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2020年のEGFR遺伝子変異陽性NSCLCの管理における進捗：その現状

ASCO20仮想会議における主要な治験の紹介
と要約

こんにちは、私はDr Roy Herbstです。米国コネチカット

州ニューヘイブンにあるイェール癌センター、スミロー癌

病院において腫瘍内科担当主任兼薬物学担当教授をしてお

ります。

今回の「2020年EGFR遺伝子変異陽性NSCLCの管理におけ

る進捗：その現状」ウェビナーにご参加いただきありがと

うございます。

EGFR変異陽性NSCLC：その現状

EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌（NSCLC）の現状 現

在のエビデンスを臨床実践へと移すことに関して、残って

いるいくつかの重要な質問があります。第III相FLAURA治験

の結果に基づいて出てくる質問は次の通りです。全体的な

生存率が、転移性の状況における第一次の有効性のエンド

ポイントとなるべきか？ ファーストラインで併用療法を

用いることにより、生存期間の転帰を改善することは可能

か? より早期での標的療法に意義はあるのか？ 忘れてはな

らないことは、遺伝子型判定がなければ、いかなる治療法

も個別化することはできないということです。なぜなら、

誰がEGFR遺伝子変異陽性を持っているのかがわからない

と、これらの治療上のアプローチのいずれを患者に対して

適用するべきか特定できないからです。

NCCN ガイドライン – 2020年5月

NCCNのガイドラインから始めましょう。私はここイェー

ル大学医学部イェール癌センターに勤務しております。当

癌センターはNCCN機関のうちのひとつであり、これらの

ガイドラインを非常に頻繁に使用しています。ご覧の通

り、増感したEGFR遺伝子変異陽性の異常性を持つ患者は左

側に表示され、次の2つの異なるグループに分けられてい

ます：EGFR遺伝子変異陽性が第一線の全身治療に先立って

発見された、あるいはEGFR遺伝子変異陽性が第一線の治療

中に発見された。もし、あらかじめ遺伝子変異陽性が分か

っているとすれば (これについて私は異議を唱えるもので

あり、だからこそ私たちは誰に対しても検査を行うべきな

のです)、カテゴリ1に推薦される5つの異なった薬品があ

ります。その中でエルロチニブ + ベバシズマブはカテゴリ

2Bに属します。患者の病状が進行したら、当然次に来る質

問は「その時点で何をするべきか？」ということになりま

す。全身治療中にEGFR遺伝子変異陽性が判明した患者の場

合、その患者に計画されていた治療が完了したら、私は切

り替えをしたいと思います。両方の事例 [第一線の全身治

療に先立って、またはそのさなかに判明したEGFR遺伝子変

異陽性] において、使用するのに望ましい薬品はオシメル

チニブでしょう。

標的療法は補助療法において重要な役割を担
うことになるか？

早期ステージ NSCLC

早期ステージNSCLCについて私たちが知っていることは何

でしょうか？ 最善の治療は外科手術であるとみなされて

いますが、切除をしたら治癒する可能性を持った腫瘍は20
〜25%に過ぎません。つまり、そうした腫瘍の多くが再発

する可能性があるということです。II〜IIIA期の完全切除さ

れたNSCLC患者およびIB期の一部の患者においては、シス

プラチンによる術後補助療法が標準治療となっています。III
期の肺癌診断は不良な予後と関連しています。5年生存率

は、手術から最初の化学療法開始までの期間にもよります

が、35%〜50%であり、これでも多少は甘めな数字と言え

るかもしれません。外科切除から60日以上経過してから化

学療法を実施した場合に生存率は最も低くなります。従っ

て質問は、「より早期での標的療法に意義はあるか？」と

いうことになります。私は「はい」と答えたいです。そこ

には明らかに満たされていないニーズがあるからです。

KINDLE: Contemporary management and 
associated outcomes of patients with stage III 
NSCLC in a real-world setting: A multicountry 
observational study
Jazieh AR, et al.
(KINDLE：現実の環境におけるIII期NSCLC患者の現在の管理と関連する結果：複

数国対象観察研究、Jazieh ARおよびその他)

