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Best of ASCO 報告書 
 

東北大学病院 
腫瘍内科 

助教 角道祐一 
 

昨年はシカゴで開催された ASCO2011 に初めて参加し、今回は Best of ASCO2012 in 
Japan に参加させて頂きました。新しいエビデンスが目の前で次々と発表されていくのを

経験した昨年とは異なり、今年は注目演題を日本語でじっくり聞くことが出来、これはこ

れで大変有意義なものであったと思います。また、演者の先生方には若手の先生も多くお

られ、自分自身大変刺激にはなりました。このような機会を与えて頂きまして、がんプロ

関係者方々には深く感謝申し上げたいと存じます。 
以下、メラノーマ、サルコーマ、頭頸部がん、婦人科がんについてご報告させていただき

ます。 
 
メラノーマ 
#LBA8500: 
Phase III, randomized, open-label, multicenter trial (BREAK-3) comparing the BRAF 
kinase inhibitor dabrafenib (GSK2118436) with dacarbazine (DTIC) in patients with 
BRAFV600E-mutated melanoma. 
転移性メラノーマに対し、dabrafenib がダカルバジンに比べて PFS を有意に改善したとい

う第 3 相試験（BREAK-3 試験）の結果 
※BRAFV600E 変異はメラノーマの約 50％で認められる（日本人は～30％くらい）。 
 
【背景】：Dabrafenib（選択的 BRAF inhibitor）の安全性は、BRAFV600E 変異をもつ転

移性メラノーマ患者（MM）を対象とした Ph1/2 試験で報告されている。 
【方法】：Stage３または４の前治療無しの MM で、dabrafenib（1 日 2 回経口 150mg）ま

たは DTIC（1000mg/m2、IV、q3w）を、３：１にランダム化して施行。プライマリーエ

ンドポイントは PFS。クロスオーバー可。セカンダリーエンドポイントは、OS、RR、奏

効期間。 
【結果】：250 例を登録し、187 例：dabrafenib 群に、63 例：DTIC 群。年齢中央値 52 歳、

31%はPS＞1、66%はM1c、33%のLDH＞ULN。118のイベント（dabrafenib77とDTIC41）
に対し初回解析をおこなった。HR は 0.30(95% CI: 0.18-0.53; p < 0.0001)。PFS の中央値

は、dabrafenib：5.1 ヵ月、DTIC：2.7 ヵ月。OS データは immature。RR は、dabrafenib：
53%、DTIC：19%。PFS と RR の有効性は全てのサブグループで確認された。 
dabrafenib での AE は、過角化症（37%）、頭痛（32%）、発熱（28%）、関節痛（27%）、皮
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膚乳頭腫（24%）。dabrafenib 群の重篤な AE（＞1%）は、発熱（4%）、有棘細胞癌（6%）

と新たな原発性メラノーマ（2%）※これらは数ヶ月で発症するとのこと。 
【結論】：Dabrafenib は、許容できる安全性で、DTIC に対し PFS の有意な改善を示した。 
 
#LBA8509: 
METRIC phase III study: Efficacy of trametinib (T), a potent and selective MEK 
inhibitor (MEKi), in progression-free survival (PFS) and overall survival (OS), 
compared with chemotherapy (C) in patients (pts) with BRAFV600E/K mutant 
advanced or metastatic melanoma (MM). 
転移性メラノーマに対し、trametinib（MEK 阻害剤）が、ダカルバジン又はパクリタキセ

ルに比べて PFS と OS の有意な改善をもたらしたという第 3 相試験（METRIC 試験）の結

果 
※ trametinib は日本で創られた薬剤。 
 
【背景】：ダカルバジン(D)とパクリタキセル(P)はMMの数少ない殺細胞性抗がん薬である。

2011 年に vemurafenib と ipilimumab が承認され、MM の治療成績は大きく変わりつつあ

る。Trametinib (T)は、MEK1/2 の可逆的で選択的アロステリック阻害薬。 
Ph2 試験では、BRAFV600E 変異 MM で 5.3 ヵ月の PFS が確認されている。今回 Ph3 試

験では生存期間を調べた。 
【方法】：対象は BRAFV600E 変異 MM で脳転移なしの症例。 trametinib (T)と
chemotherapy (C)に 2:1 にランダム化。C は PD 後 T へのクロスオーバー可。プライマリ

ーエンドポイントは PFS。セカンダリーエンドポイントは、OS、ORR、安全性。 
【結果】：322 例（T（n=214）、C（n=108）が 2:1 に割り付け。うち 273 例は、脳転移の

ない BRAFV600E 変異の患者。Investigator により解析された初期集団の HR は 0.44
（95%CI 0.31-0.64; p < 0.0001）、PFS 中央値は T：4.8 ヵ月、C：1.4 ヵ月。ORR は、T：
24%、C：7%。中間解析の OS では HR0.53（95%CI 0.30-0.94; p=0.0181）。T で最も高頻

度に認められた AE は、皮膚発疹、下痢、浮腫、高血圧、倦怠感。T の G3 の AE は、高血

圧（12%）と発疹（7%）。 
【結論】：Trametinib は BRAFV600E/K 変異 MM の PFS と OS を有意に改善した。MM
に対する分子標的薬として、Trametinib は最初の MEKi である。 
 
※今後 Dabrafenib と Trametinib のコンビネーションなども期待されるのではとのこと。 
 
#8507: 
Clinical activity and safety of anti-PD-1 (BMS-936558, MDX-1106) in patients with 
advanced melanoma (MEL). 
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新規薬剤である抗 PD-1 抗体が、転移性メラノーマに対し（その他 RCC、NSCLC、CRC
にも）期待できそうだという報告。 
※これも日本発の薬剤。国内では多施設共同 Ph2 試験として登録が終了している状況。 
 
