一般社団法人ＪＢＣＲＧ
2020 年度（第 12 期）事業報告書
自

2020 年 4 月 1 日

至

2021 年 3 月 31 日

Ⅰ．事業の成果と実施状況
事業計画に基づき、各事業とも着実な実績を挙げました。

1. 研究事業
(1) 国内臨床研究
JBCRG-C08（ATTRIBUTE）
『トリプルネガティブ乳癌患者（TNBC）に対するアテゾリズマブの前向
き観察研究』は、PD1 陽性進行再発 TNBC の 1－3 次治療で免疫チェックポイント阻害剤のアテゾリズ
マブを含む治療を行う患者さんを対象に有害事象の発現割合を主要評価項目とした多施設共同の前向き
観察研究です。Impassion130 試験により、日本においても実臨床下で TNBC に対し、免疫チェックポイ
ント阻害剤のアテゾリズマブが使用可能となりましたが、当該試験ではアテゾリズマブ使用例は 43 例と
少なく、日本人における十分な安全性の検討ができている状況ではないことから本試験が計画され、150
症例の集積を目標として 2021 年 2 月に登録が開始されました。
JBCRG-26『HR 陽性 HER2 陰性進行乳癌の日本人患者を対象に，スマートフォンアプリおよびウェア
ラブル端末を用いて，パルボシクリブと内分泌療法薬を併用投与または内分泌療法薬を単剤投与した際
の，患者報告アウトカムおよび身体活動量を評価する，前向き，多施設共同，観察研究』は、進行乳癌の
日本人患者を対象に、スマートフォンアプリおよびウェアラブル端末を用いて遠隔データを取得し、患者
報告アウトカムおよび身体活動量を評価する研究です。Decentralized Clinical Trial と呼ばれるもので、
ＪＢＣＲＧにおいては初めて試みられる臨床研究であり、100 症例の集積を目標として 2021 年 2 月に登
録が開始されました。
JBCRG-C07（REIWA）
『転移・再発乳癌における遺伝子パネル検査 FoundationOne® CDx の治療方針
決定に与える影響を検討する観察研究』 は、StageⅣまたは、再発乳癌で、F1CDx を施行の患者さんを
対象とした観察研究です。主要評価項目は遺伝子変異に対する治療（matched therapy）、accessibility で
あり、副次的評価項目は OS、日本の保険制度下で使用可能な薬剤、レジスタンス情報などとなっていま
す。2020 年 1 月 15 日より登録が開始され、目標症例数は 600 例（luminal コホート、HER2 コホート、
TN コホート各 200 例）、登録期間は 3 年、観察期間は 2 年の試験であり、登録進捗状況は現在、年度ご
との目標症例の半数程度ですが参加施設数も増加し、確実に月間登録数も増える傾向にあります。
2020 年度に実施されたアンケート調査結果の報告により、エキスパートパネルの現状、エキスパートパ
ネルでの推奨治療、また参加施設で現在実施中の治験・試験情報なども共有する活動が行われています。
また、新たに承認された FoundationOne® Liquid CDx の追加なども検討されています。
JBCRG-M06（EMERALD）『HER2 陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツズマブ、タ
キサン併用療法とトラスツズマブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療法を比較検討する第Ⅲ相臨床研
究』は、本法人のほか、国内の他臨床試験グループ（WJOG、CSPOR、JACCRO、JCOG）の有志によ
る検討を経て、オールジャパンで新たなエビデンスの創出を目指して 2017 年 6 月 25 日にキックオフミ
ーティングが開催されました。2017 年 8 月から 2020 年 4 月までの 2 年 9 カ月の登録期間で 480 症例
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の登録を目指して実施してまいりましたが、登録期間中に臨床研究法への法対応があったことなどから
改めて認定臨床研究審査委員会（CRB）の承認手続きが必要となったことにより、症例登録の進捗が大
幅に遅れることとなりました。2020 年 12 月末まで延長しましたが、症例集積が 400 例での検出力が約
75%であり、400 例未満で終了した場合、十分な検出力が担保されないことから、更に 2021 年 6 月末
まで登録期間を延長し実施されています。
なお、2020 年 2 月に無益中止の中間解析実施のための 80 イベントに達したことから、2020 年 5 月
に独立データモニタリング委員会（IDMC）が開催され、中間解析結果をもとに試験継続の可否が審査さ
れ、その結果、試験の継続が承認されています。
JBCRG-M04（BOOSTER）『ホルモン陽性 HER2 陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法による維
持療法を利用したベバシズマブ＋パクリタキセル療法の治療最適化研究

－多施設共同無作為化比較第

II 相臨床試験－』は、2020 年 10 月の日本乳癌学会のオーラルセッションで、ホルモン療法による維持
療法群の TFS が有意に延長している結果が報告され、現在論文投稿準備中です。
JBCRG-M05（PRECIOUS）『HER2 陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用性を検
証する第Ⅲ相臨床研究－ペルツズマブ再投与試験－』は、370 例を目標症例数として 2015 年 8 月から
実施し 2018 年 12 月まで症例集積を実施してまいりましたが、登録終了時点で目標症例数の約 6 割に相
当する 218 例の登録に留まりました。目標症例数には到達しませんでしたが、本試験は世界で唯一の試
験デザインで実施されている研究であったことから、試験結果に期待がもたれていました。2019 年度
の追跡調査後データ固定、解析を実施し、2020 年 12 月に開催された SABCS の Spotlight Session に
採択され、HER2 陽性・進行乳癌の 4 つのトピックスの１つとして主要評価項目である主治医判定 PFS
などについて発表されました。現在観察期間を 2021 年 12 月まで延長し、副次的評価項目である OS に
ついてのデータ取得を目指しています。現在、SABCS で発表された主要評価項目である主治医判定
PFS に関する論文投稿準備中です。
JBCRG-M07（FUTURE）『フルベストラント使用中に病勢進行したホルモンリセプター陽性進行・再
発乳癌患者に対する、パルボシクリブ追加投与の有効性の検討－多施設共同臨床試験－』は、1 次登録
200 例（1 次、2 次治療のフルベストラント使用中の症例）、2 次登録 70 例（フルベストラント治療に
増悪となった時点で 2 次登録）を目標症例数として 2017 年 12 月に症例登録を開始しました。登録期間
終了の 2019 年 5 月迄に、1 次登録症例が 167 例、2 次登録が 76 例となりました。予備的なデータ解析
を目的とし、観察期間終了の 2020 年 5 月にデータ固定がなされましたが、研究組織の変更が必要とな
り、実施計画書の変更手続き中です。
JBCRG-S01『乳癌術前化学療法におけるアブラキサンの有用性についての大規模統合解析』は、切除
可能原発性乳癌に対するアブラキサンを含む術前化学療法レジメンにおける奏効率の日本全国の平均値
を算出する 2017 年 11 月～2019 年 12 月を登録期間として目標症例数 500 例の大規模統計解析を行う試
験です。また、術前化学療法でアンスラサイクリンとタキサンを用いたレジメンにおける以下の 2 つの
仮説の検証を実施してまいりました。
-3-

