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第3回となる今回は、進展型小細胞肺がん（ED-SCLC）に対
して標準治療であるIP療法（シスプラチンとイリノテカン）に対
してAP療法（アムルビシン/シスプラチン）の非劣性を検証しよ
うとしたJCOG0509試験および非小細胞肺がん（切除不能ｃ
Ⅲ期）に対する放射線同時併用化学療法の３アームを比較した
WJTOG0105試験を取り上げる。いずれもネガティブ試験となっ
たが、その後の臨床に大きな教訓を残した試験となった。

JCOG0509試験とWJTOG0105試験
小細胞肺がんに対するアムルビシン、非小細胞肺がん

に対する放射線同時併用化学療法の評価
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西條　里内先生が肺がんの研究や診
療に携わるようになったのはどのよ
うなきっかけがあったのですか。
里内　最初は循環器が希望で循環器
呼吸器の医局に入ったのですが、4年
目に研究テーマを決める段階になっ
て「呼吸器は誰も希望しないので行っ
てくれ」と言われたのがきっかけで
す。でも当時の神戸大学は伝統的に
放射線科が肺がん診療を担当してい
て、私自身もオンコロジーの講義を受
けたことがありません。呼吸器内科
では主に気道過敏とか気道の炎症を
中心に研究していたのですが、1995
年に兵庫県立成人病センター（現、兵
庫県立がんセンター）に出向すること
になりました。最初は1年という話で

した。2002年にいったん神戸大学呼
吸器内科に戻りましたが、2005年に
兵庫県立がんセンターに再出向にな
り、今日まで続いています。臨床試験
をしっかりやろうと考え始めたのは
2000年くらいからです。
西條　先生が最初に臨床試験を手掛
けられたころと現在では大きく変
わったでしょう。
里内　スピード感が今と当時とでは
比べものにならないぐらい違います。
当時は新しい薬がぽつりぽつりと出
てくるので、それに応じて臨床試験
のプロトコールをじっくり考えること
ができました。今は早めはやめに考
えていかないと全部やり尽くされる
ような感じです。多様な新薬が登場

し、面白く感じる一方で、遅れずにつ
いていくことが大変というのも率直
な感想です。
西條　僕も最初は血液をやりたかっ
たのですが、最初の指導教官が肺が
んを専門としていたので肺がんをや
ることになりました。僕がやり始めた
当時の肺がんは年間の死亡も7000～
8000人ぐらいと少なく、研究も活発
ではありませんでした。患者が10倍
に増えて、研究の課題もたくさん出て
きたというのが今日の状況ですね。

JCOG0509試験

西條　本日取り上げる最初の試験は
JCOG0509 試験です。米国臨床腫瘍

①JCOG0509試験
　患　者	 	進展型小細胞肺がん（ED-SCLC）
　試験群	 	AP療法群：アムルビシン（AMR）40mg/m2でday1,2,3に点滴静注、シスプラチン（CDDP）60mg/m2をday1に点滴静

注とし3週間ごとに繰り返す。4コースまで繰り返す。
　対照群	 	IP療法群：塩酸イリノテカン（CPT-11）60mg/m2をday1,8,15に点滴静注、CDDP60mg/m2をday1に点滴静注し、４週

間サイクルで繰り返す。4コースまで繰り返す。
　結　果	 	第2回中間解析の結果（2011年5月）、AP療法群のMST15.0カ月、IP療法群のMSTが18.3カ月。HRは1.41（95%CI;	

1.03-1.93）と非劣性マージンを超え、早期中止が勧告された。2012年5月時点での解析では、IP療法群のMSTが17.7カ
月、AMP療法群のMSTが15.0カ月でHR:1.42（95%CI;1.12-1.80）。PFS中央値はIP療法群が5.6カ月、AMP療法群が5.1
カ月でHR;1.42（95%CI;1.12-1.80）。

See	comment	in	PubMed	Commons	below	Phase	III	study	comparing	amrubicin	plus	cisplatin	with	irinotecan	plus	cisplatin	
in	the	treatment	of	extensive-disease	small-cell	lung	cancer:	JCOG	0509

（J	Clin	Oncol.	2014	Apr	20;32（12）:1262-8.	doi:	10.1200/JCO.2013.53.5153.	Epub	2014	Mar	17.）

②WJTOG0105試験
　患　者	 	切除不能cⅢ期非小細胞肺がん（NSCLC）
　試験群	 	B群：low	dose	CBDCA（AUC2）+CPT-11（20mg/m2）をday1,8,15,22,29,36で投与し、day1より放射線治療（2Gy/

fr,5fr/週,合計60Gy）を同時併用で開始し、その後CBDCA（AUC5）day1+CPT-11（50mg/m2）day1,8を3週間間隔で2
回追加した。

	 	C群：low	dose	カルボプラチン（CBDCA、AUC2）+パクリタキセル（PTX、40mg/m2）をday1,8,15,22,29,36で投与し、
day1より放射線治療（2Gy/fr,5fr/週,合計60Gy）を同時併用した。、その後CBDCA（AUC5）day1+PTX（200mg/m2）
day1を3週間間隔で2回追加した。

　対照群	 	A群：マイトマイシンC（MMC,8mg/m2）をday1、ビンデシン（VDS,3mg/m2）をday1,8,CDDP（80mg/m2）をday1に投与
し、4週間間隔で4回施行した。day2より放射線治療（2Gy/fr,5fr/週）を併用し、30Gyに達したところで1週間の休止を
挟み、合計60Gy照射した。

　結　果	 	主要評価項目であるOSについて主要評価項目であるOSは、A群20.5カ月、B群19.8カ月、C群22.0カ月で3群間に有意
差が認められなかった。HRの信頼区間上限値は、A群対B群で1.402、A群対C群で1.204でともに設定していた非劣性
マージンを超え、非劣性は証明できなかった。

Phase	 III	study	comparing	second-	and	 third-generation	 regimens	with	concurrent	 thoracic	 radiotherapy	 in	patients	with	
unresectable	stage	III	non-small-cell	lung	cancer:	West	Japan	Thoracic	Oncology	Group	WJTOG0105.