【背景】：PD-1 は、活性化 T 細胞に発現する免疫補助受容体。T 細胞の細胞死誘導時に発

現増強される遺伝子として 1992 年京都大学の石田らによって分離・同定された。PD-１が

リガンドである PD-L1 と結合すると、免疫からのシールドを形成して、免疫機能が解除さ

れる。本来は、自己に対する不適切な免疫反応を制御する機能だが、腫瘍細胞が PD-L１を

発現すると、PD-1 と結合することによって免疫寛容となる。抗 PD-1 抗体は PD-1 受容体

をブロックする完全ヒト化モノクローナル抗体で、PD-1 と PD-L1 との結合を阻害して免

疫寛容を解除し、腫瘍を退縮させることが期待される。 
この試験は、前治療ありの MM に対する抗 PD-1 抗体の有効性と安全性を調べたもの。 
【方法】：抗 PD-1 抗体は、2 週毎に iv で投与。0.1～10mg/kg の用量でメラノーマを含む

さまざまな固形腫瘍患者に対し施行。患者は PD または CR になるまで、最大 12 サイクル

まで治療を受ける。治療効果判定は、RECIST 1.0 に基づく。 
【結果】：2011 年 7 月から治療を受けた 240 人の患者、うち 95 人がメラノーマ。抗 PD-1
抗体は 5 段階の用量で治療。多くは、先行する免疫療法あり（IT：主にインターフェロン

αまたは IL-2）。Grade3-4 の AE 発生率は 19%。胃腸（4%）、内分泌（2%）、肝胆道系障

害（1%）を含む。薬剤関連死なし。ORR は 27％。responder は、臓器転移または骨転移

患者であった。新病変が認められても、腫瘍全体の持続的な縮小が確認された患者もいた。 
【結論】：抗 PD-1 抗体は、免疫療法の前治療歴のある MM に対して臨床的ベネフィットあ

り。現在さらなる臨床試験が進行中。この結果は、同日の The New England Journal of 
Medicine に掲載された。 
※他の固形癌（RCC、NSCLC、CRC など）でも有効性が期待できそうとのこと。 
 
 
サルコーマ 
#LBA10008: 
Randomized phase III trial of regorafenib in patients (pts) with metastatic and/or 
unresectable gastrointestinal stromal tumor (GIST) progressing despite prior treatment 
with at least imatinib (IM) and sunitinib (SU): GRID trial. 
イマチニブ/スニチニブ抵抗性の進行 GIST に対し、regorafenib が PFS を有意に延長した

という第 3 相試験（GRID 試験）の結果 
 
【背景】： 
Multikinase inhibitor である regorafenib（REG）は、イマチニブ、スニチニブ failure 後
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の GIST 患者を対象とした Ph2 試験で良好な結果であった。今回の Ph3 試験では、REG
の有効性と安全性を評価する。 
【方法】：対象は転移性切除不能 GIST。イマチニブ、スニチニブ failure 後、1 個以上の測

定可能病変を有する、PS=0、1 症例。患者は、2:1 にランダム化、BSC+経口 1 日 1 回 REG 
160mg（3 週投与/1 週休薬）か＋プラセボ（PL）。プライマリーエンドポイントは、PFS。
セカンダリーエンドポイントは、OS、DCR、RR と奏効期間、安全性と相関 genotype など。

クロスオーバー可。 
【結果】： 199 人が REG: 133 人、PL:66 人に無作為に割り付け。プライマリーエンドポイ

ントは met し、PFS の中央値は、REG：4.8 ヵ月、PL： 0.9 ヵ月。HR は 0.27（95%CI、
0.18-0.39）（p < 0.0001）。3 および 6 ヵ月の PFS 率は、REG：60%、38%。PL：11%、0%。

DCR は、REG：53%、PL：9%。OS に対する HR は 0.77（p=0.20）、85%の PL は REG
にクロスオーバー。Grade3 以上の AE は、高血圧（28%）、手-足皮膚反応（21%）、下痢（8%）。 
【結論】：GRID 試験で、イマチニブおよびスニチニブ failure 後の進行 GIST において、

REG は PFS を有意に改善することが示された。 
 
頭頸部がん 
#5500: 
DeCIDE: A phase III randomized trial of docetaxel (D), cisplatin (P), 5-fluorouracil (F) 
(TPF) induction chemotherapy (IC) in patients with N2/N3 locally advanced squamous 
cell carcinoma of the head and neck (SCCHN). 
局所進行頭頸部癌に対し、TPF 療法で IC した後に CRT することが、CRT 単独に比べ OS
を改善するかを調べた第 3 相試験（DeCIDE 試験） 
 
【背景】：局所進行頭頸部扁平上皮癌（SCCHN）において、IC は、遠隔再発（DF）率を

低下させるが、全生存期間（OS）を改善するかについては確認されていない。この試験の

目的は、CRTに先行する ICがCRT単独と比較して生存率を改善するかどうか調べるもの。 
【方法】：この試験は、非盲検、病理学的 SCCHN 確認、遠隔転移なし N2/N3、前治療なし、

KPS 70%の症例を対象。CRT 単独群(CRT arm）［5 days of D (25 mg/m2), F (600 mg/m2), 
hydroxyurea (500 mg BID), 9 日間の間隔をおいて RT (150 cGy BID) ] と、 2 サイクル

の IC [D (75 mg/m2), P (75 mg/m2), F (750 mg/m2 day 1-5)]に引き続いて同じ CRT を施

行する群 (IC arm)にランダム化。プライマリーエンドポイントは OS。セカンダリーエン

ドポイントは DF free survival、と無再発生存期間（RFS）。 
【結果】：2004-2009 年！にかけ 280 人が登録、最小期間（24 ヵ月）の追跡調査結果の報

告。IC に割り付けられた 142 例のうち、91%が 2 サイクルの化学療法を受け、87%が CRT
へ治療継続された。CRT期間中のadherenceはドセタキセルとhydroxyureaは高かったが、

5-FU は両群とも 75%足らずしか目標用量での治療を受けられなかった。RT 完遂率は IC：
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94%と CRT：95%arm といずれも偏りなし。Grade 3-4 の AE として、IC の期間は発熱性

好中球減少症（9%）と粘膜炎（8%）、CRT 中は両 arm 併せて粘膜炎（45%）、皮膚炎（19%）、

白血球減少（17%）。Grade3-4 白血球減少（p=0.002）と好中球減少（p=0.02）だけが、IC 
arm で有意に高かった。 
【結論】：3 年生存率は、両 arm で 70％以上と高かった。IC 群での DF 率の有意な低下を

