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0. 概要 

0.1. シェーマ 

 
 

0.2. 目的 

高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレキセド維持療

法の臨床的有用性を標準治療であるドセタキセル単剤投与とのランダム化比較にて評価する。 

 

Primary endpoint ：全生存期間 

Secondary endpoints ：無増悪生存期間、奏効割合、Symptom Score、有害事象発生割合、 

重篤な有害事象発生割合 

0.3. 対象 

1） 組織診または細胞診で腺癌、大細胞癌（大細胞神経内分泌癌（LCNEC：Large Cell Neuroendocrine 

Carcinoma)は除く）、分類不能癌のいずれかであることが確認されている（「3.2.組織分類」参照）。 

2） 根治的放射線照射不能 III期、IV期、または術後再発（術前に化学療法もしくは放射線療法が実施された

患者は除く）で、以下の条件を満たす。 

根治的放射線照射不能 III 期、または、IV 期 

① EGFR 遺伝子変異（エクソン 19 欠失変異、エクソン 21 の L858R 変異の少なくとも 1 つ）がなし、また

は不明で、以下の条件を満たす。 

i) 全身化学療法の既往がない。 

② EGFR遺伝子変異（エクソン 19欠失変異、エクソン 21の L858R変異の少なくとも 1つ）があり、以下

の条件のいずれかを満たす。 

・ EGFR チロシンキナーゼ阻害剤(EGFR-TKI)単剤が一次治療として投与され、増悪が確

認されている。 

i) EGFR-TKI 単剤を用いた一次治療が増悪以外の理由（毒性や患者拒否など）で中止となり、二

次治療としての EGFR-TKI 投与が不適切と考えられる。 

ii) EGFR-TKI 単剤を用いた一次治療が増悪以外の理由（毒性や患者拒否など）で中止となり、二

次治療としての別の EGFR-TKI 単剤治療が中止（増悪か否かを問わない）となった。 

術後再発（術前に化学療法もしくは放射線療法が実施された患者は除く） 

① EGFR 遺伝子変異（エクソン 19 欠失変異、エクソン 21 の L858R 変異の少なくとも 1 つ）がなし、また

は不明で、以下の条件のいずれかを満たす。 

i) 全身化学療法の既往がない。 

高齢者（75歳以上）
進行非扁平上皮非小細胞肺癌

PS 0-1

A群
ドセタキセル 60 mg/m2

3週1回投与 PDまで

B群
カルボプラチン AUC 5 day 1
ペメトレキセド 500 mg/m2 day 1
3週1回投与 4コースまで

ペメトレキセド 500mg/m2 day 1
3週1回投与 PDまで

ランダム化
施設、病期、性別、EGFR遺伝子変異

CR,PR,SD
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ii) 術後補助化学療法が実施された後に再発した場合、最終投与日から 24 週（168 日）以上経過

