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Best of ASCO 2011 in Japan プログラム as of 22/June /2011

7月9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

10:10- 10:45 消化器がん
Colorectal Cancer

3503 The impact of capecitabine and oxaliplatin in the preoperative multimodality treatment in
patients with carcinoma of the rectum: NSABP R‐04. Mark S. Roh

中島貴子
聖マリアンナ医科大学

朴 成和
聖マリアンナ医科大学

3504
Capecitabine (Cape) versus 5‐fluorouracil (5‐FU)–based (neo‐)adjuvant chemoradiotherapy
(CRT) for locally advanced rectal cancer (LARC): Long‐term results of a randomized, phase
III trial.

Ralf Hofheinz

3510 Final results from PRIME: Randomized phase III study of panitumumab (pmab) with
FOLFOX4 for first‑line metastatic colorectal cancer (mCRC). Jean‐Yves Douillard

3511 Influence of KRAS G13D mutations on outcome in patients with metastatic colorectal cancer
(mCRC) treated with first‐line chemotherapy with or without cetuximab. Sabine Tejpar

10:45-10:55 Discussion: Q&A

10:55-11:25 婦人科がん 5003 Phase II randomized placebo‐controlled study of olaparib (AZD2281) in patients with
platinum‐sensitive relapsed serous ovarian cancer (PSR SOC).

Jonathan A.
Ledermann

松本光史
兵庫県立がんｾﾝﾀｰ

勝俣 範之
国立がん研究ｾﾝﾀｰ

5001 Effect of screening on ovarian cancer mortality in the prostate, lung, colorectal and ovarian
(PLCO) cancer randomized screening trial. Saundra S. Buys

中央病院 LBA
5007 chemotherapy with or without bevacizumab (BEV) in patients with platinum‐sensitive Carol Aghajanian

11:25-11:35 Discussion: Q&A

11:35-12:10 泌尿器がん 4503 Axitinib vs sorafenib as second‐line therapy for metastatic renal cell carcinoma (mRCC):
Results of phase 3 AXIS trial. Brian I. Rini

篠原信雄
北海道大学

中川 昌之
鹿児島大学

4516 Cabozantinib (XL184) in metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC): Results
from a phase 2 randomized discontinuation trial. Maha Hussain

4514
A phase III randomized trial of intermittent vs. continuous androgen suppression for PSA
progression after radical therapy (NCIC CTG PR.7/SWOG JPR.7/CTSU JPR.7/ UK
Intercontinental Trial CRUKE/01/013).

Juanita M. Crook

LBA
4517

Evaluation of circulating tumor cell (CTC) enumeration as an efficacy response biomarker of
overall survival (OS) in metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC): Planned
final analysis (FA) of COU‐AA‐301, a randomized double blind placebo controlled phase 3
study of abiraterone acetate (AA) plus low dose prednisone (P) post docetaxel.

Howard I. Scher

12:10-12:20 Discussion: Q&A　
12:20-12:35 Break　　15分

12:35-13:35
[ランチョンセミナー]
室 圭
愛知県がんｾﾝﾀｰ中央病院

朴 成和
聖マリアンナ医科大学

13:35-13:50 Break　　15分

13:50-14:25 Melanoma 8509 BRIM‐2: An open‐label, multicenter phase II study of RG7204 (PLX4032) in previously
treated patients with BRAF V600E mutation‐positive metastatic melanoma. Antoni Ribas

高橋俊二
がん研有明病院

関根 郁夫
国立がん研究ｾﾝﾀｰ

8505 Randomized phase III trial of high dose interferon alfa‐2b (HDI) for four weeks induction only
in patients with intermediate and high‐risk melanoma (Intergroup trial E 1697) . Sanjiv S. Agarwala

中央病院
LBA5 A phase 3 randomized study of ipilimumab plus dacarbazine versus dacarbazine alone as

first line treatment in patients with unresectable stage III or IV melanoma. Jedd D. Wolchok

LBA4 Phase III randomized, open‐label, multicenter trial (BRIM3) comparing BRAF inhibitor
RG7204 with dacarbazine in patients with V600E BRAF mutated melanomas. Paul B. Chapman

14:25-14:35 Discussion: Q&A　

14:35-15:05 Sarcoma 10005
Results of the phase 3, placebo‐controlled trial (SUCCEED) evaluating the mTOR inhibitor
ridaforolimus (R) as maintenance therapy in advanced sarcoma patients (pts) following
clinical benefit from prior standard cytotoxic chemotherapy (CT).

Sant P. Chawla

金 容壱
聖隷浜松病院

照井 康仁
がん研有明病院

LBA
10002

PALETTE: A randomized double blind phase III trial of pazopanib versus placebo in patients
with soft tissue sarcoma (STS) whose disease has progressed during or following prior
chemotherapy. an EORTC STBSG global network study (EORTC 62072).

Winette T.A. Van Der
Graaf

2006 RTOG 0525: a randomized phase III trial comparing standard adjuvant temozolomide (TMZ)
with a dose‐dense (dd) schedule in newly diagnosed glioblastoma (GBM). Mark R. Gilbert

15:05-15:15 Discussion: Q&A　

15:15-15:50 Developmental
Therapeutic

3003 Safety, pharmacokinetics (PK),  pharmacodynamics (PD), and clinical activity of the oral AKT
inhibitor GSK2141795 (GSK795) in a phase I first-in-human study.

H. A. Burris

山本 昇
国立がん研究ｾﾝﾀｰ

南 博信
神戸大学医学部附属病院

3010 Activity of cabozantinib (XL184) in soft tissue and bone: Results of a phase II randomized
discontinuation trial (RDT) in patients (pts) with advanced solid tumors.

M. S. Gordon

中央病院
2511 A first-in-class, first-in-human phase I trial of p28, a non-HDM2-mediated peptide inhibitor of

p53 ubiquitination in patients with metastatic refractory solid tumors.
J. M. Richards

2513 Phase I/II study with trabedersen (AP 12009) monotherapy for the treatment of patients with
advanced pancreatic cancer, malignant melanoma, and colorectal carcinoma. H. Oettle

15:50-16:00 Discussion: Q&A
16:00-16:15 Coffee Break　　15分

16:15-16:45 Patient and Survivor
Care

LBA
9014

The ultra‐low‐molecular‐weight heparin (ULMWH) semuloparin for prevention of venous
thromboembolism (VTE) in cancer patients receiving chemotherapy: SAVE ONCO study. Giancarlo Agnelli

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

9005 Results of a multicenter randomized trial to evaluate a survivorship care plan for breast
cancer survivors. Eva Grunfeld

1000 Genetic associations with taxane‐induced neuropathy by genome‐wide association study
(GWAS) in E5103. Bryan P. Schneider

16:45-16:55 Discussion: Q&A

16:55-17:30 消化器がん
Noncolorectal Cancer

4004 A multi‐center, randomized phase III trial comparing second‐line chemotherapy (SLC) plus
best supportive care (BSC) with BSC alone for pretreated advanced gastric cancer (AGC). Se Hoon Park

馬場英司
九州大学

中川 和彦
近畿大学

LBA
4002

Adjuvant capecitabine and oxaliplatin for gastric cancer: Results of the Phase III CLASSIC
trial. Yung‐Jue Bang

4005 Long‐term update of U.S. GI intergroup RTOG 98‐11 phase III trial for anal carcinoma:
Disease‐free and overall survival with RT+5FU‐mitomycin versus RT+5FU‐cisplatin. Leonard L. Gunderson

LBA1 Twelve vs. 36 months of adjuvant imatinib (IM) as treatment of operable GIST with a high risk
of recurrence: Final results of a randomized trial (SSGXVIII/AIO). Heikki Joensuu

17:30-17:40 Discussion: Q&A
17:40 Adjourn

「消化器がん治療の展望‐ASCO 2011を受けて‐」
共催：大鵬薬品工業株式会社
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Best of ASCO 2011 in Japan プログラム as of 22/June /2011

7月10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]
藤澤 信
横浜市立大学附属
市民総合医療ｾﾝﾀｰ

坂巻 壽
がん・感染症センター
都立駒込病院

8:45-9:00 Break　

9:00-9:30 乳がんHER2/ER 505 TBCRC 006: A multicenter phase II study of neoadjuvant lapatinib and trastuzumab in
patients with HER2‐overexpressing breast cancer.

Jenny Chee Ning
Chang

伊藤 良則
がん研有明病院

田村 研治
国立がん研究ｾﾝﾀｰ
中央病院

506
Correlation of molecular effects and pathologic complete response to preoperative lapatinib
and trastuzumab, separately and combined prior to neoadjuvant breast cancer
chemotherapy.

Frankie Ann Holmes

LB
A504

NCIC CTG MAP.3: a phase III placebo‐controlled Breast Cancer Prevention Trial of
exemestane in postmenopausal women at risk for breast cancer. Paul Edward Goss

9:30-9:40 Discussion: Q&A　

9:40-10:15 乳がんTriple Negative 1004 First analysis of SWOG S0221: A phase III trial comparing chemotherapy schedules in high
risk early breast cancer. G. Thomas Budd

清水 千佳子
国立がん研究ｾﾝﾀｰ

徳田 裕
東海大学

1007 A randomized phase III study of iniparib (BSI‐201) in combination with
gemcitabine/carboplatin (G/C) in metastatic triple‐negative breast cancer (TNBC). Joyce O'Shaughnessy

中央病院 LBA
1003

Patterns of relapse and toxicity in NCIC CTG MA.20: An intergroup trial of regional nodal
irradiation in early breast cancer.