（J	Clin	Oncol.	2010	Aug	10;28（23）:3739-45.	doi:	10.1200/JCO.2009.24.5050.	Epub	2010	Jul	12.）

今回の P・E・C・O ※

※	P・E・C・Oとは臨床上の課題を規定する方法で、Patient（どんな患者に）Exposure（どんな治療、検査をして）Comparison（何と比較して）Outcome（どんなアウトカムの変化があるか）の頭文字を取っ
た略語。
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学会（ASCO）の機関誌であるJournal 
of Clinical Oncology誌（JCO）に発表
された進展型小細胞肺がん（ED-
SCLC）に関する試験です。背景、サ
ンプルサイズ、統計学的根拠につい
て簡単に説明してください。
里内　この試験はED-SCLCを対象に
した1次治療の第Ⅲ相試験です。海外
ではシスプラチン（CDDP）/エトポシ
ド（VP-16）が標準でした。日本ではこ
のレジメンとCDDP/イリノテカン塩
酸塩（CPT-11、IP療法）とを比較する
JCOG9511試験が行われた結果、IP
療法が標準治療となっていました。
　そこに日本国内で開発されたﾄポイ
ソメラーゼⅡ阻害薬のアムルビシン

（AMR）が登場しました。単剤でも未
治療のED-SCLCに奏効割合（RR）
76%と良い数値で、CDDPとAMRと
を併用するAP療法での第Ⅰ～Ⅱ相試

験 でRR87.8%、生 存 期 間 中 央 値
（MST）13.6カ月と非常に良好な結果
を出していました。一方でIP療法で
問題となっていた下痢などの重篤な
非血液毒性がAP療法には少なく、IP
療法の代替になるのではないかと期
待されたわけです。
　主要評価項目は「全生存期間（OS）の
非劣性の証明」としました。JCOG9511
試験のIP療法の生存期間中央値

（MST）が12.8カ月、AP療法では13.1
カ月とほぼ同等の結果でしたので、優
越性を検証することは困難と考えま
した。毒性プロファイルにIP療法と
異なるところがあり、意義のあるレジ
メンであり、そう考えると非劣性で良
いだろうということになりました。
西條　アムルビシンですが開発当初
は1回投与で臨床応用が始まりました
が、あまり良い成績を挙げることがで

きず捨てられかけました。福岡正博
先生（元、近畿大学医学部腫瘍内科部
門教授）が始めた3分割投与で息を吹
き返した薬ですね。SCLCには単剤
でも非常に良好な成績を挙げたわけ
です。ところでこの試験のサンプル
サイズについてですが、目標が282
例。非劣性を検証する試験としては
少ない気がします。
里内　OSが3カ月以上悪くなっては
いけないという前提がありました。非
劣性マージンを1.31、検出力は低いの
ですが0.7で、必要イベント数が260、
必要症例数が282となりました。確か
に第Ⅲ相試験としてはサンプルサイ
ズの少ない試験です。
西條　JCO誌の査読者（reviewer）
からもたくさんのコメントが来ていま
す。非劣性試験というコンセプトその
ものには異論はなかったようですが、

Reviewer 1

General Comments：この研究はNon-inferiority	designで行わ
れている割には症例数が少ない。統計学的に妥当なものかについ
ての検討が十分なされているかについて疑問がある。Reviewerは
統計の専門家ではないがNon-inferiority	Trialでは通常もっと症
例数が多いと思うが?
Answer：Sample	sizeについては統計の専門家より多くの指摘
を受けている。その回答についてはStatistical	analysisの項に
追記した。またNon-inferiority	 trialとして症例数が少ない理由の
説明を行った。Sample	sizeの少ない理由は1）Non-inferiority	
Marginが1.31と大きいこと、2）パワーが70%と小さく設定した
こと、による。1）の理由はAPの第I/II相試験で発熱性好中球減
少症や他の重篤な非血液学的毒性を認めなかったこと、すなわ
ちAP	regimenはIP	regimenに比べ毒性が少なく、かつ毒性の
ProfileがIPと異なり使用しやすいRegimenであること、2）仮に
毒性が少なくてもIPのMST12.8カ月に比べAPのMSTが3カ月
以上短いことは許容できないこと、による。症例数の少ないもう
1つの理由は今回の研究の対象疾患の予後が極めて悪いことに
よる。OSのようなTime-to-eventを研究のPrimary	endpointとす
る場合、研究の統計学的Powerは登録症例数ではなくEvent数
によって規定される。この研究では263Eventを必要としている

が予後の良好な疾患を対象にした場合と比べそのEventを観察す
るために必要な登録症例数は少なくて済む。このようにTime-to-
eventを基に症例数を算出する方法はこの研究に限ったことでな
く一般的に行われている。我々はStatistical	Analysisの部分（P7.
L16）に次のような文章を追加した。「第I/II相試験の結果より
IP	regimenと比べAP	regimenの毒性は少なくしかも毒性のプロ
フィールは異なることから3カ月が最大許容されるNon-inferiority	
marginとした。IP	regimenよりMSTが3カ月劣ると仮定するとHR
は1.31になる。」
JCOG0509はNegative試験ではあるものの肺がん治療におけ
る重要な疑問点について回答を与えるよく計画された試験と思う。
著者はAP	regimenによる治療成績がIP	regimenと比べ不良な結
果をもたらしたかについてよくまとまったしかも徹底した思慮深い
考察を加えている。解答してほしいいくつかの疑問点は以下の通
りである。
Q1	抄録の最後の文章は「IPが小細胞がんに対する標準的治療
として残る」となっている。しかし日本以外で行われた比較試験で
は日本以外で小細胞がんに対する第一選択Regimenとして最も
よく使用されているEP:Etoposide+Cisplatin	Regimenに対しIP	
Regimenは明らかに良好な結果を得ることができなかったためも
う少し正確な表現をした方が良い。