①

タキサンとしてアブラキサンを用いた場合、特にトラスツズマブとの併用で高い pCR 率を示す。

②

タキサンとしてアブラキサンを用いた場合でも忍容性は落ちない。

全国 15 グループの協力を得て実施されたメタアナリシス解析結果が 2019 年 12 月の SABCS で発表さ
れ。上記の仮説が証明される結果となりました。Breast Cancer 誌に論文がアクセプトされました。
JBCRG-S02『乳癌術前化学療法後画像評価と術後病理組織学的診断による治療効果判定の相関と予後
についての検討』は、ＪＢＣＲＧで過去に実施された術前治療試験（JBCRG-01-03, 09, 10, 13, 16, 20 ）
を対象として実施され、データ抽出作業が実施され、現在解析中であり、今後、学会発表、論文化を予定
しています。
JBCRG-11 CPA『閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前 Exemestane(EXE)療法と EXE 療法効果不
十分例に対する EXE＋低用量 CPA 併用療法有用性確認試験』、及び JBCRG-11 TC『閉経後･ホルモン感
受性乳癌における術前 Exemestane(EXE)療法と EXE 療法効果不十分例に対する EXE＋TC 療法併用療
法有用性確認試験』のトランスレーショナルリサーチ（TR）は、本体試験の臨床データが既に Cancer
Medicine 誌に 2018 年と 2019 年に論文として掲載されていることから、本 TR では患者の同意が得られ
ている組織検体を用いてバイオマーカーを測定し、臨床データとの相関を確認する研究です。協力施設か
らの検体収集が完了し、バイオマーカーの測定が行われています。
JBCRG-22 TR は、『Triple negative 乳癌における、エリブリンメシル酸塩を用いた術前化学療法多施
設共同無作為化第Ⅱ相臨床試験』JBCRG-22 医師主導治験に参加した患者の同意が得られた検体を用い
て実施するもので、2020 年度に京都大学及びがん研有明病院との共同研究としてバイオマーカーの解析
を実施しています。Triple negative 乳癌を対象としてカルボプラチンなどで治療された BRCA 変異症例
などのバイオマーカーの解析に期待がもたれています。
JBCRG-ABCD project『進行・再発乳癌データベースプロジェクト』は、臨床研究支援ツール及びデ
ータ集積管理システム「REDCap©」の導入による進行・再発乳癌のデータベース構築を目的としていま
す。2019 年度にデータベース用 EDC の構築、ならびに研究代表者施設における倫理審査委員会の研究
実施承認が得られました。2020 年度は、12 月 4 日にキックオフミーティングを開催し、会員施設からの
本プロジェクトへの参加募集を拡大し、契約締結を進め、2021 年 2 月末現在での参加施設は 28 施設、
登録施設は施設、登録症例数は 306 例と順調な進捗を示しています。
(2) 国際共同研究
PENELOPE（JBCRG-21）『Phase III study evaluating palbociclib
(PD-0332991), a Cyclin-Dependent Kinase (CDK) 4/6 Inhibitor in
patients with hormone-receptor-positive, HER2-normal primary breast
cancer with high relapse risk after neoadjuvant chemotherapy
“PENELOPEB”』は、GBG（German Breast Group）が運営母体
の国際共同治験です。ＪＢＣＲＧを窓口として、日本からは 6 施設が
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本試験に参加し、45 症例が登録された 2017 年 4 月で症例登録を完了しました。その後追跡調査を実施
してまいりましたが、昨年 10 月に Pfizer US 本社からプレスリリースが出され、大変残念ながら主要評
価項目を達成できなかった旨、報告がございました。しかしながら今後も 2023 年まで追跡調査を実施
する予定です。
OlympiA 『A randomized, double-blind, parallel group, placebo-controlled multicenter phase III study
to assess the efficacy and safety of olaparib versus placebo as adjuvant treatment in patients with
germline BRCA1/2 mutations and high risk HER2 negative primary breast cancer who have completed
definitive local treatment and neoadjuvant or adjuvant chemotherapy』は、BIG（Breast International
Group）の国際共同治験です。国内ではアストラゼネカ株式会社の企業治験として実施されており、Ｊ
ＢＣＲＧを通じて国内 25 施設が参加し、2019 年 5 月に 140 症例をもって登録を終了しました。
その後追跡調査を実施してまいりましたが、2021 年 2 月にグローバル試験の中間解析結果が発表さ
れ、オラパリブの有効性が確認されたことから早期に試験が中止されました。
PALLAS（JBCRG-24）『PALbociclib CoLlaborative Adjuvant Study: A randomized phase III trial of
Palbociclib with standard adjuvant endocrine therapy versus standard adjuvant endocrine therapy alone
for hormone receptor positive (HR+) / human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)- negative early
breast cancer』は、ABCSG（Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group）が実施するグローバ
ル治験です。国内では 6 施設から 41 症例が登録され、2018 年 9 月に本治験の登録は終了となりまし
た。その後追跡調査が継続して実施されていましたが、グローバルの中間解析（有効性・無益性解析）
の結果、独立データモニタリング委員会がパルボシクリブを併用による統計学的な改善は認められそう
にないとの結果を 2020 年 5 月に公表しました。日本からも登録された試験でしたが有効性が認められ
ない結果となりました。
ALEXANDRA／IMpassion030 治験『手術可能なトリプルネガティブ乳癌患者を対象とした，術後補
助療法におけるアテゾリズマブ（抗 PD-L1 抗体）+ アンスラサイクリン／タキサンベースの化学療法と
化学療法単独を比較する多施設共同ランダム化非盲検第 III 相試験』は、難治といわれるトリプルネガテ
ィブ乳がんを対象とした BIG グループと Roche 主導の国際治験です。国内では中外製薬株式会社の企
業治験として実施され、2018 年から登録が開始され、2020 年度もＪＢＣＲＧ会員施設から積極的な症例
登録があり、参加国の中で最も登録の多い試験グループとしての貢献が認められました。抗 PD-L1 抗体
の TNBC に対する有効性を確認する試験として期待されています。
JBCRG-04 TR『術前化学療法、原発巣手術施行後、病理学的に腫瘍が残存している乳がん患者を対象
にした術後補助療法における Capecitabine 単独療法の検討－第Ⅲ相比較試験の付随研究』については、
本体研究となる JBCRG-04（CREATE-X）試験の結果から、トランスレーショナルリサーチに高い期待が
持たれております。2019 年度には本法人に対して、世界各国からの共同研究のオファーが寄せられ、新
たな JBCRG-04TR として、FFPE を解析することを目的とした『術前化学療法、原発巣手術施行後、病
理学的に腫瘍が残存している乳がん患者を対象にした術後補助療法における Capecitabine の効果予測
-5-

因子の探索』を立ち上げました。2020 年度は、新しい JBCRG-04TR を中心に、JBCRG-04 参加施設の
ご協力を得て、バイオマーカーの探索を継続してまいりました。
POSITIVE （ JBCRG-23 ）『 Pregnancy outcome and safety of interrupting therapy for women with
endocrine responsive breast cancer（IBCSG 48-14／BIG 8-13）』は、若年性乳がんで挙児希望の患者さ
んを対象として、20 か国、203 施設が参加して 500 例を目標として実施した国際共同試験です。目標を
上回る 518 例が登録され、国内においては 50 例の目標を大きく上回る 62 例の症例が登録されました。
既に登録は終了し、今後は定期的な採血などのモニタリングを行い、10 年間の追跡調査を実施してまい
ります。既に 137 人が出産され、欧米や日本からも赤ちゃんを囲んだご家族の写真なども紹介され、参
加された医師からは、他の臨床研究ではなかなか感じられない心温まる感動が得られたとの報告が届い
ています。
これだけ多くの患者さんが本研究に参加されたことは、若年性乳がん患者さんの挙児希望がいかに根
強いものかを物語っています。なお、本試験はエスティローダーなどの企業や患者会からの支援を受け
て実施されています。
ＪＢＣＲＧは、上記のような国際共同治験に国内施設が参加するための窓口の役割を担っています。日
本の患者さんが国際治験に登録されることで、その治験データを承認申請資料として活用し、他国との
Drug lag の解消に繋がることを目指して活動しているところです。2020 年度は positive な結果が得られ
たグローバル治験があった一方で、negative な結果となった治験もありました。これらの negative な結
果となった治験についても貴重なデータとして追跡調査に協力をお願いしております。
(3) 研究実施体制の整備と各種取り組みについて
①

JBCRG 試験の研究代表者を志す研究者の公募と Brain Storming の開催
研究事業をさらに活性化し、発展させる施策として未来の臨床試験を担う研究者の育成は
JBCRG の重要な責務の一つとなります。「2019 年度 JBCRG 全体会議」において、臨床試験
担当常任理事の増田慎三先生から「これから予定している JBCRG の臨床研究」と題し、いく
つかの研究が提示されました。これらの研究、または、新たなシーズを試験として実施してい
くために、研究代表者を志す研究者を公募し、増田先生が主宰する Brain Storming にて育成す
る計画が 2020 年度に実行されました。公募により審査された第一期 12 名の先生方による第一
回目の Web 会合が 5 月 16 日に開催され、9 月には第二期の 15 名が加わり、試験ごとにチーム
を作り、今年度は休日を利用し合計 7 回の Brain Storming が Web 形式にて開催されました。何
れの開催も自由闊達で、科学専門性に長けた情熱的な論議が交わされ、新たな臨床試験提案の
準備が着々と進められています。また、東北大学大学院医学系研究科・医学部 分子機能解析学
林 慎一 先生を招聘し「CDK4/6 阻害剤の使用最適化」についての特別講義も企画され、基礎
研究の最新の知見をどのように試験計画に反映させるかについて、林先生から直接学ぶ機会も
設けられました。