Timothy Joseph
Whelan

LBA
1005

The effect on pCR of bevacizumab and/or antimetabolites added to standard neoadjuvant
chemotherapy: NSABP protocol B‐40. Harry Douglas Bear

10:15-10:25 Discussion: Q&A　

10:25-11:00 頭頸部がん 5500 A randomized phase III trial (RTOG 0522) of concurrent accelerated radiation plus cisplatin
with or without cetuximab for stage III‐IV head and neck squamous cell carcinomas (HNC).  K. Kian Ang

清田 尚臣
神戸大学

田原 信
国立がん研究ｾﾝﾀｰ東病院

5502
A randomized phase 2/3 trial of a tumor vascular disrupting agent fosbretabulin
tromethamine (CA4P) with carboplatin (C) and paclitaxel (P) in anaplastic thyroid cancer
(ATC): Final survival analysis for the FACT trial .

Julie A Sosa

5501 Sequential chemoradiotherapy (SCRT) for larynx preservation (LP): Results of the
randomized phase II TREMPLIN study. Jean‐Louis Lefebvre

LBA
5524

Phase Ⅲtrial of low‐level laser therapy to prevent induced oral mucositis in head and neck
cancer patients submitted to concurrent chemoradiation.

Héliton Spíndola
Antunes

11:00-11:10 Discussion: Q&A　

11:10-11:45 血液Lymphoma 8000 R‐CHOP14 vs r‐CHOP21: Result of a randomised phase III trial for the treatment of patients
with newly diagnosed diffuse large b‐cell non‐hodgkin's lymphoma. David Cunningham

小椋 美知則
名古屋第二赤十字病院

石岡 千加史
東北大学

8001
Randomized phase III US/Canadian intergroup trial (SWOG S9704) comparing CHOP±R x 8
to CHOP±R x 6 followed by autotransplant for patients with high‐intermediate (HInt) or high
IPI grade diffuse aggressive non‐hodgkin's lymphoma (NHL).

Patrick J. Stiff

8004 Maintenance with rituximab after autologous stem cell transplantation in relapsed patients
with CD20 diffuse large b‐cell lymphoma (DLBCL): CORAL final analysis. Christian Gisselbrecht

8031 Results from a pivotal phase II study of brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with
relapsed or refractory Hodgkin lymphoma (HL). Robert W. Chen

11:45-11:55 Discussion: Q&A　
11:55-12:10 Break　

12:10-13:10
[ランチョンセミナー]
武田 晃司
大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ

中川 和彦
近畿大学

13:10-13:25 Break　

13:25-14:00 血液
Leukemia

6500 Results of COMFORT‐ I, a randomized double‐blind phase III trial of JAK1/2 inhibitor
INCB18424 (424) vs placebo (PB) for patients with myelofibrosis (MF). Srdan Verstovsek

山本 一仁
愛知県がんｾﾝﾀｰ中央病院

直江 知樹
名古屋大学

6503
Clofarabine plus cytarabine compared to cytarabine alone in older patients with relapsed or
refractory (R/R) acute myelogenous leukemia (AML): Results from the phase III CLASSIC 1
trial.

Stefan Faderl

LBA
6501

Results of a randomized study of the JAK inhibitor INC424 compared to best available
therapy (BAT) in primary myelofibrosis (PMF), post‐polycythemia vera‐myelofibrosis (PPV‐

MF) or post‐essential thrombocythemia myelofibrosis (PET‐MF).
Claire N Harrison

3

High dose methotrexate (HD‐MTX) as compared to capizzi methotrexate plus asparaginase
(C‐MTX/ASNase) improves event‐free survival (EFS) in children and young adults with high
‐risk acute lymphoblastic leukemia (HR‐ALL): a report from the Children’s oncology group
study AALL0232.

Eric C Larsen

14:00-14:10 Discussion: Q&A

14:10-14:40 血液
Myeloma

8007
Incidence of second primary malignancy (SPM) in melphalan-prednisone-lenalidomide
combination followed by lenalidomide maintenance (MPR-R) in newly diagnosed multiple
myeloma patients (pts) age 65 or older.

 A. P. Palumbo

畠 清彦
がん研有明病院

田村 和夫
福岡大学

8020
Melphalan/prednisone/lenalidomide (MPR) versus high‐dose melphalan and autologous
transplantation (MEL200) in newly diagnosed multiple myeloma (MM) patients : A phase III
trial.

Mario Boccadoro

8025
Interim results from PX-171-006, a phase (Ph) II multicenter dose-expansion study of
carfilzomib (CFZ), lenalidomide (LEN), and low-dose dexamethasone (loDex) in relapsed
and/or refractory multiple myeloma (R/R MM).

M. Wang

14:40-14:50 Discussion: Q&A

14:50-15:30 肺がん CRA
7510

PARAMOUNT: Phase III study of maintenance pemetrexed (pem) plus best supportive care
(BSC) versus placebo plus BSC immediately following induction treatment with pem plus
cisplatin for advanced nonsquamous non‐small cell lung cancer (NSCLC).

Luis G. Paz‐Ares

岡本 勇
近畿大学

後藤 功一
国立がん研究ｾﾝﾀｰ東病院

7503
Erlotinib vs chemotherapy (CT) in advanced non‐small‐cell lung cancer (NSCLC) patients
(p) with epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations: Interim results of the european
Tarceva vs chemotherapy (EURTAC) phase III randomized trial.

Rafael Rosell

CRA
7506

Identification of driver mutations in tumor specimens from 1000 patients with lung
adenocarcinoma: The NCI’s lung cancer mutation consortium (LCMC). Mark G. Kris

7000 Randomized phase III trial of amrubicin versus topotecan (Topo) as second-line treatment for
small cell lung cancer (SCLC). R. Jotte

2501 Progression-free survival (PFS) from a phase I study of crizotinib (PF-02341066) in patients
withALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC). D. R. Camidge

7507 Impact of crizotinib on survival in patients with advanced, ALK-positive NSCLC compared
with historical controls. A. T. Shaw

15:30-15:40 Discussion: Q&A

15:40-15:55
Closing Remarks
南 博信
神戸大学医学部附属病院

15:55 Adjourn

「初発慢性期慢性骨髄性白血病に対するダサチニブ治療の有用性と今後の展望」
共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社

「肺がん」
共催：日本イーライリリー株式会社
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BEST OF ASCO 報告書 
          森  隆弘 
 
本年７月９−１０日に横浜市で開催された表記学会の報告をいたします。（私の

分担は１日目午前） 
 
１日目午前 
消化器癌  
１、 “The impact of capecitabine and oxaliplatin in the preoperative 
multimodality treatment in patients with carcinoma of the rectum: NSABP 
R-04.” 

直腸癌については従来、D3 廓清の日本の外科と mesorectal resection 
(ME、ほぼ D2)の欧米の間で手術に違いが有った。D3 vs ME は比較試験

は無いが Historical control との比較では D3 が生存に寄与する事は示さ

れず、排尿障害の AE が多い。ME vs ME+neoadjuvant RT では生存に

差はなかったが、局所再発で差が出た。Neoadj CRT vs RT では生存に差

はないが、局所再発と pCR で差が出た。Neoadj CRT vs Adj CRT では生

存に差はないが、局所再発と肛門温存に差があった。それゆえ、欧米で

は術前CRTが発展し、その意義としてはpCR（局所制御）,肛門温存, down 
staging と考えられている。NSABP R-04 試験は術前放射線療法に最適な

化学療法を検証するランダム化された第 3 相試験である。 
（１）試験デザイン；stageII/III 直腸癌を R 化し、RT46Gy+boost(>5weeks)

に 
① 5-FU(CVI 225mg/m2 5d/week) 
② 5-FU (同上)+oxaliplatin 50mg/m2/w x5 
③ capecitabine 825 mg/m2 PO BID 
④ cape (同上)+ox (同上) 

  の4群に振り分けし、その後切除。EndpointはpCR,肛門温存, down staging
である（上記参照）。 
（２）結果：1608 名が登録された。 

① いずれについても、ox による上乗せ効果は無く、5-FU と cape の間

にも差がない。 
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② ox で G３／４の下痢が有意に増えた。 
（３）結論；capecitabine は pCR,肛門温存, down staging について 5-FU と同

等と考えられた。Ox による上乗せ効果はなく、毒性を有意に追加した。

局所制御の最終報告に着いては 2013 年秋に解析する。 
 
２ 、 ”Capecitabine versus 5-fluorouracil-based (neo) adjuvant 
chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer: long-term results of a 
randomized , P-III trial” 
 Cape による術前、術後補助化学放射線療法のランダム化第３相試験   
   （非劣性試験）。 
（１）試験デザイン；局所進行 StageII/III 直腸癌 を以下の 2 群に、更に術前

と術後にした２X２。 
      Arm A  Cape 2500mg/m2/day 
            Arm B  5-FU 500mg/m2 (day1-5) 

