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2日（土）に行われた婦人科がんのOral 
Abstract Sessionで、2つの第Ⅲ相試
験の結果が報告されたが、これらは

進行卵巣がん治療の最適な治療法について
新たな方向性を示すものであった。

　AURELIA investigatorsの一員である
Group d’Investigateurs Nationaux pour 
l’Etude des Cancers Ovariens（GINECO） 
and the Université Paris Descartes , 
FranceのEric Pujade-Lauraine, MD, PhD
は、プラチナ製剤抵抗性再発卵巣がん患者
を対象に、モノクロナール抗体であるベバシ
ズマブと標準化学療法の併用の有用性を検
討した最初の第Ⅲ相試験の結果を報告した

（Abstract LBA5002）。

　この第Ⅲ相試験における患者の適格条件
は、少なくともプラチナ製剤ベースの治療を4
サイクル施行されたが、過去6ヵ月以内に卵巣
がんの増悪が認められ、消化器合併症を伴
わない患者とされた。化学療法は主治医によ
り治療歴に基づき選択され、選択肢には標準
治療薬であるペグ化リポソームドキソルビシン
（PLD）、トポテカン、weekly投与のパクリタ
キセルが含まれていた。対象患者は、標準治
療単独群（n＝182）またはベバシズマブ+標
準治療併用群（n＝179）にランダムに割り付け
られ、増悪または忍容不能の毒性発現がみら
れるまで試験薬が投与された。標準治療群
の被験者で増悪が確認された場合には、ベバ
シズマブ単独投与へ切り替えるものとした。
　両群のベースライン時の患者背景は相似
しており、追跡期間中央値は標準治療群で
13 .9ヵ月、併用群で13ヵ月であった。
　無増悪生存期間（PFS）中央値は、図1
（2Aに掲載）に示されるように標準治療群
で3 .4ヵ月、併用群で6 .7ヵ月であった（HR: 
0 .48 ; 95%CI［0 .38 –0 .60］; p＜0 .001）。
　本試験のサブグループ解析では、標準治
療へのベバシズマブの追加により、年齢、無
再発期間、病勢、腹水の有無、標準化学療
法の種類にかかわらずPFSが延長した。標
準治療群における奏効率12 .6%は、本対象
集団で予測された数値と差がなかった。これ
に対し、併用群では標準治療群に比べ、
RECISTまたは CA-125 に基づく解析により
有意な改善が認められた（RECIST でp＝
0 .001 ; CA-125でp＜0 .001）。
　安全性プロファイルは、過去の臨床試験
と大きな差はなく、grade2以上の高血圧発
現率は、併用群で27%と標準治療群の8%
を上回り、grade2以上の尿蛋白発現率もそ
れぞれ12%、1%と併用群で高かった。倦怠
感、腹痛、嘔吐、呼吸困難の発現率は標準

治療群に比べ併用群で低かった。全体とし
て、併用群の7例で消化器穿孔が、6例で瘻
孔または膿瘍がみられた。
　Grade 3以上の末梢神経障害および手足
症候群は併用群での発現率が高かったが、
これは併用群の治療反応性が良好であった
ため、より多くの患者が治療を受けたことが
原因である可能性がある。PLD投与におけ
る手足症候群の累積発現件数は、治療群間
で大きな差はなかった。同様に、パクリタキ
セルにおける神経障害発現も治療群間で大
きな差はなかった。
　同氏は、「AURELIA試験はプラチナ製剤
抵抗性卵巣がん患者において、化学療法単
独治療に対する生物学的製剤の有用性と併
用療法の有用性を検討した最初のランダム
化第Ⅲ相試験であったため、この結果により
今後はベバシズマブと化学療法の併用が新
たな標準治療となる可能性が高い」と結論し
た。
　本報告のディスカッションにおいて、Fox 
Chase Cancer Center の Michael Seiden, 
MD, PhDは、卵巣がん治療について非常に
興味深い提案を行った。同氏によれば、卵
巣がんの多くは漿液性悪性腫瘍であること
から、がん抑制遺伝子の機能が喪失してお
り、変異遺伝子を多数保有し、遺伝的に比
較的不安定であるため多数の症例を第Ⅲ相
試験に組み入れることが困難なうえ、治療に
適応する患者の選択が可能なバイオマー
カーに関するエビデンスもみられないという。
　そこで同氏は、少なくとも分子標的薬によ
る第Ⅲ相試験はすべて停止することを考慮す
べきではないかとラジカルな提案を行った。
さらに実施に際しても、「10 ,000例程度の
DNAの詳細な解析を行い、臨床試験への組
み入れにあたっては患者のゲノムデータを参
照すべきこと、ゲノムデータにより保険業者の

支払い保証を得ることなどが必要である」と
述べた。
　進行卵巣がんの治療において、細胞毒性
薬を有する治療法の至適投与量を検討する
最近の研究成果として、Nippon Medical 
School Musashikosugi Hospital, Japan の
Noriyuki Katsumata , MD, PhD は 、
Japanese Gynecologic Oncology Groupに
よる第Ⅲ相試験 JGOG3016の長期成績を報
告した（Abstract 5003）。なお、本試験の
中間成績は報告済みである1。
　本試験ではstageⅡ-Ⅳの卵巣がん患者を
6サイクルのカルボプラチンまたはパクリタキ
セルを用いた標準治療またはdose-denseな
治療（第1日にカルボプラチン［AUC 6］、第
1、8、15日にパクリタキセル［80mg/m2］）
にランダムに割り付け、3週間ごとにこれらの
治療を繰り返し、奏効例では治療を3サイク
ル追加した。

（2A上へ続く）
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進行卵巣がん治療の進歩を示した２演題

 1A 進行卵巣がん治療の進歩を示した２演題	
	 	HER2陽性転移・再発乳がんに対するファーストライン治療と
	 	して、トラスツズマブはラパチニブに比べ優れている

	 4A 開発中のALK阻害薬LDK378がクリゾチニブ抵抗性の
	 	ALK-陽性NSCLCに奏効
	 	活動性濾胞性リンパ腫に対する化学療法レジメンを比較

 5A より効果的な食道がんの治療法を模索
 6A エルロチニブによるメンテナンス治療は
	 	卵巣がん患者の生存に影響せず

 7A 多発性骨髄腫の寛解導入療法、移植、維持療法に関する最新の知見
	 	Perifosine/カペシタビン併用の臨床的有益性
	 	転移性結腸直腸がんの第Ⅲ相試験で実現されず

 9A PISCES試験：転移性腎細胞がん（mRCC）患者によって
	 	評価されたpazopanib
	 	

 9A 高用量BEACOPP併用療法は
	 	高リスクホジキンリンパ腫患者全般ではNot	Warranted

 10A HER2陽性手術可能乳がんに対する術前化学療法に
	 	ラパチニブの使用を支持するデータ

 11A MET発現・切除不能肝細胞がんにtivantinibが有望な可能性 
  バイオマーカーが高齢悪性星状細胞腫患者の治療指標となる可能性

INSIDE moNDay
Section A

Dr. Noriyuki Katsumataはパクリタキセルのdose-
dense治療の進行卵巣がんに対するデータを発表。

HER2陽性転移・再発乳がんに対するファーストライン治療として、
トラスツズマブはラパチニブに比べ優れている

HER2陽性転移・再発乳がんに対す
るタキサンをベースとするファース
トライン治療において、トラスツズ

マブの追加はラパチニブを追加した場合に

比べ無増悪生存期間（PFS）を延長させる。
British Columbia Cancer Agency, Canada 
のKaren A. Gelmon, MDは、3日（日）の
Breast Cancer Oral Abstract Session 

（Abstract LBA671）において、National 
Cancer Institute of Canada Clinical 
Trials Group protocol MA.31/GSK EGF 
108919の中間解析の結果を発表した。同試