② 研究事業に関連する常設委員会の再編
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2020 年度は研究事業の更なる活発性化を目的として、研究事業に関連する常設委員会に若手の
委員の登用を進めると共に、合理的な委員会の開催を目的とした再編が行われました。これまで
は、JBCRG が実施する臨床試験計画書の計画段階の審査から試験が開始された後の試験進捗審査
についても「臨床試験検討委員会」がその質を担保する役割を担ってまいりました。近年試験開始
後の試験進捗管理の重要性、特にモニタリングや監査機能についての役割がデータの信頼性を担保
する上からも重要となってきています。そこで、2020 年度の組織再編に合わせて、新たに「臨床
試験管理委員会」を組織し、従来「臨床試験検討委員会」の役割であった試験開始後の試験進捗審
査業務を移管することとしました。
「臨床試験管理委員会」は定期的に各臨床試験の進捗状況を審
査することになります。
③ Standard Operating Procedure（SOP）の整備
研究事業に関連する常設設委員会の再編に伴い、JBCRG 臨床研究実施基準、及び組織再編に伴う
SOP の大幅な改正が行われました。今後は改訂 SOP を会員に周知し、より質の高い信頼性を担保
できる臨床研究の実施に取り組んでまいります。具体的には、「臨床研究実施基準」及び SOP No.2
「試験実施計画書の作成と承認に関する手順」が大幅に改訂されました。また新たに「臨床試験管理
委員会 内規」が作成され、審査や監査の手順が整備されました。これらの一連の作業により、2020
年度事業計画に盛り込まれた改訂作業を完了しています。2021 年度は 2020 年度の改訂作業の対象
とならなかったその他の SOP についても必要に応じて見直していく予定です。
④ データベース研究実施体制の整備
米国ヴァンダービルト大学との間に End User License Agreement を締結し、同大が開発した臨床研
究支援ツール及びデータ集積管理システムである「REDCap©」を導入した。Web 上でのデータベー
ス構築と管理、多施設の症例データ集積、将来的には過去試験のデータ移管等を行うことで、EDC の
統一化を図り、蓄積された貴重な臨床データの研究活用を推進できる体制を整備することが可能とな
ります。日本人の進行・再発乳癌患者のデータベースの構築を目的として進められている ABCD
project から、本システムを利用した研究事業がスタートしていますが、ABCD project でスムーズな
データ管理が確認されれば、今後のＪＢＣＲＧの臨床試験においても標準的な研究支援ツールとして
活用していく予定です。なお、参加施設においては、自施設の ABCD project の登録例を用いて統計
解析レポートが容易に作成でき、これにより自施設の進行・再発乳癌患者の治療傾向等の簡単な考察
ができることから、本 project に参加することにより、自施設のデータ整備にも役立てることができ
るものと思われます。
⑤

臨床研究法への対応
2018 年 4 月 1 日に施行された臨床研究法の特定臨床研究に該当する医薬品製造企業からの資金
の提供を受け、契約締結により実施している研究（JBCRG-M04、M05、M06、M07）につきまし
ては、法に基づき、年度末の定期報告申請に向け、各試験に参加されている先生方には利益相反の
申告等をお願いしてまいりました。引き続き参加施設のご協力を頂きながら対応してまいります。
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⑥ 論文化の促進
2020 年度も、学会発表から論文投稿までの迅速な対応を研究代表者に働きかけてきた結果、
2020 年度には 5 報の研究が医学誌に掲載されました。また、年度末には 2 報の論文アクセプトに
ついての連絡が投稿誌からありました。この中には学会発表から投稿誌のアクセプトまでの期間が
6 カ月以内の研究もあり、会員の論文化に対するスピード意識が高まってきたものと思われます。
しかしながら更なる迅速な対応が必要と考えています。臨床研究は日進月歩であり、論文化の遅れ
は、研究開始時の意義を失うことにもなりかねません。乳がん医療の進歩をリードする団体とし
て、今後も論文化のスピード感を重視してまいる所存です。
⑦ トランスレーショナル・リサーチ（TR）への取り組み
本法人の研究事業として、臨床試験データの集積とともに重要視している活動の一つが TR で
す。ＪＢＣＲＧには、これまで実施された数多くの臨床試験データが集積されています。その多く
の臨床試験では、付随研究として TR のプロトコールが作成され、患者さんの同意取得のもと、血
液検体や組織検体を採取し保管してまいりました。本体試験の終了と試験データの公表により、そ
の研究に参加された症例の検体を使用しての解析が 2020 年度も実施されています。検体解析ツー
ルの開発の進歩に伴い、新たなバイオマーカーの発見や、新たな臨床試験の企画に繋がるものと期
待されるところです。
(4) 常設委員会の活動
研究事業を支える各委員会の 2020 年度活動報告は下記のとおりです。2020 年度は、研究事業のさら
なる品質向上と組織力の強化のため、常設委員会の再編成が行われました。
委員会

活動報告

臨床試験検討委員会

4/1：新規研究（C08）PCS、C07 プロトコール改訂、新規研究（C07A1） PCS、26 プロトコール、新規研究 PCS、ABCD Project プロトコ
ール改訂の審査等。
7/16：C08 プロトコール、REIWA2 プロトコールの審査等。
8/20（臨時開催）：C08 プロトコールの審査。
10/16：Safari 付随研究 MPA 解析 PCS、新規研究 PCS、M05 プロトコ
ール改訂の審査等。
12/11（臨時開催）：新規研究 PCS の再審査。
1/22：C06-A1（Safari 付随研究）新規プロトコールの審査、REIWA2 プ
ロトコール改訂についての報告等。
3/19：C09 新規プロトコールの審査等。

TR 委員会

旧：バイオマーカー委員会・臨床薬理学委員会が統合され、TR 委員会と
して 2020 年に新設されました。

臨床試験管理委員会

旧：監査委員会の機能を強化し、臨床研究の品質管理を目的に 2020 年に
新設されました。
3/25：M07、22 Follow、C07、C07-A1 の審査。
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利益相反委員会

1/4：2019 年分利益相反申告書（2020 年収集分）の定期審査、C06-A1 実
行委員会定期審査
持ち回り審議：学術集会演者・C09 実行委員会 COI 審査

アドバイザリーボード

旧：診療アルゴリズム委員会・学術アドバイザリーボード・臨床評価アド
バイザリーボードを統合し、2020 年新設されました。

倫理委員会

活動なし

(5) 学会発表
本年度は、以下の研究成果を国内外の学会で発表いたしました。
タイトル

発表者

学会

A randomized, phase 2 study of

Hiroko Bando, Norikazu Masuda,

ESMO 2020

neoadjuvant chemotherapy containing

Takashi Yamanaka, Takayuki Kadoya,

Oral VIRTUAL

eribulin mesylate for triple-negative

Masato Takahashi, Shigenori Nagai,

2020 年 9 月

primary breast cancer patients stratified

Shoichiro Ohtani, Tomoyuki Aruga, Eiji

by homologous

Suzuki, Yuichiro Kikawa, Hiroyuki

recombination

Yasojima, Hiroi Kasai, Hiroshi Ishiguro,

deficiency status

Hidetaka Kawabata, Satoshi Morita,

(JBCRG-22)

Hironori Haga, Tatsuki R.Kataoka,
Ryuji Uozumi, Shinji Ohno, Masakazu
Toi

Patient-reported outcomes of a switch

S. Saji, N. Taira, S. Morita, M. Kitada,

ESMO 2020

to maintenance endocrine therapy

T. Takano, M. Takada, T. Ohtake, T.

Poster

following induction chemotherapy

Toyama, Y. Kikawa, Y. Hasegawa, T.

2020 年 9 月

versus continuation of chemotherapy in

Fujisawa, M. Kashiwaba, T. Ishida, R.

ER-positive HER2-negative metastatic

Nakamura, Y. Yamamoto, U. Toh, H.

breast cancer: a randomized, open-

Iwata, N. Masuda, S. Ohno and M. Toi

label, phase 2 clinical trial19）
Pooled-analysis of prospective

Hiroyasu Yamashiro, Yutaka

ESMO 2020

observational studies evaluated the

Yamamoto, Andreas Schneeweiss,

Poster

effectiveness and safety of

Volkmar Müller, Oleg Gluz, Peter

2020 年 9 月

bevacizumab and paclitaxel as the first-

Klare, Bahriye Aktas, Dank Magdolna,

line chemotherapy for HER2-negative

László Büdi,Béla Pikó, László Mangel,

metastatic breast cancer.

Masakazu Toi, Satoshi Morita, Shinji
Ohno
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A randomized, multicenter, phase II

Shoichiro Ohtani, Shigehira Saji,

第 28 回日本乳癌

study evaluating the efficacy of

Yoshie Hasegawa, Tomomi Fujisawa,

学会学術総会

interventional maintenance endocrine

Masahiro Kashiwaba, Takanori Ishida,

口演 Web

therapy with Bevacizumab following

Yutaka Yamamoto, Takashi Ishikawa,

2020 年 10 月

fixed cycles of Bevacizumab plus

Shigenori Nagai, Hiroshi Yoshibayasi,

Paclitaxel in advanced/metastatic ER-

Koji Matsumoto, Yasuaki Sagara,

positive HER2-negative breast cancer:

Masahiro Kitada, Toshimi Takano,

JBCRG-M04 BOOSTER trial

Masahiro Takada, Norikazu Masuda,
Naruto Taira, Satoshi Morita, Shinji
Ohno, Masakazu Toi

Pooled-analysis of prospective

Yutaka Yamamoto, Hiroyasu

第 28 回日本乳癌

observational studies evaluated the

Yamashiro, Andreas Schneeweiss,

学会学術総会

effectiveness and safety of

Volkmar Müller, Oleg Gluz, Peter

口演 Web

bevacizumab and paclitaxel as the first-

Klare, Bahriye Aktas, Dank Magdolna,

2020 年 10 月

line chemotherapy for HER2-negative

László Büdi, Béla Pikó, László Mangel,

metastatic breast cancer.

