
英文 和文
A copy of the charter is included as an appendix in each of the 3 study
reports.

3つの試験報告書のそれぞれに付録として定款の写しが掲載されている。

Adverse events leading to discontinuation of Drug A were reported in 20
patients of the combination therapy group and 10 patients of the
monotherapy group.

薬剤Aの投与中止につながった有害事象は、併用投与群の患者20例及び単独
投与群の患者10例で報告された。

Adverse events were to be documented in the case report form by the
investigators at the weekly visits.

有害事象は、週1回の来院時に治験責任医師が症例報告書に記録することとし
た。

All members of the independent review committee underwent training
sessions utilizing images from non-study patients and used the same
software and hardware provided by Company A.

独立画像判定機関のすべての構成員が試験対象ではない患者の画像を用いた
研修を受け、会社Aから提供された同一のソフトウエア及びハードウエアを使用し
た。

All patients in the studies were pretreated with Drug A-based regimens, and
the majority had received other chemotherapy prior to Drug A.

これらの試験のすべての患者が薬剤Aベースの前治療を受け、大多数が薬剤Aの
前に他の化学療法を受けていた。

Assessments of tumor response were based on computed tomography (CT)
or magnetic resonance imaging (MRI) scans that were to be performed
every 6 weeks.

腫瘍縮小効果《抗腫瘍効果》の評価は、コンピュータ断層撮影（CT）又は磁気共
鳴画像法（MRI）スキャンに基づき、6週間毎に行うこととした。

Assessments of tumor response were made both by the investigator and by
an independent review committee (IRC).

腫瘍縮小効果《抗腫瘍効果》の評価は治験責任医師及び独立画像判定機関
（IRC）の両者によって行われた。

Company A was responsible for providing the technical facilities, digitizing
the scans, and organizing the independent review of CT or MRI images.

会社Aが、技術的設備の提供、スキャンのデジタル化、CT又はMRI画像の独立審
査の準備を担当した。

Demographic and baseline characteristics of the 2 treatment groups were
comparable.

これら2投与群の人口統計学的特性及びベースライン特性は類似していた。

Detailed descriptions of the efficacy analyses for each of the studies are
provided in the respective study reports.

これらの試験のそれぞれの有効性解析の詳細はそれぞれの試験報告書に提示さ
れている。

Disease characteristics of the 2 treatment groups were similar. これら2投与群の疾患特性は類似していた。
Disease control rate (DCR): Percentage of patients with a best overall
response of CR, PR or SD.

病勢コントロール率（DCR）：最良総合効果がCR、PR、SDのいずれかである患者
の割合。

Drug A does not aggravate the toxicities of Drug B. 薬剤Aは薬剤Bの毒性を悪化させない。
Duration of disease control is computed for patients with a best overall
response of CR, PR, or SD.

最良総合効果がCR、PR、SDのいずれかである患者について病勢コントロール期
間が算出されている。

Duration of response: Time from first assessment of CR/PR to the first
time PD was documented or death (whichever occurred earlier), provided
that death occurred within 60 days of the last tumor assessment.

奏効期間：最初のCR又はPRの判定から、PDが初めて記録されるか、死亡までの
期間で（どちらか早く起こったほう）、死亡については最終腫瘍評価から60日以内に
起こったものという条件を設定した。

Each independent review committee comprised 3 qualified radiologists
(readers) and 1 oncologist who did not participate in any study with Drug A.

各独立画像判定機関は、薬剤Aのいずれの試験にも参加していない有資格の放
射線科医（読影医）3名及び腫瘍専門医1名で構成した。

Each independent review committee was blinded with regard to medical
institution and patient but was not blinded with regard to pre- versus on-
study scans.

各独立画像判定機関は医療機関及び患者について盲検化したが、試験前のス
キャンか試験中のスキャンかについては盲検化しなかった。



Efficacy results of other studies in which Drug A was administered at the
target dose will not be presented because these studies were ongoing, and
final efficacy data were not available at the time of the submission of this
document.

薬剤Aを目標用量で投与したその他の試験は進行中であったこと、そして本文書
の提出時に最終的な有効性データが得られていなかったことから、その有効性成
績は提示しないこととする。

Fifty patients who had PD on monotherapy elected to participate in Part 2
of the study and received combination therapy.