験のデータ安全性およびモニタリング委員会
は、優越性が示されたため、試験結果の公
表を勧告した。

（2A下へ続く）

Dr. Michael Seidenは背景が一致する多数の患者が
確保できない場合、第Ⅲ相試験を停止すべきという
ラジカルな論評を行った。
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（1A上より続き）
　対象患者631例の追跡期間中央値は6 .4
年で、PFSは標準治療群に比べdose-dense
群で有意に延長した（28 .2ヵ月vs. 17.5ヵ月、
HR : 0 .76 ; 95% CI［0 .62 - 0 .91］; p ＝
0 .0037）。dose-dense群では生存期間中央
値に到達していないが、5年全生存率（OS）
は58 .8%と標準治療群の51 .1%を上回って
いた（HR: 0 .79 ; 95%CI［0 .63 -0 .99］; p＝
0 .0039、図2）。
　残存病変径を1cm未満に限定した場合、
いまだ全生存期間中央値に到達していない
が、1cm以上の例では、dose-dense群で有
意なOSの延 長 が 認められた（HR: 0 .75 ; 
95% CI［0 .57 – 0 .97］; p＝ 0 .267）。腫瘍分
類別にみた場合、漿液性腫瘍を有する例で
dose-dense群のOSの有意な延長がみられた
（HR: 0 .76 ; 95%CI［0 .59 – 0 .97］; p ＝
0 .0252）。一方、明細胞腫瘍、粘液性腫瘍で
はいずれのレジメンでも効果はみられなかっ
た。
　安全性では、dose-dense群で標準治療群
に比べ血液毒性発現が多く、治療完遂率も低
かった（それぞれ62%、73%）。
　Dr. Katsumataは、「カルボプラチンにパ
クリタキセルをdose-denseに併用することに
より、パクリタキセル標準治療に比べPFSと
OSの延長がみられた。今後は明細胞腫瘍、
粘液性腫瘍に対する治療を検討すべきであ
る」と結論した。
　本報告のディスカッションで、Stanford 
Women’s Cancer Center at the Stanford 
Cancer Institute and Editor-in-Chief of ASCO 
ConnectionのJonathan Berek, MDは、OSの
長期改善に注目し、本報告は今後の臨床に大
きく寄与する結果であるとした。また同氏は、
「改善の差はパクリタキセル投与期間などの薬
物動態的な背景が関与している」と述べ、「有
効性が高い場合に毒性が高くなるのは化学療
法剤を組み合わせて腹腔内に投与した場合に
みられる事象で、たとえばGOG172試験2にお
いてみられる」と続けた。最後に同氏は、
「dose-denseなレジメンの投与経路や併用薬
については、現在進行中の試験結果が参考に
なるのではないか」とコメントした。●
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（1A下より続き）
　本第Ⅲ相試験では、タキサンをベースとす
る治療（パクリタキセル毎週投与またはドセタ
キセルを3週毎投与、24週間）にラパチニブま
たはトラスツズマブを併用した際の比較を
行った。ラパチニブは、タキサン投与中は
1,250mgを連日経口投与し、その後は増悪を
認めるまで1,500mgを連日経口投与した。ト
ラスツズマブは、ローディングを行った後、タ
キサン投与中は2mg/kgを毎週または6mg/
kgを3週間に1回投与し、その後は増悪を認
めるまで6mg/kgを3週間に1回投与した。
　トラスツズマブ群の患者は、治療を受ける
ため3週間に1回クリニックを受診するのに
対し、ラパチニブ群の患者は4週間に1回の
受診であったため、フォローアップにバイア
スがあった。
　ベースラインの患者背景は2群間でバラン
スがとれていた。初診時に転移性乳がんで
あったのは、両群とも約40%であった。術後
または術前化学療法で18%の患者がトラスツ

ズマブ、約20%の患者がタキサンによる治療
を受けていた。肝転移は46％に認められた。
　Intention-to-treat解析において、ラパチニ
ブ群のPFSの中央値は8.8ヵ月、トラスツズマ
ブ群は 11 .4ヵ月でハザード比は1.33（95% 
CI: 1 .06 –1 .67; p＝0 .01 , 図A）であった。中
央判定でHER2陽性乳がんと確定された患

者において、さらに厳密な解析が行われた
（図B）。これらの患者において、トラスツズ
マブ群のPFS は13 .7ヵ月、ラパチニブ群では
9.0ヵ月であった（HR＝1.48 , 95% CI: 1 .15 –
1 .92 ; p＝0 .003）。全生存期間に差はなかっ
た（HR＝1.1 , 95%CI: 0 .75 –1 .61 ; p＝0 .62）。

（4Aへ続く）

Abbreviations: PFS, Progression-free survival; TTAX/T, trastuzumab/taxane 
followed by trastuzumab monotherapy; LTAX/L, lapatinib/taxane followed 
by lapatinib monotherapy; HR, hazard ratio; CI, confidence interval

Median PFS TTAX/T = 11.4 months
Median PFS LTAX/L = 8.8 months 
HR = 1.33 (95% CI: 1.06–1.67), p = 0.01
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図A　無増悪生存期間　intent-to-treat解析

Median PFS TTAX/T = 13.7 months
Median PFS LTAX/L = 9.0 months
HR = 1.48 (95% CI: 1.15–1.92), p = 0.003
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Abbreviations: PFS, Progression-free survival; TTAX/T, trastuzumab/taxane 
followed by trastuzumab monotherapy; LTAX/L, lapatinib/taxane followed 
by lapatinib monotherapy; HR, hazard ratio; CI, confidence interval

図B 無増悪生存期間
中央判定でHER2陽性と確定された
集団での解析

Abbreviations: JGOG, Japanese Gynecologic Oncology Group; dd-TC, dose-dense weekly paclitaxel and 
carboplatin; c-TC, conventional paclitaxel and carboplatin; yr, year; HR, hazard ratio; CI, confidence interval

Median duration of follow-up: 13.9 months (CT arm) versus 13.0 months (BEV + CT arm) 
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図1　無増悪生存期間（PFS）

図2　JGOG3016：全生存期間（OS）





4A ASCO DAily NewS  •  mONDAy, JuNe 4, 2012  chicago2012.asco.org/dn

（2A下より続き）
　ラパチニブ群はトラスツズマブ群に比べて有
害事象が多くみられた。毒性を理由にプロト
コールを中止した患者はラパチニブ群では
17.8%であったのに対し、トラスツズマブ群で
は10.6%であった。ラパチニブ群では、下痢、
発疹、食欲不振がより高頻度に観察された。

下痢、発熱性好中球減少症を含む重篤な有害
事象は、ラパチニブ群でより高頻度であった。
　試験期間を通して左室駆出率のモニタリ
ングが行われた。ベースラインから20%以
上の左室駆出率の低下が認められた患者は
少数であったが、全例がトラスツズマブ投与
群であった。

　同氏は、本試験ではトラスツズマブの投与
を受けた患者のPFSはintention-to-treat解析
で2 .6ヵ月の差をもって、中央判定でHER2陽
性と確定された集団では4.7ヵ月の差をもって
有意に良好であった、と結論した。
　German Brea s t  Group  a nd  t he 
University of Frankfurt, Germany の

Gunter von Minckwitz, MD, PhDは、多く
の乳がん治療の局面において、ラパチニブは
トラスツズマブほど有効ではないとするエビ
デンスが増えつつあり、それはおそらく二次
抵抗性の獲得が早いためとし、将来的には
二重阻害が最も有望なアプローチになるので
はないかとの見解を示した。●

開発中の未分化リンパ腫キナーゼ
（ALK）阻害薬LDK378は、ALK
陽性非小細胞肺がん（NSCLC）患

者に優れた臨床的有効性を示し、FDAに承
認されたALK阻害薬クリゾチニブの治療歴
がある患者における全生存率は81％であっ
た。この用量漸増第I相試験の成績（Abstract 
3007）は、3日（日）の開発中の薬剤、実験
的治療薬に関するOral Abstract Sessionに
おいて、Fox Chase Cancer CenterのRanee 
Mehra, MDにより発表された。
　LDK378は、一部の肺がん、リンパ腫、小
児神経芽腫の発症への関与が示唆されてい
る主要遺伝子ALKを標的としている。全NS 
CLCの約6％がALK陽性であり、これらの
がんは、非喫煙者、若年者に多い。LDK378
は選択的ALK阻害薬であり、クリゾチニブ
抵抗性腫瘍などの前臨床モデルにおいて優
れた抗腫瘍効果を示すなど、クリゾチニブよ
りも強力であることが認められている。
　同氏と共同研究者らは、ALK遺伝子変異を

有するがん患者においてLDK378の安全性、忍
容性、早期有効性を検討する第I相試験を実施
した。合計56例の患者が試験に登録された。
年齢中央値は53歳（範囲：22〜78歳）、女性患
者の割合は66％であった。主にNSCLC（89％）
の患者が多かったが、一部、乳がん（7％）、そ
の他のがん（4％）が含まれていた。過半数の患

者（66％）にクリゾチニブ治療歴があった。
　試験の用量漸増段階におけるLDK378投与
量は50〜750mg/日であった。大多数の患者
（83％）には、臨床的有効性を得るのに必要と
考えられる用量である400mg/日以上が投与
された。最大耐容量は750mg/日であったが、
400mg/日以上が投与された患者では用量制
限毒性が観察された。頻度の高かった有害事
象は、嘔気（59%）、嘔吐（54%）、下痢（48%）、
疲労感（21%）、呼吸困難（16%）などであった。
重篤な有害事象は、トランスアミナーゼ上昇、
嘔吐、脱水、間質性肺疾患が各1例に認められ
た。これらはすべて、治療中止後に回復した。
　LDK378は、ALK陽性NSCLC患者に優
れた効果を示した。クリゾチニブ治療歴が
あり、その後、400mg/日以上のLDK378で
治療された26例における全奏効率は81％で
あった。400mg/日以上のLDK378で治療
されたNSCLC患者33例における客観的奏
効率は67％であった。最大耐容量750mg/
日では、脳転移においても抗腫瘍効果が観

