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Best of ASCO 2010 in Japan プログラム as of 21/June /2010

7月3日（土曜日）
Time 講師 司会 ASCO演題

9:00 開場 ID Abstract Title Author

10:00- 10:10 Welcome & Introduction
秋田弘俊（北海道大学）

消化器がん
（Noncolorectal Cancer）

LBA4007
The AVAGAST trial: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter phase III study of
capecitabine and cisplatin plus bevacizumab or placebo as first-line therapy in patients with
advanced gastric cancer.

Y. Kang

室 圭
（愛知県がんｾﾝﾀｰ中央病院）

石岡 千加史
（東北大学）

4000
Updated safety and efficacy results of the phase III trial of sunitinib (SU) vs placebo (PBO) for
treatment of pancreatic neuroendocrine tumors (NET). P.Niccoli

4004
Preoperative concurrent chemoradiotherapy improves survival of patients with resectable
esophageal or esophagogastric junction cancer: Results from a multicentre randomized phase III
study.

A. Gaast

4005
Surgery alone versus chemoradiotherapy followed by surgery for localized esophageal cancer:
Analysis of a randomised controlled phase III trial FFCD 9901. C. Mariette

10006
Relation of tumor pathologic and molecular features to outcome after surgical resection of
localized primary gastrointestinal stromal tumor (GIST): Results of the intergroup phase III trial
ACOSOG Z9001.

C. Corless

10032
Increased risk of relapse with imatinib (IM) discontinuation at 5 years in advanced GIST patients :
Results of the prospective BFR14 randomized phase III study comparing interruption versus
continuation of IM at 5 years of treatment- a french sarcoma grou

I. Ray-Coquard

11:00- 11:05 Discussion: Q&A

肺がん LBA7005
A phase III prospective randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the epidermal growth
factor receptor inhibitor, gefitinb in completely resected stage IB-IIIA non small cell lung cancer
(NSCLC), NCIC CTG BR.19.

G. Goss

岡本 勇
（近畿大学）

後藤 功一
（国立がん研究ｾﾝﾀｰ東病院）

2
Weekly paclitaxel combined with monthly carboplatin versus single agent therapy in patients aged
70 to 89 : IFCT-0501 randomized phase III study in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). E. Quoix

7503
Randomized phase II trial of erlotinib (E) alone or in combination with carboplatin/paclitaxel (CP)
in never or light former smokers with advanced lung adenocarcinoma: CALGB 30406. P. Janne

3
Clinical activity of the oral ALK inhibitor, PF-02341066, in ALK positive patients with non-small
cell lung cancer (NSCLC). Y. Bang

7506
Phase III study of maintenance gemcitabine (G) and best supportive care (BSC) vs. BSC, following
standard combination therapy with gemcitabine-carboplatin (G-Cb) for patients with advanced
non-small cell lung cancer (NSCLC).

C.Belani

7500
Randomized, open label, phase III trial of figitumumab in combination with paclitaxel and
carboplatin versus paclitaxel and carboplatin in patients with non small cell lung cancer (NSCLC). J. Jassem

LBA7511
Efficacy and safety results of a randomized, phase III trial of weekly nab -paclitaxel and
carboplatin (nab -P/C) compared with every-3-week (q3w) cremophor-based paclitaxel and
carboplatin (P/C) as first-line therapy i

M. Socinski

12:05- 12:10 Discussion: Q&A
12:10- 12:25 Break

12:25- 13:25 [ランチョンセミナー：大腸がん]
瀧内 比呂也（大阪医科大学） 兵頭 一之介（筑波大学大学院）

13:25- 13:40 Break

Patient and Survivor Care LBA4507
Denosumab versus zoledronic acid for treatment of bone metastases in patients with castration-
resistant prostate cancer. K. Fizazi

高野 利実
（虎の門病院）

大江 裕一郎
（国立がん研究ｾﾝﾀｰ東病院）

7509
Early palliative care (PC) improves quality of life (QOL), reduces aggressive care at the end-of-life
(EOL) and prolongs survival in stage IV NSCLC patients:  results of a phase III randomized trial. J. Temel

9042
Denosumab in the treatment of bone metastases from advanced cancer or multiple myeloma
(MM): Analyses from a phase 3 randomized trial. S. Vadhan-Raj

9004
Long acting methylphenidate for cancer related fatigue: NCCTG trial N05C7.

D. Barton

14:15- 14:20 Discussion: Q&A

Developmental Therapeutic
- Phase I

2500
A phase I dose-escalation study of LDE225, a smoothened (Smo) antagonist, in patients with
advanced solid tumors. J. Rodon Ahnert

田村 研治
（国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院）

南 博信
（神戸大学医学部附属病院）

3001
First in man trial of a poly(ADP)-ribose polymerase (PARP) inhibitor MK-4827 in advanced cancer
patients (pts) with antitumor activity in BRCA-deficient and sporadic ovarian cancers. S. Sandhu

2502
A phase I study of RO4929097, a novel gamma secretase inhibitor, in patients with advanced solid
tumors. A. Tolcher

3005
First-in-an phase I study of the oral PI3K inhibitor BEZ235 in patients (pts) with advanced solid
tumors. H. Burris

14:55- 15:00 Discussion: Q&A

婦人科がん LBA1
Phase III trial of bevacizumab (BEV) in the primary treatment of advanced epithelial ovarian
cancer (EOC), primary peritoneal cancer (PPC) or Fallopian tube cancer (FTC): A Gynecologic
Oncology Group study.

R. Burger

松本 光史
（兵庫県立がんｾﾝﾀｰ）

吉川 裕之
（筑波大学）

5000
Randomized, double-blind, placebo-controlled phase II study of AMG 386 combined with weekly
paclitaxel in patients (pts) with recurrent ovarian carcinoma. B. Karlan

LBA5008
Phase III trial of induction gemcitabine or paclitaxel plus carboplatin followed by elective paclitaxel
consolidation in advanced ovarian cancer: Final safety and efficacy report. M. Teneriello

LBA5033
Carboplatin (C) plus paclitaxel (P) versus carboplatin plus pegylated liposomal doxorubicin (PLD) in
patients with advanced ovarian cancer (AOC): Efficacy results of the MITO-2 randomized
multicenter trial.