Amrubicin+CDDP（AP） VS Irinotecan+CDDP（IP）
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サンプルサイズが小さいという意見
がありました。また最近の非劣性試
験と比べると非劣性マージンが1.31
とはかなり大きなマージンですね。
里内　最近は1.20とか1.25が多い。
あらためてこの試験の結果を見返し
てみると、イベント数が260で必要症
例数が282というのは、差が小さいで
すね。予後も当初考えていたよりも良
かったので結果的にサンプルサイズ
が小さかったと反省しています。
　でもあの時点ではそれで良いと考
えていました。検出率0.7はあまり見
かけない数字とは思いますが、「大丈
夫、AP療法はIP療法に負けないから」
と誰しもが予測していましたから、そ
ういうものかと思っていました。
西條　もし今の時点で非劣性試験を
行うということになったら、里内先生
はどう思いますか。

里内　今と当時では状況が違います
が、限られた選択肢の中で代替治療
を選び抜く手段としては、非劣性試
験という方法もあり得ると思います。
2次、3次の治療以降の設定であれば、
非劣性試験というのは現在でも選択
し得る方法だと思います。
西條　確かに非劣性であってもそれ

が証明されたら標準治療になるわけ
ですからね。結果を説明してください。

「まさかこんなに負けているとは」

里内　症例登録は2007年5月から
2010年2月の間で284例が登録されま
した。中間解析の1回目を症例登録の
途中で行いました。私たち現場の医

A1	アドバイスに従いAbstractを改訂した。
Q2	Amrubicin投与量の減量前後の治療成績に言及した方が良
い。少なくとも奏効率、PFSについては投与量変更前後の結果を
表で示し説明するとよい。
A2	指摘された点につき両群のAmrubicin投与量変更前後の奏
効率、PFS,OSを表にして示した。
Q3	副作用を認めた場合Cisplatinの投与量を20mg/m2減量す
る事になっているが最初に決められた投与量が60mg/m2と少な
い用量になっているため40mg/m2まで減量することになる。この
ように急速な減量の根拠となる成績はあるのか?Cisplatin投与量
の減量をした患者の比率は?またこれらの患者と減量をしなかった
患者が混在しても解析はなりたつのか?
A3	Amrubicin+cisplatinのPhaseI/II	StudyやJCOG9511のプ
ロトコールでは毒性に基づきCisplatinの投与量を60mg/m2から
45mg/m2に減量している。今回の研究では毒性に対しより配慮
したため激しい減量基準となっている。Cisplatinの減量はIPお
よびAP群でそれぞれ16及び15で行われ奏効率は62.5%および
73.3%であった。今回の研究の減量基準と45mg/m2への減量
といずれが適切かについては比較しようがないが結果として今回
の減量基準は不適切とは言えないと思われる。我々はCisplatin
投与量が予定投与量（240mg/m2）の3分の2以下の患者の比率
を検討した。これによってDose	ReductionせずにCisplatin投与
を止めた患者も含め正確なComplianceが計算可能となる。実際
Cisplatinの投与量が少なかった患者数はわずかであったため減

量の有無による治療効果の比較はしなかった。結果の項に「IP群
では4%（7/142）、AP群では7%（10/142）の患者がCisplatinの予
定量の2/3以下を投与された。」と記載した。
Q4	TopotecanはSCLCに対するSecond	line治療として最も多
くのEvidenceのある治療法であるが、この研究ではどの患者にも
投与されていない。この理由をプロトコール治療終了後の治療に
関する考察の項で明確に述べる必要がある。
A4	Table5の“Nogitecan”は“Topotecan”と同一の薬 剤であ
る。したがって記載を“Topotecan”に改めた。日本では国産の
Amrubicinの研究報告が多くあり、奏効率、PFSの点でTopotecan
と比べ良好なことからアメリカで標準的治療として用いられている
Topotecanはあまり使用されていない。これらの理由をP15,L2に
記載した。
Q5	 IPRegimenの終了後のAmrubicin投与の意義についてはよ
く推敲した文章になっているがAbstractにどうして予期しなかった
結果となったかについて「IP群ではサルベージ治療として行った
Amrubicinの効果によって」の文章を追加するとよい。また考察に
は「今回の結果はSCLCに対するAmrubicinの効果を否定するも
のではなく2次あるいは3次治療としてのAmrubicinの役割を示し
たものである。」と追加すればよい。
Q6	P9、L1にある“Double	cancer”は“Second	malignancy”と
変えた方が良い。
A6	指摘通りに改訂した。もう1人のReviewerにも指摘されたが
“Double	cancer”は分かりにくい表現である。我々は「治療を必要

図1●  JCOG0509試験の全生存期間（OS） JCOG0509試験の全生存期間（OS）
 MST（月） 1年生存割合 2年生存割合
 （95％CI）
IP療法 17.7 68.3 39.2
 （14.0-22.1）
AP療法 15.0 63.9 21.7
 （13.5-17.5）
　　　　　HR：1.43（95%CI　1.10-1.85）

症例数　　
IP療法 142 133 97 68 44 22 10  4 2 1
AP療法 142 130 90 55 26 10 5 3 1 0
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とする起源の異なる浸潤癌」と改訂した（P4,L2）。
Reviewer 2 （統計学者による指摘）

