
1,080例を対象とする無作為化第Ⅲ相試験の
データでは、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、ブラス

チン、プレドニゾロン併用療法14週ごと（R-CHOP 
14）は、標準的な21日療法（R-CHOP 21）に比べ、
新たに診断されたびまん性大細胞型B細胞非ホ
ジキンリンパ腫患者で、全生存期間（OS）あるい
は無増悪生存期間（PFS）を改善しないことが示
唆されている。Royal Marsden HospitalのDavid 
Cunningham, MDは、Lymphoma and Plasma 
Cell Disorders Oral Abstract Sessionで U.K. 
National Cancer Research Institute Lymphoma 
Clinical Study Groupを代表し、試験結果を報告
した（Abstract 8000）。
　本試験では、同数（n=540）の未治療患者が
8サイクルのR-CHOP 21あるいは6サイクルの
R-CHOP 14 + G-CSF療法（その後それぞれ2サ
イクルのリツキシマブ単独療法）に無作為に割り
付けられた。両群の年齢中央値、B症状、巨大病
変、病期、およびIPIなどの患者背景に差はみら
れなかった。患者の52%が60歳以上であり、19
歳未満の患者は認められなかった。
　本試験は、死亡233例発生後の主要評価項目

の2年生存率を検出力90%、有意水準5%で、そ
れぞれ75%、83%と推定し、8%の差を検出する
ようデザインされたが、追跡期間中央値37ヵ月、
死亡237例発生後の生存曲線ではOSにおけるハ
ザード比は0 .96 （p=0 .75）、PFSにおけるハザー
ド比は1.0 （p=0 .98）であった。また、R-CHOP 
21、R-CHOP 14の奏効率はそれぞれ88%、90%
と、有意差は認められなかった（p=0 .11）。
　さらに、死亡、無増悪生存、増悪あるいは再発、
増悪の確認されない死亡、増悪もしくは再発後の
死亡の項目で評価した39ヵ月時点における患者の
状態は両群でほぼ同等であった。また、60歳以上、
高IPIスコア、および対象疾患で考えられる2つの
予後因子、MIB1の状態および非胚中心表現型の
いずれのサブグループでも、強化R-CHOP療法に
よるベネフィットの向上は認められないと考えられ
た。
　Grade 3および4の非血液毒性は両群で同等
であったが、好中球減少および発熱性好中球
減少はR-CHOP 21で有意に発現頻度が高かっ
た（p<0 .01）。これは、おそらくR-CHOP 14に
おけるG-CSFによる一次予防の結果である。一
方、血小板減少はR-CHOP 14で有意に発現頻度

が高く（p<0 .01）、
おそらく治療強
度の結果と思わ
れた。主に毒性、
PD、死亡および患
者の意向を理由に
R-CHOP 14 の58
例 とR-CHOP 21
の107例が治療中
止となった。
　本試験実施の
根拠は、6サイクル
もしくは8サイクル
のCHOP療 法 へ
のリツキシマブの
追加投与はびまん
性大細胞型B細
胞非ホジキンリン
パ腫におけるOS
を10～16%改 善
することと、6サイ

クルのCHOP 14は同サイクルのCHOP 21に比
べ、60歳以上の患者で有効性が高く、5年生存率
を13%改善するという、これまでに確立された2
つの前提に基づくものであった。しかし、同氏は、
これらの前提を組み合わせることでR-CHOP 21
がR-CHOP 14へ移行することを支持するエビデ
ンスはないと結論した。
　同氏の発表およびその他のびまん性巨大細胞
型B細胞非ホジキンリンパ腫に対する代替療法
試験に関する考察で、University of Nebraska 
Medical Center の Julie M. Vose, MDは、R-
CHOP 21は60歳以上の患者および低IPIスコア
を示す若年患者に対する標準療法であることに

変わりはないが、R-CHOP 21とその後の地固め
療法としての自家末梢血幹細胞移植が標準的治
療として提供されるべきであると述べた。●
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びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の初回治療：
R-CHOP 14療法の標準的R-CHOP 21療法に
対する優位性は示されず

David Cunningham, MDは、いずれのサブグループでも強化R-CHOP療法によるベネフィットの向上は認め
られないと述べた。

Julie M. Vose, MD は、R-CHOP 21 は 60 歳以上の患者および低 IPI スコアを示す
若年患者に対する標準療法であることに変わりはないと述べた。
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新しい毒性評価、市販後調査への転換は、
薬物安全性の重要性を強調

5日（日）に開催されたEducation Session
“ Improving Drug Safety: From Toxi 
city Assessment to Postmarketing 

Surveillance”において、パネルの演者らは、近
年、臨床の場に供される薬剤の安全性が新たに
注目を集めており、新しく制定された監視機関の
イニシアチブが安全性の評価法を改めるであろう
と報告した。
　Robert H. Lurie Comprehensive Cancer 
Center of  Nor thwestern University の
David Cella, PhD は、「U.S. Food and Drug 
Administration （FDA）は安全性基準を強化す

るためにより強力な権限を持つようになっている
が、患者ベースの有害事象報告はなおオンコロ
ジー領域で使用される薬剤の安全性の改善に重
要な部分となっている」と述べた。
　無作為化試験を統括している現在のフレーム
ワークのもとでは、患者の症状は治験担当医に報
告され、その医師がアウトカムを評価して情報を
データ管理者に伝えることとなっている。有害事
象は研究データベースに入力され、その後にFDA
にファイルされる。
　同氏によると、報告の体系化のために、Common 
Terminology Criteria for Adverse Events 

（CTCAE）として知られている標準用語に、患者
報告を変換することに依存しているこのシステム
は、複数の欠点があるという。
　中でも、投与された薬剤または製品の安全性と
有効性評価に有意義と思われる直接的な患者自
身による報告が見落とされることがしばしば起こ
る。患者と医師で有害事象の解釈が異なる可能
性があり、有害事象の影響の評価も異なる可能
性がある。さらに、医師は歴史的に患者の症状
を矮小化して報告する傾向があり、それが誤った 

（4Aへ続く）

アロマターゼ阻害剤のエキセメスタンが、
乳がんの発症リスクの高い閉経後女性
において浸潤性乳がんの発症率を低

下させることが、5日（日）のBreast Cancer ─ 
HER2/ER Oral Abstract Sessionで 発 表され
た無作為化二重盲検プラセボ対照第Ⅲ相 Breast 
Cancer Prevention National Cancer Institute 
of Canada Clinical Trials Group MAP.3試験の
結果から示唆された。
　中央値35ヵ月のフォローアップ後、エキセメス
タンはプラセボと比較して、乳がんリスクが65%
低下した。年間発症率は0 .19%、プラセボでは
0 .55%であった（ハザード比：0 .35；95%CI［0 .18 -
0 .70］；p=0 .002）（Fig.1）。
　MAP.3試験の結果（Abstract LBA504）を発表
したのはMassachusetts General Hospital Cancer 
CenterのPaul E. Goss, MD, PhDである。「われわ
れは、エキセメスタンが閉経後女性の乳がん予防を
考慮するための新たなオプションとなると考えてい
る」と述べた。
　この試験では、2004～2010年に、乳がんの付
加的リスクファクターが1つ以上ある37歳以上（中
央値62歳）の閉経後女性4 ,560例を登録した。
事前に指定したリスクファクターは、年齢 60歳以
上、Gailリスクスコアが1 .66%以上、または、上
皮内腫瘍歴（異型乳管過形成、異型小葉過形成、
非浸潤性小葉がんまたは乳房切除を伴う非浸潤
性乳管がんなど）を有するといったものであった。
　Gailスコアの中央 値は2 .3%（範囲：0 .6%～
21%）、平均BMIは28 .0kg/㎡（範囲：15 .9kg/m2

～65 .4kg/㎡）であった。全体で49%の
患者が60歳を超えており、40%がGailス
コア1.66%を超えており、11%に上皮内
腫瘍歴があった。
　被験者をGailスコアとアスピリン服用
により層別化した。登録した後に数例に
ついては、セレコキシブの投与について
層別化のための初期評価をしたが、その
後中止した。参加者はエキセメスタン群