察された。ALK増幅乳がんなどその他のが
ん種では無効例が認められた。
　治療期間は1〜53週の範囲であり、64％
が治療を継続している。 
　成績に関するディスカッションでは、Mass 
achusetts General Hospital Cancer Center
のEunice L. Kwak, MD, PhDが、本試験は、
速やかに適格例を登録し、最大耐容量を明
らかにし、次のphaseに試験を進めた点にお
いて“素晴らしい試験”であると評価した。
　同氏は、これらの成績がALK阻害薬の使
用に関する多くの新たな課題を生み出したと
指摘した。今後の研究が必要なテーマには、
抵抗性変異の同定あるいはLDK378有効例
におけるメカニズム、ALK標的治療の最適
なシークエンシング、一次抵抗性のメカニズ
ム、脳転移における有効性、複数の標的薬
との併用療法の役割などがある。第I相試
験の増量コホートへの症例追加は現在行わ
れており、この有望な薬剤に関する新たな知
見の報告が期待される。●

2日（土）に行われたLymphoma Oral 
Abstract Session（Abstract 8006）
で、University of Modena and 

Reggio Emilia, ItalyのMassimo Federico, 
MDは、未治療進行性濾胞性リンパ腫（FL）
患者に対する化学療法レジメンの比較にお
いて、リツキシマブ＋シクロホスファミド/ド
キソルビシン/ビンクリスチン/プレドニゾロン

（R-CHOP）併用療法で「最善のリスク・ベネ
フィット比」が示されたと語った。
　FOLLO5試験は、進行性活動性FL患者に
対するファーストライン治療として、R-CHOP
レジメンと、他の2つのレジメン、リツキシマ
ブ＋シクロホスファミド/ビンクリスチン/プレ
ドニゾロン（R-CVP）およびリツキシマブ＋フ
ルダラビン/ミトキサントロン（R-FM）を比
較するものであった。同氏は、Fondazione 
Italiana Linfomiが実施した本多施設試験
の結果を発表した。
　本試験では、R-CHOPおよび R-FMは、R- 

CVPに比べ、試験の一次エンドポイントであ
る治療成功期間（TTF）で優位な結果が示
された。また、R-CHOPおよびR-FMでは同
等の抗リンパ腫活性が示された。全生存期
間（OS）は治療群間で同等であったが、
R-FM群で二次がんの発症率が高かった。
毒性に関しては、R-CHOP、R-CVPに比べ、
R-FMで高いという結果であった。

試験デザイン、結果
　FOLLO5試験では、未治療FL患者を無
作為にリツキシマブ8回投与＋CVP 6クール
あるいはCHOPもしくはFM 8クールに無作
為に割り付けて比較検討しており、維持療
法は組み込まれなかった。試験の一次エン
ドポイントであるTTFには、寛解導入療法
の失敗、FLの進行もしくは再燃、あらゆる
原因による死亡が含まれていた。
　FOLLO5試験では、2006年2月〜2010年
9月までの期間にFL患者534例が登録され、

そのうち30例が除外された。したがって、
intent-to-treat集団には504例が含まれ、各
治療群とも患者背景は同等であった。患者
の平均年齢は56歳であり、63％の患者が
stage IV、37％の患者が濾胞性リンパ腫国
際予後指標1（FLIP1）スコア3〜5、27％の
患者がFLIP2スコア3〜5であった。
　寛解導入期の終了時点における全奏効率
（完全奏効[CR]および部分奏効[PR]）は、
患者全体の91％であり、各治療群とも同等
であった（p＝0 .247）。
　観察期間中央値34ヵ月におけるTTFイベ
ントは212件であり、R-CVPの3年TTFは、
R-CHOP（p＝0 .007）お よ び R-FM（p＝
0 .020）に比べ、有意に不良であった。
　R-FM群の患者では、R-CVP群（27.7%；p
＜0.001）、R-CHOP群（50 .0%；p＝0.015）の
患者に比べ、grade3/4の好中球減少の発現
率は63 .5％と有意に高い結果であった。さら
に、R-FM群の患者では、R-CVP群（4件）、

R-CHOP群（5件）に比べ、二次がん発症が
14件と有意に高かった（p＝0.03）。
　同氏は「維持療法により、無増悪生存期間
（PFS）は改善する可能性がある」とし、「も
ちろん、これは間接的な結論ではあるが、
私の考えではR-CHOPは少なくとも本試験
では最善のリスク・ベネフィット比に関連す
る」と述べた。
　ディスカッサントのKing’s College London 
School of Medicine の Robert Marcus, 
MBBSは、FOLLO5試験の強みは前向き・
無作為化デザインと十分なフォローアップを
組み込んだ点であるが、弱点としては、事後
にわかる類のものながら維持療法がないこ
と、ベンダムスチン/リツキシマブ併用群を組
み込まなかったこと、CRの判定にPETでは
なくCTを用いたことなどが挙げられるとコ
メントした。●

開発中のALK阻害薬LDK378が
クリゾチニブ抵抗性のALK-陽性NSCLCに奏効

Dr. Ranee Mehraは、選択的ALK阻害薬の第Ⅰ相試
験の成績を発表し、クリゾチニブ治療歴のある患者
における全奏効率は81％であったと報告した。

活動性濾胞性リンパ腫に対する化学療法レジメンを比較
FOLLO5試験の最終結果でR-CHOPレジメンで有望な結果が示される

消化器がん
Oral Abstract Session: Gastrointestinal

（Colorectal） Cancer

Presenter: Matthieu Faron, MD, MSc
（Abstract 3507）
Discussant: Michael A. Choti, MD, MBA

　4件のファーストライン化学療法試験の個々
の患者データを用いたプール解析で、切除不

能転移性結腸直腸がん患者における原発腫
瘍の切除がアウトカムの改善と関連づけられ
ることが示された。合計810例の患者での多
変量解析で、原発腫瘍切除（478例）が全
生存期間（OS）（HR 0 .63、p ＜ 0 .0001）お

よび無増悪生存期間（PFS）（HR 0 .82、p＝
0 .0007）の改善の独立した予測因子であった
ことが示された。がん胎児性抗原レベルの高
い患者または原発腫瘍が結腸の患者では、切
除の効果は低かった。
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2日（土）のGastrointestinal （Noncol
orectal） Cancer Oral Abstract Ses
sionで発表された無作為化試験によ

ると、食道および食道胃がん治療の代替ア
プローチにおいては、有効性の有意な改善
は認められなかった。
　無作為化多施設第II/III相 REAL-3試験
において、modified EOC（エピルビシン＋
オキサリプラチン＋カペシタビン）レジメ
ンにパニツムマブを追加しても、治療歴
のない進行食道胃がん患者のアウトカムは
改善されず、実際、EOCレジメンよりも全生
存期間（ OS）は有意に短かった（Abstract 
LBA4000）。
　 このREAL-3試 験 を 発 表し た の は、
ASCO’s 2012 Bradley Stuart Beller Merit 
Awardの 受 賞 者 で あ るRoyal Marsden 
Hospital NHS Foundation Trust, United 
Kingdom の Tom S. Waddell, MBChB, 
MRCPである。この試験には、未治療で局
所進行または転移性の腺がんあるいは未分
化がんの、食道がん、および胃食道接合部
がん、胃がんを有する英国人患者535例が
登録した。患者を EOC群 （第1日にエピル
ビシン50 mg/m2、第1日にオキサリプラチ

ン130 mg/m2、第1〜21日にカペシタビン
1,250 mg/m2 /日）また はmodified EOC
群（第1日にエピルビシン50 
mg/m2、第1日にオキサリプ
ラチン100 mg/m2、第1〜21
日にカペシタビン 1 ,000 mg/
m2 /日）＋第1日にパニツムマ
ブ 9 mg/kgに無作為に割り
付けた。modified EOCは下
痢をはじめとする消化器毒性
の発現により、2009年8月に
化学療法剤の用量変更がな
されたものである。
　2011年10月の 年 次 独 立
データレビューにより、パニツ
ムマブを含む群のOSアウト
カムが有意に劣っていること
が明らかとなった（HR＝1.53; 
p＝0 .006）。この時点で第
III相試験は打ち切られ、全
患者を対照群に移行した。こ
の時点でなお治療中であった
患者のデータを試験打ち切り
時点で評価した。
　今回発表された最新解析