Masakazu Toi, Satoshi Morita, Shinji
Ohno

Outcomes of fulvestrant treatment in

Misato Masuyama, Hidetoshi

第 28 回日本乳癌

ER-positive HER2-positive advanced or

Kawaguchi, Norikazu Masuda,

学会学術総会

metastatic breast cancer

Takahiro Nakayama, Kenjiro Aogi,

ポスター

Keisei Anan, Yoshinori Ito, Shoichiro

2020 年 10 月

Ohtani, Koji Kaneko, Shigehira Saji,
Eriko Tokunaga, Seigo Nakamura,
Yoshie Hasegawa, Tomomi Fujisawa,
Miki Yamaguchi, Toshinari Yamashita,
Yutaka Yamamoto, Satoshi Morita,
Masakazu Toi, Shinji Ohno
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Factors associated with prolonged OS

K. Kaneko, H. Kawaguchi, N. Masuda,

第 28 回日本乳癌

in postmenopausal ER-positive

T. Nakayama, K. Aogi, K. Anan, Y. Ito,

学会学術総会

advanced breast cancer patients

S. Ohtani, S. Saji, E. Tokunaga, S.

ポスター

Nakamura, Y. Hasegawa, T. Fujisawa,

2020 年 10 月

M. Yamaguchi, T. Yamashita, Y.
Yamamoto, S. Morita, M. Toi, S. Ohno
Influence of the adjuvant hormonal

Takahiro Nakayama, Hidetoshi

第 28 回日本乳癌

therapy on hormone sensitivity and

Kawaguchi, Norikazu Masuda,

学会学術総会

survival outcomes in ER+ and

Shigehira Saji, Yutaka Yamamoto,

ポスター

HER2−advanced breast cancer: a

Kenjiro Aogi, Keisei Anan, Yoshinori

2020 年 10 月

subgroup analysis of the JBCRG-C06

Ito, Shoichiro Ohtani, Nobuaki Sato,

Safari study

Toshimi Takano, Eriko Tokunaga,
Seigo Nakamura, Yoshie Hasegawa,
Masaya Hattori, Tomomi Fujisawa,
Miki Yamaguchi,

Hiroko Yamashita,

Toshinari Yamashita, Daisuke
Yotsumoto, Satoshi Morita, Masakazu
Toi, Shinji Ohno
二村

ンの有用性についての大規模統合解析

貴寛, 櫻井健一, 坂東裕子, 岡田守人,

学会学術総会

(JBCRG-S01)

山本

ポスター

健

学, 大庭真梨, 増田慎三, 中山

第 28 回日本乳癌

乳癌術前化学療法におけるアブラキサ

豊, 金 敬徳, 佐伯俊昭, 長嶋
桑山隆志, 唐

宇飛, 平野 明, 井

2020 年 10 月

口雅史, 山神和彦, 水野 豊, 小島康
幸, 八十島宏行, 大野真司
A randomized, open-label, phase III trial

Yutaka Yamamoto, Hiroji Iwata, Taira

SABCS 2020

of pertuzumab re-treatment in HER2-

Naruto, Norikazu Masuda, Masato

Oral Web

positive, locally advanced/metastatic

Takahashi, Tetsuhiro Yoshinami,

2020 年 12 月

breast cancer patients previously

Takayuki Ueno, Tatsuya Toyama,

treated with pertuzumab, trastuzumab,

Takashi Yamanaka, Toshimi Takano,

and chemotherapy: The Japan Breast

Masahiro Kashiwaba, Koichiro

Cancer Research Group-M05

Tsugawa, Yoshie Hasegawa, Kenji

(PRECIOUS) study

Tamura, Hiroshi Tada, Fumikata Hara,
Shigehira Saji, Satoshi Morita,
Masakazu Toi, Shinji Ohno, Japan
Breast Cancer Research Group.
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(6) 論文採択・発表
本年度は、以下の研究成果を国内外の学術誌にて発表いたしました。
Trastuzumab, pertuzumab, and eribulin

Toshinari Yamashita; Norikazu

Trials. 2020 May

mesylate versus trastuzumab,

Masuda; Shigehira Saji; Kazuhiro

7;21(1):391. doi:

pertuzumab, and a taxane as a first-line

Araki; Yoshinori Ito; Toshimi Takano;

10.1186/s13063-

or second-line treatment for HER2-

Masato Takahashi; Junji Tsurutani; Kei

020-04341-y.

positive locally advanced or metastatic

Koizumi; Masahiro Kitada; Yasuyuki

breast cancer: study protocol for a

Kojima; Yasuaki Sagara; Hiroshi Tada;

randomized controlled non-inferiority

Tsutomu Iwasa; Takayuki Kadoya;

(phase III) trial in Japan (JBCRG-

Tsuguo Iwatani; Hiroki Hasegawa;

M06/EMERALD)

Satoshi Morita; Shinji Ohno

Overnight fasting before lapatinib

Moe Tsuda1; Hiroshi Ishiguro; Naoko

Cancer Medicine.

administration to breast

Toriguchi; Norikazu Masuda;

2020;9:9246–

cancer patients leads to reduced toxicity

Hiroko Bando; Masahiro Ohgami;

9255.

compared with nighttime

Masato Homma; Satoshi Morita;

dosing: a retrospective cohort study from

Naohito Yamamoto; Katsumasa Kuroi;

a randomized clinical

Yasuhiro Yanagita; Toshimi Takano;

trial

Satoru Shimizu; Masakazu Toi1

Outcomes of Trastuzumab Therapy in

Hiroyasu Yamashiro, Hiroji Iwata,

Breast Cancer.

HER2-Positive Early Breast Cancer

Norikazu Masuda, Naohito Yamamoto,

2020 Jul;27(4):

Patients: Extended Follow-up of JBCRG-

Reiki Nishimura, Shoichiro Ohtani,

631-641. doi:

Cohort Study 01

Nobuaki Sato, Masato Takahashi,

10.1007/s12282-

Takako Kamio, Kosuke Yamazaki,

020-01057-4.

Tsuyoshi Saito, Makoto Kato, Tecchuu

Epub 2020 Feb

Lee, Katsumasa Kuroi, Toshimi

14.

Takano, Shinji Yasuno, Satoshi Morita,
Shinji Ohno, Masakazu Toi, JBCRGC01 Collaborative Group
Collaborators,
Efficacy of the eribulin, pertuzumab, and

Toshinari Yamashita; Hidetoshi
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Invest New Drugs

trastuzumab combination therapy for

Kawaguchi; Norikazu Masuda;

. 2021 Feb;39(1):

human epidermal growth factor receptor

Masahiro Kitada; Kazutaka Narui;

217-225. doi:

2-positive advanced or metastatic breast

Masaya Hattori; Tetsuhiro Yoshinami;

10.1007/s10637-

cancer: a multicenter, single arm, phase

Nobuki Matsunami; Kazuhiro

020-00991-6.

II study (JBCRG-M03 study)

Yanagihara; Teru Kawasoe; Takeshi

Epub 2020 Aug

Nagashima; Hiroko Bando; Hiroshi

24.

