進行黒色腫に対する研究的免疫療法に明るい前途
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011年のipilimumab承認以降、

し連続的な打撃を与えるものである。

免疫療法による治療パラダイ
ムが転移性黒色腫領域で熱

の午後に開かれた Melanoma/Skin
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が明らかになった。
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り、過去 2 年間の黒色腫領域におけ
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GM-CSF および 種々の腫瘍特異抗原
を排出することになる。新たに放出さ

0
0

れた GM-CSF は炎症反

試験で黒色腫に対する治療ベネフィッ

応性樹状 細胞に対する

トを示した最初の oncolytic 免疫療
法である。OPTiM 試験の中間解析
では同ウイルス製剤は、顆粒球マク
ロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）に
比べ、転移性黒色腫患者における持続的奏
効率を有意に改善し（16 .3 % vs. 2 .1%；p＜
0 .0001）、同試験のプライマリーエンドポイ
ントを達成した（Abstract LBA9008）。持
続的奏効は治療開始 12ヵ月以内に始まる
CRもしくは PR で 6ヵ月以上持続するものを
指す。

GM-CSF群

群間差
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持続的奏効はとくに内臓転移のない患者

• 中間解析におけるOSデータは、

OSのプライマリーエンドポイントに必要とされる
発生イベントの85%（290イベント中250イベント）
を超えるデータである。

• 90％の検出力で全生存HR 0.67を示すには
290イベントが必要

合図となり、樹状細胞は
腫瘍特異抗原をT 細胞
に提 示し 、T 細胞は体
中の抗原を有する腫瘍
細胞を探索し、殺傷する
ようプログラムされる。

MDは述べた。

（stage IIB/C, stage IV M1a）およびT-VEC

T-VEC は、他の oncolyticウイルス製剤と

をファーストラインで投与された患者で増強さ

同様 、直接腫瘍細胞を殺傷するとともに間

れていた、と発表者であるRush University

接的に遠隔がん細胞を殺傷標的とする宿主

Medical Center の Howard L.Kaufman,

防御メカニズムを誘導することで、腫瘍に対

2009 年 5月から2011年 7月までの間に切
除不能 stage IIIB、IIIC あるいは IV 黒色
腫 患者436 例が OPTiM 試 験に登 録され 、
2：1の比率で無作為に腫瘍内T-VEC 注入群
(2Aへ続く）

mTOR 阻害薬 : BOLERO-3により
HER2陽性転移性乳がんにおけるPFSのわずかな改善が示される

H

ER2 陽 性局所進行または転移性

の 結 果（Abstract 505）
を 発 表 し た Emory

のトラスツズマブ耐性乳がんにお

University School of MedicineのRuth O’
Regan,

いて、mTOR 阻害薬エベロリムス

MDは述べた。mTOR 阻害は、このトラスツ

の追加は、無増悪生存期間（ PFS）を改善

ズマブ耐性を克服するひとつの方法である

することが、BOLERO-3 において示された。

ことが示唆されている。

全生存期間（ OS）の最終解析データはまだ

BOLERO-3では、569例が エベロリムス

得られていないが、臨床的ベネフィットは限

5mg連日投与＋ビノレルビン25mg/m2 weekly

定的のようである。

投与＋トラスツズマブ2mg/kg weekly投与群

「トラスツズマブは、すべてのステージの

（284例）
またはプラセボ＋ビノレルビン25mg/

HER2 陽性乳がんのアウトカムを著しく改善

m2 weekly 投与＋トラスツズ マブ2 mg/kg

した。しかし、転移性乳がんにおいて、患者
の大半はトラスツズマブ耐性となる」と、2日
（日）のOral Abstract SessionでBOLERO-3
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“トラスツズマブおよび

ビノレルビンへのエベロリムスの追加

トラスツズマブ耐性およびタキサン系薬剤治療歴を有する
HER2陽性進行乳がん患者においてPFSを有意に延長”
— Ruth O’Regan, MD
歴があった。

サブグループ解析において、65 歳以下の患

主要評価項目であるPFS の結果が得られ

者において PFS への効果がより大きかっ

weekly 投与群（285 例）
に無作為化された。

た。エベロリムス群のPFS 中央値は 7.00ヵ

たが 、高齢者の数が少なかったためサブグ

全例がタキサン系薬剤の治療歴を有し 、各

月、プラセボ群は 5.78ヵ月であった
（HR 0.78,

ループ解析には限界があると述べた。

群において患者の 27 %でラパチニブの治療

95 % CI [0 .65 -0.95] ; p = 0 .0067）。同氏は

mTOR阻害薬: BOLERO-3により
HER2陽性転移性乳がんにおける
PFSのわずかな改善が示される
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転移性結腸直腸がんの
ファーストライン治療に関する
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治療歴（1回まで）を有する切除不能stage