認めたにも関わらず 3 年間の OS に差が出なかった理由については、更なる解析や追跡調査

が必要。従って、IC はまだオプションであり、現時点で標準的治療とは言えない。 
 
#5501: 
The PARADIGM trial: A phase III study comparing sequential therapy (ST) to 
concurrent chemoradiotherapy (CRT) in locally advanced head and neck cancer 
(LANHC). 
局所進行頭頸部癌に対して、ST が CRT に比べて OS を改善するかを調べた第 3 相試験

（PARADIGM 試験） 
 
※DeCIDE 試験と PARADIGM 試験、いずれもデータとしては不十分（CRT のプロトコー

ルが施設限定的であったり、症例数の大幅削減による検出力のダウンなど）。IC の意義は今

後も検証されて行くであろうが、現時点での標準治療は化学放射線療法のまま！ 
 
【背景】：PARADIGM 試験は、他施設共同第 3 相試験で、局所進行頭頸部癌において、TPF 
ベースの sequential therapy (arm A)とはじめからシスプラチンを併用した CRT（arm B）

とを比較したもの。患者集積はもともと 300 例を予定したが登録が予想以上に遅く 145 例

をもって 2008 年 12 月で終了したとのこと。安全性に関しては ASCO2010 で報告済みであ

り、いずれの arm でも大きな毒性は認めなかった。今回は生存期間に関する報告。 
【方法】：患者はランダムに 2 群に割り付け。 
arm A：ICT(induction chemotherapy)として TPF3 サイクル行ってから、ICT に反応した

場合さらに CBDCA か DTX を併用した CRT をおこなう。 
arm B：CDDP2 回投与を併用した CRT。 
プライマリーエンドポイントは OS。もともと予定されていた 300 例は、3 年生存率を 55％
（arm B）から 70％（arm A）への改善を検出力 80％として設定されたもの。 
【結果】：300 例の予定から 145 例へ大幅削減となり、Arm A: 70 例; Arm B: 75 例で割り付

け。病変の部位は、中咽頭 80 例、喉頭 24 例、下咽頭 15 例、口腔内 26 例。病期は II (1 例), 
III (20 例) and IV (124 例)。観察期間中央値 49 ヶ月で、41 例は死亡（20 in arm A 、21 in 
arm B）。３年生存率は 73% (arm A) and 78% (arm B) (HR1.09; 95% CI 0.59 to 2.03 
p=0.77)。３年の無増悪生存率は 67% (arm A) and 73% (arm B) (HR 1.2; 95% CI 0.65 to 
2.22; p=0.55)。 
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【結論】：この研究では、局所進行頭頸部癌における ST と CRT との間で生存率に差は示さ

れなかったが、症例集積が途中で終了となったことが問題。また、大半を占める中咽頭癌

症例の HPV ステータスがわからず、これらの症例は統計解析には使えない。ただ両 arm
とも良好な生存率は認めている。以上、問題点を多く含む試験となってしまった、教訓的

試験。 
 
婦人科がん 
#5006: 
A randomized, phase III trial of paclitaxel plus carboplatin (TC) versus paclitaxel plus 
cisplatin (TP) in stage IVb, persistent or recurrent cervical cancer: Japan Clinical 
Oncology Group study (JCOG0505). 
進行子宮頸癌（stage IVb）において、これまでの標準治療である TP 療法に対し、TC 療法

の OS における非劣性が証明されたという第 3 相試験（JCOG0505 試験）の結果 
 
【結論】TC 療法は、腎障害、神経障害などの毒性が TP 療法と比較して少なく、入院も不

要であり QOL の点からも優れた治療法である。今後、TC 療法は stage IVb または再発子

宮頸癌の標準治療として推奨される。 
 

6



Best of ASCO 報告書 
 

東北大学大学院医学系研究科 
がんプロフェッショナル養成推進プラン 

大石 隆之 
 

今年の Best of ASCO はお台場の TFT ホールで開催されました。ASCO の演題は明日から

すぐ使える知識ではないですが数年後のがん化学療法を垣間見ることができ、とても有意

義な二日間でした。また国立がんセンターの若い先生方が演者として出ていたのはとても

刺激になりました。参加させていただき誠にありがとうございました。 
 
Non colorectal cancer 
 
LBA4000 
A randomized, multicenter trial of epirubicin, oxaliplatin, and capecitabine (EOC) with 
or without panitumumab in previously untreated advanced esophagogastric cancer 
(REAL3). 
【Background】胃癌の 30~90％にEGFR が発現しており予後不良と相関しているが KRAS
変異は 3~8％程度である。胃癌初回化学療法に対して抗 EGFR 抗体の上乗せ効果を検討し

た。 
【Method】未治療の進行胃癌、進行食道胃接合部癌の患者 553 人を EOC 群（Epirubicin 
50mg/m2 d1、Oxaliplatin 130mg/m2 d1、Capecitabine 1250mg/m2/day d1-21）と

mEOC-P 群 (Epirubicin 50mg/m2 d1 、 Oxaliplatin 100mg/m2 d1 、 Capecitabine 
1000mg/m2/day d1-21、panitumumab 9mg/kg d1)の二群に分けた。primary end point は
OS、secondary end point は RR、PFS、toxicity、QOL、KRAS 変異と治療効果である。 
【Result】median OSはEOC群で11.3ヶ月、mEOC-P群で8.8ヶ月、HRは1.37とnegative
であった。また PFS はそれぞれ 7.4 ヶ月、6.0 ヶ月、HR は 1.22 とこれも negative であっ

た。RR は差はなく、毒性は mEOC-P 群で mucositis、diarrhea、skin rash が多く、EOC
群で Peripheral neuropathy が多かった。これは EOC 群で dose intensity が高かったこと

によるものであろう。biomarker としては KRAS、PIK3CA で mutant type が有意差を持

って OS で勝ったが、PTEN、HER2 では有意差がなかった。 
【Conclusion】panitumumab の上乗せ効果は見られなかった。また RR は surrogate 
marker としては不適であった。KRAS や PIK3CA は予後不良の biomarker として使える