単独投与時にPDを示した患者50例は本試験のPart 2に参加することを決め、併
用投与を受けた。

Finally, the third reader and the oncologist re-assessed the patient
response based on integration of the clinical data with the existing
radiological findings.

最後に、臨床データと既存の放射線診断所見を総合した結果に基づき、3番目の
読影医及び腫瘍専門医が患者の効果を再評価した。

For full study report, cf. 5.5. 試験の全報告書は5.5を参照のこと。
For the ITT population (primary efficacy population), the objective response
rate according to the IRC assessment was 20.0% in the combination group
compared to 10.0% in the monotherapy group.

ITT集団（主要有効性集団）において、IRC評価による客観的奏効率は単独投
与群で10.0％であったのに対して、併用投与群では20.0％であった。

Further details of the main inclusion and exclusion criteria are provided in
Table 10.

主要な選択基準及び除外基準の詳細は表10に提示する。

Grade 3 or 4 adverse events were more frequent in the combination therapy
group than in the monotherapy group: 100 vs 50 patients.

グレード3又は4の有害事象は併用投与群で100例、単独投与群で50例と併用
投与群のほうが高頻度であった。

If a patient did not progress or die within 60 days of the last tumor
assessment, the duration of response was censored on the date of last
known tumor assessment.

進行しなかった患者又は最終腫瘍評価から60日以内に死亡しなかった患者につ
いては、確認されている最終腫瘍評価日をもって奏効期間は打ち切りとした。

If the 2 readers disagreed on any of the assessments, the third reader had
to adjudicate the differences.

これらの評価項目のいずれかで2名の読影医が一致しなかったならば、3番目の読
影医が不一致について決断を下すこととした。

In about one-third of the patients, staining intensity was classified as strong. これらの患者の約1/3において、染色強度が「強」と分類された。

In addition, 2 further patients in the European study were randomized to the
combination therapy group but did not receive any study medication and
were therefore excluded from the safety analysis.

また、ヨーロッパ試験の別の患者2例は併用投与群にランダム化されたが、いずれの
治験薬の投与も受けなかったことから、安全性解析から除外された。

In each of the 3 studies, Drug A was administered intravenously at the
target dose, i.e. an initial dose of 400 mg/m² followed by weekly doses of
250 mg/m².

これら3試験のそれぞれにおいて、薬剤Aは目標用量で静脈内投与した（すなわ
ち、初回用量400mg/m2に続いて250mg/m2を週1回投与）。

In order to be eligible for study treatment in the study, the patients had to
have at least 1 measurable lesion and tumors that showed
immunohistochemical evidence of EGFR expression (determined in tumor
biopsies with a test kit provided by Company A).

本試験で治験薬の投与を受けるには、患者に1つ以上の測定可能な病変及び
EGFR発現の免疫組織化学的エビデンスのある腫瘍（会社Aから提供される検査
キットによる腫瘍生検で確認）があることを条件とした。

In Part 1 of the study, adverse events were reported for all patients. 本試験のPart 1では、有害事象がすべての患者で報告された。
In the combination therapy group, 140 patients were males and 70 were
female; median age was 50 years (range 20 to 80).

併用投与群では、140例の患者が男性、70例が女性で、年齢の中央値は50歳
（範囲20～80歳）であった。

In the combination therapy group, the median duration of metastatic disease
prior to study entry was 16 months, and 100 (57.0%) patients had a colon
tumor.

併用投与群における試験組入れ前の転移性疾患の罹患期間中央値は16カ月
間で、100例の患者（57.0％）には結腸腫瘍があった。



In the more strictly defined PD cohort, the response rates were 25.0%
(combination therapy) and 14.0% (monotherapy), confirming the outstanding
activity in these refractory patients.

より厳密に規定したPDコホートを対象とした場合、奏効率は25.0％（併用投与）
及び14.0％（単独投与）であったことから、これらの難治性患者で顕著な効果が得
られることが確認された。

In the pivotal study, about 80% of patients had 2 or more prior treatment
regimens for metastatic CRC and 40% had 3 or more prior treatment lines
for metastatic disease.