本試 験では、進行黒色腫患者107例が

(1Aより続き）

III 黒 色 腫 患 者 245 例 は、ipilimumab 10

8 週治療を最大 12クール受けたが 、静注

もしくは GM-CSF 皮下投与群に割り付けら

mg/kg による導入療法および維持 療法±

nivolumabは 2 週間ごとに 5つの異なる用量

れた。注入可能かつ測定可能な少なくとも

GM-CSFに無作為に割り付けられた。本第

で投与された。1～ 5用量の全身療法にもか

1ヵ所の皮膚、皮下もしくはリンパ節病変を有

II 相試験では、PDに似た免疫療法による炎

かわらず、すべての患者で病勢の進行が認

することが患者の組み入れ基準であった。

Investigational Immunotherapies

症作用を考慮し 、患者の全身状態が安定し

められ 、2 /3 の患者が少なくとも2 つの治療

持続的奏効の成績を反映し、客観的奏効

ている限り、標的病変が 2 倍に増大し、新た

を受けており、1 /4 の患者が 3 種類以上の治

率も、GM-CSF 群の 5 .7 % に比べ 、T-VEC

に 4つの病変が発生しても治療の継続は可

療を受けていた。

群で 26 .4％と良好であった。同様に、治療

能とした。

発 表 者 であ るYale Cancer Center の

無効までの期間中央値は、GM-CSF 群で

Ipilimumab/GM-CSF 併用群とipilimumab

Mario Sznol, MDによれば、nivolumab 治

2 .9ヵ月であったのに対し 、T-VEC 群では

単 独 群 に お け る 全 奏 効 率（15 .5% vs.

療に対する反応は速やか 、かつ持続的で

8 .2ヵ月であった（ HR 0 .42 , 95 % CI [0 .32 -

14.8%）あるいは PFS中央値
（3.1ヵ月vs. 3.1ヵ

あった。全用量における奏効率は 31%であっ

0 .54 ]；p＜0 .0001）。

月）に有意差は認められなかったことから、

たが 、3 mg/kgによる治療を受けた患者で
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早期の結果は T-VEC での生存ベネフィッ

併用群におけるOS の改善は驚くべきもので

は41%であり、今後の臨床試験では 3 mg/

トを示 唆 するものである。 必 要とされる

あった。追跡期間中央値 13 .3ヵ月のデータ

kg が検討される予定である。治療効果に

85％以上のイベント発生に基づく中間解析

によれば、プライマリーエンドポイントである

数ヵ月を要するCTLA-4 阻害剤とは異なり、

データでは T-VEC、GM-CSF による全 生

OS 中央値は、ipilimumab 単独群で12 .7ヵ

治療開始後 8 週時点における最初の腫瘍評

John Sweetenham, MD
Associate Editor

存 期間（ OS）
中央 値はそれぞれ 23 .3ヵ月、

月であったのに対し 、併用群では 17.5ヵ月

価において、奏効例のほぼ半分（45 %）で少

19 .0ヵ月である（ HR 0 .79 , 95 % CI [0 .61 -

に延長していた（HR 0 .64；p＝0 .014、図）。

なくとも30 % の腫瘍縮小が認められた。

Joy Curzio
Managing Editor

1.02]。OS の最終解析は 2013年の後半の予

OS の最終解析に向け、データは現在も集計

定である。

中である。

T-VEC 群 の 患 者 で は、GM-CSF 群 の

本 試 験 からのポジティブな 知 見には、

2013 年 3月現在、全 奏効期間中央 値は
24 .0ヵ月であり、奏効例の 58 %でベースライ
ンとの比較で継続的な腫瘍縮小が認められ

患者に比べ 、2 倍以上治療期間が長かっ

ipilimumab への GM-CSFの追加は重篤な

ている。
「 PD以外の理由で投与を中止した

たが（ 治療期間中央 値 23ヵ月vs.10ヵ月）、

毒性の発現を抑制したということにもあっ

17例中、12 例（ 71%）が治療中止から16 週

T-VEC で 最も多くみられ たgrade 3 /4 の

た。全 grade 3～ 5 の毒 性は、ipilimumab

以上治療効果を示している」と同氏は付言

有害事象は蜂巣炎であったが 、発現率は

単剤での 58 .3 % から併用療法では44 .9 %と

する。

2 .1％にとどまった。T-VEC の忍容性は良

有意な低下がみられたが、これは主にgrade

NivolumabによるOS 中央値は全用量で

好であり、主な症状は倦怠感（ 50 .3 %）、

3～ 5 の 消 化 器 関 連 有 害 事 象（ 26 .7 % vs.