可能性がある。 
【Discussion】Pmab 併用により毒性の上昇と dose intensity の低下が negative になった

理由であろう。大腸癌では CAIRO2、COIN 試験で Cmab が negative。EXPAND 試験（XP
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±Cmab）の結果を待つ必要がある。 
 
LBA4002 
Randomized phase III study of irinotecan (CPT-11) vs. weekly paclitaxel(wPTX) for 
advanced gastric cancer (AGC) refractory to combinationchemotherapy (CT) of 
fluoropyrimidine plus platinum (FP): WJOG4007trial 
【Background】胃癌の一次治療不応後の化学療法は BSC に比して生存期間を延長する。

胃癌の二次治療の標準レジメンは決定していない。 
【Method】初回治療に不応となった進行胃癌の患者 223 人が wPTX 群（PTX 80mg/m2 
d1,8,15 q4w）と IRI 群（CPT-11 150 ㎎/m2 d1,d15 q4w）に分けられた。primary end point
は OS、secondary end point は RR、PFS、toxicity、三次治療ができた割合である。 
【Result】median OS は IRI 群、wPTX 群でそれぞれ 9.5 ヶ月、8.4 ヶ月で HR1.13、p=0.38
と wPTX 群で良い傾向があった。PFS はそれぞれ 3.6、2.3 ヶ月で HR1.14、p=0.33 でこれ

も wPTX 群で良い傾向であった。CR+PR はそれぞれ 21％、14％、p=0.24 であった。AE
は wPTX 群で neuropathy が多く、IRI 群で anorexia、diarrhea、hyponatremia が多かっ

た。三次治療までできた割合はそれぞれ 90％、72％であった。 
【Conclusion】CPT-11のwPTXに対する優越性は示せなかった。今後wPTXを control arm
として第三相試験が行われる。 
【Discussion】両群で良好な生存期間であり、CPT-11 を否定する結果ではない。PC 症例

では wPTX が選択されるがそれ以外でも毒性の面で wPTX が行いやすい。CPT-11 はスケ

ジュールの面で有利であり依然として選択肢の一つである。biomarker の探索が期待され

る。 
LBA4003 
Phase III randomized trial of definitive chemoradiotherapy (CRT) with FOLFOX or 
cisplatinand fluorouracil in esophageal cancer (EC): Final results of the PRODIGE 
5/ACCORD 17trial. 
【Background】食道がんにおける CRT では FP が標準レジメンである。しかし CDDP は

hydration が必要で腎機能障害などの AE が強い。CRT で FOLFOX が有効か検証した。 
【Method】切除不能進行食道癌の患者 267 人が FOLFOX 群（FOLFOX4 3cycle＋
RT50Gy/5w）と FP 群（FP(1000/75)2cycle＋RT50Gy/5w）に割り付けられた。primary end 
point は PFS で secondary end point は CR 率、AE、TTF、OS、QOL）である。 
【Result】扁平上皮癌が約 85％、stageⅢが約 50％、stageⅡA が約 20％で両群間に差はな

かった。median PFS は FOLFOX 群で 9.7 ヶ月、FP 群で 9.4 ヶ月、HR=0.94 で統計学的

有意差はなし。median OS はそれぞれ 20.2 ヶ月、17.5 ヶ月で有意差なし。AE は FOLFOX
群で peripheral neuropathy が多く、FP 群で mucositis、alopecia、Cr 上昇が多かった。 
【Conclusion】切除不能局所進行食道癌の CRT における FOLFOX レジメンは PFS を改善
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しない。外来治療でできる点では CDDP が使いづらい患者には FOLFOX は選択肢の一つ

かもしれない。 
【Discussion】扁平上皮癌が多く日本の症例の参考になるが OS、PFS では JCOG9906 が

良好である。これは PEODIGE5 に腺癌や StageⅣが含まれるからであろう。この結果で日

本で公知申請は難しい。ガイドラインに乗れば可能性あるか。 
 
乳がん（triple negative/cytotoxi/local therapy） 
CRA1002 
CALGB 40502/NCCTG N063H: Randomized phase III trial of weekly 
paclitaxel (P) comparedto weekly nanoparticle albumin bound nab-paclitaxel 
(NP) or ixabepilone (Ix) with or withoutbevacizumab (B) as first-line therapy 
for locally recurrent or metastatic breast cancer (MBC). 
【background】Nab-paclitacel は一次治療として有効性が示された新しいタキサンである

（JCO2009）。Ixabepilone は微小管阻害薬抵抗性の乳がんに対して効果があることがわか

っている（JCO2007）。これらの薬剤の wPTX に対する優越性を検証した。 
【method】術後補助化学療法を除く化学療法治療歴のない局所再発、または転移性乳がん

の患者 900 人をｗPTX 群(283 人、PTX90mg/m2 weekly+Bmab10mg/kg q2w)、nab-PTX
群(271 人 nab-PTX 150mg/m2 weekly+Bmab 10mg/m2 q2w)、Ixa 群(245 人 ixabepilone 
16mg/m2 weekly +Bmab10mg/m2 q2w)に振り分けた。各群間に有意な差はなかったが、

ER/PｇR 陽性率が約 70％程度であった。 
【result】PFS は PTX、nab-PTX 間で HR1.19、p=0.12 で有意差無し、PTX、Ixa 間で

HR1.53、p<0.0001 と有意に Ixa 群が劣った。OS では各群間に有意差はなかった。AE に

関しては nab-PTX 群で好中球減少、倦怠感、神経障害が多かった。Ixa 群は PTX 群に比べ

て神経障害が多かった。 
【conclusion】nab-PTX と Ixa の二群は wPTX を上回ることはできなかった。PTX 群は二

群に比べて AE が軽かった。現在は wPTX 群が標準治療と考えられる 
 

LBA1000 
NSABP B-38: Definitive analysis of patient outcome from a randomized trial comparing 
dose-dense (DD) AC followed by paclitaxel (P) plus gemcitabine (G) with DD AC 
followed by P andwith docetaxel, doxorubicin, and cyclophosphamide (TAC) in women 
with operable, node-positive breast cancer. 
【background】CALGB9741 で dose dense AC→PTX 療法が adjuvant のレジメンとして

