
 

 

 

 

 

Best of ASCO 2008 in Japan  

 

(2008 年 7 月 5 日～6 日)  

     東京ビッグサイト「国際会議場」にて 

 

 

 

参加報告書 



 

目次 

 

・プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １～４ 

 

 

・ポスター   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５～６ 

 

 

・参加報告書（東北大学大学院医学系研究科 准教授 森 隆弘）・・・・・   ７ 

 

 

・参加報告書（東北大学大学院医学系研究科 大学院生 井上 正広）・・・ ８～ ９ 

 

 

・参加報告書（東北大学大学院医学系研究科 大学院生 今井  源 ）・・・10～12 

 

 

・参加報告書（東北大学大学院医学系研究科 大学院生 河合 貞幸）・・・13～16 

 

 

・参加報告書（東北大学大学院医学系研究科 大学院生 小峰 啓吾）・・・17～18 

 

 

・参加報告書（東北大学大学院医学系研究科 大学院生 西條  憲 ）・・・19～20  

 

 

・写  真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・   21 

 



 

 1



 

 2



 

 3



 

 4



 

 5



 

 6



Best of ASCO 参加記 

 

東北大学大学院医学系研究科 

           准教授 森 隆弘 

 

今回の Best of ASCO は東京ビックサイトで開催された。ここに、将来の東北大

学腫瘍内科（あるいは日本の「がん」医療）を背負って立つであろう、将来あ

る若き大学院生５名とともに参加した。因に東京ビックサイトは、東京マラソ

ンのゴール地点であり、（私事ではあるが）完走した２年前を思い出しつつ、ゆ

りかもめを降り会場へ向かった。 

会場は開始３０分前ぐらいから混み始め、参加者の強い意気込みを感じさせた。

内容は、血液疾患から、消化器、呼吸器、泌尿器、婦人科、乳腺、さらに patient 

care に至るまでの「がん治療」に関する幅広い領域から、最新の知見を紹介し

ていただいた（詳細は別記に譲る）。演者の多くが医学部平成年度卒の若きがん

治療医であり、この領域の若いエネルギーを感じさせた。また、いずれの発表

に対してもフロアーからの熱い討論があり、十分に時間を取ったはずの討論時

間を目一杯に使用せざるを得ないような状況であった。この臨床領域自体が持

つ熱気を感じた。また、各領域とも多くの新しい進歩が報告され、臨床医学の

中でも最も急速に進歩している分野であることを如実に示していた。それは、

我々腫瘍医（oncologist。内科、外科、その他を問わず「がん」治療の専門医

という意味で）は今後も絶えず勉強をし続けなければならいという事でもあろ

う。 

私は大学院の一時期、かの中村祐輔研究室にて勉強させていただく機会をいた

だいた。当時は一臨床医が遺伝子の研究をする事に批判的な声が無い訳でもな

かった。しかし、今回、Best of ASCO に参加してみて、あの頃、研究室におい

て昼夜土日を問わず遺伝子と格闘しながら夢見ていた、その未来が現実化しつ

つある事を感じ、興奮を禁じ得ない。「がん治療」の未来を担うであろう、若手

医師の皆さんには、是非、『がんプロ』大学院にご入学いただき、Best of ASCO

に一度参加される事を御勧めしたい。 
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Best of ASCO 2008 in Japanに参加して 

東北大学大学院医学系研究科 

大学院生  井上 正広 

 

 

 今回、東京ビッグサイトの国際会議場にて開催されたBest of ASCO 2008 in Japanに参

加させていただきました。会場ではASCOで発表された各領域の最新情報を先生方が発表さ

れ、私にとって非常に勉強になりました。今後、このような機会があれば是非参加したい

と思いました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Best of ASCO 学会報告 
 
消化器癌(大腸癌、食道癌) 
・食道癌 
①StageⅡ/Ⅲの胸部食道癌(扁平上皮癌)における術前または術後化学療法の無作為比較試験

(JCOG9907) 
 StageⅡ/Ⅲの患者 330 人に対し、術前に FP2 コース行う群と、術後に FP2 コース行う群に無作

為に分け、検討した。結果は PFS の中央値がそれぞれ 3.0 年、2.0 年(p=0.0444)、5 年生存率が

それぞれ 60.1％、38.4％(p=0.013)と術前の FP 群で有意に改善を認めた。両群での手術による

切除率は有意差なく、日本に外科的治療の質の高さが推測される。 
 
・大腸癌 
①大腸癌の肝転移の完全切除後の術後治療として sLV5FU2 と FOLFIRI の第 3相無作為比較試験

(CPT-GMA-301) 
 大腸癌の肝転移完全切除後の術後化学療法において、sLV5FU2を投与する群(153人)とFOLFIRI

を投与する群(B 群)で無作為比較試験を行った。 
 結果は、2年 DFS は sLV5FU2 で 46%、FOLFIRI で 51%であり DFS の中央値はそれぞれ 21.6 ヶ月、

