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免責事項

未承認の製品や、承認済みの製品の未承認の使用法が講演者によって論じ
られる場合があります。そのような状況は、単一または複数の法域におけ
る承認ステータスを反映している可能性があります。

講演者は、適応外使用や未承認使用についての言及を必ず開示するよう、
touchIMEにより助言されています。

touchIMEの活動においてこれらの製品や使用法が言及されても、未承認製
品や未承認の使用方法の推薦がtouchIMEによってなされたり暗示されたり
するものではありません。

touchIMEは、誤謬や不作為によるいかなる責任も負いません。



学習目標

• 早期ステージの患者を含む、EGFR変異陽性NSCLC患者に対するEGFR-TKIの
有効性および安全性データを想起する

• EGFR変異陽性NSCLC患者に対する適切な治療方法を決める上で分子診断
検査がいかに役立つかを説明する

• EGFR変異陽性NSCLCの管理における標的療法の使用のための治療経路が
現在どのように進化しており、今後も進化していくかを論じる

EGFR 上皮成長因子受容体、NSCLC、非小細胞肺癌。TKI、チロシンキナーゼ阻害薬。



Webセミナーの概要

EGFR 上皮成長因子受容体、NSCLC、非小細胞肺癌。TKI、チロシンキナーゼ阻害薬。

EGFR変異陽性NSCLC

∙ EGFR-TKIの臨床的有効性と安全性 –その現状

∙ ASCO20 Virtual –補助療法における標的療法の役割

∙ ASCO20 Virtual –転移症例における新規治療戦略

∙ ASCO20 Virtual – NSCLCにおけるゲノム検査の発展



IV期のEGFR変異陽性NSCLCに対する現在の戦略EGFR変異陽性NSCLC：その現状

遺伝子型判定なしには、個別化された治療ができません

現在のエビデンスを

臨床実践へと移すための重要な質問
• 第III相FLAURA試験の結果に基づき、全生存期間が転移

癌における有効性の主要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。

• より早期で標的療法を取り入れることに意義はあるか
？

EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC、非小細胞肺癌。



NCCNガイドライン – 2020年5月
感作EGFR変異陽性NSCLC

感作EGFR変異
陽性

ファーストライン
の全身療法の前に

EGFR変異が発
見された

ファーストライン
の全身療法を実施

中EGFR変異が発
見された

ファーストライン治療

オシメルチニブ (カテゴリ1)
(優先)
または
エルロチニブ (カテゴリ1) 
または
アファチニブ (カテゴリ1)
または
ゲフィチニブ (カテゴリ1)
または
ダコミチニブ (カテゴリ1)
特定の状況で
エルロチニブ+ ベバシズマブ (カテゴリ2B)

病勢進行

維持療法を含む包括的な計画され
た全身療法を完了、または中断し
て以下による治療

オシメルチニブ (優先) または

エルロチニブまたはアファチニブ
またはゲフィチニブまたはダコミ
チニブまたは
エルロチニブ+ ラムシルマブまた
はエルロチニブ+ ベバシズマブ (
カテゴリ2B)

病勢進行

病勢進行

病勢進行

EGFR、上皮成長因子受容体。NCCN、全米総合癌センターネットワーク。NSCLC、非小細胞肺癌。
NCCNから抜粋。非小細胞肺癌バージョン 5。2020年。2020年5月27日。



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？

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

EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC、非小細胞肺癌。



IV期のEGFR変異陽性NSCLCに対する現在の戦略早期ステージNSCLC

• より早期での標的療法に意義はあるか？

• 可能な最善の治療は外科手術であるとみなされているが、潜在的に治癒的
な切除に適する腫瘍の症例は20〜25%でしかない1

• II〜IIIA期の完全切除されたNSCLC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る2

• 診断時にIII期のNSCLCは予後不良とされている
• 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るが、

35%〜50%である3

• 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
は最も低くなる (p<0.001)3

NSCLC、非小細胞肺癌。
1. Arriagada R, et al. Lancet. 2010; 375:1267–1277. 2. Burdett S, et al. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;Issue 3. Art. No.: CD011430. 
3. Wang B-Y, et al. PLoS ONE. 2016;11: e0163809. 



KINDLE: Contemporary management and associated outcomes of patients with stage III 
NSCLC in a real-world setting: A multicounty observational study (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転帰：複数国対象観察研究) 
Jazieh AR, et al. 

cCRT、同時放射線化学療法。CI、信頼区間。CT、化学療法。IO、免疫療法。mos、月。mOS、全生存率中央値。mPFS、無増悪生存率中央値。NSCLC、非小細胞肺癌。RT
、放射線療法。sCRT、連続化学放射線療法。
Jazieh AR, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9043).