で、パニツムマブを含むレジメンで当初認
められていたOSの短縮が確認された（OS

中央値8 .8ヵ月、EOCレジメンで11 .3ヵ月、
HR＝1 .37；p＝0 .013、図）。（6Aへ続く）

より効果的な食道がんの治療法を模索

http://square.umin.ac.jp/jsmo2012/index.html

Beyond the Global Standard of Medical Oncology 
-Perspectives from Asia-

第10回日本臨床腫瘍学会学術集会
The 10th Annual Meeting of Japanese Society of Medical Oncology

　今年、日本臨床腫瘍学会学術集会は節目の10回目

を迎えます。今学会におきましては従来の教育的プ

ログラムに加え、さらに国際色豊かな新しい試みを

企画しております。

国内外に開かれた学会への第一歩に
　今学会では、日本臨床腫瘍学会初の試みとして、世

界各国へ広く演題を公募しました。当初の目標を上

回る演題が集まり、英語による口演は全体の２割とな

ります。さらに今年からLate Breaking Abstractを募

集しており、当日は最新の研究成果をもとにした質の

高い議論が期待されます。

一般市民へも広く門戸を開放
　日本臨床腫瘍学会は昨年よりPatient Advocate活

動を行っていますが、今年はさらに一歩前に進め、市

民公開講座とは別に一般市民にも広く門戸を開いた

公開シンポジウムも実施します。また、今学会では

テレビやマスコミを通じた広報活動に加え、

FaceBook（https://www.facebook.com/JSMO10）や

Twitter（https://twitter.com/#!/JSMO10）を開設して

おり、一般市民への情報公開を積極的に行ってい

ます。

地域から世界へ、世界から地域へ
 ご自身や大切な人の命に関わる重大事に直面した

患者家族が信頼するのは、最先端を学び臨床に還元

できる医師であり、国際化と地域医療は表裏一体を

なすものです。したがってあらゆる口演やセッション

を貫く重要なテーマは「地域連携」といっても過言で

はありません。患者家族が安心して医療を受けられ

る地域医療を目指し、腫瘍内科医は地域に根を下ろ

したがん医療の担い手であるべきでしょう。今学会

を通じてこのような腫瘍内科医の役割を広めていき

たいと考えています。

 この学会が皆様のがん治療における知識の更なる

発展のお役に立てることを願っております。2012年

7月26日、大阪に皆様のご参加を心よりお待ちして

おります。

第10回
日本臨床腫瘍学会学術集会

会長　中川　和彦
近畿大学医学部腫瘍内科　教授

会長ご挨拶

2012年7月26日（木）～28日（土）
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

会期

会場

Primary Endpoint – Overall Survival (OS) 
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and capecitabine (EOC)

EOC + prednisone (EOC-P)

Median OS 
(95% CI) 

% alive at 1 year 
(95% CI)

11.3 m (9.6 – 13.0) 46% (38% - 54%)

8.8m (7.7 – 9.8) 33% (26% - 41%)

HR 1.37, p = 0.013 

HR 1.37 (95% CI: 1.07 – 1.76) 

6 18 30

Based on 251 OS events

 一次エンドポイント－全生存期間（OS）

エピルビシン＋オキサリプラチン＋カペシタビン（EOC）
EOC ＋パニツムマブ（EOC-P）
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（５Aより続く）この結果はパニツムマブを
含む群での死亡リスクの37%上昇に相当す
る。また、パニツムマブ＋modified EOC群
での無増悪生存期間（PFS）はEOC群より
短い傾向にあった（PFS中央値はそれぞれ
6 .0ヵ月、7.4ヵ月、HR＝1.22；p＝0 .068）。
　安全性に関しては、grade 3以上の有害
事象の全発現率に両群間で有意差はなかっ
た。パニツムマブを含むレジメンでは、EOC
と比較して、grade 3および4の下痢（17.3% 
vs. 11.1%；p＝0.041）、皮疹（10.3% vs. 0.7%；
p＜0 .001）および粘膜炎（5.1% vs. 0 .0%；
p＜0 .001)の発現率が高く、末梢神経障害
（1.1% vs. 6 .7%；p＝0 .001）および好中球
減少（14% vs. 29%；p＜0 .001）の発現率は
低かった。
　用量強度は、プロトコールで定義されてい
る用量調節と関係なく、パニツムマブを含む
レジメンで小さかった。これは、サイクル数
の中央値が小さいこと（5と6）とカペシタビ
ンの用量強度が低かったことが明らかとなっ
た。同氏は、modified EOCレジメン中のオ
キサリプラチンとカペシタビンの用量が小さ
いことが有効性の低さに関与している可能
性を示唆した。
　この知見に関する討論で、Fox Chase 
Cancer CenterのBarbara Burtness, MDは

その仮説を繰り返し、「パニツムマブを含む
レジメンで必要だった減量は重要である」と
述べた。同氏は、この化学療法剤の減量に
よりパニツムマブの効果を正確に評価するこ
とができなくなったことを示唆した。
　全体では、パニツムマブを投与された患者
の77%がgrade 1〜3の皮疹を発症した。パ
ニツムマブ＋modified EOCを投与されてい
た患者での皮疹の発症とOSの有意な関連
が報告されており、OSの中央値は皮疹を発
症した患者で10 .2ヵ月、皮疹のなかった患者
で4 .3ヵ月であった（p＜0 .001）。
　最初の200例で分子バイオマーカーが検
討された。多変量解析でOSの短縮と相
関する因子は、KRAS 変異（HR＝2 .1；p＝
0 .025）、PIK3CA 変異（HR＝3 .2；p＝0 .048）
などであったが、どちらも解析対象患者数
が少なかった。
　Dr. Waddellは、これはEGFRレセプター発
現に基づいて選択的に登録された患者ではな
いことを指摘した。現在、パニツムマブを含む
レジメンでの良好なアウトカムを予測しうる分
子または臨床的特徴の同定が試みられてい
る。「このトランスレーショナル研究により、上
部消化器がんでのこの経路の標的化へのより
重要な洞察が得られるかもしれない」と、同
氏はASCO Daily Newsに語っている。

　 同 セッション で、Centre Alexis Vautrin, 
FranceのThierry Conroy, MDは、無作為化第
II/III相PRODIGE 5/ACCORD 17試験の結果
を発表した。この試験では、手術不能局所食
道がん患者を対象に、FOLFOX （ロイコボリン
＋フルオロウラシル［5-FU］＋オキサリプラチ
ン）と放射線治療の併用を5-FU＋シスプラチ
ンと比較している（Abstract LBA4003）。この
試験では、FOLFOXで5-FU/シスプラチンを
上回る有効性の改善を示すことはできなかっ
たが、FOLFOXにはシスプラチンを含むレジメ
ンを上回る利点があった。
　未治療で手術不能または局所進行食道が
ん患者267例がこの試験に登録された。転移
または食道の複数のがんのある患者は除外し
た。
　観察期間中央値25.3カ月におけるアウト
カムは、intention-to-treat解析で、PFS中央
値（9.7ヵ月vs. 9 .4ヵ月）とOS中央値（20.2ヵ
月vs. 17.5ヵ月）ともに、FOLFOX群および
5 -FU/シスプラチン群で同様であった。
　主な毒性も同様であり、両群間で血液毒性
事象発現率に有意差はなかった。FOLFOX
群ではgrade 1および2の末梢神経障害の
発現率が5-FU/シスプラチン群より高かっ
た（18 .3% vs. 0 .8%；p＝0.0001）が、粘膜
炎（26 .7% vs. 32%；p＝0.011）、脱毛（1.5% 

vs. 9 .4%；p＝0.006）、クレアチニン上昇（3.0% 
vs. 11.7%；p＝0.036）は低かった。重要なの
は、FOLFOXでは毒性による死亡（1.1% vs. 
6 .4%；p＝0.06）と化学療法15日以内の死亡
（1.1% vs. 3 .2%；p＝0.06）が少ない傾向が
認められていることである。治療完遂率は両
群間で同様であった。
　この試験に関する討論で、Massachusetts 
General Hospital and Harvard Medical 
SchoolのTheodore S. Hong, MDは、両レジ
メン間の毒性による死亡と早期の死亡の差異
は「きわめて印象的」と述べ、さらに、5-FU/
シスプラチンによる毒性の多さと早期の死亡
が、多施設で実施する臨床試験のアウトカム
を混乱させていたのではないかと問いかけ
た。
　Dr. Conoroyは、FOLFOXでこの試験のア
ウトカムは改善しなかったが、毒性による死
亡および突然死を低下させており、より短期
間で利便性の高い外来処方レジメンが可能に
なると結論づけた。同氏は、FOLFOXと放
射線治療の併用を、とくにシスプラチンが禁
忌の患者にとっての「食道がん患者の化学放
射線治療の新たな選択肢」と位置づけた。●

