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7月4日（土曜日）
Time 演者 司会

9:30 開場 # Abstract Title Author

10:30-10:40 Welcome & Introduction
西條 長宏 （近畿大学）

7500

Surgery (S) alone, or preoperative (preop) paclitaxel/carboplatin (PC)
chemotherapy followed by S, or S followed by adjuvant (adj) PC
chemotherapy in early-stage non-small cell lung cancer (NSCLC):
Results of the NATCH multicenter, randomized, phase III trial

E. Felip

CRA
7502

MSH2 and adjuvant cisplatin-based chemotherapy in non-small-cell
lung cancer

P. Fouret

7504

Randomized Phase III Study of Mitomycin/Vindesine/Cisplatin (MVP)
versus Weekly Irinotecan/Carboplatin (IC) and Weekly
Paclitaxel/Carboplatin (PC) with Concurrent Thoracic Radiotherapy
(TRT) for Unresectable Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer
(NSCLC) : WJTOG0105

M. Satouchi

11:25-11:30 Discussion: Q&A

6009

Final results of a randomized phase III trial comparing induction
chemotherapy with cisplatin /5-FU (PF) or docetaxel/cisplatin/5-FU
(TPF) follow by chemoradiotherapy (CRT) versus (CRT) alone as
first-line treatment of unresectable locally advanced head and neck
cancer (LAHNC).

R. Hitt

6007
Randomized study of Aranesp as modifier of radiotherapy in patients
with primary squamous cell carcinoma of the head and neck
(HNSCC): Final outcome of the DAHANCA 10 trial.

J. Overgaard

6003
Survival outcomes by tumor human papillomavirus (HPV) status in
stage III-IV oropharyngeal cancer (OPC) in RTOG 0129.

M. Gillison

12:00-12:05 Discussion: Q&A

2008
Adjuvant whole brain radiotherapy versus observation after
radiosurgery or surgical resection of 1-3 cerebral metastases:
Results of the EORTC 22952-26001 study.

R. Mueller

Stereotactic radiosurgery plus whole-brain radiation therapy vs
stereotactic radiosurgery alone for treatment of brain metastases: a
randomized controlled trial.

H. Aoyama

12:25-12:30 Discussion: Q&A
12:30-12:50 Break

12:50-13:50

［ランチョンセミナー］
肺癌化学療法
George R. Simon （Fox Chase Cancer Center）
共催：日本イーライリリー株式会社

大江 裕一郎
（国立がんセンター東病院）

13:50-14:10 Break

5500
Phase II trial of the oral PARP inhibitor olaparib (AZD2281) in
BRCA-deficient advanced ovarian cancer.

M. Audeh

LBA
5508

Carboplatin plus paclitaxel versus carboplatin plus stealth liposomal
doxorubicin in patients with advanced ovarian cancer (AOC): Final
results of the MITO-2 randomized multicenter trial.

S. Pignata

LBA
5509

CALYPSO phase III study: Comparison of carboplatin (C) and
pegylated liposomal doxorubicin (PLD) (C-D), and carboplatin-
paclitaxel (C-P) in relapsed platinum-sensitive ovarian cancer (OC)
by the Gynecologic Cancer Intergroup (GCIG).

E.
 Pujade-Lauraine

LBA
5510

A randomized, phase III study (AGO-OVAR-9, GINECO-TCG, NSGO-
OC-0102): Gemcitabine-paclitaxel-carboplatin (TCG) versus
paclitaxel-carboplatin (TC) as first-line treatment of ovarian cancer
(OC): survival of FIGO stage I-IIA patients.

J. Herrstedt

1
A randomized trial in ovarian cancer (OC) of early treatment of
relapse based on CA125 level alone versus delayed treatment based
on conventional clinical indicators (MRC OV05/EORTC 55955 trials).

G. Rustin

15:00-15:05 Discussion: Q&A

3503
A phase I study of MK-2206, an oral potent allosteric Akt inhibitor
(Akti), in patients (pts) with advanced solid tumor (ST).

A. Tolcher

3511
Results of a phase I trial of KX2-391, a novel non-ATP competitive
substrate-pocket directed SRC inhibitor, in patients with advanced
malignancies

A. Adjei

3509
Clinical activity observed in a phase I dose escalation trial of an oral
c-met and ALK inhibitor, PF-02341066.

E. Kwak

15:50-15:55 Discussion: Q&A
15:55-16:15 Coffee Break

LBA
4509

Efficacy results from the ToGA trial: a Phase III study of trastuzumab
added to standard chemotherapy (CT) in first-line human epidermal
growth factor receptor 2 (HER2)-positive advanced gastric cancer
(GC)

E. Van Cutsem

4510
Neoadjuvant chemotherapy versus surgery alone for locally advanced
adenocarcinoma of the stomach and cardia: Randomized EORTC
Phase III Trial # 40954

C. Schuhmacher

16:35-16:40 Discussion: Q&A

LBA4
A phase III trial comparing mFolfox6 to mFolfox6 + bevacizumab in
stage II or III carcinoma of the colon: Results of NSABP Protocol C-
08

N. Wolmark

CRA
4008

Preoperative fluorouracil (FU)-based chemoradiation +/- weekly
oxaliplatin in locally advanced rectal cancer. Pathologic response
analysis of the STAR (Studio Terapia Adiuvante Retto)-01
randomized phase III trial.

C. Aschele

17:00-17:05 Discussion: Q&A
17:05 Adjourn

10:40-11:25
肺がん（Local-Regional & Adjuvant）
George R. Simon （Fox Chase Cancer Center）
西尾 誠人 （癌研究会有明病院）

関根 郁夫
（国立がんセンター中央病院）

11:30-12:00 頭頸部がん
田原 信 （国立がんセンター東病院）

南 博信
（神戸大学医学部附属病院）

12:05-12:25 転移性脳腫瘍
青山 英史 （北海道大学）

秋田 弘俊
（北海道大学）

14:10-15:00 婦人科がん
喜多川 亮 （NTT東日本関東病院）

松本 光史
（兵庫県立がんセンター）

15:05-15:50
Developmental Therapy (Molecular Therapy)
George R. Simon （Fox Chase Cancer Center）
藤原 豊 （神戸大学）

中川 和彦
（近畿大学）

16:15-16:35 消化器癌（胃がん）
佐藤 太郎 （近畿大学）

朴 成和
（静岡県立静岡がんセンター）

16:40-17:00 消化器癌（大腸がん）
馬場 英司 （九州大学)

朴 成和
（静岡県立静岡がんセンター）

ASCO演題
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7月5日（日曜日）
Time 演者 司会

9:00 開場 # Abstract Title Author

CRA
506

Impact of omission of completion axillary lymph node dissection
(cALND) or axillary radiotherapy (ax RT) in breast cancer patients
with micrometastases (pN1mi) or isolated tumor cells (pN0[i+]) in the
sentinel lymph node (SN): Results from the MIRROR study.

V. Tjan-Heijnen

516
Phase III trial comparing 4-cycle doxorubicin plus cyclophosphamide
followed by 4-cycle taxan with 8-cycle taxan as adjuvant therapy for
node positive breast cancer: Results of N-SAS-BC02 trial.

