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１．標準治療とは？
　標準治療とは、『現時点で専門家が適切であると認め、
広く使用されている治療法で、患者に提供が義務付けら
れている』とされている。しかし、ネット上に流れる情
報には『標準治療』=『臨床試験など科学的根拠に基づ
いて得られたエビデンス』とするものも多数見受けられ
る。臨床試験全盛の今日、臨床試験から得られた結果か
ら標準治療が大きく変化した事例は多数ある。しかし、
世の中の標準治療の多くは必ずしも『エビデンス』が得
られている訳でない。特に外科治療の多くは、外科医の
間で広く受け入れられている長年の経験に基づいたもの
である。今回は大腸癌外科治療を例にとり、外科手術に
おける臨床試験の意義について考えたい。

２．手術治療の問題点
　薬物治療の場合、使用する薬剤そのものに違いはない。
例えば北海道で使用するA薬と、東京で使用するA薬
は同じ品質である。もちろん、ニューヨークで使うA薬
も同じであり、投与量が同じであれば、同一個体では同
じ効果・副作用が予測される訳である。もちろん、治療
薬の選択、副作用のマネージメントや投与量の調整など
で治療成績は変化するので、これは薬物治療チームの臨
床力である。
　一方、外科手術の大きな問題点は、『質の均一化』で
ある。日本の手術成績は諸外国と比較して良好であると
言われているが、これには日本人の良好な体型や耐術能
も大きく影響している。A病院とBセンター、C医師と
D医師、全く同じ質の手術が可能と考える外科医はいな
い。単語で表せば低位前方切除術、腹会陰式直腸切断術
など同じ手術であっても、実際の質には大きなばらつき
がある。

手術成績の施設間格差・術者間格差
　古くから、手術成績の施設間や術者間の格差について
は報告されており、特に狭くて深い骨盤内操作の難易度

が高い直腸癌手術については、欧米から多数の論文が出
ている 1-4）。施設間格差については、年間直腸癌手術件数
が多い施設で優位に肛門温存率が高く、全生存率や局所
制御率が優れているとの報告がみられる 1,2）。また術者間
格差については、大腸外科トレーニングを受けた年間手
術数 20 例以上の外科医と 20 例未満の一般外科医では、
前者で有意に無再発生存期間が優れており、また永久人
工肛門造設率が低い、などが報告されている 3,4）。

３．直腸癌手術と臨床試験
　手術治療を含めた大規模臨床試験を行う上で、『手術
の質』の均てん化は最重要課題の 1つである。質に大き
なばらつきのある治療成績を比較しても、有効性・安全
性の検証は困難である。臨床試験においては良好でばら
つきの小さい比較的均一な『手術の質』が要求とされる。
　スウェーデンで 1987 ～ 1990 年に施行された Swedish 
trial は直腸癌に対する手術単独治療と術前放射線療法
（RT）＋手術を比較した大規模第Ⅲ相比較試験である 5）。
当時の標準術式は鈍的に直腸を切除する blunt dissection
であり、局所再発率は現在では想像できない悲惨なも
のであった（図 1a）。この試験において、手術単独群の
5年局所再発率は 27%で、術前RT群では 11%と有意に
良好であった（p<0.001）。また、5 年生存率（OS）は
それぞれ 48%、58%で術前 RT群で有意に良好であった
（p=0.004）（図 2）。この試験結果から、欧米における術
前RTの直腸癌治療における不動の地位は築かれた。
　その後、オランダで 1996 ～ 1999 年に施行された
Dutch trail では、進行直腸癌に対する直腸間膜全切除
術（total mesorectal excision: TME）と術前放射線療法
＋TMEのランダム化第Ⅲ相比較試験が行われた 6）。問
題となるのは、当時オランダ国内にまだ十分浸透してい
ないTMEという手術術式の質の担保であった（図 1b）。
TMEとは従来一般的であった鈍的な剥離を行う blunt 
dissection と異なり、正しい剥離層を保つため、直腸を
直視下に鋭的剥離を行う概念で、全く異なる術式ではな
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く、より精度の高い手術技術だと理解するとわかりや 
すい。
　Dutch trial では、TME の quality control のため、参
加外科医には講習会やシンポジウムへの出席、開始 5例
まではインストラクターによる手術指導を受けること
が義務付けられた。試験結果は術前 RT＋ TME群の 5
年局所再発率は 5.6%と TME単独群の 10.9%と比較し
有意に良好で（p<0.001）、局所コントロールにおける
術前 RTの有用性が再現された（図 3）。注目すべきは
Swedish trial と比較し、局所再発率の大幅な改善が得ら
れた点である。異なる試験の結果を比較することは全く
意義を持たないが、5年局所再発率は blunt dissection 単
独治療の 27%からTME単独群の 10.9%へ大幅に改善さ
れている。
　さらに重要なことは、同時に優れたTMEの手術手
技を臨床試験によりオランダ国内に広く普及させた点
である。オランダにおいて 1987 ～ 1990 年、ちょうど
Swedish trial が施行されたのと同時期に行われた大規

模比較試験である CRAB trial と Dutch trial での成績
が比較検討されている 7）。CRAB trial では従来の blunt 
dissection が施行されており、quality control はなされて
いなかった。術前 RTを受けた患者を除いた検討で、2
年局所再発率はCRAB trial で 16％、Dutch trial で 9%と
有意にDutch trial で良好であった（p=0.002）。多変量解
析においてもTMEを行わないことが局所再発と生存率
低下の独立した予測因子であると報告された。