有効であることがわかった。Albain2008 では GEM＋PTX 療法が転移性乳がんにおいて

outcome の改善が見られた。また BCIRG001 で TAC が DTX を加えた adjuvant のレジメ

ンとして優れていた。 
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【method】リンパ節転移のある HER2(－)の術後放射線療法を受けた乳がん患者 4894 人を

TAC 群（1630 人）、AC→P 群（1634 人）、AC→PG 群（1630 人）に振り分けられた。Baseline
に大きな差はなかった。Primary end point は DFS、secondary end point は OS、toxicity、
治療関連死である。 
【result】DFS、OS は Kaplan-Meier 曲線が重なり、各群に優位さはなかった。Toxicity
は TAC 群で FN、diarrhea が多く、AC→P 群、AC→PG 群で神経障害、アレルギー反応、

肝酵素異常が多かった。治療関連死に差はなかった。 
【conclusion】AC→P 療法への GEM の上乗せ効果はなかった。TAC 群と他の二群とも有

意差を認めなかった。 
 
 
1003 
A phase III, multicenter, randomized trial of maintenance versus observation after 
achievingclinical response in patients with metastatic breast cancer who received six 
cycles ofgemcitabine plus paclitaxel as first-line chemotherapy (KCSG-BR 0702, 
NCT00561119). 
【Background】転移性乳がんではホルモン受容体陰性、ホルモン療法抵抗性や進行の早い

症例では化学療法が推奨される。一次治療の期間が長いほうがより長い PFS、OS が見込め

る（JCO2011）。 
【Method】324 人の転移性、局所再発乳がん患者が 6 cycle の PG 療法（PTX 175mg/m2 
q3w,GEM 1250mg/m2 q3w）後に Maintenance 群(PG 療法 PD まで)と Observation 群

の二群に割り振られた。Primary end point は PFS、Secondary end point は OS、toxicity、
QOL である。 
【Result】median PFSはManintenance群で 7.5ヶ月、Observation群で 3.8ヶ月、p=0.026
と Maintenance 群で有意に優れていた。median OS は 36.8 ヶ月、28.0 ヶ月、p=0.048 と

これも有意に延長した。Grade3 以上の AE は maintenance 群で Neutropenia、Neuropathy
が多かった。QOL に有意差はなかった。 
【Conclusion】PG 療法の maintenance は PFS、OS を延長し毒性は許容範囲内であった。

転移性乳がんでは 6cycle 以降も継続する化学療法が有効であると考えられた。 
 
Patient and Survivor Care 
 
9001 
Phase III evaluation of American ginseng (panax quinquefolius) to improve 
cancer-related fatigue: NCCTG trial N07C2. 
【Background】倦怠感はがん患者において最も多い症状である。今まで幾つかの治療が試

10



されてきたが有効性が認められたのは Dexamethasone、Guarana など少数である。 
【Method】339 人の根治目的の治療を受けているがん患者が高麗人参群（170 人、

Ginseng2000mg）、Placebo 群（169 人）に割り付けられた。Primary end point は

Multidimensional Fatigue Symptom Inventory（MFSI）スコアである。 
【Result】MFSI スコアは内服開始 4 週目、8 週目が人参群がそれぞれ 14.4、20.0、Placebo
群がそれぞれ 8.2、10.3 と人参群が優れていた。毒性は有意差を持つものはなかった。

Subgroup 解析では治療中の患者で人参群が優れていた。 
【Conclusion】高麗人蔘はがん関連の倦怠感に有用で、治療中でなお有効であった。著し

い毒性はなかった。 
 
CALGB 170601: A phase III double blind trial of duloxetine to treat painful 
chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN). 
【background】Chemotherapy-induced peripheral neuropathy(CIPN)はタキサン系、

L-OHP 等の非血液毒性で最も問題となる。神経毒性を予測する biomarker は未確立で予防

薬が多数検討されているが標準治療は確立していない。 
【method】231 人の PTX または l-OHP で治療され、三ヶ月以上続く grade1 以上の CIPN
がある患者が Duloxetine 群（115 人 30mg/day 1w,60mg/day 2-5w）と Placebo 群（116
人）にランダムに割り振られ、8 週目から群を入れ替える方法が取られた。Primary end 
point は pain reduction（BPI-SF pain interference score）、Secondary end point は toxicity、
QOL である。 
【result】平均改善度は p=0.003 と Duloxetine 群で有意に優れていた。AE は倦怠感、吐

き気が Buloxetine 群で多かったが有意差はなかった。PTX、l-OHP 療法で Duloxetine 群

が優れていた。 
【conclusion】DuloxetineはCIPNを改善することをRCTで示した初めての薬剤となった。

60mg/day の投与量は毒性は低かったが、おそらく 30mg/day で投与開始したことが理由と

考えられる。 
 
A randomized controlled phase II study of theprophylactic effect of urea-based cream on 
thehand-foot skin reaction associated with sorafenib in advanced hepatocellular 
carcinoma. 
【background】hand-foot skin reaction(HFSR)は Sofafenib 投与患者の 21~93％に発現す

る最も多い AE の一つである。HFSR の予防や改善を目的とする RCT は未だにない。尿素

クリームの HFSR の予防効果を検証した。 
【method】871 人の sorafenib で治療された HCC 患者を尿素クリーム＋BSC（保湿クリ

ーム）群（439 人）と BSC 群（432 人）にランダムに割りつけた。Primary end point は
投与 12 週以内の HFSR の発症で、Secondary end point は grade2 以上の HFSR の発症、
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HFSR の期間、減量投与または投与中止した患者数 QOL である。 
【result】HFSR の発症は尿素群で 56％、BSC 群で 73.6％、p<0.0001 で尿素群で有意に

少なかった。Grade2、3 の HFSR も 20.7％、29.2％、p=0.004 と同様であった。QOL は

第 4 週から第 12 週で有意に改善していた。減量投与は尿素群で少ない傾向であったが、投

与中止は尿素群で多い傾向であった。 
【conclusion】この試験で尿素クリームの予防投与がHFSRを減少させることがわかった。

また HFSR 関連の QOL 改善効果もあることがわかった。 
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Best of ASCO in Japan 2012 参加報告書 
 