S. Pignata

15:35- 15:40 Discussion: Q&A
15:40- 15:55 Break

消化器がん
（Colorectal Cancer）

3501
Phase III study of first-line XELOX plus bevacizumab (BEV) for 6 cycles followed by XELOX plus
BEV or single agent (s/a) BEV as maintenance therapy in patients (pts) with metastatic colorectal
cancer (mCRC): The MACRO trial (Spanish Cooperative Group for

J. Tabernero

馬場 英司
（九州大学）

佐々木 康綱
（埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ

3508
Adjuvant mFOLFOX6 plus or minus cetuximab (Cmab) in patients (pts) with KRAS mutant (m)
resected stage III colon cancer (CC): NCCTG Intergroup phase III trial N0147. R. Goldberg

　・包括的がんｾﾝﾀｰ）
3502

Identification of potentially responsive subsets when cetuximab is added to oxaliplatin-
fluoropyrimidine chemotherapy (CT) in first line advanced colorectal cancer (aCRC): Mature
results of the MRC COIN trial.

T. Maughan

3504
Molecular and clinical determinants of survival following relapse after curative treatment of stage
II-III colon cancer (CC): Results of the translational study on the PETACC 3-EORTC 40993-
SAKK 60-00 trial.

A. Roth

CRA3507
Adjuvant mFOLFOX6 with or without cetuxiumab (Cmab) in KRAS wild-type (WT) patients (pts)
with resected stage III colon cancer (CC): Results from NCCTG Intergroup Phase III Trial N0147. S. Alberts

16:50- 16:55 Discussion: Q&A
16:55- 17:10 Break

17:10- 18:10
[イブニングセミナー：血液]
薄井 紀子
（東京慈恵会医科大学附属第三病院）

堀田 知光
（名古屋医療ｾﾝﾀｰ）

 11:05-12:05

13:40- 14:15

10:10- 11:00

共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社

15:55-16:50

14:20- 14:55

15:00- 15:35

『腫瘍崩壊症候群とその治療法-造血器腫瘍を中心に-』
共催：サノフィ・アベンティス株式会社
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Best of ASCO 2010 in Japan プログラム as of 21/June /2010

7月4日（日曜日）
Time 講師 司会 ASCO演題

7:30 開場 ID Abstract Title Author

 8:00- 8:45
[モーニングセミナー：肺がん]
大江 裕一郎
（国立がん研究ｾﾝﾀｰ東病院）

光冨 徹哉
（愛知県がんｾﾝﾀｰ中央病院）

8:45- 9：00 Break

血液
（Lymphoma & Myeloma）

8004
Rituximab maintenance for 2 years in patients with untreated high tumor burden follicular
lymphoma after response to immunochemotherapy. G. Salles

照井 康仁
（癌研究会癌研有明病院）

飯田 真介
（名古屋市立大学大学院）

8008
Should whole-brain radiotherapy be considered standard of care in newly diagnosed primary
central nervous system lymphoma? The g-PCNSL-SG1 randomized phase IV trial. E. Thiel

8017
Phase III intergroup study of lenalidomide versus placebo maintenance therapy following single
autologous stem cell transplant (ASCT) for multiple myeloma (MM): CALGB 100104. P. McCarthy

8018
Lenalidomide maintenance after transplantation for myeloma.

M. Attal

9:40- 9:45 Discussion: Q&A

血液 （Leukemia，Myelodysplasia
 and Transplantatin）

LBA6500
Dasatinib compared to imatinib in patients with newly diagnosed chronic-phase chronic
myelogenous leukemia in chronic phase (CML-CP): 12-month efficacy and safety from the phase
3 DASISION study.

H. Kantarjian

宮崎 泰司
（長崎大学）

谷本 光音
（岡山大学大学院）

6501
Nilotinib is superior to imatinib in patients (pts) with newly diagnosed chronic myeloid leukemia in
chronic phase (CML-CP): ENESTnd beyond 1 year. R. Larson

6506
Long term outcome after hyper-CVAD and imatinib (IM) for de novo or minimally treated
philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia (Ph-ALL). D. Thomas

6505
Improvement of leukemia free survival (LFS) and reduction of relapse incidence by allogeneic stem
cell transplantation (SCT) in elderly patients (pts) with AML irrespective of the FLT3-ITD  and
npm status except npm+/flt3(ITD)-.

D.Niederwieser

6502
Safety and efficacy of bosutinib (SKI-606) in patients (pts) with chronic phase (CP) chronic
myeloid leukemia (CML) following resistance or intolerance to imatinib (IM). J. Cortes

10:25- 10:30 Discussion: Q&A

頭頸部がん 5003
Vandetanib (VAN) in locally advanced or metastatic medullary thyroid cancer (MTC):a randomized,
double-blind phase III trial (ZETA). S.Wells

Jan B. Vermorken
（University Hospital of Antwerp, Belugium）

朴 成和
（静岡県立静岡がんｾﾝﾀｰ）

5507
A phase III trial (RTOG 0129) of two radiation-cisplatin regimens for head and neck carcinomas
(HNC): Impact of radiation and cisplatin intensity on outcome. K. Ang

田原 信（国立がん研究ｾﾝﾀｰ東病院）
LBA5506

An open-label, randomized, phase III trial of zalutumumab, a human monoclonal EGF receptor
antibody, versus best supportive care, in patients  with non-curable squamous cell carcinoma of
the head and neck who have failed standard platinum-based chemotherapy (ZALUTE).

J.P.Machiels

11:20- 11:30 Discussion: Q&A
11:30- 11:45 Break

 11:45- 12:45 [ランチョンセミナー]
佐谷 秀行（慶應義塾大学） 西尾 和人 (近畿大学)

12:45- 13:00 Break

泌尿器がん LBA4511
A randomized double-blind placebo controlled phase III trial comparing docetaxel, prednisone and
placebo with docetaxel prednisone and bevacizumab in men with metastatic castrate resistant
prostate cancer (metCRPC): Survival results of CALGB 90401.