24.7ヶ月で両群間に有意差を認めなった。3年生存率はそれぞれ72%、73%であった。またGrade3/4

の有害事象は FOLFIRI にて高頻度に認められた。 
 結論としては、大腸癌の肝転移の完全切除後の術後治療として sLV5FU2 に IRI を併用する有益

性は証明できなかった。むしろ、併用することにより有害事象が高頻度に見られるようになった。 
 
②進行大腸癌に対し XELOX＋Bev±Cetuximab の第 3相無作為比較試験(CAIRO2) 
 未治療で切除不能大腸癌患者 755 人を XELOX+Bev を投与する A群(368 人)と、

XELOX+Bev+Cetuximab を投与する B群(368 人)に無作為に割り付けた。 
 結果は、PFS の中央値が A群で 10.7 ヶ月、B群で 9.6 ヶ月(p=0.018)と有意差を認めた。OS は
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A 群で 20.4 ヶ月、B群で 20.3 ヶ月で有意差を認めなかった。奏功率はそれぞれ、44%と 42%であ

り Cetuximab の上乗せ効果は認めなった。有害事象は下痢、皮膚毒性など B群において有意に多

かった。 
 結論としては、進行大腸癌において XELOX+Bev に Cetuximab の上乗せ効果は認められない。 
 
③ファーストラインとして KRAS 評価と FOLFIRI＋Cetuximab について 
 転移性大腸癌における CRYSTAL 試験の結果に対して、KRAS の変異の有無を評価し後ろ向き試

験を行った。過去に保存されていた腫瘍組織から抽出し、コドン 12/13 の KRAS の変異を調べた。 
 CRYSTAL 試験に参加した転移性大腸癌患者 1198 人の中で、KRAS 評価可能であった 587 人にお

いて検討した。 
 587 人中、64.4％に当たる 348 人は KRAS が野生型で、35.6％に当たる 192 人では KRAS に変異

があった。野生型で Cetuximab と FOLFIRI の投与を受けたのは 172 人、FOLFIRI のみが 176 人。

変異型で Cetuximab と FOLFIRI の投与を受けたのは 105 人、FOLFIRI のみが 87 人だった。 
 結果は KRAS 野生型では、PFS の中央値が FOLFIRI+Cetuximab 群では 9.9 ヶ月、FOLFIRI のみで

は 8.7 ヶ月(p=0.017)であり有意差を認めた。KRAS 変異型では PFS の中央値がそれぞれ、7.6 ヶ

月、8.1 ヶ月(p=0.47)と有意差を認めなかった。副作用は両者には大きな差を認めなかった。 
 結論として、KRAS 野生型は Cetuximab＋FOLFIRI は有益と考えるが、KRAS 変異型ではその有益

性を認めない。 
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Best of ASCO に参加して 
 

東北大学大学院医学系研究科  
大学院生 今井 源 

 
今回東京にて行われた癌プロ説明会は、参加学生人数こそ予定よりも少なかったものの、 
国立がんセンターの西條先生の御講演も拝聴でき、大変勉強になる集まりであった。 
また、各大学の大学院における教育方針を聞くことで、今後の我々の学び方の参考にも 
なった。学生にも直接当院のシステムを説明でき、数人は興味を示してくれたのでよかっ 
た。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
Best of ASCO 学会報告 
                           
【消化器がん（肝胆膵）】 
膵癌に関する化学療法の臨床試験結果が 4つ発表されました。 
 
① AViTA 試験《GEM＋Erlotinib＋Bevacizumab  vs  GEM+ Erlotinib＋Placebo》 

W.Vervenne et al  2008 ASCO 
進行膵癌の 1st line 治療に関し、GEM＋Erlotinib＋Bevacizumab vs GEM+ Erlotinib 
＋Placebo の比較試験（AViTA 試験）の結果が報告された。報告では PFS に関し、GEM＋ 
Erl＋Bev 群で Placebo 群の 3.6 ヵ月に比し、4.6 ヵ月と伸びが見られ、HR も 0.73 
（p=0.0002）であった。OS に関しては 3剤併用することでの改善はなかった。また 
Grade3/4 の有害事象の発生頻度を比較した場合でも両群に差は認められなかった。 
 
② CONKO-003 《OFF（L-OHP+FA+5FU）vs  FF(FA＋5 FU) 》U.Palzer et al  2008 ASCO 
GEM failured の膵癌に対する 2nd line 治療に関し行われていた比較試験、CONKO-003 
の結果が出た。報告では MST で OFF：26 週、FF で 13 週と著名な改善を認めた。よって 
GEM failured の進行膵癌患者で PS 良好な患者には OFF（L-OHP+FA+5FU）療法が標準治 
療となり得ることが示唆された。 
 
