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治験結果の説明文書  

異なるタイプの卵巣がん患者さんを対象とした， 

アテゾリズマブ及びベバシズマブ併用時の 

アテゾリズマブとプラセボを比較する試験 
正式な試験名については，本説明文書の最後をご覧ください。 

本説明文書について                               

本文書は，臨床試験（本文書では「治験」と呼ばれます）の

結果の要約で，以下の方を対象としています： 

● 一般の皆さん 

● 本治験にご参加いただいた患者さん 

 

本説明文書は文書作成時（2021年3月）までに明らかになっ

た情報に基づいて作成されています。 

 

 本説明文書の内容 

1. 本治験に関する一般的な

情報 

2. どのような人が参加しまし

たか？ 

3. 本治験はどのように進行し

ましたか？ 

4. これまでにどのような結果

が得られましたか？ 

5. これまでにどのような副作

用が起きましたか？ 

6. 本治験はどのように役立

ちましたか？ 

7. 他の治験の計画はありま

すか? 

8. 本治験についてより詳しい

情報を知りたい場合，どう

したらよいですか? 

 

本治験は2017年3月に開始され，2022年12月に終了する予

定です。本説明文書には，2020年3月に解析した結果が含

まれています。本説明文書の作成時点では，まだ治験は行

われており，治験担当医師は情報収集中です。 

 

薬のリスクやベネフィットは，たった1つの治験からすべてを

把握することはできません。必要な知見をすべて得るため，

いくつもの治験を実施し，多くの方々にご参加いただいてい

ます。本治験から得られた結果と他の治験で得られた結果

は，同じ薬でも異なる可能性があります。 

 

本文書の内容のみに基づいて判断を下さずに，ご自

身の治療について決定する前には必ず担当医にご相

談ください。 

 

本治験にご参加いただき，誠にありがとうございます 

本治験に参加された患者さんのご協力により，卵巣がんやベバシズマブと化学療法を併用時

における「アテゾリズマブ」に関する重要な疑問を明らかにするための研究が進んでいます。 
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本治験に関する主要な情報 

なぜ本治験は行われているのか？ 

● 本治験は，卵管がんと原発性腹膜がんを含む卵巣がんの患者さんを対象に，二通りの薬の

組み合わせがどのように作用したかを比較するために行われました。 

● 2つの組み合わせは： 

o 「アテゾリズマブ」（研究中の薬），「ベバシズマブ」および 

「パクリタキセル+カルボプラチン」（一般的に使用される2種類の化学療法薬） 

o プラセボ，「ベバシズマブ」および 

「パクリタキセル+カルボプラチン」（一般的に使用される2種類の化学療法薬） 

● がんを切除する手術を受ける前にこれらの薬の使用を開始した患者さんや，手術後にこ

れらの薬の使用を開始した患者さんがいました。 

● 以下のように患者さんを2つのグループに分け，異なる治験薬の組み合わせの効果を比較し

ました。 

● 本治験には，22か国1301人が参加しました。これらの患者さんのうち1286人には，上記

の治療法の1つが行われました。 
 

結果はどうでしたか? 

● 主な結果は： 

– Aグループでは，治療開始後平均19.5か月間，がんが悪化することはありませんでし

た。 

– Bグループでは，治療開始から平均18.4か月間，がんが悪化することはありませんでし

た。 

– AグループとBグループでは，がんが悪化するまでの時間が同程度でした。このことか

ら，ベバシズマブと化学療法にアテゾリズマブを追加する治療は，ベバシズマブと化学

療法のみの治療よりもがんの治療に効果的ではないことが示されました。 

治験薬による重篤な副作用を起こした人は何人でしたか? 

● Aグループ：35%（642人中222人） 

● Bグループ：21%（644人中135人） 

● 本文書を作成した時点で，治験はまだ行われています。 
2022年12月に終了する見込みです。 
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1. 本治験に関する一般的な情報 
 
本治験が実施された理由は何ですか？ 
医師は卵巣がん細胞に関する情報を利用して，最適な治療法を決定するために卵巣がんを異

なるタイプに分類します。最も一般的な卵巣がんのタイプは「上皮性卵巣がん」と呼ばれ，卵巣

を覆う細胞から発生します。 

他の2つのタイプである「卵管がん」と「原発性腹膜がん」は上皮性卵巣がんに類似しており，同

じように治療されます。卵管がんは，卵巣と子宮をつなぐ卵管から発生します。原発性腹膜がん

は卵巣がんと関係があり，腹膜（腹部の内側や一部の臓器を覆っている薄い組織の層）から発

生します。 

 