IO前時代の現実的な環境におけるIII期NSCLC患者、治療パターンおよびそれらに関連する転帰の
特性を明らかにする

• KINDLEは、III期NSCLCの患者および疾患特性、

治療および転帰に関するデータを取得する後
向き複数国多施設臨床試験である

• 以下の3つの地理的地域の125ヶ国で3151名の患
者が登録した (9ヶ月以上のフォローアップ)：
• 中東および北アフリカ、n=1046
• アジア、n=1874
• 南アメリカ、n=231

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る。III期では生存転帰は不良で、ガイドラインを作成
して転帰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る

試験登録期間：2013年1月1日〜
2017年12月31日

ベースライン特性

年齢中央値
63歳

(範囲は21〜
92歳)

男性 76.5%

喫煙歴 69.2% 

IIIA期 (AJCC 7th 
ed.) 55.9% 

腺癌 53.7%

扁平上皮癌 36.6%

治癒的外科切除 21.4%

• 25超のファーストライン投薬計画: cCRT＝
29.4%、CT 
のみ＝17%、sCRT＝10.4%、RTのみ = 8.5%

• IIIA期患者：手術およびCTが適応となり、それ

らを受けた患者は、手術を受けず他の治療を
受けた患者よりもmOSとmPFSが長かった

• IIIB期患者：CT単独療法またはRT単独療法また
はsCRTと比較して、cCRTではmOSとmPFSが有
意に改善された

• IIIA期およびIIIB期での全体的なmOSはそれぞれ
43.8ヶ月および27.7ヶ月であった

• 完全切除を受けた患者ではmPSとmOSが21ヶ
月だった



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, et al.

ALK、未分化リンパ腫キナーゼ。Chemo-IO、化学免疫療法。EGFR、上皮成長因子受容体。NCTN、全米臨床試験ネットワーク。NSCLC、非小細胞肺癌。PD-L1、プログラム
細胞死1リガンド1。
Sands J, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr TPS9077).

ALCHEMISTプラットフォームに更新された登録患者を報告する：補助化学療法と同時併
用の免疫療法を提供する臨床試験

• 新規の補助療法試験A081801 (2020年春)
• 被験者は3つの治療群のいずれかに無作為に割り当てられた

• 化学療法中および化学療法後のペンブロリズマブによる化学免疫療
法

• 連続化学療法に続くペンブロリズマブ
• 化学療法の単独療法

進行中のALCHEMISTプラットフォームを基盤とすることにより、この研究は参加NCTN
施設全体で迅速なA081801への登録を促進することを目指す

• ALCHEMIST (Adjuvant Lung Cancer Enrichment Marker 
Identification and Sequencing Trial) 

• スクリーニング試験A151216には、完全切除されたIB
期 (4 cm以上)〜IIIA期 (AJCC 7に基づく) のNSCLC患者が
登録 (登録n=5362) され、3つの試験を実施中：

試験 バイオマーカ
ー 患者 補助療法 vs 

観察

A081105 EGFR遺伝子変異 367 エルロチニブ

E4512 ALK融合 109 クリゾチニブ

EA5142
PD-L1ステータ
ス 935 ニボルマブ

包含基準：
• A151216に登録、EGFR変異および

ALK再構成が陰性、PD–L1検査済み
• 18歳以上で米国東海岸癌臨床試験
グループ (ECOG) 一般状態が0〜1
、標準的な臓器機能値

除外基準：

• 外科手術以外の肺癌
治療歴

• 妊娠／
授乳中、3年以内に
進行性二次癌を発症

標的治療の臨床試験への参加を支援するた
め、早期のバイオマーカー試験を使用



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 et al. 

CI、信頼区間。CIS、シスプラチン。d、日。DFS、無病生存率。EGFR、上皮成長因子受容体。GEF、ゲフィチニブ。HR、ハザード比。ITT、治療企図。mOS、全生存率中
央値。NSCLC、非小細胞肺癌。OS、全生存率。SAE、重篤な有害事象。VIN、ビノレルビン。
Wu Y-L, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9005).