16 .8ヵ月に達し、3 mg/kgでは 20 .0ヵ月に達

寒気（ 48 .6 %）、発熱（ 42 .8 %）および嘔気

16 .1%）、肺関連有害事象（ 7.5 % vs. 0 %）

しており、ipilimumabや vemurafenibなど

の減少に負うところが大きい（ いずれもp＜

のヒストリカル・データに比べても遜色のな

0 .05）。

い結果である。さらに、患者の 62 % が 1年

（35 .6 %）であった。
「 対照治療の根拠は、誰もが重要性を認
識しつつも口にしない治 療すなわち GM-

IpilimumabとGM-CSFの相乗的治療効果

CSF であった」とディスカッサントである

で考えられる複数の機序のうち、いずれの機

Seattle Cancer Care Alliance の Kim A.

序が関与しているかは今のところ不明である。

消化管および内分泌器官に関する毒性であ

Margolin, MDは述べ 、GM-CSFは標準的

セッションの参加者がコメントし、Margolin氏

るが 、grade 3 /4 の有害事象はまれであり、

治療選択肢ではない 、と指摘した。また、

も同意したように、併用療法のベネフィットは免

2％を超えてはいない。

同氏は「 T-VEC は、報告の通りまだその時

疫系機序にはなく、ipilimumabの「 激しい

Nivolumab は 現在進行中の進行黒色腫

が来ていないが 、次の黒色腫の治療戦略に

毒性（ horrendous toxicity）」に対するGM-

患 者を対 象とする 3 つ の 第 III 相 試 験 で

は、ipilimumabとの併用・非併用などの枠組

CSFの抑制効果によるものである可能性が

検 討 されて いる。
「 Ipilimumabに 対 する

みで選択肢となるかもしれない」と述べた。

ある。

（nivolumabの）治療は概ねプラス面が大き

免疫賦活剤併用のベネフィット
OPTiM 試験におけるGM-CSF単剤での

PD-1阻害に対する新たな材料
従来の CTLA-4 製剤と同様、
programmed

成績は芳しくなかったものの、Dana-Farber

death-1（PD-1）および PD-1リガンド（PD-L-

Cancer Institute の F. Stephen Hodi, MD

1）が 、近い将来黒色腫の標準的治療を変

(Abstract CRA9007 ) が 発 表した POP 第

える可能性がある。そうした可能性への高

II 相試験 E1608 における高用量 ipilimumab

い期待感は、一部は、激しい前治療歴を有

へのサイトカイン追加投与では目覚ましい

する進行黒色腫患者を対象とした PD-1阻

成績を示した。本併用療法では、全患者の

害 薬 nivolumab の 拡 大 第 I 相 試 験 からの

2 /3 以上で1年以上の生存につながった OS

長期データによるものであるが 、同データ

の延長のみならず、ipilimumab 単剤に比べ、

では OS 中央値 17ヵ月に加え、良好な安全

毒性の低下が認められた。

性プロファイルが示されていた (Abstract

Ipilimumab、GM-CSFとも免疫システム

間生存し、43 % が 2 年間生存している。
Nivolumabでの主な有害事象は、皮膚、

いと考えらる」とし 、
「 ここに参加している者
で、このような第 III 相試験に患者を参加さ
せることに躊躇する者は少ないのではない
か」とMargolin 氏は結んだ。●

CRA9006 ^) 。

ASCO Daily News
Monica Morrow, MD
Editor in Chief

Lisa Greaves
Publisher
Bryan Bechtel
Alex Castellino, PhD
Muriel Cunningham
Tim Donald, ELS
Peggy Farrell
Kathy Holliman
Leah Lawrence
David Levitan
Kara Nyberg, PhD
Melinda Tanzola
Arlene Walters
Contributing Writers

ASCO Daily News Japanese Edition
ASCO Daily News 日 本 語 版
Nagahiro Saijo, MD, PhD
Executive Officer, Japanese Society of Medical Oncology
Executive Advisor
編集顧問 : 特定非営利活動法人 日本臨床腫瘍学会
事務局特別顧問
西條 長宏 医学博士

Makoto Kodaira, MD, MBA (Saturday Issue)
Masahiro Yokoyama, MD (Sunday Issue)
Kan Yonemori, MD, PhD (Monday Issue)
Scientific Advisors
監訳者 : 公平 誠 (Saturday Issue)
横山 雅大 (Sunday Issue)
米盛 勧 医学博士 (Monday Issue)

Medical News & Conference Systems, Inc.
5F Suitenguheiwa Bldg.,
1-16-8 Nihonbashi Kakigaracho,
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 103-0014
TEL: +81-3-5652-3500
FAX: +81-3-5652-3503
URL: http://www.mncs.co.jp
Publisher
発行元
株式会社エムエヌシーシステムズ
〒 103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-16-8 水天宮平和ビル 5F
TEL: 03-5652-3500
FAX: 03-5652-3503
URL: http://www.mncs.co.jp