それぞれに RT 併用。Neoadj と adj の setting で。Primary 
end は OS、second に DFS と安全性。 

（２）結果；401名が登録。有害事象ではHFS fatigue proctitisが capeで多い。

白血球減少は 5-FU で多い。Neoadj の cape 群で有意に n(-)が多かった。

５年生存で cape の非劣性が示された（p-0.0004）。局所再発は cape=5-FU。

遠隔転移は cape が少ない（p＝0.037）。 
（３）結論；5-FU は cape に置き換える事が可能である。 
 
以上の 2 論文からは 
① 術前 vs 術後は、術前 
② RT vs CRT は CRT 
③ 術前 CRT の意義は肛門温存のための downstaging 
④ 5-FU vs cape は cape （OX の上乗せ効果はない） 
であろう。D3 手術 vs ME は未決着であり、勝者±neoadjv の３相試験が望まれ

る。 
 
次いで転移性大腸癌に対しての１次治療としての抗 EGFR 抗体薬について 2 論

文 
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３、”Final results from PRIME: randomized phase 3 study of panitumumab 
with FOLFOX4 for 1st-line metastatic colorectal cancer” 
 Pmab+FOLFOX4 vs FOLFOX4 の PRIME 試験の最終報告である。 
（１）PRIME 試験の最終報告である（予定されていた、最終患者エントリー後

３０ヶ月の時点での PFS と OS の解析結果） 
（２）結果；１１８３名がエントリー、Arm1(Pmab+FOLFOX4)に 593 名、

Arm2(FOLFOX4)に 590 名。KRAS は 1096 名で結果（９０％）。 
① KRAS WT; Objective response rate は Arm1 57% vs Arm2 48% 

(P=0.018). PFS は Arm1 良好（HR=0.80 95% CI 0.67-0.95）、OS
では有意差でない（HR=0.88 95% CI 0.73-1.06, P=0.17）。これは

cross-over による（Arm2 で試験後に 抗 EGFR 抗体薬使用者が多

い）。 
② KRAS MT; ORR 変わらず（P=0.98）。PFS は Arm2 の方が良い

（HR=1.27 95% CI 1.04-1.55）,OS は差無い。 
③ Branson-Whitehead approach による OS の sensitivity は KRAS 

WT で有意差（HR=0.74 0.61-0.90, P=0.003） 
（３）結論。Pmab responder の select に KRAS testing は必要。 
（４）KRAS WT に対しての抗 EGFR 抗体薬の１次治療の試験（CRISTAL 

POUS COIN PRIME）何れも RR PFS で有意差が有った。OS で差がつ

いたのは CRISTAL のみ（crossover のためであろう）。１次治療として

の抗 EGFR 抗体薬は、肝切除に持って行けそうな患者、早急な反応が必

要な患者、腫瘍が大きいために不利益を受けている患者、などに良いの

ではないか。それ以外では、１次治療としての抗 VEGF 薬 vs 抗 EGFR
薬の P３試験結果待ち。 
 

４、 ”Influence of KRAS G13D mutation on outcome in patients with 
metastatic colorectal cancer treated with first-line chemotherapy with or 
without cetuximab” 
 
皆さんご存知の結果。 
KRAS WT, KRAS G13D mt, KRAS それ以外の mt,で Chemo vs Chemo+Cmab
の RR [38.5 vs 57.3, 22.0 vs 40.5, 43.8 vs 30.5], PFS [HR=0.66 (0.55-0.80), 
HR=0.60 (0.32-1.12), HR=1.42 (1.10-1.83)], OS [HR=0.81 (0.69-0.94), 
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HR=0.80 (0.49-1.30), HR=1.14 (0.93-1.40)]と KRAS G13D が WT と MT の中

間のように見える。 
Chemotherapy arm で見ると G13D の予後が最も悪い。一方で Cmab に対して

は弱い反応がある。他の MT は Cmab の benefit は無い。 
今後は prospective study が望まれる。その際には cost-benefit と QOL 評価の

検討も必要。 
 
婦人科がん 
 
１、 Effect of screening on ovarian cancer mortality in the prostate lung 

colorectal and ovarian (PLCO) cancer randomized screening trial 
卵巣癌の早期発見にCA125検査や経膣エコーによるスクリーニングは有

用か？ 
（１）デザイン；全米の１０スクリーニングセンターでのランダム化試

験。７８２１６名の 55-74 歳の女性が登録し、39105 名が

intervention arm 3911 名が usual care に割る振られ、１３年間追

跡された。定期的な CA125 検査を６年間と経膣エコーを 4 年間定

期的に施行された。 
（２）結果；卵巣癌は intervention arm で 212 名、usual care で 176

名発生。Rate ratio 1.21(95% CI 0.99-1.48)。卵巣癌による死亡は

int arm で 118 名、usual arm で 100 名、mortality rate ratio 1.18 
(95% CI 0.91-1.54)であった。False positive による surgery は３

２８５例に行われ、少なくとも１以上の重篤な術後合併症は 166
名に起った。 

（３）結論；定期的な CA125 や経膣エコーによるスクリーニングは女性

の卵巣癌による死亡を減らさない。False P により害を受ける事が

ある事も証明された。 
 
２、 OCEANS: a randomized double-blinded P-III trial of chemotherapy 

with or without BEV in pts with platinum-sensitive recurrent 
epithelial ovarian (EOC) primary peritoneal (PPC) or fallopian tube 
cancer (FTC). 
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プラチナ製剤（P）に sensitive な再発卵巣癌に BEV+カルボプラチン（C）

＋GEM(G) は？ 
（１）試験デザイン；P−sensitive な再発 EOC/PPC/FTC の患者をランダ

ム 化 し 、 ArmA [C+G+placebo] そ の 後 Placeb 単 独 vs 
ArmB[CG+BEV]その後 BEV 単独、に割り振られる。Primary end
は RECIST による PFS。Second に OR OS safety 

（２）結果；484 症例が登録。PFS で ArmB が有意に良好（HR＝0.484,P
＜0.0001）。安全性もこれまでの BEV と同じ。 

（３）結論；本 P−３試験の結果、再発性の卵巣癌に BEV が推奨される。 
 

３、 P=II randomized placebo-controlled study of olaparib in pts with 
platinum-sensitive relapsed serious ovarian cancer 
経口 PARP 阻害剤である olaparib の卵巣癌にたいしての ramdomised, 
double-blinded, multi-center による P−２試験である 
（１）試験デザイン；上記。プラチナ製剤による治療を２レジメン以上

受け、PR または CR で維持されている high-grade serous ovarian 
cancer を対象。Primary end は RECIST による PFS、second は

CA125 による TTP である。 
（２）結果；２６５名が登録（１３６が olaparib、１２９が placebo）。

Olaparib 群が PFS で有意に良好（HR=0.35, 95% CI 0.25-0.47, 
P<0.00001）.OS は immature。更に preplanned subgroup 解析

では BRCA mutant で HR が 0.1 前後と非常に効果的。AE として

は Nausea fatigue vomiting など。 
（３）結論；再発卵巣癌にたいして PARP 阻害剤による maintenance 治

療の有効性を始めて示した。 
   
泌尿器がん 
 
1、a P-III randomized trial of intermittent versus continuous androgen 
suppression for PSA progression after radical therapy 
 前立腺癌のホルモン治療を変える画期的な研究。 
前立腺癌はアンドロゲン依存性であり、アンドロゲンを除去するとアポトーシ
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スを起こす。しかし、永続的に継続するとアンドロゲン非依存性を獲得する。

抑制刺激を交互に繰り返す事で依存性を長く持続させるというコンセプトで考

案された。 
（１）試験デザイン；対象は局所の前立腺癌で PSA 高値。ランダム化

され、intermittent androgen suppression (IAS)と continuous 
androgen deprivation (CAD)の２群に分け、IAS の非劣性試験。

PE は OS 
（２）結果；690 名が IAS、696 名が CAD。OS は HR=1.02 (0.86-1.21)

で非劣性の P=0.009。IAS で QOL（physical function, fatigue, 
urinary problems）が有意に良好であった。 

（３）結論；IASがCADに劣らない事を証明した始めての研究。今後、

高齢者の限局性前立腺癌、前立腺全摘後の再発、放射線療法後

の再燃などに使用されるであろう。 
 

 ２、 Cabozantinib in metastatic castration resistant prostate cancer 
(mCRPC); resukts from a P-2 randomised discontinuation trial 
 Cabozantinib は MET/VEGFR 阻害の TKI である。前立腺癌では治療