第III相ADJUVANT/CTONG1104試験からのOSデータを報告する* 

EGFR活性型変異を有する
II〜IIIA期 (N1〜N2) のNSCLC患者 (n=222) が以下に1:1

で無作為化：

GEF VIN + CIS 

ゲフィチニブ 250 
mg を1日1回24ヶ月
間投与 (n=111)

データ中断：2020年1月

結果 GEF VIN + CIS

mOS、月数 75.5 62.8

HR=0.92
95% CI、0.62
〜1.36 

p=0.674

3年OS、% 68.6 67.5 -

5年OS、% 53.8 52.4 -

3年DFS、% 30.8 19.8 p3-y=0.001

5年DFS、% 23.4 23.7 p5-y=891

• フォローアップ中央値は80.0ヶ月だった
• 事前定義されたすべての部分集団で有意差が認められなかった。
ただし、ゲフィチニブが有利な傾向にあった

ADJUVANT試験で認められたDFSの優位性は、有意なOSの差につながらなかった。
18ヶ月間以上のGEFによる補助療法は、より長期のOS上の利点をもたらす可能性がある。

ビノレルビン25 mg/m2、
d1およびd8に投与、また、シス

プラチン
(75 mg/m2、d1) を

3週毎に4サイクル投与 (n=111)

フォローアップ
中に予想外の新
たなSAEは認め
られなかった

*主要エンドポイント：
ITT患者集団におけるDFS

。副次エンドポイント
にはOS、3年および5年
DFS率、5年OS率が含ま
れた



ADAURA：完全腫瘍切除後のIB〜IIIA期の
EGFR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 et al. 

CI、信頼区間。CT、化学療法。DFS、無病生存率。DCO、データカットオフ。EGFR、上皮成長因子受容体。HR、ハザード比。ITT、治療企図。
NSCLC、非小細胞肺癌。OS、全生存率。OSI、オシメルチニブ。PBO、プラセボ。PS、一般状態。pts、患者。
Herbst R, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr LBA5).

ADAURA試験からの計画外中間分析を報告する：オシメルチニブの有効性のため、試験は早期
に非盲検化された

• 腫瘍の完全切除および補助CT後の
IB〜IIIA期EGFR変異陽性NSCLC患者におけるOSIと
PBOの有効性と安全性を評価する第III相二重盲検
無作為化試験

OSI PBO

80 mgのOSIを
1日1回経口投与 (n=339)

• 治療：3年以下、病期 (IB/II/IIIA)、変異タイプ (ex19del/L858R)、および人種 (アジ
ア人／非アジア人) により層別化。適格患者：18歳以上 (日本／台湾：20歳以上)
、WHO PS 0/1

オシメルチニブの補助療法は、腫瘍の完全切除と補助CT後のIB/II/IIIA期のEGFR変異陽性NSCLC患者において、
DFS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

80 mgのプラセボを
1日1回経口投与 (n=343)

安全性プロファイ
ルは、OSIの既知

の安全性プロファ
イルと一貫してい
た

1oエンドポイント：II〜IIIA期患者における治験責任医師によるDFS
2o エンドポイント：OSおよび安全性

データ中断：2020年1月

90 89

44
53

0

20

40

60

80

100

II〜IIIA期患者、2年のDFS 全体集団、2年のDFS

OSI

PBO

HR、0.17 (95% CI、
0.12〜0.23); 

p<0.0001

HR、0.21 (95% 
CI、0.16〜0.28); 

p<0.0001

• OSはDCO時点で
未成熟 (4%の成
熟度) で29/682
の死亡 (OSI、
n=9、PBO n=20)

無病生存率



概要

∙ 補助療法における治療戦略改善の必要性がある

∙ 第一世代EGFR-TKIは、全生存率からみて、化学療法よりも優位とは認められなか
った

∙ 完全切除されたIB〜IIIA期のNSCLC患者では、第三世代EGFR-TKIが無病生存率にお
いてポジティブな主要エンドポイントを実証した

∙ EGFR標的治療は、早期NSCLCにおいて役割を担うことができ、患者は切除時に検
査を受ける必要がある

EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC、非小細胞肺癌。TKI、チロシンキナーゼ阻害薬。



転移性EGFR変異陽性NSCLCでは、治療状況
がどのように進化しているか

EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC、非小細胞肺癌。

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



EGFR変異陽性転移性NSCLC

• 進化する進行期NSCLCの治療パラダイムについて、最新のデータは何を示
すか？

• FLAURA第III相試験の生存転帰は、EGFR変異を有する進行期NSCLC患者に対

するファーストラインの標準治療としてのオシメルチニブを支持してい
るが、オシメルチニブに対する新たな抵抗性の機序に関する知識が、最
適な連続治療の選択肢を決める上で臨床医にとっての課題となっている1

• 最適な転帰を達成するには、ファーストライン治療に対する応答を
最大化する必要がある2

• 併用療法によるアプローチが最も有望か？
• どの併用療法戦略をどの患者に対して使用するかが鍵となる。
• 第III相ADAURA試験の新しい結果は、NSCLCに対する治療パラダイムが急速

に進化し続けていることを示唆している

EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC、非小細胞肺癌。
1. Remon J, et al. Nat Rev Clin Oncol. 2020;17:202–203; 2. Planchard D, et al. Clin Can Res. 2019;25:2058–2063.