このピボタル試験では患者の約80％が転移性CRCに対する2種類以上の前治療
を受け、40％は転移性疾患に対して3種類以上の前治療を受けた。

In the US studies, the numbers of prior treatment lines were not
documented but more than 90% of patients had previous 5-FU.

米国試験では、前治療法の数についての記録がなかったが、患者の90％超が以
前に5-FUを受けていた。

In this summary, data from the 3 studies are presented according to
treatment group, i.e. according to whether patients received Drug A in
combination with Drug B or as monotherapy.

この概要書において、3試験のデータは投与群別、すなわち、薬剤Aと薬剤Bの併
用投与を受けた患者あるいは薬剤Aの単独投与を受けた患者に分けて提示す
る。

It is important to notice that the crossover from monotherapy to
combination therapy may have contributed to the overall survival results in
the monotherapy group.

単独投与から併用投与へのクロスオーバーが単独投与群における全生存期間の
成績に寄与した可能性があることに注意することが重要である。

ITT population: All patients who were randomized to the treatment group. ITT集団：投与群にランダム化されたすべての患者。
Maximal EGFR staining intensity of tumor material was faint/barely in 60
patients and weak to moderate in 40 patients.

腫瘍標本における最大EGFR染色強度は60例で微弱、40例で弱～中等度で
あった。

Only deaths within 60 days after last tumor assessment or randomization
were considered.

最終腫瘍評価又はランダム化から60日以内の死亡だけを考慮に入れた。

Only the pivotal study had a randomized design and allowed an unbiased
estimation of differences between the 2 treatment groups in terms of
efficacy and safety.

このピボタル試験だけがランダム化デザインであり、有効性及び安全性の点で2投
与群間の差について不偏推定を行うことができた。

Patients for whom the date of death was not documented before the cut-
off date were censored on the date that they were last known to be alive
before cut-off.

カットオフ日の前に死亡日が記録されなかった患者については、カットオフ以前に生
存が確認されていた最後の日に打ち切りとした。

Patients in Group B whose disease progressed on monotherapy were given
the option of starting combination therapy in Part 2 of the study.

単独投与時に疾患が進行したGroup Bの患者は、本試験のPart 2で併用投与を
開始できることとした。

Patients with PD on or after treatment with Drug A were treated with Drug
A plus Drug B at the same schedule and dose to which they became
refractory.

薬剤Aの投与時又は薬剤Aの投与後にPDを示した患者には、難治性を示した同
じスケジュール及び用量で薬剤Aと薬剤Bを併用投与した。

Results are summarized in tables by treatment group for each of the 3
studies.

結果は3試験それぞれについて投与群別に表に集計する。

Serious adverse events were reported in 70 patients of the combination
therapy group and 30 patients of the monotherapy group.

重篤な有害事象は、併用投与群の患者70例及び単独投与群の患者30例で報
告された。

Similar results were seen in the Japanese population. 日本人集団でも同様の結果が認められた。
Study treatment was to be continued until PD or unacceptable toxicity. 治験薬投与はPD又は許容できない毒性の発現まで継続することとした。
Survival time: Time from day of randomization (Study A) or day of first
treatment with Drug A (Study B) to death.

生存期間：ランダム化の日（試験A）又は薬剤Aの初回投与日（試験B）から死亡
までの期間。

The baseline Karnofsky Performance Status was ≥ 80 in 190 patients in the
combination therapy group and in 90 patients in the monotherapy group.

ベースラインのカルノフスキーパフォーマンスステータスは、併用投与群の患者190例
及び単独投与群の患者90例において80以上であった。



The baseline Karnofsky Performance Status was ≥ 80 in 100 (88.0%)
patients, and liver metastases were found in most patients (73.0%).

ベースラインのカルノフスキーパフォーマンスステータスは患者100例（88.0％）におい
て80以上であり、大部分の患者（73.0%）で肝転移が認められた。

The charter was finalized on 15 August 2002 and modified on 28 October
2002 before the start of the independent review and before database
closure.

この定款は2002年8月15日に最終決定され、独立審査の開始前かつデータベー
スの閉鎖前である2002年10月28日に修正された。

The combination therapy of Drug A and Drug B in the target patient
population has outstanding clinical efficacy and an acceptable, well-
documented safety profile.