卵
巣 がん患 者におけるプラチナ製
剤ベースのファーストライン治療後
の、エルロチニブによるメンテナンス

治療は生存に影響しないことが、2日（土）
の Gynecologic Cancer Oral Abstract 
Sessionで、University Hospital Leuven 
and KU Leuven , Belg ium の Ignace 
B. Vergote, MD, PhD により報 告され た
（Abstract LBA5000）。同氏は、この多施設
共同研究を施行したEuropean Organisation 
for Research and Treatment of Cancer 
Gynaecological Cancer Group （EORTC-
GCG）の一員である。

進行上皮性卵巣がん患者では、その55〜
98%に上皮成長因子受容体 （EGFR）の過
剰発現が認められる。そこで本試験では、
プラチナ製剤をベースとした化学療法後の
EGFRチロシンキナーゼ阻害薬であるエルロ
チニブのメンテナンス治療の有用性が検討され
た。

本試験には、10ヵ国125施設の835例が参
加した。参加患者は全員、前治療としてプラ
チナ製剤ベースの化学療法を週3回、6〜9サ
イクル施行されており、病勢進行は認められな
かった。これらの患者は、エルロチニブ150mg
による2年間のメンテナンス治療群と経過観察
群にランダムに割り付けられた。また、二次的
検討として、330例を対象にIHCおよび FISH
を施行し、EGFR発現量およびEGFR 遺伝
子変異に対する予測因子としての有用性が検
討された。一次エンドポイントは、無増悪生存
期間（PFS）、二次エンドポイントは全生存期間

（OS）、QOL、合併症とされた。
試験開始後 24ヵ月が経過した時点でも、

イベント発現件数はエンドポイントである632件
に到達せず、2011年11月時点で625件にとど
まった。

追跡期間中央値51ヵ月におけるPFSはエル
ロチニブ群で12 .7ヵ月、経過観察群で12 .4ヵ
月となり有意差はみられなかった（p＝0 .916）。
また、OSについてもエルロチニブ群（51ヵ月）と
経過観察群（59ヵ月）の間に有意差はみられな
かった（p＝0 .603）。

EGFR 遺伝子変異とPFSの関連を検討し
た結果、エルロチニブ群中の318例でEGFR、
KRAS、NRAS、BRAF、PI3KCA 各遺伝子
の変異が認められた。エルロチニブ群におい
て、PFSと皮疹悪化の間には相関はみられず、
またFIGO分類、年齢、ファーストライン治療終
了時の治療反応性についても群間に差はみら
れなかった。

「最近では卵巣がん患者において、化学療
法剤によるファーストライン治療後に、エルロチ
ニブのメンテナンス治療の効果が得られたとす
るサブグループは見出されていない」と同氏は
述べた。

本報告およびolaparibとベバシズマブをそ
れぞれ化学療法と併用した2つの報告に対
するディスカッションでは、Fox Chase Cancer 
CenterのMichael V. Seiden, MD, PhD が、
分子標的治療薬の研究が始まって15年目にな
ると強調し、エルロチニブの試験は論理的に展
開されたが「EGFR阻害薬は2005年の前臨
床段階では強い理論的裏付けを得たものの、
第Ⅱ相試験においては非常に限られた活性を
示したのみにとどまっていたことから、本試験
の結果は驚くべきものではない」とコメントした。

漿液性卵巣がんは、遺伝子レベルおよび分

子レベルで複雑な病態を有する疾患であるこ
とから、今後重要な研究課題となる。

「私が強調したいのは、高度漿液性がんに
おけるゲノムデータが強く示唆しているのは、遺
伝的共通性を有する患者集団は大きくない、と
いうことである」と同氏は述べ、「治療効果が予

測可能なバイオマーカーまたはゲノム上均一で
大きな患者集団が得られない場合、第Ⅰ相か
ら第Ⅲ相試験のいずれにおいても、本疾患に
対する新規薬の有用性の検証は成功しない
であろう」と続けた。●

エルロチニブによるメンテナンス治療は
卵巣がん患者の生存に影響せず
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この10年間における多発性骨髄腫の生
物学的解明と新しい治療法の登場に
より、高頻度にみられるこの血液悪性

疾患の治療は大きく変化した。これらの最近
の進歩により生じた新たな課題の解決をめざし
て、“Controversies in Myeloma: Induction, 
Transplant, and Maintenance” と題された2
日（土）のEducation Sessionでは、多発性骨
髄腫の臨床的管理に関する最近の考え方が論
じられた。

寛解導入療法
　近年、多発性骨髄腫治療において、サリド
マイド、ボルテゾミブ、レナリドミドなどの新薬
を検討した臨床試験が非常に多く行われてき
た。過去10年間に20の新しい併用レジメンが
検討されてきたが、Mayo ClinicのS. Vincent 
Rajkumar, MDによれば、全生存期間（OS）
やQOLの改善効果が明らかに期待できる併用
レジメンはないという。
　その結果、「データではなく、オピニオンにより
医師は選択せざるを得なくなってしまった。そし
てそのオピニオンは多様なのである」と同氏は語
る。
　これまで、初期治療の選択は、年齢、臓器機
能、全身状態などの患者因子に基づき、自家造
血細胞移植（ASCT）が適用可能かどうかによ
るところが大きかった。その後、細胞遺伝学的
解析、遺伝子発現解析などに基づく疾患悪性
度により、治療法の選択が行われるようになっ
た。
　リスク層別化に基づいた個別治療は実施し
なければならないが、いくつかの臨床試験から
の情報が得られれば、臨床試験がない場合で
も、ASCT適応の可否にかかわらず同じ寛解
導入レジメンを現在では使用できると同氏は主
張し、以下の基準を示した。
▪標準リスクの患者は、レナリドミドとデキサメタ

ゾンまたはボルテゾミブ、シクロホスファミドと
デキサメタゾンの併用療法で治療できる。

▪中リスク患者には、ボルテゾミブ、シクロホス
ファミド、デキサメタゾンなどの併用療法が最

良のオプションである。
▪ボルテゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾンなど

の高額で若干毒性の高いレジメンは、高リス
ク患者のためにとっておくのが最も望ましい。

▪今日までに行われた臨床試験および毒性とコ
ストのバランスを考慮すると、これらのオプショ
ンはすべて各リスクグループにおいて奏効し、
無増悪生存期間（PFS）を延長する可能性
がある。

　寛解導入療法を行うすべての患者の毒性を
軽減するために、臨床医は簡単な方法を選択
できる。ボルテゾミブを使用する場合は、週1
回の皮下投与が望ましい。迅速な疾患コントロー
ルの必要がない場合は、デキサメタゾンは低用
量投与（40mg、週1回）が望ましい。

幹細胞移植
　Dr. Rajkumarの講演を受けて、本セッション
の座長を務めるCity of Hope Cancer Center
のAmrita Y. Krishnan, MDは、多発性骨髄
腫に対する移植の問題をとりあげた。実際、誰
に、いつ移植を行うべきかが不明確な中で、同
氏は、この領域において少なくとも3つ、確実な
ことが明らかになったと述べた。
　1つめは、疾患の悪性度に基づいて個別化
された寛解導入療法を行う場合、新薬を使う
べきであるということである。寛解導入療法に
おけるサリドマイド、レナリドミド、ボルテゾミブの
使用は、移植前のCR率を改善するのみならず、
移植後の無増悪生存も改善する。
　明らかにすべき主な課題は、初期効果の程

度を最適化するために必要なサイクル数と寛
解導入療法後の移植の最適なタイミングであ
る。後者については、早期のASCTと遅延し
たASCTの有益性を比較している最近の研究
が、近いうちに答えを出す可能性がある。
　2つめは、65歳以上という年齢は、もはや多
発性骨髄腫に対する移植治療の障害にはなら
ないということである。米国では多発性骨髄腫
に対する移植が年に3 ,000件行われているが、
そのうちの約1,000件は65歳より上の患者に行
われている」と、同氏は述べた。
　年齢はASCTの禁忌の基準とはならないも
のの、ASCTに対する患者の耐容能はなお慎
重に評価する必要がある。身体機能の指標で
ある全身状態の他に、高齢者では、虚弱性、
合併症、障害などその他の脆弱性評価項目を
評価する必要がある。
　3つめに確かなことは、高リスク患者はボルテ
ゾミブ寛解導入療法、維持療法によりベネフィッ
トが得られるということである。このベネフィット
はt（4 ;14）、13q 欠失、17p欠失によりもたらさ
れる予後不良の可能性を上回る。17p欠失を
有する患者の治療は、しかしなお困難な課題で
あり続ける。この患者群は、同種骨髄移植が
有益なサブグループである可能性がある。

