
治験結果の概要
一般の方向け

全体的な概要
•	研究者らは、進行性または転移性の非扁平上皮非
小細胞肺がんという、特定の種類の肺がんを治療
するより良い方法を探しています。

•	この治験では、治験担当医師は、標準的な化学療
法薬であるカルボプラチンとパクリタキセルにベリ
パリブと呼ばれる治験薬を併用すると、治験担当
医師が選んだ標準化学療法と比較して、この種類
の肺がんの患者さんが、より長く生存するかどうか
を知りたいと考えました。

•	この治験は、2014年9月から2020年2月までの期
間、20ヵ国で実施されました。

•	この治験には、進行性または転移性非扁平上皮
非小細胞肺癌の成人患者さん計595名が参加し、
このうち80名の患者さんはLSPと呼ばれるバイオ
マーカー検査で腫瘍に陽性でした。

•	この治験は、スクリーニング期間、投与期間、維持
期間、生存追跡調査の4つの期間に分かれていま
した。

•	すべての患者さんの全生存期間は、ベリパリブお
よびカルボプラチン/パクリタキセルの投与を受け
た患者さんと、医師が選んだ標準化学療法を受け
た患者さんとの間で同程度でした。LSP陽性の患
者さんでは、ベリパリブとカルボプラチン/パクリタ
キセル（11.2カ月）の投与を受けた場合、医師が選
んだ標準化学療法を受けた患者さん（9.2カ月）と
比較して、全生存期間に顕著な改善は認められま
せんでした。

•	カルボプラチンおよびパクリタキセルと併用投与
されたベリパリブによる治療で見られた全体的な
副作用は、医師が選んだ標準化学療法で見られた
ものと同様でした。

•	この薬物の更なる発展のために研究者らがこの治
験の結果を使用する可能性があります。

•	あなたがこの治験に参加され、ご自身の治療等に
ついて質問がありましたら、担当の治験実施医療
機関の医師またはスタッフにご連絡ください。

特定の種類の進行性肺がんの成人患者さんの治療において、治験担当医師が選んだ標準
化学療法と比較し、パクリタキセルおよびカルボプラチンの併用療法に追加したベリパリブ
がどれほど効果的および安全に作用するかを研究する治験
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研究者らは、進行性および転移性非扁平上皮非小細胞肺
がんを治療するより良い方法を探しています。非小細胞肺
がんは肺がんの一種で、肺がん全体の85%以上を占めて
います。

•	 非扁平上皮癌は、非小細胞肺がんの部分的な特定の
グループです。

•	 進行がんとは、周囲の組織にがんが広がっていること
を意味します。

•	 転移がんとは、体の別の部位(この場合、肺)からがん
が転移していることを意味します。

医師は、進行性または転移性非扁平上皮非小細胞肺がん
への標準治療として、化学療法（がん細胞を破壊する薬の
使用）を提案しています。この治験の研究者らはこの種の
肺がんの治療に、標準的な化学療法薬であるカルボプラ

チン（プラチナベース薬）とパクリタキセルの併用投与に追加したベリパリブと呼ばれる治験薬が、標準的な
プラチナベース化学療法よりも役立つかどうかを知りたいと考えました。

ベリパリブは、がん細胞が放射線や抗がん剤によって受ける損傷を克服するのを助ける体内の特定のタンパ
ク質を阻害します。ベリパリブはこれらのタンパク質を阻害し、がん細胞が自己を修復するのを防ぎます。これ
により、がん治療の効果が向上します。

この治験の担当医師は、転移性または進行性非扁平上皮非小細胞肺がんと診断され、化学療法による治療
を受けたことのない成人患者さんを治療しました。研究者らは非盲検無作為化第III相試験としてこの治験を
計画しました。

•	 第III相試験では、症状または病気を有する多数の患者さんで可能性のある新規治療について研究しま
す。この第III相試験では、治験担当医師は、患者さんに対して医師が選んだ標準化学療法と比較して、化
学療法と併用した場合のベリパリブの効果を調べました。また、治験担当医師は、治験薬を投与された後
に患者さんが発症した可能性があるすべての副作用を調べました。副作用とは、少なくとも治験薬／治療
に関連している可能性があると治験担当医師が考える医療事象のことです。

