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2019年 9月 27日から 10月 1日まで、

スペインのバルセロナで開催された 

ESMO Congress 2019のエキスパートサ

マリーから、EGFR+NSCLC患者の管理と

治療の最新動向を把握してください。

エモリー大学のWinship Cancer Institute

に勤務するSuresh Ramalingam教授

は、ESMO Congress 2019で発表され

た最も重要な新しいデータをレビュー

し、EGFR+NSCLC患者の実環境の臨床的

アンメットニーズに対処するための潜在

的影響について説明します。

このアクティビティの情報は、NSCLC患

者の治療に関与する腫瘍医およびその他

の医療専門家を対象としています。

導入

• EGFR+NSCLCの第三世代EGFR TKIの重

要なデータを知る 

•	 有効性と安全性の観点から利用可能な

様々なEGFR TKIの違いを認識する 

•	 第三世代EGFR TKIを使用した実環境のエ

ビデンスとそれに関する問題を説明する	

学習目的

このtouchCONGRESSウェビナーを視聴

すると、以下ができるようになります：

取り扱われるトピック：

•	 臨床業務に役立つEGFR TKIの主要な臨

床データは何か？ 

• EGFR+NSCLC患者の治療の最適シーケ

ンスは決定可能か？ 

•	 個人に合わせて治療をカスタマイズす

るには？
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ESMO CONGRESS 2019 – 日常の診療に役立つ

EGFR TKIの主要な臨床データは何か？

第一世代および第二世代のTKIと比較して、 

第三世代の薬剤のさまざまな有効性および安

全性プロファイルに注目する

こんにちは、アメリカのアトランタにあるエモリ

ー大学Winship Cancer Instituteから来ました。 

Suresh Ramalingham博士と申します。今日は2019年
のESMO Congressで発表した重要な要約のいくつかに

ついてお話ししたいと思います。主にEGFR変異非小細胞

肺がんの患者管理について焦点を当てていく予定です。

EGFR変異肺がん

ご存知のように、EGFR変異は進行肺腺がん患者の約 

15〜40%で観察され、アジア人の罹患率が高いのに反し

て、西洋人の罹患率は低くなっています。過去数年間で

EGFR変異患者についてわかったことは、EGFRチロシン

キナーゼ阻害は、転移性疾患の最適な第一選択療法であ

るということです。これらの患者集団の治療に利用でき

る薬剤は多数あり、今では第一世代、第二世代、および

第三世代の薬剤と呼ばれています。第一世代の薬はエル

ロチニブとゲフィチニブであり、これらはもう15〜17年
間ほど使用されています。第二世代はアファチニブで、

ダコミチニブも数年前から出回っています。ダコミチニ

ブはこの分野では最も新参者です。第三世代で認可さ

れた薬剤はまだ1つしかなく、現在規定の臨床業務段階

で、それはオシメルチニブです。これらの薬剤の使用方

法と、患者の転帰をどうすれば改善できるか、特にこの

会議で発表された新しい試験について見ていきながらお

話ししたいと思います。

第一および第二世代EGFR TKI

EGFR変異肺がんの状況を見てみると、ずいぶん変化し

たと思います。変異が初めて記録されたのは2004年で

すが、当時非選択的にEGFR阻害薬を使用していました。 

変異が発見されて以来、この分野はすぐに、エクソン19
およびエクソン21に変異がある患者をEGFRチロシンキナ

ーゼ阻害剤でのみ治療する状況に移行しました。この種

のアプローチでは、第一世代および第二世代の薬物での

反応率が50〜60%と高く、8〜12ヵ月の無増悪生存期間

の中央値が見られました。現実は、これらの薬剤が世界

中で入手できるようになったことであり、国や地域によ

って入手できる薬剤は異なるかもしれませんが、ともか

く患者はこれらの薬剤を利用可能です。

第三世代EGFR TKI

第三世代EGFR阻害剤は、主にT790Mを介した耐性を克

服するために開発されました。T790M機構を介して耐

性を獲得した患者では、オシメルチニブの反応率が高

く、効果的な治療法であることがわかっています。今

では、一次治療環境でオシメルチニブを投与すると耐性
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の獲得が遅れ、全生存が上昇するというデータがありま