4．臨床試験に期待すること
　Dutch trial においては当然、術前RTの有用性を示し
たことが強調される訳であるが、その陰で、外科医の教
育による手術レベルの大きな引き上げにより、オランダ
における直腸癌治療の成績が大きく向上したことは、特
筆すべきことである。このように、手術を中心とした臨
床試験を実施することにより、実施国、実施グループに
おける手術手技の均てん化と全体的な底上げが期待され
る。JCOG大腸がんグループで施行された JCOG0212 試
験は進行下部直腸癌に対する標準治療であるTME＋側
方リンパ節郭清群に対するTME単独群の非劣勢を評価
する多施設共同ランダム化第Ⅲ相試験で、症例登録はす
でに終了し、主要評価項目である無再発生存期間の結果
待ちである。この試験においては、手術の質と摘出標本
の quality を評価するため、術中および標本写真の提出
が求められた（図 4）。こうした評価されるという意識
が手術手技向上には大切であろう。中央判定による厳し
いフィードバックがあればさらに効果的なのかもしれな
い。この試験で、日本の伝統技術の 1つである自律神経
温存側方リンパ節郭清の適切な手術手技が広く受け継が
れていることを祈りたい。

図1　 （a） 従来法である blunt dissection （Atlas of Surgical Opera-
tions. 7th ed., 1993より抜粋）。用手的に鈍的に剥離を行う。（b） 
1979年にイギリスのHeald らにより提唱されたTME（N Engl 
J Med; 345: 690-2, 2001より抜粋）。直視下に鋭的剥離を行う。

図2　 Swedish trial の局所再発率。5年局所再発率は手術単独群で
27%、術前RT＋手術群で11%と術前RT群で有意に良好であっ
た（文献1 より抜粋）。

図3　 Dutch trial の局所再発率。5 年局所再発率は TME 単独群で
10.9%、術前 RT＋ TME群で 5.6%と術前 RT群で有意に良好
であった（文献2より抜粋）。



505JSCO 第48巻第2号

第51回　日本癌治療学会学術集会Educational Book

5．臨床試験における問題点
　臨床試験では対象として切除可能や切除不能という単
語をよく見受ける。切除の可否は、時として腫瘍学的な
問題と技術的な問題が混ざり合い非常に複雑である。前
者は臨床医のコンセプトに大きく左右され、後者は施設
間・外科医間の技術格差が大きく影響する。また、最近、
評価項目として良く見受ける切除率やR0切除率も非常
に曖昧なものである。一般的に用いられる生存率、無憎
悪生存率、奏効率などイベント発生やRECIST判定で明
確な値が出てくるものと異なり、切除率やR0切除率に
は一定した基準はなく、施設・外科医の主観や技術に大
きく左右される。切除率はその試験グループおよびその
コミュニティーでの概測値と見なすべきで、異なる試験
間で切除率の比較や有効レジメンの評価などは、全く意
味を持たない。

6．大腸癌肝転移と臨床試験
　大腸癌に対する化学療法の有効性向上と肝切除の技
術・安全性の向上とともに、大腸癌肝転移に対する手
術治療の適応は大きく拡がり、臨床試験も多数施行され
ている。しかしながら切除可能肝転移と切除不能肝転
移の境界にコンセンサスの得られた明確な線引きはな
い。また、切除不能病変に対するR0切除率、いわゆる
conversion rate の数字だけが独り歩きしている感が否め

ないが、前述のとおり切除可能の判断は均一でなく、何
処の誰が判断したかで大きく異なる。
　CELIM試験は 2004～ 2008年にヨーロッパで行われた
『切除不能肝転移に対する一次治療としてのFOLFOX＋
セツキシマブとFOLFIRI ＋セツキシマブの有効性を比
較検討したランダム化第Ⅱ相試験』で主要評価項目は奏
効率である 8）。この試験では、それぞれの群の奏効率は
68%と 57%で、R0切除率は 38%と 30%であり、セツキシ
マブのFOLFOXと FOLFIRI への上乗せで、ともに高い
奏効率とR0切除率が得られることが示された。
　この高いR0切除率は治療レジメンの有効性を真に示
しているだろうか。CELIM試験では、7人の外科医によ
り臨床情報をマスクした画像による中央判定が行われて
いる。その結果、治療前に切除不能として登録された症
例の 32%が切除可能と判断された（図 5）。また、腫瘍内
科医が主に切除の可否を判断した試験と肝臓外科医が大
きく関わった試験を比較すると、切除率は後者で大きく
良好であった。
　近年、がん治療方針決定は、内科医・外科医のみなら
ず、放射線科医、薬剤師、看護師など多職種間カンファ
レンスにて議論することが推奨されている。特に肝切除
の可否については、腫瘍内科医、大腸外科医のみならず、
肝臓外科医、放射線診断医・治療医などを交えての検討
が望ましい。

図4　 JCOG0212試験では、手術の quality control のため、（a） TME、（b）側方リンパ節郭清の術中写真および（c） （d）
標本写真などの提出が求められた。
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図5　 CELIM 試験では、7人の外科医により切除の可否が中央判定され
た。治療前の画像診断で 32%が切除可能と判定され、治療後に
は60%が切除可能と判定された（文献4より抜粋）。

７．今後の臨床試験に求めるもの
　外科治療の効果・有効性については経験的な要素が大
きく、臨床試験で解決された疑問点は氷山の一角である。
今後、より有効で安全な治療法確立のための良質な試験
を考案することも大切であるが、臨床試験を通じてより
レベルの高い『手術の質』を広く普及させることが必要
である。
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