維持療法
　治療の進歩にともない多発性骨髄腫の寛
解期間が延長し、生存期間も延長したにもか
かわらず、残存病変の存在により、ほぼ全例
に最終的には再発が生じる。寛解導入療法
の成功後も多発性骨髄腫をチェックし続ける
ために、維持療法は論理的なアプローチであ
る、とInstitut Claudius Regaud and CHU 
Purpan, FranceのMichel Attal, MDは述べ
た。
　サリドマイド、レナリドミド、ボルテゾミブはす
べて維持療法としての検討が行われ、良好な
成績が得られているが、同氏は、多発性骨髄
腫に対する維持療法は標準治療と考えてはな
らないと強調した。その理由はシンプルである。
この3剤のいずれも、生存期間の延長、再発遅

延、忍容可能な毒性の3つの要件を満たして
いないのである。これらの薬剤について、以下
の点が報告された。
▪サリドマイドによる維持療法は有効性の強度

を改善し、ASCT後の生存を延長した。し
かし、これらのベネフィットは、ASCT後に良
好なPR以上の成績を達成できなかった患
者、細胞遺伝学的な予後不良因子を有さな
い患者に限定されているように思われた。サ
リドマイドには神経障害があるため、ほとんど
の患者が1年以上はサリドマイドを忍容でき
ない。

▪寛解導入療法後に維持療法として使用され
た場合、初期治療の有効性や細胞遺伝学
所見にかかわらず、レナリドミドが奏効期間を
延長し、再発リスクを35％低下させたことが、
一連のエビデンスで示されている。しかし、よ
り明確に生存の改善を示す必要があり、毒性
については、2年間の維持療法後にとくに好
中球減少、二次性の原発がんが問題となる。

▪ボルテゾミブベースの維持療法は、奏効率を
上昇させ、初期療法後の無再発期間を延長
することができる。しかし、神経障害は高頻
度にみられる問題であり、最適な用量とスケ
ジュール、ボルテゾミブを維持期に他の薬剤
と併用すべきかどうかも解決すべき課題であ
る。

　これらの薬剤のもう1つの重要な問題点は、
いずれの薬剤も維持療法としての使用が承認
されていないことである。
　同氏は、これらの注意点はあるものの、現時
点ではレナリドミドが多発性骨髄腫維持療法
の最も有望な候補薬剤であると強調した。レ
ナリドミドは、今後、生存延長効果を確認し、維
持療法の期間を明らかにするための検討が求
められるとした。●

3日（日）にGastrointestinal （Colorectal） 
Cancer Oral Abstract Sessionで 発 表
されたX-PECT試験のデータ（Abstract 

LBA3501）によると、経口アルキルリン脂質阻害
剤perifosineと経口カペシタビンの併用療法で
は、カペシタビン単独と比べて全生存期間（OS）
および無増悪生存期間（PFS）の有意な変化は
示されなかった。Sarah Cannon Research Ins
titute のJohanna C. Bendell, MDがこのX-PE
CT試験の最終解析について発表した。
　X-PECTは、難治性結腸直腸がん（CRC）患
者468例をperifosine/カペシタビン（P-CAP、
234例）またはカペシタビン（CAP、234例）投与
に無作為に割り付けた第III相試験である。5 -
フルオロウラシル（5 -FU）、オキサリプラチン、イ

リノテカン、ベバシズマブなど入手可能な薬剤で
の治療および野生型K-RAS に対する標的治
療に難治性のCRCがあることを参加要件とし
た。OSを試験の一次エンドポイントとした。OS
中央値は、P-CAP投与患者、CAP投与患者で
それぞれ6 .4ヵ月、6 .9ヵ月であった（p＝0 .315）。
K-RAS の状態に基づいて解析した場合もOS
の差異は有意でなかった。さらに、P-CAP群の
PFS（10 .9週）はCAP群（11.4週）と比較して
有意差はなかった（p＝0 .752）。しかし、毒性に
よりオキサリプラチンを中断した野生型K-RAS
の患者集団では、P-CAPによるPFSの有意な延
長が示された（P-CAP群18 .1週、CAP群6 .6週、
p＝0 .003）。
　X-PECTは、小規模第II相無作為化試験（患

者38例）において、この試験方法で認められた
劇的なデータを元に着手された。この試験での
OSは、P-CAP投与患者で17.7ヵ月、CAP投与
患者で7.6ヵ月であった（p＝0 .0052）。しかし、
この試験では、患者はP-CAPをセカンドまたは
サードライン治療として投与されており、オキサリ
プラチンまたは5 -FUに対し難治性でなかった可
能性があると、同氏およびこの発表を論評した
University of Texas M. D. Anderson Cancer 
Center のChris R. Garrett, MDは述べている。
対照的に、X-PECT試験に登録した患者の前治
療の中央値は4〜5回であり、現在利用可能なす
べての治療に難治性であった。同氏は、この第
II相試験はもともと、7種の腫瘍群でのperifosi
neの試験のためにデザインされたものであったこ

とも指摘した。難治性CRC患者で奏効がみら
れた時点で、CRC群への患者の追加を開始し、
他の群を中止した。
　難治性CRC治療の新しい方向に対する喫緊
のニーズにより、AKT経路を標的とするperifo
sineの臨床開発がCRCの生物学をもとに開始
され た。CRC患 者 の 約40%でPI3K/AKT/
mTOR経路の調節解除が示される。失望する
結果ではあるが、Dr. Bendellは、バイオマーカー
の解析により、perifosineが、ある患者集団で臨
床的有益性をもたらすかどうかの方向性がわか
ることを望んでいる。このバイオマーカーの集団
のため、ある患者サブグループの治療前後の腫
瘍生検が利用可能である。●

多発性骨髄腫の寛解導入療法、移植、維持療法に関する
最新の知見

Perifosine/カペシタビン併用の臨床的有益性
転移性結腸直腸がんの第Ⅲ相試験で実現されず

NCI PQ: 23
chicago2012.asco.org/NCIPQ

“データではなく、
オピニオンにより医師は
選択せざるを得なくなって
しまった。そしてその
オピニオンは多様なのである”

— S. Vincent Rajkumar, MD
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新規デ ザインによるPISCES試 験
（Abstract CRA4502）は、転移
性腎細胞がん（mRCC）に対する

ファーストライン治療として、pazopanibとス
ニチニブに対する患者評価を検討する無作
為化試験であり、倦怠感が少なく、QOL改
善効果があるという理由から、50％も多くの
患者がpazopanib治療を好む結果が示され
た。
　Institut Gustave Roussy, France の
Bernard J. Escudier, MD は、2日（土）
に 行 わ れ たGenitourinary Cancer Oral 
Abstract SessionにおけるPISCES試験の
結果発表において、RCCの適応で最近多く
の薬剤が承認されているが、医師はRCC患
者に対する薬剤選択にかえって苦慮してい
る、と語った。
　同氏はASCO Daily News に対し、「毒
性は薬剤選択における大きなファクターであ
る」と述べつつも、「医師はとくに長期治療
での薬剤毒性の比較に苦慮している。その
理由は、通常の毒性基準では毒性の継続
期間を考慮していないことがあげられる」と
語った。

　この問題に対処する目的で、PISCES試
験ではmRCC患者169例を組み込み、盲
検下でpazopanib 800 mgによる治療10週
間、2週間のウォッシュアウトの後スニチニブ
50 mgによる治療10週間を実施した群、一
方、スニチニブ 50 mgによる治療10週間、2
週間のウォッシュアウトの後pazopanib 800 
mgによる治療10週間を実施した2群に無
作為に割り付け、22週時点における患者評
価を比較した。
　一次解析集団はpazopanibを最初に投与
された患者54例、スニチニブを最初に投与
された患者60例の計104例であった。この
うち70％がpazopanibを、22％がスニチニブ
を好み、8％の患者はどちらでもよいという
結果であった。なお、患者背景で調整後、
薬剤間の患者評価の差は49 .3%となった（p 
＜0 .001）。
　「われわれはpazopanibの優位性を予測
していたが、患者評価の差異の大きさには
驚かされた」と同氏は述べた。
　Pazopanib投与患者では、減量を要する
患者も（13％ vs. 20％）、クロスオーバー前
の試験期間で治療を中止する患者も（14％ 

vs. 18％）、クロスオーバー後の試験期間で
治療を中止する患者（15％ vs. 31％）も少な
いという結果であった。
　同氏は、PISCES試験は、pazopanibとス
ニチニブの有効性を比較するようにはデザイ
ンされていないため、有効性を比較する第Ⅲ
相COMPARZ試験に対する補助的試験と
みなされるべきであるとコメント
した。
　PISCES試験ではさらに医師
の評価についても比較検討した
が、医師の66％がpazopanibを、
22％がスニチニブを好み、17％
はどちらでもよい、という結果で
あった。
　本試験に関するディスカッショ
ンでは、NIHR Cambridge Bio
medical Research Centre and 
the University of Cambridge, 
United Kingdom の Tim Eisen, 
PhD, FRCPは、患者・医師にお
ける非常に高い数値での評価の
一致に驚きの念を表明し、「評価
があまりに一致しているため、医