T. Watanabe

LBA
515

Breast cancer molecular profiles predict tumor response of
neoadjuvant Doxorubicin and Taxol, the I-SPY TRIAL (CALGB
150007/150012, ACRIN 6657).

L. Esserman

10:00-10:05 Discussion: Q&A

1000
Phase III trial of gemcitabine plus docetaxel (GD) compared to
capecitabine plus docetaxel (CD) with planned crossover to the
alternate single agent in metastatic breast cancer (MBC)

A. Seidman

1005

RIBBON-1: Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III
trial of chemotherapy with or without bevacizumab (B) for first-line
treatment of HER2-negative locally-recurrent or metastatic breast
cancer (MBC)

N. Robert

3

Efficacy of BSI-201, a poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP1)
inhibitor, in combination with gemcitabine/carboplatin (G/C) in
patients with metastatic triple negative breast cancer (TNBC):
Results of a randomized phase II trial

J.
 O'Shaughnessy

CRA
501

Phase II trial of the oral PARP inhibitor olaparib in BRCA-deficient
advanced breast cancer

A. Tutt

10:45-10:50 Discussion: Q&A

8506
A phase Ⅲ trial comparing R-CHOP 14 and R-CHOP 21 for the
treatment of patients with newly diagnosed diffuse large B cell non-
Hodgkin's lymphoma

D. Cunningham

8509
R-ICE versus R-DHAP in relapsed patients with CD20 diffuse large
B-cell lymphoma (DLBCL) followed by autologous stem cell
transplantation: CORAL study.

C. Gisselbrecht

7003
A randomized trial of anthracycline dose intensification during
induction of younger patients with acute myeloid leukemia: Results of
Eastern Cooperative Oncology Group study E1900

H. Fernandez

8515
A phase III study of VMPT versus VMP in newly diagnosed elderly
myeloma patients.

A. Palumbo

11:30-11:35 Discussion: Q&A
11:35-11:55 Break

11:55-12:55

［ランチョンセミナー］

肺癌分子標的療法

Edward S. Kim  （MD Anderson Cancer Center）
共催：アストラゼネカ株式会社

武田 晃司
（大阪市立総合医療センター）

12:55-13:15 Break

LBA
5019

Bevacizumab plus interferon-alpha versus interferon-alpha
monotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma:
Results of overall survival for CALGB 90206.

B. Rini

5020
Final results of the phase III, randomised, double-blind AVOREN trial
of first-line bevacizumab (BEV) + interferon-α2a (IFN) in metastatic
renal cell carcinoma (mRCC).

B. Escudier

5021
A randomized, double-blind phase III study of pazopanib in
treatment-naive and cytokine-pretreated patients with advanced
renal cell carcinoma (RCC).

C. Sternberg

13:45-13:50 Discussion: Q&A

8001
SATURN: A double-blind, randomized, phase III study of maintenance
erlotinib versus placebo following non-progression with 1st-line
platinum-based chemotherapy in patients with advanced NSCLC.

F. Cappuzzo

LBA
8002

A randomized, double blind, placebo controlled, Phase IIIb trial
(ATLAS) comparing bevacizumab (B) therapy with or without erlotinib
(E) after completion of chemotherapy with B for 1st-line treatment
of locally-advanced, recurrent, or metastatic non-small cell lung
cancer (NSCLC).

V. Miller

CRA
8000

Maintenance pemetrexed (Pem) plus best supportive care (BSC)
versus placebo (Plac) plus BSC: A randomized phase III study in
advanced non-small cell lung cancer (NSCLC).

C. Belani

8007
Molecular and clinical predictors of outcome for cetuximab in non-
small cell lung cancer (NSCLC): Data from the FLEX study.

K. O'Byrne

8006

Biomarker analyses from a phase III, randomized, open-label, first-
line study of gefitinib (G) versus carboplatin/paclitaxel (C/P) in
clinically selected patients (pts) with advanced non-small cell lung
cancer (NSCLC) in Asia (IPASS)

M. Fukuoka

15:05-15:10 Discussion: Q&A

4503
Gemcitabine with or without cisplatin in patients (pts) with advanced
or metastatic biliary tract cancer (ABC): results of a multicentre,
randomised phase III trial (the UK ABC-02 trial)

J. Valle

4508

Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study of
the effect of Octreotide LAR in the control of tumor growth in
patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors: A report
from the PROMID study group

R. Arnold

LBA
4505

ESPAC-3(v2) - A multicentre, international, open label, randomised
controlled phase III trial of adjuvant 5-fluorouracil/folinic acid (5-
FU/FA) versus gemcitabine (GEM) in patients with resected
pancreatic ductal adenocarcinoma.

J. Neoptolemos

15:40-15:45 Discussion: Q&A

15:45-16:00 Closing Remarks
南 博信 （神戸大学医学部附属病院）

16:00 Adjourn

9:30-10:00 乳癌（Local-Regional & Adjuvant）
高野 利実 （帝京大学）

畠 清彦
（癌研究会有明病院）

大江 裕一郎
（国立がんセンター東病院）

10:05-10:45 乳癌（Metastatic）
田村 研治 （国立がんセンター中央病院）

石岡 千加史
（東北大学）

10:50-11:30 造血器腫瘍（リンパ腫/白血病/多発性骨髄腫）
山口 素子 （三重大学）

直江 知樹
名古屋大学

ASCO演題

15:10-15:40 消化器癌（肝胆膵、その他）
福冨 晃 （静岡県立静岡がんセンター)

大津 敦
（国立がんセンター東病院）

13:15-13:45 泌尿器がん
高橋 俊二 （癌研究会有明病院）

佐々木 康綱
（埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ・
包括的がんｾﾝﾀｰ）

13:50-15:05
肺がん（Metastatic）
Edward S. Kim （MD Anderson Cancer Center)
清水 俊雄 （近畿大学）
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主催 :日本臨床腫瘍学会、米国臨床腫瘍学会

企画 :日本臨床腫瘍学会専門医制度委員会
除劃案会昌::::躙腫繁摯

“

碇則薬会昌E:踵酢F税
り

お問い合わせ、お申し込み先 :日 本臨床腫瘍学会 Best of ASCO in」 apan事務局 Fax:03-5361-7091 E‐ ma‖ :

*お
問い合わせ、お申し込みはFaxま たはE

b― asco@imic or jp
―malに てお願い致します。
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日本臨床腫瘍学会ノ米国臨床月重瘍学会ジョイント教育コース

Breast Cancer

Co:orectal Cancer

Gastrointestinal Cancer

Lung Cancer
など

米国臨床腫瘍学会2009年度年次総会(ASC0 2009)で 報告されるアプストラクトのな

かから、」SMOとASCOのプログラム委員会が厳選したベスト・アプストラクトおよそ30報

について、」SMOとASCOのエキスパートがともに討論を行います。

ASCOの最新1青報を整理し、臨床腫瘍学の最新動向を知るうえで絶好の機会となります。

プログラム、アプストラクト、講師の詳細につきましては、

ウェブサイト(http://ismO.Umin.jp/best2009/)にて順次紹介していきます。

北海道大学

国立がんセンター中央病院

国立がんセンター東病院

国立がんセンター中央病院

国立がんセンター中央病院

近畿大学

癌研有明病院

静岡県立静岡がんセンター

神戸大学医学部附属病院

秋田 弘俊

大江 裕一郎

大津 敦

勝俣 範之

関根 郁夫

中川 和彦

畠  清彦

朴  成和

南  博信 (chair)