薬剤Aと薬剤Bの併用投与は標的患者集団において顕著な臨床的有効性を示
し、許容できる安全性プロファイルであることが十分に立証されている。

The difference between the 2 treatment groups was 10.0%, and this was
statistically significant (p=0.001).

これら2投与群間の差は10.0％であり、統計学的に有意な差であった（p＝
0.001）。

The disease control rate in the combination therapy group was 50.0% (95%
CI: 48.0, 62.0%) compared to 30.0% (95% CI: 23.0, 42.0%) in the monotherapy
group.

併用投与群における病勢コントロール率は50.0％（95％CI：48.0、62.0％）であった
のに対して、単独投与群では32.0％（95％CI：23.0、42.0％）であった。

The estimated hazard ratio was 0.54 (95% CI: 0.40, 0.70), indicating a risk
reduction of 46% for progression on combination vs monotherapy.

推定ハザード比は0.54（95％CI：0.40、0.70）であったことから、進行のリスクは単独
投与と比較して併用投与で46％低下することが示された。

The favorable benefit-to-risk ratio of Drug A plus Drug B or Drug A alone
justifies the use in patients who do not have any other standard therapeutic
options.

薬剤Aと薬剤Bの併用投与又は薬剤Aの単独投与はベネフィット／リスク比が優れ
ていることから、他に標準治療法がない患者に使用することに問題はない。

The following secondary efficacy variables were determined: … 以下の副次的有効性評価項目を測定した。
The independent review committee’s assessments were all performed
according to modified WHO criteria.

独立画像判定機関による評価はすべて修正WHO基準に準じて行われた。

The independent review committees reviewed all images and clinical data,
but were not presented with information on efficacy from the investigator,
such as lesion measurements or response assessments based on CT or MRI
scans.

独立画像判定機関はすべての画像及び臨床データを審査したが、CT又はMRIス
キャンに基づく病変の測定値や効果の判定など有効性に関する情報が治験責任
医師から提示されることはなかった。

The independent review committees were convened separately to review
the pre-study Drug A data and the on-study efficacy data.

試験前の薬剤Aのデータ及び試験中の有効性データを審査するため、独立画像
判定機関を別途招集した。

The investigators’ assessments were performed according to RECIST or
modified WHO criteria.

治験責任医師による評価はRECIST又は修正WHO基準に準じて行われた。

The level of EGFR expression required for inclusion into the European study
differed from that for the US studies (> 0% and ≥ 10% EGFR-positive cells,
respectively).

ヨーロッパ試験への組み入れに必要なEGFRの発現レベルは米国試験の場合と異
なっていた（EGFR陽性細胞はそれぞれ0％超及び10％以上）。

The major design features of these 3 studies are listed in Table 10. これら3試験のデザインの主要な特徴を表10に掲載する。
The median duration of Drug A treatment during Part 1 of the study was 18
weeks (range 1 to 50) in the combination therapy group and 7 weeks (range
1 to 40) in the monotherapy group.

本試験のPart 1における薬剤A投与期間の中央値は、併用投与群で18週間（範
囲1～50週間）、単独投与群で7週間（範囲1～40週間）であった。

The median number of infusions per patient was 10 (1 to 80). 患者1例あたりの点滴静注回数の中央値は10回（1～80回）であった。
The median time to progression (TTP) in the ITT population was longer in
the combination therapy group than in the monotherapy group: 3.0 months
(95% CI: 2.0, 4.0) vs 2.0 months (95% CI: 1.0, 3.0).

ITT集団における無増悪期間（TTP）の中央値は併用投与群で3.0カ月（95％CI：
2.0、4.0）、単独投与群で2.0カ月（95％CI：1.0、3.0）と併用投与群のほうが長かっ
た。



The most common adverse events in the combination therapy group were
diarrhea (73.0%), asthenia (71.0%), rash (57.0%), nausea (53.0%), vomiting
(36.0%), abdominal pain (35.0%), fever (33.0%), stomatitis (32.0%), anorexia
(30.0%), and dry skin (30.0%).

