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進行・再発卵巣がんの
標準治療と治療オプション

1．進行卵巣がんの標準治療と治療オプション
A．標準治療

⑴治療方針
進行卵巣がんにおける標準的な治療戦略としては、

初回腫瘍減量術（primary debulking surgery: PDS）を
まず可能な限り行い、その後化学療法を行う方法が推
奨される1）。この手術における残存腫瘍の量と予後が
相関することが多くの報告で示されており、この点に
最大限の努力をはらう必要があると思われる2）。その
一方で化学療法を先行させ（neoadjuvant chemother-
apy: NAC）、その後に手術療法（interval debulking 
surgery: IDS）を行う考え方がある。従来は前者の考
えが主流であったが、複数の前向き研究により、両者
の治療成績は変わらないことが示されつつある3-7）。減
量手術をPDSとして行うかNACを先行させIDSとして
行うかは、個々の症例における腫瘍の状況あるいは施
設の治療方針にも影響されるのが現状である。また、
初回手術時に腫瘍生検に留まった症例のなかには、化
学療法に抵抗性の場合にIDSを行う機会を逸すること
がある。
⑵手術療法

両側付属器切除術・子宮全摘術・大網切除術が基
本であるが、これに加えて播種巣（転移巣）の切除を行
う。これには腸管切除、腹膜切除、横隔膜下腫瘍切除
などが含まれ、残存腫瘍の量が予後因子となるため徹
底した切除が重要であるが、時として広範な腸管切除
を必要とするため、症例ごとの検討が必要である。こ
の群での後腹膜リンパ節郭清の治療的意義は明らか
でなく、施行されても生検にとどまる場合が多い1）。

IDSの場合も手術内容は同じである。内性器全摘術、
大網切除、残存腫瘍の切除である。この群でも、腫瘍
の残存量が予後因子となることは明らかであり、手術
による“残存無し”を目指すこととなる。また、IDS時
のCA125値やIDSまでの治療によるCA125の減少率が
予後と相関するという報告もある8）。

 ⑶化学療法
進行症例術後、NAC、IDS術後はパクリタキセル・

カルボプラチン療法（TC療法）を6 〜8サイクル施行す
ることが多い。パクリタキセル 1回80mg/m2点滴静注

（第1・8・15日）およびカルボプラチン注　1回AUC 6 
点滴静注 （第1日：3週間隔）はdose-dense TC療法と呼
ばれ、通常のTC療法に比べ治療効果は勝るとされる
が、毎週投与により治療および有害事象管理はやや煩
雑となる9-10）。ベバシズマブがGOG218試験の結果を基
に2013年秋に保険収載され、TCベバシズマブ療法も
有力な方法と考えられるが、消化管穿孔、血栓塞栓
症、高血圧、蛋白尿などの有害事象があり、投与に
際しては慎重な管理が求められる。また、ベバシズ
マブは減量手術後4週間以降の投与が基本となる。1回
15mg/kgを3週間隔で点滴静注し、TC療法終了後にも
単独使用し、最大22サイクルまで投与する11-12）。

B．治療オプション
⑴治療方針・手術療法に関して

初回手術での腫瘍減量の有用性が強調される一方
で、現在まで二つの前向き研究の結果が報告されて
おり、PDSとNAC-IDSの治療成績に差の無いことが
明らかになってきている。更に3つ目の研究が本邦で
なされ（JCOG0102）、その結果によっては、よりNAC-
IDS重視の方向となり、初回手術は悪性病変及び組織
型の確認に留める方針が主流となる傾向が強まると
思われる。更にこの初回手術に際して、腹腔鏡下手術

（審査腹腔鏡）を有用とする報告もあり、初回手術の侵
襲をできるだけ少なくし、NACの導入を目指す方針
が有力視されてくると思われる。
⑵NACに関して

このようにNACの重要性が高まる中、その内容の
強化もまた検討されてきた。一つはJGOG3016試験
でdd-TC療法の術後使用での有用性が示されている
が、この術前化学療法での使用も治療オプションの
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一つとして考えられ、予後が改善するかは注目され
る。次の可能性として術前からのベバシズマブの使
用が考えられる。ベバシズマブが承認される基となっ
たGOG218試験とICON7試験はともに術前症例は含ま
れず、ベバシズマブを術後に投与された症例で検討
した臨床試験である。よって、TC療法＋ベバシズマ
ブの術前使用が期待されるが、創傷治癒遅延の問題
を考慮しベバシズマブ投与と手術の期間を少し開け
る必要があり、術前使用に関して検証が必要と思わ
れる。GOG262試験では、TC療法＋ベバシズマブと
dd-TC療法＋ベバシズマブの治療成績には差が無かっ
たが、dd-TC療法＋ベバシズマブのNACとしての使
用で、更なる治療成績の向上の可能性が検討されると
予想される。
⑶術後レジメについて

