
　昨日の会長講演で、Richard L. Schilsky, MDは
すべての患者およびすべての腫瘍の治療の個別化
が必要であることを訴えた。全世界でがんによる負
担が増え続けているため（2030 年までには 3倍に
なると予測されている）、Dr. Schilskyは、個 人々を
可能なかぎり最良の方法で治療するのに必要な課
題と方法を検討することがますます重要になってき
ていると述べた。「われわれは現在、がんによる病
状が個々の患者で異なり、生物学的自然史もがん
ごとに違うように、がんは各々特徴と予後が異なる
小さいサブセットから構成されており、それらに対
しては個別化した治療計画が必要であることを認
識している」と述べた。Dr. Schilskyはステージ II
乳がん患者に対するpaclitaxelの例を挙げ、バイオ
マーカーであるERおよび HER2を用いることで、
この治療に対する応答が良好な患者の予測が可能
であると指摘した。こうしたアプローチを用いるこ
とで、個々の患者にとっての最適な治療戦略を策
定でき、その費用が劇的に低減されると述べた。

　Dr. Schilskyは、現在および今後の「がん治療
の個別化」の意味と、この領域での取り組みの増
加により、がん治療の全体を改善できる方法につ
いて論じた。オンコロジストが現在直面している課
題は、医療費の急速な増加、腫瘍を専門とする労
働力の減少、救命治療が普遍的に使用できないこ
となどがある。

　ASCO ではすでに、真のがん治療の個別化
時代に向けて、多数の提言を策定している。こ
れらの1つは、労働力と臨床実務の効率の改善
の必要性である。
　ASCOでは最近、革新的実務モデルとそれらが
治療にどのように影響するかを特定するためのパイ
ロット研究を開始し、そして、腫瘍を専門とする労
働力の流れを予測するためのデータベースを開発
中である。
　腫瘍関連の労働力の多様性の問題を取り扱うた
め、ASCO、Susan G. Komen for Cure®、および
ASCO Cancer Foundation® は、最近、Diversity 
in Oncology Initiativeに着手した。
　また、ASCO Cancer Foundation® およびその
他のリソ―スにより、ASCOは臨床およびトランス
レーショナルリサーチへの資金提供の向上に努め
ている。過去25 年間にASCOは有望な研究者に
5,000万ドル超を贈っている。
　さらに、ASCOではがん治療のコストに関する
問題を積極的に扱っているとDr. Schilskyは述べ
た。治療費に関するプロジェクトチームが最近結成
され、医療提供者と患者のコミュニケーションの重
要性、治療費に関する教育ツールの開発、がん治
療の重要性の定義、がん治療の費用急増を引き起
こしている根本要因の理解のために活動すること
など、いくつかの勧告を即座に出した。
　Dr. Schilskyは、治療の個別化の改善は、悪化
する費用環境の改善に向けた長い道のりとなるであ
ろうと述べた。例えば、リンパ節転移陰性乳がん
で進行中のTAILORx試験は、化学療法および/

または内分泌療法が有益な患者、ならびに化学療
法を完全に回避できる患者の予測を目的としてい
る。成功すれば、この試験は、ER陽性リンパ節
転移陰性の乳がん患者の約 40%への高価で毒性
が発現するおそれがある化学療法の必要性を排除
できると思われる。
　このタイプの予測力のもう1つの例は、転移性大
腸がん患者でのK-ras 変異状態の利用である。最
近の報告で、治療指針としてK-ras 変異状態を利
用すれば全体として年間約6億ドルを節約できると
推定されている。
　ASCOは緩和ケアおよび生存者対策プランの改
善にも取り組んでいる。ASCOは、すべての生存
者がプライマリケア医の元に戻った場合のプランの
テンプレートを開発したとDr. Schilskyは述べた。

　臨床腫瘍学でのこうした有望な進歩があっても、
多くの大きな課題が進歩を妨げている。最も重要
なものの1つは、Dr. Schilskyによれば、新しいが
ん治療薬の開発のための現在の臨床試験の枠組み
であるという。開発中のがん治療薬は 700を超え
ると推定されるが、成功率は全医薬品中で最も低
く5%～ 8%である。この理由には、動物モデル
での予測が不十分なこと、患者集団の不均一性、
「臨床ベネフィット」の意味に関する合意がないこ
となどがある。こうした問題の解決は困難であろう
とDr. Schilskyは述べた。
　臨床試験の実施に関わる非常に大きな困難をさ
らに明らかにする例として、現在のCALGBのガ
イドラインでは第 III 相試験を開始するまでに 580
日におよぶ 370 段階の手続きを必要としている。
「治験を開始して、最初の患者を登録するまでに各

施設での官僚主義的な事務手続きに数ヶ月かかる。
科学はこのペースに耐えられないくらい速く動いて
おり、患者は待つことができない。この問題をすぐ
に解決しなければならない」とDr. Schilskyは述
べた。
　Dr. Schilskyは、がん治療の改善と個別化のた
め、工学、生物学から情報工学や社会科学までの
広範囲の分野の知識を取り入れる必要性を強調し
て結論とした。この目標達成のため、100カ国に
27,000 名を超える会員をもつASCOの位置づけは
重要であると述べ、「知識とリソースを集め、デー
タを共有し、エビデンスベースの個別化治療を実
施して、われわれの患者、われわれの職業、そし
てわれわれが生活している社会にベストを尽くそう」
と締めくくった。■

消化器がんにおける分子標的治療の将来
　分子標的治療時代の今日においても消化器腫
瘍の治療はいまだに困難である。土曜日に行われ
た Clinical Science Symposium、 “Looking into 
the Crystal Ball: Up and Coming Agents for 
Treating Upper Gastrointestinal Cancers”では、
なぜいまだに困難なのかという問題に焦点が当て
られ、現在浮上しつつあるいくつかの分子標的治
療薬に期待は持てるか、これらの薬剤による治療
でベネフィットを得られる患者の同定は可能か、な
どの問題が扱われた。
　インスリン様増殖因子（IGF）関連シグナル伝
達経路における一塩基変異多型（SNPs）の意
義 に 関 するMD Anderson Cancer Center の

Rachna T. Shroff, MD の発表（Abstract 4500）
を 受 け、Johns Hopkins University の Manuel 
Hidalgo, MD, PhDは膵臓がんに関する予後因子
はいくつかあるが、IGF1受容体（IGF1R）治療
に対する治療効果を予測するマーカーは存在しな
いとし、局所進行膵臓がん症例における良好な生
存に関連するIGF1Rおよびインスリン受容体基質
1（IRS1）の SNPs は、IGFR 経路を標的とする
分子標的治療薬でベネフィットを得られる患者の
同定には役立つ可能性があると述べた。しかし、
Dr. Hidalgo は、腫瘍の SNPsは IGF1シグナル
伝達経路における血清タンパクレベルに影響を及
ぼすことが知られているため、腫瘍サンプルでの
SNPsの同定が重要である、と述べた。
　MD Anderson Cancer Center の Lee M. Ellis, 
MD は、Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center のMinaxi P. Jhawer, MDが発表した研
究から得られた知見に焦点を当てたが、同研究
では foretinibが転移性胃食道がんには無効であ
るという報告がなされた（Abstract 4502）。Dr. 
Ellis は、がんは自らの生存および維持でいくつか
の遺伝子依存性（あるいは「遺伝子依存症」）で
あるため、疾患と治療標的のマッチングは重要で
あるとし、「foretinibは単剤として用いられたため、
この研究は c-Met ががん遺伝子依存症的な標的
であるか否かを問うことになった」と述べた。し
かし、c-Metは上部消化器がんで発現する多くの
チロシンキナーゼ受容体の1つに過ぎず、しかも、
c-Met の増幅は評価可能例 59 例のうち 3例のみ

という低頻度で認められた。
　オンコロジストがさらに前進するうえでいくつか
の課題が認識されなければならない。Dr. Ellis は
「（胃食道がん症例を）グループ化することはロジ
スティックな理由で便利といえるが、胃食道がん
症例における腫瘍は分子的にも臨床的にも明確に
違うものである」とし、「サブタイプを追加するこ
とにより、腫瘍標的に対する効果の向上への能力
を失うことになる」と述べた。さらに、治療抵抗
性がんに対する分子標的治療薬単剤療法の第Ⅱ
相試験での評価は、単剤で複数の標的をカバーす
る場合も、推奨されない」と結論した。
　転移性膵臓がんは、これまで複数の分子標的
治療薬がほとんど成功していない疾患であるが、
University of Chicago の Hedy L. Kindler, MD
により発表されたconatumumab（AMG 655）の
第Ⅰb 相試験（Abstract 4501）では、転移性
膵臓がん治療での今後の研究に期待が持た
れる結果であった。Conatumumab は death 
receptor5（DR5）を標的とし、アポトーシスを
誘発するものである。Dr. Kindlerらによる研究
では、転移性膵臓がん症例 13 例を対象に標準
的な gemcitabine 療法に conatumumab が併
用された。論評に立った Cancer Research UK
のDavid A. Tuveson, MD, PhD は、全生存期
間 11ヶ月および無増悪生存期間 5.3 ヶ月という
成績からgemcitabineと conatumumab の併用
は第Ⅱ相試験での評価に値する治療法である、
とした。■
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Cancer: Definition and Therapeutic Insight”は、本日の午後
4時 30 分から6時までWest Hall D2にて開催され、特に午
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Lymphoma
Oral Abstract Session: Lymphoma
Presenter: Nicolas Mounier
(Abstract 8507)
Discussant: John P. Leonard, MD