としてアンドロゲン抑制すると逆に MET を誘導してしまい、MET 上昇は腫瘍

進行や骨転移リンパ節転移を引き起こす可能性がある。 
（１）試験デザイン；mCRPC で施行する RECIST 評価病変を有する

症例、まず、Cabo を１２週内服。６週毎に評価。PR 評価なら

継続、SD の場合はランダム化し Cabo vs placebo、PD なら中

止。 
（２）結果：G３／４の有害事象は fatigue (11%) 高血圧 (7%) HFS 

(5%)。AE による dose reduc は 51％に、中止は 10％。骨転移

は８６％に PR/CR。１２％が SD、２％が PD。６４％に骨痛の

改善あり、４６％に鎮痛薬が減量。Hb 上昇の中央値は 2.2。軟

部組織病変は８４％で病変の縮小、腫瘍制御は７１％あり。 
（３）結論；特に骨転移の症例で Cabo の効果著明。（骨シンチで多発

集積が消失した例が何例か提示された） 
 
３、 Evaluation of circulating tumor cells (CTCs) as an efficacy response 

biomarker of overall survival in metastatic castration resistant 
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prostate cancer (mCRPC) ; updated OS analysis of COU-AA-301, a 
randomized double-blinded placebo-controlled P=3 study of 
Abiraterone Acetate (AA) plus low dose predonisone (P) post docetaxel 

AA は CYP17 の阻害薬であり、精巣、副腎、腫瘍でのアンド

ロゲン産生を阻害する。COU-AA-301 試験の結果から FDA
の承認（doce 後の進行 mCRPC）を得た。バイオマーカーは？

CTCs は OS の surrogate として使えるか？ 
（１）試験デザイン；１１９５名の mCRPC 患者がエントリ

ー。２：１のランダム化で AA+P 群と placebo+P 群に。

CTCs は MSKCC(USA)と ICR(英)で Cell Search を使

用し数量化。OS の surrogate として解析された。 
（２）結果；９７２名で CTC が解析。Unfavorable(CTC≧

5)と favorable(CTC<5)が OS の予測因子となり得る。

Base-line CTC, CTC conversion, LDH が予後予測因

子。 
 
４、 Axitinib versus sorafenib as second-line therapy for metastatic renal 

cell carcinoma (mRCC): results of P-3 AXIC rial 
Axitinib は経口の VEGFR1,2,3 の選択的阻害剤である。本試

験はaxitinibとsorafenibの効果と安全性を比較するランダム化

P−３試験である。 
（１） 試 験 デ ザ イ ン ； sunitinib, bevacizumab, 

temsirolimus, cytokine の一次治療後の mRCC で

RECIST 評価病変を有す症例が対象。いくつかの創

別化因子で１：１で axitinib 群と sorafenib 群へ。 
（２） 結果；３６１名が axitinib、３６２名が sorafenib 群

へ。PFSはHR=0.665 (P<0.0001)でaxitinibが良好。

特に cytokine sunitinib の後で良好。Objective R
も 19.4%と 9.4%で axitinib が良好（P=0.0001）。高

血圧、fatigue dysphonia が共通の AE（高血圧、甲

状腺機能低下は axitinib に多い）で HFS rash 
alopecia は sorafenib に多かった。 
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（３） 結論；axitinib は mRCC に対しての２次治療として

標準治療である。 
この結果から、腎癌に対しては 
① untreataed good/intermediate risk に は

sunitinib, bev+IFN, pazopanib 
② untreated poor には temsirolimus 
③ treated (failed cytokines) ; axitinib 
④ treated (failed VEGFR inhibitor); everolimus, 

axitinib 
⑤ treated (failed mTOR); clinical trial 

のようになるのではないか。 
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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 高橋 秀和  

 
 
今年の Best of ASCO はパシフィコ横浜で開催されました。 
臨床腫瘍に関する最新の知見を肌で感じることができ、非常に有意義なものでした。 
以下に内容を報告させて頂きます。 
 
<１日目> 
・Melanoma 
 
♯8505 
Randomized phaseⅢtrial of high-dose interferon alfa-2b(HDI) for 4 weeks induction only 
in patients with intermediate-and high-risk melanoma(Intergroup trial E 1697) 
 切除可能な中リスク、高リスクなメラノーマ患者における、術後の adjuvant として high-dose
の interferon alfa-2b 投与群（20MU/m2/day d1-5 を 4 週間）と経過観察群の relapse free 
survival(RFS)と overall survival(OS)を比較検討した。 
 RFS は経過観察群で 7.8 年、投与群で 7.3 年であり、五年生存率は経過観察群で 0.85、投与群

で 0.82 であった。したがって、4 週間の HDI投与における RFS,OS の改善は認めなかった。し

かしながら、T4N0 あるいは node positive のような high-risk患者における一年間の interferon に

よる導入・維持療法が標準療法であることに変わりはなく、今回の試験によって HDI投与期間

の重要性が示唆された。 
 
♯LAB5 
PhaseⅢ randomized study of ipilimumab(IPI) plus dacarbazine(DTIC) versus DTIC alone 
as first-line treatment in patients with unresectable stageⅢ ormelanoma. 
 切除不能、転移 melanoma における IPI 単剤療法は OS の延長させた。今回 DTIC と IPI併用で

の有用性を評価した。転移を伴う melanoma 患者を IPI(10mg/kg)+DTIC(850mg/m2)の併用群と

placebo +DTIC(850mg/m2)の二群に分け検証した。PFS は併用群で 2.8カ月、placebo 群で 2.6
ヶ月であり（HR 0.76 p=0.006）、OS の median は併用群は 11.2 ヶ月、単剤群は 9.1 ヶ月（HR＝
0.72；p=0.0009）と有意な差をもって、生存期間を延長した。併用群の 56％に G３・４の AE
が生じ、単剤群では 27％であった。 
 
♯8509 
BRIM-2:An open-label, multicenter phase Ⅱ study of vemurafenib in previously treated 
patients with BRAF V600E mutation-positive metastatic melanoma. 
 melanoma の約 50％に BRAF V600 の mutationを認める。BRAF 変異蛋白の特異的阻害薬とし

て vemurafenib が phase Ⅰで有効性が示唆された。BRAF-mutation を伴った治療歴のある転移性

11



melanoma における vemurafenib の phase Ⅱstudyである。奏効率 52％、無増悪生存期間中間値は

6.2 ヶ月で従来よりも大きく延長した。主な AE は発疹、光線過敏、脱毛、関節痛であった。患

者の 26％に皮膚扁平上皮癌が発症した。 
 
♯LAB4 
Phase Ⅲ randomized, open-label, multicenter trial(BRIM3) comparing BRAF inhibitor 
vemurafenib with dacarbazine(DTIC) in patients with BRAF-mutated melanoma. 
 転移を有する BRAF-mutation melanoma において vemurafenib が既存の化学療法と比較して OS、
PFS を改善させるか検討した phaseⅡ試験。vemurafenib 投与群(960mg po bid)と DTIC 投与群

（1000mg/m2,IV,q3w）の二群に分けて検討した。OS、PFS ともに vemurafenib 投与群が勝り、

それぞれの HR は 0.37、0.26 であった。RR は vemurafenib 群で 48.4%、DTIC群で 5.5%であった。

癌のステージ、年齢、性別等に関係なく、vemurafenib 群が OS、PFS、RR すべてで勝っていた。

最も頻度の高い G3 の有害事象は部分切除可能な皮膚扁平上皮癌であったが、vemurafenib 投与

を中断することなく処置できた。 
 
・Sarcoma 
 
♯2006 
RTOG:A randomized phase Ⅲ trial comparing standard adjuvant temozolomide(TMZ) with 
a dose-dense(dd) schedule in newly diagnosed glioblastoma(GBM) 
 新たに診断された GBM に対して、TMZ併用放射線療法とその後の adjuvant TMZ療法は標準

療法となっている。MGMT のメチル化の有無は治療反応の決定に重要であり、メチル化してい

ると治療の反応が良好であると言われている。 
 TMZ併用放射線療法後に標準的な TMZ群（150-200mg/m2 d1-d5 28 日を 1 サイクルとし、計

6-12 サイクル）、dose-dense TMZ群(75-100mg/m2x21d 4 週でまわし計６～１２サイクル)の二群

に分け検討された。OS の中央値は標準群で 16.6 ヶ月, dose-dense 群で 14.9 ヶ月であり、PFS の

中央値は 5.5 ヶ月、6.7 ヶ月であり、有意な差は認めなかった。さらにメチル化の有無別で解析

しても両群に有意な差は認めなかった。メチル化を伴う方が、OS、PFS、治療の反応性とも良

好であり、MGMT のメチル化の有無は予後規定因子であることが確認された。 
 
♯10005 
Result of the phase Ⅲ, placebo-controlled trial(SUCCEED) evaluating the mTOR inhibitor 
ridaforolimus(R) as maintenance therapy in advanced sarcoma patients(pts) following 
clinical benefit from prior standard cytotoxic chemotherapy(CT) 
 多くの sarcoma で mTOR 経路が活性化されており、mTOR 阻害薬である radaforolimus は
phaseⅠ、Ⅱ試験で進行 sarcoma に対して有効性が示唆されていた。 
 前治療の化学療法で効果を認めた転移性の骨肉腫患者に対して維持療法として ridaforolimus
投与群（40mg/day）と placebo 群に１：１振り分け検討した。PFS では 28％のリスク低下を示

し（HR=0.72, p=0.0001）、中央値は ridaforolimus 投与群で 17.7 週、placebo 群で 14.6 週であり、

有意な差を示した。OS に関しては現在もデータの集積・解析中であるが、ridaforolimus 投与群
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で良い傾向を認めている。口内炎やその他の有害事象の発症率は ridaforolimus 投与群で高かっ