この質問を考える上で助けになるいくつかの研究があり

ます。これは、KINDLEによる「現実の環境におけるIII期
NSCLC患者の現在の管理に関連する結果：複数国対象観
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察研究」です。 基本的にこれは3つの地理的地域におけ

る125のセンターに登録した3,000人以上の患者を調査し

ています。基線特性は中央に表示されています。しかし、

最終的にこのIII期の設定で使用された第一線の療法は25件
以上でした。また、適格性、結果、および療法は世界中で

非常に異なっていました。基本的に現実世界のデータによ

り、III期NSCLCの診療の多様性が明らかにされました。バ

リエーションが非常に多いということが、新しい臨床試験

を構築することを非常に難しいものにしている理由の1つ

になっています。こうした異なるすべての療法にもかかわ

らず、III期では生存率の結果は不良で、ガイドラインを

作成して結果を最大限に高める革新的な治療方法へのアク

セスを向上する必要があります。恐らく生物学的な治療法

も必要になるでしょう。

ALCHEMIST: Adjuvant targeted therapy or 
immunotherapy for high-risk resected NSCLC
Sands J, et al.
(ALCHEMIST：高リスクの切除済みNSCLCに対する補助標的療法または免疫療

法、Sands Jおよびその他)

ALCHEMISTの研究は私たちの協力者のグループを通じて米
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国で現在実行中です。ASCO仮想会議におけるALCHEMIST
の臨床試験への登録に関する抜粋があります。この臨床

試験は補助療法、化学療法、免疫療法、または標的療法

を患者に同時的に提供するものです。左側にあるのは

ALCHEMIST試験の3つの群です。EGFR遺伝子変異陽性の

患者を無作為化し、エルロチニブ治療群と比較観察しまし

た。この示説が示すように登録患者数は367人でした。ALK
融合遺伝子陽性の109人の患者を無作為化し、対照群また

はクリゾチニブ群に割り付けて治療しました。そして、

ご想像の通り、非常に速やかに承認を受けた群がPD-L1ス
テータスにあるバイオマーカーで、935人の患者を対照群

または免疫療法のニボルマブ群へ割り付けての治療しまし

た。最終的に、補助療法のアプローチが多くの異なる臨床

試験で研究されています。この治験は進行中であり、米国

とカナダの多くの施設において試験を構築し迅速な登録を

促進しています。

CTONG1104: Adjuvant gefitinib versus 
chemotherapy for stage II-IIIA EGFR-mutant 
NSCLC – final overall survival analysis 
randomized phase III trial
Wu Y-L, et al.
(CTONG1104: ゲフィチニブによる補助療法と、II〜IIIA期のEGFR遺伝子変

異陽性NSCLCに対する化学療法 – 最終的な全生存期間分析無作為化第III相試

験、Wu、Y-Lおよびその他)