プラチナ製剤を用いてがん細胞を死滅させる化学療法は，「プラチナ製剤を基本とする化学療

法」と呼ばれます。本治療では，2種類の化学療法薬を併用することができます。しかし，化学療

法は短期間しか効果がなく，その後，がんが再び悪化することがあります。がんの治療を補助

するために，化学療法にベバシズマブなどの他の薬を追加することもあります。ベバシズマブ

（販売名「アバスチン®」でも知られています）は，がんによる新たな血管成長を抑制し，がん細

胞を血液の飢餓状態にすることで，増殖できなくする薬です。 

 

がんを治療するためには，がんを縮小させたり，再発を阻止したりするような，より効果的にが

んを治療し，人の寿命を延ばすために，新しい薬が必要です。腫瘍が縮小すれば，人はがんを

より上手に管理できるようになるかもしれません。免疫療法は，自身の免疫系ががん細胞を攻

撃するのを助ける新しいタイプの薬です。 

免疫療法は，一部の人では他の人よりも効果が高い場合もあれば，短期間しか効果がない場

合もあります。これは，がん細胞が免疫系の攻撃から逃れる可能性があるためと考えられま

す。科学者は，化学療法が免疫系を作動させ，がん細胞を見つけるのを手助けすることができ

ると考えています。免疫療法と化学療法を組み合わせることで，免疫療法ががん細胞を攻撃す

る手助けとなるかもしれません。 

 
本治験は，免疫療法薬（アテゾリズマブ）をベバシズマブおよび化学療法と共に使用すること

が，卵巣がん，卵管がん，原発性腹膜がんの患者さんがベバシズマブおよび化学療法のみを

使用することよりも長くがんの増殖や再発を止めるのに役立つかどうかを確認することが目的

でした。 
本治験に参加した患者さんは，治験に参加する前に，卵巣がんに対する化学療法を受けていま
せん。 
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治験薬はどのようなお薬ですか？ 

本治験では，卵巣がんの患者さんを対象に，ベバシズマブおよび既存の化学療法薬と新しい

薬（免疫療法）の組み合わせについて，2つのグループに分けて研究が行われました： 

 Aグループ：アテゾリズマブ（新薬）+ベバシズマブおよびパクリタキセル+カルボプラチ

ン（既存の化学療法） 

 Bグループ：プラセボ+ベバシズマブおよびパクリタキセル+カルボプラチン（既

存の化学療法） 

 

アテゾリズマブは，ベバシズマブおよび化学療法との併用で，本治験で研究されている薬で

す。 

 アテゾリズマブは免疫療法の一種です。 
 体の免疫系はがんのような病気と闘います。しかし，がん細胞は免疫系ががんを攻撃す

ることを阻止（停止）することができます。アテゾリズマブはこの妨害を解除します。つまり，

免疫系ががん細胞と闘えるようになります。 

 アテゾリズマブを使用すると，腫瘍（がん）が小さくなることがあります。 

ベバシズマブ（販売名，アバスチン®で知られています）は，本治験で使用された別の薬

です。 

 ベバシズマブは，腫瘍の増殖に必要な血液を飢餓状態にすることで効果を発揮します（こ

れを「抗血管新生療法」といいます）。 

 ベバシズマブは，様々な種類のがんの患者さんに対して他のがん治療と同時に投与され

ることがよくあります。 

 

本治験で使用された既存の化学療法薬は以下のとおりでした： 

● パクリタキセル： 

o パクリタキセルは，がん細胞が新しい細胞に分裂することを止める作用をし，腫瘍

の増殖を阻止します。 

o パクリタキセルは単独，または他の化学療法薬と併用して使用します。 

● カルボプラチン： 

o プラチナ製剤の化学療法薬です。 
o カルボプラチンは，細胞内の遺伝物質（DNA）に作用して，がん細胞が新しい細胞

に分裂することを阻止し，がん細胞を死滅させます。 

 