　第II相試験において、高用量doxorubicin、
cyclophosphamide、vindesine、bleomycin、
prednisone (ACVBP)へのrituximab 375 mg/
m2追加が、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
(DLBCL)患者のプアリスク患者の生存を改善す
ることが示された。3年無増悪生存率は本群で
は75％であったが、ACVBPのみを投与された
対照患者では58％であった。3年全生存率は、
それぞれ78％、67％であった。

Melanoma
Oral Abstract Session: Melanoma
Presenter: Jonathan S. Cebon, MD, PhD

(Abstract 9004)
Discussant: Suzanne Louise Topalian, MD

　ステージII (the American Joint Committee
のCancer staging systemにより分類) の黒色
腫233例の3つのがん精巣抗原(CTAgs)発現
の解析により、MAGE-A1、MAGE-A4、NY-
ESO-1が互いに共発現しており、これらの発現
は無再発生存率(RFS)を低下させることが示さ
れた。多変量解析では、CTAｇ発現は、潰瘍形
成やBreslow肥厚に匹敵する、RFS低値と相関
する独立した変量であった。

Oral Abstract Session: Melanoma
Presenter: Alexander C. J. van Akkooi, 
MD
(Abstract 9005)
Discussant: Suzanne Louise Topalian, MD

　黒色腫特異的生存(MSS)は、Rotterdam基
準によるセンチネルリンパ節(SN)腫瘍量と相
関することが明らかにされた。the European 
Organization for Research and Treatment of 
Cancer(EORTC) Melanoma Groupが行った

試験におけるSN陽性黒色腫患者595例の長期
追跡調査によると、0.1mm未満のSN腫瘍量の
患者は、再発率が非常に低く、MSSが優れてお
り、SN陰性黒色腫細胞患者の成績とほぼ同等
であった。

Oral Abstract Session: Melanoma
Presenter: Eva Hernando, PhD
(Abstract 9006)
Discussant: Suzanne Louise Topalian, MD

　転移性黒色腫患者において、18microRNA
(miRNA)のシグネチャーが患者の予後良好因
子である可能性を示す新しいデータが報告さ
れた。ホルマリン固定、パラフィン包埋された組
織標本のRNAを検討したところ、18miRNAs
のアップレギュレーションが全生存と再発後
生存の改善と相関する可能性が示された。
10miRNAsのサブセットのシグネチャーは、転
移性疾患の他の患者群で交差確認されている。
これらの成績から、黒色腫患者のバイオマー
カーとしてmiRNAsが有用な可能性が示唆され
ている。

ASCOはがん緩和ケアをがん研修や臨床に統合した新しいゴールを設定
　ASCOが作成した新しい推奨事項では、が
ん研修および実地臨床における総合的な緩
和ケアの必要性が強調された。Jamie H. Von 
Roenn, MD（Northwestern University） が
座長を務めた昨日のEducation Session“The 
Integration of Palliative Care into Oncology: 
A Role for ASCO”では、この新しいトピック
スに焦点が当てられた。
　がん治療における緩和ケアの必要性は、過
去 30 年間に得られたエビデンスから明示され
てきた。その中には、持続的なコントロール不
良の疼痛、苦痛、他のQOL障害に悩まされて
いるがん患者は多いことを示した Institute of 
Medicine の一連の報告書も含まれる。こうし
た知見があるにもかかわらず、1998 年の調査
では、ASCO 会員の 90％は疼痛と緩和ケアは
試行錯誤中であると回答した、とCharles F. 
Von Gunten, MD, PhD（San Diego Hospice 
and Palliative Care）は語った。オンコロジス
トや他の医療従事者は、教育や研修を通じて
緩和ケアのスキルを磨く機会を必要としている。
オンコロジー領域をリードする学会として　
ASCOは、こうした課題を解決する立場にある。
　最も重大な課題は、疼痛緩和ケアの概念の
再定義である。一般社会、そして一部の医療関
係者の理解とは異なり、緩和ケアは単純な終
末医療ではない。Dr. Von Guntenは、緩和ケ
アを「がん患者の苦痛を和らげ、QOLを改善
する総合的な治療」と定義した。緩和ケアの目
標は患者とその家族に、がんと診断されてから
命が尽きる直前までのがんの経過の中で、彼ら
が生きる能力を与えることである。
　緩和ケアは「日常的ながん治療の中ですべて
のオンコロジストにとって最良の治療」となるべ
きだとDr. Von Guntenは語った。緩和ケアを
重要視するオンコロジストもいるが、すべてのオ
ンコロジストががん治療に加えて、症状や疼痛
の管理、心理的苦痛への対応など、緩和ケア
のスキルを身につける必要がある。がんが複雑
化すると、患者とその家族は、医師、看護師、
薬剤師、緩和ケアの研修医などから構成される
緩和ケアチームを含む総合的、包括的治療に
よる恩恵を受けることが多くなる。
　Florian Strasser, MD（Cantonal Hospital, 
Switzerland）は、緩和ケアに関する新しい

ASCO 推奨事項の世界的な影響について、最
近のEuropean Society for Medical Oncology 
（ESMO）の方針に着目しながら論じた。米国
に比べて欧州諸国の多くや他の国々では、緩和
ケアに対するアプローチには大きなばらつきが
ある。ESMO Palliative Care Working Group 
（PCWG）は 1999 年に設立され、多くの国が
参加している。ESMO PCWGは、緩和ケアの
研修において、能力評価に加えて、9 つのコ
アとなるスキルの習得を求めている。能力レベ
ルは Expert、Skilled、Familiar に分類され、
緩和ケアにおけるASCOの基準、Primary、
Secondary、Tertiaryと同様である。ESMO
とASCOの方針は、オンコロジストと緩和ケア
専門医からなる組織を想定している点も類似し
ている。ESMOと同様にASCOでは、オンコ
ロジストと緩和ケア専門医との間に、密接なコ
ミュニケーションや共同作業などダイナミックな
協力関係を想定している。ESMOで特徴的な
のは、標準的な緩和ケアの基準に合致し、そ
れを上回る体制を整えた欧州のがんセンターに
インセンティブを用意していることである。
　Dr. Von Roenn は、質が高く、総合的な
緩和ケアを実践するためのASCO 推奨事項
について論じた（詳細は Journal of Clinical 
Oncology 誌最新号を参照のこと）。ASCO 推

奨事項は、がん診療の経験に基づき、質の改
善を促進するという観点から、方針、薬剤使
用、研究、教育、そして緩和ケアが変更された。
Dr. Von Roenn は ASCO および 2008 Task 
Force on Palliative Careが承認した推奨事項
のいくつかを紹介した。
・ 緩和ケアに関する教育的資源をインターネット
あるいは他の方法で更新し、配信する
・ 研修資料をフェローシップ研修プログラムで
すぐに利用できるように作成する
・ フェローを対象とした緩和ケアプログラムを
有する施設のリストを、米国あるいは国際的
なすべてのがんプログラムに公表する
・ がんの試験における緩和ケアに関する問題数
を増やす
・ 緩和ケアのトピックスと疾患特異的な項目を、
がん緩和ケアとして統合する
・ すべてのがんのフェローシッププログラム
で、緩和ケアについて 1ヶ月間の研修を行う
（ASCO未承認事項）
　Dr. Von Roennは、これらの推奨事項は、
まだ新しく限定的な事項も存在するが、ASCO
は緩和ケアの将来に献身的に取り組むことは明
らかであると強調して講演を締め括った。■
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　成人急性白血病（AAL）に対する臨床
医の理解は急速に深まっており、Clara D. 
Bloomfield, MDによれば、遺伝子知見に基づ
く個別化治療の「未来は明るい」とのことである。
Dr. Bloomfieldはprofessor at The Ohio State 
University Comprehensive Cancer Center
で、成人白血病およびリンパ腫の領域で先駆的
研究者であり、土曜日のOpening Sessionで
2009 David A. Karnofsky Memorial Lecture、
“Importance of Genetic Heterogeneity in 
Curing Adult Acute Leukemia”を行った。
　「われわれは成人の急性白血病を治癒す
るため 45 年間長い道を歩いてきた」とDr. 
Bloomfieldは述べた。化学療法の進歩により、
AALは治癒できない疾患からかなりの比率で
治癒できる疾患に変わった。遺伝子知見は、
診断、予後、そして治療の選択にますます利用
されるようになってきており、特定の遺伝子欠
損を標的とする新たな治療薬が利用できるよう
になっている。こうした新しい治療薬の化学療
法および他のモダリティとの併用により治癒率
が大きく上昇するであろうとDr. Bloomfieldは
述べた。
　また、AALが治癒不可能と考えられ、多く
のタイプの成人白血病の治療が非倫理的である
と考えられた時代にAALの治療の提唱を主導
したDr. Karnofskyに敬意を表して名付けられ
たこのレクチャーで、このメッセージを伝えるこ

