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A significant difference in survival was not found between the two treatment
groups in any of the subgroups.

いずれのサブグループにおいても、これら2投与群間で生存期間に有意差は認めら
れなかった。

A total of 9 criteria were chosen to define patient populations of special
interest for this EGFR-targeting therapy.

このEGFR標的療法で特に注目される患者集団を規定するため、計9つの基準を
選択した。

An increase in the maximal skin toxicity by 1 grade reduced the risk for
progression by about 40%, showing that the onset and severity of skin
reactions is an on-treatment predictive factor for TTP.

最大皮膚毒性が1グレード高まると進行のリスクは約40％低下したことから、皮膚
反応の発現及び重症度が治療中におけるTTPの予測因子であることが示された。

As a consequence, an initial dose of 400 mg/m² and subsequent weekly
doses of 200 mg/m² were selected for the first study in the target
indication.

その結果、目標適応症を対象とした最初の試験では初回用量として400mg/m2
及びその後は200mg/m2の週1回投与が選択された。

As severe skin reactions occurred relatively late compared to the onset of
tumor response, a clear conclusion could not be drawn as to whether the
onset of severe skin reactions can be used as an early on-treatment
predictor for tumor response.

重度の皮膚反応は腫瘍縮小効果の発現と比べて比較的遅く起こったので、重度
の皮膚反応の発現を治療時における腫瘍縮小効果の早期予測因子として用い
ることができるかどうかについては明確な結論を導くことができなかった。

As Study A demonstrated a clearly positive risk-benefit ratio for this dosing
regimen, no further dose-response studies were performed in the target
indication.

試験Aによりこの用法・用量で明らかに良好なリスク・ベネフィット比が証明されたの
で、目標適応症を対象にさらなる用量反応試験は行われなかった。

Both in the US and European studies, patients who were pretreated with the
300 mg/m² regimen had a higher response rate than patients pretreated with
the 150 mg/m² regimen.

米国試験及びヨーロッパ試験の両方とも、300mg/m2レジメンによる前治療を受け
た患者は奏効率が150mg/m2レジメンによる前治療を受けた患者よりも高かった。

Cox proportional hazards models were used to analyze the impact of several
factors on TTP.

コックス比例ハザードモデルを用いてTTPに対するいくつかの因子の影響を解析し
た。

Drug A is to be administered to patients with advanced cancer who have a
limited life expectancy.

薬剤Aは余命が限られた進行癌の患者に投与することとする。

Finally, the correlation between the maximum skin toxicity and response was
analyzed.

最後に、最大皮膚毒性と効果の相関関係を解析した。

However, in the following subgroups of patients, the time to progression
(TTP) was longer than in the complementary subgroups: KPS > 80, 100
mg/m² pre-study Drug A regimen, acne-like rash, or skin reaction.

しかし、KPS 80超、試験前の薬剤Aレジメン100mg/m2、痤瘡様発疹あり、皮膚
反応ありのサブグループでは無増悪期間（TTP）が相補サブグループ
（complementary subgroup）よりも長かった。

However, there was a trend in favor of the combination therapy for patients
with grade 3 or 4 skin reactions and a trend in favor of the monotherapy for
the prior weekly Drug A dose of 100 mg/m².

しかし、グレード3又は4の皮膚反応のある患者では併用投与が優位になる傾向が
あり、薬剤A 100mg/m2の週1回投与による前治療のある患者では単独投与が
優位になる傾向があった。

However, this difference did not reach statistical significance in the
European study.

しかし、ヨーロッパ試験では統計学的な有意差に達しなかった。

In a multivariate logistic regression model, the following independent factors
were found to have a prognostic impact for an increased response rate:
alkaline phosphatase (AP) values < 300 U/L at baseline, more than 30 days
since previous Drug A treatment course, and a higher absolute Drug B dose
> 400 mg.