Shin Yoshimoto
Director of Publication
発行人 : 吉本 伸
Akira Miyakawa, MD
Editor-in-Chief
編集責任者 : 宮川 晃

医学博士

Midori Shimada
Hiromi Harada
Ikue Taneike, PhD
Japanese Translation & Editing
日本語翻訳＆編集 : 島田みどり
原田 宏美
種池 郁恵 医学博士

Masahiro Matsumoto
Coordinator & Advertising

を標的とし 、黒色腫では相乗的な抗腫瘍活

CTLA-4と同様 、腫瘍浸潤リンパ球の表

性を示すが 、ipilimumabが T 細胞の活 性

面でのPD-1の発現亢進は T 細胞活性化を

コーディネータ＆広告担当 : 松本 匡弘

化を抑制する蛋白CTLA-4を不活性化する

抑制することにより、免疫細胞によるがんへ

のに対し 、GM-CSFは白血球の産生を促進

の攻 撃を阻 止する。Nivolumabは PD-1受

し 、免疫細胞を炎症部位に集める役割を果

容体に結合し 、T 細胞の成熟と腫瘍攻撃を

たす。

促進する完全ヒト抗体である。
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見られていないため 、PFS の改善

BOLERO-3
(1Aより続き）

改善を示した（HR 0 .65 , 95%
容体陽性例では改善は認めら

バントでトラスツズマブが投与さ
れていた患者は投与されていな
かった患者と比べ 、エベロリム

無増悪生存率、%

アジュバントまたはネオアジュ

OS の最終解析時期に至っ

ル/トラスツズマブ/pertuzumab併
用が検討されていると続けた。こ
のような方向性で mTOR 阻害薬

60

を標準治療に組み込むにあたって

40

打ち切り数

は、いくつかの課題も残されてお

エベロリムス群（n/N = 196/284）
プラセボ群（n/N = 219/285）

り、
「HER2 陽性転移性乳がん、そ
して HER2 陰 性転移性乳がんに
おけるmTOR 活性化の予測因子
が必要である。さらに同領域にお
いては、現在利用可能な選択肢

0

2013年3月15日の時点で、220例

0

の死亡が確認され 、エベロリ

6

12

18

24

30

36

42

259
253

233
202

200
177

161
138

126
109

98
85

78
64

ムス群の 36. 3 %、プラセボ群

リスクを有する患者数

の 41 .1％に相当した。中間解

エベロリムス群 284
プラセボ群
285

亡例が 384 例に達した後にOS

CLEOPATRA試験ではドセタキセ

20

ていないと、同氏は述べた。

析で有意差は認められず、死

標的薬がある」と述べ 、たとえば

PFS中央値
エベロリムス群:7.00ヵ月; 95% CI [6.74-8.18]
プラセボ群: 5.78 months; 95% CI [5.49-6.90]

80

スによるベネフィットがより大
きかったことである。

同氏は、
「OSに対するベネフィッ
トが示されているその他のHER2

ハザード比＝0.78; 95% CI [0.65-0.95]
Log-rank p値＝0.0067

100

CI [0 .48 -0 .87 ]）が、ホルモン受

[0 .72 -1.20 ]）。注目すべきは、

えることを求めるのは困難である。

試験実施施設評価による無増悪生存期間

容体陰性例においてもPFSの

れなかった（HR 0 .93 , 95% CI

が認められているが標準治療を変

BOLERO-3：主要評価項目

エベロリムスは、ホルモン受

48 54 60
経過（週）
54
49

40
38

35
26

66

72

78

84

90

96

102

26
23

18
19

14
16

14
12

9
10

5
7

4
4

の最終解析が行われる予定で
全奏効率（完全奏効または部分奏効）は、
エベロリムス群 40 .8 %、プラセボ群37. 2 %で
（p = 0 .2108）、クリニカルベネフィット率（客
観的奏効または 24 週間以上安定）もまた、
2 群間で有意差は認められなかった（ エベ
ロリムス 群 59 .2 % vs.プ ラ セ ボ 群 53 .3 %;
p=0 .0945）。QOL 評 価においても2 群間

で差はみられなかった。

を最適化するための研究が強く求
められる」と同氏は述べた。●

Abbreviations: CI, confidence interval.