③ E4201 試験 《GEM 単剤  vs  GEM＋Rad》      P.J.Loeher et al  2008 ASCO 
局所進行膵癌に対し GEM 単剤と GEM に Rad を加えた場合の無作為比較試験、E4201 試験の 
結果が発表された。GEM 単剤群は、まず GEM1000mg/m2 を週 1回 6週間投与されたあと 1週 
間休薬。その後 GEM1000mg/m2 を週 1回 3週間投与し 1週間休薬を 1サイクルとして 5サイ 
クル投与された。併用投与群は全体で 50.4Gy の放射線照射と GEM600mg/m2 を週 1回 6週 
間投与されたあと 4週間休薬し、GEM1000mg/m2 を週 1回 3週間投与、1週間休薬を 1サイ 
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クルとして 5サイクル投与された。Primary endpoint は OS、secondary endpoint は RR, 
PFS,QOL であった。 
報告では MST で GEM 単剤：9.2 ヵ月、GEM＋Rad：11.0 ヵ月、HR が 0.547（P-value= 
0.034）と有意な差が認められた。PFS、RR に関して有意差は認められなかった。副作用 
に関しては胃腸障害と全身倦怠感でのみ GEM＋Rad 群で優位な増加が認められた。 
この結果より、局所進行膵癌に対し放射線照射は一定の効果を持つことが示唆された。 
 
④ CONKO-001  《resection only vs resection+GEM》 P.Neuhaus et al  2008 ASCO 
膵癌切除術後患者に、GEM を投与する群と何も投与しない群の治療成績比較試験、 
CONK-001 の結果が発表された。その結果 GEM 投与群の MST は 22.8 ヵ月、何も投与しない 
群は 20.2 ヵ月と GEM 投与群の方が長かった。OS は GEM 投与群では 3年時点で 36.5％、5 
年時点で 21.0％だったのに対して、何も投与しない群は 3年時点で 19.5％、5年時点で 
9.0％であった。 
各 end point で大きな改善はなかったものの、術後化学療法として GEM を投与すること 
は一定の効果を持つことが示唆された。 
 
肝臓がんに関しては 2つの臨床試験結果が発表されました。 
 
① 進 行 HCC のアジア人患者に対する sorafenib vs  Placebo の第Ⅲ相比較試験 
                                         Ann-Lii Chng et al  2008 ASCO 
進行 HCC の患者で ECOG PS=0‐2、Child-PughA、化学療法の前歴がない患者を、 
sorafenib 400mg を投与する群と Placebo 投与群に分け OS、TTP、RR を比較した試験。 
報告では、MST で sorafenib 群：6.5 ヶ月、Placebo 群：4.2 ヵ月、HR は 0.68（P=0.014） 
と有意な差が生じた。同様に medianTTP は sorafenib 群：2.8 ヶ月、Placebo 群：1.4 ヵ 
月、HR は 0.57（P＜0.001）と差が出た。RECIST で見た場合、両群とも CRは 0であった 
ものの、PRは sorafenib 群：3、Placebo 群：1 であり、また SD は sorafenib 群：54、 
Placebo 群：28 と腫瘍増殖制御率は sorafenib 群で勝っていた。有害事象は Grade3/4 
の HFS と下痢が sorafenib 群で多く認められたものの、その他の Grade3/4 の有害事象に 
関しては発症頻度に両群差を認めなかった。 
この結果から、全身状態良好・Child-Pugh A の肝予備能を持つ・化学療法歴のないと 
いう条件を満たす患者では sorafenib 投与が一定の治療効果を持つことが示唆された。 
 
② H CC で Child -Pugh A(CPA)と Child-Pugh B(CPB)の各肝予備能の患者に 

sorafenib を投与した際の効果と副作用に関する比較試験 
                                                G.K.Abou-Alfa et al  2008 ASCO 
Sorafenib を HCC 患者（肝予備能が各 CPA・CPB）に投与した際の有害事象と効果を検証 
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した床実験結果が発表された。 
報告では Sorafenib を CPA・CPB の患者に 400mg を 1日 2 回、連日経口投与した際に生じる 
有害事象に関して CPB の患者では Bil 上昇、脳症、腹水増加の率が有意に上昇した。ま 
た、病勢制御率では 4ヵ月以上 SD を保った率は CPA で 49％、CPB で 26％、medianTTP は 
CPA で 21 週、CPB で 13 週、OS は CPA で 41 週、CPB で 14 週と有意差が生じた。 
この結果を見ると CPB の患者には sorafrnib を投与しないほうがいいと思われるが、今回の 
研究では患者数が少ないため、さらに大規模な試験をした上での解析が必要であると思われ 
た。 
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Best Of ASCO 2008 