す。さらに、これはFLAURA試験で証明されました。

EGFRm進行NSCLCに対する一次治療としてのオシ

メルチニブと比較対照EGFR-TKI (FLAURA)	 ：最終

的な全生存分析

S. Ramalingam

本会議でFLAURA試験の全生存結果を発表しました。 

FLAURA試験は、一次環境でオシメルチニブをエルロチ

ニブまたはゲフィチニブのいずれかと比較するよう設計

されています。オシメルチニブには第一世代や第二世代

の薬剤と比較していくつか利点があります。1番目はEGFR

変異受容体について非常に選択的であること、2番目は

オシメルチニブはエクソン19および21変異を阻害するだ

けではなくT790M経路を完全にブロックすることで耐性

の発現を遅らせる	こと、3番目はオシメルチニブは脳に

入るため脳転移に対抗する活動があるということです。

変異したEGFR肺がんの患者は、EGFR変異のない患者と

比較して脳転移を起こす頻度が高いことがわかっていま

す。そのため、脳に入って脳転移に対抗する薬があると

いうことは特に価値が高いと言えます。

これらすべての理由から、FLAURA第 I I I相試験が実

施され、556人の患者が登録されました。また、

重要なこともやってみたのですが、エルロチニブ

とゲフィチニブを投与された対照群の患者は、進

行後、 T790M変異を発症した場合、二次治療と

してオシメルチニブの投与が許可されました。 

主要エンドポイントは無増悪生存期間であり、これ

らの結果はすでにNEJM（New England Journal of 
Medicine）で発表されています。私たちが指摘したの

は、無増悪生存期間の中央値に統計的に有意な改善があ

り、対照群の10.2ヵ月からオシメルチニブ群の18.9ヵ月

まで、ハザード比が0.46であったことでした。

この会議で発表したのは生存期間の結果であり、現在全

生存率データの完全成熟度は約60%であり、追跡期間の

中央値は40ヵ月近くに上りました。私たちが目にした

のは、オシメルチニブで治療された患者の全生存期間の

中央値全体が統計的および臨床的に優れていたことで、

オシメルチニブの生存期間の中央値は38.6ヵ月でした

が、対照群では31.8ヵ月で、P値は有意でした。これはつ

まり、オシメルチニブで治療した患者の生存期間中おう

ちが約6.8ヵ月も改善したことになります。また、対照

群にはかなりクロスオーバーがあることにも気づきまし

た。1つ注意すべきなのは、試験の両群における約30%
の患者については、疾患が短期間に進行した、または

二次治療を受ける前に死亡したため二次治療を受けられ

なかったため、30%の患者は一次治療しか提供できなか

ったということです。二次治療を受けることができた患

者については、対照群の47%近くがクロスオーバーでオ

シメルチニブを服用できました。これは、実環境でみら

れる状況を反映しており、クロスオーバーがかなりある

にもかかわらず、オシメルチニブの一次治療群の方が全

生存期間が優れていました。これらの結果に基づくと、

一次治療環境でのオシメルチニブが無憎悪生存期間を改

善し、全生存率を改善し、さらに毒性プロファイルも良

好であったと結論付けることができます。これにより、 

私たちはオシメルチニブがEGFR変異肺がんの一次治療

として標準治療となるであろうと確信しています。

CTONG 1509：進行性EGFR変異NSCLCを有する未

治療の中国人患者を対象としたエルロチニブ併用

または非併用のベバシズマブの第III相試験

Q. Zhou

また、肺がんにおけるEGFR阻害に関連した他の試験に関する

新情報が得られました。これは、中国のCTONG試験で、一次

治療としてエルロチニブとベバシズマブの組み合わせを、エ

ルロチニブ単独と比較したというものです。これまでも同様

の試験がアジアで行われたのを見たことがあります。	
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この試験では、エルロチニブとベバシズマブの組み合わ