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, et al.

ABCP、アテゾリズマブとベバシズマブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル。ALK、未分化リンパ腫キナーゼ。DR、病勢コントロール率。EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC
、非小細胞肺癌。ORR、客観的奏効率。OS、全生存率。PFS、無増悪生存率。QoL、生活の質。TKI、チロシンキナーゼ阻害薬。VEGF、血管内皮増殖因子。
1. Park S, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr TPS9636). 2. Reck M, et al. Lancet Respir Med.2019;7:387–401.

活性型EGFR変異陽性およびALK転座を有する患者において、アテゾリズマブをVEGF阻害薬＋従来型

の細胞毒性化学療法と併用する療法の新規試験デザインの概要を説明する

試験は、アテゾリズマブの抗VEGF阻害薬および従来型細胞毒性化学療法との併用で良好な転帰を示した
IMpower 150からの最近の主な部分集団分析を確認するためにデザインされ、実施される2

• 第III相非盲検多施設2群間試験–被験者集団はEGFR vs ALKお
よび脳転移の有無に基づいて層別化され (n=228)、2:1の比
率で無作為化

包含基準：
• 活性型EGFR変異陽性またはALK転座を有するIV期の非扁平上皮

NSCLCの診断

• 細胞毒性化学療法が未施行
• 1種類以上のEGFR-TKIまたはALK-TKIによる治療への病勢進行
• 第1世代または第2世代

EGFR-TKIの後にT790M変異が認められた場合、セカンドラインの
第3世代EGFR-TKIが必須となる

• T790M陽性患者が占める割合は、試験参加母集団の30%未満に制
限される

• 主要エンドポイント：PFS
• 副次エンドポイントに含まれる項目：OS、ORR、DCRおよびQoL

試験期間：治療開始は2019年8月 (n=19)、一
次分析は2022年第3四半期に1

4または6サイクルのABCPに

続き、維持療法としてのア
テゾリズマブとベバシズマ
ブを3週間毎に投与

4または6サイクルのペメト
レキセド＋シスプラチン／カ
ルボプラチンとペメトレキセ
ドの維持療法を3週間毎に投

与

A群 B群



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, et al.

*主要エンドポイント。AE、有害事象。ALT、アラニンアミノトランスフェラーゼ。AST、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ。DCR、病勢コントロール率。EGFR、上皮成長因子受容体。ERL、エルロチニブ
。GEF、ゲフィチニブ。NGS、次世代シーケンシング。NSCLC、非小細胞肺癌。ORR、客観的奏効率。PFS、無増悪生存率。RAM、ラムシルマブ。
Nishio M, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9564).

東アジアの患者を対象にRAMとGEFを評価する非盲検単群探査試験であるRELAY+ (パート
C) からの初期結果を報告する

• 1年PFS率* (RAM + GEFで55%の1年PFS率を想定)、腫瘍
縮小効果、バイオマーカーおよび安全性が評価された

• EGFR T790Mステータス (ベースライン／30日のフォロ
ーアップ) が評価された

試験は主要エンドポイントを満たした：RELAY+におけるRAM + GEFの有効性はRELAYにおけるRAM + ERLのそれと同様で、
この併用療法の安全性プロファイルは個別の薬剤のそれと同様

• RELAYのパートCは、未治療患者 (n=82) を対象にRAM 
+ GEFを評価する非盲検単群試験

転移性NSCLC患者とEGFRエクソン19欠失 (Ex19del) またはエク
ソン21置換変異 (Ex21.L858R) を有する患者

RAM 10 mg/kgを2週間隔で、ならびにGEF 250 mg/日

を病勢進行または受容不可能な毒性が発生するまで
投与

ベースライン特性

女性 65.9%

喫煙歴なし 65.9%

Ex19del 43.9%

結果

フォローアップ中央値 13.8ヶ月

PFS
•全体
• Ex19del
• Ex21.L858R

65.0%
67.2%
63.4%

ORR 70.7%

DCR 98.8%

30日フォローアップの
NGS結果では病勢進行
後の
EGFR T790Mが9人中7
人 (78%) の患者で認め
られ、EGFR活性化突
然変異が検出された

試験治療下で発生し、5%を超える患
者で報告されたグレード3以上の有害
事象は、ALT上昇 (23.2%)、高血圧症
(22.0%) およびAST上昇 (12.2%) であっ
た



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全生存率分析
Maemondo M, et al.