（25mg/日、5年間投与）（2 ,285例）また
はプラセボ群（2 ,275例）に無作為に割り
付けた。
　約3年のフォローアップ中に、43例の
浸潤性乳がんが診断された（エキセメス
タン群11例、プラセボ群32例）。エキセ
メスタンは、エストロゲン受容体（ER）陽
性がん（エキセメスタン群で7例、プラセ
ボ群で27例）および HER2/neu陰性が
ん（それぞれ10例、26例）の減少におい
て有効であった。
　このアプローチで懸念されていた、エキ
セメスタン投与患者でER陰性疾患が多
いということはなかったと、E.O. Ospedali 
Galliera, in Italy の discussant Andrea 
DeCensi, MDは述べた。同氏は、エキセ
メスタンによりリンパ節陽性患者の発生率
が85%低下し、年間発生率が0 .05%（プラセボ群
では0 .15%）であったとも述べた。
　Gailスコア、年齢、BMI、非浸潤性小葉がん
歴、非浸潤性乳管がんなどのすべてのリスクグ 

ループにわたり、エキセメスタンがプラセボより優
れていることがサブグループ解析で示された。
　エキセメスタンは、浸潤性乳がんまたは非浸潤
性乳管がんの複合年間発症率もプラセボより有意
に低下させた（0.35% vs. 0.77%、ハザード比：0.47、
95%CI［0 .27,0 .79］；p=0 .004）。
　エキセメスタンにより、顔面紅潮、疲労、不眠、
消化器の副作用、関節炎などのいくつかの有害事
象の発現率が増加した。しかし、エキセメスタン
群患者の40%（プラセボ群では32%）で発生し
た顔面紅潮（p<0 .0001）を除き統計学的有意な
差異はないと述べた。
　臨床的骨折、自己申告による骨粗鬆症、心血管
系イベントまたはその他の悪性病変の発生率に両
群間で差はなかった。さらに、両群間では健康状
態および閉経に関連したQOLパラメータの差が
ほとんど認められなかった。
　同氏は、この試験を乳がん予防へのパラダイム・
シフトをもたらすランドマーク試験と呼び、「毒性
をコントロールしながら乳がんを予防することが
可能になった」と結論づけた。●

エキセメスタンが
乳がん予防の新しい治療法のオプションとなる

エキセメスタンは高リスクの閉経後女性の乳がんをプラセボ
群より 65% 低下させたと述べた Paul E. Goss, MD, PhD
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新しい毒性評価
（2Aより続き）

解析、不十分な解析につながる可能性があると同
氏は指摘する。
　「患者は医薬品の最終的なエンドユーザーであ
るにも関わらず、彼ら自身の考えは、医薬品安全
性評価において過小評価されている」と同氏は述
べた。

政府、職業レベルのイニシアチブ
　National Cancer Instituteは、CTCAEの患者
報告アウトカム版のイニシアチブを立ち上げ、オン
コロジー試験におけるアウトカムの直接的な患者
報告のシステムを構築した。
　同氏によれば、プログラムは現在のCTCAEシ
ステムから80項目を採用したが、標準語で定義さ
れているという。
　患者が、症状の重症度とそれらの症状が日常生
活に及ぼす影響の両方を、簡単に報告できるソフ
トウェアのプラットフォームが現在開発されている。
　そうした努力は、医薬品の安全性にむけて、政
府の改正された方針とより大きなスケールで関係
している。このため薬剤と医薬品の安全性の評
価と強化をめざして、新しく制定された監視機関
は、FDAにより強力な権限を付与することを必要
とした。
　2007年9月、議会はFDA Amendments Act 
（FDAAA）を通過させ、FDAが薬剤または医薬
品の安全性を評価するための法的フレームワーク
を確立し、一方でまた、FDAがとることのできる
強制執行の範囲を明らかにした。たとえば、違反
していることが明らかとなった医薬品メーカーの製

品は、取引から排除されるか、あるいはもっと極端
なケースでは民事罰が下される可能性がある。
　核心的部分では、FDAAAはFDA自身の判断
で安全性モニタリングを実施する権限を与えてお
り、FDAの命令に背いていることが判明した医薬

品メーカーに対して、懲罰的なペナルティを法的に
課せることができるようにした。
　FDAのRichard Pazdur, MDによれば、FDAAA
は、FDAが市販後研究、薬品ラベル標示の改訂
を求めることができるようにし、さらに必要に応じ

てRisk Evaluation and Mitigation Strategies
（REMS）の開始を求めることができるようにした
という。
　同氏は、「しかし、一般的な監視、特にREMS
は、路上障害物というより減速のためのバンプを
意図したものである」と述べ、「言い換えれば、患
者を治療する時に、何をしているかを人々に立ち
止まって考えさせることを故意に意図している」と
続けた。
　REMSの強制はコスト的に負担となるし、必要
とされる治療薬の開発にも負担となる可能性があ

ることにFDAは注意しなければならないと、同
氏は指摘した。FDAは、REMS実施をより良くす
るためのフィードバックを得るために公開会議を
主催した。
　「われわれは、臨床の場にいるすべての人 と々同
じ目的を共有している。それは、有効なオンコロ
ジー治療を提供し、疾患の負担を軽減し、米国
民を最大限保護することである」と同氏は述べ、
「確かに、安全性と診療への負担との間には微妙
なバランスが存在する。われわれFDAは、その
バランスを確立するためにオンコロジー学会ととも
に歩んでゆきたい」と続けた。

市販後調査
　FDAAAは、承認前あるいは承認後のいずれ
においても、FDAがREMSプログラムを要求で
きるとしている。FDAAAは他にも、市販後調査
あるいは研究を要求し、最新の安全性情報につ
いて製品ラベル標示を改訂できるなどの権限を
FDAに与えている。
　Inst itute for Socia l  and Prevent ive 
Medicine, University of Bern, Switzerlandの
Julia Bohlius, MD, MScPHによれば、市販後調
査は薬剤のリスク/ベネフィット比を継続的に再評
価する重要なツールであるという。
　「Cerivastatinの市場からの撤退、ホルモン補
充療法とrofecoxibに対する警告と適応制限は、
すべて市販後調査により起こったことである」と
同氏は解説した。
　将来的には、薬剤安全性モニタリングに“ライ
フサイクル”アプローチを採用することが重要に
なるであろうと同氏は述べた。それは、新薬を安
全に臨床の場に提供することを確実にするため
に、市販後調査と研究の役割をより充実させるこ
とを意味する。「こうしたことは、臨床試験報告
や個々の患者のデータへのアクセスを増やすこと
により促進されるであろう」と同氏は結んだ。●

日本のがん医療の向上
世界の最先端を目指して

※ がん患者とその支援者（個人／団体）に対する参加費優待をはじめとする各種プログラム「ペイシャント・アドボケイト・プログラム」を実施します。詳しくはwebをご覧ください。

【参加費（予定）】  ●医師（会員）： 15,000 円　●医師（非会員）： 25,000 円　●コメディカル（会員）： 8,000 円
 ●コメディカル（非会員）：10,000 円　●学生：3,000 円　●一般（がん患者・支援者）：3,000 円※

【事　務　局】  独立行政法人国立がん研究センター東病院 臨床開発センター内　〒277-8577　千葉県柏市柏の葉 6-5-1
【お問い合わせ先】  第 9 回日本臨床腫瘍学会学術集会準備室　日本コンベンションサービス株式会社内
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル18 階
 TEL　03-3508-1214　FAX　03-3508-1302　E-mail:9jsmo@convention.co.jp

The 9th Annual Meeting of Japanese Society of Medical Oncology

学術集会 webサイトにて、
会長挨拶・一般向けプログラ
ムの告知動画を配信中です。

演者やセッションの最新情報は、各日発行の
ASCO Daily NewsのSection D（英語版）
をご覧下さい。

「REMSは、患者を治療する時に、何
をしているかを人々に立ち止まって考
えさせることを故意に意図している」

— Richard Pazdur, MD

U.S. Food and Drug Administration （FDA）の Richard 
Pazdur, MDは、FDAは安全性と過剰監視のバランス
に留意していると強調した。
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高〜中等度または高International Prognostic 
Index（IPI）リスクのびまん性aggressive
非ホジキンリンパ腫で、CHOP療法が奏効