せての中央PFSが約18ヵ月で、エルロチニブ単独のPFS
が約11ヵ月でした

ベバシズマブとエルロチニブの併用によるPFSの利点が

再度見られます。まだ生存データはありませんが、現在

提供を待っているところです。

JIPANG試験：完全切除されたp期II-IIIA非扁平上皮

非小細胞肺がん	(Ns-NSCLC)	に対するペメトレキ

セド/シスプラチン	(PEM/Cis)	をビノレルビン/シ

スプラチン	 (VNR/Cis)	 と比較した無作為化第III

相試験：EGFR変異ステータスに基づいた転帰

M. Tsuboi

この会議で見られた別の試験は、EGFR変異患者における

補助化学療法の使用に関するものでした。JIPANG試験は

ASCO 2019会議で発表され、外科的に切除された初期の非

小細胞肺がんの補助療法にはどの化学療法レジメンが最適

かという具体的な答えを求めたものでした。シスプラチン

とペメトレキセドの併用が、シスプラチンとビノレルビン

の併用が比較されました。この会議では、治験責任医師が

EGFR変異ステータスに基づいたデータを報告しました。

それでわかったのは、手術を受けたEGFR突然変異陽性

疾患の患者では、シスプラチンとビノレルビンの補助化

学療法レジメンのほうが転帰が優れていたように見えた

ということです。一方、EGFR変異のない患者は、シス

プラチンとペメトレキセドの方が転帰が良好であるよう

でした。この時点ではこれらの結果を知識ベースに役立

つ追加事項としてとらえるべきで、試験の主要な質問で

はなかったためさらなる確認分析が追加されるまで、私

は診療内容を変えようとは思っていません。

エクソン20挿入変異を持つNSCLC患者のオシメ

ルチニブの第II相試験：韓国がん研究グループ	

(LU17-19)	の多施設試験

T.M. Kim

そして最後に、エクソン20挿入変異におけるオシメルチニ

ブの役割を検討した1つの要約もここで報告されました。 

エクソン20挿入変異は、すべてのEGFR変異のおそらく 

3〜5%程度しかないまれなEGFR変異であることがわかって

います。この患者群は第一および第二世代のTKIにはあまり

反応しませんでした。会議ではこの患者群でのオリメルチ

ニブのデータもあり、このデータによると1日に80mg投与

されています。

これは第II相単群試験で。韓国の研究者が報告した

のは、少数の患者は安定した疾患を有していたが、 
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客観的な反応はなかったということです。この時点で

は、私はこれがまだ調査試験のトピックだと言えます。

日常的な臨床診療でエクソン20挿入変異患者にオシメ

ルチニブを使用したりはしません。

診療への影響

この会議で発表されたデータを見ると、EGFR阻害に関

して、FLAURA試験の結果に基づいたEGFR変異患者の

最前線治療に関しては、オシメルチニブ80mg/日が

PFS、全生存率の改善をもたらし、より安全な毒性プロ

ファイルを持つ最適な治療法であることが明らかにな

りました。	

ESMO CONGRESS 2019 – EGFR+NSCLC患者

の治療の最適シーケンスは決定可能か？

過去世代の薬剤あり/なしで第三世代のEGFR	

TKIに焦点を当てる

ここで、重要な臨床的質問、つまり、利用可能なEGFR
阻害剤シーケンスを決定する最良の方法についてお話し

しましょう。FLAURA試験後、オシメルチニブはまだそ

うなっていない世界の国々で最前線療法になる可能性が

高いことがわかっており、米国ではすでに最前線の治療

薬としてよく使用されています。

EGFR TKIシーケンス

中には、最初に患者の疾患が進行するまで第一世代ま

たは第二世代の薬に投与してから、T790があるなら

オシメルチニブを投与してはどうでしょう、そうすれ

ば両方の利点が実現します、という人もいました。 

さらに、EGFR変異患者に第一/第二を最初に投与してか

ら第三を投与する人もいました。では、利用可能なデー

タの一部を精査して、どれが最良かを決めましょう。

NCCNガイドライン	–	2019年8月

私が最初に指摘したい点は、NCCNガイドラインが、オ

シメルチニブがEGFRエクソン19または21の突然変異を

有する転移性非小細胞肺がん患者の最前線治療として推

奨されていることです。

患者が第一世代または第二世代の薬剤で最前線治療を受

け、疾患が進行した場合、NCCNガイドラインでは、血

漿または腫瘍、あるいはその両方でT790の検査が推奨

され、T790M変異がある場合はオシメルチニブの使用

が推奨されます。
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EGFR変異陽性非小細胞肺がん	 (NSCLC)	患者にお