*PFS2、登録からセカンドライン治療での病勢進行までの間の生存期間中央値。CI、信頼区間。EGFR、上皮成長因子受容体。HR、ハザード比。NSCLC、非小細胞肺癌。
NR、未達成。OS、全生存期間。OSI、オシメルチニブ。PFS、無増悪生存期間。QoL、生活の質。RR、奏効率。
1. Maemondo M, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9506). 2. Seto T, et al. Lancet Oncol. 2014;15:1236–44.

ベバシズマブ＋エルロチニブ vs エルロチニブ単剤療法で治療されたEGFR変異陽性NSCLC
患者における全生存期間を報告する

EGFR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、有意な差異はなし。所見はJ025567試験と合致している2

• CT未治療の進行性非扁平上皮EGFR変異陽性NSCLC患
者 (n=226) を対象とする第III相無作為化試験は、以下
に無作為化された：

データ中断：2019年11月1

エルロチニブ150 mg 1日1回 + ベバシ
ズマブ 15 mg/kg 3週間隔の静注内投

与

エルロチニブ 150 mg 1
日1回

ベバシズマブ+ 
エルロチニブ

(n=112)

エルロチニ
ブ

(n=112)

1oエンドポイント：PFS。2oエンドポイント：OS、RR、安全性およびQoL

ベバシズマブ+ 
エルロチニブ

(BE)
エルロチニブ

(E) HR (95% CI)

OS中央値
50.7ヶ月 (37.3–

NR)
46.2ヶ月
(38.2–NR)

1.00 (0.68〜
1.49)

PFS2中央値*
28.6ヶ月 (22.1–

35.9)
24.3ヶ月

(20.4–29.1)
0.773 (0.562
〜1.065)

OS中央値

セカンドライ
ン OSI

50.7ヶ月 (38.0–
50.7)

40.1ヶ月
(29.5–NR)

0.645 (0.40
〜1.03)

• フォローアップ期
間中央値 39.2ヶ月

BE治療はT790M抵抗性を誘発する。BEまた
はEの治療後、OSI治療は同様に有効であっ
た



EGFR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, et al.

CI、信頼区間。CT、化学療法。EGFR、上皮成長因子受容体。LMD、軟膜髄膜転移。MedDurCNSCon、中枢神経系 (CNS) 病勢コントロール期間中央値。NSCLC、非小細胞肺
癌。OSI、オシメルチニブ。PD、進行性障害。RT、放射線療法。
Piper-Vallilo A, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9586).

オシメルチニブを1日160 mgの最高投与量まで漸増する多施設の経験を報告する

• MedDurCNSConは、OSI 160 mgの開始からCNS PDまたは治療
中止までの期間と定義

• 69人 (26人は男性、年齢中央値は57歳) のEGFR変異陽性NSCLC
患者がCNS PDに対しOSI 160 mgを用いた治療を受けた

• 61人の患者は全身性PDではない孤立性CNS/LMD PDを呈した

1日160 mgへのOSIの用量漸増は中程度のベネフィットをもたらし、中央値で3.8ヶ月のCNS
病勢コントロールが追加され、重篤または生命を脅かす副作用はなかった

• 1日160 mgのOSIにより治療された進行性EGFR変異陽性
NSCLC患者 (n=105) が遡及的に検討され、CNS病勢進行
(CNS PD) に対する用量漸増の有効性が評価された –分
析は3つのコホートに対して行われた：

CTおよび／また
はRTを行わず、
CNS PDに対しOSI
を80 mg〜160 mg

投与

CTおよび／また
はRTを行わず、
CNS PDに対しOSI
を160 mg初回量
として投与

CTおよび／または
RTを実施しつつ、
CNS PDに対しOSI
を80 mg〜160 mg

投与

A (n=24) B (n=34) C (n=11) MedDurCNSCon (月数)

コホートA

• OSI 160 mgの単剤療法 3.8 (95% CI、1.7〜5.8)

• 孤立性LMD 5.8 (95% CI、1.7〜9.1)

• 実質細胞転移のみ 2 (95% CI、1〜4.9)

コホートB 5.1 (95% CI、3.1〜6.5)

コホートC 4.2 (95% CI、1.6〜NA)



未治療EGFR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, et al.