現状でのfront-lineでの使用レジメとしては、後述
する腹腔内投与を除き、TC療法、dd-TC療法、TCベ
バシズマブ療法の3レジメがあり、選択が難しい。TC
ベバシズマブ療法の効果は、GOG218試験の結果より
ベバシズマブをTCと併用し、更にその後に維持療法
を行うことで上乗せ効果が証明された。dd-TCベバシ
ズマブ療法はGOG262試験の結果から、現状ではベバ
シズマブの上乗せ効果は否定的であるが、今後の臨床
試験の結果によっては選択肢となる可能性はあると
思われる。個々の症例の状況、治療の特性を考え選択
すべきと思われる。なお、TCベバシズマブ療法にお
けるベバシズマブの投与期間であるが、GOG218試験
をもとに、最大22サイクルまでとされているが、これ
以上の投与による有効性の可能性もあり、現在臨床試
験で検証されている。
⑷腹腔内投与について

GOG104試験、GOG114試験、GOG172試験ではいず
れもIP投与の方がIV投与より有意に全生存期間の延
長を示している。従って、2010年版卵巣がん治療ガイ
ドラインでも、腹腔内投与を提示しても良いとされ
る。しかし、腹膜刺激症状、カテーテルの閉塞、腹壁
の炎症など腹腔内化学療法特有の有害事象もあり、そ
の評価は定まっていないのが現状と思われる。なお、
IP療法においても、手術時の残存腫瘍無しが重要な予
後因子と云われる。現在このIP療法の有用性を示す
iPocc試験や腹腔内投与に加えてベバシズマブの上乗
せ効果を見るGOG252試験などが行われており、真の
有用性が証明されるか注目される。特に、腹腔内に刺
激症状があるだけにベバシズマブとの併用に問題が
無いのかも今後検討されるべき重要な点である。

2．再発卵巣がんの標準治療と治療オプション
A．標準治療

化学療法レジメ選定の指標として、初回化学療法終
了後からの期間が重要となる。Platinum-free interval: 
PFI）が6か月以上の場合は初回化学療法と同じか2剤で
の治療ではあるがプラチナ以外の薬剤を変更する場合
もある。従って、TC療法をそのまま用いるか、GEM/
CBDCAあるいはPLD/CBDCAなどが考慮される13-14）。
特にPFIが6 〜12か月の場合は、後者のレジメが良いと
する意見もある。6か月未満の場合は前回と交差耐性の
無い単剤治療が推奨される 15-19）。
B．治療オプション

⑴再発腫瘍の手術療法に関して
再発腫瘍に対して化学療法を行うか、積極的に手術

療法を行うかは結論が出ていない。前治療からの期間
が重要と考えられるが、一般にはこの期間が6か月以
上で、手術により残存腫瘍無しが見込まれる症例が良
い適応と考えられる。従ってこれらの条件に合致する
症例においては、手術を考慮しても良いと思われる。
⑵化学療法に関して

PFIが6か月以上の場合には、プラチナを含む二
剤の化学療法が推奨されているが、Oceans試験では
GEM/CBDCA療法に対するベバシズマブの上乗せ効
果が示されている20）。また、PFIが6か月未満の場合に
は、プラチナを含む二剤の化学療法が推奨されている
が、Aurelia試験では単剤化学療法（PTX, PLD, Topo-
tecan）に対するベバシズマブの上乗せ効果が示されて
いる。従って、これらの再発設定では、いずれの状況
でもベバシズマブ併用の効果は十分に期待できると
考えられる。
⑶ベバシズマブの投与についての注意点

プラチナ耐性の再発症例に対するベバシズマブ単
独使用の海外第Ⅱ相試験 （AVF2949g試験）では、既
往化学療法のレジメ数が2の症例と3の症例が比較さ
れ、3の場合には有意に消化管穿孔が多いと考えられ
る。また、Aurelia試験においても既往化学療法のレ
ジメ数が3以上の症例は登録から除外されており、こ
れらの症例では慎重に対応することが望まれる。従っ
て、既往化学療法のレジメ数の観点からは、ベバシズ
マブはsensitive-relapseの方が使用しやすいと言える
かもしれない。既往レジメ数の多い、再発症例に対す
るベバシズマブの併用については、更なる検討が必要
である。

388 JSCO 第49巻第2号



参考文献
1） 卵巣がん治療ガイドライン　2010年版　日本婦人科腫瘍

学会/編　金原出版
2） du Bois A, et al. Role of surgical outcome as prog-

nostic factor in advanced epithelial ovarian cancer: 
a combined exploratory analysis of 3 prospective-
ly randomized phase 3 multicenter trials: by the 
Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie 
Studiengruppe Ovarialkarzinom （AGO-OVAR） and 
the Groupe d’Investigateurs Nationaux Pour les 
Etudes des Cancers de l’Ovaire （GINECO）. Cancer. 
2009;115: 1234-44.