Yano; Yoshie Hasegawa; Rikiya
Nakamura; Masahiro Kashiwaba;
Satoshi Morita; Shinji Ohno; Masakazu
Toi
Prospective observational study of

Yutaka Yamamoto, Hiroyasu

Breast Cancer.

bevacizumab combined with paclitaxel as

Yamashiro, Uhi Toh, Naoto Kondo,

2021 Jan; 28(1):

first- or second-line chemotherapy for

Rikiya Nakamura, Masahiro

145-160, DOI:

locally advanced or metastatic breast

Kashiwaba, Masato Takahashi,

10.1007/s12282-

cancer: the JBCRG-C05 (B-SHARE)

Koichiro Tsugawa, Takashi Ishikawa,

020-01138-4

study

Takahiro Nakayama, Shoichiro Ohtani,
Toshimi Takano, Tomomi Fujisawa,
Tatsuya Toyama, Hidetoshi
Kawaguchi, Kojiro Mashino, Yuichi
Tanino, Satoshi Morita, Masakazu Toi,
Shinji Ohno

Meta-analysis of Abraxane used as a

Manabu Futamura; Mari Oba;

Breast Cancer

NAC for operable breast cancer based

Norikazu Masuda; Hiroko Bando;

2021 年 3 月アク

on IPD（JBCRG-S01 study）

Morihito Okada; Yutaka Yamamoto;

セプト

Takanori Kin; Toshiaki Saeki; Takeshi
Nagashima; Takashi Kuwayama;

Uhi

Toh; Akira Hirano;
Masafumi Inokuchi; Kazuhiko
Yamagami; Yutaka Mizuno; Yasuyuki
Kojima; Takahiro Nakayama; Hiroyuki
Yasojima; Shinji Ohno
Eribulin-based neoadjuvant

Norikazu Masuda; Hiroko Bando;

Breast Cancer

chemotherapy for triple-negative breast

Takashi Yamanaka; Takayuki Kadoya;

Research and

cancer patients stratified by homologous

MasatoTakahashi; Shigenori E. Nagai;

Treatment

recombination deficiency status: a

Shoichiro Ohtani; Tomoyuki Aruga; Eiji

2021 年 3 月アク

multicenter randomized phase II clinical

Suzuki; Yuichiro Kikawa; Hiroyuki

セプト

trial

Yasojima; Hiroi Kasai; Hiroshi Ishiguro;

（JBCRG-22）

Hidetaka Kawabata; Satoshi Morita;
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Hironori Haga; Tatsuki R. Kataoka;
Ryuji Uozumi; Shinji Ohno;
Masakazu Toi
※本年度の実施研究一覧と進捗につきましては、別表 1「2020 年度実施研究一覧」をご参照ください。

2. 教育・啓発事業
(1) 常設委員会の活動
教育・啓発事業を支える委員会の活動報告は下記のとおり。
教育委員会

9/8：職務、ミッション、活動計画の確認、学術集会の開催形式・共催の確
認・プログラム概要の検討
10/5：学術集会プログラム案の検討、招聘演者の検討、役割分担
11/23：学術集会準備状況の確認
2/11：学術集会開催（Web）

広報委員会

広く社会に臨床研究の重要性を啓発することを目的に、2020 年に新設され
ました。
7/9：職務・ミッションの確認、寄付募集と啓発活動の経緯、広報課題・戦
略の検討
9/29：ELC ジャパン株式会社オンラインセミナー協力
10/29：日本航空株式会社オンラインセミナー協力

(2) 学術集会
第 11 回 JBCRG 学術集会は、COVID-19 パンデミックの影響を
受け、初めての試みとして完全 Web とし、開催時間も集約する
という形式で、2 月 11 日（建国記念の日）の午前中に、全体集会
に引き続き開催されました。テーマを「リキッドバイオプシーが
もたらす乳癌診療 new normal」と題して、近年急速に技術進化を
遂げたリキッドバイオプシーについて他癌腫で活躍する先生方
からの御講演をいただきました。
まず、東北大学の多田寛先生より乳癌領域におけるリキッドバ
イオプシーの現状と展望についてのご講演があり、わが国でも 2019 年 6 月から遺伝子パネルが保険収載
になってから 26.8%が生検を積極的にするようになったというアンケート結果が紹介されました。また
海外では NCI-MATCH 試験というバスケット・アンブレラ試験が繰り広げられていることやリキッドバ
イオプシーとしての Guardant360 と Foundation one liquid が FDA で承認されたことにより、今後リキ
ッドが反復検査できるようになれば、薬物治療の介入の仕方も変わってくる可能性が指摘されました。リ
キッドバイオプシーは生検よりも簡便であり、データが蓄積されることで、乳がん領域にも近い将来の明
るい展望が開けることが示されました。あらゆる手段を駆使してすべての乳癌を治るものにとの JBCRG
の理念を引用されゲノム医療時代の今後の乳癌治療戦略が熱く語られました。
引き続き、国立がん研究センター東病院の中村能章（よしあき）先生には、リキッドバイオプシーを用
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いた大腸がんの個別化治療についてのご講演があり、まず、SCRUM-JAPAN GI-SCREEN と ctDNA パネ
ル検査を用いた GOZILA project についての説明がありました。大規模な試験であるが故に、組織パネル
よりも Turnaround time が短いこと、actionable alteration も同様に認められ治験に多く入っていること、
治療効果も同様に得られていることが示されました。また、空間的な heterogeneity だけでなく、時間的
な heterogeneity を見ることができるまさに理想的なリキッドバイオプシーの利点を示されました。
最後に近畿大学奈良病院腫瘍内科の高濱隆幸先生から肺癌領域でのリキッドバイオプシーのご講演が
あり、肺がんは検体採取が難しい癌腫であり侵襲の少ない ctDNA は非常に有用である一方、高感度検出
法が必要等、様々な方法のメリット、デメリットが示されました。2015 年から既に肺癌領域とスクラム
を組んだ scram-japan を立ち上げており腫瘍組織での遺伝子パネル検査を用いた試験を開始し、2018 年
からは Guardant360 を用いたより進化した試験も既に始めていることが説明されました。リキッドバイ
オプシー検査結果の迅速性や空間的な heterogenity の把握という利点を強調しつつも、まだエビデンス
が不足していることやリキッドの検出能力の限界ということについても説明があり、先頭を行くがゆえ
の問題点についても詳しくお話ししていただきました。
実は乳癌領域で先陣切って研究が進められていたこと、すでにこの分野は研究ベースから既に商業ベ
ースに移行してきている時代であること、そして肺癌領域では 2017 年に日本で保険償還 2020 年繰り返
し検査の保険償還されており、いくつかの観察研究や、tumor mutation burden をリキッドで測定し、ア
テゾリズマブの予測バイオマーカー検討試験などが既に始まっていることなど 2 歩も 3 歩も先に進んで
いる印象を受けました。講演後司会者の福島県立医科大学の徳田恵美先生が、こんなに他癌腫ではリキッ
ドが進んでいることの驚きと乳癌領域では後れをとっている感想を述べられたことは、全出席者の感じ
たことを代弁してくれたように映りました。
講演後は多くのご質問があり、リキッドバイオプシーに対する関心の高さ知ることができましたし、こ
のような web 形式での開催方法に関しましても更なる可能性を感じました。Web という利便性の良さも
あり、過去最高の 195 名の方々から参加いただきましたが、早く例年のような会合形式での開催となり、
さらに有意義な活発な議論がしやすい状況になることを切に願います。

※

本報告は、教育委員会委員の聖路加国際病院 林直輝先生、大阪医療センター 八十島宏行先生のレ
ポートを編集した記事です。
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(3) Web サイト・facebook ページの活用と更新
乳がん研究をより広く社会に知っていただくことを目的に、Web サイトを活用し、新たな試験の紹介
などを行ってまいりました。ＪＢＣＲＧの実施する研究が社会のどのようなニーズに応え、どのような
意義を有しているのか、引き続き、多くの方にご覧いただき、知っていただきたいと考えております。
facebook ページでは、141 名のフォロワーを得て、投稿ごとにＪＢＣＲＧの活動が広報されているこ
とを感じています。多くの方に研究活動をより身近に感じていただけるよう、研究者の日々の活動をリ
アルタイムで発信し、研究への理解と支援の輪を拡げてまいりました。
研究者の先生方は、専門的な第三者的業務を除き、無報酬で研究活動を行っております。このような
情報発信により、社会に研究支援の輪が広がり、医療の進歩のための研究が多くの方に支えられて実現
できるような世の中になることを願うところです。

https://jbcrg.jp

https://www.facebook.com/jbcrg.official/

3. その他
本邦における乳がんキャンペーン（ピンクリボン活動）の先駆けでもあり、乳がん研究に多くの寄付
活動を展開されている ELC ジャパン株式会社様、そして、日本航空株式会社様より講演依頼をいただ
き、一般の方、また社内の方向けの乳がん啓発をテーマとしたセミナーへの協力をいたしました。
各講演を通じ、乳がんの正しい知識のみならず、研究の重要性がますます認知されました。乳がん医
療がより向上するために、臨床研究を社会全体で支援する仕組みが広がるよう、活動しています。
(1) ELC ジャパン株式会社「乳がんキャンペーン」に伴うオンラインセミナーへの協力
世界の乳がんキャンペーン（ピンクリボン活
動）の先駆けであり、乳がん研究に多くの寄付活
動を展開されているエスティローダーグループの
日本法人、ELC ジャパン株式会社より、毎年 10
月のキャンペーンのキックオフとして、オンライ
ンセミナーへの講演依頼をいただきました。9 月
29 日のオンラインセミナーには、同社ブランド
のみなさんや、プレス関係者、各界の若いインフ
ルエンザ―が多く参加され、広報委員会委員長の
清水千佳子先生（国立国際医療研究センター）が、乳がんの基本的知識、及び、臨床研究の重要性に
ついてご講演されました。
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(2) 日本航空株式会社社内研修への協力
ELC ジャパン株式会社の乳がんキャンペーンに賛同し、毎
年、啓発期間限定商品を機内販売する等、乳がん啓発に力を
入れている日本航空株式会社より、社内研修のためのオンラ
インセミナーの講演依頼をいただきました。10 月 29 日のオ
ンラインセミナーは、250 名を超える全国の日本航空社員の
皆様にご参加いただき、広報委員会委員の北野敦子先生（聖
路加国際病院）が、乳がんの基本知識に加え、乳がんになっ
たらどうなるのか、どのような治療があり、それらの治療は
どのようにしてできたのか、等、大変わかりやすいお話をしていただきました。