W. Kelly

篠原 信雄
（北海道大学）

中川 昌之
（鹿児島大学病院）

4508
Cabazitaxel or mitoxantrone with prednisone in patients with metastatic castration-resistant
prostate cancer (mCRPC) previously treated with docetaxel: Final results of a multinational phase
III trial (TROPIC).

J. De Bono

CRA4504
Intergroup randomized phase III study of androgen deprivation therapy (ADT) + radiation therapy
(RT) in locally advanced prostate cancer (CaP) (NCIC-CTG, SWOG, MRC-UK, INT: T94-0110;
NCT00002633).

P. Warde

4505
Impact of radiotherapy (RT) combined with androgen deprivation (ADT) vs ADT alone for local
control in clinically locally advanced prostate cancer. N. Mottet

13:40- 13:45 Discussion: Q&A
乳がん
（Local/Regional and Adjuavnt
Therapy）

LBA505
Primary outcome results of NSABP B-32, a randomized phase III clinical trial to compare sentinel
node resection (SNR) to conventional axillary dissection (AD) in clinically node-negative breast
cancer patients

D. Krag

伊藤 良則
（癌研究会癌研有明病院）

中川 和彦
（近畿大学）

CRA506
ACOSOG Z0011: A randomized trial of axillary node dissection in women with clinical T1-2 N0 M0
breast cancer who have a positive sentinel node. A. Giuliano

510
Pharmacogenetics of tamoxifen in relation to disease-free survival in a dutch cohort of the
tamoxifen exemestane adjuvant multinational (TEAM) trial. V. Dezentje

507
Lumpectomy plus tamoxifen with or without irradiation in women age 70 or older with early breast
cancer. K. Hughes

509
Recurrence risk of node-negative and ER-positive early-stage breast cancer patients by
combining recurrence score, pathologic, and clinical information: A meta-analysis approach G. Tang

14:35- 14:40 Discussion: Q&A

乳がん
（Metastatic）

LBA1010
Sunitinib in combination with docetaxel versus docetaxel alone for the first-line treatment of
advanced breast cancer. J. Bergh

清水 千佳子
（国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院）

畠 清彦
（癌研究会癌研有明病院）

LBA1011
Phase III evaluation of sunitinib in combination with capecitabine versus capecitabine in previously
treated advanced breast cancer. J. Crown

CRA1004
A phase III study (EMBRACE) of eribulin mesylate versus treatment of physician's choice in
patients with locally recurrent or metastatic breast cancer previously treated with an
anthracycline and a taxane.

C. Twelves

1009
Discordance in hormone receptor status in breast cancer during tumor progression.

E. Karlsson

1007
Tissue confirmation of disease recurrence in patients with breast cancer: Pooled analysis of two
large prospective studies. E. Amir

CRA1008
Should liver metastases of breast cancer be biopsied to improve treatment choice?

M.A. Locatelli

1012
A phase 1b/2 trial of trastuzumab-DM1 (T-DM1) with pertuzumab (P) for women with HER2-
positive, locally-advanced or metastatic breast cancer (BC) who were previously treated with
trastuzumab (T).

K. Miller

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

『基礎研究に基づく癌治療戦略のパラダイムシフト』
共催：アストラゼネカ株式会社

『進行非小細胞肺がん患者の生存期間延長に寄与するのは、1st line? Maintenance? 2nd line以降?』
 共催：日本イーライリリー株式会社

9:00- 9:40

9:45- 10:25

13:45- 14:35

14:40- 15:40

 10:30- 11:20

13:00- 13:40
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Best of ASCO 2010 in Japan 報告 
 

東北大学病院腫瘍内科 
助教 高橋 信 

 
2010 年 7 月 3 日〜4 日の 2 日間、東京ビッグサイトにて Best of ASCO 2010 in 
Japan が開催されました。今回、参加する機会をいただきましたので、その内

容を報告させていただきます。 
 
7 月 3 日 第 1 日目 
消化器がん（Noncolorectal Cancer） 
＃4005 
Surgery alone versus chemoradiotherapy followed by surgery for localized 
esophageal cancer: Analysis of a randomised controlled phase III trial FFCD 
9901. 
StageI、Ⅱの食道がんを対象とした術前化学放射線療法（FP2コース＋RT45Gy）
→手術 vs 手術単独の phaseⅢ試験。Primary endpoint は OS。Secondary 
endpoint は DFS、術後死亡割合など。計 195 例を 1：1 で無作為割付されてい

る。結果としては、MST は術前化学放射線療法群、手術単独群でそれぞれ 31.8
ヶ月 vs 44.5 ヶ月(p=0.68)で有意差を認めず。DFS も 24.6 ヶ月 vs 26.0 ヶ月

(p=0.98)で有意差なしで術前化学放射線療法の上乗せ効果を証明できなかった。

しかも、有意差はないものの術前化学放射線療法群で術後 30 日以内死亡割合が

7.1％と非常に高いことが指摘された（手術単独群では 1.1％）。 
 
＃10006 
Relation of tumor pathologic and molecular features to outcome after 
surgical resection of localized primary gastrointestinal stromal tumor 
(GIST): Results of the intergroup phase III trial ACOSOG Z9001. 
2009 年 Lancet に報告された GIST 対する術後補助療法の phaseⅢ試験の追加

報告。この試験は直径 3cm 以上の KIT 陽性の GIST を対象等して、imatinib vs 
placebo を 1 年内服する RCT であった。臨床病理学的因子についてのサブグル

ープ解析の報告。追跡期間の中央値 20 ヶ月の時点で、RFS は placebo74% vs 
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imatinib 91%。臨床病理学的因子によるサブグループ解析の結果、placebo 群で

は high mitotic rate(5<50hpf vs ≧5/50hpf ; p<0.0001, HR17.1)、腫瘍径が大き

い(<5cm vs 5-10cm vs >10cm; p=0.026, HR1.7)、原発部位が小腸（胃 vs 小腸

vs 直腸; p=0.0267, HR2.08）KIT の変異部位が Exon11(WT vs Exon9 vs 
Exon11; p=0.042, HR2.97)で優位に PFS が悪かった。Imatinib 群では同様に

high mitotic rate(p<0.001, HR7.4)、腫瘍径（p<0.01, HR2.9）、小腸原発（p<0.05, 
HR3.1）、直腸原発（P<0.05, GR5.4）であった。placebo 群、imatinib 群それ