たが、予測されていた範囲のものであった。 
 
♯LBA10002 
PALETTE:A randomized, double-blind, phase Ⅲ trial of pazopanib versus placebo in 
patients(pts) with soft-tissue sarcoma(STS) whose disease has progressed during or 
following prior chemotherapy-An EORTC STBSG Global Network Study(EORTC 62072) 
 pazopanib の有効性と安全性を評価するための phaseⅢ試験である。 
少なくとも一回のアンスラサイクリン系抗癌剤治療暦を有する、進行再発軟部組織肉腫に対し、

Pazopanib 投与群（800mg/day）と placebo 群を２：１に振り分けた。 
 PFS の中央値は pazopanib 群で 20 週、placebo 群で 7 週であった（HR 0.31 p＜0.0001）。OS は

pazopanib 群で 11.9 ヶ月、placebo 群で 10.4 ヶ月であり、有意な差は認められなかった（HR 
0.83）。pazopanib 群で多く出現した G3 以上の有害事象は倦怠感、高血圧、食欲不振、下痢で

あった。 
 
・Decelopmental Therapeutic 
 
♯2511 
A first-in-class, first-in-human phase Ⅰtrial of p28, a non-HDM2-mediated peptide 
inhibitor of p53 ubiquitination in patients with metastatic refractory solid tumors. 
 p28 は Azurin から抽出されたペプチド阻害薬である。がん細胞内に選択的に侵入し、p53 と

反応して p28:p53 complex を形成する。p53 のユビキチン化を抑制し、細胞周期を G2/M 期で停

止させ、アポトーシスを誘導する。 
 p53 陽性の固形癌を対象とした、p28 療法の第Ⅰ相試験である。週三回の静脈内投与、４週連

続、２週休薬で行った。奏効率は 27％、毒性プロファイルも良好であった。抗 p28抗体の発現

も認めず、長期投与も可能であると思われる。 
 
♯2513 
phase Ⅰ/Ⅱstudy with trabedersen(AP 12009) monotherapy for the treatment of patients 
with advanced pancreatic cancer, malignant melanoma, and colorectal carcinoma. 
 trabedersenは TGF-β2に対するアンチセンスオリゴヌクレオチド製剤である。High-grade 
glioma に対して高い効果が報告されている。 
 進行膵癌、メラノーマ、大腸癌を対象とした、trabedersen の効果、安全性を評価する第Ⅰ/Ⅱ

相試験である。第Ⅰ相試験の結果より第二相の投与スケジュールは 140mg/m2/dayの 4 日投与、

10 日休薬となった。有効性に関しては膵癌患者の CR 例や、melanoma の長期生存例が認められ

た。毒性プロファイルに関しては許容範囲であった。現在、anaplastic astrocytoma, glioblastoma
での第Ⅲ相試験が進行中である。 
 
♯3003 
Safety, pharmacokinerics(PK), pharmacodynamics(PD), and clinical activity of the oral 
AKT inhibitor GSK2141795(GSK795) in a phase Ⅰ first-in-human study. 
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 GSK2141795 は AKT に対する可逆的・選択的阻害薬である。最大耐性量（MTD）、薬物動

態・薬力学解析のための固形癌・リンパ腫を対象とした第Ⅰ相試験。 
 毒性プロファイルは許容範囲内であり、AKT 阻害薬の作用機序上、血糖上昇は認められるが、

想定を大きく超えるものではなかった。半減期が長く、一日一回投与に適しているが、蓄積性

の有無については判明していない。単剤でも複数例に腫瘍縮小の効果が認められている。 
 
♯3010 
Activity of cabozantinib(XL184) in soft tissue and bone: Results of a phase Ⅱ randomized 
discontinuation trial(RDT) in patients(pts) with advanced solid tumors. 
 Cabozantinib は MET, VEGFR2, RET の経口阻害薬である。KIT, FLT3, TIE-2 などに対しても阻

害活性がある。第Ⅰ相試験では甲状腺髄様癌をはじめとする複数の固形がんで奏効例が存在し

た。第Ⅱ相試験として安全性や有効性が検討された。 
 複数のがん腫で腫瘍縮小効果が認められ、骨転移に対する効果も認められた。有害事象の発

現率が低くはなく、40％以上の症例で投与量が減量されていた。  
 
・Patient and Survivor Care 
 
♯9005 
Results of a multicenter randomized trial to evaluate a survivorship care plan for breast 
cancer survivors 
 初回治療が終了し、フォローアップ期間に移行したがん患者に対して、持続する身体的・心

理的・社会的影響のケアが必要であり、病歴や治療サマリー、経過観察計画を記した

Survivorship Care Plan（SCP）を患者に提供することが推奨されている。今回、乳癌患者に対す

る SCP の効果を無作為比較試験にて検証した。408 人の早期乳癌患者を初期治療が終了し、

family physician によるフォローに移行する際に、SCP を提供する 200 人と、提供しない 208 人

の二群に分け検討を行った。介入 12 か月後の心理的な適応性、ケアの継続性、QOL、満足度、

ガイドラインのアドヒアランスなどについて検討したが、両群間に優位な差は認められなかっ

た。 
 
♯LBA9014 
The ultra-low molecular weight heparin(ULMWH)  semuloparin for prevention of venous 
thromboembolism (VTE) in patients with cancer receiving chemotherapy:SAVE ONCO 
study. 
 化学放射線療法中の癌患者は深部静脈血栓症のリスクが上昇する。低分子ヘパリンである

Semuloparin20mg を投与された群と、プラセボを投与された群の二群に分け、深部静脈血栓症、

肺血栓塞栓症、VTE 関連死について検討し、主要な安全性の評価項目として、出血イベントの

発症率を検討した。3212 人を無作為に二群に分け比較し、Semuloparin投与群の 1.2％、プラセ

ボ群の 3.4％に何らかの血栓症の発症を認め、Semuloparin 投与群で 64％の血栓症リスク低下を

認めた。出血のリスクに関しては両群間に差は認められなかった。化学療法中の癌患者に対し

て低分子ヘパリンを投与することの有効性、安全性が確認された。 
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♯1000 
Genetic association with taxane-induced neuropathy by a genome-wide association 
study(GWAS) in E5103 
 タキサン系抗癌剤投与による末梢神経障害は高頻度に認められる副作用であり、時に重症と

なり機能不全、不可逆的な変化を起こすことがある。確立された予測因子として、高齢、糖尿

病、タキサン系抗がん剤の種類、dose、投与間隔などがあるが、指標となるバイオマーカーは

確認されていない。 
 早期乳癌の術後補助化学療法として doxorubicin(A)＋cyclophosphamide(C)の後に PTX を投与

した群、AC に Bmab を加え、その後 PTX+Bmab を投与した群、AC に Bmab を加え、その後

PTX+Bmab、さらに Bmab 単剤で継続した群の三群に分けた。すべての群が１２週の wPTX を

投与されている。grade2-4 の末梢神経障害が発症するまでの期間と相関のある SNPs を検索した。 
6 個の SNP が末梢神経障害発症までの期間と相関があり、それら６個は RWDD3, TECTA とい

う遺伝子上に存在していた。RWDD３の変異では 15 カ月後の神経障害の発症率と相関しており

homo wild-type で 27％の患者が、hetero で 40％、homo variant で 60％の患者に末梢神経症障害が

認められ、同様の傾向は TECTA 遺伝子でも認められた。タキサン系抗癌剤による末梢神経障

害を予測するバイオマーカーが初めて同定された。 
 
・消化器がん（Noncolorectal Cancer） 
 
♯4004 
A multicenter, randomized phase Ⅲ trial comparing second-line chemotherapy(SLC) plus 
best supportive care(BSC) with BSC alone for pretreated advanced gastric cancer(AGC). 
 進行胃癌に対する 2nd-line 治療が BSC と比べ OS を改善するというエビデンスはない。2nd-
line 以降の化学療法の有効性、安全性の評価を行った。 
 5-FU 及びプラチナ系抗癌剤を含む化学療法治療歴を有する PS0-1 の進行胃癌患者を対象とし

た。SLC＋BSC 群、BSC 群を２：１で割付した。SLC はドセタキセル 60mg/m2 の三週毎に投与

か、CPT-11 150mg/m2 の二週毎に投与のどちらかを選択した。 
 OS の中央値は SCL+BSC 群が 5.1 ヶ月、BSC群が 3.8 ヶ月であり、有意な差をもって生存期

間を延長させた。また、SCL+BSC 群の有害事象は許容される範囲であった。抗癌剤別では

CPT-11 群がドセタキセル群と比べ、OS が延長していたが、有意な差ではなかった。 
 進行胃癌の 2nd-line 治療の意義が示され、今後はどのレジメンがもっとも優れているのかが

明らかになるることが期待される。 
 
♯LBA4002 
Adjuvant capecitabine and oxaliplatin for gastric cancer:Results of thephase ⅢCLASSIC 
trial. 
 D2 郭清を行った胃癌根治切除後の XELOX 療法の有効性を検証した phaseⅢ試験である。D2
郭清を含む胃癌根治術後患者を XELOX 群（capecitabin 1000mg/m2 １日２回 po d1-14, 
Oxaliplatin 130mg/m2, day1, それぞれ三週毎、計８サイクル投与）と無治療経過観察群に割付し