東北大学大学院医学系研究科 大学院生 河合 貞幸 

Best Of ASCO 2008 は私にとって、臨床腫瘍学会に参加する初めての機会となった。多岐の分野に渡る腫瘍に関

する最新の知見を聞き、これから学ぼうとしている分野の深さや面白さを垣間見る事が出来た。特に分子標的治療

薬に関する内容は大変興味深いものであり、今後の研究に関してもモチベーションを高める事が出来た事は大変

有意義であったと考える。 

～・～・～・～・～・以下、肺癌領域の Summary～・～・～・～・～・～ 

# 7514 

限局型肺小細胞癌(LD-SCLC)の CR 患者に対する予防的全脳照射 通常線量～高線量照射におけるランダム化

比較試験：Primary end-point analysis (PCI 99-01, IFCT 99-01, EORTC 22003-08004, RTOG 0212) 
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LD-SCLC 患者 CR 例 720 人 
1 ヵ月以内に脳 CT/MRI 施行 

果：Median follow up 3.2 年で脳 meta

方 2 年生存率は 25Gy: 36Gy = 42%: 3

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

8012  

行性非小細胞肺癌に対するプラチナベ

ランダム化第Ⅲ相試験 (WJTOG 0203

①

Ⅲb/Ⅳ期 NSCLC N= 600

②

 Chemo = CDDP + ( CPT-11 or VNR 

 chemo 3 cycle 214 人(72%) ⇒4; 141

 chemo 3 cycle 229 人(57%) ⇒Gefiti

果：PFS: 4.3M vs. 4.6M (P<0.001), OS:

ubset 解析では 

deno …PFS: 4.37M vs. 5.06M (P<0.001

on-adeno …PFS: 3.55M vs. 3.39M (P=

moker-adeno …PFS: 3.90M vs. 4.54M

ever smoker-adeno …PFS: 3.90M vs. 

って、Adeno では Maintenance or sequ

は drug の内容として現在 GEM, Pem, 
標準線量: 25Gy 
高線量: 36Gy ⇒ Centers optional choice（expert の choice） 

① Accelerated hyperfract. RT: 24 twice-daily fractions/16days (22%)
② Conventional RT: 18 fractions/24days 

出現率 25Gy: 36Gy = 30%: 24% (P=0.13)で有意差無し。 

7% (P=0.03)で 25Gy 群が有意に良かった。 

ース併用療法終了後の Gefitinib 群 vs. プラチナベース併用療法継続群

) 

 N= 300, Chemo x 3 cycle with CR, PR, SD ⇒ Chemo up to 6 cycle
 N= 300, Chemo x 3 cycle with CR, PR, SD ⇒ Gefitinib until PD 

or Gem or Doc) , CBDCA+PTX  

人(47%) ⇒5; 63 人(21%) ⇒6; 31 人(10%) ……Gefitinib at PD 80 人(27%) 

nib 172 人(57%) Median 70 日 

 12.9M vs. 13.7M (P=0.1)と、PFS で Gefitinib 群に有意に良好。 

), OS: 14.3M vs. 15.4M (P=0.03) と Gefitinib 群で両方とも有意に良好。 

0.47), OS: 9.2M vs. 7.7M (P=0.25) と有意差無し。 

 (P<0.001), OS: 10.0M vs. 13.6M (P=0.003) と Gefitinib 群で有意に良好。 

4.54M (P<0.001), OS: 23.5M vs. 25.1M (P=0.68)と Gefitinib 群で PFS 有意。 

ential maintenance 療法を行う方針でほぼ確立されたと言える。 

Doc などを用いた study が進行している。 
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# 3 進行性非小細胞肺癌に対する CDDP+VNR+Cetu と CDDP+VNR のランダム化第Ⅲ相試験 (FLEX 試験) 

 
CDDP (80mg/m2) day 1 

A 群 VNR (25-30mg/m2) day 1,8

3 週毎最大 6 サイクル 

 

 

 未治療進行性非小細胞肺癌 ⅢB/Ⅳ
 期 EGFR 発現(1+)以上の患者 
Cetuximab 

病態悪化 or 忍容不能な 

毒性発生まで投与 

 

 

 

 

 

結果：RR は A 群: B 群= 29%: 36% (P=0.012)、

Median OS では A 群：B 群 = 10.1 ヵ月

有害事象に関しては、併用群で Grade 3/4 が

疹（10% vs.< 1%）、Infusion-related reactions（

 

Sub group 解析では、 

白色人種(n=946) A : B = 9.1M : 10.5M (P=0.0

なし)) Prognostic factor として、アジア人は白

の割合が多く、また study 終了後の EFGR TK

 

ASCO 2008 では…… 

●PFS が同じなのに OS が違う理由としては

セカンドライン治療の不均衡（EGFR-TKI が

挙げていた。 

●また MST1.2 ヵ月の延長がコスト（18 週投

 