ある。

が数多くあるため、治療法の順序

セッションのディスカッサントであるDuke

「トラスツズマブ＋ビノレルビンへのエベロ

Cancer I nstitute in Durham, NC の

リムスの追加は、トラスツズマブ耐性でタキ

Kimberly L. Blackwell, MD は、 本 試 験

サン系薬剤の治療歴を有するHER2 陽性進

をみる限り、このような患者集団における

行乳がん患者において PFSを有意に延長さ

mTOR 阻害 薬の 役 割は 不明 確だとした。

せ、病勢進行または死亡のリスクを22 % 低

現在までにOS の延長、あるいはその他の

下させる」と同氏は結論した。

臨床的に意義のあるアウトカムへの効果が
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Point/Counterpoint：
小児の非中枢神経系がんに対する陽子線治療と光子線治療の比較

放

射線療法（RT）は、19 世紀末のX

量は 10～25 Gyであると説明した。さらに

同氏によれば、比較的高線量を必要とす

らず、陽子線治療特有の問題点もあるとい

線とラジウムの発見以来、長期に

同氏は、Massachusetts General Hospital

る治療においても、陽子線治療の有用性は

う。たとえば、患者の体重や体型が治療期

わたり医療に利用されてきた。そ

で陽子線による傍髄膜横紋筋肉腫の治療を

高く、肝、肺、脳のように腫瘍が組織細胞に

間中に変化すれば、陽子線治療では治療方

のなかでも今後もっとも期待できる療法の

1
受けた小児患者17例の成績を示し 、治療

囲まれているような場合にも推奨できるとい

針の全面的変更が必要になる。これに対し

ひとつは陽子線治療で、その最初の応用は

を受けた10 例が無再発であり、身長の伸長

う。また一般に、長期的な脆弱性が高い成

標準的なRT ではそのような必要性は生じな

1954 年のLawrence Berkeley Laboratory

速度、内分泌障害発現、顔面形成不全など

長期の臓器、二次性がん発症の危険性が大

い。また、近傍臓器への照射を避けるには、

におけるものである。現在全米で陽子線治

の副作用を含め、文献的比較により従来の

きい小児患者も、陽子線治療の好対象にな

スペーサーを用いて腸管の位置を変えると

療を実施している施設はまだ 11ヵ所に過ぎ

光子線による治療法に優っているとした。

るという。

いうシンプルな方法もあるという。

RT 高感受性の臓器の保護

コストの点では劣る？

のある問題点も残る。同氏は、髄芽細胞腫お

ず、さらに 5 施設が建設中という状況であ
る。陽子線治療は現在標準とされている光

陽子線治療に対しては、コストという説得力

子線によるRTと比べ 、明確に優位な点が

頭頸部以外の部位では、照射から保護

全般的にみて陽子線治療が、放射線感受

ある。しかしながらこのような優位性は、治

すべき臓器が多数存在するが 、とくに生殖

性の高い臓器に対する照射量が少なくて済

り二次性がん発症が 50 %低下したとしても、

療の選択に際して明確化されているだろう

器や腎は比較的低線量でも障害を受けや

むとすれば、その普及を阻むものは何であ

治療後30 年間のベースラインからの低下率は

か。小児の非中枢神経系（ CNS）がんにお

すい（生殖器：2～10 Gy、腎：15～20 Gy）。

ろうか。Royal Marsden NHS Foundation

10 %にとどまる、と述べた。1例において二次

けるこの2 つの治療法の比較が、1日（土 ）の

100 % 無精子症の症例に対する精巣への照

Trust, United KingdomのFrank H. Saran,

性がんを抑制するためには、陽子線治療を20

Education Sessionにおいてエキスパートによ

射を除けば、
「 低線量であっても将来への

MDは、その議論は現実的な部分が大きく、

例に施行する必要があり、患者1例あたりの

り議論された。

影響は避けられない」と同氏と述べた。

陽子線治療が非常に高価な治療法であるた

費用は少なくとも150 ,000ドルとなり、標準的

め、多くの地域では受け入れられず、1日
（土 ）

RTに比べ高額であるとし、これだけの高額の

よび二次性がんを例にあげ、陽子線治療によ

「 RTは、DNA二重らせんの修復阻害を

2011年の報告では、陽子線治療と強度調

通じて腫瘍細胞のDNAを損傷し 、細胞死

整 RT（IMRT）の有用性が、7例の膀胱 / 前

に行われた小児がんに関する議論でも、陽

医療費が二次性がん1例の発症を抑制するた

を誘導する」と、本セッションの座長である

立腺横紋筋肉腫の小児患者において比較さ

子線治療に適する患者の数は限られている、

めに必要であると指摘した。

University of Texas MD Anderson Cancer

れた。その結果、近傍組織の被曝量は陽子

