
既存試料・情報を用いる研究についての情報公開 

 

本学では、医学系研究に協力して下さる方々（以下研究対象者）の利益と安全を守り、安心して研究

に参加していただくように心がけております。こちらに記載されている研究については、研究・診療等

により収集・保存された既存試料・情報を用いる研究で、直接研究対象者からインフォームド・コンセ

ントを取得することが困難であるため、情報公開をさせていただいております。 

 こちらの文書は研究対象者の皆様に、情報公開をするとともに、可能な限り研究参加を拒否または同

意撤回の機会を保障する為のものになります。 

なお、研究参加を拒否または同意撤回されても一切の不利益はないことを明記させていただきます。 

 

 

受付番号 （倫理・先進・ゲノム）第２１４５号 

研究課題 

卵巣高異型度漿液性癌の病理組織学的細分類における診断再現性の検討 

本研究の実施体制 

基幹施設名および研究総括者（ 近畿大学医学部 産科婦人科教室 松村謙臣 ） 

参加施設数 （  79   ）施設 

本学の役割 ■試料・情報の収集   

本学における担当

者 
所属、職位、役割 

責任者名 熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学講座、教授、片渕 秀隆 

分担者名 熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学講座、講師、本原 剛志 

分担者名 熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学講座、医員、岩越 裕 
 

本研究の目的及び意義 

欧米で行われた第 III 相ランダム化比較試験の GOG-218 と ICON-7 試験で卵巣がんに対する
ベバシズマブ併用・維持療法がコントロール群と比較して有意に progression-free survival (PFS) 
を延長すると報告された。この臨床 試験の結果からわが国でもベバシズマブは卵巣がんに
保険適用され広く臨床で用いられているが、GOG-218 試験、ICON-7 試験ともに overall survival (OS) 
の改善を認めなかったため、コストベネフィットの点からバイオマーカーの開発が最も重要な課題と
されている。GOG-218 と ICON-7 の付随研究としてベバシズマブのバイオマーカーの探索
が行われているが、未だ有効なバイオマーカー の発見に至っていない。 
2011 年に The cancer genome atlas (TCGA) より卵巣高異型度漿液性癌(HGSOC) は遺伝子発現プロフ
ァイルの特徴から Mesenchymal subtype、Immunoreactive subtype、Proliferative subtype、Differentiated 
subtype の 4 つのサブタイプに分かれることが報告された。その後 Winterhoff、Gourley らは ICON7
に登録された HGSOC のパラフィン包埋切片を用いた解析から、これら 4 つのサブタイプごと
でベバシズマブの感受性が異なることを報告した。Winterhoff は Mesenchymal subtype、
Proliferative subtype ではパクリタキセル・カルボプラチン療法にベバシズマブを上乗せ
することて PFS、OS の改善を認めたが、 Immunoreactive subtype、Differentiated subtype ではベ
バシズマブの上乗せ効果が得られなかったと報告している。基礎研究においても Mesenchymal 
subtype、Proliferative subtype には血管新生に関する遺伝子群が多く含まれていて、ベバシズマ
ブの奏功規定因子となりうることは矛盾ない結果とされている。また Gourley は免疫関連の遺伝子発現
が更新している immune group においてはパクリタキセル・カルボプラチン療法にベバシ
ズマブを上乗せするとむしろ PFS、OS が不良となることを報告している。このような遺伝子発現
プロファイルの特性に基づくベバシズマブの感受性の違いについては、乳がんや神経膠芽腫



でも同様に報告されておりベバシズマブの感受性予測に大きな可能性を秘めている。しかしこれ
ら遺伝子発現プロファイルの解析は費用や技術的な問題から広く臨床応用することに大きな問題点を抱
えている。 
村上らは HE 標本を用いた HGSOC の病理組織の形態学的特徴から、これらを Mesenchymal transition 
type(MT)、Immune reactive type (IR)、Solid and proliferative type (SP)、Papilloglandular type(PG)の 4 サ
ブタイプに分ける方法を提唱して報告した。この報告では HE 標本を用いた 4 つの病理組織 学的
細分類と同一標本の遺伝子発現プロファイルとパスウェイ解析の結果から、 病理組織学的サブタイ
プ (MT、IR、SP、PG)と TCGA で定義された Mesenchymal subtype、Immunoreactive subtype、
Proliferative subtype、Differentiated subtype のそれぞれのサブタイプが強く相関していること
が明らかとなった。このように HE 標本を用いた形態学的特徴から遺伝子発現プロファイルを予測す
ることは、遺伝子発現プロファイルごとでのベバシズマブ感受性予測のサロゲートマーカ
ーとしての可能性を秘めており、コストベネフィットの点からもベバシズマブの治療個別化に広
く臨床応用されることが期待される。 
JGOG3016 の付随研究では HE 標本を用いて TCGA subtype を推定し、タキサン系抗がん剤の感受性
予測が可能であったことをすでに報告しており、今後も病理組織学的細分類を用いて TCGA subtype
を推定し化学療法の感受性予測を行う試みは広く普及していく可能性が期待される。 
しかし病理組織学的細分類を用いた TCGA subtype の推定を行って治療個別化を行っていくためには、その
診断・分類の再現性について検討して広く臨床応用が可能かについてさらなる検討を行う必要がある。 
今回、JGOG3022 に登録された HGSOC 症例について、HE 標本に基づく病理組織学的細分類の診断の
再現性を検討することを目的とする研究を計画した。 
また各群における患者背景(年齢、手術進行期、残存腫瘍の有無と大きさ)と Progression Free Survival 、
Overall survival、化学療法のレジメン、有害事象について JGOG データセンターより情報提供をいた
だく。この結果を用いて形態学的なサブタイプと予後の比較検討を行いバイオマーカーとしての有
用性の検討を行う。特に、予後不良の MT の予後が改善する結果、4 群間の PFS に差がなくなってい
ると予測しており、それを検討する。 

