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早期大腸癌対象の局所切除後の垂直断端陰性かつ高リスク下部直腸粘膜下層浸潤癌（pT1 癌） 

に対するカペシタビン併用放射線療法の単群検証的試験（JCOG1612）への 

患者様のご紹介に際して 

臨床試験参加希望者様の 

主治医師 御侍史 

３Ｈクリニカルトライアル株式会社 

がん情報サイト 「オンコロ」 

国立がん研究センター中央病院 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 

さて、突然のご案内にて誠に恐縮に存じますが、先生にご案内したい臨床試験があり本状をお送り

いたしました。 

3H クリニカルトライアル株式会社は、当社が運営する Web サイト「オンコロ（https://oncolo.jp/）」を

通じて、臨床試験の被験者募集広告を行っております。この度、先生が診療されている患者様より「オ

ンコロ」を通じて臨床試験へのお問い合わせと、参加のご要望がございましたので、患者様の承諾を得

たうえで本資料を送付させて頂きました。 

 

患者様が参加を希望されている臨床試験は国立がん研究センター中央病院が実施する 

「早期大腸癌対象の局所切除後の垂直断端陰性かつ高リスク下部直腸粘膜下層浸潤癌（pT1 癌）に

対するカペシタビン併用放射線療法の単群検証的試験（JCOG1612）」でございます。 

 

患者様が本臨床試験への参加を希望する場合は、別添 2 にお示しする本臨床試験を実施している

医療機関へご紹介いただきたく存じます。 

 

なお、本臨床試験の主な選択・除外基準を別添 1 にお示ししておりますので、ご参照ください。 

 

ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、何卒ご検討の程、お願い申し上げます。ご不明な点がご

ざいましたら以下までご連絡いただけますようお願いいたします。 

 

まずは、略儀ながら書面をもちましてどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

★営業時間やメールアドレスが変更になる可能性がございます。 
【問い合わせ先】 

がん情報サイト「オンコロ」 

担当：中山 

電話番号：0120-974-268 （平日 10：00 ～ 18：30） 

メールアドレス：info_oncolo@3h‐ct.co.jp 

ダウンロード資料 

（主治医向けページ掲載資料） 
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別添1 

 

本臨床試験の概要について以下のようにお示しいたします。 

 

臨床試験課題名： 

局所切除後の垂直断端陰性かつ高リスク下部直腸粘膜下層浸潤癌（pT1 癌）に対するカペシタビン併

用放射線療法の単群検証的試験（JCOG1612） 

 

本試験の概要： 

直腸 Rb の早期癌に対して内視鏡的切除もしくは外科的局所切除を行って非治癒切除(低分化型癌や

粘液癌、粘膜下層浸潤距離 1,000 μm 以上、脈管侵襲陽性、簇出 Grade 2/3)であった場合、現在の

標準治療はリンパ節郭清を伴う外科的切除術です。結腸や上部直腸の癌と異なり、下部直腸癌の外

科手術は人工肛門造設を必要としたり、または肛門を温存しても著しく肛門・排便機能が低下する場

合があります。 

近年、低侵襲医療が求められる時代であり、患者さんの QOL 向上の点から、下部直腸癌の局所非治

癒切除後の外科的切除術に代替えする治療を確立するために、化学放射線療法を行い、その有効性

と安全性を評価するため本試験を実施しています 

 

臨床試験薬の投与方法など 

この臨床試験では、カペシタビンと放射線治療を組み合わせた、化学放射線療法を行います。 

カペシタビンは放射線治療を行う日の、朝と夕の 1 日 2 回、3～5 錠ずつ服用します。 

放射線の照射は、1 日 1 回、週 5 回、5 週間、合計 25 回行います。1 回に照射する放射線の量は 1.8 

Gy（グレイ：放射線の単位）、1 回の照射にかかる時間は 5～10 分です。 

 

臨床試験デザイン 

本臨床試験は単群試験ですので、同意を頂いた方に化学放射線療法を行います。 

 