Best of ASCO 2008 では…… 

●今回の study では組織型別(Adeno or Squa

ける CDDP or CBDCA/5-FU (±Cetu)の s

に対する効果は否定的とは言えない。 

●また今回の生存曲線の前半では両群とも

population が混じっているのでは無いかとの

～30%に認められるが NSCLC にはどうなの

●Cetuximab の G2 皮疹は忍容可能とは言い

た 4 週間。Cetu による Maintenance therapy

●どの population で使うのが良いのか。Squa

の profile や投与スケジュールを比較して？ 

●次のステップとして predictive molecular m

得る事が研究で示唆されている。 

 

B 群 CDDP+VNR+Cetu 

※Cetuximab 

初回 400mg/m2 

2
その後 250 mg/m 毎週

Median PFS は両群で 4.8 ヵ月（HR=0.943、p > 0.05）で有意差無し。 

：11.3 ヶ月(P=0.044)で Cetu 併用群が有意に長かった。 

出現しやすい傾向にあり、特に発熱性好中球減少（22% vs. 15%）、皮

4% vs. <1%）など。治療関連死は 3% vs. 2% でほぼ同等。 

03),  アジア人(n=121) A : B = 20.4M : 17.6M (有意差無し(P 値の記載

色人種と比較し腺癌(72%: 44%), 女性(46%: 27%), 非喫煙者(52%: 17%)

Is 投与率(61%: 17%)が挙げられた。 

、cetuximab 群は毎週来院するため progression が早く見つかること、

cetuximab 群で使われる頻度が少なかった）があったことを理由に

与したとして$62,000）に見合うのかという疑問もあり。 

mous) の有意差も検出されず。しかし、頭頚部癌(Squamous Ca.)にお

tudy では OS に有意差を認めた事から、Cetuximab の Squamous Ca.

に、同様のカーブを描いていたことからその間に Cetu に不応の

考察。消化器癌で発表のあった K-ras mutation が NSCLC でも 10

か。K-ras mutation は喫煙者に多い事は知られている。 

難いく、また 80%が eligible であったのに対し継続期間の中央値はたっ

は challenging であるとしか言えない。 

mous に？Bev の ineligible 群に？Bev-eligible 群に使うとしたら、毒性

arker の決定が必要。FISH は EFGR-TKIs の predictive marker になり
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# 8011 進行性非小細胞肺癌に対するメンテナンス療法(Pemetrexed+BSC vs. Placebo+BSC)の第Ⅲ相比較試験 

 

※非小細胞肺癌において ASCO のガイドラインでは「1st line の化学療法は 6 コース以上投与しない」となっている。 

(過去の試験で、数 cycle で治療を終了する群と、PD までやり続ける群とで生存率に有意差が無かった事から) 

しかし「忍容可能な積極的単剤療法はその限りではない可能性がある」として、1st line で CR, PR, SD に至った患

者に対し Sequential chemo or Maintenance chemo を行うかで、議論が分かれている。 

 

  

3～4 cycles  

 

過去の第Ⅲ相比較試験(n=354)で GEM の

2006;52, p155-p163)事から、さらに大規模(

 

そこで、今回の試験行われたのが Pemetrexe

 

 

4cycles with CR, PR, SD 

 

Respons

 

 

 

 

結果：全体として PFS では 4.0 ヶ月 vs. 1,8 ヶ

群の方が PFS を有意に延長したが、OS は

4.4M vs. 1.8M; P<0.00001, MST 14.4M vs. 

Squamous は有意差を得られなかった。(PFS

有害事象はほとんど無く、G3 の貧血が Peme

 

ASCO では……最終結果は 2009 年に発表さ

Best of ASCO では…… 

Pemetrexed に関する過去の文献（文献名は記

●1st line 治療； CDDP+Pem vs. CDDP+GEM

Non-squamous: CDDP+Pem > CDDP+CEM

●2nd line 治療； Pem vs. Doc の OS 比較 

Non-squamous: Pem > Doc (P=0.048) だが

 

上記のように Pem は Non-squamous には有

考えられる molecular mechanism として S

Synthase(: チミジル酸合成酵素: TS)が多く発

能性として挙げられる。Pem 自身は TS, DHF

効果的(Hanauske et al 2007; 25(5): 417-23)。

 

CR, PR, SD ⇒ Sequential chemo or Maintenance chemo 
nd
PD ⇒ 2  line chemo

maintenance chemo が有意な OS の改善を認めた(Lung Cancer 

n=600)な第Ⅲ相比較試験が進行中である。 

d の maintenance chemo についての比較試験である。 

3 週毎 N = 441 

e, レジメン, 脳転移の有無
N = 222 
Stage ⅢB/Ⅳ 

CDDP (CBDCA) +GEM 

CDDP (CBDCA) +Doc 

CDDP (CBDCA) +PTX 
2:1 でランダム化 

ランダム化要素：性, PS, Stage, 
月(P<0.00001), MST では 13.0 ヶ月

有意とは言えなかった。ただし組

9.4M; P=0.005) において PFS, O

 2.4M vs. 2.5M; P=0.9, MST 9.6M v

trexed 群で 4.3%, Placebo 群で 1.