したびまん性aggressive非ホジキンリンパ腫（NHL）
に対する自家幹細胞移植（auto-SCT）が、無増悪生
存（PFS）を改善することが示された。
　Loyola University Medical CenterのPatrick J. 
Stiff, MDは、intergroup第Ⅲ相試験であるSWOG 
S9704試 験の結果を4日（土）のLymphoma and 
Plasma Cell Disorders Oral Abstract Sessionで
報告した（Abstract 8001）。
　同試験は15〜65歳の巨大腫瘤を有するstageⅡ、
Ⅲ、ⅣでIPIリスクが高〜中等度の非ホジキンリンパ腫
患者253例を対象として実施された。対象患者は、リ
ツキシマブ併用の有無にかかわらずCHOP療法に対
しPRを示した例とした。2年PFSはauto-SCT群が
69%、CHOP単独群では56%であった。また対象と
なった患者全体のintent-to-treat解析に基づくPFS
改善率は72%であった（ハザード比：1.72；95% CI：
1.18 -2 .51；p=0 .005）。
　2年 全 生 存（OS）率 は、auto-SCT群 で74%、
CHOP単独群で71%と差がなかった（p=0 .16）。た
だし、生存に関する解析には後療法の影響も配慮す
べきで、再発がみられた18%のCHOP単独群に対す
るauto-SCTによるサルベージ療法の実施により、生
存と無再発が得られている。
　1997年9月〜2007年12月に同試験に組み込まれ
た患者は370例で、年齢中央値51歳（範囲18 .3〜
65 .9歳）、男性59%、89%がB細胞リンパ腫、11%が
T細胞リンパ腫であった。これらの比較的高リスクの
患者では年齢による補正後の評価で、62%がstage
Ⅳ、85%に乳酸脱水素酵素の上昇がみられ、32%が
高IPIであった。
　導入療法のCHOPに、2003年4月からCD20が

陽性のB細胞リンパ腫
全例に、リツキシマブが
追加された。CHOPを
5サイクル施行後に少な 

くともPRを示した 患 者
に、リツキシマブの有無を
問わずCHOPを1サイクル
追加し、全身照射または
carmustineベースのレジメ
ン実施後にauto-SCTを施
行する群と、さらにリツキシ
マブの有無を問わずCHOP
を3サイクル施行する群に
無作為に割り付けた。
　370例の対象患者のう
ち、253例が無作為化さ
れた。253例の患者背景
は、当初対象となった370
例と大きく変わるものではな
かった。253例のうち125
例がauto-SCT群に割り付
けられたが、9例では移植
が施行できず、6例が毒性
により死亡した（死亡例の
うち3例は肺毒性による）。
128例はCHOP単独群に
割り付けられたが、そのうち
2例は治療を施行せず、1
例はリツキシマブが単独投
与され、2例が毒性のため
死亡した。Grade 3および
4の毒性はCHOP単独群
に比べauto-SCT群で多く
発現した。auto-SCT群とCHOP単独群の主な毒性
は感染症（50% vs. 13%）、消化器症状（26% vs. 
5%）、代謝毒性（13% vs. 1%）であった。
　探索的解析の結果、自家移植のベネフィットは主に
高IPI患者でみられ、これらの患者の2年PFS率は
auto-SCT群で75%、CHOP単独群では41%で、2年
OS率はそれぞれ82%、64%であった。一方、IPIが
高〜中等度の患者における2年PFS率はauto-SCT
群で66%、CHOP単独群では63%、2年OS率はそ

れぞれ75%、70%であった（Fig.1）。この結果はIPI
高リスク患者群におけるauto-SCTの有効性を示唆す
るものではあるが、同氏は、検出力が脆弱であったこと
をあげ、これらの結果は探索的なものであるとした。
　組織学的差異（B細胞 vs. T細胞）、治療効果
と結果には相関がみられず、さらに導入療法の差
異（R-CHOP vs. CHOP）と結果との相関もB細胞
NHL患者では認められなかった。
　University of Nebraska の Julie M. Vose, MD

はディスカッションの際に、この試験で検出力が脆
弱で、術前療法がCHOP/リツキシマブ併用であっ
た自家移植群のベネフィットが検証されなかった
ことは、“the burning question”であると述べた。
しかし同氏は、「この試験結果に基づき、IPI高リ
スクのびまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫若年患者
では、CHOP/リツキシマブ併用に続き、auto-SCT
を試みるべきではないか」とコメントした。●

びまん性aggressive非ホジキンリンパ腫患者の一部には
導入療法後の自家幹細胞移植が有望

進行性固形がんにおけるMET、VEGFR2阻害の有効性が示唆される

METおよび血管内皮増殖因子受容体2
（VEGFR2）を阻害する新規薬剤の無
作為化第Ⅱ相非継続試験（Abstract 

CRA3010）において、広範な固形がんに対する抗腫
瘍効果が示された。
　5日（日）のOral Abstract Session: Developmental 
Therapeutics — Experimental Therapeuticsで
Pinnacle Oncology Hematology の Michael S. 
Gordon, MDは「METは広範な悪性腫瘍において
発現量の亢進、増幅もしくは低下がみられる。MET
は腫瘍細胞の転移とともに、腫瘍細胞の浸潤を引き起
こす傾向がある。MET、VEGFは腫瘍の骨転移や血
管新生で協調して作用する」と述べた。
　本第Ⅱ相試験は、肝細胞がんから、前立腺がん、卵
巣がん、乳がん、膵臓がん、胃がん、黒色腫、非小細
胞肺がん、小細胞肺がんに至る広範な固形がんを対
象として患者登録が実施された。これらの悪性腫瘍
ではMET調節機構の異常が指摘されており、このこ
とが対象疾患の選択理由であった、と同氏は語った。
　無作為化非継続試験という試験デザインの選択
は、複数の固形がんで同時に治験薬の評価が可能と
なり、安定（SD）が疾患の自然経過を反映するものか、
治験薬の効果によるものか否かの判定が容易になる
という理由であった。
　同氏によれば、治験薬MET/VEGFR2阻害薬

cabozantinib （XL184）は9種の腫瘍で奏効を示し
たほか、肝細胞がん、前立腺がん、卵巣がんで高い
12週腫瘍コントロール率を示した。
　「Cabozantinibでは広範な腫瘍タイプにおける抗腫
瘍活性、客観的臨床反応がみられ、対象患者490例
中、39例でPR、1例でCRという結果が示された」と
述べ、「さらに重要なのは、客観的臨床反応の認めら
れない多くの患者で長期的なSDが認められたことで
ある」と続けた。

有効性および安全性の結果
　本試験の全例で、12週の導入期間にcabozantinib 
100mg（1日4回投与）が投与された。進行性疾患の
既往および計測可能標的病変（あるいは複数の病変）
の確認が試験への参加基準であった。また、導入期
間終了時点で病理学的奏効がみられた患者はオープ
ンラベル試験へと移行し、病勢進行が認められた患
者は試験を中止し、SDが認められた患者は無作為に
プラセボ群、治験薬群に割り付けられた。
　全体として、最良の効果および腫瘍コントロール率
は肝細胞がん、前立腺がん、卵巣がんで認められ
た。固形がん9コホート中8群で腫瘍反応が示され
たが、小細胞肺がん、膵臓がん、胃がんでは腫瘍反
応が不十分なため、これらのコホートに対する治療は
中止された。

　「12週時点で、多彩な腫瘍反応とともに、ある程度の
腫瘍コントロールが認められたが、これは広範な抗腫
瘍活性を有する薬剤では少し予想外の結果であった」
と同氏は語った。
　本試験では治験薬の減量を行った患者の割合は
40%であったが、治験担当医は事前に、毒性による有
害事象の増大を招くよりは、適宜減量し、治験薬の投
与を継続するよう指示されていた。また、治験薬の忍
容性プロファイルは他のチロシンキナーゼ阻害薬と同
等であった。

骨転移病変の解消
　試験登録時に骨転移が認められた患者の大部分
で腫瘍反応があったほか、自己申告による疼痛の改善
がみられた。骨転移の解消が認められた大部分の患
者はホルモン抵抗性前立腺がん患者であったが、骨
転移の縮小は黒色腫や乳がんの二次性転移例でも
認められた。
　骨芽細胞活性、破骨細胞活性に関するバイオマー
カーは骨転移例で高値となる例が多かったが、ベース
ラインで二次性骨転移が確認された症例では12週時
点でバイオマーカー値の低下がみられた。同様の低
下は、骨転移が確認されていない症例でも認められた
が、これらの症例では試験期間を通じ、骨スキャンによ
る追跡が行われていた。

　「骨転移の有無とは独立して骨に対する効果が得ら
れたことは興味深いが、原発巣に関連せずに骨転移
例の治療を開発するには、さらなるデータの蓄積が必
要である」とDiscussantであるErasmus Univeristy 
Medical Center and Daniel Den Hoed Cancer 
Center, The Netherlands の Jaap Verweij, MD, 
PhDは述べた。

　同氏は、試験結果は全体にわたって有望であるが、
肝細胞がん、卵巣がん、前立腺がんのコホートで特に
有効であり、黒色腫では奏効率はさほど高くないもの
の、治療有効期間が長いことが注目されたと語った。
　しかし同氏は、試験結果の解析および外挿には、サ
ンプルサイズが小さいため、注意を要すると述べた。な
お、本試験の良好な結果は、METまたはVEGFR2
に対する分子標的治療、あるいはその双方への分子
標的治療によるものか不明である。
　同氏は「これらの結果は、この分子標的治療の開
発をさらに推進すべき十分なエビデンスといえる」と結
論した。●

ASCOconnection.org

「MET、VEGFは腫瘍の骨転移や血
管新生で協調して作用する」

— Michael S. Gordon, MD
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Abbreviations: SWOG, Southwest Oncology Group; PFS, progression-free survival; IPI, International Prognostic Index; CHOP, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone; 
R, rituximab; PBSCT, peripheral blood stem cell transplant; OS, overall survival.