では、ここでCTONG1104を取り上げます。これは、II〜

IIIA期のEGFR遺伝子変異陽性NSCLCに対する補助的療法

と化学療法を比較したもので、無作為化第III相試験の最

終的な全生存期間分析になります。これは私の友人で同僚

の中国人Yi-Long Wuが行ったものです。これは2020年1

月時点でのデータのカットオフです。この治験ではEGFR活
性型遺伝子変異陽性、II–IIIA期 (N1–2病) の患者200人以上

を無作為化し、1:1でゲフィチニブ250mg (EGFR阻害薬) 治
療群または標準的なプラチナベースの化学療法群のいずれ

かに割り付けました。この事例では下記の用量のシスプラ

チンとビノレルビンが投与されました。フォローアップ中

央値は80か月にもわたり、データとして非常に成熟したも

のになりました。すべての事前定義されたサブグループに

おいてまったく違いはありませんでした。ただし、ゲフィ

チニブが有意な傾向にありました。ご覧の通り、全生存率 
(OS) の中央値では、ゲフィチニブが有意の傾向にありま

すが、統計的な重要性があるとまでは言えず、ハザード比

は0.92です。3年OSと5年OSにおいて、それらが統計的に

有意ではないことが判ります。興味深いことに、この治験

では、3年間の無病生存率 (DFS) は、30.8か月対19.8か月 

(p=0.001) であり、有意性を満たしています。しかし、5
年DFSの中央値も一緒に示されています [有意な違いはな

い]。この治験において新しい、予期しない重大な有害事

象はありませんでした。最終的に、この治験で観察された

DFSの優位性は、重大なOS上の利点につながることはあり

ませんでした。この原因の多くはクロスオーバー効果によ

るのかもしれません。補助療法の期間は18か月以上でした

が、より長い治療期間であればもっと利点があったかもし

れないという推測が成り立ちます。この治験は、この世代

のEGFR阻害薬は少なくとも化学療法よりも優れているとは

言えない、ということを示しています。もちろん、これは

「もし、両方を使っていたらどうなっていたか？」という

質問はしていません。

ADAURA: Osimertinib as adjuvant therapy in 
patients with stage IB-IIIA EGFR-mutant NSCLC 
after complete tumour resection
Herbst R, et al.
(ADAURA：完全腫瘍切除後のIB〜IIIA期のEGFR遺伝子変異陽性NSCLC患者にお

ける、オシメルチニブによる補助療法、Herbst Rおよびその他)

今度はADAURAの治験について調べてみましょう。これ
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について私は非常によく知っています。なぜなら、ASCO 
2020仮想会議の総会で私がプレゼンテーションを行ったば

かりだからです。これは、完全腫瘍切除後のIB–IIIA期 EGFR
遺伝子変異陽性NSCLC患者における補助療法でのオシメル

チニブによる治験です。Chadが、私の運営委員会のメン

バーのYi-Long Wu博士とMasahiro Tsuboiを代表してプ

レゼンテーションを行ってくれました。また、彼らは、治

験責任医師達からなる大きな委員会や、国内や世界中から

集まった研究チーム、そしてもちろん世界中の患者も代表

していました。これはIB–IIIA期NSCLCの患者に対する補助

療法としてオシメルチニブを使うことに関する研究です。

患者達には扁平上皮癌はなく、実際彼らの腫瘍は完全に切

除されていました。患者は、適切な場合、補助療法の状況

においてプラチナによる化学療法を受けることも可能でし

た。ご想像の通り、I期の患者はほとんど化学療法を受け

ませんでしたが、II期とIII期の大多数の患者は化学療法を

受けました。その後彼らは無作為化されてオシメルチニブ 

(80mgを1日1回、339人の患者) またはプラセボ (80mgを
1日1回、343人の患者) による治療を受けました。なぜプ

ラセボなのか？ 既に議論したとおり、切除手術を受けた

EGFR遺伝子変異陽性NSCLCの患者に対しては、補助的プ

ラチナ療法後の他の治療法はないのです。この場合、再発

率が高くなっています。

私たちは今年これについてASCOでプレゼンテーションを

行うことを予定していませんでした。実際、分析に必要な

目標数の患者を満たすにはまだ数年が必要だったのです。

しかし、2020年4月にデータを検討した安全性委員会が、

治験薬を有利と見なす効果に偏りがある可能性を発見しま

した。そのため、同委員会が早期の見直しを求めてきまし

た。本日私が皆さんにお見せしているのがその結果です。

結果は、無病生存率に肯定的な第一次エンドポイントがあ

ることを示しています。全体としてIB–IIIA期の治験グルー

プを見ると、ハザード比は0.21でした。これはオシメルチ

ニブによる治療を受けた患者の無病生存率に79%の改善が

あったことを意味します。グラフで見てみると、これらの

患者のうちII–IIIAグループに限った場合、ハザード比は0.17
でした。これは実際には第一次分析集団でした。2年間の

幅で見てみると、無病生存率はオシメルチニブの治療を受

けた患者の場合は90%でしたが、プラセボによる治療を受

けた患者の場合は44%でした。次に、私が初めに取り上げ

た全体集団を見てみると、この数値は89%対53%となって

おり、もっと良い予後のあったI期の患者を加えても、この

数値にあまり違いはありません。OSはこの分析の時点で

まだ成熟しておらず、 成熟度は4%に過ぎませんでした。

ですので、まだあまり多くを語ることができません。今後

も検討を進めてまいります。安全性プロファイルは、オシ

メルチニブの既知の安全性プロファイルと一貫していまし

た。

この治験は非常にエキサイティングなものでした。なぜな

らこれは、肺癌の標的療法が無病生存率を向上させること

を示したほぼ初めてと言える、グローバルな無作為化試験

であったからです。これは、オシメルチニブの補助療法

が、腫瘍の完全切除と補助化学療法後のIB～IIIA期のEGFR
遺伝子変異陽性NSCLC患者において、無病生存率の統計的

に有意で臨床的に意味のある改善をもたらしたことを示し

ています。

要約
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この第1部を要約すると、EGFR標的療法は現在NSCLCの早