•	この治験は「非盲検」であり、患者さんと治験担当医師のどちらも、患者さんがどの治験薬／治療を受け
たかを知っていました。

•	また、この治験は無作為化試験でした。つまり、コンピュータープログラムを使用し、2つの群のうちの1つ
に無作為に(偶然に)患者さんを割り付けました。この工程は「無作為割付け」と呼ばれ、各群を同等にし、
群間での差を減少させることになります。無作為化割付けをすることで、各治療の結果をできるだけ正確
に比較することができます。

1. この治験に関する全般的な情報

1.1. なぜこの治験を実施したのですか。



3

1.1. なぜこの治験を実施したのですか。（続き）
この治験の主な目的は、以下を調べることでした。

•	治験の患者さんの特定のグループ[肺サブタイプパネル（LSP）バイオマーカーで腫瘍陽性の患者さん]で
は、医師が選んだ標準化学療法と比較して、カルボプラチンおよびパクリタキセルにベリパリブを追加する
ことで、全生存期間（患者さんが生存する期間）が改善しました。

•	この治験では、LSPの状態にかかわらず、全ての患者さんの全生存期間も測定しました。

•	また、治験担当医師は、治験薬を投与された後に患者さんが発症した可能性があるすべての副作用を調
べました。

この概要にはこの治験の結果のみが記載されており、他の治験の結果とは異なる可能性があります。

1.2. この治験はいつどこで実施されましたか。
この治験は以下の国々で2014年9月から2020年2月の間に実施されました。アルゼンチン、オーストラリア、カ
ナダ、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、イスラエル、日本、韓国、オランダ、ニュージー
ランド、ロシア連邦、南アフリカ、スペイン、台湾、トルコ、英国、米国。
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3. どの薬物が研究されましたか。
本治験の薬物は、カルボプラチンとパクリタキセルにベリパリブの併用、または3つの異なる治療の組み合わ
せ、すなわちカルボプラチンとパクリタキセル、シスプラチンとペメトレキセド、カルボプラチンとペメトレキセ
ドから医師が選んだ化学療法でした。治験がどのように行われたかを下の図に示します。

2. どのような患者さんがこの治験に参加しましたか。
合計595名の成人患者さんがこの治験に参加され、そのうち519名
が治験を中止または死亡し、76名が完了しました。この治験には、
女性（31%）よりも男性（69%）が多く参加しました。患者さんの年齢
は27歳～85歳で、平均年齢は63歳でした。全患者の約半数（51%）
が現喫煙者で、残りの半数が元喫煙者（49%）でした。この治験では
治験担当医師は成人のみを選択しました。患者さんは、転移性ま
たは局所進行性の疾患があり、手術または放射線による治療が不
可能でした。バイオマーカーLSPが腫瘍陽性の患者さんは合計80
名でした。患者さんは、この治験に参加する前に進行性非小細胞
肺がんに対する化学療法の治療歴がないことが必須でした。

2019年に米国では、肺がんの診断後に5年間生存するのは、5名の
患者さんのうち中1名のみであると推定されました。この治験では、
患者さんが治験を中止するまで、または死亡するまで追跡調査を
行いました。ほとんどの患者さんは自然に病気が進行するか、また
は死亡しました。
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この治験は4つの期間に分けられました：

•	スクリーニング期間 - 治験開始前に、患者さんが治験に参加できるかどうかを確認するためにスクリーニ
ング期間を設定しました。患者さんをスクリーニングした後、コンピュータープログラムを使用し、2つの治
療群（カルボプラチンとパクリタキセルの併用にベリパリブを追加、または医師が選んだ標準化学療法）の
うちの1つに無作為に（偶然に）割り付けました。患者さんと治験担当医師のどちらも、患者さんがどの治
療を受けているのか知っていました。

•	 投与期間 (各サイクル = 21日間) – 投与期間では、ベリパリブとカルボプラチン + パクリタキセルの治療群
に割り付けられた患者さんに、カルボプラチン／パクリタキセルを併用する各3週間の治療サイクルの7日
間、1日2回、ベリパリブのカプセルが経口で投与されました。カルボプラチンとパクリタキセルは、各治療
サイクルの初日に静脈内（IV）に点滴（静脈注射）投与されました。医師が選んだ標準化学療法に割り付け
られた患者さんには、カルボプラチン+パクリタキセル、シスプラチン+ペメトレキセド、カルボプラチン+ペ
メトレキセドの3種類の併用療法のいずれかが各治療サイクルの1日目に投与されました（治験担当医師
が各患者さんのために選びました）。これらの薬物はIV点滴により患者に投与されました。どちらの治療
群も、患者さんはこれらの治療を最大6サイクル受けました。

