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要旨
　国内の胃癌の化学療法は、進行再発胃癌に対する S-1/
CDDP療法および術後補助療法としての S-1 内服が標準
的な治療法であり、それ以外のエビデンスは少なかった。
しかしここ数年で大きく治療法に発展が見られた．進
行再発胃癌ではHER2 陽性胃癌に対する Capecitabine/
CDDP もしくは 5-FU/CDDP に trastuzumab の上乗せ
効果が証明された。また、そのほかの分子標的薬の臨床
試験も数多く行われ、2次治療に関する研究の結果も複
数報告されている。術後補助療法としては、海外から
L-OHP の有用性が報告されており、国内での発展が期待
されている。

1．切除不能、再発胃癌に対する治療
　切除不能胃癌に関して国際的な標準治療はない。欧州
では 2006 年に Cunningham らが REAL-2 analysis とし
て、ECF（epirubicin/CDDP/5-FU）療法をスタンダー
ドとして、CDDP と 5-FU をそれぞれ、Oxaliplatin と
Capeciatbine へ変更する非劣性試験が行われた [1]。こ
の試験では最終的に ECF に対する EOX（epirubicin/
oxaliplatin/capecitabine）療法の優越性が証明され、そ
れ以後欧州ではEOXが標準的に用いられている。米国
ではDCF（Docetaxel, CDDP, 5-FU）療法とCF（CDDP, 
5-FU）療法を比較した第 III 相試験（V325）で、奏効率
が 43% と 26%、TTP は 10.5 ヶ月 と 9.6 ヶ月で、DCF療
法群が有意に予後を延長することが報告された [2]。この
ように欧州のECF（EOX）と米国のDCF が胃癌化学療
法の世界的な流れである一方、日本では S-1 をコントロー
ルアームとした３の臨床試験、SPIRITS 試験、START
試験、TOP002 試験が行われ、胃癌治療の方向性が決
定されてきた。まず、S-1 単独治療と S-1/CDDP 併用療
法の比較試験（SPIRITS trial）では、OSがエンドポイ
ントであり、S-1 単独の 11 ヶ月に対して S-1/CDDP が
13 ヶ月（P=0.0366）と有意に延長していた [3]。このた
め SP 療法が現在も標準的レジメとなっている。また、

S-1 と S-1/Docetaxel を比較した START試験（JACRRO 
GC03）も行われた。初期の報告では S-1/Docetaxel は
S-1 単独をTTPでは上回るものの、全生存率で有意に差
を見いだすことができなかった。しかしその後、センサー
ドケースが再調査され、OS中央値は S-1/Docetaxel 併用
群 12.5 カ月、S-1 単独群が 10.8 カ月で、ハザード比 0.837
（95％信頼区間：0.711-0.985）、p ＝ 0.0319 で有意な差を
認めている [4]。現在 S-1/Docetaxel は標準治療とはなっ
ていないが、高齢者や腎機能の悪化症例では治療の選択
肢となり得る。TOP002 試験は S-1 と CPT-11 の併用効
果を検討したが、生存期間に有用性を示せなかった [5]。
　2009 年には HER2 陽性胃癌を対象として HER2 抗
体である trastuzumab が 5-FU/CDDP 療法もしくは
Capecitabine/CDDP（XP）療法の上乗せとして検討さ
れた。後述するが、現在、切除不能胃癌の一次治療は
HER2検査の上、陽性であればXP+trastuzumab, 陰性で
あれば SP療法とするのが標準的な方法となっている。
　二次治療はいくつかの臨床試験でBSCと比較して有
意に予後が延長されることが示されている。国内では
Weekly paclitacel 療法（wPTX）もしくは CPT-11 の単
独治療がよく用いられている。これら 2種の化学療法の
効果をFP療法後の 2次治療として比較したWJOG4007
試験では、主要評価項目であるOSの中央値がwPTX群
で 9.5 ヵ月、CPT-11 群では 8.4 ヵ月であり、CPT-11 の優
越性は証明されず （HR=1.13, p=0.38）、わずかにWeekly 
paclitaxel 療法のほうが良好な傾向にあった。このほか、
nab-paclitaxel（アブラキサン R）も胃癌へ適応となり、
ますます選択肢の幅が拡がっている。