期治療において1つの場所を占めるに至ったことは明らか

だ、と言えるでしょう。患者の治験の際には、患者がこ

れらの薬品を転移性の設定で使用できるようにすることが

重要になるでしょう。もちろん、これは既に行われてきた

ことですが、世界全体で同等のレベルで行われているわけ

ではないので、この手順を継続的に推進する必要がありま

す。このことはさらに重要になっています。なぜなら、私

たちは切除の時点で誰がEGFR遺伝子変異陽性なのかを知

る必要があるからです。また、ADAURAのデータに基づく

と、補助療法の設定においてEGFR患者を治療する際には、

関係者がこのオプションを持ちたいと思うのが非常にはっ

きりしています。今回の治験の治療期間は計画では3年間

でした。つまり、大きな進歩があったのは明らかです。私

たちは、ADAURAの研究が成熟するにつれて、また、デー

タを別の面から調べることによって、引き続きこの研究か

らさらに多くのことを学ぶでしょう。しかし、明らかにな

ったことは、私たちが肺癌の治療において大きな進歩をし

ているということです。

私は自分の個人的体験から言えるのですが、90年代後半

にゲフィチニブで初期の治験をいくつか行いました。そし

て、その後、肺癌におけるEGFR療法は、非標的経口療法に

多少のレスポンダー (処置・薬物などが奏功する患者) を

得ることができ、それによって2004年頃のEGFR遺伝子変

異陽性の発見につながることができました。その後、もち

ろんこれはEGFR阻害薬をEGFR-遺伝子変異陽性の選別に

おける第一線と第二線の転移性の状況において使用するこ

とにつながり、それがFLAURA研究と数年前のオシメルチ

ニブの承認に結びついたのです。ここで、FLAURAの結果

を受けた第一線の設定でオシメルチニブを検討してみまし

ょう。私はこれはエキサイティングなものになると思いま

す。私たちはADAURAの治験で何らかの活性が見られるも

のと予想していましたが、全体集団のハザード比が0.17に
なったということは非常に驚くべきことでした。治験はハ

ザード比0.7のパワーで実施され、無病生存率に83%の改善

があったことになります。

転移性のEGFR遺伝子変異陽性 NSCLCの治療
においてどのような進化があるのか？

EGFR変異陽性転移性NSCLC

ATLAS: Phase III, open-label, randomized study 
of atezolizumab in combination with carboplatin 
+ paclitaxel + bevacizumab compared with 
pemetrexed + cisplatin or carboplatin with stage 
IV NSCLC with activating EGFR mutation or ALK 
translocation
Park S, et al.
(ATLAS：活性型GFR変異陽性またはALK転座を有する IV期のNSCLCに対

するアテゾリズマブのカルボプラチン＋パクリタキセル＋ベバシズマブ

との併用療法を、ペメトレキセド＋シスプラチンまたはカルボプラチン

の併用療法と比較する第III相非盲検無作為化試験、Park Sおよびその他) 

これからATLAS治験を取り上げます。これはアジアで進行

中のIII相の研究です。この研究は、IMpower 150からの最
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近の主要なサブグループを確認するためにデザインされま

した。彼らは、従来型の細胞毒性化学療法において血管内

皮増殖因子 (VEGF) 阻害薬ベバシズマブとアテゾリズマブ

を併用することで良好な結果を示しています。非常にシン

プルなデザインであり、EGFR遺伝子変異陽性またはALK転
座を適格として2:1の無作為化が行われました。A群はアテ

ゾリズマブを含む4つの薬品の組み合わせで、B群は3つの

薬品 (化学療法 + ベバシズマブ、アテゾリズマブなし) を
組み合わせています。そして、第一次エンドポイントは無

増悪生存率 (PFS) です。EGFR遺伝子変異陽性の患者に対し

て、これを免疫療法と抗血管形成療法と組み合わせること

にには何らかの活性があるものと予想されました。そして

ALKも同様に調査されました。これは重要なことです。な

ぜなら、もしこれがうまくいけば、あるいは [アテゾリズ

マブ] をこれらの患者に使用できるようになれば、私たち

はおそらくは難治性の状況においてもこれを使用できるよ

うになるからです。

RELAY+: Exploratory study of ramucirumab plus 
gefitinib in untreated patients with EGFR-mutant 
metastatic NSCLC
Nishio M, et al.
(RELAY+：EGFR変異陽性転移性NSCLCの未治療患者におけるラムシルマブとゲ