・研究の方法 

・デザイン：観察研究、後ろ向き、前向き、コホート研究 

・侵襲無し、介入なし 

・対象者数：JGOG3022 試験に登録された症例のうち、高異型度漿液性癌と診断された症例 (全国 220 例) 

・評価項目 

（主要評価項目） 

提出された病理組織標本のバーチャルスライドを作成し、トレーニングセットにより学習した複数

の婦人科医、病理診断医が病理組織学的細分類を行ってその一致率を検討する。 

（副次評価項目） 

 ベバシズマブ投与症例の奏効および増悪、有害事象を検討する。 

研究期間 

全体：2020 年 1 月 10 日から 2020 年 12 月 31 日まで 

大学院生命科学研究部長（病院長）承認の日から 1 年 0 ヵ月 
予定観察（追跡）期間：手術日から 5 年 0 ヵ月 

試料・情報の取得期間 

2020 年 1 月から 2020 年 12 月まで 

研究に利用する試料・情報 

1) 病理組織標本（原発巣を含む HE 染色標本） 
2) 疾患の情報: 
 年齢、手術進行期、 
 残存腫瘍について(optimal surgery, suboptimal surgery) Progression Free Survival 
 Overall survival 
 化学療法のレジメン 

 Grade 3 以上の有害事象(高血圧、蛋白尿)の発現頻度 



3) 治療内容：治療した化学療法の薬剤名・コース数、 

化学療法の有害事象（高血圧・蛋白尿） 

本学外への送付□なし■あり（送付先：松江市立病院 病理診断科） 

個人情報の取扱い 

本研究ではプライバシーを保護するため、研究対象者の氏名、現住所の詳細、電話番号、E メールアドレス、

勤務先情報、通学先情報を取得しない。医療情報は発番された症例登録番号を用いて同定され、研究の結果

が公表される場合にも研究対象者の身元のプライバシー保護に配慮する。 

原資料等は実施医療機関にて、収集された情報等は研究代表者施設にて、研究終了後 5 年間以上保管する。

記録を破棄する場合には研究対象者のプライバシー保護に配慮する。 

研究成果に関する情報の開示・報告・閲覧の方法 

11st Author は臨床試験データの再使用による研究の研究代表者とする。 2 その他の Author は投稿す

る論文の規定に従って、以下の基準に則り、研究代 表者と DC 委員長で協議をし、その他の Author を

決める。 

a. 研究組織メンバーの内、研究計画書の完成への過程、研究成果の解析など、 研究の作成、運営に

対する貢献度を考慮 

b. 元になった JGOG study の研究代表者、主たる論文の Author を加えることが 出来る。 なお、学

会発表に関しては、複数回に及ぶ可能性があることから、研究代表者、 研究組織メンバーの優先順

位で発表者となる権利を承認する。 

利益相反について 

近畿大学内での研究実施にあたっての必要な経費は産婦人科の科学研究費補助 金および講座費にて賄

う。研究分担施設への資金提供は行わない。また、本研究 に関わる研究者の利益相反については、近畿大

学医学部利益相反マネジメント委員会によって審査される。 

本研究参加へのお断りの申し出について 

研究参加者には同意取得語に試料・情報の研究利用を拒否する自由、同意を撤回する自由がある。 

拒否および同意撤回は書面もしくは口頭で申し出ていただく。 

拒否および同意撤回による不利益は一切ない。 

本研究に関する問い合わせ 

熊本大学病院 

〒860-8556  熊本県熊本市中央区本荘 1-1-1 

TEL 096-344-2111 

研究責任者 医学部 産科婦人科学講座 医師・教授 片渕秀隆 

      医学部 産科婦人科学講座 医師・講師 本原剛志 

      医学部 産科婦人科学講座 医師・医員  岩越裕 

 

 