•	 維持期間 – 投与期間後、両方の治療群の患者さんは、（治験担当医師が適切と考えた場合）維持療法を
継続し、各3週間の治療サイクルの初日にペメトレキセドのIV点滴投与を受けました。患者さんには、がん
が進行するまでペメトレキセドの投与が続けられました。

•	 生存の追跡調査期間 – 最終来院後（通常、患者のがんが悪化した場合、または患者さんが治療を中止し
た場合）患者さんには、患者さんが亡くなるまで、治験担当医師は2カ月ごとに1回電話で生存について追
跡調査を実施しました。

4. 副作用には何がありましたか。
死亡に至る、生命を脅かす、患者さんが入院する、患者さんが長期的に入院する、または長期的に持続する障
害を引き起こす場合、副作用は重篤です。

副作用とは、少なくとも治験薬（ベリパリブ群におけるベリパリブ、カルボプラチンまたはパクリタキセル、また
は医師が選んだ標準化学療法）に関連している可能性があると治験担当医が考える望ましくない医学的事象
です。

•	ベリパリブ群の患者さんの合計20.8%（61名）が重篤な副作用を発現しました。医師が選んだ標準化学療
法を受けた患者さんの合計17.4%（50名）が重篤な副作用を発現しました。

•	ベリパリブ群の患者さんの合計15.0%（44名）が副作用のため治験薬の投与を中止しました。医師が選ん
だ標準化学療法を受けた患者さんの合計13.2%（38名）が副作用により治療を中止しました。

•	ベリパリブ群の患者さんの合計1.7%（5名）が副作用のため治験期間中に死亡しました。医師が選んだ標
準化学療法群の患者さんの合計0.7%（2名）が副作用のため治験期間中に死亡しました。

この治験で患者さんに発症した重篤な副作用（8名以上の患者さん）、患者さんが治験薬の投与を中止するに
至った副作用、および死亡に至った副作用についての情報を次のページの表に示します。
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治験全体

ベリパリブ + カルボプラチン／
パクリタキセル
（患者293名）

治験担当医師が選んだ標準化
学療法

(患者288名)

重篤な副作用が発症した患者数 61（20.8%の患者） 50（17.4%の患者）

全体で8名以上の患者さんに認められた、重篤な副作用

•	 白血球数低値を伴う発熱 13 (4.4%) 7 (2.4%)

•	 赤血球数減少 6 (2.0%) 14 (4.9%)

副作用のために治験薬の投与を中止した	
患者数

44 (15.0%) 38 (13.2%)

中止の理由 赤血球数低値、白血球数低値、
血小板数低値、白血球数低値を
伴う発熱、心拍異常、心不全、悪
心、腹痛、嘔吐、不快感、健康状
態の悪化、突然死、肝機能異常、
薬物過敏症、重度のアレルギー
反応、感染を伴う白血球数低
値、肺感染、脊髄の外側および
脳の神経損傷、認知障害、感覚
障害、低血圧

赤血球数低値、白血球数低値、
血小板数低値、白血球数低値を
伴う発熱、耳毒性、涙の過剰分
泌、悪心、嘔吐、便秘、下痢、疲
労感、不快感、脱力感、薬物過
敏症、創傷、血中クレアチニン増
加、脊髄の外側および脳の神経
損傷、味覚の変化、神経損傷、腎
疾患、腎機能障害、起立時の低
血圧、食欲減退

死亡に至った副作用の患者数 5 (1.7%) 2 (0.7%)

副作用 心不全、結腸への血流低下、突
然死、心臓損傷

多臓器機能不全および突然死

ベリパリブ群の患者さんの約91.5%（268名）、医師が選んだ標準化学療法を受けた患者さんの約88.5% 
（255名）が治験期間中に副作用を発症しました。

この治験において、よく見られる（どちらかの治療群で少なくとも20％以上の患者さんに生じた）副作用につ
いての情報を次のページの表に示します。最もよく見られた副作用は脱毛でした。
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治験全体