フィチニブの探査試験、Nishio Mおよびその他)

ここではRELAY+治験を取り上げます。これは、VEGFR2の
抗体ラムシルマブにEGFRチロシンキナーゼ阻害薬 (TKI) の
ゲフィチニブを加えたものをEGFR遺伝子変異陽性の転移

性NSCLCの未治療患者に投与するものです。現在米国にお

いてエルロチニブ+ラムシルマブは、EGFR遺伝子変異陽性

の未治療患者に対して承認された療法になっています。こ

こでは、類似した患者コホートにおいてゲフィチニブの安

全性と有効性について取り上げます。ご覧の通り、これは

非常にシンプルな単群治験です。フォローアップ中央値は

13.8か月ですが、PFSは良好で、フォローアップ時点で65%

です。全体的な奏効率は70.7%で病気のコントロール率は

ほぼ100%です。従って、研究はその第一次エンドポイント

を満たしています。これはつまり、RELAY+におけるラムシ

ルマブとゲフィチニブの有効性は、より大規模なRELAYに
おけるラムシルマブとエルロチニブのそれに似ていること

を意味します。組み合わせの安全性のプロファイルは同じ

であり、個々の薬品の安全性も同様です。ですので、この

研究には非常に素晴らしい推論が行えます。

NEJ026: Final overall survival analysis of 
bevacizumab plus erlotinib treatment for NSCLC 
patients harbouring activating EGFR-mutations
Maemondo M, et al.
(NEJ026：活性化EGFR変異を有するNSCLCに対するベバシズマブ＋エルロチニ

ブによる治療の最終生存率分析、Maemondo Mおよびその他)

ここで、NEJ026を取り上げましょう。これは活性化EGFR
変異を有するNSCLC患者に対するベバシズマブ＋エルロチ

ニブによる治療の最終生存率の分析です。これは私の心に

何かピンと来るものがあります。実際、私はAlan Sadler
と共に約20年前にベバシズマブ＋エルロチニブの最初の

治験を行いました。ご承知の通り、この論文がランセット

誌で発表されると、それはBeTa治験と呼ばれ、 ベバシズ

マブ＋エルロチニブはEGFR遺伝子変異陽性患者のPFSにお

いて、エルロチニブ単独の場合よりも治療に改善が見られ

ました。これは既にNEJ026治験で示されています。しか

し、これまで行われてきたことは生存分析を調べることで

した。早速ですが右側を見てください。ベバシズマブ＋エ

ルロチニブのOS中央値は50.7か月で、エルロチニブは46.2
か月です。そしてハザード比は1です。従って、強いPFSの
利点が見られますが、そしてそれがこの治験の第一次エン

ドポイントになっていたのですが、OSの主要な第二次エ

ンドポイントは満たされていません。PFS2を見ると、つま

りPFSを少し異なった視点から見ても、これには有意性が

ないように見えます。第二線の設定におけるOS中央値につ
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いても同様です。そのため、EGFR遺伝子変異陽性NSCLC
でのエルロチニブ単剤療法に対するベバシズマブの付加

的効果、その有効性はPFS、PFS2、OSの順に徐々に低下

し、有意な差異はないということになります。調査結果は

J025567の研究に一致します。OSにおけるその効果は残

念ながら満たされていません。

High-dose osimertinib for CNS progression 
in EGFR-mutant NSCLC: A multi-institutional 
experience

Piper-Vallillo A, et al.
(EGFR遺伝子変異陽性NSCLCにおけるCNS病勢進行に対する高用量オシメルチ

ニブ：多施設の経験、Piper-Vallillo Aおよびその他)