Fig. 1.  SWOG-9704試験におけるInternational Prognostic Index別の 
無増悪生存および全生存期間
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再発卵巣がん患者において、カルボプラ
チン＋ゲムシタビン療法とモノクローナ
ル抗体のベバシズマブの併用で血管新

生を阻害する治療は、無増悪生存期間を延長す
る （Abstract  LBA5007）。 Memorial Sloan-
Kettering Cancer CenterのCarol Aghajanian, 
MDは、プラチナ製剤に感受性がある再発卵巣
がんにおける化学療法と血管新生阻害療法の有
効性および安全性を比較したOCEANS ovarian 
cancer studyの結果を、4日（土）のGynecologic 
Cancer Oral Abstract Sessionにおいて研究者
を代表して発表した。
　この第Ⅲ相二重盲検試験では、初回再発例に
対し標準的なカルボプラチン＋ゲムシタビン療法 
6サイクルを施行し、増悪を認めなかった症例につ
いては最大10サイクルまで投与した。化学療法
施行中、ベバシズマブまたはプラセボを3週間毎
に投与し、病勢進行が認められるまで、または許
容できない毒性が発現するまで継続した。原発
性腹膜がんおよび卵管がん症例も適格例とした。
platinum-free interval （6 ～12 ヵ月 vs. 12ヵ月

超） および再発巣における腫瘍縮小手術 （施行 
vs. 未施行）を層別化因子とした。
　242例が試験の各群に割り付けられた; 追跡期
間中央値は 24 ヵ月であった。患者特性は、年齢（年
齢中央値60）、人種 （91%白人）、 performance 
status （PS = 0が75%）, 組織型（漿液性が80%）、
腫 瘍 縮 小 手 術（11%）および 12ヵ月を超える 
platinum-free interval （60%）などにおいて2群
間で大きな差はなかった。
　化学療法施行サイクル数の中央値は各群とも6
サイクルで、 11 サイクルの中間でベバシズマブま
たはプラセボが投与された。3分の1以上の患者
で、カルボプラチン＋ゲムシタビン療法 6サイクル
以上が施行されたが、プラセボ群において6サイ
クルを超えて化学療法が継続された例が若干多
かった。無増悪生存期間は、ベバシズマブ投与
群で統計学的に有意な延長が認められた （12 .4 
ヵ月、プラセボ群は8 .4 ヵ月; ハザード比［HR］: 
0 .484 ; 95% CI ［0 .388 , 0 .605］; p < 0 .0001）
（Fig.1）。これらの結果は、独立効果判定委員
会により裏付けられた。platinum-free interval、

腫瘍縮小手術、年齢、およびベースライン時の
performance statusに基づく解析により、すべて
のサブグループにおいてベバシズマブの一貫した
ベネフィットが示唆された。
　奏効割合は、プラセボ群57.4%、ベバシズマブ
群78 .5%であり、ベバシズマブ群で21.1% 高く、
有意な差が認められた（p<0 .0001）。 奏効期間の
中央値はプラセボ群7.4 ヵ月、ベバシズマブ群10 .4 
ヵ月であった （HR: 0 .534 ; 95% CI [0 .408 ,0 .698 ]; 
p < 0 .0001）。全生存期間は解析可能な段階に達
していないものの、生存期間中央値はプラセボ群
29 .9 ヵ月、ベバシズマブ群35 .5 ヵ月であった。
　脱落例がベバシズマブ群では41%であったの
に対し、プラセボ群では病勢進行のため65例が
脱落した。一方、投与中止例がプラセボ群では
5%であったのに対し、ベバシズマブ群では23% 
が有害事象のために投与中止となった。その大半
は、ベバシズマブに起因するgrade 3 以上の高血
圧および蛋白尿であり、ベバシズマブの安全性プ
ロファイルは、その他の試験でみられるものと同
様であった。 
　同氏は、この結果は統計学的に有意で、カルボ
プラチン＋ゲムシタビン療法へのベバシズマブの追
加は臨床的に有意な恩恵があり、本レジメンはプ
ラチナ製剤感受性のある再発卵巣がんに対する新
しい選択肢として考慮すべきであると結論した。 

　本試 験に関するディスカッションにおいて
University of Texas M.D. Anderson Cancer 
CenterのAnil K.Sood, MDは、ベバシズマブ投
与のタイミングおよび投与量については、その多大
なコスト、動物モデルにおいて血管新生阻害が原
発巣の増殖を抑制する一方で、浸潤や転移を促
進するという報告があることなどを鑑み、さらに
検討すべきであることを示唆した— べバシズマ
ブを含む治療により明らかな治療効果が得られ
なかった症例や、べバシズマブを含む治療後再発
した症例においても、べバシズマブ投与が全生存
期間の延長に寄与するという、今まででは予期し
ない結果も報告されている。●

プラチナ製剤感受性の再発卵巣がん患者において、
ベバシズマブは無増悪生存期間を延長

中枢神経系腫瘍
Oral Abstract Session
Presenter: Mark R. Gilbert, MD

（Abstract 2006）
Discussant: Jeffrey S. Abrams, MD
　新規にグリア芽腫と診断された患者833例を対
象とした第Ⅲ相無作為化試験において、化学療法
と放射線療法を同時施行する方法が検討され、術
後補助療法としてテモゾロミドのdose-dense投与は
標準的投与と比べ、全生存期間、無増悪生存期間
を改善しないことが示された。しかし、99%以上の
患者から採取された腫瘍組織を用いたプロスペク
ティブ分子解析では、全生存期間改善の独立した
予測因子であるMGMTメチル化が有効な予後因
子であることが確認された。

治療の進歩─経験的治療
Poster Discussion Session
Presenter: Suzanne Leijen, MD

（Abstract 3017）
Discussant: Lillian L. Siu, MD
　MEK 阻害薬（RO4987655）の第Ⅰ相試験により、
進行・転移腫瘍患者における安全性プロファイルが
許容範囲にあることが示された。本薬剤は、ERK 
（MAPK） pathway の活性を阻害する薬剤として
デザインされ、末梢血単核細胞においてERK阻害
因子が高レベルに維持されていることも示された。

肺がん─転移性/非小細胞
Oral Abstract Session
Presenter: Luis G. Paz-Ares, MD

（Abstract CRA7510）
Discussant: Martin J. Edelman, MD
　第Ⅲ相プラセボ対照二重盲検 PARAMOUNT
試験は、ペメトレキセド-シスプラチン導入療法後に病
勢進行を認めない進行非小細胞肺がん患者での

ペメトレキセド維持療法が無増悪生存期間 （PFS）
を延長することを示唆している。導入療法後に病
勢増悪を認めず、Eastern Cooperative Oncology 
Group performance status が 0 または 1の 539 例
において、ペメトレキセド維持療法は病勢進行または
死亡のリスクを36%減少させ （PFS中央値 3 .9ヵ月 
vs. 2 .6ヵ月；p = 0 .00025） 、忍容性も良好であった。

骨髄腫
Oral Abstract Session
Presenter: Noopur S. Raje, MD

（Abstract 8012）
Discussant: Asher Alban Akmal
Chanan-Khan, MD
　既治療の多発性骨髄腫に対し、ボルテゾミブ
（BTZ）とβ細胞活性化因子（BAFF）阻害を併
用する新しいアプローチであるdose-escalation 試
験において、LY2127399 100mg投与の安全性プ
ロファイル（別の試験では、薬物動態に基づいて選
択） はBTZ 単独治療と同様であった。65%の患
者がBTZ による治療歴を有していたにもかかわら
ず、全奏効率55%という成績であった。
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Fig.1  OCEANS：PFSの一次解析
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肺がんは1つの名前で呼ばれる疾患かもし
れないが、遺伝子的には非常に不均一
であることが、Lung Cancer Mutation 