ベリパリブ + カルボプラチン／
パクリタキセル
（患者293名）

治験担当医師が選んだ標準化
学療法

（患者288名）

副作用を最低1件発症した患者数 268（91.5%の患者） 255（88.5%の患者）

•	 脱毛 136 (46.4%) 32 (11.1%)

•	 脊髄の外部および脳の神経の損傷 131 (44.7%) 37 (12.8%)

•	 赤血球数減少 104 (35.5%) 110 (38.2%)

•	 白血球数減少 109 (37.2%) 91 (31.6%)

•	 悪心 80 (27.3%) 123 (42.7%)

•	 疲労 70 (23.9%) 84 (29.2%)

•	 食欲減退 54 (18.4%) 74 (25.7%)

•	 嘔吐 38 (13.0%) 63 (21.9%)

•	 血小板数減少 76 (25.9%) 58 (20.1%)

治験全体にわたり、どちらの治療群（ベリパリブとカルボプラチン／パクリタキセルの併用療法、および医師が
選んだ標準化学療法）においても、同様の副作用が発症しました。また、LSP陽性の患者さんの副作用も、患
者さんの集団全体と同様でした。

5. 治験の全般的な結果はどうでしたか。
治験は計画通りに完了しました。LSP陽性の患者さんでは、ベリパリブおよびカルボプラチン/パクリタキセル
（11.2カ月）の投与を受けた場合、医師が選んだ標準化学療法を受けた患者さん（9.2カ月）と比較して、全生
存期間に顕著な改善は示されませんでした。すべての患者さんの全生存期間は、ベリパリブおよびカルボプラ
チン/パクリタキセルの投与を受けた患者さんと、医師が選んだ標準化学療法を受けた患者さんとの間で同
程度でした。カルボプラチンおよびパクリタキセルと併用投与されたベリパリブによる治療で見られた全体的
な副作用は、医師が選んだ標準化学療法で見られたものと同様でした。この患者さんの集団における副作用
は、他の過去の試験で使用された化学療法の薬で認められた副作用と類似していました。

6. この治験は患者さんと研究者らをどのように助けましたか。
この治験の結果では、医師が選んだ標準化学療法と比較して、カルボプラチン/パクリタキセルと併用された
ベリパリブによる治療に顕著な効果は認められませんでした。また、この治験では、化学療法による治療に追
加した場合のベリパリブの忍容性は良好であることがわかりました。

この概要にはこの治験の結果のみが記載されており、他の治験の結果とは異なっている可能性があります。患
者さんは、かかりつけ医および／または治験担当医師と個々の治療についてさらに話し合うべきであり、1治
験の結果のみに基づき自分自身の治療を変更すべきではありません。
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7. 将来的な治験の計画は何かありますか。
現在、他の種類のがんを対象としたベリパリブの治験が進行中です。

8. この治験の治験依頼者は誰ですか。
この治験はAbbVie社の依頼によるものです。この概要の可読性は患者さんの弁護団が審査しました。

9. この治験に関する詳しい情報はどこで見つけることができますか。

ありがとうございました

AbbVie社は治験参加者の皆様に対して、この治験の実施に寄与し、時間を
割き努力していただいたことに感謝いたします。

治験参加者は科学の発展に寄与します！

2020年12月1日。この資料には資料の最終化時点での既知の事実が記載されています。

治験課題名 現喫煙者又は既喫煙者で細胞毒性化学療法歴のない転移性又は進行性非扁平上皮非小細胞
肺癌（NSCLC）患者を対象に、ベリパリブのカルボプラチンとパクリタキセルの併用療法と、治
験担当医が選択した標準化学療法を比較する無作為化、非盲検、多施設共同、第III相試験 [A 
Randomized, Open-Label, Multicenter, Phase 3, Trial Comparing Veliparib Plus Carboplatin 
and Paclitaxel Versus Investigator’s Choice of Standard Chemotherapy in Subjects 
Receiving First Cytotoxic Chemotherapy for Metastatic or Advanced Non-Squamous Non-
Small Cell Lung Cancer (NSCLC) and Who Are Current or Former Smokers]

治験実施計画書番号 M14-359

Clinicaltrials.gov NCT02264990
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02264990

EudraCT 2014-002565-30
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2014-002565-30

治験依頼者 AbbVie, Inc.
電話：(800) 633-9110
電子メール：abbvieclinicaltrials@abbvie.com