Q1	非劣性のMarginを1.31とした理論的根拠を述べること
A1	Reviewer1の冒頭の質問に対する回答と同じ。
Q2	P16に書かれている無効中止とする場合のあらかじめ計画さ
れた判断基準は何か?
A2	この点についてP11,L9の文章を次のように改訂した。「効果
安全性委員会はあらかじめ計画された判断基準	すなわちA群に
対するB群のハザード比の予測値が非劣性の限界値（HR>1.31）
を超えた場合、無効と判断し早期の発表を勧めた。」
Q3	一般的には臨床試験のタイプ1エラーをコントロールするた
めに検定の多重性を念頭に置く。無効中止の評価の場合タイプ
1エラーを増加させることはないためP13の多重性の調整や、P16
の96.3%信頼限界の使用については詳しい説明が必要。
A3	ご指摘の通りであり無効中止の場合タイプ1エラーをコント
ロールする必要はない。96.3%信頼限界は無効中止をはっきりと
示すため用いているのではなくあらかじめ計画された解析の一部
として示している。96.3%という値は第2回目の中間解析で用い
られた片側アルファー値0.0185に相当する。
Q4	中間解析で96.3%信頼限界を用いそれに続くOSの評価で
は95%信頼限界を用いている理由は?またこれらはP14に記載さ
れている片側P値とは整合性がないように思えるが?
A4	96.3%信頼限界はPrimary	endpointの解析に用いた。それ

に引き続く解析には95%信頼限界を用いた。96.3%は第2回目
の中間解析に用いた片側アルファー値0.0185と対応する。
Q5	今回の試験は無効中止となったが、試験継続をした場合に
仮定の検出力がどうなるかについて考察が必要。
A5	論文の結果の項に仮定の検出力の代わりにBayesianモデル
による予測性に基づく文章を追加した（P11,L12）、「Bayesianモ
デルによると試験継続をした場合、この臨床試験の終了時に非劣
性が統計学的有意に証明できる可能性は16.2%である。」
Q6	第2回目の中間解析の成績だけでなく第1回目の中間解析の
結果も示してほしい。
A6	P11,L4の結果の項に「最初の中間解析ではHR1.25（99.9%
信頼限界:0.28-5.59）を追記した。
Reviewer 3

Q1	Abstractの表現をもう少しはっきりとさせた方が良い。現在は
「この第III相試験はIPに対するAPの非劣性を証明することが出来
なかった。IPはED-SCLCに対する標準的治療として残る。」となっ
ているが「この第III相試験ではAPはIPに比べ劣ることが示された。
IPは日本におけるED-SCLCに対する標準的治療として残る。」
A1	Reviewerの指摘に基づきAbstract（L18）を書き換えた。
Q2	 IP療法は日本の標準的治療でありほかの国ではEP療法を
ED-SCLCに対する標準的治療と考えていることを強調すること
が必須である。Introductionの項ではこの点についての丁寧な記
載があるがAbstractの結語の表現は誤解を招く。

師にはマスクされていて当時は分か
らなかったのですが、結果的にハザー
ド比（HR）が1を超えていました。
西條　中間解析の1回目の結果は、研
究者に開示されたのですか。
里内　開示されました。第2回中間解
析は2011年5月に行われましたが、
そのときのことはよく覚えています。
AP療法のMST15.0カ月でIP療法の
17.7カ月より劣っていました（前ペー
ジ図1）。HRは1.41で劣性マージン
を超え、早期中止の勧告となりまし
た。現場の感覚では「AP療法が少し
勝っているのではないか」とすら感じ
ていましたが、最終的にHRは1.43。
SCLCに対する臨床試験でこんなに
負けるとは予想していませんでした。
西條　僕も2回目の中間解析の結果を
見たときに、「これ本当なの、グルー
プが間違っているのではないか」と思
いました。中間解析による研究中止勧

告があまりにも早く行われたという不
満はありませんか。研究者の中には
JCOGの独立データモニタリング委員
会（IDMC）が早く止めすぎると不満
を持っている人もおるようですが。
里内　あまり早く止めてしまうと、
フォローアップも不十分なものにな
るという懸念はあります。しかしこ
のJCOG0509試験の場合はあまりに
も試験群（AP療法）の成績が悪かっ
た。IP療法に比べ毒性が少ないこと
を前提としていたにもかかわらず、
発熱性好中球減少症の出現頻度はIP
療 法 の10.6%に 対 し てAP療 法 は
32.1%と予想以上に多く出ました。
OSであれだけ負けた場合にはやは
り早く公表するという判断は正し
かったと思います。研究者として早
期中止になったことは非常にフェア
だったと思っています。
西條　確かに患者さんに明瞭なデメ

里内 美弥子（さとうち・みやこ）氏
1989年神戸大学医学部卒業。神戸大学医学
部第一内科、三菱神戸病院、兵庫県立成人病
センター（現、兵庫県立がんセンター）呼吸器
科を経て、02年に神戸大学医学部附属病院
呼吸器内科助手。05年に兵庫県立がんセン
ター呼吸器内科医長、09年より同部長。
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A2	Reviewerの指摘に基づきAbstract（L20）を修正した。
Q3	序文に見られるAmrubicinの第I相試験での発熱性好中球減
少の頻度は低かったにもかかわらず第III相試験では高く三割の患
者に発熱性好中球減少症を認めている。この成績の違いは何に
基づくものか?
A3	患者の選択基準や除外基準には本研究と第I/II相試験とで
は差を認めない。年齢にしてもPI/II試験では63歳、本試験では
65歳、大多数の患者のPSは両群とも0、したがって両群間の背
景因子に差があるとは思えない。我々にもこの理由はよく分から
ず、おそらく症例数が少ないためバイチャンスで生じたのではない
かと思える。
Q4	この研究は非劣性試験としては症例数が少ないため統計学
的根拠をもう少し正確に記載すること。
A4	Reviewer1の冒頭のCommentに対する回答と同じ
Q5	2012年5月以後のPFSおよびOSに関するフォローアップ
データは?
A5	現在フォローアップ中であり2014年に最終解析を行う予定
である。
Q6	著者らは本研究では以前に行われたJCOG9511に比べプロト
コール治療後の2次治療としてAmrubicinがIP群に投与されたこと
がIP群の生存期間の延長をもたらしたと考えAmrubicinの2次治療
の意義を強調している。確かにそうかもしれないがAPRegimenが初
回治療としてはトポイソメラーゼI阻害薬+Cisplatinの併用効果より