ぞれで、exon11 変異例では 2 年 RFS が 65% vs 91%、PDGFRA 変異例では 76％ 
vs 100%であった。臨床病学的因子が予後や再発を予測する因子となると結論し

ている。 
 
肺がん 
#LBA7511 
Efficacy and safety results of a randomized, phase III trial of weekly nab 
-paclitaxel and carboplatin (nab -P/C) compared with every-3-week (q3w) 
cremophor-based paclitaxel and carboplatin (P/C) as first-line therapy 
StageⅢb/Ⅳの NSCLC を対象とした 1st line での PTX+CBDCA(PC) vs 
nab-PTX+CBDCA(nab-PC) の P Ⅲ 試 験 。 Nab-PTX は nanoparticle 
albumin-bound PTX で、PTX をアルブミンで包み込むことにより、水への可溶

性を上げること、腫瘍細胞内への移行性を増すことに成功した薬剤。また、PTX
に添加されているクレモホールが不要となることによりアレルギーを起こしに

くい、末梢神経障害が少ない、短時間での投与が可能との特徴を持つ。Primary 
endpoint は ORR。PC 群 531 例、nab-PC 群 521 例に無作為割付。RR は PC
群 25％ vs nab-PC 群 33％(p=0.005)と優位に nab-PC 群が良好であった。サブ

グループ解析では扁平上皮がんで特に効果が高く（24% vs 41%, p<0.001）、非

扁平上皮がんでは有意差を認めなかった（25％ vs 26%）。副作用としては、

nab-PC 群で好中球減少若干軽度（p=0.009）、血小板減少、貧血は逆に若干強い

傾向があった（p<0.001）。また末梢神経障害、筋痛症は軽度で、過敏反応は 1
例も認められなかった。治療効果も高く有望な薬剤である。PFS に関しては今

後の報告となる。 
 
#7506 
Phase III study of maintenance gemcitabine (G) and best supportive care 
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(BSC) vs. BSC, following standard combination therapy with 
gemcitabine-carboplatin (G-Cb) for patients with advanced non-small cell 
lung cancer (NSCLC). 
StageⅢb/Ⅳの NSCLC を対象とした 1st line での GEM+CBDCA 4 コース施行

後、GEM 継続群と BSC 群を比較した RCT。メンテナンスとしての GEM の有

用性を検証する目的。Primary endpoint は OS。519 例を登録し、GEM+CBDCA 
4 コース施行後、SD 以上の効果があった 255 例を GEM 継続群と BSC 群に 1：
1 に無作為割付を行った。GEM 群、BSC 群それぞれで、PFS3.9 ヶ月 vs 3.8 ヶ

月、OS 8.0 ヶ月 vs 9.3 ヶ月（p=0.84）と有意差を認めず。GEM 継続は忍容性

は良好であるが、Grade3-4 の毒性もある程度認められ、OS の結果と合わせて、

メンテナンスとしての GEM の有用性を示せなかった。 
 
Patient and Survivor Care 
#9004 
Long acting methylphenidate for cancer related fatigue: NCCTG trial 
N05C7. 
がんに関連した疲労（cancer related fatigue; CRF）に対して、長時間型作用型

メチルフェニデートの有効性を検証したRCTでプラセボをコントロールとして

いる。各群 74 例が登録され、最終的にメチルフェニデート群 62 例、プラセボ

群 63 例が解析対象とされた。Primary endpoint は prorated area under the 
curve (AUC) of the ususal fatigue question on the Brief Fatigue Inventory で、

値が高いほど fatigue が軽いことを示す。4 週間の治療経過中の fatigue はメチ

ルフェニデート群が 50、プラセボ群が 47 と有意差を認めなかった。サブグル

ープ解析では stageⅢ/Ⅳ症例に限ると 19.7 vs 2.1 で有意にメチルフェニデート

群が良好であった。fatigue 以外の症状では nervousness、appetite decrese な

どでメチルフェニデート群が有意に不良であった。 
 
Developmental Therapeutic - Phase I 
#3005 
First-in-an phase I study of the oral PI3K inhibitor BEZ235 in patients (pts) 
with advanced solid tumors. 
PI3K 経路はがん細胞の増殖、生存に大きな役割を果たしている。BEZ235 は高
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選択性、可逆性の PI3K pathway 阻害剤で、下流の effector の活性を強力に抑

制する。本報告は BEZ235 の PⅠ試験の結果である。対象は切除不能の固形が

ん患者で、単剤での増量試験を行っている。59 例を登録し、10mg〜1100mg ま

で増量を行ったが、DLT を認めなかった。頻度の多い副作用としては悪心、嘔

吐、下痢、疲労、貧血、食欲不振だが、いずれも軽度で、可逆性であった。BEZ235
は用量、時間依存性に PI3K を抑制していることを血漿 C-peptide level で確認

した。治療効果としては PR2 例、MR16 例で、51 例中 14 例で 4 ヶ月以上の SD
が得られた。単剤での治療効果が確認され、忍容性も良好であり、今後の開発

が期待される。 
 
婦人科がん 
#LBA5033 
Carboplatin (C) plus paclitaxel (P) versus carboplatin plus pegylated 
liposomal doxorubicin (PLD) in patients with advanced ovarian cancer 
(AOC): Efficacy results of the MITO-2 randomized multicenter trial. 
進行卵巣がんに対する CBDCA+PTX（CP）vs CBDCA + liposomal DXR(PLD)
の RCT。primary endpoint は PFS。820 例を登録し、各群 410 例を割付。PFS
の中央値は CP16.8 ヶ月 vsC-PLD19.0 ヶ月（p=0.58, HR0.95）で有意差なし。

OS も 53.2 ヶ月 vs 61.6 ヶ月（p=0.32）で有意差なし。毒性については C-PLD
群で血液毒性（貧血、好中球減少、血小板減少）が強い。また皮膚、口内炎も