けるTKIのシーケンスの有効性：フランスの国民医

療行政請求データベース分析

N. Girard

ではFLAURA試験に戻ると、最前線治療環境ではエルロ

チニブやゲフィチニブよりもオシメルチニブのほうが全

生存期間の中央値6.8ヵ月改善されたことをお見せしま

した。	 FLAURA試験では、試験の両群における約30%の

患者については二次治療を受けられなかったため、30%
の患者の1人であった場合、二次治療を受ける機会がな

かったわけで、対照群で二次治療を受けた患者で見られ

たクロスオーバーの程度は実環境とほぼ同等であり、オ

シメルチニブを投与された患者の47%近くでした。	

FLAURA試験では、有効な対照群の患者はエルロチニブ

またはゲフィチニブを最初に投与されるシーケンスを受

け、進行して集団のうち31%にT790Mがある場合、何ら

かの治療を受けた47%はクロスオーバーオリメルチニブ

を投与されました。クロスオーバーにも関わらず、その

生存期間は最前線のオシメルチニブ群に至りませんでし

た。また、この問題をさらに明らかにしてくれる実環境

のエビデンスも目にしました。Girard博士と同僚は、フ

ランスの全国データを報告しました。これは、第一世代

または第二世代のEGFR阻害剤による一次治療を受け、

その後オシメルチニブの投与を受けた患者を対象とした

実環境の情報を調べたものです。このデータセットでは

575人の患者が含まれていました。

これらの患者の転帰を見ると、一次EGFR TKIのPFS中央

値は約13ヵ月であり、二次オシメルチニブのPFS中央値

は約11ヵ月でした。この患者群の生存期間中央値は37ヵ
月でした。このデータセットでは一次治療と二次治療を

受けることができた患者のみを対象としているため、全

生存期間の中央値が37ヵ月のシーケンスのみを示して

いることを覚えておく必要があります。

これは多くの意味で価値が高いものですが、その1つは

患者が一次と二次治療を受け生存期間の中央値が37ヵ月

であるという最高のシナリオでも、疾患が短期間で進行

したりT790M変異がないという理由で三分の二の患者

は二次治療が受けられなかったということが分かったこ

とです。これは非常に重要な情報であり、オシメルチニ

ブを最前線で使用するもう一つの理由はより優位性のあ

る戦略であるからかもしれません。
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EGFR mt+ NSCLC IV ptsの治療パターン：NOWEL
ネットワークの実環境データ

J. Roeper

またこのシーケンスアプローチを調べた別の試験も見ま

したが、これも1200人余りの患者についてスクリーニン

グを行った実環境のデータで、EGFR変異のある患者は145
人で、これらの患者はEGFR TKI治療を受けていました。

古い世代のTKIによる一次治療を受け、その後第三世代

TKIを受けた患者について、全生存期間の中央値が48ヵ
月であることを示しました。ただし、一次および二次

EGFR阻害剤を服用した患者は、データセットの4人のう

ち約1人または5人のうち1人のみです。EGFR TKIの単独

治療を受けた患者の場合、全生存期間の中央値は約25
ヵ月でした。つまり、二次治療のオシメルチニブを投与

できる患者のカテゴリーに分類される場合、その転帰は

良好ですが、患者の大部分にとっては単独の治療のみ実

現可能だったわけで、二次治療を受けなかった患者がそ

うしなかった理由は、短期間の疾患進行、死亡、または

腫瘍にT790Mが発生したかどうかを確認するための最

適な検査が行われなかったからでした。

診療への影響

こ れ ら の 要 素 を 総 合 す る と 、 患 者 3 人 の う
ち 1 人 は 、 一 次 治 療 で E G F R阻 害 剤 を 投 与 さ
れ た 後 に 何 の 二 次 治 療 も 受 け る こ と で き
な い と い う 点 に 立 ち 戻 る こ と に な り ま す 。 
少なくともその理由により、最初に最適な薬剤を投
与することが重要です。最初から最適な薬剤を投与
せずに先延ばしにしようとすると、3人に2人の確率
しか機会がないわけで、その特定の患者も二次治療の
オシメルチニブを受けられるとは限りません。その理
由は、患者全員にT790Mが発現するわけではなく、
患者全員が二次治療に至るわけではないからです。 
そのため、最新の治療パラダイムは、FLAURA試験の結
果に基づいて、EGFR変異非小細胞肺がんの最前線治療
には、最も効果的な薬剤であるオシメルチニブを使用す
るというやり方に変わってきています。