東北大学大学院医学系研究科 
がんプロフェッショナル養成推進プラン 

大学院生  大内 康太 
 

 この度、2012 年 7 月 7 日（土）～8 日（日）にかけて TFT 西館 「TFTホール 1000」に

おいて開催されました、Best of ASCO in Japan 2012に参加させて頂きましたので、ご報

告申し上げます。 

 2 日にわたり最新の知見に触れることができ、非常に良い刺激を受けました。各セッショ

ン毎のディスカッションも非常に活発であり、誌面上で読むより更に深い理解を得ること

ができたように思います。 
 ここで得た知識やモチベーションを、今後臨床や研究の場で存分に活かして行こうと思

います。 
 以下に、特に興味深かった演題についてご紹介いたします。 
 
CRA3503 
Bevacizumab (BEV) plus chemotherapy (CT) continued beyond first progression in 

patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) previously treated with BEV plus 

CT: Results of a randomized phase III intergroup study (TML study).  

 一次治療で BEV 併用化学療法を施行後に増悪した切除不能大腸癌症例に対し、標準的二

次化学療法に BEV を継続併用することの有用性を検証した無作為化比較試験です。 
 【対象と方法】一次治療としての BEV 併用化学療法の投与中または中止後 3 ヶ月以内に

増悪を示した切除不能大腸癌症例が、フッ化ピリミジンベースの二次化学療法±BEV に無

作為割付されました。本試験の主要評価項目は OS で、副次評価項目として PFS、奏効率、

安全性が設定されています。 
 【結果】OS の中央値は BEV 併用群で 11.2 ヶ月、化学療法単独群で 9.8 ヶ月（HR=0.81, 
p=0.0062）と有意な延長を示しました。OS のサブグループ解析では、全体的に BEV 併用

群で良好な傾向を認めましたが、女性、ECOG PS≧1、一次治療の PFS 9 ヶ月未満など、

ばらつきを認めるサブグループも認められました。PFSの中央値はBEV 併用群で 5.7ヶ月、

化学療法単独群で 4.1 ヶ月（HR=0.68, p<0.0001）と、OS と同様に有意な延長を示しまし

た。奏効率は BEV 併用群で 5.4%、化学療法単独群では 3.9%（p=0.3113）でした。BEV
の継続併用による有害事象の増加は認めませんでした。 
 【結論】以上の結果から、BEV の継続使用は切除不能大腸癌の二次治療における OS と

PFS を有意に延長することを示しました。このことから、BEV の継続使用は一次治療で

BEV 併用化学療法を施行した症例における二次化学療法の新しい治療オプションの一つと
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なると述べています。 
 【ディスカッション】 
・ 生存期間の有意な延長は認めているものの、その差は 1.4 ヶ月であり、費用対効果の観

点から症例の選択には慎重を期するべきである。 
・ 今後のバイオマーカーの詳細な解析により、二次治療において BEV の使用が推奨され

るグループ、抗 EGFR 抗体薬への変更が望ましいグループ、新たな治療戦略の開発が必

要なグループなどへの治療前選別が可能となることを期待する。 
・ BEV と抗 EGFR 抗体薬についての Head-to-Head 試験が計画されている。 
・ BRiTE 試験では OS の延長が過剰に評価されていたことから、観察研究の限界を指摘す

る声もありましたが、観察研究や後ろ向き研究は、仮説を打ち立てるためには依然として

有用であるとの意見も出ていました。 
 
CRA3505 
Effects of prior bevacizumab (B) use on outcomes from the VELOUR study: A phase III 

study of aflibercept (Afl) and FOLFIRI in patients (pts) with metastatic colorectal 

cancer (mCRC) after failure of an oxaliplatin regimen.  

 VELOUR 試験において、FOLFIRI＋Aflibercept（Afl）は FOLFIRI＋placebo と比較し

て有意に有効性を改善させたことが既に報告されていますが、本報告は前治療に BEV を使

用した症例に焦点を当てたものです。 
 【対象と方法】L-OHPの投与中もしくは投与終了後に病勢進行した進行・再発大腸癌患者

を対象に、ECOG PSと前治療でのBEV使用歴を割付け調整因子として、FOLFIRI+Afl群と、

FOFIRI+placebo群とに無作為に割付けました。前治療としてのBEV使用の有無とAflの有効

性（OSおよびPFS）の関係はCox比例ハザードモデルを用いて検証しました。 

 【結果】前治療のBEV使用例、未使用例で比較検討すると、北米ではBEV未使用例が少な

い傾向を示しました。有効性の解析ではBEV使用例のOS中央値は、FOLFIRI + placebo群11.7

ヵ月、FOLFIRI + Afl群12.5ヵ月 (HR=0.862)であり、PFS中央値はFOLFIRI + placebo群3.9

ヵ月、FOLFIRI + Afl群6.7ヵ月 (HR=0.661)でした。また、BEV未使用例ではOS中央値は

FOLFIRI + placebo群12.4ヵ月、FOLFIRI + Afl群13.9ヵ月(HR=0.788)であり、PFS中央値は

FOLFIRI + placebo群5.4ヵ月、FOLFIRI + Afl群で6.9ヵ月(HR=0.797)でした。前治療にお

けるBEV使用と有効性との関係の検証では、PFS (p=0.2)、OS (p=0.57) のいずれにおいて

も相関は認めませんでした。RR (response rate) は、BEV使用例ではFOLFIRI + placebo群

8.4%、FOLFIRI + Afl群11.7%であり、BEV未使用例ではそれぞれ12.4%、23.3%でした。   

FOLFIRI + Afl群の治療関連有害事象の発生頻度は前治療でのBEV使用例と未使用例で差は

なく、grade 3/4の発生頻度も変わりませんでした。 

  【結論】この結果より、BEVの使用歴にかかわらず、FOLFIRI + AflがOSとPFSを改善する

傾向を示し、BEVの使用歴がAflの安全性に影響を与えないことも示しました。 
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 【ディスカッション】 

・ CRA3503の結果と比較すると、BEVとAflの有効性は同等である。むしろBEVの方が毒性は

低いと言えるのではないか。 

・ Aflの有効性が高いサブグループを同定するバイオマーカーの開発に期待したい。 

 

CRA3508 

EORTC liver metastases intergroup randomized phase III study 40983: Long-term 

survival results.  