強い。逆に CP 群では下痢、脱毛、神経毒性が強い結果。優越性は示せなかった

ものの、治療効果は同等で副作用のプロファイルが異なることから、C-PLD も

標準治療の選択肢の一つとなる。 
 
消化器がん（Colorectal cancer） 
#3504 
Molecular and clinical determinants of survival following relapse after 
curative treatment of stage II-III colon cancer (CC): Results of the 
translational study on the PETACC 3-EORTC 40993- SAKK 60-00 trial. 
stageⅡ/Ⅲ結腸がんを対象とした術後補助療法の試験の後解析として、再発後の

予後（OS）に関する分子マーカーを検討したもの。検討した分子マーカーは

MSI、Thymidilate synthetase、SMAD4、p53、hTERT、18qLOH、BRAF 変
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異、KRAS 変異。その他、再発までの期間、年齢、性別、tumor grade、stage、
原発部位、治療群を含め、再発後生存期間について多変量解析を行った結果、

BRAF 変異の有無が HR3.61（p=1.24e-7）と非常に強い予後因子であった。再

発後生存期間の中央値は野生型 25.2 ヶ月に対して変異型 7.49 ヶ月であった。

BRAF の変異以外では再発までの期間、原発部位が有意な予後因子であった。 
 
#CRA3507 
Adjuvant mFOLFOX6 with or without cetuxiumab (Cmab) in KRAS 
wild-type (WT) patients (pts) with resected stage III colon cancer (CC): 
Results from NCCTG Intergroup Phase III Trial N0147. 
KRAS 野生型 stageⅢ結腸がんを対象とした FOLFOX 療法について cetuximab
の上乗せ効果の有無を検証した RCT。FOLFOX 群に 909 例、Cetu+FOLFOX
群に 955 例が割り付けられた。3 年無再発生存率は FOLFOX 群 75.8％、Cetu
＋FOLFOX 群 72.3％（HR1.2、p=0.22）で有意差を認めなかった。サブグルー

プ解析では 70 歳未満の群では同様に有意差を認めなかったが、70 歳以上の群

では OLFOX群 80.9％に対してCetu＋FOLFOX群で 66.1％（HR1.79、p=0.03）
と Cetu 併用群で有意に不良であった。OS については両群で有意差を認めなか

った。副作用は Cetu 併用群で皮膚障害、下痢が多く認められた。以上より、術

後補助 FOLFOX 療法への Cetu の上乗せ効果は認められなかった。 

F

 
7 月 4 日 第 2 日目 
血液 (Lymphoma & Myeloma) 
#8017 
Phase III intergroup study of lenalidomide versus placebo maintenance 
therapy following single autologous stem cell transplant (ASCT) for multiple 
myeloma (MM): CALGB 100104. 
ASCT 後の MM を対象として、lenalidomide で維持療法を行うことの有効性を

検証した RCT。メルファランにて ASCT を施行後、SD 以上が得られた症例を

lenalidomide 群（210 例）とプラセボ群（208 例）に無作為割付し、PD となる

まで継続する。primary endpoint は TTP。副作用は lenalidomide 群で血小板

減少、好中球減少、貧血が有意に多かった。TTP の中央値は lenalidomide 群は

未達でプラセボ群 25.5 ヶ月（HR0.42、p=0.0001）と有意に lenalidomide 群で
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良好であった。サブグループ解析では lenalidomide はβ2MG の高低によらず、

また全治療に thalidomide 使用の有無によらず、有意に TTP を延長した。副作

用は軽度で副作用による治療中止は 13％程度であった。 
 
血液 (Leukemia,Myelodysplasia and Transplantatin) 
#6502 
Safety and efficacy of bosutinib (SKI-606) in patients (pts) with chronic 
phase (CP) chronic myeloid leukemia (CML) following resistance or 
intolerance to imatinib (IM). 
bostinib は経口の Src/abl 阻害剤であり、bcr/abl の imatinib 耐性の変異に対し

て活性を持つとされている。本試験は bostinib の慢性期 CML に対する 2nd line
での PI/Ⅱ study。299 例を登録し、その 72％は imatinib 耐性、28％は imatinib
不耐症例。主な副作用は消化管毒性であったがほとんどは G1-2。血液毒性は

G3-4 が血小板減少 24％、好中球減少 16％、貧血 12％。治療効果は imatinib
耐性例で Molecular response は Major54％、complete30％、imatinib 不耐例

で同様に 49％、40％の成績であった。慢性期 CML に有望な薬剤で、今後、PFS、
OS などのデータが待たれる。 
 
頭頸部がん 
#LBA5506 
An open-label, randomized, phase III trial of zalutumumab, a human 
monoclonal EGF receptor antibody, versus best supportive care, in patients 
with non-curable squamous cell carcinoma of the head and neck who have 
failed standard platinum-based chemotherapy (ZALUTE). 
Zaltumumab は完全ヒト型 IgG1 抗体で EGFR を標的とする。プラチナ耐性の

頭頸部扁平上皮がんに対する Zaltumumab+BSC vs BSC( or MTX)の RCT。
Primary endpoint は OS。286 例をエントリーし、Zaltumumab 群 2 に対して

BSC 群１の比率で無作為割付をおこなった。OS は 6.7 ヶ月 vs 5.2 ヶ月

（p=0.0648）と有意差は証明されなかったが、PFS では Zaltumumab 群が 9.9
週 vs8.4 週（p=0.0010）と有意に良好であった。Zaltumumab でもっとも高頻

度に認められる副作用は皮膚障害で、Grade3-4 も 21％に認められた。 
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泌尿器がん 
#CRA4504 
Intergroup randomized phase III study of androgen deprivation therapy 
(ADT) + radiation therapy (RT) in locally advanced prostate cancer (CaP) 
(NCIC-CTG, SWOG, MRC-UK, INT: T94-0110; NCT00002633). 
#4505 
Impact of radiotherapy (RT) combined with androgen deprivation (ADT) vs 
ADT alone for local control in clinically locally advanced prostate cancer. 
ともに、局所進行前立腺がんに対して、内分泌療法に局所放射線照射を上乗せ