と述べた。

CenterのNajat C. Daw, MDは説く。そのた

線治療例で有意に低かった 2。本報告にお

同氏は、実際に非中枢系がんで陽子線治

界が存在する。私自身は、光子線療法は理

め、二次性がんの発症、臓器機能障害、とく

ける膀胱に対する陽子線の照射量中央値は

療に適応する小児患者は、全米で年間1 ,400

にかなったものであり、安全で容易に提供

に小児患者では成長障害が認められる。

25 .1Gyで、IMRTの33 .2 Gyと比べて、陽子

例程度であると述べ 、その例数の治療であ

可能であると考えている」と述べ 、
「 現時点

同氏は、
「陽子線治療には、まだ技術的限

University of Texas MD Anderson

線治療において有意な照射量の低減が認め

れば陽子線治療施設は1ヵ所で済むと指摘

では、陽子線治療は期待値だけが大きく、

Cancer Center のAnita Mahajan, MDは、

られた（p=0 .03）。また、大腿骨頭に対する

した。

光子線療法からの移行や患者への推奨を

RT 関連の毒性を低減させる最良の戦略は、

照射量はそれぞれ1 .6 Gy、10 .6 Gyとなり陽子

さらにより重要と思われる点は、
「 小児の

照射領域を最小限に限局することであると

線治療例で照射量の有意な低減が認められ

治療において陽子線治療が光子線治療に

らず、費用がかかるばかりで推奨できない。

指摘し、陽子線では照射領域を腫瘍そのも

た（p=0 .016）。さらに、精巣に対してはそれ

優ることを示唆する臨床データが得られて

陽子線治療は未来の治療法であるが 、広く

のに限局することができ、近傍の組織には

ぞれ 0 Gy、0 .6 Gyとなり、陽子線治療例で有

いないことである」と同氏は述べた。陽子

実用化されるのは私の引退後であろう」と締

影響を与えないと述べた。たとえば、網膜

意な低減が認められた（p=0 .016）。

線治療の有効性に関するデータは徐々に蓄

め括った。●

芽細胞腫の陽子線治療では「 照射領域は

胸部の腫瘍については、位置が変動する

積されつつあるが 、この10 年間の標準的

進めるだけの確実な有用性は見出されてお

標的臓器に対する照射が問題となる。同氏

RTに関するデータの蓄積はそれを大きく上

References：

このような照射領域の限局は、臓器やそ

は、
「 呼吸により臓器の位置は変動するが 、

回るものである。

1 . Childs SK, et al. Int J Radiat Oncol

の機能の温存にとって非常に重要である。

近年の技術進歩により、X 線の標的への到

さらに同氏は、陽子線治療の照射量が

同氏は、たとえば 1～2 Gy の照射で白内障

達精度は向上し 、動く標的臓器への照射も

光子線治療に比べ低値であることは事実だ

2 . C otter SE, et al. Int J Radiat Oncol

は形成されるが 、骨の成長に影響する照射

可能になった」と述べた。

が 、その有用性については明らかにされてお

Biol Phys. 2011 Dec 1 ; 81（5）:1367 -73

陽子軌道の範囲に限られる」と説明した。

Biol Phys. 2012 Feb 1 ; 82（2）:635 -42

転移性結腸直腸がんのファーストライン治療に関する
2 件の第Ⅲ相試験の結果

転

移性結腸直腸がん（ mCRC）患者

象は、FOLFIRI/ベバシズマブ（5 mg/kg, iv,

層別因子すなわちPS、原発巣の部位、肝転移

を有するサブグループにおいて、二次的R0 切

を対象とした 2 件の大規模第Ⅲ相

day 1）群または FOLFOXIRI/ベバシズマブ

のみ、転移のタイプ、初回切除および Kohne

除に関する差はみられなかった。

試験の結果が、1日（土 ）の Gastro

群に無作為に割り付けられ 、両群とも2 週間

スコアとの間に有意な相互関係はみられな

University of Southern California Norris

intestinal（ Colorectal ）Cancer Oral

毎に最大 12サイクルまで施行し、その後 5 -フ

かった。しかし、FOLFOXIRI/ベバシズマブ

Comprehensive Cancer Center の Sebastian

Abstract Sessionで発表された。

ルオロウラシル/ベバシズマブをPDまで投与

群におけるPFSの優位性は、術後補助化学療

Stintzing, MDは、転移病変未治療の野生型

した。プライマリーエンドポイントは無増悪

法歴のない患者（HR 0 .70 ; p＝0 .006）と術後

KRAS mCRCを対象にドイツで実施された

生存期間（PFS）とした。

mCRCのファーストライン治療としては現在、

補助化学療法歴のある患者（ HR 1 .3 ; p =

AIO KRK-0306（FIRE-3）第 III相無作為化