アドバイザー
国立がんセンター東病院

国立病院機構大牟田病院

西條

原田

宏

根

長

実
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Best of ASCO 報告 

                        東北大学大学院医学系研究科 

                        東北がんプロフェッショナル養成プラン 

                                 准教授  森 隆弘 

 

今年度の Best of ASCO は昨年同様、お台場の東京ビックサイトで行われた。昨年，今年と２年

続けて抽選に落ちた東京マラソンの悔しさをかすかに感じつつ、２日間の報告を拝聴した。 

わずか１年でも各分野の進歩は著しく、その進歩に追いついて行くためにも日々の、そして本会

のような機会を逃さずに勉学する必要性を感じた次第である。特に分子標的薬は次々と表舞台に

登場しており、分子生物学の研究は我々にとり必須なものであると思われた。 

以下に、第２日目の報告をさせていただきます。 

 

Best of ASCO 第２日目 

１）乳癌(metastatic) 

#1000 P-III trial of gem plus doce (GD) compared to cape plus doce (CD) with planned 

crossover to the alternate single agent in metastatic breast cancer (MBC) 

多施設 P-III.475 名エントリー。1:1 割り付けで GD239 名、CD236 名。各３、９名が除外され 463

名に治療。各 33％、36％が crossover として cape, gem へ。AE は CD に多い（neutropenia は GD

に多く、nause や HFsynd は CD に多い）。Response, TTP(primary EP), OS で差がない。

Induction-crossover では GD+C が良い傾向（TTP 14.3m vs 9.2, p=0.093）著者らの結論は１、

GD と CD では効果に差がない。２、ただし、GD→C が clinical benefit が得られる傾向が有る。

とした。ただし、乳癌の予後を考えると crossover が３０％と低い点が問題であろう。このよう

な crossover まで plan した研究 design は有用であろう。 

#1005 RIBBON-1: randomized, double-blind, placebo-controlled, P-III trial of chemo with 

or without bevacizumab for -1st-line treatment of HER2-negative locally recurrent or MBC 

これまで E2100 試験『未治療の局所再発／転移性乳癌 722 例を１：１割付けで PTX 群（354 名）

と PTX+bev 群（368 名）に。PFS が prim endpoint.(crossover なし)。PFS は 5.6 月 vs 11.3

月(p<0.0001)と延長した。』や AVADO 試験『P-III 試験；bev の dose escalation+DTX。Bev dose 

dependent に PFS 改善傾向。』を受けて、RIBBON-1 を design。1237 名がエントリー。1st-line は

cape or taxane or anthracyclines (investigator’s choice) +bev or placebe (R 化。２：

１割付け)で PD まで。Optional で 2nd line chrom+bev。エントリーは cape+bev 409 名、

cape+placebo 206 名、taxane/anthrax+bev 415 名、T/anthrax+placebo 207 名。PFS で bev の上

乗せ効果有り（Cape では 9.8 月 vs6.2 月、p=0.0011.T/anthr で 10.7 月 vs8.3 月、p=0.040）. 
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obj-RR も有意差有り。但し OS では有意差無し。AEは anthra／bev で蛋白尿，高血圧が有意に多

い。 

#3 Efficacy of BSI-201-PARP1 inhibitor,in combination with G/C in pts with metastatic 

triple-negative BC (TNBC), P-II study 

これまでの研究により BRCA-に PARP inhibitor の感受性有り。これを受け，P-II 研究。転移性

TNBC１２０例をエントリー。R化し、G/C 群と BSI-201+G/C 群、G/C 群は PD で BSI-201+G/C 群に

crossover 可。PFS OS で有意差を持って BSI-201+G/C 群が良好。 

#CRA501 P-II study of the oral PARP inhibitor olaparib in BRCA-deficient advanced BC 

BRCA1 or 2 の mutation が確認された進行乳癌を対象とした olaparib 単剤。１レジメン以上施

行後。Cohort1 (400mg)と cohort2 (100mg).RR PFS は C-1 が良好。AE は C-1 に多い。 

 

２）造血器 

#8506 P-II trial comparing R-CHOP 14 and R-CHOP 21 for pts with newly diagnosed diffuse 

large B-cell non-Hodgkin 

これまで，ドイツで CHOP14, CHOP21, CHOEP14, CHOEP21 の 4 軍比較の結果，若年者で CHOP14

を標準とした。日本では JCOG9809 にて CHOP14 と 21 の比較、中間解析で試験中止し CHOP21 を標

準とした。今回，上記 P-III 研究の結果が報告された（6XR-CHOP14(+2XR) vs 8XRCHOP21）。新規

症例 1080 例エントリー、R化し，各群 540 例。Toxicity は neutro、febrile neutro が２１で多

く、thrombo が１４で多い。心毒性変わらず。OS 変わらず。今回は中間解析、現時点では R-CHOP21 

8 コース。問題点、２１軍では GCSF の使用基準が不明。 

 

3) 泌尿器 

#LBA 5019 bevacizumab plus interferon-alfa versus interferon-alfamonotherapy in patients 

with metastatic RCC; results of OS for CALGB 90206. 

#5020 Final result of P-II study, Rondamized double-blinded AVOREN trial  

Meta-RCC を R 化。IFNA 群と bev+IFNA 群に。Ob Response で有意に bev+IFNA が良好。但し、OS

では bev+IFNA が良好だが有意差でない。２次治療まで受けられた例でみると B+IFNA が良好。毒

性は proteinuria hypertension が B+IFNA で多い。結論として、bev+IFNA を初期治療とする事

で PFS OS の改善を見込める。(#5019) 

AVOREN study, 腎摘後の RCC を R 化、IFNA+bev 群と IFNA+placebo 群に。ORR では有意に IFNA+bev

が良好。Median PFS も良好。ただし、OS は良好だが有意差でない。 

 

NCCN guideline 2009 では unresectable RCC の 1st line は sunitinib, temsirolimus, bev+IFN, 
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high dose IL-2, sorafenib, clinical trial, BSC となっている。1st line での IFN vssunitinib

は sunitinib (2007 ASCO)，IFN vsIFN+bev は IFN+bev が PFS で良好（今回）。Sunitinib と bev+IFN

を OS で比較すると sunitinib の方が優れている。一方，日本のデータでは cytokine(IFN or IL2)

は良好な結果である。現時点で 1st line として IFN がむしろ良く（日本では）、次いで sunitinib

は bev+IFN と同等かより優れていると考えられる。しかしまだ，結論は出ていない。血清 VEGF, 

VEGFR が biomarker となる。甲状腺機能異常が sunitinib の surrogate maker になる。高血圧が

axitinib (VEGFR inhibitor)の surrogate maker になる。等の報告。 

 

# A randomized, double-blind P-III study of pazopanib in treatment-naïve and 

cytokine-pretested patients with advanced RCC 

経口の angiogenesis inhibitor (VEGFR PDGFR c-kit 阻害)である pazopanib の P-III study. 