- 17 -

Ⅱ．法人管理と運営
1. 寄付
本年度も本法人の活動にご賛同いただいた企業・団体、志ある個人の方々より貴重なご寄付をいただき
ました。頂戴したご厚志は、乳がん研究の計画・運営に、有効適切に使用させていただきます。
(1) 個人の方からのご寄付
匿名希望

2名

(2) 企業・団体様からのご寄付
ELC 株式会社様
国内でも最大規模の「ピンクリボンキャンペーン」を
実施され、賛同した企業様を代表し、その収益の一部を
乳がん研究運営のためにとご寄付いただきました。

中外製薬株式会社

様

エーザイ株式会社

※教育・啓発活動支援

様

2. 総会・理事会・常任理事会
開催日と主な審議事項は以下のとおりです。
(1) 総会
定時総会（書面決議）

6/18：事業報告書・決算・事業計画書・予算の承認

臨時総会（書面決議）

1/15：定款改正の承認

(2) 理事会
第1回

6/12：常設委員会（再編成）の承認、定時総会付議事項の承認、新規試験
PCS・プロトコール・実行委員会の承認

第2回

9/26：新規試験プロトコールの承認

第3回

11/9：新規試験 PCS・実行委員会の承認、常設委員会委員補充の承認

第4回

12/17：新規試験 PCS・実行委員会の承認、委員会規程・SOP・定款改正
の承認、役員選任及び候補者選出規程の承認、新規参加施設の承認

第5回

3/29：次期定時総会付議事項の承認

(3) 常任理事会
第1回

6/12：理事会付議事項（常設委員会（再編成）、新規試験データ管理方針）
の承認、学術集会の開催方針の承認
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第2回

7/7：新規試験実施体制、新規研究計画の検討

第3回

9/1：理事会付議事項（新規試験実施体制・プロトコール）の承認

第4回

10/27：新規試験 PCS の承認、SOP 改訂の承認、治験データ提供承認、
役員選任及び候補者選出規程制定及び定款改正の検討

第5回

12/3：新規試験 PCS 承認、委員会規程改正・役員選任及び候補者選出規
程制定・定款改正の承認、次期代表・候補者選出規程案の承認

第6回

3/1：次期役員候補者の検討、臨床研究研究組織変更の検討

第7回

3/16：次期役員候補者の承認、事業報告書・決算・事業計画書・予算案の
承認、臨床研究研究組織変更の承認

3. 設備投資状況
本年度は、期初より COVID-19 感染拡大による臨床研究事業への影響を予測し、戦略的な設備投資を
行ってまいりました。期中にコロナ対策用の予算として 500 万円を追加し、従業員の感染予防と事業の
生産性の維持を最重要課題として取り組みました。具体的には、派遣社員を含めた全従業員を対象に在宅
勤務体制の整備として、ノートパソコンやスマートフォン他のデバイスの購入、VPN 回線や社内システ
ムのクラウド化、Web/電話会議の導入等システムへの投資の他、事業場内の飛沫感染防止対策の徹底対
策として、机間に間仕切りボードを設置し衛生管理体制の整備に取り組みました。

4. 経営状況
当期はコロナ対応としての設備投資を計画的に進めるために、コロナ対策予算を第一四半期に追加し、
第二四半期には全従業員が在宅勤務を行う環境が整いました。その結果、臨床研究事業計画に遅れが生じ
る事もなく、教育・啓発事業等におきましても、ＪＢＣＲＧ学術集会を初の試みとして完全 Web 開催で
行うなど、事業計画を完遂することができました。一般寄付金による収入が対前年度比で減少した事によ
り、売上高が 3 億 1426 万円（前期度比 400 万円減）となりました。一方、終了が近い試験による外注
費・検査料等の支出抑制に加え、集合型会議から Web 会議へ完全移行した事により、従来発生していた
会議費や旅費交通費の支出も抑制されました。、新規試験による運営管理費収入の増加や、前期までに未
収入金であった複数の試験委託費の入金により、営業利益は 4820 万円と、対前年度比 3600 万円の増収
となりました。当期末の流動比率は 132.5％で前年度比 0.79％の増加となりました。自己資本比率は
24.4％で前年度末より 0.2％の増加となりました。引き続き、一般寄付や中長期的な安定的収入源が脆弱
な状況が継続していることから、受託研究契約の管理費収益に依存せざるを得ない財務状況ですが、事業
活動に必要な資金は銀行等からの借入れをせずに行っており、経営状態は健全な状況にあります。

5. 働きやすい職場環境づくりへの取り組み
今期は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために発出された緊急事態宣言、及び JBCRG 従業員の
感染防止対策を徹底する目的と、働き方改革の実行のため、「在宅勤務制度」、「フレックス勤務制度」
の導入を行いました。新たに「在宅勤務規程」
、「フレックス勤務規程」を制定し、
「就業規則」の改正
を行い、就業管理システムも導入しました。また、「JBCRG スタッフ安全衛生／リスク管理体制」を整
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え、安心・安全な職場環境対策がなされました。外部環境の変化に柔軟に対応でき、しかも生産性を落
とさない職場環境の構築に加え、ワークライフバランスを充足し、全スタッフが生き生きと働ける職場
環境の広範な整備がなされました。また、今期は定年退職後のスタッフの再雇用もありました。

Ⅲ．組織
理事・監事および常設委員会委員は、別表 2「組織一覧」をご参照ください。
2020 年度末時点で、本法人の運営する臨床研究に参加している医療機関の数は、全国 267 施設となり
ました。
各事業所の体制は下表のとおりです。
一般社団法人ＪＢＣＲＧ

常勤

非常勤

派遣

事務局

6

2

4

2

1*

2

東京都中央区日本橋小網町 9-4-3F
データセンター

*京大常駐スタッフを含む

京都市左京区吉田河原町 14 京都技術科学センター1F4 号室
2021 年 3 月 31 日現在
以上
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（別表１）

2020年度 実施研究一覧
１）国内 医師主導臨床研究
研究記号名

課題名

2020年度報告

ABCD Project

進行・再発乳癌データベースプロジェクト

参加施設の募集、及び症例登録

JBCRG-04TR

術前化学療法、原発巣手術施行後、病理学的
に腫瘍が残存している乳がん患者を対象にし
TR実施計画書の作成
た術後補助療法におけるCapecitabine単独療
法の検討－第Ⅲ相比較試験の付随研究 TR

JBCRG-C01

HER2陽性の原発性乳癌患者を対象とした補
助療法としてのトラスツズマブの有用性を検討 Breast Cancer. 2020 Jul;27(4): 631-641
する観察研究-コホートⅠ-

JBCRG-M03

HER2陽性進行・再発乳癌に対するトラスツズ
マブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療法の有 Invest New Drugs.2021 Feb;39(1):217-225
用性の検討試験

JBCRG-17

HER2陰性局所進行乳癌に対するアンスラサイ
クリン・タキサン・エリブリン逐次療法の有用性 論文投稿準備中
確認試験

JBCRG-19

HER2陰性再発乳癌患者の1次もしくは2次化
学療法としてのエリブリンの臨床的有用性に
関する検討 (ランダム化第Ⅱ相試験)

論文投稿中（登録72例/目標：80例）

※以上の研究は、一般社団法人ＪＢＣＲＧの資金（主に寄付金）により実施しています。
閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前
JBCRG-11CPA Exemestane(EXE)療法とEXE療法効果不十分
解析実施中
例に対するEXE＋低用量CPA併用療法有用性
TR
確認試験
JBCRG-11TC
TR

閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前
Exemestane(EXE)療法とEXE療法効果不十分
解析実施中
例に対するEXE＋TC療法併用療法有用性確
認試験

JBCRG-S02

乳癌術前化学療法後画像評価と 病理組織的
診断による治効果判定の相関と予後について 解析実施中
の検討

JBCRG-C06-A1

JBCRG-C06(Safari)試験の付随研究
（MPAの解析）

JBCRG-C07-A1
（REIWA2 study）

CDK4/6阻害剤治療前後の腫瘍組織及び、
研究実施計画書の作成、登録受付中
FGFR mutation/amplificationを認めたLuminal
6.30 実行委員会
又はTNBC症例を対象としたホルモン療法耐
11.26 実行委員会
性、化学療法効果の予測性の探索的研究