も劣ることをはっきりと述べる必要がある。
A6	ご指摘の通りで初回導入治療として実際APはIPより劣って
いる。この記載をDiscussionに加えた。（P13,L7）他のReviewer
の指摘も踏まえAbstractにはAPによるサルベージ治療が結果に
影響を与えたことを追加した。
Q7	Figure2をみると生存曲線はその中央値以降で開いているよ
うに見える。治療終了後あるいは1年の段階で生存している患者
についてLandmark解析を行ったか?
A7	この生存曲線の乖離は我々にとっても興味深い。しかし
Landmark解析をしても長期生存例と早期死亡例の比較なしでは
その乖離の理由は分からないと思う。我々は普通に行われるCox	
Multivariate	Regression	Analysisを行った。予後不良因子として
は遠隔転移（HR1.9,	P=0.0181）が同定された。
Minor Comment

Q1	Abstract	におけるAmrubicin量の記載が「Amrubicin（40mg	
/m2）on	day	1-3」となっているが「Amrubicin	40mg/m2	days1,2	
and	3」とした方が良い。
A1	Abstract	L8	およびP4,L14を改訂した。
Q2	年齢制限を71歳以下とした理由
A2	JCOG9511でも同様に対象症例の年齢は20-70とした。71
歳以上の患者に対するイリノテカンの安全性は確認されていない。
Q3	動脈血ガス分析を患者の選択基準に入れるのは侵襲が大き
すぎる。

リットが認められる場合は早期中止
は極めて重要ですね。
里内　第Ⅰ相試験、第Ⅱ相試験では
RRも無増悪生存期間（PFS）も良好
でしたから、研究する我々にも想定
外の事態でしたし、実は主施設であ
る兵庫県立がんセンターではそれほ
ど重篤な毒性が認められていません
でした。そういう点も含めて、早く止
めて公表するという判断は重要だっ
たと思います。

JCO誌に投稿した理由

西條　発表のジャーナルとしてJCO
誌（Journal of Clinical Oncology）を
選んだ理由はどこにあるのですか。
里内　やはりASCOの機関誌で、多
くの専門家に見ていただけるという
ことが大きいです。ネガティブ試験で
したけれど、挑戦するつもりで投稿し
ました。

西條　査読者のコメントについては
どのような感想を持っていますか。
里内　統計のことはさておき、案の
定「ED-SCLCの1次治療の標準レジ
メンがCDDPとVP-16の併用である
ことを明記せよ」という趣旨のコメン
トがありました。この試験の結果か
ら、1次治療はCDDP/VP-16で、アム
ルビシンは2次、3次が良いという記
述をするようにというのです。
西條　まさに米国人のコメントですね。
里内　「査読者の意見に沿うように
ディスカッションしたうえで改訂稿
を投稿せよ」という指示でした。
西條　しかしCPT-11を含むレジメン
も欧州やアジアではよく使いますね。
里内　CPT-11を含むレジメンについ
ては確かに欧州から良い報告が出て
いますが、米国の専門家がCPT-11に
難色を示している印象でした。CPT-
11が好きではないのかとも思いまし

西條 長宏（さいじょう・ながひろ）氏
1968年大阪大学医学部卒業。89年国立
がんセンター研究所薬効試験部部長、’97
年病院内科部部長、2004年国立がんセン
ター東病院副院長、’09年近畿大学特任教授
を経て、’12年4月より現職。ASCO理事、
IASLC理事長、ESMO国際代表者会議委員
をはじめ国内学会では日本癌学会、日本癌治
療学会、日本肺癌学会の理事を歴任。
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Pulsoxをどうして使用しないのか?
A3	SpO2だけでは高度のCOPD患者を対象としてしまう。血

液ガス分析はプロトコール研究に入れるか入れないかの判断時の
みに行う。
Q4	除外基準のうち“活動性の二重がんとは何を意味するのか?
“治療を必要とする起源の異なる浸潤がん”とした方が分かりやす
い。
A4	Adviceに従い訂正した。
Q5	NSAIDSを50日以上服用している患者をなぜ除外したか?
A5	AP	Regimenを用いたPhaseI/II研究の際、NSAIDSを長期
服用していた患者で消化管出血を認めたので今回の研究では安
全確保の目的でこれを除外項目に加えた。
Q6	なぜANCとせずに全白血球数に基づき次回投与の可否を決

めたか?
A6	研究開始時にはANCの値を至急得られない施設も参加して
いたため、全白血球数に基づき次の治療施行の可否を決定した。
Q7	1年および2年生存率をだせるか?
A7	カプランマイヤーカーブに1年および2年生存率を記載した。
第2回の中間解析時の成績はIP群では68.3%、および39.2%、
AP群では63.9%、および21.7%であった。
Q8	P18の次の文章は不適切と思う。「本研究での生存期間が長
かった理由の一つとしてJCOG9511後行われた時代と比べPET-
CTが病気診断に汎用されるようになりStage	Migrationを生じ微
小転移を持つ患者がED-SCLCと診断されるようになった」
A8	我 も々Stage	Migration	が治療成績に大きなインパクトを与
えたとは思わないので、この文章を割愛した。