これはEGFREGFR遺伝子変異陽性NSCLCにおけるCNS病勢

進行に対する高用量のオシメルチニブを調べた研究で、多

施設の経験を元にしています。彼らは進行したEGFR遺伝

子変異陽性NSCLCの106人の患者に対して遡及的研究を行

いました。患者達は毎日160mgのオシメルチニブの投与を

受けていました。複数のグループ (非常に小さいサブグル
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ープ) を遡及的に調べました。1つのグループは当初80mg
のオシメルチニブの投与を毎日受けていましたが、その後

CNS病勢進行と共に160mgに増加されました。しかし、化

学療法はありませんでした。2番目のグループも同じ療法

を受けましたが、化学療法も併用されました。そして、3
番目のグループは当初1日当たり160mgのオシメルチニブ

の投与量で開始しましたが、化学療法と放射線療法は行い

ませんでした。数値は小さいのですが、オシメルチニブの

高用量 (160mg/日) に関連したいくつかの活性があったこ

とが見て取れます。ご覧の通り、コホートAではCNS対照

の中央値は3.8か月で、コホートBでは5.1か月 (多少の化学

療法あり)、そしてコホートCでは4.2か月でした。わずか

ながら、投与量の増加で中程度の利益があったことが示唆

されています。病気のコントロールに中央値で3～4か月の

付加があったからです。重要なのは重大な生命の脅威とな

る副作用がなかったということです。従って、この研究に

関してさらに多くのことが判明してくるでしょう。それは

間違いなく非常に興味深いことです。

Nazartinib in treatment-naïve EGFR-mutant 
NSCLC: Updated phase II results
Shao-Weng Tan D, et al.
(未治療EGFR遺伝子変異陽性NSCLCにおけるナザルチニブ：第II相の最新結

果、Shao-Weng Tan Dおよびその他)

ここで取り上げるのは、未治療EGFR遺伝子変異陽性

NSCLCにおけるナザルチニブに関する第 II相の最新結果

です。進行性EGFR遺伝子変異陽性肺癌の未治療患者で

は、33か月時点ではナザルチニブによるOS中央値に到達

しておらず、安全性プロファイルは非常に管理可能なもの

でした。全体的な奏効率を見ると、病気のコントロールと

中央値は、すべて非常に好ましいもののように見えます。

最も頻繁に所見されたグレード3と4の有害事象は多少の発

疹とリパーゼの増加ですが、膵炎はありませんでした。こ

こに試験中のもう1つの第3世代の薬品があります。また、

有害事象のうちのいくつかも試験中です。

要約

では、転移性の状況で私は何を結論として言えるでしょう

か？ 私たちは第一線の治療法としてオシメルチニブの使

用を継続しています。現在私たちは脳の転移で何らかの活

性を所見していますが、これは既に私たちが気づいている

ことであり、恐らく投与量の増加が重要になってくるでし

ょう。非常に多くの他の薬品が登場してきています。その

後、VEGF阻害薬などと併用することによって何らかの緩

やかな改善を示しています。確かにRELAY+治験は米国に

おいて承認される療法になると考えられます。今後はそれ

らがゲフィチニブと併用される可能性があります。アジア

ではこれがより一般的になっています。残念ながら、ベバ

シズマブ+エルロチニブの日本における治験では無増悪生

存率に成果があるものの、生存率に改善は見られていませ

ん。私は今後数年のうちにEGFR遺伝子変異陽性の病気の第

一線と第二線の設定において、第一次耐性と獲得耐性の両

方の耐性を標的として、より多くの組み合わせが生じてく

るのではないかと思っています。

EGFR遺伝子変異陽性NSCLCにおいて、遺伝子
変異検査におけるどのような進歩が精密医療
のさらなる支援につながるか？
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では、このプログラムの3番目で最後の部分に入りましょ