Consortium（LCMC）メンバーの共同による取り
組みで実証された。LCMCが実施した試験の予
備結果（Abstract CRA7506）は、患者1 ,000例
の肺腺がんの10種のdriver mutationの存在に
ついての最初の報告である。
　Memorial Sloan-Kettering Cancer Center の
Mark G. Kris, MDが、5日（日）のOral Abstract 
Session: Lung Cancer ̶ Metastatic/Non-small 
Cellでこの知見を発表した。この情報は、driver 
mutationの有無の定量化だけでなく、EGFR突然
変異のある患者にエルロチニブを選択するか、同
定された特定の突然変異を標的とする薬物の適切
な臨床試験を推奨するかをリアルタイムで決定す
ることにも活用された。「腫瘍の生物学的視点を
理解することで、患者にとってよりよい、有効な治
療が行えるようになる」と同氏は述べた。
　Cl i n ic a l  L abor a t o r y  Impr ovement 
Amendments（CLIA）認定検査施設で、標準
的multiplexed assayとFISHを用い、肺腺がん
患者の腫瘍のKRAS、EGFR、HER2、BRAF、
PIK3CA、AKT1、MEK1、NRAS 突然変異を
EML4 -ALK再配列とMET増幅について検査し
た。全患者がstage IIIB/IV肺がんで、PSは0～

2であった。
　516例の患者群で単一driver mutationが腫瘍
の54%（280）で検出された。もっとも一般的に
みられた突然変異は、KRAS（114 .22%）、EGFR
（89.17%）、EML4-ALKの再配列（38.7%）であっ
た。その他認められた突然変異はBRAF （9）、

PIK3CA（6）、MET増幅（3）、HER2（3）、MEK1
（2）、NRAS （2）などであり、AKT1突然変異は
認められなかった。突然変異の97%が相互排他
的であった。
　参加14施設のネットワークが迅速に確立され、
これらの突然変異が米国中で一律に検査できる

のは有益なことであり、今後も存続するであろう。
　「われわれの目標は、どの施設でもこの検査が
できるようにすることである」と同氏は述べた。
同氏によれば、14施設中7施設で本試験のため
特別にこうした検査が可能になり、これらの施設
では今後もこれらの検査を継続していくとのこと

である。「これは、すべてのサンプルのすべての
突然変異に対するすべての試験を行う唯一の機
会となる」。
　討論では、Alvin J. Siteman Cancer Center 
and Washing ton University School  of 
MedicineのRamaswamy Govindan, MDが、標

的化治療の数と同様にがん遺伝学領域の知識
が急速に拡大していると述べた。この2者を適
切に結びつけることが極めて重要であり、今回の
LCMCの研究は重要な1ステップである。
　「標的がはっきりした患者に標的化薬剤を投与
すれば非常に有効である」と同氏は述べた。

　突然変異をもつ患者と適切な
試験とを結びつけることは、標
的化薬剤の試験開発と同様に
重要な要素である。バイオマー
カーによる非小細胞肺がんの
試験は現在8%にすぎない。
　標的化薬剤を適切な候補患
者にのみ使用すれば、がんの治
療費が抑制される可能性があ
る。ゲフィチニブ治療前に患者
のEGFRを検査したフランスの
研究では、試験費用を考慮して
も医療費が削減された。新し
い潜在的標的と、個別化アジュ

バント療法の研究もさらに必要であると、同氏は
結論づけた。●

肺がん治療の新たな潜在ターゲットを規定する
分子プロファイリング
適切な患者の選択が医療費に影響する可能性－今後検討が必要

「腫瘍の生物学的視点を理解するこ
とで、患者にとってよりよい、有効な
治療が行えるようになる」

— Mark G. Kris, MD
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5日（日）に行われた乳がん関連の
HER2 /ER Oral Abstract Session 
（Abstracts 505 , 506 , 507）では、

複数の腫瘍細胞伝達経路をブロックする分
子標的薬の併用療法の可能性を検討した3
つの臨床試験が報告された。
　これらの試験では、ヒト上皮成長因子2
（HER2）を標的としたモノクローナル抗体ト
ラスツズマブと、HER2と上皮成長因子受容
体（EGFR）チロシンキナーゼ活性をともに
抑制する薬剤ラパチニブの使用が検討され
た。試験デザインは、大きな差異があった。
• Translational Breast Cancer Research 
Consortium（TBCRC Abstract 505）は、
ネオアジュバント化学療法を伴わないラパ
チニブとトラスツズマブとの併用療法に関す
る第II相試験の結果を報告した。
• HER2標的治療を単独療法とするか、併用
療法とするか―その選択に役立つ初回生検
時の分子プロファイル確立を目的とした研
究が報告された（Abstract 506）。
• CHER-LOB trial （Abstract 507）では、
アントラサイクリン＋タキサンのネオアジュ
バント化学療法に、ラパチニブ、トラスツズ
マブ、あるいは両者の併用を追加した第II
相無作為化試験の最終結果が報告された。

ネオアジュバント化学療法を伴わないラパチ
ニブとトラスツズマブの併用療法

　Methodist Hospital Research Institute
のJenny C. Chang, MDは、TBCRCを代表
して、化学療法を伴わないラパチニブとトラス
ツズマブによるネオアジュバント療法の多施
設第II相試験の結果を発表した。
　対象はHER2陽性局所進行期乳がん患者
とした。患者にはトラスツズマブを週1回、
ラパチニブを連日12週間投与し、ER/HER
のクロストークをブロックするためにエストロ
ゲン受容体（ER）陽性患者にはレトロゾー
ル（閉経前の場合にはゴセレリンを追加）を
併用した。生検標本は、ベースライン、2、8、
12週（手術時）に採取した。プライマリー
エンドポイントは、乳房内病理学的完全寛
解（pCR）と乳房内残存腫瘍が1cm未満の
near pCR（npCR）からなる病理学的奏効率
とした。
　登録された66例のうち有効性の評価可能
症例は64例であった。本試験の対象の年齢
中央値は50歳であった。腫瘍サイズの中央
値は6cmで、3分の2近くの患者の腫瘍サイ
ズは5cmを超えていた。54％は閉経前であっ
た。62％はER陽性で、44％はプロゲステロ
ン受容体陽性であった。半数近くの患者の
腫瘍は両受容体陽性であり、3分の1の患者

は両受容体ともに陰性であった。
　治療の忍容性は良好であった。有害事象
の多くはgrade1または2であり、頻度は下
痢が66％、嘔気が31％、ざ瘡様皮膚発疹
が46％、肝機能検査異常が25％であった。
Grade 3または4の毒性がみられた患者は
5％未満で、肝機能検査異常に限定されてお
り、治療中止により正常値に回復した。
　臨床的奏効率、病理学的奏効率のいずれ
も高かった（table 1）。50％の患者は残存
腫瘍が1cm未満となり、npCR腫瘍がより長
期の治療に伴いpCRとなる可能性も考えら
れた（この仮説は追跡試験で検討される）。

初回生検時におけるHER2標的治療の選択
　Texa s  Onco l og y,US  Onco l og y の
Frankie Ann Holmes, MDは、60のリン酸
化シグナリング蛋白と、ネオアジュバント療法
前のHER2標的薬による2週間のrun-in期
間後のpCRとの相関を検討した研究結果を
発表した。
　トラスツズマブ、ラパチニブ、ラパチニブ／ト
ラスツズマブと4サイクルのFE75 Cとの併用
療法のいずれかに患者を無作為に割りつけ、
外科手術前のネオアジュバント療法としてパ
クリタキセルを12週間投与した。本試験で
は、ラパチニブ、トラスツズマブ、ラパチニブ／
トラスツズマブは、化学療法開始の2週間前
に投与を開始した。生検は、2週間のrun-in
期間の前後で実施した。顕微鏡下剥離した
がん組織のみを分子学的評価に用い、pCR
は乳房とリンパ節内に浸潤がんが全くみられ
ないケースをpCRと定義した。解析の適格
基準は、75％以上の化学療法の完了と外科
的手術の実施とした。
　無作為化された患者は100例であったが、
治療前後の対生検がある症例のみを解析対
象としたため、トラスツズマブ治療群は20例
に、ラパチニブ治療群は17例に、ラパチニブ
／トラスツズマブ治療群は12例に、それぞれ
減少した。
　腫瘍に対する効果との間に5つの相関が明
らかとなった。
• EGFRにおけるチロシン1068のリン酸化の
ベースラインは、ラパチニブへの抵抗性と相
関していた。
• 細胞サイクルの停止とアポトーシスに関与す
るforkhead box transcription factor （Fox01）
の phosphatase and tensin homolog 
（PTEN）に対するベースラインの割合は、
腫瘍抵抗性と負の相関を示し、pCRとは正
の相関を示した。
• Fox01のPI3に対するベースラインの割合
は腫瘍抵抗性と負の相関を示し、pCRとは