し、かつ、術後補助化学療法にプラチナ製剤が投与されていない。 

② EGFR 遺伝子変異(エクソン 19 欠失変異、エクソン 21 の L858R 変異の少なくとも 1 つ)があり、以下

の条件のいずれかを満たす。 

i) 術後補助化学療法が実施されていない場合：術後再発後に EGFR-TKI 単剤による治療が行

われ、以下のいずれかの条件を満たす 

・ EGFR-TKI 単剤が一次治療として投与され、増悪が確認されている。 

・ EGFR-TKI単剤を用いた一次治療が増悪以外の理由（毒性や患者拒否など）で中止とな

り、二次治療としての EGFR-TKI 投与が不適切と考えられる。 

・ EGFR-TKI単剤を用いた一次治療が増悪以外の理由（毒性や患者拒否など）で中止とな

り、二次治療としての別の EGFR-TKI 単剤治療が中止（増悪か否かを問わない）となっ

た。 

ii) EGFR-TKI 以外の術後補助化学療法（プラチナ製剤を含まない）が実施されている場合：最終

投与日から24週（168日）以上経過し、かつ、術後再発後にEGFR-TKI単剤による治療が行わ

れ、以下のいずれかの条件を満たす（術後補助化学療法にプラチナ製剤が投与されている場

合は不適格とする） 

・ EGFR-TKI 単剤が一次治療として投与され、増悪が確認されている。 

・ EGFR-TKI単剤を用いた一次治療が増悪以外の理由（毒性や患者拒否など）で中止とな

り、二次治療としての EGFR-TKI 投与が不適切と考えられる。 

・ EGFR-TKI単剤を用いた一次治療が増悪以外の理由（毒性や患者拒否など）で中止とな

り、二次治療としての別の EGFR-TKI 単剤治療が中止（増悪か否かを問わない）となっ

た。 

iii) EGFR-TKI 単剤による術後補助化学療法が実施され、最終投与日（day 0）から 31 日以降（day 

31 以降）に再発が確認された場合：術後再発後に EGFR-TKI 単剤による治療が行われ、以下

のいずれかの条件を満たす 

・ EGFR-TKI 単剤が一次治療として投与され、増悪が確認されている。 

・ EGFR-TKI単剤を用いた一次治療が増悪以外の理由（毒性や患者拒否など）で中止とな

り、二次治療としての EGFR-TKI 投与が不適切と考えられる。 

・ EGFR-TKI単剤を用いた一次治療が増悪以外の理由（毒性や患者拒否など）で中止とな

り、二次治療としての別の EGFR-TKI 単剤治療が中止（増悪か否かを問わない）となっ

た。 

iv) EGFR-TKI 単剤による術後補助化学療法が実施され、実施中、あるいは最終投与日（day 0）

から 30 日以内（day 30 まで）に再発が確認されている 

3） 登録日の年齢が 75 歳以上である。 

4） Performance status （PS）は ECOG の規準で 0 または 1 である（PS は必ずカルテに記載すること）。 

5） 測定可能病変の有無は問わない。 

6） 症状のある脳転移、および、放射線照射や外科的処置を要する脊椎転移を有さない。 

7） 他のがん種に対して、胸部放射線療法、化学療法※、いずれの既往もない。なお、他のがん種に対する

手術、ホルモン療法は適格とする。 

※ 他のがん種に対する術後補助化学療法としての経口抗がん剤治療は、内服終了から 5 年以上経

過している場合は許容する。 

8） Grade 3 以上の上大静脈症候群、心嚢液貯留、胸水、腹水のいずれも有さない。 

胸水に関しては、抗菌薬、タルク、OK432（これ以外の抗がん剤は不可）の胸腔内注入後、排液を中止し

て 2 週間経過した時点で、Grade 3 の胸水がみられない場合は登録可能とする。 

9） 登録前 28 日以内に全身麻酔を伴う手術が行われていない。 

10） 登録前14日以内に転移巣に対する姑息的放射線治療（脳転移巣に対するγナイフ治療を含む）が施行

されていない。 

11） 各種臓器機能が保持されている。 

12） 試験参加について患者本人から文書で同意が得られている。 
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0.4. 治療 

A 群：ドセタキセル単剤療法 

ドセタキセル：60 mg/m2、day 1：3 週毎 

B 群：カルボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレキセド維持療法 

カルボプラチン：AUC 5 

ペメトレキセド：500 mg/m2、day1： 3 週毎 ×4 コース 

ペメトレキセド維持療法（CR、PR、SD の場合） 

ペメトレキセド：500 mg/m2、day1： 3 週毎 

0.5. 予定登録数と研究期間 

予定登録患者数：430 人 

登録期間：4 年。追跡期間：登録終了後 1.5 年。総研究期間：5.5 年 

ただし 6 か月以内の登録期間の延長は、プロトコール改訂手続き不要とする。 

0.6. 問い合わせ先 

適格規準、治療変更規準など、臨床的判断を要するもの：研究事務局（表紙、16.7.） 

登録手順、記録用紙（CRF）記入など：JCOG データセンター（16.17.） 

WJOG データセンター（16.18.） 

有害事象報告：JCOG 効果・安全性評価委員会事務局（16.13.） 

WJOG 効果・安全性評価委員会事務局（16.14.） 

Symptom Score（SS）調査：SS 調査事務局（16.9.） 
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