アテゾリズマブをプラセボと比較しました： 

● プラセボはアテゾリズマブと同じように見えますが，実薬は含まれていません。つまり，薬

に関連した身体への影響はありません。 

● 治験に参加した患者さんは全員，ベバシズマブおよび化学療法（パクリタキセルとカルボ

プラチン）を使用していました。一部の患者さんは追加の薬（アテゾリズマブ）を使用し，一

部の患者さんは使用しなかった（プラセボ）ため，研究者らはアテゾリズマブがどのような

効能または副作用を引き起こすかを知ることができました。 

治療期間が終了した後は，がんの再発を阻止するための治療法である「維持療法」が実施さ

れました。 
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本治験の研究目的は何ですか？ 

● 本治験の研究目的は，ベバシズマブおよび化学療法という通常の治療にアテゾリズマブを

追加することで，卵巣がんの治療がより効果的になるかどうかを確認することでした（「4. こ

れまでにどのような結果が得られましたか?」を参照）。 

● また，各治療群でどのくらいの患者さんに副作用が起こったのかを調べ，どのくらいの重症

度であったかを見ることで，その薬の安全性を調べることも目的としていました（「5. これま

でにどのような副作用が起きましたか?」を参照）。 

 

本治験の主な評価項目は何ですか？ 

 AグループとBグループで，治療開始からがんが悪化するまでにどのくらいの時間がかか

ったか。 

 
本治験はどのような種類の治験ですか？ 

本治験は「第3相」試験でした。これは，本治験を行う前に，少数の卵巣がん患者さんを対象に

アテゾリズマブ+ベバシズマブおよび化学療法の治験が行われていたことを意味します。本治

験では，新たに卵巣がんと診断されたより多くの患者さんを対象に，アテゾリズマブ+ベバシズ

マブ+化学療法（Aグループ）またはプラセボ+ベバシズマブ+化学療法（Bグループ）のいずれ

かを使用しました。これは，ベバシズマブおよび化学療法にアテゾリズマブを追加することで，

がんの悪化を遅らせることができたかどうかを明らかにするためでした。 

本治験は「ランダムに割り当てられる」試験でした。これは，治験に参加した患者さんが，2

つの治療選択肢（グループAまたはB）のうちのいずれかに偶然決定されたということで

す。グループAに1人が割り当てられるにつき，グループBに1人が割り当てられました。ど

のグループに割り当てるかを偶然に決めることで，両グループの人の種類（たとえば，年

齢や人種）が均等に混ざり合う可能性が高くなります。各グループでは，投与された薬が

異なるだけで，他の全ての治療は同じでした。 

本治験はいつどこで実施しましたか？ 

本治験は2017年3月に開始され，2022年12月に終了する予定です。本説明文書には2020年3

月までの結果が記載されています。 

 

スケジュールの記号（ ）は，本説明文書に示された情報を分析した時期を示しています（治験
開始から3年後の2020年3月）。 
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本治験は，北米および南米，ヨーロッパ，アジア，オーストラリアの22か国，262の病院および診

療所で行われました。この地図は，本治験が実施された国を示しています。
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2. どのような人が参加しましたか？ 

本治験では，1301人の卵巣がん患者さんが参加しました。ここでは，本治験に参加した患者さ

んに関する詳しい情報を紹介します。 

 

 
 

 



作成2021年3月 8 / 14  

  3. 本治験はどのように進行しましたか？  

本治験では，参加された患者さんを2種類の治療法のいずれかにランダムに割り当てました。 

治療法のグループは： 

● Aグループ：アテゾリズマブ（新薬）+ベバシズマブ+化学療法（パクリタキセル+カルボ

プラチン） 

● Bグループ：プラセボ+ベバシズマブ+化学療法（パクリタキセル+カルボプラチン） 

 
治療期間が終了した後は，がんの再発を阻止する治療法である「維持療法」を行い

ました。 

 

それぞれの治療を受けた患者さんの人数と，その薬を使用した頻度を表に示しています。 

 
 

 Aグループ 

アテゾリズマブ+ 

ベバシズマブ 

および化学療法 

Bグループ

プラセボ+ 

ベバシズマブ 
および化学療法 

各グループでの参

加人数（コンピュー

タで選択） 

651 650 

実際に薬を使用した

人数 
641 645 

薬の使用方法 静脈に注射します 静脈に注射します 

各3週間の治療サイク

ル（計6サイクル）で薬

を使用したタイミング 

アテゾリズマブ：1日目 

パクリタキセル：1日目 

カルボプラチン：1日目 

ベバシズマブ：2サイクル目

の1日目（既にがんを切除す

る手術を受けた人のみ） 

 