た。 
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 ３年 DFS（disease free survival）は XELOX 群で 74％、無治療経過観察群で 60％であり、

XELOX 群で有意に良好であった（HR=0.56;p＜0.0001）。OS の HR は 0.74 であり、有意差は認

められなかった。G3/4の有害事象は XELOX 群で 54％、経過観察群で 6％であった。 
 D2 郭清後の XELOX 療法の術後化学療法としての有効性が示された。 
 
♯4005 
Long-term update of U.S GI intergroup RTOG 98-11 phase Ⅲ trial for anal 
carcinoma:Disease-free and overall survival with RT+5FU-mitomycin versus RT+5FU-
cisplatin. 
 直腸癌に対する化学放射線療法として、5-FU＋mitomycin(MMC)療法の方が 5-
FU+cisplatin(CDDP)療法と比べ、直腸癌患者における人工肛門への移行を減少させることが知

られているが、DFS や OS に関して、はっきりとした統計学的な有用性は明らかにはなってい

なかった。 
 今回、放射線照射に併用して 5-FU+MMC を２サイクル併用する群と、5-FU+CDDP を４サイ

クル施行し、後半の２サイクル時に放射線照射を併用する群の２群に分け、検討を行った。 
 DFS、OS について 5-FU＋MMC 群が優位に延長した。人口肛門造設までの期間や局所制御に

おいても 5-FU+MMC 群が有意に良好であった。 
 
 
♯LBA１  
Twelve versus 36 months of adjuvant imatinib(IM) as treatment of operable GIST with a 
high risk of recurrence:Final results of a randomized trial(SSGXⅧ /AIO) 
 進行 GIST に対して Imatinib 投与は有効性が確認されている。  
今回、術後再発高リスク GIST に対する術後補助化学療法としての Imatinib12 ヶ月投与群と 36
ヶ月投与群に割付け、比較・検討した。imatinib は 400mg/dayの経口投与された。無再発生存期

間（RFS）は 36ヶ月群で有意に延長し（HR=0.46, p=＜0.0001）、五年の RFS は 12 ヶ月群で

47.9％、36ヶ月群で 65.6％であった。G3-4 の有害事象は 12 ヶ月群で 20％、36 ヶ月群で 33％に

認められた。 
imatinib36 ヶ月投与の有用性が示されたが、今後さらに理想的な内服期間の検討が必要である。 
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Best of ASCO 2011 in Japan に参加して  
東北大学大学院医学系研究科 大学院生 齋藤 菜穂子 

今回初めて参加させて頂き、臨床研究の最先端の知識に触れることで、自分の知識欲もか

なり高まったのではないかと思いました。今後の臨床、研究へ少しでも役立つように努力

したいと思います。 
乳癌、頭頚部癌、悪性リンパ腫について報告します。 
 
【HER2/ER 乳癌】 
① Result of NCIC CTG MAP.3:Exmestane for breast cancer prevention in 

postmenopausal woman 
閉経後乳癌の一時予防に AI を使用した trial である。閉経後で乳癌のリスクのある（60 歳

以上、Gail score＞1.66%、prior ADH,ALH,LCIS、prior DCIS with mastectomy のうち一

つ以上を含む場合）女性 4560 名を double blind でランダマイズし、AI を 5 年行う群とプ

ラセボ群に分けた。35 ヶ月の平均観察期間において AI 群で 11 人（0.19%）、プラセボ群で

32 人（0.55%）の乳癌が発見された。（HR0.35、p=0.002）殆どの腫瘍では ER 陽性であり、

HER2 陰性であった。 
副作用としては hot flash が有意差をもって AI 群の方が多かったが、Grade3 以上のものは

少なく、骨粗しょう症や心血管系のイベントは有意差がなく、tolerable と考えられた。 
AI は重篤な副作用なく、閉経後の高リスクの女性において乳癌発生率を減少させることが

示唆され、今後の一時予防のための option となるべきと考えられた。 
Gail モデルの日本人での妥当性の証明がなく、日本では保険適応もないこと、60 歳以上す

べてを対象とするには過剰治療ではないかなどの課題は残されたものの、DICS または浸潤

癌術後の対側乳癌の予防効果については考慮する必要があると考えられる。 
② A multicenter phaseⅡ study of neoadjuvant lapatinib and trastuzumab without 

chemotherapy in patient with HER2 overexpressing breast cancer 
切除可能な局所進行 HER2 陽性の乳癌患者について、weekly T(trastuzumab)+daily L 
(lapatinib)12 週にて neoadjuvant chemotherapy を行った。ER 陽性患者ではホルモン療法

も追加した。2,8,12 週で生検を行い結果を検討した。 
ｐCR は 28％で得られ、npCR も含めると 53％であった。ER 陰性患者でもｐCR が 40％
であり、RR は 75％（ER 陽性 82％、ER 陰性 64％）と、良好な結果が得られた。 
AE は Grade1-2 の消化器症状、皮膚症状などがみられたが、tolerable と考えられた。 
 
分子標的治療薬の開発が進み、分子標的治療薬のみでどこまで治療が可能かという点から

も発表があった。HER２陽性の転移性乳癌患者 112 名を Trastuzumab 単独→PD となった

時点で DTx を加える群と、最初から DTx+Trastuzumab を行う群をランダム化した

JO17360 Trial にては、OS が Dtx+T 群で有意に延長され、現時点では Trastuzumab のみ
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では不十分であり、やはり抗癌剤は必要と考えられた。 
しかし neoadjuvant としては分子標的薬剤のみでも十分な治療の可能性が示され、今後の

biomarker 研究が重要視される。 
 
【乳癌 Triple negative】 
①NCIC-CTG MA.20  An Intergroup Traial of Regional Nodal Irradiation(RNI)in Early 
Breast Cancer 
リンパ節陽性の乳癌患者で乳房切除後の化学療法後に領域リンパ節への照射を行うことは、

再発率を減らし、OS を伸ばすことが知られている。MA.20 では乳房温存手術後の乳癌患者

で whole breast irradiation(WBI)に、regional nodal irradiation(RNI)を加えた結果につい

て検討した。 
乳房温存手術後の乳癌患者でリンパ節陽性あるいはリンパ節陰性だが高リスクの患者 1832
人を、術後補助療法後に WBI（50Gy/25Fr）を行う群 916 人と WBI＋RNI（45Gr/25Fr）
を行う群 916 人にランダム化した。WBI+RNI 群で locoregional DFS,distantDFS,DFS,OS
すべてで有意に延長がみられた。AE としては WBI+RNI 群で grade2 かそれ以上の肺炎と

関連があり（1.3％。0.2%）、リンパ浮腫も有意に増加した（grade2 7.3％、grade3 以上

4.1%） 
MA.20 の結果から術後乳癌の放射線療法において RNI を加えることは局所の再発、遠隔転

移を減らし、DFS、OS を延長させると考えられるが、副作用の面もあり、リスクに関する

情報提供の元に実施を検討する必要があると考えられた。 
②The effect on pCR of bevacizumab and/or antimetabolites added to standard 
neoadjuvant chemotherapy:NSASBP protocol B-40 
転移性乳癌においてタキサン系に capesitabine(X),gemsitabine(G),bevacizmab(B)を加え

ることで PFS はそれぞれ延長することは知られており、HER2 陰性乳癌における術前化学

療法として docetaxel(T)＋/‐B→AC、T＋X or G それぞれで＋/‐B→AC というレジメンで

primary end point をｐCR として検討した。患者は 56％で低分化型であり、59％で HR＋

であった。 
ｐCR は T→AC、TX→AC、TG→AC で 32.7％、29.7%、32％であり、有意差を認めず、

TX,TG では毒性が増加した。また、B を加えるか否かでは、加えた方が有意にｐCR を増

加させ（28.4%、34.5%）、特に HR＋のグループで顕著であった。HR‐では有意差を認め

なかった。 
以上より術前化学療法において Bevacizumab を加えることはｐCR、ｃCR の増加につなが

るが、triple negative 乳癌では有意差は得られなかった。また、docetaxel に capecitabine
または gemcitabine を加えることは推奨されない。 
③A Randomaized phaseⅢstudy of iniparib(BSI-201)in Combination with Gemcitabine 
and Carboplatine in Metastatic triple Negative Breast Cancer(mTNBC) 
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mTNBC において GC 療法に PARP 阻害剤である iniparib を加えたランダム化 PhaseⅡ 
study では OS を延長することが示されている。この study ではｍTNBC の患者を GC 群と

GC＋iniparib 群にランダム化し効果と毒性を比較検討した。 
Open label で 519 人の患者を両群に１：１になるように振り分け、GC 群で PD となった

場合には GC＋iniparib 群に cross over できることとした。 
結果は、primary end pointであるPFS、OSでは有意差を認めなかった。2ndline,3rdline 

としてではやや iniparib 群で OS,PFS が延長された。 
 
【頭頚部癌】 
①Randomized Phase2/3 Trial of Tumor Vascular Disrupting AgentFosbretabulin(CA4P) 
with Carboplatin(C) and paclitaxel(P) in Anaplastic Thyroid Cancer(ATC) 
Combrestatin A4 phosphate ;CA4P は腫瘍の血流障害を起こすことで抗腫瘍効果を発揮し、