ESMO CONGRESS 2019 – 個人に合わせて治

療をカスタマイズするには？

EGFR + NSCLCのバイオマーカーにフォーカ

スする

では、このESMO会議でEGFR-変異患者に関して見たバ

イオマーカー関連の情報を確認していきましょう。

EGFR+ NSCLCのバイオマーカー

EGFR変異の検出に血漿を使用できることはわかってお

り、実際、血漿で検出されたctDNA変異は、EGFR阻害

剤で患者を治療するための基礎となる血漿内でエクソン

19またはエクソン21の変異が見られる場合、米国では治

療決定に役立てることができます。組織内では検出され

ないが、血漿で確認され、EGFR TKIで患者を治療すると

決定する場合、転帰は組織に基づいた診断と同程度に優

れていることがわかります。これは、T790M変異の検

出に特に関連性が高くなります。患者が第一世代または

第二世代のEGFR阻害剤を服用して疾患が進行した場合

は、主に血漿サンプルに依存し、血漿サンプルがT790
陽性である場合、二次オシメルチニブを開始できます。 

血漿が陰性であっても、できる限りT790Mを検出する

ために組織生検を提案します。	
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限られた地域ではあれ、世界的に使用できるテクノロジ

ーにも関わらず、EGFR変異の検出は様々な障害からす

べての肺がん患者に対して行われているわけではありま

せん。EGFR変異を持つ患者全員が適切な治療を受ける

機会を与えられるよう、これらの障害を理解しそれに対

処することが非常に重要となります。

FLAURAの進行性NSCLCにおける疾患進行と耐性の

早期発見のための縦方向循環腫瘍DNA (ctDNA)	モ
ニタリング
J.E. Grey

FLAURA試験から、EGFR阻害剤による治療を受けた患者

の耐性を検出するための血漿DNA使用に関するデータを

学習しました。FLAURA試験は患者から連続して血液サ

ンプルを集め、cDNA、特にEGFR変異について何が起こ

っているのかをモニタできるかを調べました。A. EGFR 
TKI治療を開始したらどうなるのか、B.	それらが進行性

疾患としてスキャンで表示される前に、耐性の発現を検

出できるのかを調べるためです。

その答えは、「両方とも有用」です。ASCO 2019では、

ベースラインでctDNA EGFR変異を検出できる患者につ

いて、EGFR阻害の過程で追跡すると、6週間までに55%
近くの患者で治療に対する反応を表すEGFR変異が見られ

なくなることを示しました。ではその後も追跡した場

合、疾患が消失したのか、それとも進行したのかを確認

するために、これらの変異の発現または再発現を調べる

ことができます。これこそが、この会議でGray博士と

同僚が発表した要約の主題でした。彼女が示したのは、

耐性はそれがスキャンに表示される前に実際には血液で

検出できるということでした。抵抗を検出できる平均時

間は2ヵ月～3ヵ月とまちまちですが、この患者の小集団

で耐性変異を検出することもできます。C797Sは患者が

オシメルチニブ治療を受けた場合の耐性経路の1つであ

り、これはスキャンに疾患の進行が表示される約1〜1ヵ月

半前に検出することもできます。これらのデータが示す

ことは、血漿が有用なツールになり得るということです

が、血漿中の耐性の観察内容に基づいて治療を決定する

際には細心の注意を払うことを忠告したいと思います。 

血漿に耐性変異がみられるにも関わらず臨床的には順調で

ある場合、どうすればいいのでしょうか？その場合、既存

の治療を続けながら、耐性が発現したときにどうするかを

考え続けるでしょうが、血漿情報のみに基づいて治療を変

更することはないでしょう。

E G F R変 異 お よ び 野 生 型 肺 腺 が ん に お け る 

B7-H4、VISTA、B7-H6、HHLA2、IDO-1、PD-L1お
よびCD8の差次的発現
S. Yu

また、EGFR変異肺がん患者の免疫微小環境についても多

くのことが分かってきました。PD-1やPD-L1抗体などの

免疫チェックポイント阻害剤は、EGFR変異患者にはあま

り効果がないことがわかっています。実際、EGFR変異患

者におけるPD-1単独療法の奏効率は5%未満にすぎません

が、EGFR変異患者にPD-1阻害剤を推奨しないのはそのた

めです。患者のPD-L1発現が100%であっても、EGFR変異

肺がん患者の場合、一次治療はEGFR阻害剤である必要が

あります。この会議では、EGFR変異腫瘍の免疫微小環境

とは何かを理解するのに役立つデータを目にしました。

これは、非小細胞肺がんの外科的に切除された患者の

腫瘍サンプルを調べる試験でした。肺腺がんの患者は

約230人おり、特に免疫微小環境内のさまざまなチェッ

クポイントについて示すさまざまなマーカーを調べまし
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た。B7-H4タンパク質と呼ばれる新しい経路を調べたT