師における盲検がどのように担保されていた
かを問い質したいぐらいだ」と述べた。
　同氏は、もともと評価が困難な抽象的な
内容を検討する斬新な試験デザインを策定
した研究者を賞賛し、この試験結果は、2つ
の薬剤に対する患者・医師の嗜好性を明瞭
に示したものだ、と締めくくった。●

高リスクホジキンリンパ腫患者を対象
とした高用量BEACOPP（ブレオ
マイシン＋エトポシド＋アドリアマイ

シン＋シクロホスファミド＋プロカルバジン＋
プレドニゾン）併用療法は、ABVD（アドリ
アマイシン＋ブレオマイシン＋ビンブラスチン
＋ダカルバジン）併用療法と同等の臨床的有
効性を有することが示された。2日（土）に
行われたLymphoma Oral Abstract Sess
ion（Abstract 8002）で、Institut Gustave 
RoussyのPatrice P. Carde, MD, PhDは欧
州がん研究治療学会議（EORTC）主導によ
るEORTC20012 intergroup試験の予備結
果を発表した。
　この第Ⅲ相試験では、stage III〜IVの
高リスクホジキンリンパ腫患者（国際予後指
標【IPS】スコア3以上）549例が、ABVD
レジメン8クール（275例）、あるいは高用
量BEACOPPレジメン4クール＋常用量BE
ACOPPレジメン4クール（274例）に無作為
に割りつけられた。本試験の一次エンドポ

イントは無イベント生存期間（EFS）であり、
その他のエンドポイントとして無増悪生存期
間（PFS）および全生存期間（OS）が設定さ
れた。試験開始から4年後におけるEFSお
よびOSは治療群間で同等であり、EFSは
ABVD群で63 .7％、高用量BEACOPP群
で69 .3％と有意差は認められなかった（p＝
0 .313）。またOSも、ABVD群で86 .7％、
高用量BEACOPP群で90 .3％と有意差は
認められなかった（p＝0 .208）。完全寛解
率は両群で83％と同等であったが、高用量
BEACOPP群に比べ、ABVD群でより多く
病勢進行がみられた（72 .8％ vs. 83 .4％）。
また、二次がんの発症および毒性は両群で
同等であった。
　同氏によれば、EORTC20012試験は、
stage IIB/IIIA進行性ホジキンリンパ腫で
ABVD（COPP/ABVD）に 比べ、 高 用量
BEACOPPで有意に高い臨床効果を示し
たGerman Lymphoma Study groupによ
る試験データを検証する目的で実施された。

COPP/ABVDに比べ、ABVDがより広く標
準的な治療とみなされていることから、同試
験では高用量BEACOPPとABVDを比較
するデザインとなった。また、高用量BEAC
OPPが有効であれば、その有効性は高リス
ク患者でより明確になるのではないかという
想定から、同試験の対象患者はstage III/
IVホジキンリンパ腫患者に限定されていた。
2つの試験の直接比較はできないが、EOR
TC20012試験は、高用量BEACOPPは標
準的なABVDに比べ有意に有効性が高い
わけではないというエビデンスを提供するも
のである。ASCO Daily News に対し、同
氏は「高用量BEACOPPは、重篤な好中球
減少、不妊、二次性白血病などと関連するた
め、投与が困難だ。EORTC20012試験の
データは、高用量BEACOPPの投与はPFS
の改善にはつながるものの、進行性ホジキン
リンパ腫患者全体に対して正当化できるも
のではない」と結論した。
　試験データに関するディスカッションに先

立ち、British Columbia Cancer Agen
cy and the University of British Columb
ia, Canada の Laurie H. Sehn, MD, MPH
は、進行性ホジキンリンパ腫患者を対象とし
たABVDおよび高用量BEACOPPに関す
る過去の報告を総括し、両レジメンを比較
した過去の報告では高用量BEACOPP投
与患者におけるOSは有意に改善されておら
ず、EORTC20012試験のデータは予想通り
のものであるとし、「決定的な生存ベネフィッ
トに関するエビデンスがない以上、BEACO
PPのルーチンな投与は正当化できない」と
結論した。個々の患者におけるリスクとベネ
フィットを考慮すべきであり、「臨床的パラ
メータを用いた現在の予後指標では高リスク
患者を同定できない一方、大部分の患者で
ABVDが有効か、二次治療が有効だ」と同
氏は結論した。●

PISCES試験：転移性腎細胞がん（mRCC）患者によって
評価されたpazopanib

高用量BEACOPP併用療法は
高リスクホジキンリンパ腫患者全般ではNot Warranted

Dr. Bernard J. Escudier は「われわれは pazopanib の優位性を予測
していたが、患者評価の差異の大きさには驚かされた」と述べた。

発展的な治療学
Oral Abstract Session: Developmental 
Therapeutics–Experimental Therapeutics 

Presenter: Shubham Pant, MD
（Abstract 3008）
Discussant: Eunice Lee Kwak, MD, PhD

　22例を対象とした新規γ-セクレターゼ阻害
剤であるLY900009の第Ⅰ相増量試験では、
進行がん患者において十分な忍容性と薬物動
態が示された。忍容性を有する最大用量は、
暫定的に週3回30mg投与、28日サイクルとさ

れた。LY900009は、γ-セクレターゼの下流の
生成物を80〜90%阻害し、進行がん患者の
Notchシグナル伝達経路を遮断する。さらなる
用量決定試験が進行中で、卵巣がんコホート
に対するLY900009投与試験も計画中である。
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National Surgical Adjuvant Breast 
and Bowel Project Protocol B-41 
の結果により、術前化学療法におい

て、ラパチニブはトラスツズマブに追加、あるいは
トラスツズマブの代替として、標準的に使用され
得るとされた（Abstract LBA506）。3日（日）の
Breast Cancer （HER2/ER） Oral Abstract 
Session において、無作為化第Ⅲ相試験の成績
が報告された。
　National Surgical Adjuvant Breast and 
Bowel Project and University of Montreal 
Hospital Center, CanadaのAndre Robidoux, 
MDによると、本試験は術前化学療法として現
時点の標準的治療であるトラスツズマブ単独投
与に比較し、トラスツズマブとラパチニブによる
HER2の二重阻害が病理学的完全奏効（pCR）
率を改善するか否かを検証するためにデザイン
されたものである。本試験では、ラパチニブとトラ
スツズマブの有効性の比較も行われた。
　HER2陽性手術可能乳がん患者において、
ドキソルビシン＋シクロホスファミド→weeklyパク
リタキセルという標準化学療法レジメンとの併用
において、トラスツズマブへのラパチニブの追加
は、トラスツズマブ単独に比較し、有意差はない
もののpCR率の向上が認められた（62 .0% vs. 
52 .5%; p＝0 .095）。さらに、ラパチニブをトラス
ツズマブの代替として使用した場合のpCR率は
同等であることも示された（53 .2% vs. 52 .5%; 
p＝0 .99）。

　本試験では、529例にドキソルビシン＋シクロ
ホスファミド→weeklyパクリタキセルという標準
レジメン4サイクルが施行された。患者は、トラス
ツズマブ群、ラパチニブ群またはトラスツズマブ＋
ラパチニブ群に無作為に割り付けされ、術前の
weeklyパクリタキセルと同時に投与された。腫
瘤摘出術または乳房切除術後、すべての患者は
術前と同量で1年間のトラスツズマブ投与を受け
た。
　試験対象患者の半数以上（57%）が腫瘍径
4 cm以上であった。さらに、51%は臨床的リン
パ節転移陽性、63%はホルモン受容体（HR）
陽性であった。
　HR陽性またはHR陰性にかかわらず、pCR
の傾向は一貫していた。ラパチニブとトラスツズマ
ブの併用は、トラスツズマブ単独に比べ有意では
ないものの高いpCR率を示した。一方、ラパチニ
ブ単独のpCR率はトラスツズマブ単独と同様で
あった（図）。 
　同氏はまた、「計画外の解析ではあったが、
免疫組織染色強度別の解析によると、HER2
蛋白過剰発現の程度が強い患者においては、
HER2標的治療の併用がきわめて有意義であ
ることが示唆される」と報告した。
　ただしラパチニブの使用に際してはデメリットも
ともなう。ラパチニブを併用すると、プロトコール
治療を完遂できた患者の割合は、トラスツズマブ
単独群に比べて少なかった（63% to 68% vs. 
78%; p＝0 .01）。