する意義を問う RCT。前者は内分泌療法をずっと継続するのに対し、後者では

内分泌療法は 3 年に限られるというプロトコルの違いがある。結果としては、

前者で 7 年 OS は 74％vs66%（HR0.77, p=0.0331）で有意に照射の上乗せ効果

が認められた。後者では OS は OS には差は認められないものの、PFS にて 6.96
年 vs3.46 年（p=0.0005）とこちらも照射の上乗せ効果が証明された。 
 
乳がん(Local/Regional and Adjuavnt Therapy) 
#507 
Lumpectomy plus tamoxifen with or without irradiation in women age 70 or 
older with early breast cancer. 
70 歳以上、ER 陽性の stageI 乳がん症例に対して、腫瘍切除後、Tam に局所照

射を併用の有用性を検証する RCT。Tam 群 319 例、Tam＋RT 群 317 例を登録。

RT の追加により、再発までの期間を有意に延長でき（p=0.015）、局所再発も有

意に低下した（2％ vs 9%）。10 年 breast cancer specific survival は 98％ vs 
96%、OS は 63％vs61%と有意差なし。RT の追加により、局所再発のリスクを

軽減できるが OS には寄与しない。 
 
乳がん（Metastatic） 
#1007 
Tissue confirmation of disease recurrence in patients with breast cancer: 
Pooled analysis of two large prospective studies. 
乳がんの術後に再発した症例で原発巣と再発巣の ER、PgR、HER2 ステータス

を比較した報告。２つの前向き試験（UK BRITS、Canadian DESTINY）の症
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例で再発が認められ、同意の得られた 258 症例の転移巣の生検を行い、原発巣

のステータスと比較した。生検部位は局所 54％、遠隔転移巣 46％。ER、PgR、

HER2 の不一致はそれぞれ 13％、28％、5％であった。陽性化、陰性化の割合

は ER、HER2 では同等であったが、PgR では陰性化が 76％を占めた。Triple 
negative 例ではステータスに変化があった症例は無かった。生検により治療方

針が変更となった例は 15.9％あった。ステータスの変化に対して、再発までの

期間や前治療などの影響は認められなかった。 
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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 

大学院生 杉山 俊輔 

 

今年度のBest of ASCOはお台場の東京ビックサイトで行われました。病棟の先生方の御配

慮により、二日間参加させて頂きました。今回の学会参加は、私自身の今後の臨床・研究

に大きな影響を及ぼしてくれるものになったと思います。以下に二日間の報告をさせてい

ただきます。 

 

＜1日目＞ 

 

・消化器癌① 

#LBA4007 
The AVAGAST trial: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter phase 
III study of capecitabine and cisplatin plus bevacizumab or placebo as first-line therapy 
in patients with advanced gastric cancer. 
 
進行胃癌初回治療例に対するcapecitabine+cisplatin+bevacizumab療法とcapecitabine 

+cisplatin+placebo療法の多施設共同無作為化第III相試験であり、一次エンドポイントを

overall survival(OS)、二次エンドポイントをprogression-free survival(PFS)、time to 

progression(TTP)、objective response rate(ORR)と規定した。一次エンドポイントであ

るXP+Bev群のOSにおける優越性は示せなかった。一方、二次エンドポイントのPFS、ORRは

有意に良好であった。bevacizumabは進行再発胃癌に対する一次治療としては有効性が確認

されなかった。今後は二次治療薬としての有効性の確認や、VEGFを標的とした他の薬剤に

よる有効性を検討すべきであると思われた。 

 

#4000 
Updated safety and efficacy results of the phase III trial of sunitinib (SU) vs placebo 
(PBO) for treatment of pancreatic neuroendocrine tumors (NET). 
 

膵内分泌腫瘍に対するsunitinib(SU)のプラセボ対照二重盲検第III相試験による安全性お

よび有効性の報告で、対象は過去12ヵ月以内に増悪が認められた進行高分化型のpNET患者

で、SU群(37.5mg/day、連日経口投与)とプラセボ群に1:1の割合で無作為に割り付けた。一

次エンドポイントはprogression-free survival(PFS)とした。SU 37.5mg/day連日経口投与
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は、プラセボと比較しPFS、ORR、OSのいずれにおいても有意な改善が得られた。結果より、

進行pNETの患者に対しては、忍容性の高い有用な治療と考えられる。 

 

#4004 
Preoperative concurrent chemoradiotherapy improves survival of patients with 
respectable esophageal or esophagogastric junction cancer: Results from a multicentre 
randomized phase III study. 
 

切除可能な食道および食道胃接合部癌患者の生存に与える術前化学放射線療法の効果の多

施設共同無作為化第III相試験であり、切除可能な食道および食道胃接合部癌(T2-3、N0-1、

M0)の患者を対象に、化学療法(paclitaxel 50mg/m2、carboplatin AUC=2/週を5サイクル)+

同時放射線治療(41.4Gy/1.8Gyを週5回、計23回照射)を行って6週間以内に手術した群と手

術単独群に分けて比較した。Paclitaxel+carboplatinのweeklyレジメンによる術前化学放

射線療法を行うことで、手術単独に比べてOSの改善がみられ、術後の合併症や死亡例が増

加することもなかった。よって、このレジメンは切除可能な食道癌および食道胃接合部癌

に対する標準治療と考え得る。 

 

・肺癌 

#2 
Weekly paclitaxel combined with monthly carboplatin versus single agent therapy in 
patients aged 70 to 89 : IFCT-0501 randomized phase III study in advanced non-small 
cell lung cancer (NSCLC).  
 
高齢者進行非小細胞肺がん患者（70～89歳）を対象したPaclitaxel+carboplatinのWeekly

レジメン併用療法と単剤治療の第III相比較試験で、対象はStageIII（放射線治療が適応外）

もしくはStage Ⅳの高齢の進行NSCLC患者451例で対象基準として、年齢70～89歳、PS 0～2、

手術や姑息的放射線療法以外の治療は受けていないことなどが条件とされた。

Paclitaxel+carboplatinの併用療法が、単独療法に比べて有意に生存期間を延長しうるこ

とが示された。 

 

#3 
Clinical activity of the oral ALK inhibitor, PF-02341066, in ALK positive patients with 
non-small cell lung cancer (NSCLC).  
 