P-II で有効性が示された。進行 RCC４３５例を R 化（２：１割付け）、pazopanib 群と placebo

群。Open-label study at progression で placebo 群も pazopanib への option あり。

Treatment-naïve subpopulation での PFS では pazopanib が有意に良好。Cytokine-pretreated 

subpopulation でも有意に良好。Tumor response も Pazo 群で良好。OS の中間解析では pazo 群

が有意に良好であった（placebo の４８％が pazo を服用）AE は少ない（蛋白尿、甲状腺機能低

下、HFS 等が多い）。 

 

Pazovssunivssora の間接的比較をすると、OR で比較すると，1stline では Pazo=Suni>Sora, 2nd

では Pazo=Suni=Sora。AEは Pazo<Suniと思われる。PazovsSuniの直接比較試験が施行中である。 

この他，RCC に対しては、Axinib の P-II 研究で RR が４４％、Everolimusvs placebo の P-III

研究で有意に PFS の改善、sunitinibfilure 後の ABT-869 の P-II 研究などがある。現時点では

pazopanib が sunitinib と同等の効果があるようだ（P-III 施行中）、axinib は sunitinib より

優れているかも、temsilorimus, everolimus は VEGFR-inhibitor-resistent tumor に効くかも、

と思われる。 

 

4) 肺癌（進行，転移） 

 

Invited speaker, Ed Kim, from MD Anderson 

肺癌の personalized therapy について。Biomaker のはなし。ERCC1, EGFR muatation, EGFR copy 

number, K-rasmutation.clinicalbiomaker としての 1st-cycle rash の有用性。肺癌では K-ras 

mutationは biomarkerとしては有用ではない。アジアでのstudy,#8007 Biomarker analyses from 

a P-III randomized, open-label, first-line study of gefitinibvscarboplatin/paclitaxel in 
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cilically selected patients with advanced NSCLC in Asia (IPASS)を紹介。１：１で R 化。

PFS で gefitinib が良好。EGFR mutation+では gefitinib で有意に PFS 良好、EGFR mut-では

Carb/pacli の方が良い。EGFR copy number では傾向が出るが、post-hoc で EGFR mutation を反

映している可能性。 

BATTLE (Biomarker-integrated Approaches of Targeted Therapy for Lung Cancer Elimination), 

EGFR mutation, KRAS mutation, BRAF, VEGF, VEGFR2, RXRa, RXRb, RXRg, Cyclin D1 の解析。

それと、Erlotinib, Sorafenib, Vandetanib, Erlotib+Bexarotene の治療効果。現在まで 305

例。 

 

５） 消化器（肝胆膵） 

#4503 Gem with or without cis in pts with advanced or metastatic biliary tract cancer: 

results of multicenter, randomized P-III trial (the UK ABC-02 trial) 

先行の ABC-01(R 化 P-II)の結果、GEM+CDDP の survival benefit が示唆され、P-III 研究へ。４

００例が登録（ABC-01 の８６例含む）、１：１の割り付けで GEM 群と GEM+CDDP 群。PD 後は

physician’s discretion. Median PFS で８．３M 対１１．７M で有意差あり。毒性に殆ど差無

し。種々の subgroup 解析でも GEM+CDDP が良好。 

#4579 A randomized study of gem/cosvs single-agent gem in pts with biliary tract cencer 

(BT-22 study) 

日本の研究グループ。８４例登録。R 化１：１割付け。Median で gem は４．０cycle, gem/cis 

6.0cycle.RR DCR とも gem/cis が良好（ABC-02 とほぼ同じ）。PFS も ABC-02 とほぼ同じ結果。 

上記２研究にて今後は gem/cis が世界標準となるであろう。 

#LBA4505 ESPAC-3(v2): A multicenter, international, open-label, randomized, controlled 

P-III trial of adj 5-FU/FA versus gem in pts with resected pancreatic ductaladenocarcinoma 

2000 年からの ESPAC-3(v1)が 2005 年より v2 となり症例数１０３０をエントリー。Curative ope

後。R化し、5FU/FA に５１５例、GEM に５１５例。PFS で差がない。１１７症例に治療関連 SAE、

７７例が 5FU/FA で４０例が GEM.著者の結論として survival に差はないが安全性から gem が

better。 

現在、ESPAC-4 (curative ope 後１０８０例を R化し、GEM vsGEM+cape)と JASPAC-01(curative ope

後，３６０例を R化、GEM vs S1、S１の非劣性をみる)が施行中。 
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Best of ASCO 2009 in JAPAN 
 

                               東北大学大学院医学系研究科 

                                   大学院生 岡田佳也 

 

7月4日～7月5日に東京有明ビッグサイトにて開催されました。 
 
 

7月4日、会場は若手のOncologistを目指す医師だけでなく、ベテランの内科医、外科医も含む臨床医で一杯になりまし

た。 
本年度のASCOは influenzaの影響で参加を取りやめた先生方も多く、ASCOでの発表に期待を寄せるその大きさがうか

がわれました。 
以下に取り上げられた演題とその結果、検討などを簡単にご報告いたします。 

 
 
 
7月4日 
セッション１. 肺がん（局所、補助化学療法） 
Abstract 7500 

Surgery (S) alone, preoperative (preop) paclitaxel/carboplatin (PC) chemotherapy followed by S, or S followed by 
adjuvant (adj) PC chemotherapy in early-stage non-small cell lung cancer (NSCLC): Results of the NATCH 
multicenter, randomized phase III trial. 

術前、術後化学療法は優位なOSの延長を認めない、という結果であった。したがって術前化学療法は少なくとも積極的に

行うべきとはいえないであろう。一方Ⅱ、Ⅲ期のNSCLCの完全切除例に対してはこれまで通りCDDPベースの術後化学

療法が標準治療として推奨されるという点も変わらない。 

 

Abstract CRA7502 

MSH2 and adjuvant cisplatin-based chemotherapy in non-small cell lung cancer. 

MSH2の予後予測因子として有用かどうかを見る試験。結果はMSH2はCDDPベースの化学療法の有効性をある程度示唆する

ことで、ERCC1と同程度の予後予測因子としてよいだろうとの見解であった。またERCC1と組み合わせることで更によいだろう

とされた。今後前向き試験を行い、その結果をもって臨床応用される可能性もあると思われた。 

 

Abstract 7504 

Randomized, phase III study of mitomycin/vindesine/cisplatin (MVP) versus weekly irinotecan/carboplatin (IC) or 
weekly paclitaxel/carboplatin (PC) with concurrent thoracic radiotherapy (TRT) for unresectable stage III 
non-small cell lung cancer (NSCLC): WJTOG0105. 

wIC及びwPCはいずれもMVP療法に対して非劣勢を証明できなかった。しかし有害事象のProfileではwPC群で優位に軽度

であった。以上より切除不能StageⅢのNSCLCに対する化学療法としてwPCは考慮されるべきRegimenの一つとされても

よいと考えられた。 
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セッション2. 頭頸部がん 
Abstract 6009 

Final results of a randomized phase III trial comparing induction chemotherapy with cisplatin/5-FU or 
docetaxel/cisplatin/5-FU follow by chemoradiotherapy (CRT) versus CRT alone as first-line treatment of 
unresectable locally advanced head and neck cancer (LAHNC). 