参加基準 

■主な選択基準： 

1） 局所切除※前の内視鏡診断にて病変の中心が第 2 ヒューストン弁を超えて進展していない下部直

腸（Rb）に存在する癌である（病変の口側端の一部が上部直腸（Ra）に進展している場合、病変の肛門

側の一部が肛門管に進展している場合、またはその両者の場合も含める）。なお、局所切除前の内視

鏡診断にて病変の腫瘍径および周在性は問わない。 

※ 局所切除：ポリペクトミー、内視鏡的粘膜切除術（endoscopic mucosal resection：EMR）、内視鏡的

粘膜下層剥離術（endoscopic submucosal dissection：ESD）、経肛門的局所切除、経肛門的内視鏡下
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小手術（transanal endoscopic microsurgery：TEM）、低侵襲経肛門的局所切除術（minimal invasive 

transanal surgery：MITAS）のいずれか。 

2） 登録前 12 週以内に局所切除が施行されている。他院切除例も可とする。 

3） 局所切除により一括切除され、内視鏡治療後または外科的局所切除後の病理診断で、以下の

①、②のいずれかを満たす 

① 内視鏡治療後の病理診断で根治度 EA（Cur EA）：HM0 かつ VM0、または EB（Cur EB）：HMX かつ

VM0 

ただし、HM0（腺腫成分陽性）は、HM0 と扱う。 

② 外科的局所切除後の病理診断で根治度 A（Cur A）：PM0 かつ DM0 かつ RM0、または根治度 B

（Cur B）：PMX かつ DM0 かつ RM0、PM0 かつ DMX かつ RM0、PMX かつ DMX かつ RM0 

ただし、PM（口側切離端）または DM（肛門側切離端）で腺腫腺管のみが切離端に及んでいる場合は、

それぞれ PM0、DM0 と扱う。 

4） 局所切除後の病理診断で腺癌（大腸癌取扱い規約第 8 版）と診断された pT1 癌で以下の 1 つ以

上を満たす。ただし、他院切除例の場合はプレパラートを取り寄せて自施設で診断する（プレパラート

が取り寄せられない場合は不適格）。 

① 低分化型腺癌、粘液癌、印環細胞癌のいずれか 

② 粘膜下層浸潤距離 1,000 μm 以上 

③ 脈管侵襲陽性（3.6.1. 参照）（免疫染色で確認していること） 

④ 簇出 Grade 2/3 

5） 局所切除された原発部位の潰瘍底が露出していない（再生上皮で覆われている）、遺残病変がな

いことが内視鏡で確認されている。 

6） 胸部・上腹部・骨盤部造影※CT（スライス厚 5 mm 以下）にて、リンパ節転移、遠隔転移のいずれも

認めない（cN0M0：大腸癌取扱い規約第 8 版）。 

※ 造影剤アレルギー、腎機能障害、気管支喘息が原因で造影 CT が不可能な場合は単純 CT を許

容する。 

7） 登録日の年齢が 20 歳以上、75 歳以下である。 

8） Performance status（PS）は ECOGの規準で 0 または 1 である（PS は必ず診療録に記載するこ

と）。 

9） 経口摂取が可能である。 

10） 他のがん種に対する治療も含めて、直腸切除術（ただし局所切除を除く）、骨盤への放射線治療

のいずれの既往もない。 

11） 家族性大腸ポリポーシス、遺伝性非ポリポーシス大腸がん（リンチ症候群）、潰瘍性大腸炎、クロ

ーン病のいずれとも診断されていない（ただし、遺伝子検査による確認は必須としない）。 



4 
 

12） 登録前 28 日以内の最新の検査値（登録日の 4 週間前の同一曜日は可）が、以下のすべてを満

たす。 

① 白血球数≧3,000 /mm3 

② ヘモグロビン≧9.0 g/dL（登録に用いた検査の採血日前 14 日以内に輸血を行っていないこと） 

③ 血小板数≧10×104 /mm3 

④ 総ビリルビン≦2.0 mg/dL 

⑤ AST≦100 U/L 

⑥ ALT≦100 U/L 

⑦ 血清クレアチニン≦1.5 mg/dL 

13） リンパ節郭清を伴う外科的切除術（TME：total mesorectal excision、D2 郭清）が標準治療である

ことを外科医から説明されている。 

14） 試験参加について患者本人から文書で同意が得られている。 

 