とは誇らしいことであると述べた。
　「創成期のオンコロジストのひとりであるDr. 
Karnofskyは、『治癒の障壁を打破する』ため
の基礎的な土台作りの多くを行った。そして実
際、われわれはAALの治癒の障壁を打ち破っ
た」と、Dr. Bloomfieldは述べた。
　2009 年において、60 歳未満の急性リンパ性
白血病（ALL）患者の38%および急性骨髄性
白血病（AML）患者の35%が生存しており、5
年以上継続して無病期間があり、外見上は治癒
している。正しい治療法を選択することで、急
性前骨髄性白血病（APL）のようないくつかの
遺伝子型の白血病では、現在、成人の少なくと
も80%以上が治癒している。
　「70 歳超のAML患者でも分子サブグループ
を考慮すれば予後は良好な場合がある」とDr. 
Bloomfieldは述べた。AMLは現在治癒可能
な疾患であり、60 歳未満の新規 AML患者の
1/3 は現在治癒しており、60 歳以上の患者の
5%～10%が治癒している。
　AMLおよびALL患者の治療の選択で用い
られる最も重要な因子は細胞遺伝学および分
子遺伝学である。これらの知見は、診断、予後、
適切な治療の選択の改善をますます可能にして
いる。遺伝的発見はますます臨床で応用される
ようになっており、実地診療ガイドラインに含ま
れ、また、あるタイプのAALでは分子標的治
療がルーチンで用いられるようになっている。

　Dr. Bloomfield は、AAL の 3 つの細胞遺
伝学的サブタイプ、core-binding factor （CBF） 
AML、細胞遺伝学的に正常なAML（CN-
AML）、フィラデルフィア染色体陽性（Ph+）
ALL の治療における細胞遺伝学および分子
不均一性の重要性を論じた。
　Dr. Bloomfieldらは、1998 年、高用量の
cytarabine の治癒効果が細胞遺伝学的グ
ループ間で有意に異なることを示した。CBF 
AMLの患者では、正常核型および他の核型
異常のある患者よりも高用量の cytarabine 治
療で完全寛解（CR）がかなり延長したことが
示された。これは、薬物の用量の有効性が
AMLの細胞遺伝学に依存したことの初めて
の実証であったとDr. Bloomfieldは述べた。
　高用量 cytarabine 治療での CBF AML
患者の治癒率は 10% ～ 25% から 55% ～
60%に上昇したが、これでは 60 歳未満の成
人の 40% が治癒されていないため、治療に
対する新たなアプローチが必要であるとDr. 
Bloomfieldは指摘した。また、CBF AMLで
過剰発現されるKIT 遺伝子のような分子マー
カーが役立つ可能性を示唆した。
　KIT 中の突然変異はCBF AMLで再発率
が高いことを独立に予測するため、こうした
突然変異のある患者ではより積極的な治療が
良好な予後につながる可能性がある。特定の
KIT 突然変異を標的としたチロシンキナーゼ
阻害剤（TKI）の追加も有益であるとみられ、
TKIと高用量 cytarabine の併用を評価する
臨床試験も開始された。
　新規 AMLの成人の約 40% ～ 50％は高度

の分子不均一性のあるCN-AMLをもつ。自
己幹細胞移植または 3～ 4サイクルの高用量
cytarabine 化学療法のような治療で 60 歳未
満の CN-AML 患者の約 40% が治癒する。
現在の治療で治癒可能な患者を特定し、残り
の患者向けのよりよい治療を開発するための
分子情報の多数の利用法が研究者により検討
されている。
　CN-AMLの分子的な知見は急速に増大し
ており、見かけの治癒率が約 75% のサブグ
ループおよび新たな標的治療が特定されてい
る。分子プロファイルから患者を層別化した臨
床試験が現在進行中であり、分子情報の利用
は成人CN-AMLの治癒率を 5 年以内に大き
く上昇させる可能性があると思われる。
　Ph+ は ALL の成人の 1/3 に存在し、こ
うした患者は Ph- の成人 ALL 患者より予後
が不良であるとDr. Bloomfield は指摘した。
imatinib の導入前には、Ph+ ALL 患者の
70%が化学療法によりCRを達成するが、同
種幹細胞移植（Allo SCT）を行わないと全患
者が死亡していた。Allo SCT では約 35%が
治癒していた。
　2009 年、事態は大きく変わった。imatinib
単剤（ステロイド併用の有無を問わず）により
高齢患者においてさえ 90% 超の CR がもたら
され、60 歳超の患者では化学療法単独より優
れているようであった。化学療法と imatinib
の併用は、無病および全生存期間の改善のた
めの最良のアプローチであると思われる。現
在のデータは、大部分の患者が治癒でき、
Ph+ ALLはもはやALLの好ましくないサブタ
イプではないことを示唆している。■

オンコロジストは不妊に積極的に取り組むべきである
　がん治療を受けた患者の 30 ～ 80％は妊孕性
喪失のリスクに曝される。しかし全米調査では、
妊孕性について説明し、不妊専門医を紹介し、
教育資材を提供するなど、妊孕性の問題に適切
に取り組んでいるオンコロジストはほとんどいない
（Abstract 9508）。
　「妊孕性の喪失は、多くの人にとって重大な関
心事だが、多くの患者は自分からは相談できない
ことが明らかになった」とGwendolyn P. Quinn, 
PhD, MPH（H. Lee Moffitt Cancer Center and 
Research Institute）は語った。同氏は、昨
日行われた“Patient and Survivor Care Oral 
Abstract Session”で研究の成果を報告し、「オ
ンコロジストは治療のリスクを説明し、治療の選
択肢を相談できる専門医に患者を紹介する責任
がある」と指摘した。
　Dr. Quinnらは、妊孕性に関する知識、考え方
/見込み、障害、診療パターンを調べる質問票を
開発した。調査は、オンコロジストが“American 

Society of Clinical Oncology Recommendations 
on Fertility Preservation in People Treated for 
Cancer”（ASCO.org で入手可能）に則っている
かどうかを調べるようにデザインされた。推奨事
項には、オンコロジストは、生殖能力を有する患
者を治療する場合には不妊のリスクを説明するこ
とと記載されている。
　回収された 613 件の解析で、77％が授乳年齢
にある患者に対して、“常に /しばしば”妊孕性
の問題について説明していたが、Dr. Quinnは、
説明の内容にはリスクの存在を簡単に述べただ
けのものから、十分に説明するものまでばらつき
があったことを指摘した。好ましい態度（態度の
項目で高得点）は妊孕性の説明への寄与度が最
も大きかった。好ましい態度のオンコロジストは、
妊孕性について4.9 倍も説明する傾向があった。
知識の項目で高得点を得たオンコロジストはリス
クと妊孕性温存の選択肢について2.6 倍も説明す
る傾向があった。

　本研究から得られた他の重要な知見は、不妊
専門医への紹介を“まれ /しない”と回答したの
は 24％、教育資料の提供を“まれ /しない”と
回答したのは 60％であったことである。36％近
くがASCOの推奨事項の内容を理解しておらず、
理解していても不妊専門医に必ず紹介していたの
は 22％に過ぎなかった。
　回答者が妊孕性温存の障害として最も高頻度

にあげたのは、時間の制約、温存処置に要する
費用である。最も大きな障害は、患者は妊孕性
温存の選択肢を検討するために治療を遅らせるに
は病期が進行しすぎているという信念であった。
　Dr. Quinnは、「オンコロジストは、患者の病
期が進行し、生存できないかも知れず、すでに子
供も授かっている患者では、妊孕性は懸案事項
でないという先入観を払拭すべきである。相談や
専門医への紹介を行わないと、患者にとって重
大な選択肢が失われることになる」と述べ、患
者向けの情報サイトとして Fertile Hope©（www.
fertilehope.org）を紹介した。サイトにある計算
ソフトは、治療に伴う不妊のリスクを計算する上
で、患者、オンコロジスト双方にとって有用である。
　ASCO Fertility Preservation Guidelines 
Committeeの共同議長であるKutluk Oktay, MD, 
FACOG（New York Medical College-Center for 
Human Reproduction）は、「これは、がん治療
における妊孕性の優先順位と重要性を知らしめる
注目すべき研究だ」と評価し、「理解が足りないと
いう問題に対策を立てる必要がある。学会ではさ
らに積極的に取り組んでいきたい」と述べた。■

増大する成人急性白血病の理解
治療の個別化と予後改善に役立つ遺伝子知見

Core-binding 
factor
(CBF) AML

左：フィラデルフィア染色体陽性ALL（Ph+ ALL）；
右：細胞遺伝学的に正常なAML

t(8;21)(q22;q22) inv(16)(p13q22)

t(9;22)(q34;q11.2)