主要評価項目であるTTFは、導入化学療法群が有意に優れていることが示されたことから、導入化学療法が局所進行頭頸

部扁平上皮癌の標準治療と認識されることが期待されたが、OSでの評価が不明であること、毒性の情報が少ないこと、

Intent-to-Treat 解析が行われていないことなどからこの試験結果をもって、導入化学療法が切除不能局所進行頭頸部癌の標

準治療とはいえないだろう。現在進行中の導入化学療法 vs. 化学放射線療法の比較試験の結果を待って判断されるものと思

われた。 
 
 
Abstract 6007 

Randomized study of Aranesp as modifier of radiotherapy in patients with primary squamous cell carcinoma of 
the head and neck (HNSCC): Final outcome of the DAHANCA 10 trial. 

Hbの低いHNSCC患者を対象にした、放射線単独療法に対する、Aranesp併用群のDCR、およびDFSの 
影響を見た試験。結果は優位にDCR、DFSともに劣ったものとなった。この原因は明らかではないが。これまでの報告に

よるとHNSCCにはErythropoetin受容体が存在し、ESAが tumor stimulating factorとして働くといった説や、貧血患

者にEPOを投与することが腫瘍関連死のリスクを上げるといった報告もある。このことから今後のAranesp投与を有した

臨床試験は中止となった。 
 
 
Abstract 6003 

Survival outcomes by tumor human papillomavirus (HPV) status in stage III-IV oropharyngeal cancer (OPC) in 
RTOG 0129. 

 
下咽頭癌におけるHPV positive statusは予後に影響を与えるかどうかを見た試験。結果はOS、PFSには差がなく、また

再発リスクも有意に上昇しているわけではなかった。このことより下咽頭癌の予後予測因子としてのHPV、及びp16の有

用性は否定的であった。 
 
 
セッション3. 転移性脳腫瘍 
Abstract 2008 
 
Adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of 1–3 cerebral 
metastases: Results of the EORTC 22952–26001 study 
 
3個以下の脳転移に対する手術、定位照射後の全脳照射の有用性についての試験。結果はPFSにおいて全脳照射を行った群

が1.2カ月の延長を認めたものの、主要評価項目であるPS、及びOSにおいて全脳照射のadvantageは得られなかった。

したがって全脳照射の追加は積極的に推奨されないと考えられた。しかしながら2006年JAMAに報告されたRCTでは全

脳照射を追加することは神経関連死を有意に減少させたとされており（本邦では有意差はなかった）、追加全脳照射のoption
は必ずしも消え去ってしまったと考えるのは時期尚早であると考えられた。 
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セッション4 . 婦人科がん 
Abstract 5500 

Phase II trial of the oral PARP inhibitor olaparib (AZD2281) in BRCA-deficient advanced ovarian cancer. 

AZD2281はBRCA1/2キャリアーの既治療卵巣癌症例において単剤でも400mg/m2で投与することでCR〇まで認め

るほど効果的であった。また卵巣癌のkey drugであり、第一Regimenでよく使用されるPlatinumに反応した例で

も、反応しなかった例でも効果を認めた。認容性は400mg/m2においても torelableであった。以上より既治療の卵

巣癌の治療 optionの一つになりうるかもしれないと考えられた。今後 follow upが長く経過した後のdataも参考にし

たい。乳癌のセッションで発表されたBSI-201を使用することで更なる効果の上昇、認容性の向上も期待されると述

べられていた。 
 
 
Abstract LBA5508 

Carboplatin plus paclitaxel (CP) versus carboplatin plus stealth liposomal doxorubicin (CLD) in patients with 
advanced ovarian cancer (AOC): Activity and safety results of the MITO-2 randomized multicenter trial. 

標準療法であるTJに対するCBDCA+DXRの比較試験。RRに有意差は認めなかった。認容性はともに tolerableであった。

追跡期間が短く、最終結果を待たないと最終判断はできないと思われる。AEのプロファイルが違うため、たとえば脱毛な

どのTaxaneによるAEを回避したいと考える患者様にとっては一つのoptionになるかもしれないと考えられた。 
 
 
Abstract LBA5509 

CALYPSO phase III study: Comparison of carboplatin(C) and pegylated liposomal doxorubicin(PLD)(C-D) versus 
carboplatin and paclitaxel(C-P) in relapsed platinum-sensitive ovarian cancer (OC): CALYPSO study of the 
Gynecologic Cancer Intergroup (GCIG). 

LBA5508試験と同様の比較で、こちらは先行するPlatinumベースの chemotherapyが効果的であった症例の、再発後に

投与、比較検討したPhaseⅢ試験。主要評価項目であるPFSにおいて少なくともCBDCA+DXRはTCに対して非劣性は

証明された。OSに関してはまだ immatureであるが、5508試験同様、AEプロファイルからして十分治療optionとなりえ

るだろうと考えられた。 
 
 
Abstract LBA5510 

A randomized, phase III study (AGO-OVAR-9, GINECO-TCG, NSGO-OC-0102): 
Gemcitabine-paclitaxel-carboplatin (TCG) versus paclitaxel-carboplatin (TC) as first-line treatment of ovarian 
cancer (OC): Survival of FIGO stage I-IIA patients. 

比較的早期の卵巣癌に対する初回治療にTC+GではTCに対して優越性を認めるかを見た試験。これまで3rd drugを乗せ

てもnegative dataがそろっていたが、今回もPFS及びOSにおいて統計学的有意差は得られなかった。認容可能であった

とはいえAEに関しても特に血液毒性において優位にTCG群で頻度が高かった。以上よりTC療法にGを乗せることは勧

められないという結果であった。 
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Abstract 1 

A randomized trial in ovarian cancer (OC) of early treatment of relapse based on CA125 level alone versus 
delayed treatment based on conventional clinical indicators (MRC OV05/EORTC 55955 trials). 

CA125におけるMRC OV05試験とEORTC55955試験の結果。これらの試験では、CA-125の上昇を再発と見なして早期

に治療を開始した場合と、腫瘍マーカーの上昇に加え画像診断などによる腫瘍の確認を待ってから治療を開始した場合とを

比べて、生存率の改善などが見られるかが前向きに検討された。結果はCA-125の上昇を指標に抗がん剤治療を早期に開始

しても、生存率の改善は見られず、QOLは逆に低下する傾向が確認された。したがって腫瘍マーカーの上昇のみで化学療法

投与を開始することは勧められないと考えられた。 
 
 
セッション5. 開発中の治療薬（分子標的治療薬） 
Abstract 3504 

Obatoclax mesylate and topotecan in relapsed SCLC.. 

bcl2 familyであるObatoclaxの再発性SCLCに対する安全性について。DLTでは神経毒性、FNが出現した。その他血小

板減少症が高頻度でみられた。現在PhaseⅡがSCLCで進行中である。 
 
 
Abstract 3508 
 
Phase Ⅰ study of spliceosome inhibitor E1707 
 
Splicingを受ける前のPre-RNAを抑制し、結果としてmRNAの発現を減少させ、抗腫瘍効果を発揮する。DLTでは悪心、

嘔吐、下痢などの消化管障害であった。 
 
 
Abstract 3509 
 
Clinical activity observed in a phase I dose escalation trial of an oral c-met and ALK inhibitor, PF-02341066 
 
PF-02341066は c-MET/HGF、ALK受容体におけるATP競合的拮抗によりTKIとして働く小分子阻害剤。DLTは肝障害

(ALT上昇)と倦怠感、下痢であった。37人の患者に投与した結果、NSCLCにおいて3人がPR or PRinであり、4人がSD
であった。 
 
 
Abstract 3510 
 
A phase Ⅰ study of Wee 1 tyrosine kinase inhibitor both as monotherapy and in combination with gemcitabine, 
carboplatin or cisplatin. 
 