れる。しかし Pem は mentainance

載なし、複数の文献から参照） 

 の OS 比較 

 (P=0.011) だが、Squamous: CDD

、Squamous: Doc > Pem (P=0.01

効だが、Squamous には有効性が

quamous には Pem が阻害する

現している(Biochem Pharm vol66

R, GRAFT（全て Pem によって拮抗

 

15
Placebo day1, 3 週毎 
Platinum-doublet first-line chemo
Pemetrexed 500mg/m2 day1
 vs. 10.2 ヶ月(P=0.06)と Pemetrexed

織型分類では Non-Squamous(PFS 

S が有意に延長されていた。一方

s. 11.9M; P=0.23)  

4%程度。 

 treatment として有効であると推奨。 

P+GEM > CDDP+Pem (P=0.051) 

8) 

低い事が示唆されている。 

酵素の内の一つである Tymidilate 

, 2003 , Cancer vol107, 2006)事が可

阻害される酵素）が少ない方がより



# 7512 

未治療進展型小細胞肺癌症例に対する CPT-11/CDDP（IP）療法と Etoposide/CDDP（EP）療法の 

ランダム化第Ⅲ相比較試験（SWOG0124） 

 

JCOG 9511  

 

 

 

⇒ MST が 12.8 

 

4

SWOG0124 

 

 

 

 

結果： IP 群、EP 

RR は(IP 群：60%, 

傾向を認めたが、

Grade 3/4 の有害

68%）、血小板減少

ぞれ 4.1% と 4.6%

 

ASCO 2008 では…

●今回のより規模

治 療 は 依 然

Pharmacogeno

可能性などを取

 

Best of ASCO 20

●4 コースの治療

95% dose、CPT

事から、dose in

（ちなみに EP 群

現在 JCOG 05

 

（その他のスライド

# 7516 非小細胞

 

CBDCA+Gem x 4

N=それぞれ 153 v

 

N=77 

CDDP 60mg/m2 day 1 

CPT-11 60mg/m2 day1,8,15
4 週毎 4 サイクル 

ヵ月 vs. 9.4 ヵ月, PFS も 6.9 ヵ月 vs

週毎 4 サイクル 

群において用量変更なく予定通り 4

EP 群：57% 有意差無し）、PFS は 5.7

主要評価項目である OS に有意差は

事象については IP 群で下痢が 19

4.5%（EP 群： 15%）、貧血 6%（EP 群

 で同等であった。 

… 

の大きいこの study で両群に有意差

EP 療 法 で 変 わ ら な い と 言 え る

mics の違いや、JCOG 9511 では少

り上げていた。 

08 では…… 

を終了しえた症例(JCOG 69%, SWO

 80% dose が入っていたが、本試験で

tensity の不足により十分な差異が出

では JCOG: CDDP 85%, VP-16 84%

09 試験(CDDP+CPT-11 療法 vs. CD

） 

肺癌に対する 2nd line としての Doce

cycle 投与後 ⇒CR, PR, SD 患者に

s. 154。Doc 投与可能であった人数
N=77 

CDDP 60mg/m2 day 1 

VP-16 100mg/m2 day 1to3 
4 週毎 4 サイクル 

. 4.8 ヵ月と IP 療法群で有意に延長していた。これを受けて 
N=336 

CDDP 60mg/m2 day 1 

CPT-11 60mg/m2 day1,8,15 
N=335 

CDDP 60mg/m2 day 1 

VP-16 100mg/m2 day 1to3 
4 週毎 4 サイクル 

 コースを終了しえた症例はそれぞれ 24%、29%とほぼ同等。 

 ヵ月（EP 群： 5.2 ヵ月、p=0.07）であり、IP 群が成績良好な

なく、MST は IP 群： 9.1 ヵ月（EP 群： 9.9 ヵ月、p=0.71）。 

% とＥＰ群（3%）より高頻度に出現し、好中球減少 34%（EP 群： 

： 12%）についてはＥＰ群で多くみられた。治療関連死はそれ

が認められなかった事より、アメリカにおける SCLS の標準

。 両 study で の 結 果 の 相 違 の 原 因 と し て 、 人 種 間 の

人数で偶然有意差が得られ、途中有効中止となってしまった

G 63%)の dose intensity を見ると、JCOG 9511 では CDDP は

は CDDP 78% dose, CPT-11 66% dose しか入っていなかった

なかった可能性もあると指摘していた。 

, SWOG: CDDP 81%, VP-16 78%とほぼ同じ量が入っている。） 

DP+Amrubicin 療法の第Ⅲ相比較試験)が進行中である。 

taxel の投与タイミングの比較試験。Immediate or Delayed? 