3つのサブタイプのお話

AALの診断と治癒における遺伝子知見の重要性に関する2009 David A. Karnofsky Memorial Lectureを行う
Clara D. Bloomfield, MD

「オンコロジストは、患者の病期が
進行し、生存できないかも知れず、
すでに子供も授かっている患者で
は、妊孕性は懸案事項でないとい
う先入観を払拭すべきである」

— Gwendolyn P. Quinn, PhD, MPH
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　金曜日のEducation Session、“Controversial 
Issues in the Management of Recta l 
Cancer”では、直腸がん症例における術前療
法、局所切除術、術前化学放射線療法後の術
後化学療法の役割が論議された。同セッショ
ンの演者は、stage II/III 直腸がん患者におけ
る術前化学療法の使用もdownstaging の程度
も標準的治療（術後化学療法）の意義を変え
るものではないと述べた。
　Session ChairであるChicago大学のBruce 
D. Minsky, MDは、T3N0 病変を有し、直腸
間膜全切除術施行例における術後放射線療法
のベネフィットは、少なくとも12 のリンパ節が
陰性な場合、明らかであると述べた。
　Dr. Minskyは、「しかしながら、術前放射
線療法により局所コントロール率は 3～ 4％向
上するが、そのベネフィットはリスクを上回らな
い」とした。
　Dr. Minskyは、術前放射線療法の検討では、
局所コントロールでの向上はみられるが、方法
論が異なっていたとし、考えられる問題として
術前化学療法による過剰な治療がなされていた
可能性が挙げられると述べた。Dr. Minskyは
また、ASCO 2008 で発表された Guilemらの
研究を取り上げ、手術単独施行例は手術施行
時に実に 40％がリンパ節転移陰性であり、術
前化学療法施行例の 22％がリンパ節転移陽性
であり、術後化学療法が必要となるが、術前
化学療法に比べ、術後化学療法では局所コン
トロールで劣るのみならず、毒性の発現が高く、

機能的成績でも劣ると述べた。
　リンパ節転移陽性リスクは腫瘍の肛門縁から
の距離に依存しないため、Dr. Minskyは「直
腸のどこに腫瘍が存在しようが、リンパ節転移
陽性リスクに変わりはない」として全症例で術
前化学療法を行うべきであると述べ、「過剰治
療となる可能性もあるが、術前化学療法を施
行せず手術を行えば術後化学療法が必要とな
るものの、成績は悪くなる」と語った。

　Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
の Philip Paty, MDは、T1直腸がんにおける
局所切除は実際には生検であり、さらなるスク
リーニングにより、さらにポリープや結節性小
病変を同定し、切除するものであると述べた。
その後の陽性リンパ節および局所切除後の転
移病変の存在は、術式の長期的な有効性に関
する新たな疑問につながる。Dr. Paty は、あ
る研究では局所切除術施行例の1/3 に近い症
例でリンパ節転移がみられたとし、「所属リンパ
節転移に関する正確な検出能力の欠如が局所
進行直腸がん症例における治療の個別化を阻

んでいる大きな障害である」と述べ、最大の予
測因子は、腫瘍の粘膜下浸潤の深さであると
した。
　Dr. Paty は、また、転移による病勢の進行
が認められる患者における局所切除術は腫瘍
学的に予後不良となる可能性があるとし、「局
所切除術は、不完全な staging につながると
ともに不完全な局所切除のリスクがあるため、
より根治的な術式に比べ劣る治療手段である」
と述べ、より精度の高い画像診断や術前療法
により局所切除術が十分な治療となる患者を拡
大する可能性があるとした。
　Florida 大 学 の Carmen Joseph Allegra, 
MDは 1990 年の NIH Consensus statement
につながったいくつかの研究を紹介し、化
学療法・放射線療法併用による術後療法が
stage II/III 直腸がん症例における局所コント
ロールおよび生存率を向上させることが示唆さ
れているが、「このコンセンサスは今日の基準
から言えば情けないほどパワーがなく、現在で
は用いられない併用化学療法による研究に基
づいている」と述べた。その後のプール解析
では、化学療法の追加により患者の生存が向
上したものの、2006 年のEORTC の研究は、
そうした結論に疑問符をつけるものであり、こ
の試験における知見は、「術前、術後を問わず、
化学療法は生存に有意な影響を及ぼさない」
というものであった。
　しかしながら、多くの要因によって本
EORTC試験のパワーは低下した。Dr. Allegra

は、切除例の 28％は術後化学療法を施行され
ず、術後化学療法に割り当てられた患者の半
数が2ヵ月の術前化学療法を受けていた。また、
以前の報告における術後化学療法による効果
が 70％（リンパ節転移陰性）であったのに対し、
半数未満がリンパ節転移陽性という結果であっ
たと述べ、「リンパ節転移陽性例では、陰性例
に比べ、予後が不良である」とした。
　Stage II/III 直腸がん症例における化学
療法の使用を支持する圧倒的なエビデンスか
ら、残された問題は化学療法レジメンと用量
の最適化に関するものである。Dr. Allegra
は、現在のデータの多くが示すことは、既存
の fluorouracilレジメンはいずれもほとんど有
効性が同等であるが、Adjuvant Treatment 
of Colon Cancer (MOSAIC) 試験の結果から
すれば oxaliplatinの追加はベネフィットをもた
らすということであると述べた。Bevacizumab
や cetuximab などの薬剤が、現在、結腸が
ん患者で検討されており、その結果の一部
は、本日午後のPlenary Sessionで発表され
るWolmarkらの報告を含め、近いうちに明ら
かになる。■

直腸がんにおけるリンパ節転移の検出と補助療法の論議

前立腺がんにおけるシグナル伝達経路に関する新たな研究で
臨床的意義が解明
　土曜日の Clinical Science Symposiumで
発表された 3件のトランスレーショナルスタディ
は、今後、実地臨床で大きな意味をもつと思
われるシグナル伝達経路の新たなバリエーショ
ンに光を投げかけた。“Signal Transduction 
Pathways in Prostate Cancer”で発表された
研究は、原発性がんのリスクにおけるPTEN/
Akt/mTOR 経路および TMPRSS2/ERG 遺
伝子融合、ならびに転移性前立腺がんにおけ
る腫瘍内アンドロゲン合成およびアンドロゲン
受容体のアップレギュレーションを中心とする
ものであった。
　局所進行前立腺がん患者 32 例での前立腺
切除前 rapamycin 治療の小規模薬物動態研
究では、前立腺根治切除前 14日間の最大耐
用量（3mg/日）で全血中より前立腺組織中の
rapamycin 濃度が高いことが示された（組織
中 7.1 ～ 47.2ng/g、全血中 3.2 ～ 19.2ng/ml
の範囲）。Aktリン酸化に対する負の影響のな
い患者の半数超で、腫瘍 p-S6 阻害のベースラ
インからの 60%（中央値）低下がみとめられた。
　Johns Hopkins University の George 
Netto, MD がこうした知見を発表したが、前
立腺がんおよび PTEN欠失を特徴とする他の
数種の悪性疾患におけるmTOR（mammalian 
target of rapamycin）の役割は依然として
議論があるところなので、rapamycinでの
治療も論争となっている。Dr. Netto の発表

の討論の中で、Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center の Neal Rosen, MD, PhDは、
rapamycinの役割を「ひいき目に見てもよいと
は言えない」とした。シグナル伝達の初期段階
でのPTEN 腫瘍抑制遺伝子の阻害が、下流
のmTORがん遺伝子を有効にするための活性
化機序であることに同意しつつ、rapamycin
が 2 種のmTOR 経路の一方のみを阻害する
と指摘した。結果として、一方の経路に沿って
p-S6 阻害が起こりうるが、ここで阻害が細胞
増殖低下に変わるというエビデンスはなく、実
際にフィードバック機構によりAktシグナル伝
達が増強されてmTOR がんタンパクを増加さ
せる可能性がある。Rapamycinにみられるこ
のような限界により、前立腺がんの臨床試験
で全生存がわずかにしか改善しない理由が説
明できるかもしれない。「Dual mTOR 阻害剤
単独、またはmTORキナーゼ阻害剤の併用で、
今後、こうした欠陥が取り除かれるであろう」
とDr. Rosenは結論した。
　前立腺がんでこれまで同定されたおよそ15
種の遺伝子融合のうち、腫瘍の 50%超でみと
められたものは、がん遺伝子TMPRSS2-ERG
融合中のMet160Val 一塩基多形（SNP）であ
る。Fox Chase Cancer Center の Prostate 
Cancer Risk Assessment Program（PRAP）
で高リスクの男性の前立腺の悪性形質転換に
おけるこのSNPの役割が検討された。Veda N. 