う。EGFR遺伝子変異陽性NSCLCにおいて、遺伝子変異検

査におけるどのような進歩が精密医療のさらなる支援につ

ながるか？ これは、私が思うには、恐らく全体の中で最

も重要な部分になるでしょう。なぜなら、こうした変異を

持つ患者に対する検査を行わないのであれば、私がこれま

で話したことがまったく意味をなさなくなるからです。

NSCLCにおける遺伝子型同定

ですので、質問は、「EGFR変異陽性NSCLCを検出するた

めの新しい検査方法の臨床的有用性について、ASCOの最

新データが示すものは何か？」ということになります。

Genomic testing among patients with newly-
diagnosed advanced NSCLC in the United States: 
A contemporary clinical practice patterns study
Gondos A, et al.
(米国で新規に診断された進行性NSCLC患者における遺伝子検査：最新の臨床診

療パターン研究、Gondos Aおよびその他)

ここに、Gondos Aおよびその他による「米国で新規に診

断された進行性NSCLC患者における遺伝子検査：最新の臨

床診療パターン研究」という素晴らしい論文があります。

これは世界中の病院から集められた大容量のデータベー

ス、Flatiron Healthデータベースを使用しています。基本

的にこれは包括的ゲノムプロファイリングを受け取った次

世代シーケンス (NGS) のグループ (1,355人の患者)、およ

び非NGSグループ (926人の患者) を持っていました。こ

こでの質問は、検査は適切で完全なものであるとした場合

に、2つのグループに違いはあるのかということです。全

体として、包括的プロファイリングのグループにおける患

者の79.7%が他のタイプの検査は受けていませんでした。

従って、これを受け取れば他は何も受け取る必要はないこ

とになります (非NGSのサブグループの患者の29%に比較

して)。ご覧の通り、不適切な検査はNGSを受け取った患

者のうちわずか13.4%に過ぎませんでしたが、これに対し

て非NGSの患者のそれは52%以上でした。ですので、ゲノ

ムプロファイリングを行っていたら、さらに多くの適切な

検査が得られたでしょう。検査の失敗率はNGSグループで

4.2%、非NGSグループで6.8%です。これは、もちろんテク

ニックに依存することに変わりありません。しかし、ここ

に注目してください。標的療法の異常性が見逃されていた

可能性があります。NGSグループではそれは10.1%ですが、

非NGSグループでは何と40.3%になっているのです。言い

換えれば、NGSを使用すればより多くの治療可能な異常

性が見つかるかもしれないのです。結論として言えること

は、NGSの使用は、特に包括的なゲノムプロファイリング

においては、準最適な検査を回避し、検査の失敗を最低限

に抑え、新規に導入されたバイオマーカーの検査使用率を

改善し、個人に合わせて個別化された標的療法を実現する

のに役立つ可能性がある、ということです。

Clinical performance of a comprehensive novel 
liquid biopsy test for identifying patients with 
NSCLC for treatment with osimertinib
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Gray JE, et al.
(オシメルチニブによる治療に適格なNSCLC患者の特定するための包括的な新規

の液体細胞診検査の臨床成績、Gray JEおよびその他)

次に取り上げる研究は非常に興味深いものです。包括的な

新規の液体細胞診検査の臨床成績とはどのようなものか？ 

これはJhanelle Grayと同僚による研究です。調査された

のはオシメルチニブを対象にした2つの治験で、1つは第二

線のAURA3で、もう1つは第一線のFLAURA治験でした。両

方の研究で多くの患者が取り上げられたことが分かりま

す。FLAURAの場合、PFS (研究結果) を見ると液体細胞診

検査のG360と同じように見えます。これは血液中の無細

胞DNAをコバス分析と比較するもので、コバス分析は血漿

または細胞組織における承認された分析になっています。

次に第二線治験のAURA3を見ても同様ですべてのPFS値が

同じように見えます。従って、結論として言えることは

G360、すなわち､Guardant360® 液体細胞診検査はオシ

メルチニブ療法に適したEGFR遺伝子変異陽性NSCLCの患

者を正確に特定する一方、その他の分子標的に対して包括

的な遺伝子型判定を提供するということです。これは朗報

です。なぜならこれはEGFRに必要なものを得る上で有用で

あるだけでなく、その他の標的を見つけることもできるか
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らです。私の考えでは、液体細胞診検査は細胞組織ベース

の検査を補完するものであると思います。

A model comparing the value of broad next-
generation sequencing-based testing to single 
gene testing in patients with NSCLC in the US
Pennell NA, et al.
(米国のNSCLC患者において幅広い次世代シーケンシングの値を単一遺伝子検査