Wee 1 TKIであるMK-1775はCDC2のリン酸化を阻害し、G2 check pointであるCDC2/cyclinB complexを調整する。

DLTは好中球減少症、倦怠感、下痢、低カリウム血症であった。Melanomaの患者で著明な抗腫瘍効果が発揮された。 
 
 
Abstract 3511 
 
Results of a phase I trial of KX2–391, a novel non-ATP competitive substrate-pocket directed SRC inhibitor, in 
patients with advanced malignancies 
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KX2-391はATP競合的阻害ではないSrcに対するTKIであり、ATPに競合的阻害をおこす他の薬剤に比べ治療 spectrum
が広いと報告されている。DLTは肝機能障害(AST、ALTの上昇)、好中球減少症、倦怠感であった。また消化管毒性も高確

率で認められた。32人中7人の患者さまで4か月以上のSD経過中であるとの報告であった。 
 
 
Abstract 3513 
 
A phase Ⅰ study of XL281, a selective oral RAF kinase inhibitor 
 
XL281は野生型/変異型のRAFに対する選択的阻害薬である。Melanoma、甲状腺乳頭癌のそれぞれ1名の患者様に有効で

あったと報告された。 
 
 
セッション6. 消化器癌（胃がん） 
Abstract LBA4509 
 
Efficacy results from the ToGA trial: A phase III study of trastuzumab added to standard chemotherapy (CT) in 
first-line human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive advanced gastric cancer (GC) 
 
進行胃癌において分子標的の上乗せ効果が示された最初の大規模臨床試験。全胃癌患者の中で、HER2陽性である限られた

症例のみに対する治療とはいえHRは0.74であり、標準治療に比し、死亡リスクを26%も減少させた。主要評価項目である

OS もおよそ3ヶ月の延長が認められた。本試験は欧米の患者も登録された国際多施設共同研究であり、HER2陽性胃癌症例

における世界の標準治療が新たに生み出されたといえるだろう。本邦において今後は標準治療TS-1+CDDPへの上乗せを証

明する試験の計画が必要となると思われる。AVAGAST試験の結果も待たれるところで、胃がんの領域にも分子標的の波が

いよいよやってきたと感じられた。 

 
 
Abstract 4510 

Neoadjuvant chemotherapy versus surgery alone for locally advanced adenocarcinoma of the stomach and cardia: 
Randomized EORTC phase III trial #40954. 

NACの有用性を見るEORTC 40954試験の最終結果。NAC群は術前に5FU+CDDP+FAを2サイクル行う。2年生存率

および2年PFSでは統計学的有意差はなかった。この結果は、たとえば手術の際、前例にD2郭清していなかったり、毒性

のため化学療法を完遂できなかった患者様が実に37%にも及ぶなどeligibilityにも問題があったと思われる。本邦において

は胃がん薬物療法のKey drugであるTS-1を使用していないことなどから、この結果をもってNACの有用性を判断するこ

とは時期尚早だと考えられた。 
 
 
セッション7. 消化器癌（大腸がん） 
Abstract LBA4 

A phase III trial comparing mFOLFOX6 to mFOLFOX6 plus bevacizumab in stage II or III carcinoma of the 
colon: Results of NSABP Protocol C-08. 

mFOLFOX6へのBevacizumabの上乗せ効果は認められないことが正式に報告された。本試験では、主要評価項目である

DFSの改善は認めなかった。AVANT試験の結果と併せてBevacizumabのAdjuvantの位置づけが正式に判断されると考

えられた。 
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Abstract CRA4008 

Preoperative fluorouracil (FU)-based chemoradiation with and without weekly oxaliplatin in locally advanced 
rectal cancer: Pathologic response analysis of the Studio Terapia Adiuvante Retto (STAR)-01 randomized phase 
III trial. 

NACRとして l-OHPを加える意義があるかをみたSTAR-01試験。結果は毒性は増大したものの腫瘍制御率は優位に向上し

なかったという結果であった。以上よりNACRとして l-OHPを投与することは勧められない。本邦においてはNACの有

用性も証明されておらず、本試験をみても手術成績を著しく向上させるものでもないため、従来通り広範浸潤例においても

拡大手術にadjuvantを加えることが標準治療として変わらないだろうと考えられた。 
 
 
7月5日 
セッション8. 乳癌（局所、補助化学療法） 
Abstract CRA506 

Impact of omission of completion axillary lymph node dissection (cALND) or axillary radiotherapy (ax RT) in 
breast cancer patients with micrometastases (pN1mi) or isolated tumor cells (pN0[i+]) in the sentinel lymph node 
(SN): Results from the MIRROR study. 

早期乳癌に対して術後照射を省略できるかを見た試験。結果からするとpN0、pN1(i+)では省略可能であり、pN1miでは逆

に照射を行った方がよいと解釈できる。ある意味ではリンパ節郭清よりも術後照射の追加の方が再発リスクを下げるのでは

ないかと考えられた。 
 
 
Abstract 516 

Phase III trial comparing 4-cycle doxorubicin plus cyclophosphamide followed by 4-cycle taxan with 8-cycle taxan 
as adjuvant therapy for node-positive breast cancer: Results of N-SAS-BC02 trial 

リンパ節転移陽性例での最適のadjuvantを見るN-SAS-BC-02試験の結果。主要評価項目であるDFSを改善したものは

AC療法であり、Taxanに関してはDTX>PTXという結果であった。またHER2の発現がACのbenefitを更に関連すると

いう結果も示された。 
 
 
Abstract LBA515 

Breast cancer molecular profiles and tumor response of neoadjuvant doxorubicin and paclitaxel: The I-SPY 
TRIAL (CALGB 150007/150012, ACRIN 6657). 

NACとバイオマーカーについての I-SPY試験。pCRに加え、PCB（腫瘍径、%Cancer cellularity、LN転移最大径、LN
転移個数から算出）とバイオマーカー（IHC、Luminal A/B、HER2、Basal-like、NKI 70、POR-S、Wound healing、p53、
CDH、プロテオミクス）、そして予後（PFS、OS）の関連を見た。結果はpCR、PCBはPFS/OSを正確に予測する。また

既知のバイオマーカーでも予後を正確に予測できるという結果であった。乳癌領域においても新薬が出てきているのでそれ

らをスクリーニングする I-SPY2試験が現在進行中である。 
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セッション9. 乳癌（転移性） 
Abstract 1000 

Phase III trial of gemcitabine plus docetaxel (GD) compared to capecitabine plus docetaxel (CD) with planned 
crossover to the alternate single agent in metastatic breast cancer (MBC). 