Giri, MDが発表したこの研究では、前立腺が
んの家族歴のある白人 231 名および家族歴の
有無を問わない 400 例の黒人を対象とした。
　前立腺がんの発症は、最短 1年のフォロー
アップ検査後、Met160Val の遺伝子型が CC
の白人に比べ CT/TT遺伝子型で有意に迅
速であった（p=0.0058）。CC 遺伝子型と比
較した CT/TT遺伝子型関連の前立腺がん
のハザード比は 2.55 であった（p=0.022）。こ
うした知見は、TMPRSS2-ERG 遺伝子中の
Met160Val バリアントのTアレルが高リスク白
人男性でのがん診断までの時間の評価に有用
である可能性を示唆する。
　白人男性と黒人男性の間で遺伝子型分布の
有意差はなかったが、黒人男性について疾患
発症までの時間若しくはハザード比のパターン
はみとめられなかった。しかし、前立腺がん
の家族歴は黒人集団の組み入れ基準ではなく、
サブセット解析を行っていないため、家族歴と
遺伝子型パターンとの間の相関に関する指標は
ない。
　Prostate Cancer Genome Groupが実施し、
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center の
Nicholas Mitsiades, MD, PhD が報告した研
究で、性腺摘除抵抗性の転移性前立腺がんの
腫瘍内ステロイド産生に至る因子のいくつかが
確認され、一部が定量された。この研究で、
29 種の正常前立腺組織サンプル、112 の原発

性前立腺がん、19 の転移性前立腺がんの遺伝
子発現プロファイルを、アンドロゲン受容体を
コードする 40 種のｍ RNA 、アンドロゲン合
成に関与する28 種の酵素、アンドロゲン不活
性化に関与する10 種の酵素と比較した。転移
性腫瘍は、正常組織および原発腫瘍よりも高
い平均転写レベルでアンドロゲン受容体および
数種のステロイド合成酵素を発現した。逆に、
アンドロゲン不活性化因子のmRNAの発現
は、原発性腫瘍、転移性腫瘍とも正常組織よ
り低かった。個々の腫瘍中のアンドロゲン受容
体および 28 種のステロイド形成転写物に関す
る分析で、すべての転移がんは正常組織と比
較して最低 1種の転写物（範囲 2～14、中央
値 5）を発現し、原発性病変の 76%が最低 1
種の転写物（範囲 2～ 66、中央値 2）を過剰
発現していた。
　この研究の知見から、転移性前立腺がん
と闘うための薬物開発に関する現在の 2 つの
バリデートが検証されると思われる。すなわ
ち、MDV3100 のような新規抗アンドロゲン
とabiraterone のような CYP17 阻害剤であり、
どちらも初期臨床試験中である。■

「所属リンパ節転移に関する正確
な検出能力の欠如が局所進行直
腸がん症例における治療の個別化
を阻んでいる大きな障害である」

— Philip Paty, MD
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　金曜日のEducation Session、“Bone Health 
in Breast Cancer : Insights from Basic 
Science and Clinical Research”では、早期
乳がん患者において、がんの治療に加えて、骨
の健康管理に取り組むことで、大きなベネフィッ
トが得られることが論じられた。座長を務めた
Catherine H. Van Poznak, MD（University 
of Michigan）は「正常な骨の生物学、そして
疾患によって骨が破壊される過程を理解するこ
とで、有害事象の発現により適切に対応するこ
とができる」と語った。

　骨粗しょう症と骨転移例の骨の生物学に関
する演題では、Larry J. Suva, PhD（University 
of Arkansas for Medical Sciences）が、骨リ
モデリングと、その過程が病理学的条件下でど
のように障害されるかを説明した。早期乳がん
患者では、閉経後および治療誘導性の骨粗しょ
う症、骨転移発症の 2 つの機序が関連する。
骨粗しょう症は乳がん患者で発症することが

多く、骨リモデリングは破骨細胞による骨吸
収が優位となる。破骨細胞の機能と生存は
RANKL 発現によって調整されている。骨吸
収の過程では、活性化された破骨細胞は、骨
マトリクスを破壊するカテプシンKなどの分子
や酵素を産生する。Dr. Suva は、破骨細胞の
機能を阻害する薬剤が骨の健康を促進するこ
とを示したデータを紹介した。骨粗しょう症を
合併した乳がん患者では、骨密度はビスホスホ
ネートやdenosumabの投与によって増大する。
ビスホスホネートは破骨細胞の重要な酵素を阻
害し、denosumabは RANKLを阻害する。
　破骨活性は骨転移においても重要である。
閉経後骨粗しょう症患者、乳がん患者に共通
するバイオマーカーは IL-8 である。Dr. Suva
は、骨吸収に IL-8 が関連することを示したデー
タ、IL-8 高値が転移性乳がん患者の生存率を
低下させることを示したエビデンスを紹介した。
　Dr. Suva は ASCO Daily News のインタ
ビューに対して「早期患者では、治療レジメン
が破骨細胞の活性を阻害するものであれば、
臨床転帰は良好となる」と語った。その根拠
としてDr. Suvaは、New England Journal of 
Medicine 誌に最近掲載されたデータを紹介し
た。その報告では、閉経前の早期乳がん女性
では、ビスホスホネート製剤であるzoledronic 
acidを術後補助内分泌療法（tamoxifen ある
いは anastrozle）に追加すると、無病生存率

および無再発生存率が良好であった。
　乳がん患者の術後長期の骨の健康に関する
演題では、Dr. Van Poznakは、有意な骨消失
との関連性が指摘されているアロマターゼ阻害
薬が投与されたエストロゲン受容体陽性の乳が
ん患者と骨の健康の関連性が紹介された。乳
がんを管理するためには、骨粗しょう症のよう
な合併症を考慮し、特定の治療法によるリス
ク- ベネフィット比に配慮する必要がある。Dr. 
Van Poznakは、内分泌療法感受性の乳がん
患者を対象に、アロマターゼ阻害薬にビスホス
ホネートを併用した場合の効果を、アロマター
ゼ単独投与時と比べたデータを紹介した。結
果として併用療法群では骨密度が著しく増大し
た。さらに、閉経前乳がん患者や化学療法誘
導性の卵巣障害患者における同様の知見も紹
介された。
　Henry G. Bone, MD（Michigan Bone and 
Mineral Clinic）は、骨粗しょう症に関連した
骨の健康について論じた。同氏はカルシウムと
ビタミンDの重要性を強調し、どちらも閉経後
女性、乳がん女性における必要性は同様であ
ることを指摘した。治療の選択肢に関する演題
で同氏は、骨粗しょう症の治療に汎用されるビ
スホスホネートのデータに焦点を当てた。経口
ビスホスホネート製剤は、骨粗しょう症の予防
と治療に用いられるが、アロマターゼ阻害薬の
投与に伴う骨損失の予防にも有効である。ビス

ホスホネート製剤の静注も有効で、骨粗しょう
症、骨転移、ミエローマの治療に適応を有する。
　Dr. Bone は「骨粗しょう症を予防し治療す
る観点からは、術後内分泌療法を受けている
患者には、標準用量のビスホスホネートを投与
すべきである」と述べた。アロマターゼ阻害薬
と併用する場合にはビスホスホネート製剤の用
量は、閉経後骨粗しょう症患者に用いられる用
量の 4倍量とする。同氏は「この疾患を治療す
る上で用量に上限はない」と語った。　
　最後にDr. Boneは、「骨粗しょう症とその治
療は、乳がんの治療と区別することが重要であ
る」と述べ、セッションを締め括った。■

教育セッションでは早期乳がん患者の骨管理の重要性が議論された

「早期患者では、治療レジメンが
破骨細胞の活性を阻害するもので
あれば、臨床転帰は良好となる」

— Larry J. Suva, PhD
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分子マーカーは、臨床的有用性の証明が必要
　分子オンコロジーマーカーの第一線の研究者
によれば、転移性乳がん (MBC)の個別化治療
の概念と臨床現場との統合は、実際の臨床にお
ける有用性の証明が必要なことから、急務とされ
ている。
「すべての病期の乳がん治療において、複数の
有効な薬剤があることは、贅沢なことである」と、
Lombardi Comprehensive Cancer Center at 
Georgetown University Medical Center の
Minetta C. Liu, MDは述べ、「問題は、患者
ごとに最適の治療を選択し、ベネフィットを最大
化することである」と続けた。
　Dr. Liu は、Johns Hopkins University の 
Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center 
のがん研究者Antonio C.Wolff, MD, FACPと、
NCI の Division of Cancer Treatment and 
Diagnosis の 統 計 学 者 Lisa M. McShane, 
PhDらとともに、金曜の Education Session, 
"Integrating Molecular Tools into  Clinical 
Practice:Individualizing Treatment for 
Breast Cancer"において、基礎から臨床へ移
行している分子アッセイの現況について、ディス
カッションを行った。
「目標は薬物療法の個別化であり、目標到達に
向けて分子マーカーの利用は非常に重要と考え
られる」と、Dr. McShaneは述べ、さらにがん
研究者は、臨床的有用性が証明されたマーカー
を開発しなければならず、臨床的有用性を予後
改善により患者の健康に一義的な利益をもたら
すことと定義した。