正の相関を示した。
• pSTAT5（EGFRとHER2の下流にある転
写因子）は、14日目にpCRが得られたトラ
スツズマブ治療腫瘍で増加していた。
• 全治療群において、自食経路のベースライ
ンの活性化は腫瘍抵抗性と相関していた。
• 3つの全治療群において、抵抗性がんは感
受性がんと比べて、より広い伝達経路ネット
ワークを示した。

CHER-LOBプロトコール
　Modena University Hospital, Italy の
Valentina Guarneri, MD, PhD は、HER2
陽性乳がんにおけるアントラサイクリン＋タキ
サンによるネオアジュバント化学療法と、ラ
パチニブ、トラスツズマブ、またはその両者と
の併用療法を検討した第II相無作為化試験
（CHER-LOB trial）の最終成績の最新知見
を報告した。
　CHER-LOBプロトコールでは、ネオアジュ
バント療法（週1回のパクリタキセルを12サ
イクル投与後にFE75 Cを4サイクル投与）＋
トラスツズマブ（36例）、ラパチニブ（39例）、
またはトラスツズマブ＋ラパチニブ（46例）の
いずれかに患者を無作為に割りつけた。プラ
イマリーエンドポイントは、pCR（乳房と腋窩
リンパ節で浸潤がんが完全に消失）とした。
ラパチニブ治療群においてgrade 3の下痢が
予想以上に高頻度でみられたため、ラパチ
ニブを減量するプロトコールの修正が行われ

た。当初のプロトコール通りに治療された患
者は35例で、修正プロトコールにより治療さ
れた患者は50例であった。
　3治療群の患者特性、腫瘍特性に偏りはみ
られなかった。ラパチニブ治療による下痢は
大半の患者で減量や治療中断を余儀なくさ
れたが、本試験では新たな副作用、安全性
への危惧は示されなかった。
　併用療法は、単独療法と比べて、pCR率
を50％以上増加させた（table 2）。乳房温
存術の割合は、トラスツズマブ群では68 .6% 
、ラパチニブ群では58 .3%、トラスツズマブ／
ラパチニブ群では70 .4%であった。乳房切
除術から乳房温存術への変更の割合は、そ
れぞれ63 .1%、 53 .3 %、62 .5%であった。
　トラスツズマブ結合部位欠失型HER2で
あるp95HER2の発現は、免疫組織化学アッ
セイにより検討され、27例（30 .7%）で発現
が認められた。しかし、いずれの治療群にお
いても、p95HER2陽性腫瘍とp95HER2陰
性腫瘍の間にpCR率に差異はなかった。
　University of Frankfurt, Germany の
Gunter von Minckwitz, MDは、「3つの臨
床試験はHER2陽性腫瘍伝達経路の二重ブ
ロックによる臨床的価値を今後も示すと考え
られるが、これらの試験はいずれも単一マー
カーによる適正な評価を行うのに十分な大規
模標本数に達していない」と解説、留意点を
指摘した。●

HER2陽性乳がんの複数の伝達経路を標的とした
併用療法に関する最新の知見

ACS/ASCO Award 受賞者 
緩和ケアにおいて
Jamie Von Roenn, MD

　緩和ケアを終末期ケアと同一
であるとする難解な概念と相いれ
ず、「疾患の最初の過程における
患者の苦痛に呼びかけることは、
QOL、治療の継続、生存におい
て極めて重要なことである」。

人生の終わりのケアは

「肉体的、精神社会的、感情的および

がんに立ち向かう希望をもつ患者

の実践的必要性に呼びかける努力の

ほんの一部である」

　緩和ケアは、初期の症状および診断
から治療、存命、再発、慢性的な徴候、
衰弱の増強、終末期など “疾患のすべ
ての過程を通して”、患者の苦痛を和ら
げ、解放するプロセスであり、愛する人
と最後のお別れのためのケアである。

table1　TBCRCプロトコール006の奏効率
臨床的奏効率 病理学的奏効率

（pCR）
全病理学的奏効率
（pCR＋npCR）

全体
　部分寛解
　完全寛解

75%
44%
31%

28% 53%

ER陽性
　部分寛解
　完全寛解

82%
44%
38%

21% 56%

ER陰性
　部分寛解
　完全寛解

64%
28%
20%

40% 48%

TBCRC, Translational Breast Cancer Research Consortium; npCR, near pathologic complete response; 
ER, estrogen receptor.

table2　CHER-LOB Studyの奏効率
トラスツズマブ ラパチニブ トラスツズマブ + ラパチニブ

pCR 25.7% 27.8% 43.1%

　HR陽性 25% 22.7% 35.7%

　HR陰性 26.6% 35.7% 56.2%

pCR＋npCR 42.8% 38.9% 70.3%

pCRリンパ節陰性* 74.3% 69.4% 84%

pCR, pathologic complete response; HR, hormone receptor; npCR, near pathologic complete response.
*手術時にリンパ節陰性であった患者　
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全ゲノム相関解析（GWAS）により、タキサ
ン誘発性ニューロパシーの遺伝子予測
バイオマーカーが初めて同定された。4日

（土）に発表されたabstract（Abstract 1000）によ
れば、パクリタキセル治療中の患者でのニューロパ
シー発症までの時間と関連したいくつかの一塩基多
形（SNP）が、GWASのアプローチにより発見され
たという。

「検証と今後の研究で、こうした知見が、患者一
人ひとりの最適なリスク／ベネフィット比のカウンセリ
ングにおいて助けとなり、ニューロパシーの新しい
治療の発見を促進できればと思う」と、Indiana 
University School of Medicine の Bryan P. 
Schneider, MDはClinical Science Symposium 

“Host Genomics and Treatment Outcomes in 
Breast Cancer”で述べた。

末梢ニューロパシーはタキサン治療で発現する
もっとも一般的な非血液毒性であると同氏は述べ
た。タキサン誘発性ニューロパシーのリスク上昇の
臨床予測因子として確立されているのは、高齢、糖
尿病、およびタキサン治療のタイプ、用量、スケジュー
ルなどであると同氏は述べた。しかし、もっともハイ
リスクの患者を予測する遺伝子バイオマーカーは同
定されていない。

同氏らは、再発リスクの高い乳がん患者を対象に
Eastern Cooperative Oncology Groupが実施
した第Ⅲ相臨床試験 E5103に登録した患者で、包
括的バイオマーカー発見プロジェクトを実施した。3
つの試験群にはすべてパクリタキセルを週1回12週
投与した。

平均フォローアップ15ヵ月でのE5103の中間毒性
データから、613例の患者でgrade 2～4のニュー

ロパシーが発現したことが示された。ニューロパシー
の主要な臨床予測因子は、年齢（10歳毎にリスク
が12 .9 % 増加、p=0 .004）、黒色人種（ハザード比

［HR］:2 .1；p=4 .5×10 -11）などであった。

Infinium Human Omni-1アレイを用いて2 ,204
例で GWASを実 施し、grade 2～4のニューロ
パシーが初めて報告されるまでの時間と関連する
SNPを同定するため、1例あたり120万種のSNP

を解析した。MAF（minor allele frequency）が
5%を超える6 種のSNPがニューロパシー発症まで
の時間と関連した（p<5×10 -7）。

もっとも大きな関連を有したのは、ストレスに対す
る細胞応答で重要性が示されているRWDD3遺伝
子であった。この遺伝子でのミスセンス突然変異が、
15ヵ月時点でのニューロパシーの可能性をallele-
dose的に増大させることが示された（Fig.1）。ニュー
ロパシーのリスクは、この位置の2 種のヌクレオチド
が野生型の患者で27%、ヘテロ接合変異型の患
者で40%、ホモ接合変異型の患者で60%であった

（HR：1 .5；p=8 .5×10 -8）。TECTA遺伝子における
ホモ接合変異型も、15ヵ月時点でのニューロパシー
の可能性を増大させることが示された（2 種の野生
型ヌクレオチドの患者で29 %、ヘテロ接合変異型で
32 %、ホモ接合変異型の患者で57%、劣性効果；
HR：2 ,1；p=3 .2×10 -7）。その他に合計で12遺伝子
上の15 種のSNPもニューロパシーと関連した（p<5
×10 -7）。