のそれと比較するモデル、Pennell NAおよびその他)

これはここで取り上げるのにふさわしいと私が考える研究

で、米国におけるNSCLC患者を対象として、広範囲な次

世代シーケンスを単一遺伝子検査と比較した包括的なモデ

ルになっています。これはNathan Pennell博士と同僚に

よる研究で、彼らは説得力のある検査モデルをレポートし

たいと思いました。そして、アクショナブルなドライバー

変異を調査するための構成を検討し、患者集団に対してそ

れが示唆するものを調べたのです。彼らは、EGFRとALKに
おいて、広範囲なNGS検査を単一遺伝子検査と比較するこ

とで、生存年に大幅な延長が見られると結論しました。ま

た、生存年にかかる1年あたりのコストも削減されていま

す。従って、[NGS検査] は命を救う上でより良いものであ

り、経費も少なくてすみます [単一遺伝子検査に比較して]
。そして、これは一般的検査をサポートするものです。こ

れは非常に複雑な数学的モデルです。私は、異なる想定

をすべて網羅した完全な資料が出ることを待ち望んでいま

す。しかし、その内容はきっと私がこれまでの数枚のスラ

イドにあった遡及的データベースで紹介したことと、一貫

性を持ったものになっているでしょう。

Residual circulating tumour DNA after two months 
of therapy to predict progression-free and overall 

survival in patients on S1403 randomized to 
afatinib ± cetuximab
Mack PC, et al.
(無増悪生存期間と全生存率を予測するための、S1403試験でアファチニブ単剤

療法群とアファチニブとセツキシマブの併用療法群に無作為化された患者にお

ける2か月間の治療後の残存循環腫瘍DNA、 Mack PCおよびその他)

最後に、私が米国のSWOGグループおよびイェール大学の

肺SPOREグループで関わったいくつかの仕事からの抜粋を

紹介します。基本的にPhil Mackがこれを寄稿したのは「

無増悪生存期間と全生存率を予測するための、S1403試験

でアファチニブ単剤療法群とアファチニブ±セツキシマブ

の併用療法群に無作為化された患者における2か月間の治

療後の残存循環腫瘍DNA」の論文においてでした。この治

験は、第一線の状況においてアファチニブ+セツキシマブ

は、アファチニブ単剤での使用に比較して優れた療法にな

るという想定で開始されました。残念ながら、これは第一

次エンドポイントを満たしませんでした。EGFRに対する無

細胞DNAのクリアランスが調査されました。サイクル3の1
日目 (C3D1) において、クリアランスがあった患者のPFS中
央値が15.1になっていることが分かります。一方、クリアラ

ンスを持たなかった (残存) 患者の場合は2.8か月でした。

全体的な生存率はそれぞれ27.2対15か月でした。では、こ

れは何を示しているでしょうか？ これらのどちらもが有

意なP値を示しているように見えます。60日間の治療後の

EGFRの無細胞DNAのクリアランスは、その後のPFSおよび

OSの大幅かつ統計的に有意な改善と関連付けられたと言

えます。これについてはさらなる進展があると私は考えま

す。なぜなら、これは非常に重要なことだからです。私た

ちは単一薬剤または併用薬剤によるEGFR標的療法の患者を

フォローして、異なる療法に切り替えるべきか、あるいは

それをいつ行うべきかについて決定します。
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要約

検査は重要です。ここは、私の意見では、パズルで最も

大きい部分です。なぜなら、検査によって最も基本とな

るものを見つけることができるからです。EGFR遺伝子

変異陽性の転移性癌の患者だけでなく、こうした転移の

初期段階にある患者も現在検査対象になっています。私

はこれがより効果的で迅速な治療を可能にすると考えま

す。しかし、EGFRを初めとする肺癌のパラダイムにはも

ちろん変化が見られ、現在ほぼ10件の異なるアクショナ

ブルな遺伝子変異があります。これらは知っておく必要が

あります。なぜなら、それらは第一線の設定または難治

性の状況において治療を決定する上で役立つからです。

もちろん現在では最も初期の病気においてもそれらが役立

っています。ですから、血液ベースのパネルを含み、こ

れらのすべての次世代パネルが非常に重要になってくる

のです。

ありがとうございました。