　Dr. McShane は、オンコロジー領域にお
ける最も一般的な分子マーカーは予後因子
であるとした (Harris L, et al. J Clin Oncol. 
2007;25:5287-5312)。また予後マーカー試験にお
いて予後との相関は重要な関心事ではあるが、
臨床における決定に影響を及ぼすのに必ずしも
十分というわけでもない、と指摘した。
　同氏によれば、オンコロジーにより有用なのは、
特定の治療の有効、無効との関連を検討する
無作為化または randomized-block-design の
予測マーカー試験であるという。
「マーカー試験をデザインする場合には、批判的
に考えなくてはならない」とDr. McShaneは述
べ、「これらのマーカーの臨床的ベネフィットを確
認するには、どのようにマーカーを使いたいかに
ついて、慎重な考察が必要となる」と続けた。
「転移性乳がんのバイオマーカーの臨床的有用
性は、どのように評価できるか？」とDr. Liu は
問いかけて、口演の口火を切った。臨床的に有
用であるためには、マーカーは、有効率と相関し、
信頼できる閾値を有し、予後と相関しなければな
らず、また、患者の予後改善能を示す必要が
ある、と指摘した。
　Dr. Liuは、循環腫瘍細胞 (CTCs)とともに、
血清マーカーCA 15-3とCEAにも注目し、臨
床的有用性を評価する例としてこれらのマー
カーの研究を引用した。
　1 つの後方視的試験 (Hayes DF, et al. J 
Clin Oncol. 1986;4:1542-1550) では、MBC の
57 例の 74％の臨床経過とCA 15-3 値の変化と

の相関が示された。
　他の試験(Soletormos G, et al. EurJCancer. 
2004;40:481-486)について、Dr.Liuは、進行転
移性疾患 58 例の約半数で腫瘍マーカーの上昇
が示されたことを指摘した。
　Dr.Liu は、治療をガイドするものとして腫瘍
マーカーを検討した非無作為化前方視的試験
(Nicolini A, et al. BiomedPharmacoth
er.2003:57:452-459)を紹介した。対照と比べて
腫瘍マーカー群において、全生存率の有意な
改善 (p = 0.0094) がみられたとの成績を示した。
　CTCs に関して、Dr.Liu は、MBC 患者の
70％以上の症例で血中に腫瘍細胞が検出され、
50％以上で血液 7.5mL中 5 細胞の閾値を超え
ていたことを明らかにした。多数の前方視的試
験において、血液 7.5mL中 5 細胞の閾値を超
えたCTC値は、臨床的疾患状態と強く相関す
ると、同氏は指摘した。
　Dr.Liuによれば、CTC 測定に基づくMBC
治療の変更を支持する前方視的データが 
Southwest Oncology Groupにより収集されて
いるという。同氏は、オンコロジーは、転移疾
患患者を追跡するリアルタイムで、非侵襲性の、
費用対効果に優れる手段を必要としており、血
清ベースの方法は画像技術より効果的であると
指摘した。
　Dr. Wolffは、同氏が所属するJohns Hopkins 
University の 2007 年の研究グループが、早期
乳がんにおける遺伝子発現プロファイリングアッセ
イの系統的レビューを行う時に考案された遺伝

子発現アッセイに関する4つの主な疑問点につ
いて概説した。これらの質問には、乳がんと診
断された女性にとってこれらの検査の臨床的有
用性は何かという問いも含まれていた。
「われわれは、臨床的有用性を検査 (それが導
く) 代替治療的介入が患者の予後を改善する
程度と定義している」とDr.Wolffは述べた。
　遺伝子シグネチャーアッセイは、化学療法を避
けなければならない腫瘍を同定するのに主に役
立つとされる。
　Dr.Wolffは、試験は、標準予後因子に基づ
く予測と比べて、いかにシグネチャーが予測の
正確性と予後を改善するかに焦点を合わさなけ
ればならないと結論した。■

がん治療の費用に関し患者と医師は
ほとんど話し合わないことが研究で明らかに
　患者が支持的な処方薬の費用について医
師とほとんど話し合わないこと、また、高価な
薬剤に対処するための戦略を利用する患者は
比較的少ないことが調査研究で明らかになっ
た。この調査は、2種の化学療法レジメンを比
較する第 III 相試験の参加者である新たに診
断された転移性結腸直腸がん患者で実施した。
Dana-Farber Cancer Institute の Deborah 
Schrag, MD, MPHが金曜のClinical Science 
Symposium、“Defining Goals of Care: 
Financial and Quality-of-Care Impact”でこ
の研究の結果を発表した（Abstract 9503）。
　この調査は、bevacizumab 単 独または
bevacizumabおよび cetuximabの全身化学療
法への追加を評価したCancer and Leukemia 
Group B (CALGB) 80405 試験の患者の随伴
試験の一部であった。Dr. Schragによれば、こ
れらの患者はかなりの毒性を経験し、そして本
質的には全員が副作用に対処するため支持療
法薬剤を必要とする。
　CALGB試験には1,422例の患者が組み入れ
られ、そして806 例（57％）が処方薬の保険
の状態および現金支払の処方薬費用への対処
戦略に関するベースライン調査を終了した。こ
れらの患者のうち2007 年 9月以前に登録した
515 例に3ヶ月後に再度調査を依頼し、生存患
者 505 例中 409 例が調査を完了し、この解析
に含まれた。

　409 例中 60 例（15%）は処方薬が保険で担
保されなかった。48 例（12%）が医師と処方薬
の費用について話し合ったと回答した。参加者
の平均年齢は59歳であった。86%が白人であり、
83%には本試験開始前の化学療法歴がなかっ
た。
　参加者は、薬剤費用管理のために調査で挙
げた対処法（表を参照）のいずれかを1回以
上用いたかどうか報告した。3ヶ月で対処法のほ
とんどの使用が減少した。
　さらに、3ヶ　月時点で対処法を利用していた患
者のうち、その方法をそのときに初めて使用した
患者はほとんどおらず、薬物の費用が長期にわ
たって1つの問題以上にはならなかったことを示
唆した。また、参加者は薬物費用に関する憂
慮のレベルも示しており、患者の 10%が非常に
憂慮、18%がいくぶん憂慮したと報告した。Dr. 
Schragは、処方薬が保険で担保されないことと、
憂慮の大きさと、対処法の利用には相関がある
と述べた。
　Dr. Schragは、少なくとも臨床試験では処方
薬の費用は試験の有効評価の障害とはならない
とみられると結論づけた。しかし、こうした結果
から、臨床試験以外の治療を受けている患者で
は費用の障壁がより大きく、そのため化学療法
の継続がより難しいのではないかという課題が生
じると指摘した。
　NCIの Robin Yabroff, PhDは、討論で、臨

床試験での結果を地域における実務や試験参
加期間より長期間に外挿することは難しい場合
があると強調した。また、「費用はこの意志決定
過程の実際に重要な1要素であり、討論されて
いない」とも述べた。また、こうしたタイプの試
験は、治療ガイドラインに費用の討論の勧告を
含めるべきか、また、患者と治療費用の話し合
いの責任者は誰にすべきかといった、がん治療
に関する多数の課題が生じると述べた。■

「これらのマーカーの臨床的ベネ
フィットを確認するには、どのように
マーカーを使いたいかについて、
慎重な考察が必要となる」

— Lisa M. McShane, PhD

表：高額な薬剤費に対する対処法

方法 ベース
ライン時 3ヶ月

高額のため
薬剤を使用しない

別の薬剤を使用

国外の薬剤
を使用

高額のため
服用量を低減

高額のため
薬剤を購入

費用節約のため
医師に代替薬
を依頼

薬剤費補助
プログラムに参加

州 /病院の
補助を受ける

医師から
サンプルをもらう

14% 7%

3% < 1%

4% < 1%

4% 4%

21% 12%

28% 11%

3% < 1%

8% 5%

43% 7%



第47回日本癌治療学会学術集会
この度、多くの先生方のご支援の下、第 47回日本癌治療学会学術
集会を担当させていただきます。
本学術集会のテーマは「がん治療への目線　Perspectives of 
Clinical Oncology」として患者・家族、医療者、行政、企業のそ
れぞれの目線から日本における「がん治療の現状と変化」について
開かれた議論を行います。我々が提供できる最善のがん治療の科

学的検証（医療者の目線）はもちろんですが、昨今、国が進めるが
ん医療の基盤整備（厚生労働省：がん診療連携拠点病院、文部
科学省：がんプロフェショナル養成プラン）について中間的な自己評
価ができることも期待しています（行政・医療者の目線）。さらに患者
目線として、Patient Advocate Loungeを設置して選考委員会で
選考された約50人の公募患者さんを招聘し（スカラーシップ）、そ

れぞれの目線での意見交換を行います。会期中、従来どおり招請講
演、特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、
一般演題等を含めおよそ2000題のご発表をいただくことになります。
横断的ながんの臨床系の学会ですので、各臓器別に加え出来る限
り多くの横断的な課題を取り上げさせていただき、さらに国内外のが
ん関連学会との共催プログラムも企画しております。現在のところ、