Abstract DiscussantであるUniversity of 
North Carolina Lineberger Comprehensive 
Cancer CenterのHoward L. McLeod, PharmD
は、この研究報告は刺激的であるが、再現性が必
要であり、検証されればインターベンション試験につ
ながるはずであると述べた。

「乳がんを初め、われわれが直面しているほとん
どの疾患の治療には複数の有効なレジメンがある」
と同氏は述べ、「こうした複数の治療法から、個々の
患者に行うべき1つの治療を選択する試みが必要
である」と締めくくった。●

タキサン誘発性ニューロパシーの予測バイオマーカーを同定
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Fig. 1. RWDD3におけるSNPのミスセンス

結腸直腸がんに対するアジュバント療法で
の標準療法（SOC）へのオキサリプラチ
ン追加によるベネフィットの有無について

は、今回の年次総会でも一定の見解が得られるま
でには至らなかった。4日（土）のGastrointestinal 

（Colorectal）Cancer Oral Abstract Sessionでは、
SOCとSOC/オキサリプラチン併用の効果を比較し
た2つの試験が報告された。そのうちのUniversity 
of Frankfurt, GermanyのClaus Rödel, MDの報
告では、German Rectal Cancer Study Groupによ
るCAO/ARO/AIO-04試験（Abstract LBA3505）
の最初の結果が報告された。同氏は結腸直腸がん
の術前・術後の化学療法における5 -フルオロウラシル
（5 -FU）とオキサリプラチンの併用は、コンプライアン
スが良好であったと述べた。

CAO/ARO/AIO-04試験の目的は、5 -FUベー
スのアジュバント療法へのオキサリプラチンの併用に
より、3年無再発生存率（DFS）が 7%延長するとい
う仮定を、局所進行直腸がん患者を対象に検証す
るものである。同様の試験方法により、結腸がんに
おけるオキサリプラチン併用のベネフィットは検証され
ている。同試験には1,265 例が登録され 、624例
が術前の放射線化学療法（CRT）、手術、5 -FUに
よるアジュバント療法で治療を行う群（対照群）に割
り付けられた。613例が術前CRTを5 -FU/オキサ
リプラチン併用により施行し、手術、アジュバント療法
としてmodified FOLFOX6レジメンを施行する群

（併用群）に割り付けられた。
同氏は、オキサリプラチンのDFSへの影響を検証

するには、長期にわたるフォローアップが必要とした
うえで、今回明らかになった重要な結果を紹介した。
すなわち、オキサリプラチンの累積投与量が、術前
CRTにおいてオキサリプラチンの毒性からコンプラ
イアンス不良を報告した過去の類似の試験（STAR-
01 , ACCORD 12 /0405）よりも下回ったことである。
今回の試験では、オキサリプラチンは、第1、8、22、
29日に50 mg/m2が放射線照射（RT）併用下で投
与されたが、RT施行第3週時に1週間の治療中止
期間が設定された。このレジメンは、大規模第Ⅲ相
試験に先立つ第Ⅰ相、第Ⅱ相試験で毒性を低下させ
ることが明らかにされたもので、対象患者の大部分
が完遂可能であった。

試験の質の検証と毒性
試験の質の検証のため種々の検討が行われた。

直腸間膜全切除術では、完全切除率がオキサリプ
ラチン群で92 %、対照群で90 %といずれも高かっ
た。術前CRT時と手術施行後に検討されたリン
パ節数は、両群ともに中央値14～15であった。こ
れらの結果は、手術、病理の両面で高い質が確保
されていたことを示唆するものであった。試験前に
定められたエンドポイントではないが、病理学的CR
（pCR）達成率はオキサリプラチン群で16 .5%、対
照群で12 .8 %と、オキサリプラチン群で有意に高
かった（p=0 .045）。

術前CRT時の毒性は、両群間で類似していた。
術前療法中のコンプライアンスは高く、RTが規定線
量どおり施行可能であった患者は、対照群で95%、

オキサリプラチン群で94%であり、化学療法が規定
用量どおり施行可能であった患者はそれぞれ 80%、
85%であった。

一方、European PETACC 6については、「本試
験は局所進行直腸がんに対するオキサリプラチンの
術前、術後化学療法を検討する、世界各国の施設
が参加する唯一の第Ⅲ相試験として実施される。オ
キサリプラチン併用による3年DFS率の改善につい
ては、さらに長期のフォローアップが必要である」と同
氏は述べた。

本セッションのディスカッションにおいて、Mount 
Vernon Centre for Cancer Treatment, United 
Kingdomの Robert Glynne-Jones, MDは、「試
験の質の管理は良好で、今後の直腸がんの臨床試
験のベンチマークとなるだろう」とコメントしたうえで、

「今回の結果ではオキサリプラチンが良好なコンプラ
イアンスと低毒性を示したが、オキサリプラチン併用
が必要になるのは、5 -FUの有用性が低い場合に
限られるのではないか」と指摘した。さらに「DFS
の改善がみられた場合、改善に寄与した療法が、
術前の放射線化学療法であるのかFOLFOXレジ
メンであるのか、放射線化学療法とFOLFOXの両
者によるものであるのかを明らかにするべきである」
と続けた。

Stage Ⅱ 結腸直腸がんに対するオキサリプラ
チンのベネフィット

University of Pittsburgh Graduate School 
of Public HealthのGreg Yothers, PhDは、プー

ルドアナリシスによるNational Surgical Adjuvant 
Breast and Bowel Projects （NSAPB）試験に
含まれる4つの試験（C-05 , C-06 , C-07 , C-08）の
メタアナリシス結果を報告した。これらの4試験で
は、stageⅡ/Ⅲの結腸直腸がん患者が対象となり、
計4 ,883例に5 -FU/Lvが併用投与され、3 ,788例
に5 -FU/Lvに加えオキサリプラチンが投与された。
今回のメタアナリシスでは、stageⅡ患者に対するオ
キサリプラチンのベネフィットおよび、高または低リスク
のstageⅡ患者サブグループに対するオキサリプラ
チンのベネフィットが検討された。

解析の結果、5-FU/Lv/オキサリプラチン群では、
OS、DFS、無再発期間（TTR）の改善がみられた。
しかし、ハザード比（HR）は、OSで0 .95（95%CI：
0 .75 -1 .21、p=0 .67）、DFSで0 .86（95%CI：0 .71 -
1 .04、p=0 .11）、TTRで0 .81（95%CI：0 .62 -1 .05、
p=0 .10）となり、stageⅡ直腸結腸がん患者におけ
るオキサリプラチン併用の有用性を実証するもので
はなかった。また、穿孔を伴う、T4、リンパ節診断
12ヵ所未満の高リスクのstageⅡ患者においても、
5 -FU/Lv/オキサリプラチンの有用性は検証できな
かった。

また、Yale School of MedicineのHoward S. 
Hochster, MDは、「絶対利益率が 3～4%認めら
れればオキサリプラチン併用は支持される。しかし、
今回の解析は検出力が不足していた。FOLFOX
レジメン施行は高リスクのstageⅡ患者では妥当で
はないか」とディスカッションで述べた。●

早期結腸直腸がんに対するオキサリプラチンのベネフィットは
未だ不確実
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抗腫瘍活性および骨格関連有害事象予
防について、ビスホスフォネート、ゾレ
ドロン酸およびクロドロン酸を比較し

た Medical Research Council Myeloma IX
試験の2 つの新しいデータ解析で、新たに診断
された多発性骨髄腫患者でのゾレドロン酸と導
入化学療法の同時開始が支持された。ゾレドロ
ン酸の早期使用は、クロドロン酸と比較して全
生存期間（OS）および無増悪生存期間（ PFS）
を改善し 、診断時点で溶骨性病変のある患者
の骨格関連事象リスクを軽減する可能性がある
ことがこの解析で示唆された。長期データから
は、少なくとも疾患進行までの化学療法はゾレ
ドロン酸治療を継続すべきであることが示唆さ
れた。