AEs、有害事象。BIRC、盲目的独立審査委員会。BM、脳転移。CI、信頼区間。DCR、病勢コントロール率。DOR、奏効期間。ECOG PS、一般状態。EGFR、上皮成長因子受
容体。mo、月。NSCLC、非小細胞肺癌。OS、全生存期間。TTR、奏効までの期間。PFS、無増悪生存期間。Shao-Weng Tan D, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9574).

BM: 有
(n=18)

BM: 無
(n=27)

全患者
(n=45)

ORR、n (%) (95% CI) 12 (67) (41〜87)
19 (70) (50〜

86)
31 (69) (53〜82)

DCR、n (%) (95% CI) 18 (100) (82〜100)
23 (85) (66〜

96)
41 (91) (79〜98)

DOR中央値、月数
(95% CI)

15 (9〜25) NE (15〜NE) 25 (14〜NE)

PFS中央値、月数
(95% CI)

17 (11〜21) NE (15〜NE) 18 (15〜NE)

OS中央値、月数 (95% CI) NE (23〜NE)

神経学的に安定しコントロールされたBMを有する活性化
EGFR変異陽性 (L858R or ex19del) でIIIB/IV期の進行性NSCLC

の未治療成人患者 (n=45)

• 年齢中央値は64歳。26人の患者ではECOG PSが1、19人の
患者がBMを呈していた

• EGFR変異：56%がex19del、40%がL858R、4%はその他

ナザルチニブ150 mgを1日1
回経口投与 (継続的投与スケ

ジュール)

最も高頻度のグレード3/4の有害事象 (10%以上、すべての原因)：斑状丘疹状皮疹
(11%、すべてグレード3)、リパーゼ上昇 (11%)；膵炎の臨床診断はなし

局所進行性／転移性未治療EGFR変異陽性NSCLC患者 (BMの有無は問わない) における、第
三世代EGFRであるナザルチニブの試験から得られたOSを含む第II相最新結果を報告する

進行性EGFR変異陽性NSCLCの未治療患者では、33ヶ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管理可能であった。ナザルチニブは、BMを呈する患者を含め、有望な新規治療薬である

• 1oエンドポイント: RECIST v1.1に基づくBIRCによるORR
• 2oエンドポイント: DCR、DOR、TTR、PFS、OS、安全性



概要

∙ オシメルチニブは依然として、転移性癌におけるファーストラインの治療戦略に
おける標準治療である

∙ 併用療法戦略は、無増悪生存率／期間に一定の改善をもたらすことが示された。
しかし、EGFR-TKIとVEGF阻害薬の併用療法に関する最終全生存率データでは、有
用性が実証されなかった

∙ 進行性EGFR変異陽性NSCLCの治療について、新規の標的療法およびさらなる併用
療法戦略が現在調査中である

EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC、非小細胞肺癌。TKI、チロシンキナーゼ阻害薬。VEGF、血管内皮増殖因子。



EGFR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？

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

EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC、非小細胞肺癌。



NSCLCにおける遺伝子型同定

• 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、最新のデータが示すものは何か？

• 標的療法に適格な進行性癌を有する患者を特定するため、遺伝子型同定
が必要となる

• しかし、組織分析の限界により、多くの患者はバイオマーカー検査を受
けていない

• 次世代シーケンシング (NGS) および液体細胞診はこれらの限界のいくつ
かを克服できる可能性がある

• ガイドラインは効率的な幅広いNGSの選択肢について論じている。しか
し、NGSやその他の検査技術の最新のトレンドや臨床的特性については
ほとんど知られていない

EGFR、上皮成長因子受容体。NCCN、全米総合癌センターネットワーク。NGS、次世代シーケンシング。NSCLC、非小細胞肺癌。
Ettinger DS, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:1464–1472.



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, et al.

*包括的ゲノム解析 (CGP) を使用する部分集団を含む。EHR、電子カルテ。NGS、次世代シーケンシング。NSCLC、非小細胞肺癌。ROS1、受容体チロシンキナーゼ1。
Gondos A, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9592).