た。ただ、全体としてこういうふうに
表現しなさいとか、こういう表を追加
しなさいとか丁寧に指導してくれるコ
メントも多く、良かったと思いました。
西條　最初から「よしいける」と思い
ましたか。
里内　そんな大胆なことはいえませ
んが、査読者のコメントとして予想し
ていた中では好意的であったことは
確かです。また統計学への注文が多
く、統計学の先生にはご苦労をおか
けしました。

免疫療法への期待

西條　このJCOG0509試験の結果、
AP療法は標準治療になりませんでし
た。最近はSCLCの試験が多くありま
せんが、依然として標準アームが
CDDP/VP-16やCDDP/CP-11で す
ね。正直なところ、国内の試験も革新
的なものが少ないような気がします。

里内　アブラキサンを使うとか、
SCLCにもドライバー変異が見つかり
始めて分子標的治療を試みる動きも
ありますけれど。
西條　SCLCのドライバー変異がまだ
明らかではありませんね。次世代シーケ
ンサーで全遺伝子を解析して見つかっ
た変異もドライバーとは限りません。
里内　個人的には免疫チェックポイン
ト阻害薬が小細胞肺がんの領域でも
うまくいってほしいと思っています。
西條　非小細胞肺がん（NSCLC）に
対する免疫チェックポイント阻害薬
の臨床試験の生存曲線を見ていると、
最終的には試験薬群と対照群とで曲
線が交差すると思っていましたが、
特に扁平上皮がんの場合、交差しな
いんですね。
里内　全く並行になっています。ス
テージⅣで病勢進行（PD）となった患
者さんが1年も2年も生存していける

わけですから、肺がんの診療は大き
く変わります。現在はNSCLCの成績
が中心ですがSCLCにも期待できる
と思います。どういう患者さんに効く
のかが分かればよいのですが。
西條　精度が高いバイオマーカーの検
査は絶対必要ですね。SCLCの臨床試
験も免疫チェックポイント阻害薬の有
効性をどんどん検証する方向にかじを
切ったらどうかと思いますけどね。
里内　私もSCLCの試験はそっちか
なと思っています。

WJTOG0105試験

西條　それではもう1つの試験であ
るWJTOG0105 試験、進行NSCLC
に対する放射線同時併用化学療法の
試験に話を移しましょう。といって
も、これもネガティブ試験ですが。
里内　すみません（笑）。

Reviewer 1

Q1	この研究は非劣性試験となっているが、このように予後の悪
い疾患には適さないのではないか?
A1	ご指摘の通りではあるが非劣性試験となった理由は下記の
通りである。1）本研究の標準治療として用いられているMVP+同

時放射線治療の根治率は15%である。2）根治率は高いものの、
この合併療法は血液毒性、消化器毒性が強く臨床で実地医療と
して用いるのは難しい。
Q2	Figure2は何回もコピーをして使っているように見える。もっと
はっきりとしたものと替える必要がある。ArmAでは放射線治療の

WJTOG0105論文に対するCommentsとRebuttals
（和歌山県立医科大学山本信行教授より提供）
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間隔が1週間空くことのあることをAbstractで述べるべき。
A2	指摘の通りFigure2は新しいものに替えた。
Reviewer 2

Q1	序文では試験レジメンを用いた理論的根拠、基礎となる第I/
II相試験と第III相試験に選んだ正当性など必須の成績が記載され
ていない。特に参考文献13-15の成績、および他の背景となる成
果をこの項に記載する必要がある。
A1	参考文献13-15の成績を序文に加えた。
Q2	Control群の基礎となる成績として歴史的対象と比較してい
るが著者らはStage	Migrationの可能性について言及していない。
どの程度の患者がPETによる画像診断を受けていたか?この情報
があれば議論をしやすい。
A2	この研究が行われた頃、日本ではPETによる病期診断は行
われていなかった。この研究ではどの患者もPETによる病期診断
を用いなかった。
Q3	ASCOでの報告ではIrinotecanは50mg/m2をDays1および
8に投与したとなっていてFigure2の注釈もそうであるが、P8の第
3パラグラフではDay1のみの投与となっている。これはミスタイプ
によるものと思えるが?
A3	ご指摘の通りであり修正した。
Q4	放射線治療を予定通り行えなかった患者についてはその理
由をP15に記載するか、Tableを作成する必要がある。
A4	放射線治療を予定通りに完結できなかった理由について

本文に記載した。
Q5	食道炎についてはGrade2または3以上の症例の比率に関す
る情報はあるか?
A5	本文にGrade3および2以上の食道炎症例の比率を記載した。
Q6	6例が放射線肺臓炎で死亡したと記載されているが、その詳
細は?
A6	6例の放射線肺臓炎症例についての情報を追加した。
Q7	MVPレジメン群の3年生存率は他のCBDCA群より数字的
には高いが5年生存率には差がない。すなわち3年以降対照群の
死亡率が高くなっている。この死亡の原因はがんの進行や再発に
よるものか、あるいは合併症や治療の副作用によるものか?
A7	3年後の死亡の原因は腫瘍の増悪（Arm	A:15,	Arm	B:6、
Arm	C:9）および他の疾患（Arm	A:3,	Arm	B:1,	Arm	C:0）による
ものである。
Q8	層別化因子（性、病期、体重減少）別の予後を記載すべき。
A8	層別化因子ごとの予後を本文に記載した。
Q9	Discussionが簡単すぎる。先に述べたようにこのDraftは本
研究の意義を把握できるような記載になっていない。十分肉づけ
をして完璧なものに仕上げる必要がある。理想的にはこの研究は
第3世代の抗悪性腫瘍薬を放射線治療と初めて併用した点に言
及する必要がある。ほかに何か新規性があるのか?またCBDCA
をCDDPの代わりに使用することの妥当性に言及する必要があ
る。この点は以前から議論のある課題である。著者は本研究の