多変量ロジスティック回帰モデルにおいて、ベースライン時のアルカリホスフォターゼ
（AP）値が300U/L未満であること、薬剤Aによる前治療クールから30日超経過して
いること、薬剤Bの絶対投与量が400mg超と大きいことが独立因子（independent
factor）として予後に影響を与え、奏効率の増加につながることが確認された。



In addition to these factors, leukocytes ≤ 10,000 mm³ and the most recent
Drug A regimen (100 mg/m² every 2 weeks) were also predictive factors in
the model for a beneficial outcome.

これらの因子に加えて、白血球が10,000/mm3未満であること並びに直近に薬剤A
が投与されていること（2週間毎に100mg/m2の投与）もこのモデルにおける予測因
子であり、好ましい転帰を示した。

In addition, there is no evidence that the patient’s age, sex, race, tumor
type, renal or hepatic status influence the pharmacokinetics of Drug A.

また、患者の年齢、性別、人種、腫瘍の種類、腎臓又は肝臓の状態が薬剤Aの
薬物動態に影響することを示すエビデンスはない。

In all other subgroups, findings were not consistent with those of the
European study.

他のすべてのサブグループにおける所見はヨーロッパ試験のものと一致しなかった。

In almost all subgroups there was a statistically significant risk reduction for
progression under combination therapy in comparison to monotherapy,
although the sample size of the study was not powered to establish
significant differences between subgroups.

ほぼすべてのサブグループにおいて、併用投与時の進行リスクに単独投与時と比べ
て統計学的に有意な低下があったが、本試験のサンプルサイズにはサブグループ間
の有意差を証明するのに必要な検出力がなかった。

In Study A, higher response rates were seen in elderly patients, male
patients, in patients with a higher KPS, in patients without prior Drug A use,
and in patients with severe skin reactions/acne-like rash.

試験Aでは、高齢患者、男性患者、KPS高値の患者、薬剤Aによる前治療のな
い患者、重度の皮膚反応又は痤瘡様発疹のある患者において比較的高い奏効
率が認められた。

In the combination therapy group, age, gender, prior treatment with or
without Drug A, and EGFR staining intensity did not seem to have an impact
on time to progression (TTP).

併用投与群において、年齢、性別、薬剤Aによる前治療の有無、EGFR染色強
度は無増悪期間（TTP）に影響しないと思われた。

In the Cox proportional hazards model, the difference between groups in
terms of survival was not statistically significant, confirming the results
found in the univariate analysis.

コックス比例ハザードモデルにおいて、生存期間に関する群間差は統計学的に有
意でなかったことから、単変量解析で認められた結果が確認された。

In the European study, 33% of patients on the 100 mg/m² regimen received
less than 60% of the planned dose density in contrast to 10% and 9% of
patients on the 200 mg/m² and 300 mg/m² regimens, respectively.

ヨーロッパ試験において、100mg/m2レジメンで計画用量の60％未満の投与を受け
た患者は33％であったのに対して、200mg/m2レジメン及び300mg/m2レジメンでは
それぞれ10％及び9％であった。

In the European study, patients received up to 50 infusions, i.e. for almost 1
year (for details see Table 10).

ヨーロッパ試験の患者は最高で50回の点滴静注を受け、期間はほぼ1年間に及ん
だ（詳細については表10を参照）。

In the European study, the 200 mg/m² regimen also resulted in a higher
response rate than the 100 mg/m² regimen.

ヨーロッパ試験では、200mg/m2レジメンでも奏効率が100mg/m2レジメンより高
かった。

In the monotherapy group, the relatively short median TTP did not allow
meaningful assessment of the influence of the various subgroups on this
efficacy parameter.

単独投与群ではTTPの中央値が比較的短かったため、この有効性評価項目に対
する様々なサブグループの影響について意味のある評価を行うことができなかった。

It is now known that the maximum tolerated dose was not reached in these
studies.

これらの試験では最大耐用量に到達しなかったことが現在わかっている。

Kaplan-Meier estimates for progression-free survival at 3, 6, and 9 months
are also listed.