対し① Doc を続けて投与か、②もしくは PD 後に投与か。 

は① 93%, ② 59%で、結果有意差無し。 

16



「Best of ASCO 2008」に参加して 
東北大学大学院医学系研究科 

大学院生 小峰啓吾 
 
Best of ASCO に参加できるということは、大学院入学前より決定していた事項であり、大

変楽しみにしていました。期待以上の内容で、非常に有意義でした。大学院１年目にして

参加させていただいたということは、大きな財産になったと思います。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
血液は以下の３演題が行われました。 
 
① Dasatinib 2-year efficacy in patients with chronic-phase chronic myelogenous 

leukemia(CML-CP) with resistance or intolerance to imatinib (START-C) 
Mauro M,et al.   Oral presentation 

 
慢性期の慢性骨髄性白血病で imatinib 抵抗性(288 人)と不耐用(99 人)の計 387 人に対する

dasatinib (70mg BID で投与)の治療成績 2 年間を検討したものです。 
MCyR は 62%、CCyR は 53%、MMR among CCyR は 79%。2 年間の時点で PFS は 80%、

OS は 94％でした。 
Imatinib に対する cross-intolerance もなく、dasatinib 70mg BID は十分考えられる治療

と結論付けられていました。 
 
② A phase Ⅰ/Ⅱ study of INCB018424, an oral, selective JAK inhibitor, in patients 

with primary myelofibrosis(PMF) and post polycythemia vera/essential 
thrombocythemia myelofibrosis(Post-PV/ET MF) 

Verstovsek,et al.   Oral Presentation 
 
INCB018424 は JAK1,JAK2 の選択的阻害剤で、ASH2007 にて Phase1 が発表されていま

す。今回は、25mg BID(27 人)、10mg BID(12 人)の PhaseⅠ/Ⅱの結果が示されました。 
両者とも、脾腫やその他の症状が有意に改善され、また炎症性サイトカインなどの減少が

認められました。 
有害事象について、血小板減少が 10mg 群ではなかったのに対し、25mg 群では G3 が 6 人、

G4 が２人であり、血小板減少が dose limiting toxicity と考えられました。 
INCB01842 に関しては、BID でなく QD のレジメンの検討や、BID でも 10mg から 25mg
の間での適正内服量の検討、臨床効果のエンドポイントを何にするかなどコホートが他に

も進行中で、その結果が待たれるとのことでした。 
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③ Bortezomib-Dexamethasone versus VAD as induction prior to autologous stem cell 

transplantation(ASCT) in previously untreated multiple myeloma(MM):Updated 
results of the IFM2005/01 trial. 

Harousseau J,etal.   Clinical Science Symposium 
 

多発性骨髄腫の自家造血幹細胞移植前の寛解導入療法について、VAD 群(242 人) vs 
Bortezomib-Dexamethasone 群(240 人)の randomized study です。 
Study design は、 
VAD(28-day cycle) ； vincristine 0.4mg/m2 day1-4 、 doxorubicin 9mg/m2 day1-4 、

dexamethasone 40mg day1-4,9-12,17-20 
Bortezomib-Dex(21-day cycle)；bortezomib 1.3mg/m2 day1,4,8,11、dexamethasone 40mg 
day1-4,9-12 
寛解導入に関して、CR+nCR が 7.8% vs 19.3% (P=0.004)、very good PR 以上が 19.2% vs 
46.6%(P＜0.0001)と有意に Bortezomib＋Dex 群の有効性が示されました。 
ASCT 後の検討においても CR＋nCR が 23.3% vs 35%(P=0.0063)、very good PR 以上が

43.8% vs 63.2%(P＜0.0001)と有意に Bortezomib＋Dex の有効性が示されました。 
幹細胞採取に関して、Bortezomib＋Dex は 96%の患者において 2×106 CD34＋ /kg 以上が

得られており、また好中球減少も G3 が７％程度と十分認容性があるとされました。 
以上をうけて、自家細胞移植前の寛解導入として、Bortezomib＋Dex がスタンダードとな

りうると結論付けられていました。 
なお、ディスカッションでは、Bortezomib＋Dex 群の方が second collection を必要とする

率が高いこと、また採取時期が全体として少し遅いなどの経験から、collection の効率が少

し悪い可能性があることが討論されていました。 
 
以上。 

文責 小峰啓吾 
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「BEST of ASCO に参加して」 

              東北大学大学院医学系研究科   大学院１年 西條 憲 

 

この度、BEST of ASCO 2008 Japan に参加させていただきました。各分野、癌腫ごとに選

抜された演題についての解説が行われ、非常に興味深く聴講しました。また、演者の先生

方も若く、私たちと然程年齢の変わらない方もいてよい刺激を受けました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

BEST of ASCO 学会報告 

 

A Randomized Study of Lapatinib in combination with Trastuzumab versus Lapatinib 
Monotherapy in Heavily Pretreated HER2＋  Metastatic Breast Cancer Patients 
Progressing on Trastumab Therapy   