併用投与群で最も多い有害事象は、下痢（73.0％）、無力症（71.0％）、発疹
（57.0％）、悪心（53.0％）、嘔吐（36.0％）、腹痛（35.0％）、発熱（33.0％）、口内
炎（32.0％）、食欲不振（30.0％）、乾燥皮膚（30.0％）であった。

The most common primary reason for discontinuation was PD, followed by
adverse events and death.

中止の主な理由として最も多かったのがPDで、続いて有害事象及び死亡であっ
た。

The objective response rate is defined as the percentage of patients in the
population of interest with a best overall confirmed response of CR or PR.

客観的奏効率は、検討対象の集団において最良総合効果がCR又はPRと確定
された患者の割合と定義されている。

The objective response rate, disease control rate, and time to progression
(TTP) were significantly better in the combination therapy group than in the
monotherapy group.

客観的奏効率、病勢コントロール率、無増悪期間（TTP）は、併用投与群のほう
が単独投与群よりも有意に優れていた。

The patients also had to have a satisfactory general performance status and
adequate hematologic, hepatic, and renal function.

患者の全身状態が良好であること、そして血液機能、肝機能、腎機能が十分で
あることも条件とした。

The periods before and after introduction of Drug B in the monotherapy
group are referred to as Part 1 and Part 2 of the study, respectively.

単独投与群における薬剤B導入前の期間及び薬剤B導入後の期間を本試験の
それぞれPart 1及びPart 2と呼ぶ。

The primary assessment of efficacy was based on the independent review
made by the Committee.

有効性の主要評価は当委員会による独立審査に基づくものであった。

The primary objective of this randomized study was to determine the
objective confirmed response rate of the combination of Drug A plus Drug
B, and of Drug A as a single agent, in patients with CRC who showed PD to
a Drug A-containing regimen.

このランダム化試験の主な目的は、薬剤A含有レジメンでPDを示したCRC患者を
対象に、薬剤Aと薬剤Bの併用投与及び薬剤Aの単独投与の客観的な確定奏
効率を測定することであった。

The primary role of the independent review committee was to provide an
objective, unbiased, independent review of the eligible patient population
based on the patient’s response and date of progression on either Drug A
plus Drug B or Drug A alone.

独立画像判定機関の主な役割は、薬剤Aと薬剤Bの併用投与時又は薬剤Aの
単独投与時における患者の反応及び進行の日付に基づき、適格患者集団を客
観的かつ公平に独立して審査することであった。

The proportion of patients with SD as best response was higher in the US
studies than in the European study.

最良効果がSDであった患者の割合は米国試験のほうがヨーロッパ試験よりも高
かった。

The relative dose intensity of Drug A was comparable in all 4 cohorts and
very close to the intended dose of 250 mg/m2/week.

薬剤Aの相対用量強度は4コホートすべてにおいて同等で、目標用量の
250mg/m2/週に非常に近かった。

The sample size was increased according to a recommendation of the
Swedish Authority to 300 patients to ensure that at least 200 patients
showed PD within 1 month after the end of the pre-study Drug A treatment.

試験前の薬剤A投与の終了から1カ月以内にPDを示す患者が少なくとも200例に
なるように、スウェーデン当局の助言に従って、サンプルサイズを300例に増やした。

The size of index lesions was measured, non-index lesions were assessed,
and new lesions recorded.

インデックス病変の大きさを測定し、非インデックス病変を評価し、新規の病変を記
録した。

The study design was later revised to include a second cohort of 55
patients with SD following treatment with Drug A, increasing the total
number of patients to be enrolled from 55 to 110.

後に試験デザインを変更し、薬剤A投与後にSDを示した第2コホートの患者55例
が含められたため、組み入れられる患者の総数は55例から110例に増加した。

The survival benefit is similar in the 2 treatment groups. 延命効果はこれら2投与群とも同程度である。
The toxicity profile (acne-like rash, asthenia, fever, and hypersensitivity
reaction) was predictable and manageable.

毒性プロファイル（痤瘡様発疹、無力症、発熱、過敏性反応）は予測可能かつ管
理可能なものであった。

The WHO criteria were used in accordance with a request from the FDA. WHO基準はFDAの要請に応じて用いられた。



There was a higher proportion of men than women, but the distributions of
males and females were similar in all studies.