単剤で ATC に対し効果があることが phaseⅡstudy で報告されている。 
ATC において、carboplatin+paclitaxel±CA4P の併用療法における安全性と効果について

phase2/3 trial を行った。180 人の登録を行う予定であったが、登録が間に合わず 80 人で

の trial となった。Primary end point は OS、secondary end point は安全性、1 年生存率、

PFS とした。55 人が CA4P+C/P、25 人が C/P 群に振り分けられた。平均観察期間は 4.7
ヶ月で、CA4P 群では MST が 5.2 ヶ月、C/P 群では 4.0 ヶ月であり、死亡リスクを 35％減

少させたと考えられた。1 年生存率は C/P 群が 9％であったのに対し、CA4P 群では 27％
であり、carboplatin+paclitaxel に CA4P を加えることは生存率の延長に寄与すると考えら

れた。しかし、血液毒性や高血圧などの AE が多く認められた。 
この Trial は登録人数が少なくなってしまったため、より多人数での RCT が望まれる。 
②PhaseⅢ trial of low-level laser therapy to prevent induced oral mucositis in head ond 
neck cancer patient submittesd to concurrent chemoradiation. 
頭頚部癌の放射線治療において、85-100％で口内炎が起こり、grade3-4 が 25-45％という

報告もあり、頭頚部癌において口内炎は治療の limit となりうる。 
低容量レーザー治療が CRT の口内炎を予防することが示唆されており、今回頭頚部癌患者

でCRT に併用して低容量レーザー治療を行い口内炎を予防できるかという phaseⅢ study
を行った。CRT 後の頭頚部癌患者（扁平上皮癌）94 人を低容量レーザー群 47 人、プラセ

ボ群 47 人にわけ、endpoint を口内炎の発生と重症度とした。Grade3/4 の口内炎は低容量

レーザー群で 6.4%、プラセボ群で 48％と、レーザー群で口内炎の発生は抑制されたと考え

られた。しかし、スタッフの教育、コスト面、プロトコールの標準化など、問題はまだ残

っていると考えられる。 
③PhaseⅢ trial (RTCOG0522)of Concurrent Accelerated Radiation plus Cisplatin with 
or without Cetuximab(Cet) for locally Advanced HNSCC. 
StageⅢ-Ⅳの頭頚部癌において放射線療法に CDDP もしくは CET を併用することは生存
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率を改善することが知られている。RTCOG では、頭頚部癌において CET が CDDP の効果

を増強するため、StageⅢ-Ⅳの頭頚部癌において CDDP+RT に CET を加えることで PFS
が延長するという仮説のもと phaseⅢ study を行った。 
895人の患者をRT+Cisplatin群48人、RT+Cisplatin+CET群447人に無作為に振り分け、

検討した結果、PFS、OS ともに有意差を認めず、CET+の群で grade3-4 の口内炎、皮膚症

状が明らかに多かった。 
結果として CET の上乗せ効果が認められなかったが、原因としてはコントロールアームの

成績が良すぎたとも考えられた。また、今回の検討では HPV の感染については議論されて

おらず、今後のさらなる検討が期待される。 
 
【血液 Lymphoma】  
①Randomized phaseⅢ U.S./Canadian intergroup trial(SWOG 9704) comparing CHOP
±R for eight cycles to CHOP±R for six cycles followed by autotransplant for patient 
with high-intermediate(H-Int) or high IPI grade diffuse aggressive non-Hodgkin 
lymphoma(NHL). 
初発、若年、高リスク群 DLBCL に対する auto-PBSCT 併用大量化学療法についての研究

が進んでいる。HI リスク群と H リスク群、初発 DLBCL を対象に、auto-PBSCT 併用の有

用性を検証するためのランダム化比較試験を行った。 
370人の患者を登録し、CHOP±Rを5コース施行後、PR以上となった患者253人を、CHOP
±R を 1 コース施行後に自家造血幹細胞移植を行う群と、CHOP±R を 3 コース施行する

群に振り分けた。Primary endpoint は毒性と 2 年 PFS,OS とした。 
結果は、2年PFSではPBSCT群で69％、CHOP±R3コース群で56％であり、有意にPBSCT
群で上昇を認めた。しかし、OS では差が認められなかった。 
OS で有意差を認めず、CHOP±R 後に再発しても、救援化学療法後の自家造血幹細胞移植

で OS が同じになるのであれば、一定の割合で二次発癌のリスクもある自家造血幹細胞移植

を全例で初めから実施することは許容されないと考えられる。 
②R-CHOP14 versus R-CHOP21; Result of a randomized phaseⅢ  trial for the 
treatment of patients with newly diagnosed diffuse large B-cell non-Hodgikin 
lymphoma. 
初発の DLBCL において 21 日ごとの R-CHOP（R-CHOP21）より 14 日ごとの R-CHOP14
の方が優れているのではないかということを検討した phaseⅢstudy である。 
1080 人の初発 DLBCL 患者を R-CHOP21 群（CHOP21×8 cycles、R×8 cycles）、
R-CHOP14（CHOP14×6 cycles、R×8 cycles, G-CSF day4-12）にランダムに振り分けた。

Primary endpoint を OS とした。結果は 2 年生存率が R-CHOP21 群で 81％、R-CHOP14
群で 83％と有意差を認めなかった。好中球減少は G-CSF を併用した R-CHOP14 よりも

R-CHOP21 の方で多く認められた。 
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これまでの study でも R-CHOP14 が高齢者には有効とするものはあったが、R-CHOP21
と比較研究した報告はなかった。今回の study でも OS に有意差は認められず、現時点では

R-CHOP14 は実臨床で使用するべきではないと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21



Best of ASCO 参加報告 

東北大学大学院医学系研究科 

大学院生 吉野 優樹 

 

7 月 10 日午後のセッションは Leukemia、Myeloma、Lung cancer であった。 

 

Leukemia のセッションでは high risk ALL に対する high dose MTX 法と Capicci の漸増

法を比較した試験、治療抵抗性 AML に対する Clofarabine+Ara-C 療法と Ara-C 単剤療法

を比較した試験、骨髄線維症に対する JAK 1/2 阻害薬の placebo controlled study、真性

多血症または本態性血小板増多症を基盤にした骨髄線維症に対する JAK 阻害薬

ruxolitinib と既存治療の比較試験の四本が紹介された。 

 

No:3 

Comparison of high-dose methotrexate with Capicci methotorexate plus asparaginase in 

children and young adults with high-risk acute lymphoblastic leukemia: A report from 

the Children’s Oncology Group Study AALL0232. 

この試験では asparaginase を含む多剤併用化学療法と high-dose MTX 法または Capicci

の MTX 漸増法を組み合わせて、小児及び 30 歳までの若年成人に生じた high-risk ALL

に対する治療効果を比較したランダム化比較試験である。5 年 EFS (event free survival)

は HD-MTX 群で 82.0％、Capicci の漸増法群で 75.4％と有意に HD-MTX 群で良好であ

った(p=0.006)。また、この違いは初期治療に対する効果が早期に得られる Rapid early 

response 群ではより小さく（5y EFS: HD-MTX 86.6%, Capicci 82.7%, P=0.09）、効果が

より遅れて見られる、すなわちより治療に抵抗性と考えられる群でより顕著に（5y EFS: 

HD-MTX 79.5%, Capicci 65.4%, p=0.04）認められていた。また、治療関連の AE は

HD-MTX 群で有意に少ないという結果であった。 

 

No:6503 

Clofarabine plus cytarabine compared to cytarabine alone in older patients with relapsed 

or refractory acute myelogenous leukemia: Results from phase III CLASSIC 1 trial. 

この試験では既存の治療では非常に治療成績の悪い 55 歳以上の高齢者に発症した AML

に対する Clofarabine の上乗せ効果を調べたものである。対象は 55 歳以上の AML 患者で

あり、寛解導入療法によって寛解が得られないまたはCRが6ヶ月維持できないRefractory

症例と、6 ヶ月以上の CR 後に再発した Relapse 症例である。これらの症例をランダム化

し、Ara-C 単剤療法と Clofarabine+Ara-C 療法に割り付けた。この 2 群間で OS に差はつ

かなかったが、ORR は Clofarabine 併用群で 47％と Ara-C 単剤群の 23％と比較してほぼ

二倍の差が認められた。Refractory 症例でも Relapse 症例でもほぼ同じ結果であった。ま

た、4 ヶ月 EFS でも併用群で 38％、対照群で 17％と有意に差が認められた。一方、有害

事象は併用群で明かに多く、また 60 日目までに見られる早期死亡は併用群で 24％、対照

群で 17％と併用群でより効率に認められた。 
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N0:6500 

Results of COMFORT-I, a randomized double-blind phase III trial of JAK 1/2 inhibitor 

INCB18424 versus placebo for patients with myelofibrosis. 