3、6、9カ月後における無増悪生存期間のカプランマイヤー推定値も掲載する。

Multivariate explorative analyses identified the following independent factors
to be of prognostic value: …

探索的多変量解析により、以下の独立因子（independent factor）に予後因子と
しての価値があることが確認された。

No risk reduction was detected in patients with a weekly Drug A dose of
100 mg/m².

薬剤A 100mg/m2の週1回投与患者においてリスクの低下は認められなかった。

Objective response rates in elderly and younger patients were similar
whereas female patients had a slightly lower response rate in both studies.

高齢患者及び若年患者の客観的奏効率は同程度であったが、女性患者の客観
的奏効率は両試験とも男性患者よりもわずかに低かった。



On-study skin reactions (none, grade 1 to 4, or 3/4): Grade 1=mild, grade
2=moderate, grade 3=severe, grade 4=life threatening.

試験中の皮膚反応（なし、グレード1～4、3又は4）：グレード1＝軽度、グレード2＝
中等度、グレード3＝重度、グレード4＝生命を脅かすもの。

Possible reasons for the difference in response rates of the 2 combination
therapy groups are given in Section 10.

2つの併用投与群の奏効率に差が生じたが、考えられる理由を第10項に示す。

Prior exposure to oxaliplatin appeared to have no impact on the efficacy of
the combination of Drug A and Drug B.

オキサリプラチンによる前治療は薬剤Aと薬剤Bの併用投与の有効性に影響しない
と思われた。

Results for Study A should, however, be interpreted with caution due to the
small sample size and low number of responses (n=5).

しかし、サンプルサイズが小さく、有効件数（5件）も少なかったので、試験Aの結果
は慎重に解釈すべきである。

Subgroup analyses of time to progression (TTP) and survival time were only
performed in the European study and details are provided in the study
report.

無増悪期間（TTP）及び生存期間のサブグループ解析はヨーロッパ試験でのみ行
われ、詳細を試験報告書に提示する。

Subgroup analyses of time to progression (TTP) and survival time were only
performed in the European study.

無増悪期間（TTP）及び生存期間のサブグループ解析はヨーロッパ試験でのみ行
われた。

Subgroup analyses were performed on the objective response rate in both
the ITT and PD populations of the studies, although the ITT population was
of primary interest.

これらの試験のITT集団及びPD集団の両方を対象に、客観的奏効率についてサ
ブグループ解析を行ったが、主に注目したのはITT集団であった。

Table 10 summarizes the objective response rate (confirmed overall
response of CR or PR) and the disease control rate (confirmed overall
response of CR, PR, or SD) for the ITT population.

表10には、ITT集団における客観的奏効率（総合効果がCR又はPRと確定された
場合）及び病勢コントロール率（総合効果がCR、PR、SDのいずれかと確定された
場合）を集計する。

The 1-year survival rate was around 30% in all 4 groups. 1年生存率は4群とも30％前後であった。
The analysis showed that the influence of the investigated factors on the
response rate were consistent across the 2 studies, supporting the
robustness of the data.

この解析により、検討対象とした因子が奏効率に及ぼす影響は2試験とも一致し
ていることが示されたことから、データの頑健性が裏付けられた。

The detailed exploratory analysis document is provided in Appendix 10 of
the study report.

探索的解析の詳細な文書は試験報告書の付録10に提示する。

The differences between combination therapy and monotherapy in TTP and
progression-free rates at defined time points in the US studies are in
agreement with the statistically significant superiority of combination
therapy as observed in the European study.

米国試験では規定の時点におけるTTP及び無増悪生存率に併用投与と単独投
与の間で差がみられたが、このことはヨーロッパ試験で併用投与に統計学的に有意
な優越性が認められたことと一致している。

The differences were not regarded to be clinically relevant and can probably
be explained by the smaller number of patients in this analysis population.