等を予定しております。
本学会の特色を生かした、横断的かつ先端的な議論が国内外を通
じて行われることを期待しております。
学術集会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jsco2009/）
にてプログラムを随時更新しておりますのでご参照のほどお願い申し
上げます。
本学会として法人化後の初の学術集会となります。がん対策基本法
やがんプロの施行により、国民の目線が我 に々注がれる中、開かれ

た学会として医師、看護師、薬剤師などのコ・メデイカルの方 、々行
政、企業の皆様方の多数の御参加、活発な議論、交流をよろしく御
願い申し上げます。

告知

等を予等を予定し定しておりまおりますす た学会た学会としとして医師医師 看護師看護師 薬剤薬剤師など師などのコ・メデイメデイカルの方々方々 行行

　　   骨盤内臓器がんの集学的治療
        ～直腸・大腸がん、泌尿器がん、婦人科がん
         笹子　三津留（兵庫医科大学外科学）、
        Dr. John M. Skibber M.D. 
       （The University of Texas, Anderson Cancer Center）

          HPV ワクチンと子宮頚癌予防戦略
         吉川　裕之（筑波大学人間総合科学研究科）、
        Dr. Soon-Beom Kang（Seoul National University Hospital）

          標準的治療を求めて～アジアにおけるPhase III Study
         馬場　秀夫（熊本大学消化器外科学）、
         落合　和徳（東京慈恵会医科大学産婦人科）、
        Dr. Miin-Fu Chen
        （Chang Gung Memorial Hospital Chang Gung University）

　　   「がんのバイオマーカーと分子標的薬」
         野田　哲生（㈶癌研究会癌研究所）、
         秋田　弘俊（北海道大学腫瘍内化学）、
         西山　正彦（埼玉医科大学国際医療センター）

　　  「婦人科腫瘍薬物療法の進歩」
         八重樫　伸生（東北大学発生発達医学婦人科学分野）、
         勝俣　範之（国立がんセンター中央病院腫瘍内科）

　　   小児期から青年期における悪性腫瘍の治療と問題点
　　   檜山　英三（広島大学小児外科）、
　　   麦島　秀雄（日本大学小児科学） 

　　   がん対策基本法に基づくがん医療は変わったか？２年間を振り返る
　　   がんプロフェッショナルの検証と提言～２年間を振り返る
          曽根　三郎（徳島大学呼吸器・膠原病内科学分野）、
　　　 杉山　徹（岩手医科大学産婦人科）
　　  Part 1：垣添　忠生（国立がんセンター）
　　  Part 2：前原　喜彦（九州大学消化器・総合外科学）

 　
　　  西條　長宏（近畿大学）、小西　郁生（京都大学器官外科学）

　　  有吉　寛（医療法人丸茂病院 /愛知県立愛知病院）、
　　  坂田　優（三沢市立三沢病院）　

テーマ テーマ

Part 1

Part 2

総合司会

テーマ

テーマ

テーマ1

テーマ2

座　長

座　長

座　長

座　長

座　長

座　長

 日本癌学会・日本臨床腫瘍学会 共催シンポジウム

日本臨床腫瘍学会・婦人科腫瘍学会　共催ワークショップ

日本小児がん学会共催パネルディカッション

特別企画シンポジウム１．
がん対策基本法、がんプロ養成プランはがん診療の質と
均点化をどこまで達成しているか？　その検証と提言！

特別企画シンポジウム2
臨床腫瘍学会との共催
国際共同治験の現状と変化～新規抗がん剤・分子標的薬開発の遅れを取り戻すために～

特別企画シンポジウム3
がん治療成績は分子標的薬でどう変わったか；その功罪

司　会

司　会

司　会

第 47回日本癌治療学会学術集会

会長　杉山　徹

　　　2009年10月22日（木）～10月24日（土）
　　　パシフィコ横浜
　　　「がん治療への目線」
　　　•医療者の目線：「がん治療の科学的検証」
　　　•行政・医療者の目線：「国が進める基盤整備（がん診療連携拠点病院、がんプロ養成プラン）

　　　　　　　　　　　　　  についての中間的な自己評価」
　　　•患者の目線：Patient advocate loungeを通じて患者さんの積極的な参加を期待する
                        http://www.congre.co.jp/jsco2009/

会　期

会　場

学術集会ホームページ

テーマ

日時：2009年7月4日（土）・5日（日）
場所：東京ビッグサイト会議棟 7F「国際会議場」（東京都江東区有明3-21-1）

臨床腫瘍医および臨床腫瘍医をめざす医師、癌医療に関わる医療関係者
を対象に、JSMOとASCOが臨床腫瘍学および癌治療の最新情報を得
るための教育コースを開催します。この教育コースでは、2009 年 ASCO
年次総会にて発表される重要なトピックスを Best of ASCO として、
JSMOとASCOのエキスパートがレビューし討論を行うというユニークな
教育プログラムです。参加者は、日本臨床腫瘍学会専門医の更新のための
基本単位10点が取得できます。プログラムの詳細については、JSMOウェ
ブサイト（http://jsmo.umin.jp/best2009/）にて順次紹介します。

主催：日本臨床腫瘍学会、米国臨床腫瘍学会　企画：日本臨床腫瘍学会専門医制度委員会

【会費】会　員　20,000 円　非会員　25,000 円（当日配布のハンドアウト代を含みます）
【定員】会　員　500 名　非会員　200 名（定員になり次第〆切）

お問い合わせ、お申し込み先：日本臨床腫瘍学会 Best of ASCO in Japan 事務局
Fax:03-5361-7091　E-mail ： b-asco@imic.or.jp＊お問い合わせ、お申し込みは Faxまたは E-mail にてお願い致します。

http://jsmo.umin.jp/best2009/より参加申し込み受付中
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GISTの個別化アプローチ、肉腫治療は患者に有益

　肉腫と消化管間質腫瘍 (GIST) のアジュバン
ト療法の有益性は、残念ながら不確実であり、
より個別化したアプローチが求められている。
金曜のEducation Sessionの出席者は、「GIST
と肉腫のアジュバント療法は、細胞毒性と標的
薬の中間に位置づけられる」と述べた。
　 本 セ ッション の 座 長 で あ るUnited 
Kingdom,the Royal Marsden Hospital の Ian 
Robert Judson, MDは、複数のファクターから、
アジュバント療法が適切かどうかについて疑問
の声が上がっていると指摘した。同氏は、「軟部
組織肉腫は稀な疾患であり、化学療法の有効性
やこれらの疾患の標準治療に関する実臨床のバ
リエーションなどに、矛盾するデータがみられる」
と解説した。GISTも稀な疾患であり、チロシ
ンキナーゼ阻害薬の治療効果に関する限られた
データしか得られない状況にある。
　「個々の患者により、これらの治療効果に差
があることは明らかである。治療によりベネフィッ
トが得られる患者の見分け方について、より習
熟しない限り、われわれは、毒性を伴う多くの
不必要な治療を行うリスクを管理しなければな
らない」とASCO Daily Newsのインタビュー
の中で、Dr. Judsonは指摘した。
　同氏は、これらの悪性疾患に対してアジュバ
ント療法を開始するか否かを決断する時に、ベ
ネフィットが得られるかどうかに関する最良のエ
ビデンスとともに、医師は個々の患者のリスクの
忍容性のレベルを把握する必要があると語った。

　

　Dana-Farber Cancer Institute の George 
D. Demetri, MDは、チロシンキナーゼ阻害
薬が進行期 GISTの予後を改善したと指摘。
「ファーストラインの imatinib mesylateは 85％
以上の患者で進行期の疾患をコントロールする。
Imatinibとsunitinibは進行期の疾患の生存期
間を延長させることができ、薬剤中止は早期再
発につながるが、転移性疾患の治癒に関しては
確固としたエビデンスはない」と述べた。
　Dr. Demetriは、GIST再発、転移のリスクは、
臓器の部位、GISTキナーゼの遺伝型 ととも
に、腫瘍量と核分裂活性に基づくと述べ、さら
に早期 GISTは予測可能な均一性様式の疾患
か、あるいは多様なリスクプロファイルと広い臨
床予後のスペクトルを有する多くの異なる疾患な
のか、との問題提起を行った。もし後者のシナ
リオが正しければ、imatinibによるアジュバン

ト療法の開始を正当化できるほどの高リスク患
者を同定できるかどうかという疑問が残る。
　the American College of Surgeons 
Oncology Group Intergroup Adjuvant GIST 
Study Teamが今年The Lancetに発表した第
III 相試験などの臨床試験が、この質問に答え
るであろうと、Dr. Demetriは述べた。本試験
では、GIST 切除後に imatinibを投与された
患者では、プラセボ投与患者と比べて無再発生
存期間が延長したことが示された。無再発生存
期間に最も顕著な差がみられたのは、腫瘍が最
大（10mm以上）すなわち最も高リスクの患者
群であった。
　本試験成績を受けて、米国 FDAはKIT 陽
性 GISTの外科的切除後の成人患者の治療に
imatinibを承認したと、Dr. Demetriは語った。
しかし、FDAはどの患者がアジュバント療法を
必要とするか、あるいは、どの患者がベネフィッ
トが得られない可能性が高いかといったことな
どに関するガイダンスは示されていない。した
がって、臨床判断と、治療決定に際して最良の
エビデンスを使用することは、医師の責任とな
る。患者の予後を改善するためには、より良く
デザインされた臨床試験が必要と考えられる。