西條　2010年に静岡県立がんセン
ターの山本信之先生（現、和歌山県立
医科大学附属病院呼吸器内科・腫瘍
内科教授）が筆頭著者になってJCO
誌に論文を発表していますが、里内先
生は2009年のASCO総会や欧州腫瘍
学会（ESMO）で口演されていますね。
里内　第Ⅲ期のNSCLCの治療成績
は進歩が止まった状態にあり、ここを
何とかしなければというのが議論の出
発点です。日本の標準治療がCDDP/
ビンデシン硫酸塩（VDS）/マイトマイ
シンC（MMC）に放射線でした。欧米
はCDDP/VP-16に放射線が標準治療
です。そこで、Ⅲ期のNSCLCの1次
治療としてCDDP/VDS/MMC/放射
線療法（A群）を対照に、カルボプラチ
ン（CBDCA）/WeeklyCPT-11/放射
線（B群）とCBDCA/Weeklyパクリ
タキセル（PTX）/放射線（C群）を比
較する3群比較として設計されまし

た。私としては、プロトコール作成か
ら関わらせていただいて、多くの症例
を登録した初めての第Ⅲ相試験で、大
変思い出深い試験です。

非劣性試験とした理由

西條　3群比較でしかもこれも非劣
性試験ですね。
里内　A群のMVP療法（MMC/VP-
16/CPT-11）に同時放射線照射のレ
ジメンの5年生存率は15%、当時とし
て非常に良好な成績で、それを凌駕
することが難しいと判断しました。兵
庫県立がんセンターでC群（CBDCA 
/WeeklyPTX/放射線）の第Ⅰ/Ⅱ相
試験を行いましたが、A群のレジメン
に優越性が検証できそうだという手
応えがありました。A群のレジメン
では骨髄抑制が出現して放射線治療
を中断せざるを得ないことがよくあ
りましたが、CBDCA/PTX/放射線

にはそれが少ない。毒性は問題ない
と思いましたが、優越性の検証に必
要な症例数をWJTOG（西日本胸部腫
瘍臨床研究機構、現、西日本がん研
究機構：WJOG）だけで集積すること
は難しいだろうと判断しました。
西條　毒性が軽いから、それで十分
に非劣性を検証できると予測したと
いうことですね。しかし結果的には非
劣性の検証ができませんでした。
里内　この研究では非劣性のマージ
ンは1.2だったのですが、主要評価項
目であるOSは、A群20.5カ月、B群
19.8カ月、C群22.0カ月で3群間に有
意差が認められませんでした（次
ページ、図2）。HRの信頼区間上限値
は、A群 対B群で1.402、A群 対C群
で1.204とともに設定していた非劣性
マージンを超えてしまいました。
西條　OSの生存曲線はいずれもきっ
ちり重なっていますね。その意味では
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第3レジメンであるCBDCA	+	PTLに3D	Conformal放
射線治療を基本として用いているRTOG0617研究に注目し

コメントすべきである。RTOG0617とは2X	2のRCTで通常量
（60Gy）と高用量（74Gy）,	およびCetuximabの有無を比較する
プロトコールである。
A9	指摘された点を考慮してDiscussionに次の文章を加えた。
「本研究は局所進行非小細胞肺がんに対する同時化学放射線治
療で第2世代と第3世代のレジメンを直接比較する最初の臨床試
験である。本研究はCDDPあるいはCBDCAを基本とするレジメ
ンの比較ともなっている。放射線治療と併用する薬物は放射線感
受性を高めるため分割投与としている。メタアナリシスによると肺
がん化学療法において、CDDPを用いたレジメンは、CBDCAを
用いたレジメンよりもOSから見た治療効果は優れると報告されて
いる。本研究ではCDDPを含むArm	A	とCBDCAを含むArms	B	
およびCのOSには差を認めなかった。Intergroup研究で認められ
た差は第2あるいは第3世代のレジメンの違いや抗悪性腫瘍薬の
投与スケジュールの違いによるものと思われる。いずれにせよ今
回の研究は第3世代のCBDCAレジメンことにCBDCA+PTLは
放射線治療との同時併用では一般的に用いられている第2世代
のCDDPレジメンと差がないことを示している。」
Minor comments

Q1	Paclitaxel+CBDCAの併用では通常AUC6を用いるが本研
究ではConsolidation	phaseでなぜAUC5を用いたか?

A1	 ご指摘のように通常Paclitaxelとの併用ではCBDCAの
AUC6を用いる。本研究では放射線治療の後のため強い骨髄抑
制が予測されるためAUC5とした。
Q2	抄録の最後の文章を、「Paclitaxel+CBDCAと同時放射線
治療が局所進行非小細胞肺がんに対する標準的治療と考えるべ
きである。」と改訂する必要がある。
A2	指摘されたように文章を改訂した。
Q3	 introductionの第2パラグラフにある「RTOG9410および以
前の日本のTrialsのPositive	resultsは古い第2世代の化学療法レ
ジメンを用いている。」をもっと強調するべきである。
A3	古い第2世代の化学療法レジメンを用いたことを強調した。
Q4	5ページの冒頭で著者らは「新しい化学療法レジメンは放
射線と併用する場合Full	dose使えない。」と記載しているが、こ
れは間違っている。例えばIrinotecan+CDDPの場合SCLCに
対して放射線と併用しても全身化学療法に使うのと同じ量が
用いられている。また局所進行NSCLCに対してはFull	doseの
CBDCA+Paclitaxelを放射線治療と併用できるというデータもあ
り著者らの表現を変える必要がある。
A4	ご指摘の論文を引用し文章を「Full	doseの化学療法と胸部
放射線治療を同時併用できるという報告もあるが多くのレジメン
では難しい」に変更した。
Q5	75歳以上の患者を省いた理由は?
A5	同時放射線治療の毒性は強く高齢者に行う場合は高度の患