汎用されている。そしてAzienda Ospedaliero-

合計 508例が無作為化され 、ベースライン

0 .039）で有意な差がみられた。BRAF 変異が

多施 設 試 験 のFOLFIRI/セツキシ マブと

Universitaria Pisana, Istituto Toscano

の患者特性は両群で同様であった。追跡期

28例に確認され 、FOLFOXIRI/ベバシズマ

FOLFIRI/ベバシズマブの有効性の比較検討

Tumori, ItalyのAlfredo Falcone, MDは、イ

間中央値 32 .3ヵ月において、439 例（86 %）が

ブ群のHRは0.55と良好であった
（p＝0.323）。

結果の概要を述べた（Abstract LBA3506）。

タリアで実施された Gruppo Oncologico del

PD、286 例（ 56 %）で死亡が 確認された。

「BRAF 変異のある患者では、治療によりいっ

患者は、FOLFIRI 2 週毎投与＋セツキシ

Nord-OvestによるTRIBE 試 験（ Abstract

Grade 3/4 の神経毒性、下痢、口内炎、好中

そう大きなベネフィットが得られる可能性があ

マブ（day 1に400 mg/m2 、以降 250 mg/m2

3505）の主要な結果を紹介した。同試験は、

球減少症の頻度はFOLFOXIRI/ベバシズマ

るようだ」と同氏は述べた。

weekly 投与）群または FOLFIRI/ベバシズ

フォリン酸／5 -フルオロウラシル／オキサリプラ

ブ群で有意に高かった（p＜0 .05）。発熱性

全生存期間（OS）中央値は、FOLFOXIRI/

マブ（ 5 mg/kg ）2 週毎投与群に無作為に割

チン／イリノテカン（FOLFOXIRI）＋ベバシズ

好中球減少症、重篤な有害事象および治療

ベバシズマブ群31.0ヵ月、FOLFIRI/ベバシズ

り付けられた。登録前 6ヵ月以前の補助化

マブのフォリン酸／5 -フルオロウラシル／イリノ

関連死の頻度は2 群間で同様であった。

マブ群25 .8ヵ月であった（層別HR 0 .79, 95%

学療法の施行は許容した。当初 、KRAS の

2製剤による化学療法とベバシズマブの併用が

テカン（FOLFIRI）＋ベバシズマブに対する優
越性を検討したものである。

初回解析において、FOLFOXIRI/ベバシズ

CI
［0 .63-1.00］;p＝0 .054）。FOLFOXFIRI/

状況にかかわらず試験登録が行われたが 、

マブ群のPFS（中央値12 .1ヵ月）はFOLFIRI/

ベバシズマブ群におけるRECISTに基づく奏

その後、野生型 KRAS 腫瘍の患者のみの

適格基準は、組織学的に確認された腺が

ベバシズマブ群に比べ有意に長かった
（9.7ヵ月、

効率（65 %）は、FOLFIRI/ベバシズマブ群

登録へと変更された。プライマリーエンド

ん、切除不能 mCRC、年齢18～75歳、転移

層別HR 0.75, 95% CI［0.62-0.9］; p＝0.003）。

に比べ有意に良好であった（53%; p=0 .006）。

ポイントは全奏効率（ORR ）とした。

病変に対する化学療法未治療例とした。対

PFSのサブグループ解析において、治療群と

Intent-to-treat（ ITT）集団または肝転移のみ

(7Aへ続く）
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7A

全生存期間

(5Aより続き）

野生型 KRAS の 592 例をITT 集団とし 、
FOLFIRI/セツキシマブ群に 297例 、FOL

1.0

FIRI/ベバシズマブ群に 295 例が割り付け

イベント

られた。化学療法 3 サイクルおよびベースラ
イン以降 1回の CT で判定される抗腫瘍効
果の評 価が 可能であった症例は 526 例で

0.75

あった。2 群間で患者背景に偏りはなかっ
た。治療期間中央値は FOLFIRI/セツキシ
生存率

マブ群が 4 .8ヵ月、FOLFIRI/ベバシズマブ
群が 5 .3ヵ月であった。サイクル数は統計学
的に有意であった（ FOLFIRI/セツキシマ

中央値
（月）

95% CI

FOLFIRI /セツキシマブ群 158/297
（53.2%）

28.7

24.0–36.6

FOLFIRI /ベバシズマブ群 185/295
（62.7%）

25.0

22.7–27.6

n/N（%）

0.50
HR 0.77（95% CI: 0.62–0.96）

ブ群 10 サイクル、FOLFIRI/ベバシズマブ

Log rank p = 0.017

群 12 サイクル、p＝0 .014 ）。追跡期間の中
央値は、FOLFIRI/セツキシマブ群が 33ヵ

0.25

月、FOLFIRI/ベバシズマブ群が 39ヵ月で
あった。
本試験においてプライマリーエンドポイン
トのデータはまだ得られていなかった。ITT

0.0