この試験は、多発性骨髄腫でのビスホスフォ
ネート治療のタイミングに対するエビデンスベー
スの初めてのガイダンスとなり、標準診療の変
更が正当化されるであろう。

Institute for Cancer Research and The 
Royal Marsden National Health Service 
Foundation Trust, in the United Kingdom
の Kevin Boyd , MD と Faith E . Davies , 
MDは、手引きとなるこの解析を5日（日）の
Myeloma Oral Abstract Session（それぞれ
Abstracts 8010、8011）で発表した。University 

of Pittsburgh の G. David Roodman, MD, 
PhDが discussantとなった。

1,960例のintent-to-treatで 917例がフォロー
アップ 3 .7年後（中央値 ）に死亡した。ゾレドロ
ン酸はOS 中央値がクロドロン酸より5 .5ヵ月延
長した（p=0 .0118）。Dr. Daviesは、治療 2ヵ
月目にOS の差が初めて有意となり、また、最初
の 4ヵ月間はとりわけ顕著であったと述べた。こ
の間、ゾレドロン酸はクロドロン酸に比べ死亡リ
スクが 36 % 低下した（p=0 .004）。
 重要なことは、クロドロン酸と比較したゾレド
ロン酸によるOS の改善が、ベースラインで骨
疾患を認められた患者に限られたことであった
（p=0 .0107）。ベースラインで骨疾患を認めな
い患者では、いずれの薬剤でもOS が改善しな
かった。

すべての群でゾレドロン酸はクロドロン酸よ
りPFSを有意に延長した（2ヵ月、p=0 .0179）。
またこの結果も骨疾患に依存していた。

ゾレドロン酸の骨疾患依存性の OS および
PFS 改善に関するこうしたエビデンスから、座
長のDr. Roodmanは、ベースラインで骨疾患の
認められない患者に対するゾレドロン酸の早期
開始の正当性について質問した。

英国内の121施設で実施したこの試験では、
新たに診断された多発性骨髄腫患者 981例を、

21～28日毎にゾレドロン酸 4 mg 静注群または
クロドロン酸 1 ,600 mg の連日経口投与群に無
作為に割り付けた。各群の約半数の患者は集
中化学療法も受けていたが、残りの半数は集中
度の低い抗骨髄腫治療を受けていた。ゾレドロ
ン酸によるOS および PFS の改善は、両群で有
意差はなかった。

本試験では、生存に対する効果のほかに、多
発性骨髄腫におけるこの2つのビスホスフォネー
トの骨保護についても比較した。全体として、
ゾレドロン酸はクロドロン酸より骨格関連事象
の累積発現率が低かった（p=0 .004）。この効
果は治療 1年目で明らかであり、この期間のゾ
レドロン酸と関連づけられる最初の骨格関連事
象のリスクは、クロドロン酸のリスクより24% 低
かった。ここでも、この値は診断時点の骨疾患
状態の影響を受けており、ゾレドロン酸に有利
であった（ベースラインで骨疾患のあった患者
で19 %、骨疾患がなかった患者で42 %）。

骨の integrityに対するゾレドロン酸の相対
的なベネフィットは長期間一定であった。患
者あたりの平均骨格関連事象数が、クロドロ
ン 酸と比 較して 12ヵ月で 26 %（p=0 .0012）、
24ヵ 月 で 30 %（p=0 .0102）、36ヵ 月 で 33 %
（p=0 .0102）、48ヵ月で 38 %、60ヵ月で 39 %
（5 年全体で p<0 .0001）低下したためである。

ゾレドロン酸に関連した骨格関連事象の累積
発現数はクロドロン酸より有意に少なかった
（p=0 .0004）。ゾレドロン酸では、新たな溶骨
性病変を除き、治療開始から最初の骨格関連事
象までの期間が有意に長かった（p=0 .0011）。
2 例目の事象までの時間の解析では、2 剤間に
有意差はなかった。

全生存患者をその後サリドマイド維持療法ま
たは維持療法なしに無作為化した。ゾレドロン
酸は、その後もサリドマイド（p=0 .0441）および
サリドマイドなし（p=0 .0028）の両コホートの
骨格関連事象のリスクをクロドロン酸よりも有
意に低下させていた。この知見は、前述の知見
と合わせ、少なくとも疾患進行までのゾレドロン
酸治療継続が有効であることを示唆している。

本試験を通じ 、一般にlow-gradeの腎毒性
の発現率は 2 つのビスホスフォネートで同様で
あった。しかし、下顎骨壊死の発現は少ないも
のの、クロドロン酸よりゾレドロン酸で多かった
（0 .3 % vs. 3 .6 %）。早期ゾレドロン酸治療に
関するDr. Roodmanの懸念（投与頻度、投与
期間、ベースラインで骨疾患がない患者での費
用対効果）にこの知見が加わり、「歯科予防で
みられる顎骨壊死の発現率は低いが、ゾレドロ
ン酸を長期投与されている患者でも同様に低い
だろうか」と同氏は最後に問いかけた。●

Evidence-based Guidance：新たに診断された多発性骨髄腫
におけるゾレドロン酸の開始と終了の時期

進行卵巣がんにおけるolaparibの有効性
を支持するエビデンスが蓄積されつつあ
る。第Ⅱ相試験では、プラチナ製剤をベー

スとする前治療の化学療法に感受性のあった高グ
レードの再発漿液性卵巣がん患者において、維持
療法としてこの経口PARP阻害薬の投与が無増悪
生存期間（PFS）を著明に延長することが示された。

「このような患者では標準的な治療として、化学
療法後、さらに増悪を認めるまで経過観察すべ
きである。再発を遅延させる可能性がある治療
を見出すことの必要性は大きい」と、4日（土）の
Gynecologic Cancer Oral Abstract Session 
（Abstract 5003）において 本 試 験 の 概 要を
講 演 し たUniversity College London, United 
KingdomのJonathan Ledermann, MDは解説
した。 

これまでの試験で、再発進行卵巣がん患者に
おける導入療法としてのolaparib のベネフィットは
確立している。しかし、最近の試験で初めて、プ
ラチナ製剤感受性再発漿液性卵巣がんに対し、
olaparibあるいはPARP阻害薬による維持療法に
おいて、大きな臨床的ベネフィットがあることが示さ
れた。

無作為化二重盲検プラセボ対照試験に16ヵ国
の82 地域から265 例が登録された。プラチナ製
剤をベースとする化学療法歴を2回以上有する患
者を適格例とした。直前のプラチナ製剤を含むレ
ジメンを施行している間に部分奏効（PR）または
完全奏効（CR）が得られた患者を、経口olaparib 
400 mg 1日2回投与群またはプラセボ群に割り付
け、増悪を認めるまで投与した。

同氏は、olaparibはプラセボ群に比べ、化学療
法完遂後に主要評価項目であるPFSを3 .6ヵ月改
善、すなわち増悪のリスクを65% 低下させることを
報告した（Fig. 1）。重要なことは、事前に計画さ
れたサブグループ解析において、olaparibによる

PFS のベネフィットは、PARP阻害に対する反応性
が増大すると考えられているBRCA遺伝子変異陽
性の患者に限定されていなかったことである。事実、
すべてのサブグループすなわちBRCA遺伝子変異
陰性患者、年齢、人種あるいはユダヤ人、プラチナ

製剤を含むレジメンの前治療への感受性、直前の
プラチナ製剤を含むレジメンの増悪までの期間など
において、olaparibで著明なPFSベネフィットが示
された。

CA-125 濃度またはRECIST規準に基づいて
評価した増悪までの期間についても、olaparib群
はプラセボ群に比べ有意な延長が認められた（中
央値 : 8 .3ヵ月 vs. 3 .7ヵ月; ハザード比0 .35 ; 95% 
CI［0.25, 0 .47］; p <0.00001）。全生存期間のデー
タは解析可能な段階に達していないが、解析時に
おいて死亡例は19 例のみであった（olaparib群で
9 例死亡; プラセボ群で10 例死亡）。

Olaparibの安全性プロファイルは、これまでの
試験で認められているものと同様であり、忍容性は
概して良好であった。プラセボ群と比べ高頻度に
出現したolaparibと関連のある有害事象は、悪心 

（68 % vs. 35%）、疲労（49 % vs. 37 %）および嘔
吐（31% vs. 14%）であり、大半が軽度から中等度
であった。高頻度に出現したgrade3 /4の有害事
象は疲労（7 %）と貧血（5%）であった。有害事象
を理由にolaparib投与を中止した例はきわめて少
なかった（3例; 2 %）.

同氏の講演におけるディスカッションで、Royal 
Marsden Hospita l ,  United K ingdom の
Stanley B. Kaye, MDは「現在、BRCA遺伝子
変異および 散発性の卵巣がんにおいて、olaparib
は単剤で著明な臨床活性を示し、毒性プロファイル
も良好であることがわかった。有望な維持療法とし
て、真の意味で前進のときを迎えたといえよう」と述
べた。●

再発漿液性卵巣がんに対しOlaparib は維持療法として有望
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Fig. 1. 無増悪生存期間