男性の割合のほうが女性よりも高かったが、男性と女性の分布はすべての試験で
類似していた。

Therefore, a pooled analysis of the studies was not considered to be
appropriate.

したがって、これらの試験のプール解析を行うことは適切とは考えられなかった。

These findings indicate that the patient population in the European study
was more heavily pretreated.

これらの所見が示すように、ヨーロッパ試験の患者集団のほうが多くの前治療を受
けていた。

These patients were included in the combination group for the ITT analysis
and in the monotherapy group for the safety analysis.

これらの患者はITT解析では併用投与群に組み入れられ、安全性解析では単独
投与群に組み入れられた。

Thirty of these patients discontinued from the study (20 due to PD, 8 due to
adverse events, 1 death, 1 withdrawal of consent).

これらの患者のうち30例が試験中止となった（理由はPDが20例、有害事象が8
例、死亡が1例、同意の撤回が1例）。

This difference can be explained by the fact that Drug A was not approved
in the US when Studies A and B were initiated.

試験A及び試験Bが開始された当時、米国では薬剤Aが承認されていなかったとい
う事実により、この差が説明可能である。

This is because 4 patients in this study were randomized to the combination
therapy group but only received 1 Drug A infusion and no Drug B.

これは、本試験の患者4例は併用投与群にランダム化されたが、薬剤Aの点滴静
注を1回受けただけで、薬剤Bの投与を受けなかったためである。

This profile of adverse events was expected, taking into account the main
side effects of Drug A (skin rash, allergic reactions), Drug B (diarrhea,
leukopenia), and symptoms of the underlying disease (asthenia).

薬剤Aの主な副作用（皮疹、アレルギー反応）、薬剤Bの主な副作用（下痢、白
血球減少症）、基礎疾患の症状（無力症）を考慮すると、この有害事象プロファイ
ルは予測できるものであった。

Time to progression (TTP): Time from day of randomization (Study A) or day
of first treatment with Drug A (Study B) until the first observation of PD or
death due to any cause, whichever occurred earlier.

無増悪期間（TTP）：ランダム化の日（試験A）又は薬剤Aの初回投与日（試験B）
から、PDが初めて確認されるか、何らかの原因で死亡するまでの期間（どちらか早く
起こったほう）。

Tumor response was defined as a complete response (CR), partial response
(PR), stable disease (SD), progressive disease (PD), or not evaluable (NE).

腫瘍縮小効果《抗腫瘍効果》は、完全奏効（CR）、部分奏効（PR）、安定
（SD）、進行（PD）、評価不能（NE）のいずれかに判定した。

Tumor responses assessed by the investigator were regarded as supportive. 治験責任医師により評価された腫瘍縮小効果《抗腫瘍効果》は補足的なものと
みなした。

Twenty patients in the combination therapy group discontinued Drug A early
and continued Drug B as a single agent for a median duration of 6.0 weeks.

併用投与群の患者20例は薬剤Aの投与を早期に中止し、薬剤Bの単独投与を
6.0週間（中央値）継続した。

Two independent review committees were set up, one for the European
study and one for the 2 US studies.

独立画像判定機関はヨーロッパ試験につき1機関、2つの米国試験につき1機関の
2機関が設置された。

Unless otherwise specified, results do not include data from Part 2 of Study
A (i.e. data collected after introduction of Drug B in Group B patients who
progressed on Drug A monotherapy).

別に規定しない限り、結果は試験AのPart 2のデータ（すなわち、薬剤Aの単独投
与時に進行を示したGroup Bの患者から薬剤Bの導入後に収集したデータ）を含
まない。

Vital signs were measured before, during, and after each Drug A infusion. バイタルサインは薬剤Aの点滴静注前、点滴静注時、点滴静注後に測定した。
Whereas the majority of patients in the European study had tumor material
with < 20% EGFR-positive cells, the majority in the US study had material
with at least 20% EGFR-positive cells.

ヨーロッパ試験の患者の大多数は腫瘍標本のEGFR陽性細胞が20％未満であっ
たのに対して、米国試験の患者の大多数は腫瘍標本のEGFR陽性細胞が20％
以上であった。