　さらに、ラパチニブを含むレジメンはトラスツズ
マブ群に比べ、grade 3〜4の有害事象がより
多く発現した（60〜62% vs. 50%）。毒性の大
半を下痢が占め、grade 3の下痢はラパチニブ＋
トラスツズマブ群で27% 、ラパチニブ単独群で
20%、トラスツズマブ単独群で2%に認められた
（p＜0 .001）。症候性心毒性など、その他の特
筆すべき有害事象の発現頻度は少なく、すべて
の投与群で同様の頻度であった。
　一貫したエビデンスの蓄積に基づき、German 

Breast Group, Germany の Gunter Von 
Minckwitz, MD, PhDは、今後の乳がん治療
において、HER2の二重阻害は非常に有望なア
プローチになるであろうとコメントした。術前化学
療法で得られた結果は、術後療法および転移
性乳がんの治療において得られた結果と一致し
ており、「この結果の一致は、薬剤の早期開発に
おいて、条件付き承認の道筋をつけるために役
に立つかもしれない」と同氏は述べた。●

HER2陽性手術可能乳がんに対する術前化学療法に
ラパチニブの使用を支持するデータ
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3日（日）の Central Nervous Syst
em Tumors Oral Abstract Sess
ionで発表された無作為化第 III 相 

NOA-08 試験（Abstract 2000）の結果に
よると、悪性星状細胞腫の高齢患者では、
O6-メチルグアニンDNAメチルトランスフェ
ラーゼ（MGMT）プロモーターのメチル
化が、テモゾロミドと放射線治療（RT）の
どちらを選択するかの指標となり得るとい
う。
　65歳以上の神経膠芽腫（89 %）または
悪性星状細胞腫（11%）患者 373 例の集団
全体で、テモゾロミドは RTに対する非劣
性を示した。しかし、この2 種のアプロー
チでの転帰は MGMTプロモーターのメチ
ル化状態により有意に異なっていた。「こ
れは、高齢患者については治療決定の補
助に使えるバイオマーカーがあるというこ
とだ」と、University Hospital Heidelbe
rg, Germany のWolfgang Wick, MD は
自身の発表で説明した。
　この試験では、腫瘍を切除した患者を、
one-week-on、one-week-offスケジュール
で1日100mg/m2のテモゾロミド投与 （195
例）または連日の局所RT（178 例）に無作

為に割り付けた。増悪した場合はもう一方
の治療に移行した。
　全集団のintent-to-treat 解析において、
テモゾロミドは、全生存期間（OS）中央値
（8 .6 vs 9 .6ヵ月）および無再発生存期間
（RFS）中央値（ 3 .3 vs. 4 .7ヵ月）に関し、
RTに対して非劣性であった。このアウト
カムは、RT がテモゾロミドより有効性が高
いことを示したこの試験の初期の解析とは
異なっている。
　テモゾロミドが「もっと使いやすかった
ら」という希望はあったものの、血液毒性
やそれ以外の毒性が多いなど、化学療法
併用時のより強い毒性が安全性解析では
指摘されていた。同氏は、これまでとは違
うテモゾロミド投与戦略で安全性プロファ
イルが改善される可能性があることを示唆
した。
　 この試 験の重 要な 知 見のひとつは、
MGMTプロモーターのメチル化状態の予
測価値である。MGMTプロモーターの
メチル化が予後因子として重要であるこ
とはすでに知られている。今回の分析で
は、MGMTプロモーターのメチル化を測
定することにより、さまざまな治療法の転

帰も予測されうる可能性が示唆された。登
録 患者のほぼ半 数の181例で MGMTの
メチル化状 態を検 討した。MGMTプロ
モーターがメチル化されている患者（検討
対象の33 %）では、テモゾロミドでの転
帰が RTより有意に良好であった。一方、
MGMTプロモーターがメチル化されてい
ない患者（検討対象の 67 %）の転帰は、
RT がテモゾロミドより有意に良好であっ
た。こうした関連は、RFS（p＜0 .0001）
およびOS（p＝0 .009）双方で統計学的に
有意であった。
　University of Texas, Southwestern 
Medical Center の Elizabeth Maher, 
MD, PhDは、自身のデータ解析において、
進行時に代替治療を受けた患者に、生存
期間の有意な差異が認められたことから、
医師として「事前に正しい決断を下す機
会」が与えられたとした。さらにこれらの
結果から、MGMTプロモーターのメチル
化状態がわからない場合に医師として何を
行うべきかについて、「MGMTの結果がな
いのであれば、先にテモゾロミドを投与す
べきではない」と強く主張した。
　Dr. Wickは、MGMTメチル化の検 査

という課題はあるにしろ、こうした知見か
ら、毒性低減、コスト削減、向上のための
このバイオマーカーの検査が支持される
と結論づけた。放射線治療の最適化や、
MGMT がメチル化されている患者の併用
治療の潜在的役割などが、現時点での問
題である。●

バイオマーカーが高齢悪性星状細胞腫患者の
治療指標となる可能性

切除不能肝細胞がん（HCC）患者
107例を対象とした無作為化プラ
セボ対照第Ⅱ相試験において、経

口MET阻害薬であるtivantinibは単独で
著明な効果を示した。ベネフィットは、特に
MET高発現の患者サブグループで認めら
れた（Abstract 4006）。
　「これらの成績は、HCCにおいてMET阻
害薬単独投与による全生存期間（OS）の改
善が示された最初の無作為化データである。
また、標的治療が有効な生物学的サブグ
ループを最初に同定した成績でもある」と、
2日（土）の Gastrointestinal （Noncolorec
tal）Cancer Oral Abstract Sessionで試験
結果を発表したthe Humanitas Cancer Ce
nter, ItalyのLorenza Rimassa, MDは述べ
た。
　Tivantinibは、複数のがん種において検
討が行われている。しかし、進行例に対す
るソラフェニブ治療後のセカンドライン治療
がないHCC領域において、この成績は注目
を集めると考えられる。
　同氏は、tivantinibが一次エンドポイント
であるtime to progression（TTP）を改善
し、全例ではプラセボと比較して約1週間延
長したと報告した（図）。
　有意ではあったものの軽度な改善であっ
たため、予後不良因子であるMET高発現を
ともなうHCC患者に限定した解析をさらに
行ったところ、顕著な差となって現れた。こ

れらの患者では、TTP中央値は、プラセボ
群の6 .1週からtivantinib群では11 .7週に
延長され、HR＝0 .43、p＝0 .03であった。
さらに、このサブグループでは、tivantinib
によりOSが3 .4ヵ月、プラセボ群と比べて有
意に延長された（それぞれ、7.2ヵ月 vs 3 .8ヵ
月；HR＝0 .38 ; p＝0 .01）。
　MET低発現患者では、TTP、OSのいず
れも改善は認められず、
全例でもOSの改善は
認められなかった。
　しかし、薬剤関連
の好中球減少の発現
頻度が想定以上に高
く、4例に敗血症が認
められたことから、tiv
antinibの用量は当初
予 定 の360mg/日 か
ら240mg/日に減量さ
れ た。Grade3 -5の 好
中球減少の発現率は、
360mg/日の21％から
240mg/日には6％に低
下した。好中球減少以
外にもっとも頻度が高
かったグレード3 -5の
薬剤関連有害事象は
貧血（9〜16%）であっ
た。
　MET高発現HCC患

者におけるtivantinibの第Ⅲ相試験が、こ
れらの有望な成績を確認するために、現在、
計画中である。
　ディスカッションに参加したthe Vanderbilt-
Ingram Cancer Center の Jordan Berlin, 
MDは、METバイオマーカー仮説を今後の
試験で検討しようとするtivantinib研究者ら
の強い信念を賞賛した。しかし一方で、非

常に小規模なサブセット解析結果に基づい
て大規模な無作為化第Ⅲ相試験を計画し
たのは時期尚早であったとの見解も示した。
膵がんとの類似点を引き合いに出し、同氏
は警告した。「われわれは、サブセット解析
に振り回された…。試験ではなく、仮説に振
り回されたのだ」。●

MET発現・切除不能肝細胞がんにtivantinibが有望な可能性

一次エンドポイント：Time toTumor（TTP；intent-to-treat群）

Dr. Wolfgang Wick は、悪性星状細胞腫の高齢患者
の新しい潜在的バイオマーカーについて論じた。