米国で新規に診断された進行性NSCLC患者におけるガイドラインによって義務づけられ
た遺伝子解析検査の最新の臨床パターンを報告する

• CGP部分患者集団の79.7%が他の種類の検査を受けなかった
のに対し、他のNGS集団では29.8%だった

NGS、特にCGPの使用は、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、個人に合わせた標的療法を実現するのに役立つ可能性がある

• ファーストライン治療をすでに受けた進行性NSCLCと
新規に診断された患者が、Flatiron HealthのEHRに由来
する匿名化されたデータベースから得られた

n=1355がNGSを受けた
(CGP: 18.8%, n=429)

n=926が
非NGS検査を受けた

NGS* 
患者集団

非NGS患者
集団

NGS患者集団 (CGP) 非NGS患者集団

不適切な検査 13.4% (CGP: 4.9%) 52.5%

検査失敗 4.2% (CGP: 1.2%) 6.8%

潜在的に標的療法を
受けられなかった

10.1% (CGP: 3.0%) 40.3%

• EGFRおよびALK検査が95%以上の患者で実施された (すべての検査
集団) が、非NGS患者集団では、ROS1およびBRAFの検査を受けた
患者の割合は、それぞれ83.6%および55.7%のみだった

• 分析により、ALK、EGFR、BRAFおよびROS1 のバイオマーカ

ー検査の実施ならびに技術の使用パターン、検査の成功／
不適切な検査、検査の失敗および潜在的に標的療法を受け
られなかった患者の割合が定義された



• G360により、

EGFR変異陽性またはT790Mを有する患者を特定するためのコバスEGFR変異検出検
査と類似した臨床成績が示された

• 有効性解析は組織で陽性が確認された患者に制限された

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, et al.

CI、信頼区間。ctDNA、循環腫瘍DNA。EGFRm、上皮成長因子受容体変異株。ex19del、エクソン19欠失。HR、ハザード比。NSCLC、非小細胞肺癌。NGS、次世代シーケンシング。OSI、オシメル
チニブ。PFS、無増悪生存率。
Gray JE, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9553).

オシメルチニブ (OSI) による治療に適格なEGFR変異陽性NSCLC (ex19del、L858R変異) または
EGFR T790M適格患者を特定するための、ctDNAのNGSに基づく液体細胞診検査について報告する

• G360によって検出されたEGFR変異陽性またはT790M
患者のPFSが、組織または血漿を用いたコバス® EGFR
変異検出検査によって検出された患者のPFSと比較さ
れた

G360は、他の治療薬の分子標的の包括的な遺伝子型解析を提供すると同時に、EGFR

変異陽性でオシメルチニブに適格なNSCLC患者を正確に特定できる。液体細胞診は組織を用いた検査を補完する

EGFR変異陽性NSCLCにお

けるファーストライン
のOSI vs 
EGFR TKI

EGFR TKIで病勢進行した時点
でのT790M変異陽性NSCLCに

おけるOSI vs CT

n=441/556 
FLAURA試験

n=300/419 
AURA3試験

FLAURA (ex19del/L858R) PFS ハザード比 (95% CI) p値

• G360 0.42 (0.31, 0.55) <0.0001

• コバス血漿 0.45 (0.35, 0.58) <0.0001

• コバス組織 0.43 (0.34, 0.54) <0.001

AURA3 (T790M)

• G360 0.39 (0.28, 0.57) <0.0001

• コバス血漿 0.42 (0.28, 0.62) <0.0001

• コバス組織 0.37 (0.29, 0.48) <0.0001

• FLAURAおよびAURA3の被験者が、1塩基多型、挿入欠
失、増幅および融合を評価する74種類の遺伝子の
ctDNA NGS分析であるGuardant360 (G360) を用いて遡
及的に検査された



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, et al.

ADO、アクショナブルなドライバー癌遺伝子。ALK、未分化リンパ腫キナーゼ。EGFR、内皮成長因子受容体。LYG、獲得生存年。NGS、次世代シーケンシング。
nsNSCLC、非扁平上皮非小細胞肺癌。NTRK、非受容体型チロシンキナーゼ。ROS1、受容体型チロシンキナーゼ1。SGT、単一遺伝子検査。
Pennell NA, et al. J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9529).

アクショナブルなドライバー癌遺伝子の妥当な検査構成について報告し、米国人口に対す
るそれらの意味合いを論じる

EGFR/ALKのSGTと比較して、幅広いNGS検査は生存年あたりのコスト減とともに大幅な獲得生存年数につながり、
すべての進行性非扁平上皮NSCLC患者に対する幅広いNGS検査を支持する

• NGSにおけるADO：EGFR, ALK, ROS1, BRAF, RET, MET, NTRK
• SGTにおけるADO：EGFRおよびALK

ADOを有する推定患者数
(EGFR/ALK/ROS1/BRAF/RET/MET/NTRK)