細胞を調べると、EGFR変異患者ではB7-H4発現が野生型

腫瘍の患者より高く、B7-H4タンパク質は低いことがわ

かりました。この試験では、B7-H4がEGFR変異疾患の

患者の標的になり得ることが示唆されました。	

ここえ言えるのは、一般にEGFR変異疾患は変異負荷が

低く、腫瘍はタバコ関連肺がんの患者に比べて遺伝的に

やや単純になる傾向があり、それがPD-1またはPD-L1阻
害剤に応答するほど免疫微小環境が初回抗原刺激を受け

ていない理由であるかもしれないということです。

完全な腫瘍切除後のステージIB–IIIA	 EGFR変異陽性

非小細胞肺がん	 (NSCLC)	 における上皮成長因子

受容体	(EGFR)	変異の頻度
M. Tsuboi

また、初期の肺がんにおけるEGFR変異の頻度を調べた

データも目にしました。外科的に切除された肺がんの患

者については、リンパ節が陽性または腫瘍が4cmを超

える場合は補助化学療法が推奨されることが分かってい

ます。補助療法としてEGFR阻害剤を検討するために進

行中の無作為化された臨床試験があります。この試験は

ADORA試験と呼ばれ、外科的に切除された肺がんの患者

は補助化学療法を受け、無作為にオシメルチニブを投与

するか、またはEGFR変異の有無に基づかないで無作為化

されるため、EGFR変異疾患の患者のみに無作為化が行わ

れます。この会議では、ADORA試験のバイオマーカー

EGFR変異有病率データの一部を見ましたが、初期の疾患

の中でEGFR変異患者の割合が比較的高く、この患者集団

の有病率は約45%であったということを耳にしました。	

現在、これはアジアの患者のために強化されています

が、これがEGFR突然変異のより高い有病率の理由かも

しれません。それでも、この試験は見越し状態で完了し

ており、今後数年間で結果が出て、この試験がEGFR阻
害が初期の非小細胞肺がん患者の治療に役立つかどうか

の理解に役立つことを願っています。

ラムシルマブ	 (RAM)+エルロチニブ	 (ERL)	が循環

腫瘍DNAのEGFR変異に与える影響	 –	 日本人患者

を対象としたRELAYからのバイオマーカー試験に関

する最初の報告：EGFR活性化変異を伴う1L転移性

NSCLCにおけるERL+RAMまたはプラセボ	 (PL)	 の

グローバル第III相試験
K. Nishio

また、エルロチニブとラムシルマブの併用をエルロチニ

ブ単独と比較したRELAY試験の結果についても把握しま

した。ラムシルマブはVEGFR2モノクローナル抗体で、 

この試験では、ラムシルマブとエルロチニブで治療し

た患者のPFS中央値が改善されたことがわかりました。 

この試験では、脳転移のある患者を対象とすることは認

められなかったため、FLAURA試験と比較して予後がわず

かに良好な患者が多い集団でした。

この会議で、治験担当医師はRELAY試験で患者のT790M
耐性データを支持しました。そして私たちが学んだこと

は、患者が一次治療に対する後天性耐性を発症した時点

で、研究の両群のT790M突然変異の有病率または発生

率が同等であり、この場合、T790Mを有する患者が後

天性耐性を獲得した時点で、オシメルチニブによる治療

を受け取ることができるということです。
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診療への影響

したがって、この会議ではEGFR変異の状況に関する

多くの素晴らしい発展があり、その中でも最大のニュ

ースは、オシメルチニブの全生存期間の改善を示した

FLAURAの研究です。これは初めてであり、FLAURAは
EGFR阻害剤または任意のTKIがすべての腫瘍学分野で生

存上の優位性を示すことにより、他のTKIよりも優れて

いることが示された最初の試験となりました。私たちは

このFLAURA試験の結果、これがEGFR変異肺がん患者に

とって新たな節目となることを喜んでいます。EGFR変
異患者の治療を次の高みに到達させるのに役立つ新たな

併用アプローチを開発することで、オシメルチニブのメ

リットをどのように構築できるかが解明されることを期

待しています。	❒

承認されていない製品または承認された製品の未認可の使用について話される場合があります。このような状況は、1ヵ所以上の管轄区域での承認ステー
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