 本試験は、切除可能と診断された肝限局転移 (LM) を有する大腸癌患者への周術期化学

療法と肝切除の効果を評価するEORTCの第Ⅲ相試験であり、副次評価項目であるOSについて

の観察期間中央値8.5年の結果報告です。 

 【対象と方法】切除可能な4個以下の肝転移を有する大腸癌患者364例が登録され、化学

療法群 (FOLFOX4を術前・術後に6サイクルずつ実施) と手術単独群とに182例ずつ無作為割

付けされました。OSは両側非層別化log-rank testにて比較し、有意水準は0.05としました。 

 【結果】中央値8.5年の観察期間が経過した時点で化学療法群の58.8% (107例)、手術単

独群の62.6% (114例) で死亡が報告されました。主な死因として、再発は化学療法群で46.7% 

(85例)、手術単独群で54.4% (99例) であり、周術期合併症による死亡は両群とも1.1% (2

例) でした。5年OSは化学療法群で52.4%、手術単独群で48.3%、中央値はそれぞれ63.7ヵ月、

55ヵ月であり、両群間に有意差を認めませんでした (HR=0.87, p=0.303)。腫瘍の増悪後の

2nd-line治療として化学療法が実施された割合は、化学療法群で75.6%、手術単独群で90%

でした。一方、再肝切除が施行された割合はそれぞれ 53.7%、50.0%でした。 

 【結論】FOLFOX4による周術期化学療法は手術単独と比べて、PFSを向上させましたが、

OSについては有意な改善を示しませんでした。 

 【ディスカッション】 

・ 本試験はOSの有意な延長を示さなかったが、これは本研究のパワー不足が原因と考えら

れ、また再発による死亡割合の減少を認める点は注目に値する。 

・ EORTCにおけるDFS、OSの値は十分とは言えず、今後regorafenib等の新規薬剤にも期待

したい。 

 

CRA3502 

Phase III CORRECT trial of regorafenib in metastatic colorectal cancer (mCRC).  

 Regorafenibは血管新生性 (VEGFR、TIE-2) 、間質組織性 (PDGFR-β、FGFR) 及び腫瘍形

成性 (c-KIT、RET、B-RAF) 受容体チロシンキナーゼを標的とする経口マルチキナーゼ阻害

剤です。標準治療抵抗性となった切除不能進行・再発大腸癌におけるRegorafenibの有効性

を検証した報告です。 
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 【対象と方法】対象は標準治療*抵抗性となった切除不能進行・再発大腸癌患者であり、

Regorafenib群とplacebo群とに無作為に割付けました。層別化因子は血管新生阻害剤の使

用有無、診断から登録までの期間、地域等です。主要評価項目はOSで、副次的評価項目は

PFS、ORR、DCRです。 

 【結果】Regorafenib群では、placebo群と比較して有意にOS（HR: 0.77、p=0.0052、中

央値6.4ヵ月 vs. 5.0ヵ月）及びPFS (HR: 0.49、p<0.000001、中央値1.9ヵ月 vs. 1.7ヵ月)

が延長していました。ORRは各々1.0%、0.4%と差は認めませんでしたが、DCRはRegorafenib

群で41.0%と、placebo群の14.9%に比べ有意に良好でした (p<0.000001) 。性別、年齢、地

域、PS、原発部位、診断から登録までの期間、前治療歴、前治療数、KRAS statusにおける

サブグループ解析においてもRegorafenib群でOS、PFSが良好でした。KRAS 野生型の症例は

Regorafenib群で40.6%、placebo群で36.9%に認め、OS中央値は各々7.3ヵ月、5.0ヵ月 (HR: 

0.653) 、PFS中央値は2.0ヵ月、1.8ヵ月 (HR: 0.475) でした。KRAS 変異型の症例におけ

るOS中央値は各々6.2ヵ月、5.1ヵ月 (HR: 0.867) 、PFS中央値は1.9ヵ月、1.7ヵ月 (HR: 

0.525) でした。Regorafenibに関連したgrade 3以上の主な有害事象は、手足症候群 

(16.6%) 、倦怠感 (9.6%) 、高血圧 (7.2%) 、下痢 (7.2%) 、発疹/落屑 (5.8%) であり、

両群間でQOLに有意な差は認めませんでした。 

 【結論】Regorafenibは切除不能進行・再発大腸癌に対して有効性を示した最初の経口マ

ルチキナーゼ阻害剤であり、標準治療抵抗性例のOS、PFSを有意に改善し、KRAS statusを

含んだサブグループ解析においても同様の有効性が示されました。副作用も管理可能であ

り、本薬剤は同対象に対する標準治療になり得ると述べています。 

 【ディスカッション】 

・ unmet needの患者群における新規薬剤と言える。 

・ 本邦におけるCRCにおいて、drug lag無しに導入される初の分子標的薬であり、この点

でも大きな意義を持つ。 

・ 毒性に関しては慎重にみていく必要があり、また他剤との併用に関する検討を待ちたい。 

 

3003 

A phase lb, open-label, multicenter, dose-escalation study of the oral pan-PI3K 

inhibitor BKM120 in combination with the oral MEK1/2 inhibitor GSK1120212 in patients 

(pts) with selected advanced solid tumors.  