3） van der Burg ME, et al. The effect of debulking 
surgery after induction chemotherapy on the 
prognosis in advanced epithelial ovarian cancer. 
Gynecological Cancer Cooperative Group of the Eu-
ropean Organization for Research and Treatment 
of Cancer. N Engl J Med 1995;332:629-34.

4） Rose PG, et al. Gynecologic Oncology Group. Sec-
ondary surgical cytoreduction for advanced ovarian 
carcinoma. N Engl J Med 2004;351:2489-97.

5） Vergote I, et al. European Organization for Re-
search and Treatment of Cancer-Gynaecological 
Cancer Group; NCIC Clinical Trials Group. Neoad-
juvant chemotherapy or primary surgery in stage 
ⅢC or Ⅳ ovarian cancer. N Engl J Med 2010; 363 
943-53.

6） Onda T, et al. Feasibility study of neoadjuvant 
chemotherapy followed by interval debulking sur-
gery for stage III/IV ovarian, tubal, and peritoneal 
cancers: Japan Clinical Oncology Group Study 
JCOG0206. Gynecol Oncol. 2009; 113:57-62.

7） Rauh-Hain JA, et al. Primary debulking surgery 
versus neoadjuvant chemotherapy in stage IV 
ovarian cancer. Ann Surg Oncol 2012; 19: 959-65.

8） Rodriguez N, et al. Changes in serum CA-125 can 
predict optimal cytoreduction to no gross residual 
disease in patients with advanced stage ovarian 
cancer treated with neoadjuvant chemotherapy. 
Gynecol Oncol. 2012;125: 362-5.

9） Thigpen T et al: First-line therapy in ovarian can-
cer trials. Int J Gynecol Cancer. 2011; 21: 756.

10） Katsumata N, et al. Dose-dense paclitaxel once 
a week in combination with carboplatin every 3 
weeks for advanced ovarian cancer: a phase 3, 
open-label, randomized controlled trial. Lancet 
2009; 374: 1331

11） Burger RA et al: Incorporation of bevacizumab in 
the primary treatment of ovarian cancer. N Engl J 
Med 2011;365:2473-83

12） Perren TJ et al: A phase 3 trial of bevacizumab in 
ovarian cancer. N Engl J Med 2011; 365:2484-96. 

13） Pfisterer J, et al. AGO-OVAR, NCIC CTG, et al. 
Combination therapy with gemcitabine and carbo-
platin in recurrent ovarian cancer. Int J Gynecol 
Cancer 2005;15（Suppl 1）:36-41

14） Pujade-Lauraine E, et al. Pegylated liposomal doxo-
rubicin and carboplatin compared with paclitaxel 
and carboplatin for patients with platinum-sensi-
tive ovarian cancer in late relapse. J Clin Oncol 
2010；28：3323-9

15） Gordon AN, et al.; Doxil Study 30-49 Investigators. 
Long-term survival advantage for women treated 
with pegylated liposomal doxorubicin compared 
with topotecan in a phase 3 randomized study of 
recurrent and refractory epithelial ovarian cancer. 
2004; 95⑴:1-8.

　  Gynecol Oncol
16） ten Bokkel Huinink W, et al. International Topo-

tecan Study Group2004  Long-term survival in a 
phase III, randomised study of topotecan versus 
paclitaxel in advanced epithelial ovarian carcino-
ma. Ann Oncol 2004;15⑴:100-3.

17） Mutch DG, et al. Randomized phase III trial of 
gemcitabine compared with pegylated liposomal 
doxorubicin in patients with platinum-resistant 
ovarian cancer. J Clin Oncol 2007; 25⒆:2811-8.

18） Markman M, et al. Duration of response to sec-
ond-line, platinum-based chemotherapy for ovarian 
cancer: implications for patient management and 
clinical trial design. J Clin Oncol. 2004;22:3120-5.

19） Markman M. Second-line treatment of ovarian can-
cer with single-agent gemcitabine. Semin Oncol. 
2002;29: 9-10.

20） Aghajanian C, et al.; OCEANS: a randomized, 
double-blind, placebo-controlled phase III trial of 
chemotherapy with or without bevacizumab in pa-
tients with platinum-sensitive recurrent epithelial 
ovarian, primary peritneal, or fallopian tube can-
cer. J Clin Oncol. 2012;30:2039-45.

389JSCO 第49巻第2号

第52回　日本癌治療学会学術集会Educational Book