GD群がCD群に較べてTTPで約2ヶ月伸びたという結果で、その survival benefitとしては物足りなさを感じるが、GD
ののちCapeciatabine単剤があとのoptionに残せること、そして sub analysisにおいてその cross overではTTPが約5か

月延長した。しかし実臨床において治療方針を大きく変えるほどの impactはないと考えられた。 

 
 
Abstract 1005 

RIBBON-1: Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial of chemotherapy with or without 
bevacizumab (B) for first-line treatment of HER2-negative locally recurrent or metastatic breast cancer (MBC). 

HER2陰性例にBevacizumabの上乗せをあるかどうかを見たRIBBON-1試験。結果は主要評価項目であるPFSを

Bevacizumab併用群が有意に延長したというものであった。併用する化学療法に関してはAnthracyclin、Capecitabine、
Taxaneのいずれかをベースにしたものであったが、いずれも有意にPFSの延長を認めた。以上よりHER2陰性例におい

てはBevacizumabの併用が今後 recommendされることになると考えられた。 
 
 
Abstract 3 

Efficacy of BSI-201, a poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP1) inhibitor, in combination with 
gemcitabine/carboplatin (G/C) in patients with metastatic triple-negative breast cancer (TNBC): Results of a 
randomized phase II trial. 

PARP阻害剤BSI-201の乳癌における有効性を見たPhaseⅡ試験。追跡期間が短いにもかかわらず、OSで大きな差が出たの

は驚くべきことである。化学療法単独群が無効となった場合にcross overが可能とされているが、実に40%の症例でBSI-201
の追加使用が行われた。DNAの修復機序とBRCA1/2 変異との関係という基礎的知見をベースにして薬剤開発を行っている。

これまで不毛とされたtriple negative乳癌領域に彗星のごとく現れた新星といえると同時に、個別化治療にも一役買うだろ

うと予想される。今後は抗がん剤との使用タイミングをどうするのが最も効果的か、どれくらいの期間使用するのがよいの

かなどの検討がPhaseⅢ試験へと引き続き検討されるであろうと思われた。 

 
 
Abstract CRA501 

Phase II trial of the oral PARP inhibitor olaparib in BRCA-deficient advanced breast cancer. 

Abstract 3に引き続きPARP阻害剤の進行乳癌における効果を見た試験。BRCA1/2 carrier症例であれば既治療例において

も有効であったという結果。HER2に引き続きBRCA1/2は乳癌治療における重要なバイオマーカーといえるのではないか

と考えられた。PARP阻害剤については前述のように卵巣癌でも有効性が報告され、今後のがん薬物療法の重要な位置を占

めると思われた。 
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セッション10. 造血器腫瘍（リンパ腫／白血病／多発性骨髄腫） 
Abstract 8506 

A phase III trial comparing R-CHOP 14 and R-CHOP 21 for the treatment of patients with newly diagnosed 
diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma. 

DLBCLに対する標準治療（R-CHOP21 8コース）とR-CHOP14 6コース＋R単独 2コースを比較検討した試験の中

間解析。奏功率に差はなく、有害事象は21群では有意に好中球減少（FNも含めた）が多く、一方14群では血小板減少が

多く認められた。最終結果を待って判断されるものと思われるが、標準治療を大きく変えるほどの結果にはならないであろ

うと予想された。 
 
 
Abstract 8509 

R-ICE versus R-DHAP in relapsed patients with CD20 diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) followed by 
autologous stem cell transplantation: CORAL study. 

CD20陽性DLBCLに対して自家末梢血幹細胞移植後の follow up regimenとしてR-ICE or R-DHAPを比較検討した

CORAL試験。結果はPFS、OSにおいて差は認められなったが、認容性においてはR-ICE群が優れていた。また前治療に

おいてRituximab使用例では有意にPFSが劣っていた。そのため移植後Rituximab維持療法の評価に影響を与えている可

能性があり、今後の試験で検討していく必要があると考えられた。 
 
 
Abstract 7003 

A randomized trial of anthracycline dose intensification during induction of younger patients with acute myeloid 
leukemia: Results of Eastern Cooperative Oncology Group study E1900. 

60歳未満AML患者様の寛解導入におけるDNRを増量した場合の安全性、及び長期予後についての検討。結果は完全寛解

率、およびOSにおいて改善が認められた。また認容性においても十分 torelableであった、以上よりDNR:90mg/m2が推

奨される。しかしながらFLT3、MLL変異例や55歳以上の症例においては有意差はなく、また予後不良であった。これら

に対するより有効な治療法の開発が待たれる。 
 
 
Abstract 8515 

A phase III study of VMPT versus VMP in newly diagnosed elderly myeloma patients. 

高齢者多発性骨髄腫に対するThalidomideの上乗せ効果をみる試験。結果は3年PFSにおいて有意に改善していた。一方、

Bortezomibの投与間隔別に見てみると、weeklyの方がbiweekly投与法に比べ毒性の軽減に繋がった。従って、特に高齢

者の多発性骨髄腫に対してはweeklyでBortezomibを投与することが望ましく、4剤併用の効果は最終結果（OS）が出て

から判断できるものと考えられた。 
 
 
セッション11. 泌尿器がん  
Abstract LBA5019 
 
Bevacizumab plus interferon-alpha versus interferon-alpha monotherapy in patients with metastatic renal cell 
carcinoma: Results of overall survival for CALGB 90206 
 
mRCCに対するBevacizumab上乗せ効果を見たCALGB9 90206試験（オープンラベル）の中間解析結果。主要評価項目
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であるOSはまだ到達していないが、PFS、RRともに有意に併用群で改善していた。AEの頻度は併用群で有意に高く、食

欲不振、倦怠感、高血圧、蛋白尿においては特に注意が必要である。下記のAVOREN試験の結果と併せて最終結果を待っ

てmRCCの治療アルゴリズムにおけるBevacizumabの位置づけがはっきりしていくと思われた。 
Abstract 5020 

Final results of the phase III, randomized, double-blind AVOREN trial of first-line bevacizumab (BEV) + 
interferon-α2a (IFN) in metastatic renal cell carcinoma (mRCC). 

mRCCに対する1st lineでのBevacizumabの上乗せ効果を見たAVOREN試験の結果。中間解析でPFSにおいては有意

差を持って上乗せ効果があったためきたいされたものの、結果は IFN単独群と比較しOSは軽度改善するのみであった。し

かし、Bevacizumab併用群では IFNの減量に成功したという結果となったため、IFNによるAEが強く出た場合考慮して

もよいかもしれないが、薬価、Bevacizumab特有のAEもあることから積極的には推奨できないと思われた。 
 
 
Abstract 5021 

A randomized, double-blind phase III study of pazopanib in treatment-naive and cytokine-pretreated patients 
with advanced renal cell carcinoma (RCC). 