多くの前治療を受けトラスツズマブの治療でも病状が進行した HER2 陽性転移性乳癌患者

に、トラスツズマブとラパチニブの併用が有効であることが示された。ラパチニブ単剤投

与と比較するフェーズ 3 試験の結果。 

 毎日ラパチニブ 1500mg を投与される群 148 人とラパチニブを毎日 1000mg と毎週トラ

スツズマブを最初は体重当たり 4mg、次週からは 2mg を投与する群、148 人に分けて行わ

れた。前治療数の中央値は単独群が 4 で併用群が 5 で、6 レジメン以上受けていた患者の割

合は単独群が 28％、併用群が 34％。前治療でトラスツズマブを含むレジメンを受けた患者

数の中央値は、単独群で 3、併用群で 3 だった。 

primary endpoit だった PFS 中央値は単独群で 8.1 週、併用群で 12.0 週(p=0.008）で併用

群に有意に改善していた。Secondary endpoint の RR は単独群が 6.9％、併用群が 10.3％。

MST は単独群が 39.0 週、併用群で 51.6 週（p=0.106）で有意な差ではなかったが併用群

で長い傾向であった。毒性に関して２群間で有意差がでたものは、併用群での下痢の増加

だけであったが、grade3 以上の下痢では両群間で差はなかった。 

 同じ HER2 の path way を作用機転の異なる分子標的薬を用いて、より強固にブロック

することで、治療効果が期待できるということが示唆された。 

 

 

A randomized, double-blind study of bevacizumab in combination with docetaxel as 
first-line treatment of patients with HER2-negative locally recurrent or metastatic 
breast cancer: efficacy and safety  AVADO trial 

HER2 陰性の局所再発、あるいは転移性乳がん患者に対して first-line の化学療法としてド

セタキセルにべバシツマブの併用療法の有効性が示された。 

３週ごとに DOC 100mg/m2＋プラセボを投与する群に 241 人、DOC 100mg/m2＋

Bev7.5mg/kg を投与する群に 248 人、DOC 100mg/m2＋Bev15mg/kg を投与する群に 247
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人割り当てられた。それぞれの群でホルモンレセプター陽性の割合、adjuvant 
chemotherapy の内容に差はなかった。Primary endpoint である PFS はプラセボ群で 8.0
か月、Bev7.5mg/kg 併用群で 8.7 か月(p=0.0318)、Bev15mg 併用群で 8.8 か月(p=0.0099)
と Bev 併用群で有意な延長を認めた。Response rate はプラセボ群で 44%、Bev7.5mg/kg
併用群で 55%(p=0.0295)、Bev15mg 併用群で 63%(p=0.0001)であった。Grade 3 以上の

有害事象はプラセボ群の 67%、Bev7.5mg/kg 併用群の 74.8%、Bev15mg 併用群の 74.1%
でみられ、併用群でやや多く、主な事象は下痢、全身倦怠、手掌足底の紅斑などであった。

転移性乳がん患者に PTX と Bev の併用の有効性を示した E2100 trial の結果を確認する

ことになり、HER2 陰性の転移性乳がん患者に Bev と taxane の併用が有効であることが

明らかになった。 Bev の dose は 7.5 でも 15mg/kg でも有効であり、安価なほうが better
か、との discussant のコメントがあった。 

 

 

Molecular Changes in the Primary Breast Cancer versus the Relapsed/Metastatic 
Lesion from a Large Population Based Database and Tissue Microarray Series 

乳がんの転移巣の ER、PR、HER2 status は原発巣のものから変化しているという報告が

ある。BCCA BCOU data base から組織学的に再発を確認された患者の検体を用いて ER 

PR  HER2 status を免疫染色にて調べた。 160 例を対象にし、 45 例 (28%)で
ER,PR,HER2status の変化が認められた。同側の乳房に再発した case を除外すると 31 例

(19.4%)で変化が認められ、31 例のうち遠隔転移は 7 例、局所再発 24 例であった。 

Discussion では、批判的な意見として、まず遠隔転移巣からのサンプルが 7 例と少なすぎ

ること、biopsy と micro arrey の時点でサンプリングの偏りが起こりうること、adjuvant 
therapy の施行と biopsy の施行時期でも predictive marker の変化が起こりうることなど

があげられていました。 

 

文責 西條 憲 
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 Best of ASCO 2008 in Japan (開催；2008 年 7 月 5 日～6 日) 東京ビッグサイト「国際会議場」にて 

 

 

左から、東北大学加齢医学研究所癌化学療法研究分野教授・東北がんプロフェッショナル養成プラン 

分担コーディネーター（東北大学担当）                 石岡 千加史 

 

東北大学大学院医学系研究科 大学院生                 小峰  啓吾 

今井   源 

井上  正広 

西條   憲 

河合  貞幸 
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