信頼に足る試験という印象を持ちま
す。でもA群で途中少し膨らんでい
ますね。
里内　なぜ膨らんでいるかは今現在
も理由が分からないのです。
西條　ASCO総会で口演されたとき、
どんな印象でした。
里内　WJTOGの予演会で中川和彦
先生（近畿大学医学部腫瘍内科教授）
から、「発表時には原稿を読まないよ
うに」と強く指導されていたので、行

きの飛行機の中でブツブツと必死に
練習していました。いざ発表してみる
と、國頭英夫先生（現、日赤医療セン
ター）から質問をいただきましたが、
海外の先生からの質問がなく、少し
寂しい気持ちがしました。
西條　CPT-11/CBDCAというとや
はりローカルな治療というイメージ
があるんでしょうね。論文は最終的に
山本先生が投稿されましたが、査読
者のコメントについては何か感じる

ところはありましたか。
里内　これはネガティブ試験もです
が、「CBDCA/PTX/放射線を標準
治療と結論づけるように」と強く指示
してくる査読者がいました。きちんと
結論を書きなさい、そうじゃないと通
さないぞというパワーを感じました。
西條　この意見も米国人でしょうね。

対照アームが不明瞭な第Ⅲ期

西條　このWJTOG0105試験が日本

図2● WJTOG0105試験の全生存期間（OS）
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者選択が必要である。この理由から75歳以上の高齢者を本研究
から省いた。
Q6	P6のActive	double	cancerという表現をプロトコール研究
に登録前3年以内のOther	 invasive	malignancyと改変する必要
がある。
A6	指摘通りに改訂した。
Q7	著者はステロイドの使用例を除外しているが、どの投与量を
カットオフとして用いたか?
A7	本研究ではカットオフレベルは設けずにステロイドの継続治
療例は全て除外した。
Q8	病期診断に骨シンチの代わりにPETを用いてもOKか?
A8	本研究が行われた時代には国内ではPETは使われていずプ
ロトコールではPET診断には触れなかった。骨シンチが一般的に
行われていた。
Q9	ArmAではGrade2の造血障害を認めた場合、症状がなくとも
25%投与量を減量することになっている理由は?
A9	Arm	Aでの抗がん薬量はGrade2の造血障害では減量しな
かった。
Q10	11ページに著者らはGrade3以上の白血球減少､血小板減
少あるいは非血液毒性を認めた場合には放射線治療を中止し、
抗がん剤治療を中止したと記載しているがこれは本当か?そのサイ
クルを止めただけではないのか?
A10	この定義は第I/II相試験の結果に基づいている。抗がん剤

の投与日にこれらの副作用を認めた場合は薬剤投与をその週は
行わなかった。
Q11	胸部X線はなぜ毎週撮られたのか?多すぎると思うが？また
CT	Scanは月1回も行われている。放射線治療終了時と強化化学
療法終了時に撮るのが妥当と思われるが?このように頻回の検査
を行うとPD例が見つかったとき治療を中止することになると思う
がそのような症例は何例ぐらいあったのか?
A11	この試験が行われた頃、日本では患者は入院の上、治療を
受けていた。プロトコールには胸部Xpを毎週、CT	Scanを毎月
行うと記載していた。これらの原則に従わなかったとしてもプロト
コール違反とは考えなかった。しかしReviewerも指摘しているよ
うにこの検査頻度は多すぎ不適切と思う。最近のプロトコールで
はCT	Scanを2カ月に1回行うようにしている。
Q12	12ページの1番上ObtainedをConductedにかえるべき。
A12	指摘に従って改訂した。
Q13	14ページの患者特性の2番目の文章が分かりにくいため改
訂すべき。
A13	指摘通りに改訂した。
Q14	Table2のTreatment	deliveryには統計学的に有意差があ
るのか?P	valueを計算し分かりやすくすべき。
A14	指摘通りに改訂した。
Q15	Fig.1のConsortダイアグラムに%を加えるべき。
A15	指摘されたように改訂した。

の局所進行NSCLCの臨床に残した
影響をどう見ていますか。
里内　CBDCA/PTX/放射線の毒性
が軽いというイメージが浸透したよ
うで、高齢患者によく使われるレジメ
ンになっている印象は持っています。
西條　次に比較試験を行う場合は、
これを対照に持っていきますか。
里内　私も山本先生もそう結論して
いましたが、実際にはCDDP/ナベル
ビン/放射線などいろいろな対照が
用いられています。
西條　Ⅲ期NSCLCの試験はたくさ
んありますが、すっきりした結果が出
ていません。PFSは延長しています
が、本来根治を目指すのがⅢ期
NSCLCの治療であるはずです。Ⅲ期
のMSTが20カ月というとEGFR（上
皮成長因子受容体）変異に対する
EGFR-TKI（チロシンキナーゼ阻害
薬）を使うⅣ期例の方が良い結果を出

していることになります。グループや
施設ごとに異なるレジメンを使用し
た研究が行われると明確な結果が見
えにくくなると思いますね。今後はど
んな展望を持っていますか。
里内　免疫チェックポイント阻害薬
と放射線治療の併用です。放射線で
がん細胞を破壊して、そこから出てく
るものを免疫が認識する。免疫チェッ
クポイント阻害薬を放射線治療の後

に使えば免疫の力を相乗的に高める
ことができるかもしれません。EGFR
変異に対するEGFR-TKIと放射線の
併用もこれから興味深いところだと
思います。
西條　本日取り上げた試験はネガティ
ブ試験でしたが、ネガティブ試験こそ
慎重に結果を検討すべきだということ
がよく分かりました。本日はご多忙のと
ころをありがとうございました。 