 【背景】MAPK pathwayとPI3K pathwayの間には相互作用があることが知られており、phase

Ⅰstudyにおいて双方の阻害薬の併用が有効であることが示されてきました。 

 【方法】RAS/RAFに変異をもつ悪性腫瘍の患者において、BKM120+GSK1120212の経口投与

における最大耐用量(MTD)とphase Ⅱにおける推奨用量(RP2D)を決定することを目的とし、

副次的に安全性、耐用性、PKと有効性についての評価を行いました。 
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 【結果】49人の患者においてBKM120とGSK1120212の併用投与を行いました（それぞれ

30mg+0.5mg,60mg+0.5mg,60mg+1.0mg,60mg+1.5mg,60mg+2.0mg,70mg+1.5mg,80mg+1.0mg, 

80mg+1.5mgの順にdose up）。6人の患者が投与量規制毒性（DLTs）を示しましたが、全て可

逆的でした。Grade 3のDLTとしては口内炎、嚥下障害、LVEF（左室駆出分画）の低下、CK

の上昇、嘔気、食思不振、経口摂取不良を認めました。MTDはBKM120 70mg、GSK1120212 1.5mg

と規定されました。RP2Dは明らかとなっていません。25%以上に認めたAEとしては下痢、嘔

気、嘔吐、皮疹、無気力、CK上昇、経口摂取不良、発熱、口内炎、高血糖が挙げられまし

た。AEにより治療中止に至った例は17例(35%)であり、中断もしくは減量を要した症例は25

例(51%)でした。併用投与における薬剤の血中濃度は、各々単剤で行った時に比べ低下を認

めました。KRAS変異を伴う卵巣がんの3例でPRを認め、うち2例は9ヶ月以上維持されました。

BRAF阻害薬でPDになったBRAF変異を伴うメラノーマ患者2例においてSDを認め、うち1例は

現在も治療継続中である（6サイクル目）。 

 【結論】BKM120とGSK1120212の併用は安全と言えました。RAS/RAF変異を持つ症例におい

て、臨床的有効性が示唆されました。 

 【ディスカッション】 

・ 本報告のようにnovel-novel combiの投与を行う際に、組み合わせの選択（交絡要素は？

耐性機序は？）、スポンサーとなる会社が全く異なる、dose escalationのschemaはどうす

るか、毒性の増強等多くの問題が存在している。 

・ 本報告にあるように、horizontalな同時阻害の標的経路を新規に探索する場合、現時点

では次世代シークエンサーを用いた網羅的遺伝子変異解析によるアプローチに頼る所が

大きい。網羅的解析無しに、どことどこの経路を抑えればどの腫瘍に効く、というように

特異的な作戦を立てることは難しいと言わざるを得ない。 

 

LBA1 

Primary results from EMILIA, a phase III study of trastuzumab emtansine (T-DM1) versus 

capecitabine (X) and lapatinib (L) in HER2-positive locally advanced or metastatic 

breast cancer (MBC) previously treated with trastuzumab (T) and a taxane. 

 T-DM1は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体であるTRAと、微小管重合阻害剤誘導体のDM1

による抗体・薬剤複合体です。TRAおよびタキサン系薬剤の治療歴を有するHER2陽性局所進

行または転移乳癌を対象に、T-DM1の有効性及び安全性をCAP+LAP療法と比較した第Ⅲ相ラ

ンダム化比較試験です。 

 【対象と方法】TRAおよびタキサン系薬剤による治療歴を有し、転移病変に対する治療中

もしくは術後補助療法開始後6か月以内に病勢進行を認めたHER2陽性局所進行または転移

乳癌患者991例を対象としました。追跡期間の中央値はT-DM1群 12.9か月、CAP+LAP群 12.4

か月でした。T-DM1群では3週ごとにT-DM1を静注し、CAP+LAP群ではCAPを3週ごとに経口投

与し、LAPを1日1回経口投与しました。主要評価項目は独立評価委員会が判定するPFS、OS、
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安全性とし、副次的評価項目は主治医の判定によるPFS、奏効率、寛解持続期間、症状悪化

までの期間です。 

 【結果】独立評価委員会の判定によるPFSの中央値はT-DM1群で有意に延長を認め（HR 0.650, 

P<0.0001）、PFSのサブグループ解析においても概ねT-DM1群が優れていました。OSは中間解

析時点でT-DM1群がCAP+LAP群に比べ有意な延長を認めましたが（HR 0.621, P=0.0005）、

T-DM1群で中央値に達しておらず、試験の早期中止限界に達していないため、試験継続とな

っています。奏効率、寛解持続期間はいずれもT-DM1群の方が有意に優れていました（43.6% 

vs. 30.8%, 12.6か月 vs. 6.5か月）。安全性の評価においては、Grade3以上の有害事象の

発生頻度はT-DM1群で低い傾向を認めました（40.8% vs. 57.0%）。Grade3以上の有害事象と

して、T-DM1群では貧血、血小板減少症、AST/ALT上昇が多いのに対し、CAP+LAP群では好中

球減少症、下痢、手足症候群が高頻度に認められました。 

 【結論】TRAおよびタキサン系薬剤に抵抗性のHER2陽性乳がん患者において、T-DM1単独

療法はCAP+LAP療法に比べてPFSおよびOSを有意に改善し、安全性にも優れていました。今

後、T-DM1はHER2陽性乳癌に対する有望な治療選択肢となることが示唆されました。 

 【ディスカッション】 

・対象がTRAとタキサンの治療歴を有する患者であるにも関わらず、微小管重合阻害剤であ

るDM1をTRAと結合させたT-DM1がCAP+LAP療法に比べ、あらゆる有効性に関するエンドポイ

ントで有意に優れていたことから、今後TRA耐性乳癌の2次治療薬の第一選択となりうる。 

・CAP+LAP療法で減量頻度が高いことによる影響は検討されるべき。 

・T-DM1の特徴的なAEである肝機能障害と血小板低下には注意を要する。 

・MARIANNE試験（TRA+T vs. T-DM1+pertuzumab vs. T-DM1）の結果にも注目したい。 

 

 

 上記以外にも、非常に興味深い報告が多々あり、濃密な二日間を過ごすことができまし

た。ASCOでの発表内容のみならず、本報告書に紹介したように会場で交わされたディスカ

ッションが非常に示唆に富んでおり、より理解を深めることができました。 

 このような貴重な経験の場を与えて頂きましたことに心より感謝を申し上げ、参加報告

とさせて頂きます。 
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Best of ASCO 2012 in JAPAN （2012/7/7-7/8）東京ファッションタウンビルにて 
 

 
 

 
 
 
 

写真（下）左から、 

東北大学病院 腫瘍内科 助教 角道祐一 

東北大学大学院医学系研究科 大学院生 大内康太 

東北大学大学院医学系研究科 大学院生 大石隆之 
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