Marti targetted agentであるPazopanibのRCCにおける有用性を見た試験。主要評価項目であるPFSは有意に改善

(HR;0.46)しており、未治療例に限っては凡そ8カ月もの改善を認めた。またOSの中間解析でも有意に優れていた。認容性

においても優れており、今後RCCの治療として十分考えられるだろう。最終結果を待たねばならないが、また一つRCCに

おける分子標的治療薬のオプションが増えたのではないかと感じられた。 
 
 
セッション12. 肺がん（転移性） 
Abstract 8001 

SATURN: A double-blind, randomized, phase III study of maintenance erlotinib versus placebo following 
nonprogression with first-line platinum-based chemotherapy in patients with advanced NSCLC. 

本試験ではelrotinib群とpracebo群でPFSが優位にもかかわらずQOLの差を認めなかった。OSの結果も示されていない

以上、elrotinibによる維持療法を日常臨床で使用するには時期尚早と思われた。しかしelrotinibが組織型に関係なく有効

性を示したことはpemetrexedとの大きな違いで、本試験のOSの結果を待って判断すべきだと考えられた。 

 
 
Abstract LBA8002 

A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase IIIb trial (ATLAS) comparing bevacizumab (B) therapy 
with or without erlotinib (E) after completion of chemotherapy with B for first-line treatment of locally advanced, 
recurrent, or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). 

Bevacizumab及び化学療法による治療を受けているNSCLS患者様に対して、維持療法としてBevacizumab単独群に対し

てElrotinibを加えた場合の優越性を見る試験。主要評価項目はPFSであったが、併用群が有意に改善を示していた。安全

性に関してはすでに両薬剤で報告されているprofile以外の重篤なものは発生しなかった。最終結果(OS)を待って判断する

ことになるだろうが、少なくともElrotinibを維持療法で使用することはOptionとして有用であると考えられた。 
 
 
Abstract CRA8000 

Maintenance pemetrexed (Pem) plus best supportive care (BSC) versus placebo (Plac) plus BSC: A randomized 
phase III study in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). 

非扁平上皮癌患者に対する標準化学療法後（SD以上）の維持療法として、Pemetrexedの有用性が初めて証明された。Placebo
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を用いたRCTにおいてPFS、OSともに有意な改善を認めていた。非扁平上皮癌の場合、割り付けからの生存期間中央値

が5ヶ月も優っており、FDA・EMEAの承認後日常臨床においては広く使われるようになると思われる。しかし臨床にお

いては休薬期間も重要とされ、まだ標準治療とするのは時期尚早と思われた。 

Abstract 8007 
 
Molecular and clinical predictors of outcome for cetuximab in non-small cell lung cancer (NSCLC): Data from the 
FLEX study. 
 
EGFR陽性NSCLC患者様に対するCetuximabの上乗せ効果をみる試験。Referrence armはCDDP+VNRで、これとの

併用による優越性を見た。主要評価項目はOSであった。結果は化学療法単独群に比べOSを1.2か月改善するのみであっ

た(統計学的には有意差あり)。RRにも有意差があったが、PFSには有意差は認められなかった。現在Cetuximabのバイオ

マーカーとしてKRAS statusなどが知られており、本試験の両群にKRAS mutantが多数存在している。サブ解析におい

てKRAS mutant同士の比較検討があったが、予想通り両群間に有意差はなかった。従って少なくともCetuximabの有用

性を確認するためには今後、Cetuximab感受性のよい群同士を比較検討する試験の追加が求められるのではないかと考えら

れた。 
 
 
Abstract 8006 

Biomarker analyses from a phase III, randomized, open-label, first-line study of gefitinib (G) versus 
carboplatin/paclitaxel (C/P) in clinically selected patients (pts) with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) 
in Asia (IPASS). 

NSCLCに対する1st lineとして標準治療の一つであるCBDCA+PTX（C/P）を行った群とGefitinib単独投与群の比較検

討試験。主要評価項目はPFSで、結果はEGFR陽性例においてはGefitinib単独群でPFSが勝っており、逆にEGFR陰

性例ではC/P群で勝っていた。またEGFR gene copy数が多いほどPFSの延長が認められた。この結果からNSCLCにお

いて早期からEGFR mutation及びgene copy数を計測することが、治療方針と予後を決定する重要な手掛かりとなるので

はないかと考えられた。 
 
 
セッション13. 消化器癌（肝胆膵、その他） 
Abstract 4503 
 
Gemcitabine with or without cisplatin in patients (pts) with advanced or metastatic biliary tract cancer (ABC): 
Results of a multicenter, randomized phase III trial (the UK ABC-02 trial.) 
 
進行、再発胆道癌にGem単独療法に対するGem+CDDP併用療法の有用性を見る試験。PhaseⅡではPFS、RRの改善を

認めており、今回のPhaseⅢに移ったわけだが、結果は見事にOSで有意差をもって併用群が優った。認容性においても大

きな問題はなく今後の標準治療に置き換わったといえる。現在 l-OHPなど他のプラチナ製剤を使った併用療法の試験が行わ

れており、症例集積の難しいこの領域において、漸く大きな前進をもたらしたと考えられた。 
 
 
Abstract 4508 
 
Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study of the effect of octreotide LAR in the control of 
tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors: A report from the PROMID study 
group. 
 
中腸のNET患者様に対するOctreotide LARの抗腫瘍効果をプラセボ対象と比較検討した試験。結果はTTP、PFSにおい

ていずれも有意にまた大幅にOctreotide LAR投与群が優っていた。NETは稀な腫瘍であるため、標準治療は確立しにくい

分野であるが、Octreotideは機能性NETには特に症状改善効果も高く、本試験において腫瘍安定化効果も証明されたため、

まず第一に投与を検討するべき薬剤と言える。SSTR発現の有無が効果を予測できるという報告や、ESMO 2008において

はmTOR阻害剤であるeverolimusとの併用効果も示されており、Octreotideの抗腫瘍薬剤としての今後の治療方針に影響
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を及ぼす結果と言えるのではないかと考えられた。 
 
 
 
Abstract LBA4505 

ESPAC-3(v2): A multicenter, international, open-label, randomized, controlled phase III trial of adjuvant 
5-fluorouracil/folinic acid (5-FU/FA) versus gemcitabine (GEM) in patients with resected pancreatic ductal 
adenocarcinoma. 

局所進行膵癌の術後化学療法における5FU/LV療法とGem単独療法を比較検討した試験。結果はOSにおいて差がなく、

認容性はGem群が優っていた。従って現時点において局所進行膵癌の術後補助化学療法としてはGem単独が推奨される。

今後はESPAC-4試験でGem単独群に対し、Gem+Capecitabineの併用療法の優越性を見る試験が企画中で、本邦におい

てはGem単独療法とTS-1単独療法の比較試験が行わており、これらの結果をもって標準的治療法の確立ということになる

と思われた。 
 
 
 
 
 
今回のBest of ASCO 2009 in JAPANでは肺がんに演題が偏っており、消化器領域が非常に少ない印象でした。当科の日

常診療であまり診療しない領域のものは新鮮に感じる部分もありました。骨軟部腫瘍に関する演題もあってよいかと感じま

した。 
私と同様これからのmedical oncologistを目指す若いドクターを目の当たりにして自分自身が imspireされた、そんな有

意義な会でした。 
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Best of ASCO 2009 in Japan (開催；200９年 7 月４日～５日) 東京ビッグサイト「国際会議場」にて 
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