2．分子標的薬の現状
　VEGFを標的とした治療として、まずbevacizumabの従 
来の化学療法に対する上乗せ効果を検討する臨床試験
（AVAGAST試験）がOSをエンドポイントして行われ
た [6]。しかし PFS を延長したもののプライマリーエン
ドポイントであるOS に対する延長効果が認められな
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かった。この試験ではアジアとその他の地域とのサブグ
ループ解析で、アジアにおける bevacizumab の効果が低
い傾向にあり、胃癌における国際共同試験の難しさを考
えさせられた。REGARD試験は、進行再発胃癌に対す
る二次治療として、抗VEGFR-2 モノクローナル抗体で
ある ramcirumab をプラセボ群と比較した試験である。
OS中央値は ramcirumab 5.2 ヶ月、プラセボ群 3.8 ヶ月
（HR=0.776）で有意なOSの延長が報告されている。今
後国内でも ramcirumab をどのように発展させていくか
議論が分かれるところである。
　抗 EGFR 抗体である cetuximab は EXPAND 試験と
して capecitabine と CDDP との併用で検討されたが、
PFS、OSともにその延長を示すことはできなかった。同
じく抗 EGFR 抗体である panitumumab も REAL-3 試験
として欧州でEOXへの上乗せ効果が検討された。しか
し panitumumab 併用群で有意に生存期間が短いことが
確認されて試験は中止されている [7]。
　HER2 タンパクは膜貫通型受容体の一つでありHER 
family にはHER1, HER2, HER3, HER4が存在する。HER2
が高発現の乳癌は予後が不良であるが、HER2タンパク
に対するモノクローナル抗体である trastuzumabが効果
を発揮する。ToGA trial は、HER2陽性胃癌を対象とし
て HER2 抗体である trastuzumab の 5-FU/CDDP 療法
もしくは Capecitabine/CDDP（XP）療法の上乗せとし
て検討した試験である [8]。この結果median の OSは非
trastuzumab群が 11.1 ヶ月、trastuzumab群が 13.8 ヶ月と
有意に 2.7 ヶ月の上乗せが認められた（HR=0.74, 95% CI: 
0.6-0.91）。pertuzumab は HER2 と HER3 の heterodimer
の形成を阻害する抗体であり、trastuzumabとの併用で効
果を発揮することが乳癌で証明されている。胃癌での有
用性の検討が期待される。

3．補助化学療法
　胃癌補助化学療法に関しては、術式の異なる日本国内
と海外での臨床試験の結果を直接比較することは困難で
ある。欧米では、胃癌術後でも局所にリンパ節を含め癌
の残存があると考え､ 術後は化学療法だけでなく局所へ
の放射線治療も積極的に行なわれてきた。日本国内で
は、ACTS-GC（Adjuvant Chemotherapy Trial of TS-1 
for Gastric Cancer）にて、胃癌治癒切除症例（stage II, 
IIIA, IIIB, 根治度A, B）を対象に生存率をエンドポイ
ントとして手術単独群と S-1 投与群の比較が行なわれ
た [9]。術後３年のOS が手術単独群で 70.1%、S-1 投与
群で 80.9%（HR ＝ 0.66［0.51-0.85］、p=0.0015）であり、
また３年無再発生存率（RFS）も S-1 投与群で 72.2％、
手術単独群で 60.1％（HR=0.62; 95% CI: 0.50-0.77, p ＜
0.0001）という差であった。ステージ別のサブセット解

析は、ステージ II で S-1 の術後化学療法がより有効な傾
向にあった。2012 年には韓国より CLASSIC trial とし
てXELOX療法の術後補助化学療法の有用性が報告され
た。3年DFSは XELOX群で 74%、無治療経過観察群で
60% （HR=0.56; 95% CI: 0.44-0.72, p ＜ 0.0001） と XELOX
群で有意に良好であった。サブセット解析では StageIII
にも有効である可能性が高く、今後の国内での発展が期
待される [10]。これらに対し、術前化学療法は、現在の
ところ胃癌に対する標準的な治療ではない。2005 年に
発表されたMAGIC trial では、手術単独群と術前術後に
ECF（epirubicin, CDDP, 5-FU）を行なう群とで、PFS
（progression free survival）に有意な差があり、最終的
に５年生存率に 13%の差を認め、術前化学療法の有用性
が示唆されている [11]。JCOG0501 試験は P0H0M0CY0
の 4 型／巨大 3型胃癌を対象とし，手術 +術後補助化
学療法に対する S-1/CDDPによる術前補助化学療法を加
えることの優越性を検証する PhaseIII 試験であり、現
在症例集積が進んでいる。このほか、様々な国内の臨床
試験グループにより SP療法もしくはDCS（docetaxel/
CDDP/S-1）療法を用いた術前化学療法の有用性の検討
が行われている。

今後の展望
　trastuzumab は胃癌に導入された初の分子標的薬と
なったが、同時に胃癌でもバイオマーカーが有効である
ことが明らかとなった。同じ消化器癌でも大腸癌と比べ
ると、胃癌は組織型が多様であり、今後の薬剤の開発に
はバイオマーカーの検討が不可欠である。また、胃癌は
切除可能な進行癌の治療成績も十分とは言えないので、
切除不能癌の治療開発だけでなく、術前術後の補助療法
の発展的な開発も必要である。
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