■主な除外基準： 

1） 活動性の重複がんを有する（同時性重複がん/多発がんおよび無病期間が 5 年以内の異時性重

複がん/多発がん。ただし無病期間が 5 年未満であっても、臨床病期 I 期の前立腺癌、放射線治療に

より完全奏効となった臨床病期 0期、I期の喉頭癌、完全切除された、以下の病理病期のがんのように

5 年相対生存率が 95%以上相当のがんの既往は活動性の重複がん/多発がんに含めない）。 

胃癌｢腺癌（一般型）｣：0 期-I 期、結腸癌（腺癌）：0 期-I 期、直腸癌（腺癌）：0 期-I 期、食道癌（扁平上

皮癌、腺扁平上皮癌、類基底細胞癌）：0 期、乳癌（非浸潤性乳管癌、非浸潤性小葉癌）：0 期、乳癌

（浸潤性乳管癌、浸潤性小葉癌、Paget 病）：0 期-IIA 期、子宮体癌（類内膜腺癌、粘液性腺癌）：I 期、

前立腺癌（腺癌）：I 期-II 期、子宮頸癌（扁平上皮癌）：0 期、甲状腺癌（乳頭癌、濾胞癌）：I 期、II 期、III

期、腎癌（淡明細胞癌、嫌色素細胞癌）：I期、その他の粘膜内癌相当の病変 

※病期分類は、原則として UICC-TNM 第 7 版またはそれに準ずる癌取扱い規約に従う 

2） 全身的治療を要する感染症を有する。 

3） 登録時に 38.0℃以上の発熱を有する。 

4） 妊娠中、妊娠の可能性がある、産後 28日以内、授乳中のいずれかに該当する女性。パートナーの

妊娠を希望する男性。 

5） 日常生活に支障をきたす精神疾患または精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断さ

れる。 

6） ステロイド薬またはその他の免疫抑制薬の継続的な全身投与（内服または静脈内）を受けている。 

7） コントロール不良の糖尿病を合併している。 

8） 不安定狭心症（最近 3 週間以内に発症または発作が増悪している狭心症）を合併、または 6 か月

以内の心筋梗塞の既往を有する。 
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9） 高度の間質性肺炎、肺線維症、肺気腫のいずれか、もしくは複数を合併している。 

10） フェニトイン（アレビアチン®、ヒダントール®、フェニトイン N®）、またはワーファリンカリウム（ワーフ

ァリン®、アレファリン®、サモファロン®）を常用しており、登録時点で中断できない。 

 

被験者登録期間 

2023 年 1 月までを予定（進捗状況によって変更となる可能性があります） 

 

jRCT 掲載情報：jRCT1031180076 

 

臨床試験広告Webページ（オンコロ）掲載情報：【臨床試験広告】「早期大腸癌対象の局所切除後の垂

直断端陰性かつ高リスク下部直腸粘膜下層浸潤癌（pT1 癌）に対するカペシタビン併用放射線療 

法の単群検証的試験（JCOG1612）」のご案内 

https://oncolo.jp/ct/ad0086 
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 現在、貴院の近隣において本試験を実施しているのは以下のご施設となります。お問い合わせ方法

や来院方法について、ご確認いただけますようお願いいたします。 

 

臨床試験実施医療機関名： 

実施医療機関名は募集ページをご確認ください。 

 

施設研究責任医師名： 

責任医師名はお問い合わせ時にお伝えいたします。 

 

問い合わせ先： 

池松 弘朗  

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科 

〒277-8577 千葉県柏市柏の葉 6-5-1 

TEL：04-7133-1111 FAX：04-7134-6928  

E-mail：hikemats@east.ncc.go.jp 

 

ご来院に際しかかる費用等に関するご連絡事項： 

 

その他のご連絡事項： 

 
 

 

mailto:hikemats@east.ncc.go.jp