手術前にベバシズマブの使用 

を開始した人は，4回の治療サ

イクルでのみ，ベバシズマブを

使用しました 

プラセボ：1日目 

パクリタキセル：1日目 

カルボプラチン：1日目 

ベバシズマブ：2サイクル目

の1日目（既にがんを切除す

る手術を受けた人のみ） 

 

手術前にベバシズマブの使用 

を開始した人は，4回の治療サ

イクルでのみ，ベバシズマブを

使用しました 

治療期間終了後に行

われる維持療法（計

16サイクル） 

アテゾリズマブ+ 

ベバシズマブ 

プラセボ+ 

ベバシズマブ 
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治験はまだ行われています。一部の患者さんは治験薬での治療を中止し，治験の「フォローアッ

プ期間」に入ったか，治験を中止したかのいずれかになります。この図は，治療期間と治療期間

外に起こったことについての情報を詳細に示しています。 

 

 

 

治験に参加している患者さんが治療を中止したり，維持療法の期間を完了したりする

と，健康状態をチェックするために，より頻回な治験実施医療機関への来院や電話で

の対応が必要です。これは，治験に参加した患者さんの生存情報を収集するために重

要です。 

4. これまでにどのような結果が得られましたか？ 
 

質問：AグループとBグループでは，治験開始からどのくらいの時間でがんが悪化

しましたか？ 

AグループとBグループで，がんが悪化しなかった期間を調査しました。 

悪化とは，がんが体の別の部分といったさらに遠くへ広がったり，大きくなったりということが検

査により示された状態です。 

● Aグループでは，治験薬開始後平均約19.5か月がんが悪化しませんでした。 

● Bグループでは，治験薬開始後平均約18.4か月がんが悪化しませんでした。 

● 各治療群のこれらの数値は平均値で，より長い期間がんが悪化しなかった患者さんもいれ

ば，より早期に悪化してしまった患者さんもいたことを意味します。 
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この章では，治験から得られた主な結果のみを示します。他のすべての結果についての情報は，

本説明文書の最後にあるWebサイトで確認できます（「8. 本治験についてより詳しい情報を知りた

い場合，どうしたらよいですか？」を参照）。 

5. これまでにどのような副作用が起きましたか？ 

副作用とは，治験中に起こりうる医学的な問題（めまいなど）のことです。 

● 本説明文書に記載されている副作用は，治験担当医師が治験薬との因果関係があると判
断したために記載されています。 

● 本治験に参加したすべての患者さんに副作用がみられたわけではありません。 

● 副作用の重症度は，軽度から重度までさまざまです。 

● 副作用は人によって異なります。 

● ここで報告されている副作用は，この治験から得られたものであることを認識しておくことが

重要です。そのため，ここに示した副作用は，他の治験でみられたものや，お薬の説明書に

記載されているものとは異なる可能性があります。 

● 重篤な副作用でよくみられた副作用を以下に示します。 

  重篤な副作用 

生命を脅かすか，患者さんが入院での治療を必要とするか，持続的な問題を治療する必要があ

るような副作用は「重篤」とみなされます。 

本治験では，100人のうち28人（28%）の割合で，治療薬（アテゾリズマブ，プラセボ，ベバシズマ

ブ，パクリタキセル，カルボプラチン）が原因の重篤な副作用が1つ以上みられました。下図は，

各グループで治療薬による重篤な副作用がみられた人数を示しています。 
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治験に参加した患者さんの中には，治験薬の1つによって生じた副作用によって死亡したと治

験担当医師により判断された人もいます： 

 

● Aグループでは642人中4人（1%）が亡くなりました。 

● Bグループでは644人中5人（1%）が亡くなりました。 

最もよくみられた副作用 

本治験期間中，ほぼすべての患者さん（99%）に少なくとも1つの副作用（重篤または非重篤）

が認められました。下図は，副作用がみられた各グループの人数を示しています。 
 

 

 

 

下図は，両グループで最もよくみられた10種類の副作用を示しています。複数の副作用がみ

られた人もいました。 
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下図は，副作用のために薬の使用を中止しようと決めた人の数を示しています。 

 

 

 

その他の副作用 

上記に記載されていないその他の副作用に関する情報については，本説明文書の最後に掲

載されているWebサイト（「8. 本治験についてより詳しい情報を知りたい場合，どうしたらよいで

すか？」を参照）をご覧ください。 
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6. 本治験はどのように役立ちましたか? 