集団の初回解析において、FOLFIRI/セツキ

0

12

24

297
295

218
214

111
111

シマブ 群とFOLFIRI/ベ バシズマブ 群の
ORRは同等であり（ 62 % vs. 58 %; オッズ比
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PFSの結果（10 .0 vs. 10 .3ヵ月; HR 1.06 , 95%
CI［0.88-1.26］;p＝0.547）とほぼ同じであっ
た。有効性の評価が可能であった526例のサ
ブグループにおいて、FOLFIRI/セツキシマ
ブ群のORRは72 .2 %、FOLFIRI/ベバシズ
マブ群は63 .1%であり、統計学的有意差が
認められた
（OR 1 .52 , 95 % CI［ 1 .05 -2 .19］;
p＝0 .017）。
FOLFIRI/セツキシマブ群のOS
（28 .7ヵ月）

はFOLFIRI/ベバシズマブ群に比べ有意に

は、2件の試験について次のようにまとめた。

PFSとOS の関連性が欠如しており困惑して

長かった（25ヵ月; HR 0 .77, 95%CI［0 .62-

TRIBE 試験は、FOLFOXIRI/ベバシズマ

いるとも続け、
「 エンドポイントの設定なら

0 .96］; p＝0 .017; 図）。安全性と忍容性は想

ブが特定の患者集団の治療オプションにな

びに標的薬のシグナル経路下流への影響に

定範囲内で、管理可能であった。

り得ることを示している。
「 BRAF 変異を有

ついて重大な疑問が生じている」と述べ 、

ディスカッサントであるUniversity of Cali

する集団の potential activityはきわめて興

両試験とも将来の臨床試験のデザインを検

fornia, San Francisco Comprehensive

味深い。ただし 、結論を導くには症例数が

討する際、考慮に入れるべき興味深いデー

Cancer Center の Emily Bergsland, MD

少なすぎる（ 28 例 ）」。 FIRE-3 試験では、

タであると結んだ。●
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Bench to Home
癌治療のパラダイムシフト：ベンチから家庭まで

会長ご挨拶
本学会学術集会は昨年、第50回の節目を迎えました。今回は第51回学術集会として、本
学会が刻む新たな半世紀の幕開けにふさわしく、
「Bench to Home」をメインテーマに「が
ん治療にかかわる基礎・臨床研究の最新成果を広く家庭でのがん患者のケアにまでいきわ
たらせる」ことを念頭に企画しました。従来、多くの学会で「Bench to Bedside」、すなわち
「Bench：実験台（研究室）で得られた成果を、より直接的にBedside：臨床（病床）に結び

いただき、アジア人に多いHBV、HCV関連がん、EBV関連がん、HPV関連がんの国際セッショ
ンや海外若手医師のための国際ポスター発表なども予定しています。現実に、医療資源が
十分でない地域や国は存在し、本学会がいかに貢献していくのか、真の意味でのグローバル・
コラボレーションの可能性を探る場にしたいと思います。
国内では地域社会や家庭にcancer survivorsと呼ばれる人々が当たり前に存在する時代

つけよう」というコンセプトを表す言葉が使われてきましたが、我々はその概念をBedsideから
Homeへと一歩進め、基礎研究の成果をいかに地域・家庭でのがん患者ケアまで広めて
いくのか、そのためには何が必要かを議論していきたいと思います。あらゆるがん研究、
がん臨床の最終ゴールは患者、家族の利益であり、地域や家庭に還元されてこそ意義が

を迎え、地域でのがん医療ネットワークの必要性が指摘されていま
す。本学会では、一般市民に対するがん教育の講座に加えて、小学
生の親子を対象としたキッズスクール、我が国が直面する高齢化、
地域・家庭での患者ケア、
そして若手臨床腫瘍内科医と関連職種の

認められます。
さらに、忘れてはならないのが「国際化」です。昨年9月、国連本部において、がんを含
む非感染性疾患（NCD）に対し、国際社会が一致協力して制圧に向けた取り組みをなすべ
きだとの宣言が出されました。本学会は会員数1万7,000人を超えるアジアでも最大級の
臨床系がん学会であり、日本のみならずアジア地域のがん医療に対する責任が求められ
ています。国際シンポジウムではASCO、ESMOのほか、アジア地域からの関係者に参加して

育成に関して共に考えるプログラムを用意しました。最新情報技術も
組み入れ、
今後の社会への有効な発信ができればと切望しています。
今年10月、京都に足を運んでいただければ、
「Bench to Home」の
大奔流を実感していただけるでしょう。皆様の積極的な参加を切に
望んでおります。

平成25年5月吉日
第51回日本癌治療学会学術集会
会長

http://www2.convention.co.jp/jsco2013/

高後 裕