26,300

NGSに対するメディケア・メディケイドサービスセン
ター (CMS) の償還

$627.50

SGTに対するCMSの償還 (EGFR+ALK) $732.30

2年間の治療費 $1万/年 = $20,000

きわめて効果的な治療を受けたADOを有する患者の推
定5年生存期間・率中央値

39ヶ月、25%

未特定のままのADOを有する患者の推定生存期間中央
値および5年生存率 14ヶ月、5%

• SGTではなくNGSが10%増加するごとに2630の追加的LYG、1LYGあたりのコスト削減は$49〜$109

• 現在の80%の検査実施率では、SGTをNGSに置き換えることにより、LYGが21,019年追加され、LYG1

年あたりのコスト削減は$599

• 検査実施率を80%から100%に引き揚げると、LYGが15,017年増加

• 100%の患者がNGS検査を受け、各患者が治療を受けた場合、この戦略のLYG1年あたりのコストは

$16,641.57

• ワイブル分布から算出された生存期間は、中央値および5年生
存率ともに統計的推定値に適合する

• ADOと標的治療の間で適切に一致しているワイブル分布では
、追加で2年の生存期間中央値が得られた

• 米国で検査を受ける年間のnsNSCLC患者数= 89,000

• シミュレーションにより、LYGおよびLYG1年あたりのコ
ストに基づきSGTまたはNGSを用いたさまざまな検査が
評価された

• ADO治療戦略の有無により、nsNSCLC患者におけるADO
の予想有病率と生存分布が較正された



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ヶ月間
の治療後の残存循環腫瘍DNA 
Mack PC, et al.

CI、信頼区間。ctDNA、循環腫瘍DNA。EGFR、上皮成長因子受容体。HR、ハザード比。NSCLC、非小細胞肺癌。NGS、次世代シーケンシング。NR、未達成。OS、全生存
期間。PFS、無増悪生存期間。
Mack PC, et al.J Clin Oncol. 2020;38:(suppl; abstr 9532).

EGFR変異陽性NSCLC患者におけるアフィチニブをセツキシマブと併用する／しない治療後の
サイクル3の第1日 (C3D1) におけるctDNAクリアランスの予測値について報告する

• 生存分布 (Kaplan-Meier) およびHR + CI (Coxモデル) が
推定され、分布が比較された (ログランク検定)。ラン
ドマーク分析では、C3D1におけるctDNAクリアランス
の予測値が評価された

• 104人 (62%) の患者が解析可能なベースラインの血漿
標本を有し、83人 (80%) でEGFR変異が検出された

60日の治療後のEGFR ctDNA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

ベースライン

検出可能 検出不可能 HR (CI)

PFS 10.2 (7.3〜13.5) 14.7 (10.1〜NR) 1.80 (0.29〜2.01) [p=0.03]

OS 30.2 (25〜NR) NR 2.10 (0.82〜5.39) [p=0.1]

ランドマーク分析

C3D1: クリアラ
ンス

C3D1: 残存 HR (CI)

PFS 15.1 2.8
0.24 (0.13〜0.44) 

[p=0.00001]

OS 27.2 15.0 0.30 (0.14〜0.66) [p=0.003]

• あらかじめベースラインとなるサイクル3の1日目
(C3D1、8週) および病勢進行時に採取された血漿標本

• 標本はNGSによるctDNAのバッチ分析 (Guardant360) の
ための処理がなされた –包括的な症例分析アプロー
チが用いられた

• ベースラインで検出可能なctDNAを有していた62人のうち、68% (62人中42人) はC3D1で検
出不可能になった (ctDNAクリアランス)

• 70人の患者の標本は病勢進行時と一致していた
• 70人中18人 (25%) で、病勢進行時にT790M変異が認められた

• S1403: EGFR変異陽性NSCLC患者 (n=168) においてセツ

キシマブと併用する／しないアフィチニブのファース
トラインの第III相試験

• 試験は無益であったため早期に打ち切られた



概要

EGFR、上皮成長因子受容体。NSCLC、非小細胞肺癌。

∙ ゲノム検査は重要である

∙ ゲノム検査は、フロントラインまたは転移性癌を有する難治性の患者での治療を
決定するのに役立つ。ADAURA試験の肯定的な結果を受け、現在、早期癌患者に
対し EGFR変異検査を実施する必要性が生じている

∙ 肺癌のパラダイムは変化しつつある。次世代シーケンシングにより、アクショナ
ブルなドライバー遺伝子変異を有する患者をより多く特定できるパネル検査が可
能になった。



educationzone.touchoncology.com

このオンデマンドイベン
トを視聴いただきありが
とうございました