ALK融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者に対する経口ALK阻害剤（PF-02341066）の臨床効果

を検討したもので、実際の患者に対する本剤初の臨床試験として用量設定を行った第一段
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階と、ALK融合遺伝子およびc-METを発現したNSCLC患者を対象に有効性を検討する第二段階 

の結果を報告した。用量設定時においては本剤250mgの1日2回投与時の半減期は約53時間で

あることや、PKで非線形性は認めないこと、PKは食事の影響を受けないこと、CYP3A4を中

等度に抑制することなどが明らかとなった。第二段階でALK陽性NSCLCに対してPF-02341066

が新たな標準療法となる可能性があることが示された。 

 

・Patient and Survivor Care 

#7509 
Early palliative care (PC) improves quality of life (QOL), reduces aggressive care at the 
end-of-life(EOL) and prolongs survival in stage IV NSCLC patients: results of a phase 
III randomized trial. 
 

臨床病期IV期の非小細胞肺癌患者に対する早期の緩和ケア導入がQOL、終末期の積極的治療、

および生存期間におよぼす影響を検証した第Ⅲ相無作為化比較試験であり、臨床病期IV 

期と診断されたPS 0～2のNSCLC患者が、腫瘍内科医による積極的治療とともに早期から緩

和ケアチームとも関わるPalliative Care（PC）群と、通常どおり腫瘍内科医のみに治療を

うける標準治療（SC）群にランダム化割付けされた。なお、ランダム化の前にはQOLに関す

る調査（FACT-Lung）と精神状態に関する調査（HADSおよびPHQ-9）が行われ、それらは割

付けから12週後に再度調査された。本試験の主要評価項目は12週時点におけるQOLで、副次

的項目は12週時点での精神状態、EOLの質、EOLに用いられた医療資源、蘇生術の希望の記

録とされた。早期からの緩和ケア介入はQOL、精神状態の改善のみならず生存期間も延長す

ることが示された。 

 

・婦人科癌 

#LBA1 
Phase III trial of bevacizumab (BEV) in the primary treatment of advanced epithelial 
ovarian cancer (EOC), primary peritoneal cancer (PPC) or Fallopian tube cancer (FTC): 
A Gynecologic Oncology Group study. 
 

進行上皮卵巣癌、腹膜原発癌、卵管癌に対するベバシズマブによるfirst-line治療の第Ⅲ

層試験（GOG0218）である。進行卵巣癌患者に対するfirst-line治療として標準的な

CBDCA+PTX（CP）療法と、これにBEVを追加したCP+BEV療法、更に維持療法としてBEVを投与

したCP+BEV→BEV療法の有効性を検討したものである。本試験において腫瘍減量手術実施後

の進行卵巣癌患者に対するfirst-line治療としてCP療法にBEVを追加し、更にBEVによる維

持療法を継続することでPFSが有意に延長されることが示された。 
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・消化器癌② 
#3501 
Phase III study of first-line XELOX plus bevacizumab (BEV) for 6 cycles followed by 
XELOX plus BEV or single agent (s/a) BEV as maintenance therapy in patients (pts) 
with metastatic colorectal cancer (mCRC): The MACRO trial (Spanish Cooperative 
Group for) 
 

転移を有する大腸癌における XELOX+bevacizumab 療法 6 サイクル投与後の維持療法として

の bevacizumab 単剤投与の検討であり、前治療歴のない転移を有する大腸癌に対し、

XELOX+bevacizumab 療法、capecitabine［(1,000mg/m2、1 日 2 回投与、day1-14) +oxaliplatin 

(130mg/m2、day1) +bevacizumab (7.5mg/kg、day1 投与)、3週毎投与］6サイクル実施後に、

増悪が認められるまで同治療を継続する群(Arm A)と bevacizumab 単剤投与を維持療法とし

て継続する群(Arm B)に無作為に割り付けた。一次エンドポイントは progression-free 

survival (PFS)、二次エンドポイントは overall survival(OS)、objective response rate 

(ORR)、安全性等とした。非劣性は証明できなかったが、XELOX+bevacizumab 療法後の維持

療法としての bevacizumab 単剤投与は、従来行われている XELOX+bevacizumab 療法を継続

する治療に比べて劣っていないことが示された。 

 

#3502 
Identification of potentially responsive subsets when cetuximab is added to 
oxaliplatinfluoropyrimidine chemotherapy (CT) in first line advanced colorectal cancer 
(aCRC): Mature results of the MRC COIN trial. 
 
FOLFOX/XELOX+cetuximab併用療法による治療効果が期待できるサブセットについて検討し

たものあり、oxaliplatin(L-OHP)+5-FU/LV(q2w)[FOLFOX療法]またはL-OHP+capecitabine 

(q3w)[XELOX療法]を選択した後に、Arm A：FOLFOX/XELOXとArm B：FOLFOX/XELOX + cetuximab

に無作為に割り付けた。FOLFOX/XELOX療法にcetuximabの追加は、KRAS野生型の症例でOSま

たはPFSを改善しなかった。しかしながらKRAS野生型の中で転移部数が１以下の場合、

FOLFOX投与症例において上乗せ効果が認められた。 

 

＜2日目＞ 

 

・血液① 

#8008 
Should whole-brain radiotherapy be considered standard of care in newly diagnosed 
primary central nervous system lymphoma? The g-PCNSL-SG1 randomized phase IV 
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trial.  
 

全脳照射は primary central nervous system lymphoma(PCNSL)の標準治療になり得るかを

検討した第Ⅳ相無作為化試験である。高容量メトトレキセート療法は PCNSL 患者の標準治

療として知られているが、遅発性の神経毒性があるため、全脳照射については未だ議論の

余地がある。PCNSL 患者に対し高容量メトトレキセート療法後に補助的に全脳照射を施行し

た群と、高容量メトトレキセート療法を単独で施行した群に無作為割付けし、結果を検討

した。本試験を通して PCNSL 患者に対し、化学療法単独と化学療法+全脳照射で全生存率に

有意差はないことが示された。 

 

 

・血液② 

#6506 
Long term outcome after hyper-CVAD and imatinib (IM) for de novo or minimally 
treated philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia (Ph-ALL).  
 