研究実施計画書の作成

※以上の研究は京都大学・乳腺外科研究費（11TR）、群馬県病院局研究費（S02）、熊本大学大学院生命科学
研究部乳腺・内分泌外科学講座の資金（C06-A1）、昭和大学の研究経費（C07-A1）によって実施しています。
JBCRG-C06
（Safari）

閉経後ER陽性進行再発乳癌における
フルベストラントの至適投与方法の検討

第28回日本乳癌学会学術総会
ポスター WEB
2020年10月
論文投稿準備中

JBCRG-M07
( FUTURE )
☆

フルベストラント使用中に病勢進行したホルモ
ンリセプター陽性進行・再発乳癌患者に対す
る、パルボシクリブ追加投与の有効性の検討
－多施設共同臨床試験－

登録終了
1次登録：167例、2次登録：76例（観察期間中）
12.28 症例検討会
2.10 実行委員会
3.8 IDMC
3.11 実行委員会

別1-1

（別表１）

JBCRG-C09
（OPTIMAL）

進行・再発乳癌におけるオラパリブの至適治
療の検討（仮）

試験実施計画書の作成
2.17 第1回実行委員会

※以上の研究（C06, M07, C09）は、アストラゼネカ株式会社の医師主導臨床研究への助成金と一般社団法人JBCRG
の資金（主に寄付金）により実施しています。
JBCRG-S01

第28回日本乳癌学会学術総会
乳癌術前化学療法におけるアブラキサンの有
ポスター WEB 2020年10月
用性についての大規模統合解析
Breast Cancer アクセプト（2021年3月）

※以上の研究は、大鵬薬品工業株式会社の医師主導臨床試験への助成金と一般社団法人JBCRGの資金（主に寄付
金）により実施しています。

２）国内 企業委託試験
研究記号名

課題名

2020年度報告

JBCRG-C05
（B-SHARE）

Pooled-analysis：
ESMO2020 Poster WEB 2020年9月
HER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対
第28回日本乳癌学会学術総会
象としたベバシズマブとパクリタキセルの併用
ポスター WEB 2020年10月
療法の有用性を検討する観察研究
JBCRG-C05：
Breast Cancer. 2021 Jan; 28(1): 145-160

JBCRG-M04
（BOOSTER）
☆

ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対す
る、ホルモン療法による維持療法を利用したベ
バシズマブ＋パクリタキセル療法の治療最適
化研究－多施設共同無作為化比較第II相臨
床試験－

JBCRG-M05
（PRECIOUS）
☆

SABCS 2020 Oral WEB 2020年12月
HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズ
論文投稿準備中
マブ再投与の有用性を検証する第III相臨床研
TR解析実施中
究－ ペルツズマブ再投与試験 －
9.10 実行委員会

ESMO2020 Poster WEB 2020年9月
第28回日本乳癌学会学術総会
口演 WEB 2020年10月
論文投稿準備中
TR：解析実施中（熊本大学）
臨床研究法対応（福島CRB）

登録受付中
転移・再発乳癌における遺伝子パネル検査
1.26 実行委員会
JBCRG-Ｃ07
FoundationOne® CDxの 治療方針決定に与え
2.5 研究者会議
（REIWA Study）
る影響を検討する観察研究
2.25 第1回モニタリング会議
※以上の研究は、研究支援契約に基づき、中外製薬株式会社の資金提供を受けて実施しています。☆印は付随研究
としてトランスレーショナルリサーチ（TR）も実施しています。

３）国内 企業共同研究
研究記号名

JBCRG-M06
(EMERALD)
☆

課題名

2020年度報告

Trials. 2020 May 7;21(1):391
登録期間延長プロトコル改訂：2021年6月まで
HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズ 6.16 IDMC 中間解析会議
マブ、ペルツズマブ、タキサン併用療法とトラス 6.17 運営・実行委員会
ツズマブ、ペルツズマブ、エルベリン併用療法 9.11 IDMC（有害事象）
を比較検討する第Ⅲ相臨床研究
12.21 研究者会議
モニタリング会議開催（5/21, 8/27, 11/12, 2/4）
エリア会議全国8か所で開催（7月～8月）
臨床研究法対応（愛知県がんセンター）

※本試験は、共同研究契約に基づきエーザイ株式会社の資金提供を受けて実施しています。
JBCRG-C08
（ATTRIBUTE）
☆

トリプルネガティブ乳癌患者に対する
アテゾリズマブの前向き観察研究

試験実施計画書の作成、登録開始
6.22 第1回実行委員会
7.27 第2回実行委員会
11.11 Kick-off 会議
2.1 実行委員会

※本試験は、共同研究契約に基づき中外製薬株式会社の資金提供を受けて実施しています。☆印は、AMED TRが計
画され研究実施計画書が作成されました。
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JBCRG-26
（PRO試験）

HR陽性HER2陰性進行乳癌の日本人患者を
対象に，スマートフォンアプリおよびウェアラブ
ル端末を用いて，パルボシクリブと内分泌療法
薬を併用投与または内分泌療法薬を単剤投
与した際の，患者報告アウトカムおよび身体活
動量を評価する，前向き，多施設共同，観察
研究

試験実施計画書の作成、登録開始
4.14 第1回実行委員会
5.28 第2回実行委員会
7.20 第3回実行委員会
11.9 施設選定会議
12.9 第4回実行委員会
1.26 第5回実行委員会

※本試験は、臨床研究契約書に基づきファイザー株式会社の資金提供を受けて共同で実施しています。

４）国内 医師主導型治験
研究記号名
JBCRG-20
（Neo-Peaks）
☆

課題名

2020年度報告

HER2 陽性乳癌におけるペルツズマブとトラス
ツズマブ エムタンシンを用いた術前療法の検 20Follow試験として追跡調査実施
討（ランダム化第Ⅱ相試験）

※本治験は、契約に基づき、中外製薬株式会社より資金提供を受けて実施しています。また、付随研究としてトランス
レーショナルリサーチ（TR）が実施されています（☆印）。
ESMO 2020 Oral VIRTUAL 2020年9月
Triple negative乳癌における、エリブリンメシル Breast Cancer Research and Treatment
JBCRG-22
(Neo-Entrance) 酸塩を用いた術前化学療法多施設共同無作 アクセプト（2021年3月）
為化第Ⅱ相臨床試験
☆
22Follow試験として後続試験追跡調査実施
TR実施中
※本治験は、契約に基づき、エーザイ株式会社より資金提供を受けて実施します。また、付随研究としてトランスレー
ショナルリサーチ（TR）が予定されています（☆印）。

５）国内 医師主導型治験の付随研究
研究記号名
JBCRG-16
Pharm

課題名

2020年度報告

Overnight fasting before lapatinib
administration to breast cancer patients leads
to reduced toxicity compared with nighttime Cancer Medicine. 2020;9:9246-9255
dosing: a retrospective cohort study from a
randomized clinical trial

JBCRG-16Follow HER2陽性乳癌におけるDual-HER2 blockage
データ固定、解析実施中
療法±ホルモン療法の検討（ランダム化第2相
（Neo-LaTH）
2.18 研究者会議
試験：Neo-LaTH試験）長期予後観察研究
付随研究
JBCRG-16TR
（Neo-LaTH）
付随研究
JBCRG-16
（Neo-LaTH）
付随研究
JBCRG-20
follow
（Neo-Peaks）
付随研究
JBCRG-22
follow
(Neo-Entrance)
付随研究

HER2陽性乳癌におけるDual-HER2 blockage
療法±ホルモン療法の検討(ランダム化第2相 解析実施中
試験) Translational research
HER2陽性乳癌におけるDual-HER2 blockage
療法±ホルモン療法の検討(ランダム化第2相 画像研究用MRI/CT、エコー回収済(同意症例)
試験) 画像付随研究
HER2 陽性乳癌におけるペルツズマブとトラス
ツズマブ エムタンシンを用いた術前療法の検
4-5年目の追跡調査ーCRF一斉回収を実施
討（ランダム化第Ⅱ相試験）長期予後観察研
究
Triple negative乳癌における、エリブリンメシル
酸塩を用いた術前化学療法多施設共同無作 2-3年目の追跡調査ーCRF一斉回収を実施
為化第Ⅱ相臨床試験 長期予後観察研究

JBCRG-22TR Triple negative乳癌における、エリブリンメシル
（Neo-entrance） 酸塩を用いた術前化学療法多施設共同無作 解析実施中
為化第Ⅱ相臨床試験 TR
付随研究
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６）国際共同研究
研究記号名
ALTTO
（JBCRG-08）