これらの差は臨床的に重要とはみなされず、この解析対象集団の患者数が少な
かったことにより説明可能である。

The dose of Drug A was determined according to body surface area. 薬剤Aの用量は体表面積に応じて決定した。
The hazard for progression at a certain time point was 0.50 times lower for
patients receiving the combination treatment than for those receiving
monotherapy.

ある特定の時点における進行のハザードは、併用投与を受けた患者のほうが単独
投与を受けた患者よりも0.50倍低かった。

The intensity of EGFR staining had no impact on the outcome, and similar
response rates were observed for patients with faintly, moderately, and
strongly stained tumor material.

EGFR染色の強度は転帰に影響がなく、腫瘍標本の染色が微弱、中等度、強の
患者において同程度の奏効率が認められた。

The median time to progression (TTP) in the combination therapy group of
the European study was longer than in the US study but progression-free
rates were comparable at 3, 6, and 9 months.

ヨーロッパ試験の併用投与群における無増悪期間（TPP）の中央値は米国試験よ
りも長かったが、3、6、9カ月後における無増悪生存率は同等であった。



The multivariate explorative analyses confirmed the results obtained from
univariate analyses.

探索的多変量解析により単変量解析で得られた結果が確認された。

The rates of objective response and disease control were consistently
higher for the combination of Drug A plus Drug B compared to Drug A alone.

客観的奏効率及び病勢コントロール率は、薬剤Aの単独投与と比較して、薬剤A
と薬剤Bの併用投与のほうが一貫して高かった。

The relative chance (odds ratio) for response versus non-response was 3.0
times higher for patients receiving the combination treatment in comparison
to those receiving monotherapy.

無効と比較した有効の相対的な割合（オッズ比）は、単独投与を受けた患者と比
較して、併用投与を受けた患者のほうが3.0倍高かった。

The risk reduction for disease progression under the combination therapy
versus monotherapy was highest in patients with grade 3 or 4 skin reactions
and lowest in patients without skin reactions.

単独投与時と比較して併用投与時に疾患進行のリスク低下が最も大きかったの
はグレード3又は4の皮膚反応の患者で、最も小さかったのは皮膚反応なしの患者
であった。

The time to progression (TTP) in the two monotherapy groups was similar
and shorter than that observed with combination treatment.

2つの単独投与群における無増悪期間（TPP）は同程度で、併用投与で認められ
たものよりも短かった。

The two drugs did not show overlapping toxicities, and there was no
evidence for a pharmacokinetic interaction.

これら2つの薬剤は重複する毒性を示さず、薬物動態の相互作用を示すエビデン
スもなかった。

There are also hints that a higher absolute Drug A dose level might increase
the likelihood for response, time to progression (TTP), and survival.

薬剤Aの絶対投与量が大きくなるほど、効果、無増悪期間（TTP）、生存期間が
高値になるかもしれないという情報もある。

This result is mainly based on the data for the European study because few
patients received prior Drug A in the US study.

米国試験では薬剤Aによる前治療がある患者はほとんどいなかったので、この結果
は主にヨーロッパ試験のデータに基づくものである。

This was, however, partly offset by a higher percentage of SD patients in
the US study, resulting in a similar disease control rate in the 2 combination
therapy groups.

しかし、米国試験ではSD患者の割合が高かったため、このことが部分的に相殺さ
れ、その結果、2つの併用投与群における病勢コントロール率は同程度となった。

Two more recent dose-escalation studies were performed to generate
additional pharmacokinetic (PK) data.

追加の薬物動態（PK）データを得るため、さらに2件の用量漸増試験が最近行わ
れた。

When maximal on-study skin reactions were also included in the model, the
difference between treatment groups remained statistically significant.

試験中の最大皮膚反応をこのモデルに含めた場合にも、投与群間の差は統計学
的に有意のままであった。

Whereas both single-agent cohorts showed very similar objective response
rates, there was a modest difference between the 2 combination therapy
groups.

単剤投与コホートは両方とも非常に類似した客観的奏効率を示したのに対して、
2つの併用投与群の間には多少の差があった。