初発未治療もしくは最小限の治療歴しかないフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白

血病患者に対するhyper-CVAD+イマチニブ療法による長期予後を検討したstudyである。上

記患者に対し、hyper-CVAD+イマチニブによる寛解導入・強化・維持療法の有効性を検討す

る。対象はPh陽性またはBcr-Abl陽性の初発もしくは最小限の治療歴しかないALL患者54例

で、その内訳は初発未治療例39例、1次治療抵抗例6例、１コースの導入療法によりCRを達

成した後に当試験に登録された症例9例であった。結果として、初発未治療もしくは最小限

の治療歴しかないフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病患者に対する

hyper-CVAD療法にイマチニブを併用することは効果が持続し、予後が改善されることが明

らかになった。また。初回CR達成後に同種造血幹細胞移植を実施すると、より大きな利益

が得られることが示唆された。 

 

・頭頸部癌 

#5507 
A phase III trial (RTOG 0129) of two radiation-cisplatin regimens for head and neck 
carcinomas(HNC): Impact of radiation and cisplatin intensity on outcome.  
 
頭頸部がんに対する2つのcisplatinベースレジメンにおける同時化学放射線療法を比較し

た第Ⅲ相試験（RTOG 0129）の二次解析の報告である。RTOG 0129試験では、無作為割付さ

れた両群の全生存（OS）、無増悪生存期間（PFS）、局所再発（LRR）、遠隔転移（DM）はいず

れも統計学的有意差が認められないという結果であった。今回は同時化学放射線療法が奏
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効し、3か月以上にわたって病状悪化が認められなかった患者を対象に、患者背景因子およ

び治療因子（CDDP投与サイクル、照射方法等）について、OS、PFS、LRR、DMとの関係を解

析した。CDDPの投与が1サイクルのみでは、OS、PFS、LRRの改善が不十分であり、放射線に

ついては短期間の照射がOSの改善に有利であるが、総線量増加は晩期における副作用が増

加する結果となった。 

 

・泌尿器癌 

#4508 
Cabazitaxel or mitoxantrone with prednisone in patients with metastatic 
castration-resistant prostate cancer (mCRPC) previously treated with docetaxel: Final 
results of a multinational phase III trial (TROPIC). 
 
docetaxel治療歴を有する転移性ホルモン治療抵抗性前立腺癌患者に対するcabazitaxel 

またはmitoxantroneとprednisone併用の比較で、多国籍第III相試験TROPICの最終結果であ

り、26ヶ国、146施設が参加した第III相試験のTROPICは、ECOG PSが0-2、適切な臓器機能

を有し、ホルモン治療および化学療法、放射線治療に抵抗性を示し、docetaxelの治療中ま

たは治療後（総投与量が225mg/m2以上であることが条件とされた）に増悪した転移性前立腺

癌患者を対象とした試験である。主要評価項目は全生存期間（OS）とし、副次評価項目は

無増悪生存期間（PFS）（腫瘍増大、痛みの増悪、前立腺特異抗原〔PSA〕上昇、死亡など

を含む）、奏効率、安全性とした。結果から、docetaxel治療中または治療後に増悪した治

療抵抗性の前立腺癌患者に対し、cabazitaxelはセカンドライン治療として初めて延命効果

が認められた。 

 

・乳癌① 

#509 
Recurrence risk of node-negative and ER-positive early-stage breast cancer patients by 
combining recurrence score,pathologic, and clinical information: A meta-analysis 
approach. 
 

再発スコア(RS) と、病理学的情報、臨床的情報の統合による、リンパ節転移陰性エストロ

ゲン受容体陽性早期乳癌の再発リスクを評価したメタアナライシスで遠隔再発リスク評価

のツールとして、「RS- 病理学的- 臨床的（RSPC：RS-Pathology-Clinical assessment）

インデックス」を開発し、その精度をRS 単独、または、病理学的・臨床的因子単独と比較

した。Oncotype Dx® の再発スコア（RS）に病理学的、臨床的情報を加味すると、RSのみや

病理学的、臨床的情報のみに比較して予後予測が正確にできる、という結果であった。 
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・乳癌② 

#CRA1004 
A phase III study (EMBRACE) of eribulin mesylate versus treatment of physician's 
choice in patients with locally recurrent or metastatic breast cancer previously treated 
with an anthracycline and a taxane. 
 

アントラサイクリン系およびタキサン系薬剤による治療歴を有する局所再発または転移乳

癌患者に対しeribulin mesylateと主治医が選択した治療とを比較した第III相試験であり、 

適格基準のうち前治療の規定は、再発後の化学療法レジメン数が2以上5以下であり、アン

トラサイクリン系およびタキサン系薬剤の前投与歴が必要とされた。主要評価項目は全生

存期間、副次評価項目は奏効率、無増悪生存期間、奏効持続期間、安全性、忍容性とされ

た。結果として、eribulinは濃厚な前治療歴を有する患者の生存期間を延長することが示

された。 

 

#1007 
Tissue confirmation of disease recurrence in patients with breast cancer: Pooled 
analysis of two large prospective studies. 
 

乳癌患者の再発病変の組織診断：2つの大規模前向き研究の統合解析であり、原発病変と再

発病変のER, PgR, HER2発現を比較する前向き研究である。英国の多施設研究であるBRITS

研究とカナダの単施設研究であるDESTINY研究から個別の患者情報を集めて解析した。両試

験とも、同意した患者から再発病変の生検組織を前向きに集め、免疫染色でERとPgRを、免

疫染色とFISH法でHER2を解析した。原発病変についても改めて解析を行った。原発病変と

の結果の相違と、結果の相違があった場合にその後の治療方針に影響を与えたかどうかを

評価した。本試験は、乳癌において、原発病変と再発病変のER、PgR、HER2を前向きに解析

したこれまでで最大の研究であり、受容体発現には相当数の不一致があることが示された。 
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Best of ASCO 20１０ in Japan (開催；20１０年 7 月３日～４日) 東京ビッグサイト「国際会議場」 
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