ここに示した情報は，進行性の卵巣がん，卵管がん，または原発性腹膜がん患者さん1301人

を対象とした1つの治験から得られたものです。これらの結果は，アテゾリズマブ+ベバシズマブ

および化学療法（パクリタキセル+カルボプラチン）がこれらの種類のがん治療にどの程度有効

であるか，またこの薬がどの程度安全であるかについて，より多くを学ぶことに役立ちました。 

 
全体として，本治験では，ベバシズマブおよび化学療法（パクリタキセルとカルボプラチン）にア

テゾリズマブを追加しても，ベバシズマブおよび化学療法（パクリタキセルとカルボプラチン）の

みと比較してがんが悪化するまでの時間は変わらないことが示されました。 

 

アテゾリズマブ+ベバシズマブおよび化学療法を受けた人は，プラセボ+ベバシズマブおよび化

学療法のみを受けた人よりも，治験薬による重篤な副作用が多くみられました。本治験に参加

した人たちでは，他の治験でこれらの薬を使用した人たちにみられなかった新たな副作用はあ

りませんでした。 

7. 他の治験の計画はありますか? 

この他，アテゾリズマブの安全性および効果を検討する治験が実施されています。これらの治

験では，例えば，様々な状況におけるアテゾリズマブの使用が検討されています： 

● 女性生殖器系に影響を及ぼす他の種類のがん。 

● 再発または他の治療で効果がみられなかった卵巣がん。 

● 乳がんや肺がんなど，他の種類のがん。 

8. 本治験についてより詳しい情報を知りたい場合，どうしたらよいで

すか？ 

本治験に関する詳しい情報は，以下に掲載のWebサイトでご覧いただけます： 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03038100 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-003472-52 

● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/oc/a-study-of-atezolizumab-

versusplacebo-in-combination-with-pacli.html 

本治験の成績についてもっと知りたい場合，論文の正式なタイトルは「Atezolizumab, 

bevacizumab, and chemotherapy for newly diagnosed stage III/IV ovarian cancer: placebo-

controlled randomized phase III trial (IMagyn050/GOG3015/ENGOT-OV39)」です。科学論文の

著者は以下の通りです。Kathleen Moore, Michael Bookman, Jalid Sehouli, Austin Miller, Charles 

Anderson 他。論文はJournal of Clinical Oncology, 2021; DOI: 10.1200/JCO.21.00306に掲載さ

れています。 

本治験について質問がある場合，誰に連絡すればいいですか？ 

本説明文書を読んだ後にさらに質問がある場合： 

● 中外製薬株式会社問合せ窓口 

E-mail： clinical-trials@chugai-pharm.co.jp 

フリーダイヤル：0120-049699 

上記フリーダイヤルは中外製薬の製品に関する問合せ窓口番号となりますので，電話での

お問い合わせの際には「アテゾリズマブの治験結果の説明文書に関する問合せ」である旨

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03038100
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-003472-52
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/oc/a-study-of-atezolizumab-versusplacebo-in-combination-with-pacli.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/oc/a-study-of-atezolizumab-versusplacebo-in-combination-with-pacli.html
mailto:clinical-trials@chugai-pharm.co.jp
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を最初にご説明ください。 

● ロシュ社ForPatientsプラットフォーム

（https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-of-trastuzumab-emtansine-

-kadcyla--plus-pertuzu-91245.html）にアクセスし，必要事項を記入してください。 

 

本治験に参加し，結果について何か疑問がある場合： 

● 治験実施医療機関の治験担当医師またはスタッフに相談してください。 

自分自身の治療について疑問がある場合： 

● ご自身の担当医にお尋ねください。 

本治験を依頼し，資金を提供しているのは誰ですか？ 

本社をスイスバーゼルに有するF.Hoffmann-La Roche Ltd社です。 

正式な治験名および他の識別情報 

本治験の正式なタイトルは，「初発のステージⅢ期又はⅣ期の卵巣癌又は原発性腹膜癌患者

を対象に，パクリタキセル，カルボプラチン及びベバシズマブとの併用下でアテゾリズマブとプラ

セボを比較する第Ⅲ相多施設共同ランダム化試験」です。 

本治験は別名「IMagyn050」として知られています。 

● 本治験の治験実施計画書番号は：YO39523です。 

● 本治験のClinicalTrials.gov識別子は：NCT03038100です。 

● 本治験のEudraCT番号は：2016-003472-52です。 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-of-trastuzumab-emtansine--kadcyla--plus-pertuzu-91245.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-of-trastuzumab-emtansine--kadcyla--plus-pertuzu-91245.html