JAK 1/2 阻害薬である INCB18424 (ruxolitinib)はこれまでの試験で MF に対する脾腫の

縮小効果、臨床症状・悪液質の改善効果が認められていた。本試験では MF 患者を対象に

し、ruxolitinib と placebo によるランダム化比較試験である。主要評価項目である脾臓径

の 35％以上の縮小が得られた患者割合は実薬群で 41.9％、対照群で 0.7％と実薬群で著明

に高率であった。また、24 週時点での MF による症状のスコアである total symptom score

が 50％以上改善した患者割合は実薬群で 45.9％、対照群で 5.3％と明かに実薬群で改善が

見られた。一方、非血液毒性として実薬群では斑状出血、めまい、頭痛などが見られ、ま

た血液毒性としては Grade 3/4 の貧血が 45.2％（対照群 19.2％）、Grade 3/4 の血小板減

少が 12.9％（対照群 1.3％）で認められたが、これらの発現率は時間経過に従って低下す

る傾向が見られた。 

 

No:LBA6501 

Results of a randomized study of the JAK inhibitor ruxolitinib versus best available 

therapy in primary myelofibrosis, post-polythythemia vera-myelofobrosis or 

post-essential thrombocytemia-myelofibrosis. 

本試験では原発性骨髄線維症および真性多血症または本態性血小板増多症に関連した骨髄

線維症にたいする既存治療と ruxolitinib のランダム化比較試験である。既存治療としては

化学療法、造血因子製剤、ステロイド、免疫抑制薬等が用いられている。この試験でも

COMFORT I 試験と同様に、35％以上の脾臓径の縮小が主要評価項目と成っている。脾臓

径の縮小が得られた患者は ruxolitinib 群で 28.5％、対照群で 0％と有意に ruxolitinib 群で

良好な結果が得られた。また、症状スコアの経時変化においても ruxolitinib 群が有意に改

善を認めていた。一方、PFS、Leukemia free survival、OS は何れも ruxolitinib 群と対照

群で有意差を認めなかった。また、AE としては貧血、血小板減少が高頻に見られ、

ruxolitinib 群で有意に高頻度であったが、最終的な輸血量などは両群で明かな差は認めら

れなかった。 

 

 

Myeloma のセッションでは Melphalan＋Predonisone+Lenalidomide 併用療法に加えて

Lenalidomide による維持療法を行った場合の二次発癌の頻度に関する報告、新規発症の多

発性骨髄腫に対する Melphalan+Predonisone+Lenalidomide 併用療法と High-dose 

melphalan＋自家骨髄移植の比較試験、再発性もしくは治療抵抗性の多発性骨髄腫に対す

る Carfilzomib＋Lenalidomide+low-dose dexamethasone 併用療法の効果に関する報告が

紹介された。 
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No:8007. 

Incidence of second primary malignancy in melphalan-prednisone-lenalidomide 

combination followed by lenalidomide maintenance in newly diagnosed multiple 

myeloma patients age 65 or older. 

本試験は Melphalan+Predonisone 療法（MP）、Melphalan＋Predonisone+Lenalidomide

併用療法（MPR）、及び Melphalan＋Predonisone+Lenalidomide 併用療法＋Lenalidomide

維持療法（MPR-R）の３ arm の比較試験である。対象は 65 歳以上の多発性骨髄腫の患

者であり、3 群にランダムに割り付けられた。3 群間では PFS は MP 群で 13 ヶ月、MPR

群で 14 ヶ月、MPR-R 群で 31 ヶ月と有意に他の 2 群に対して MPR-R 群で改善が認めら

れた。一方、二次発癌の頻度は MPR-R 群で若干高い傾向にはあったものの、他の 2 群に

比較して優位な差は認められなかった。 

 

No:8020 

Melphalan/prednisone/lenalidomide (MPR) versus high-dose melphalan and autologous 

transplantation (MEL200) in newly diagnosed multiple myeloma (MM) patients: A phase 

III trial. 

本 試 験 で は 65 歳 以 下 の 多 発 性 骨 髄腫 の 患 者 を 対 象 に Lenalidomide ＋ low-dose 

dexamethasone 療法を 4 コース施行後、MPR 群と MEL200 群にランダムに割り付けて治

療を行った。その後、さらに経過観察群と Lenalidomide 維持療法群にランダムに割り付け

を行っている。MPR 群と MEL200 群間で初期反応には CR 率、very good PR 率の何れ

においても有意差は認められなかった（CR：MPR 20%/MEL200 25%, p=0.49）。24 ヶ

月 PFS は MPR 群で 59％、MEL200 群で 75％と有意に MEL200 群で高かったが、24 ヶ

月 OS は MPR 群で 95％、MEL200 群で 97％と有意差を認めなかった。また、血液毒性

及び粘膜炎などの非血液毒性は MEL200 において有意に高率に認められた。 

 

No:8025 

Interim results from PX-171-006, a phase II multicenter dose-expansion study of 

carfilzomib, lenalidomide, and low-dose dexamethasone in relapsed and/or refractory 

multiple myeloma. 

Carfilzomib は新しいプロテアソーム阻害薬である。本試験では再発及び治療抵抗性多発性

骨髄腫に対する Carfilzomib、Lenalidomide、low-dose dexamethasone 併用療法（CRｄ）

の効果を見たものである。対象は 18 歳以上の多発性骨髄腫の患者で、既存の１～３種の

治療法に対して抵抗性または再発を生じた患者である。既使用薬剤には Bortezomib、

thalidomide、lenalidomide が含まれていた。CRｄ療法の効果としては CR 22%、VGPR 

18%、PR 38%、MR 2%、SD 6%であり、ORR 78%であった。Carfilzomib の dose-up

における dose-limiting toxicity は観察されなかった。CRｄ療法における頻度の高い AE

としては倦怠感、下痢、貧血、好中球減少、発熱、浮腫などが観察された。既知の Bortezomib

の神経毒性の発現頻度と比較すると、神経毒性は軽度と考えられた。 
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Lung cancer のセッションでは再発性 SCLC に対する Amrubicin と Topotecan の比較試

験、NSCLC に対する Pemetrexed 維持療法に関する試験、EGFR 活性化変異を持つ患者

に対する Erlotinib と化学療法の比較試験、ALK 陽性 NSCLC 患者に対する Crizotinib の

効果を見る第一相試験などが紹介された。 

 

No:7000 

Randomized phase III trial of amrubicin versus topotecan (Topo) as second-line treatment for 
small cell lung cancer (SCLC). 
本試験では既治療歴ある再発性 SCLC 患者を対象にし、Amrubicin と Topotecan による

2nd line化学療法の効果を比較したランダム化比較試験である。Median PFSはAmrubicin

群で 4.1 ヶ月、Topotecan 群で 3.5 ヶ月、p=0.018 と Amrubicin 群で有意に良好であった。

また Median OS は Amrubicin 群で 7.5 ヶ月、Topotecan 群で 7.8 ヶ月、p=0.17 と有意な

差を認めなかった。一方、Median OS に関してのサブ解析では Sensitive relapse 群では両

治療法に有意差を認めなかったが、refractory relapse 群では Amrubicin 群で 6.2 ヶ月、

Topotecan 群で 5.7 ヶ月、p=0.047 と有意に Amrubicin 群で良好な結果を得た。 

 

No:CRA7510 

PARAMOUNT: Phase III study of maintenance pemetrexed (pem) plus best supportive care (BSC) 
versus placebo plus BSC immediately following induction treatment with pem plus cisplatin for 
advanced nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC). 
本試験では Pemetrexed+Cisplatin 併用療法を 4 コース行い、SD 以上の効果を得た患者を対

象にし、経過観察と Pemetrexed による維持療法を比較したランダム化比較試験である。

median PFS は維持療法群で 4.1 ヶ月、対照群で 2.8 ヶ月、p=0.00006 と有意に維持療法群で

良好であった。治療関連 AE として Grade3/4 の AE は倦怠感、貧血、好中球減少などが維

持療法群で有意に高率に認められたが、何れも許容内の事象であった。 
 
No：7503 
Erlotinib versus chemotherapy (CT) in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (p) 
with epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations: Interim results of the European 
Erlotinib Versus Chemotherapy (EURTAC) phase III randomized trial. 
本試験では EGFR に E19 の deletion もしくは E21 に L858R 変異を持つ患者を対象にし、初

回治療として Erlotinib とプラチナダブレットによる化学療法を比較したランダム化比較試

験である。Median PFS は Erlotinib 群で 9.7 ヶ月、化学療法群で 5.2 ヶ月、p<0.0001 と有意

に Erlotinib 群で良好であった。また、OS に関しては観察期間では有意な差を認めなかった。

治療関連有害事象としては Erlotinib 群では皮疹、下痢がより高率に、化学療法群では好中

球減少、貧血等の骨髄抑制がより高率に認められた。 
 
No:2501 
Progression-free survival (PFS) from a phase I study of crizotinib (PF-02341066) in patients with 
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ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC). 
近年 EML-ALK 融合遺伝子などが NSCLC において 4～6％で認められ、よりアグレッシブ

な腫瘍形質に関連すると言われている。本試験では ALK 陽性の NSCLC 患者に対して、ALK
阻害薬である Crizotinib の効果を見る第一相試験である。119 人の患者にたいして Crizotinib
を投与した所、RR は 61％、median PFS は 10 ヶ月、1 年生存率は 81％であった。この結果

を受けて、ファイザーは Crizotinib を FDA、厚生労働省に対して新薬承認申請を行い、FDA
は Crizotinib を優先審査対象に指定した。 
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