SUPREMO

POSITIVE
（JBCRG-23）

課題名

2020年度報告

A randomised, multi-centre, open-label, phase III
study of adjuvant lapatinib, trastuzumab, their
sequence and their combination in patients with
HER2/ErbB2 positive primary breast cancer BIG
2-06 / N063D / EGF 106708

観察期間中
追跡調査実施
※本研究は、企業治験として実施されています。

SUPREMO, an MRC phase III randomised trial to
assess the role of adjuvant chest wall irradiation in 観察期間中
‘intermediate risk’ operable breast cancer
追跡調査実施
following mastectomy
A study evaluating the pregnancy outcomes and
safety of interrupting endocrine therapy for young 登録終了、追跡調査を実施中。
women with endocrine responsive breast cancer
定期的なモニタリングを実施しました。
who desire pregnancy

※以上の研究の依頼元はベルギーの研究団体IBCSGであり、契約に基づいたIBCSGからの研究費と一般社団法人Ｊ
ＢＣＲＧの資金（主に寄付金）により実施しています。
Penelope
（JBCRG-21)

Phase III study evaluating palbociclib (PD-0332991), a
Cyclin-Dependent Kinase(CDK) 4/6 Inhibitor in patients
with hormone- receptor-positive, HER2-normal primary
breast cancer with high relapse risk after neoadjuvant
chemotherapy

パルボシクリブの併用による有意な改善効果を示
すことができず終了しました。別試験として追跡調
査を予定。

※本研究は、医師主導治験であり、依頼元であるドイツの研究団体GBGとの契約に基づきGBGからの資金提供を受け
て実施しています。

OlympiA

A randomised, double-blind, parallel group,
placebo-controlled multi-centre Phase III study to
assess the efficacy and safety of olaparib versus 中間解析結果が発表され、2021年2月にオラパリブ
placebo as adjuvant treatment in BRCA mutated
の有効性が確認されたことから早期に試験が中止
high risk HER2-negative breast cancer patients
されました。
who have completed definitive local treatment and
neoadjuvant or adjuvant chemotherapy

※本研究は、アストラゼネカ株式会社の企業治験として実施しています。

PALLAS
（JBCRG-24）

A randomized phase III trial of Palbociclib with
standard adjuvant endocrine therapy versus
standard adjuvant endocrine therapy alone for
hormone receptor positive (HR+) / human
epidermal growth factor receptor 2 (HER2)negative early breast cancer

中間解析の結果、独立データモニタリング委員会
がパルボシクリブを併用による統計学的な改善は
認められそうにないとの結果を2020年5月に公表し
ました。
The Lancet Oncology published online January 15,
2021

※本研究は、医師主導治験であり、依頼元であるオーストリアの研究団体ABCSGとの契約に基づきBIGからの資金提
供を受けて実施しています。

ALEXANDRA/
IMpassion

手術可能なトリプルネガティブ乳癌患者を対象
とした，術後補助療法におけるアテゾリズマブ
症例登録実施中 2021年12月まで(予定)
（抗PD-L1抗体）+ アンスラサイクリン／タキサ
※本研究は、企業治験として実施されています。
ンベースの化学療法と化学療法単独を比較す
る多施設共同ランダム化非盲検第III 相試験

※本研究は、中外製薬の企業治験として実施しています。
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一般社団法人ＪＢＣＲＧ 組織一覧

一般社団法人ＪＢＣＲＧ
総

会
監

アドバイザリー
ボード

理 事 会

事務局長

代表理事

事務局
データセンター

常任理事会

事

倫理委員会

常 設 委 員 会
臨床試験
検討委員会

理事会
代表理事
監事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

TR委員会

大野
西村
岩田
黒井
佐治
戸井
増田
青儀
石黒
上野
大谷
川端
相良
笹野
清水
津川
中村
中山
新倉
山下
山下
山本

臨床試験
管理委員会

真司
令喜
広治
克昌
重衡
雅和
慎三
健二郎
洋
貴之
彰一郎
英孝
安昭
公伸
千佳子
浩一郎
清吾
貴寛
直樹
年成
啓子
豊

教育委員会

広報委員会

利益相反
委員会

がん研究会有明病院
くまもと森都総合病院
愛知県がんセンター
荏原病院
福島県立医科大学
京都大学大学院
大阪医療センター
四国がんセンター
埼玉医科大学国際医療センター
がん研究会有明病院
広島市立広島市民病院
虎の門病院
博愛会 相良病院
東北大学大学院
国立国際医療センター
聖マリアンナ医科大学病院
昭和大学
大阪国際がんセンター
東海大学医学部付属病院
神奈川県立がんセンター
北海道大学病院
熊本大学大学院
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臨床試験検討委員会
委員長
山下 年成
神奈川県立がんセンター
副委員長
新倉 直樹
東海大学医学部付属病院
委員
岩谷 胤生
国立がんセンター東病院
委員
大庭 真梨
東邦大学
委員
尾崎 由記範
がん研究会有明病院
委員
川口 英俊
松山赤十字病院
委員
三階 貴史
北里大学病院
委員
髙田 正泰
京都大学医学部附属病院
委員
多田 寛
東北大学医学部
委員
田中 希与
虎の門病院
委員
内藤 陽一
国立がん研究センター東病院
委員
吉波 哲大
大阪国際がんセンター
TR委員会
委員長
石黒 洋
埼玉医科大学国際医療センター
副委員長
上野 貴之
がん研究会有明病院
委員
片岡 竜貴
京都大学医学部附属病院
委員
北野 滋久
がん研究会有明病院
委員
黒住 献
国際医療福祉大学 成田病院
委員
古川 孝広
がん研究会有明病院
委員
杉本 昌弘
東京医科⼤学
委員
田辺 真彦
東京大学医学部附属病院
委員
遠山 竜也
名古屋市立大学病院
委員
林田 哲
慶應義塾大学
委員
宮下 穰
東北大学医学部
効果安全性評価委員会（2020年12月「臨床試験管理委員会」に名称変更）
委員長
青儀 健二郎
四国がんセンター
副委員長
山本 豊
熊本大学大学院
委員
上村 鋼平
東京大学大学院
委員
奥山 裕美
昭和大学病院
委員
重松 英朗
呉医療センター・中国がんセンター
委員
下村 昭彦
国立国際医療研究センター病院
委員
平 成人
岡山大学病院
委員
永井 成勲
埼玉県立がんセンター
委員
原 文堅
がん研究会有明病院
委員
坂東 裕子
筑波大学附属病院
委員
藤澤 知巳
群馬県立がんセンター
委員
二村 学
岐阜大学医学部附属病院
委員
山城 大泰
天理よろづ相談所病院
委員
吉岡 亮
三菱京都病院
教育委員会
委員長
津川 浩一郎
聖マリアンナ医科大学病院
副委員長
相良 安昭
相良病院
委員
小泉 圭
浜松医科大学医学部附属病院
委員
坂巻 顕太郎
横浜市立大学
委員
徳田 恵美
福島医科大学
委員
野口 瑛美
国立がん研究センター中央病院
委員
林 直輝
聖路加国際病院
委員
八十島 宏行
大阪医療センター
委員
山中 隆司
神奈川県立がんセンター
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広報委員会
委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
利益相反委員会
委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員（2020年10月～）
委員
アドバイザリーボード
委員長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
倫理委員会
委員長
委員
委員
委員
委員

清水
大谷
木川
北野
小島
桜井
玉城
中島
増田

千佳子
彰一郎
雄一郎
敦子
康幸
なおみ
研太朗
ナオ
紘子

国立国際医療研究センター病院
広島市立広島市民病院
関西医科大学附属病院
国立がん研究センター中央病院
聖マリアンナ医科大学病院
一般社団法人ＣＳＲプロジェクト
那覇西クリニック
ナオカケル株式会社
昭和大学病院

中山
川端
秋吉
上田
澤木
重川
中村

貴寛
英孝
清百合
重人
正孝
崇
力也

大阪国際がんセンター
虎の門病院
九州大学病院
JR東京総合病院
愛知県がんセンター
東京共済病院
千葉県がんセンター

戸井
山下
菊池
笹野
高野
丸山
森田
山内

雅和
啓子
真理
公伸
利実
玲緒
智視
智香子

京都大学医学部附属病院
北海道大学病院
がん研究会有明病院
東北大学大学院
がん研究会有明病院
がん研究会がん研究所
京都大学大学院
滋賀県立総合病院

田村
天野
金澤
坂口
宮田

和夫
慎介
麻衣子
繁和
満

ＮＰＯ法人臨床血液・腫瘍研究会
一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン
東北大学病院
坂口繁和法律事務所
株式会社 宮田総研
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