
試験結果の概要 
試験実施者（企業名） 大鵬薬品工業株式会社、第一三共株式会社 

商品名（既承認の場合） ティーエスワン、トポテシン 

有効成分名 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合カプセル剤、

イリノテカン塩酸塩水和物 

試験の名称 切除不能大腸癌の二次治療例に対する CPT-11+5-FU+l-LV 

(FOLFIRI) 療法と CPT-11+TS-1 (IRIS) 療法との第Ⅱ/Ⅲ相臨床試
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公表文献 

（本試験結果の報告文
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主要評価項目： 

Muro K, et al, Irinotecan plus S-1 (IRIS) versus fluorouracil and folinic 

acid plus irinotecan (FOLFIRI) as second-line chemotherapy for 
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study (FIRIS study). Lancet Oncol 2010, 11, 853-860. 

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(10)701

81-9/abstract 

副次評価項目： 

Yasui H, et al, A phase 3 non-inferiority study of 

5-FU/l-leucovorin/irinotecan (FOLFIRI) versus irinotecan/S-1 (IRIS) as 

second-line chemotherapy for metastatic colorectal cancer: updated 

results of the FIRIS study. J Cancer Res Clin Oncol 2014, DOI 
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試験期間 

（最初の被験者の組入

日～最後の被験者の完

了日） 

2006 年 1 月～2010 年 7 月 

試験のフェーズ フェーズⅡ/Ⅲ 

試験の目的 ＜第Ⅱ相＞ 

切除不能大腸癌患者の二次治療例を対象とし、CPT-11+5-FU+l-LV

（FOLFIRI）療法の Feasibility と、CPT-11+TS-1（IRIS）療法の安

全性・有効性を確認する。 

＜第Ⅲ相＞ 

切除不能大腸癌患者の二次治療例を対象とし、CPT-11+TS-1（IRIS）

療 法 の 臨 床 的 有 用 性 を 、 標 準 治 療 の ひ と つ で あ る

CPT-11+5-FU+l-LV（FOLFIRI）療法を対照として、ランダム化比

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(10)70181-9/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(10)70181-9/abstract
http://rd.springer.com/article/10.1007/s00432-014-1783-3


較試験で非劣性を検証する。 

試験の方法 オープンラベルによる多施設共同第 2/3 相臨床試験 

被験者数 

（計画時・解析時） 

計画時：400 

投与例数：426（FOLFIRI 群：213、IRIS 群：213） 

有効性解析例数：426（FOLFIRI 群：213、IRIS 群：213） 

対象基準 組織学的に大腸癌と診断された症例 

原発巣が切除不能か、遠隔転移の 1 つ以上が切除不能である症例 

切除不能大腸癌に対して初回化学療法を受けた症例 

年齢が 20 歳以上 75 歳以下の症例 

ECOG PS：0-1 

年齢：20 歳以上 75 歳以下 

性別：両方 

被験薬、用量・投与方

法、ロット番号 

被験薬： 
一般名 略名 商品名 

イリノテカン塩酸塩水和物 CPT-11 トポテシン点滴静注、等 
テガフール・ギメラシル・オテ

ラシルカリウム配合カプセル

剤 

TS-1 ティーエスワンカプセル20 
ティーエスワンカプセル 25 

用量・投与方法（IRIS 群）： 

CPT-11 (125mg/m2)を day 1 と day 15 に 90 分静注し、TS-1 は day 1

から day 14 まで 1 日 2 回（朝・夕）食後に 14 日間連日経口投与

する。TS-1 の投与量は、体表面積に合わせ 40-60 mg/回（80～

120mg/day）とする。4 週を 1 コースとして、試験治療中止基準に

該当するまで投与を繰り返す。 

ロット番号：該当しない。 

対照薬、用量・投与方

法、ロット番号 

被験薬： 
一般名 略名 商品名 

イリノテカン塩酸塩水和物 CPT-11 トポテシン点滴静注、等 
フルオロウラシル注射液 5-FU 5-FU 注 250、等 
レボホリナートカルシウム注

射剤 
l-LV アイソボリン注 25mg、等 

用量・投与方法（FOLFIRI 群）： 

CPT-11 (150mg/m2) 90 分静注、l-LV (200 mg/m2) 2 時間静注を同時

に開始し、l-LV 終了直後に 5-FU (400 mg/m2) を急速静注、その後

インフューザーポンプ等を用いて 5-FU (2,400 mg/m2)を 46 時間で

持続静注する。投与を day 1 と day 15 に行い、4 週を 1 コースとし

て、試験治療中止基準に該当するまで投与を繰り返す。 

ロット番号：該当しない。 

エンドポイント 主要評価項目：無増悪生存期間 Progression-free survival（PFS） 

副次評価項目：全生存期間 Overall survival（OS）、奏効率 Response 

rate（RR）、副作用・有害事象、医療経済 



統計手法 無増悪生存期間において、FOLFIRI群に対して IRIS群が非劣性（非

劣性限界 1.333）であることを検証する目的で、次の割付調整因子

（前治療としてオキサリプラチン有無、ECOG Performance Status） 

及び割付群を層にしたログランクスコアに基づき、割付群のハザ

ード比の両側 95%信頼区間を Peto 法を用いて算出する。その信頼

区間の上限値が非劣性限界を下回ることを検証する。 

要約・結論 主要評価項目： 

FOLFIRI 群の PFS（中央値）は 5.1 ヵ月、IRIS 群の PFS（中央値）

は 5.8 ヵ月、調整ハザード比は 1.077（95%信頼区間、0.879－1.319）

であり、95%信頼区間の上限が非劣性限界 1.333 を下回ったことか

ら、PFS における IRIS 群の FOLFIRI 群に対する非劣性が検証され

た（非劣性 p 値＝0.039）。 

副次評価項目： 

FOLFIRI 群の OS（中央値）は 17.4 ヵ月、IRIS 群の OS（中央値）

は 17.8 ヵ月、調整ハザード比は 0.900（95%信頼区間、0.728－1.112）

であり、95%信頼区間の上限が非劣性限界 1.333 を下回ったことか

ら、OS における IRIS 群の FOLFIRI 群に対する非劣性が検証され

た（非劣性 p 値＝0.0003）。 

有害事象・副作用： 

IRIS 療法は、FOLIRI 療法に比し Grade3 の下痢の発現頻度が高か

ったが、減量・休薬によりコントロールが可能であった。 

結論： 

IRIS 療法は切除不能大腸癌の二次治療において、FOLFIRI 療法に

代わり得る。 

本概要の作成日 2014 年 12 月 9 日 

 