　M. D. Anderson Cancer Center の Robert 
S. Benjamin, MDは、軟部組織肉腫のアジュ
バント化学療法に関する最近の文献をレビュー

した。同氏は、1997年の the Sarcoma Meta-
analysis Collaborationにおいて、doxorubicin
ベースの化学療法が局所再発、遠位再発まで
の期間と全無再発生存を改善したことを報告し
た。しかし、全生存には有意な改善はみられな
かった。他の試験における肉腫のアジュバント
化学療法の治療効果も限定的なものであった。
　同氏は、「化学療法は有効ではないという議
論に多くの時間を費やすつもりはない」と前置き
し、「化学療法が有効であるか否かという議論
はすでに十分に尽くされている。われわれはそ
の段階を超えていかなければならない。ステー
ジ IIIの肉腫は、たとえ治療が患者にとって辛
いものだとしても、治療しないことは倫理的に
受容しがたいほど悪性なのである」と述べた。
　Dr. Benjaminは、疾患に大きな差がある、
乳がんと同じルールで、軟部組織肉腫のアジュ
バント療法にアプローチすべきでないと提案し、
「乳がんは肉腫より高頻度で均一性も高く、大規
模試験や多様な治療が行われているが、肉腫の
オプションは限られている」と強調した。■

医療施設・規制当局間の開かれた対話が、
新規抗がん剤の拡大アクセスプログラムの実施に重要
　新たな治療戦略、新たな規制が整えられつ
つあり、治験薬を患者に提供するプロセスは
進化途上にある。これらの変化は、昨日の 
Education Session、“The When, Where, and 
How of Access Programs for New Cancer 
Drugs”で取り上げられた。
　本セッションの座長であるSeattle Children’s 
Hospital and Regional Medical CenterのJulie R. 
Park, MDは、小児がんにおける生存率は 90
年代を通じ、着実に向上してきたが、現在は停
滞状態にあると述べ、小児がんは比較的まれ
であるが、小児がんを適応とする新規抗がん
剤開発における障害としては以下のものが挙げ
られるとした。
・成人用製剤は小児患者には適さない。
・成人における毒性および薬物動態に関する 
　データは小児患者に当てはまらない。
・成人におけるがん治療にはない発達関連の問
　題が小児医療に存在する。
・小児における臨床試験では直接のベネフィット
　の公算がなければならず、関連研究の実施
　および資金調達に限界がある。
　しかし、小児がんで重要な分子レベルの変
異の同定、これらの腫瘍を標的とする薬剤の
選択における新たなアプローチが開発されつつ
ある。Dr. Parkは、小児がんはあまりにまれな
ため、小児臨床腫瘍医には多施設試験を行っ
てきた経緯があり、それらの試験からは豊富
な分子生物学的データが構築されていると述

べ、「現在われわれが有する豊富な情報を活用
して臨床上の標的を検証する試験を生み出さね
ばならない」とした。
　これらの努力により、これまでに成人の未分
化大細胞リンパ腫や肺がんでも報告されている
ALK活性型変異が小児の神経芽細胞腫で同
定されている。
　Dr. Parkは「成人を対象とした薬剤は数百も
開発されつつあるが、小児医療の枠組みで適
切な薬剤はなにかを検討する必要がある」と
述べ、ある小児前臨床検証プログラムでは小
児がん治療における適切な薬剤に関する知識
向上という点から一定の成果が得られつつある
とした。Dr. Parkは、Aurora Aキナーゼの選
択的小分子阻害薬MLN8237 は小児例におけ
る最大耐用量および毒性プロファイルを決定す
る第Ⅰ相試験に入っており、こうした状況下で
は治験を1施設で実施するのは困難であるた
め、コンソーシアムの開発が非常に重要である
と述べ、治療反応性の評価が可能な特定の疾
患タイプが限られており、入手できる毒性デー
タも限られているため、第Ⅱ相試験への移行は
困難であるとした。
　FDAのAnn T. Farrell, MDは、例外的使
用（compassionate use）メカニズムを通じた治
験薬への拡大アクセスに関する規制への提言
を取り上げた。提案された規制緩和は、データ
収集ではなく、患者の治療に重点をおくことで
拡大アクセスの目的を明確にするものである。

　Dr. Farrell は、3 つの新たな拡大アクセスプ
ログラムでは、現在、治療プロトコールあるい
は治験薬（IND）プロトコール下で（緊急事態
を含む）治療を受けている患者個々人、中規
模の患者集団、および大規模の患者集団が対
象となるが、新たな規制はそうした薬剤の使用
を支持する科学的根拠のスタンダードを維持す
るものであると述べ、どの製薬会社が有償提
供の対象となり、どの費用が償還の対象となる
かなどの問題を明らかにするものであるとした。
　Dr. Farrell は、提案された規制に対する反
応はまちまちであり、アクセスやコストに関する
懸念が表明された一方、INDに対する拡大ア
クセスは臨床試験成績の妥当性を低くするも
のであるという見方もなされているとした。現
在検討されている追加的措置として、個々の症
例を単一の INDに統合して有効性・安全性解
析することをFDAが要請することを可能にし、
その後の承認申請を可能にする条項である。
　Abbot t  Laborator ies の Andew P. 
Krivoshik, MD, PhD, PE は、薬剤の例外使
用へのプロセスを論じ、治験薬の使用に関し、
特別なプロトコール上の例外、例外使用あるい
は単一患者 INDを通じて治験不適格患者が
投与を受ける可能性があるが、これらの患者
での使用は患者が致死的疾患を有し、他の治
療選択肢がないことが条件であるとした。特
別なプロトコール上の例外あるいは例外的使用
は、臨床試験の適格基準を満たさない患者が

対象となる。
　Dr. Krivoshikは、この拡大アクセスにおけ
る成功の鍵は、開かれた対話であるとし、「薬
剤使用のベネフィットはリスクを上回る」という、
治験薬のスポンサー、治療に当たる医師、規
制当局および施設内倫理委員会（IRB）間の相
互の同意が前提であると述べた。
　Dr. Krivoshikによれば、こうした対話は治
験担当医あるいは治療に当たる医師、治験薬
のスポンサーの間で始められ、その後、スポ
ンサーによる規制当局との交渉が可能となるも
のでなければならないとした。
　Dr. Krivoshikは、患者の詳細な病歴の提
示はこのプロセスを先に進めるものであると
し、薬剤の用量・投与スケジュールに影響を与
える薬剤使用基準ならびに有害事象の報告手
順はプライオリティが高く、たとえばAbbott 
Laboratoriesでは、決定に先立ち、申請をいく
つかのレベルで検討するという体制を採ってい
るとした。■

本日の Late-Breaking 
および Clinical Review
のアブストラクト一覧は下記
のサイトをご覧ください
www.asco.org/dn.

GISTとImatinib

「化学療法は有効ではないという
議論に多くの時間を費やすつもり
はない。化学療法が有効か否か
という議論はすでに十分に尽くさ
れている」

— Robert S. Benjamin, MD

肉腫と化学療法

治療の決定は、臨床判断と最良のエビデンスにより下すべき
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CPOセッションでは、血液がん治療におけるSupportive Careが論じられた
　多くのがん患者が、疾患自体あるいは化学
療法の副作用による貧血を経験する。epoetin 
αや darbepoetin αなど の erythropoiesis-
stimulating agents（ESA）は従来から貧血
の治療法の1つとして用いられてきた。これらの
薬剤は、骨髄を刺激して赤血球を生成し、ヘモ
グロビン値を上昇させる。貧血治療では輸血より
も好ましいとされることが多い。
　しかし最近では、ESAの使用について議
論が起こっている。いくつかの研究で、血栓
塞栓症のリスク上昇に伴う心臓発作および脳
卒中が報告された。昨日開催されたClinical 
Problems in Oncology Session“Supportive 
Care Controversies in Hematology： 
Transfusions, Growth Factors, and Beyond”
の座長を務めた Azra Raza ,  MD（St .  
Vincent’s Comprehensive Cancer Center）
は、頭頸部がんでは再発率の上昇、いくつかの
がんでは生存率の低下も報告されていると述べ
た。さらにDr. Razaは白血病性のトランスフォー
メーションとの関連性も指摘した。
　米国 FDAは、こうした報告に対応して2007
年、これらの薬剤に「がん患者ではESAにより
腫瘍の増殖や生存期間の短縮が生じることがあ
る」という警告表示と添付文書の記載内容変更
を義務づけた。
　Dr. Razaは、ESAに関連した死亡の早期か
らの増加を報告した最近のメタアナリシス2件の
結果を紹介した。そのうちの 1 件は、52 試験
の 12,000 例を対象とした解析で、ESA使用は

QOLを改善し、輸血の必要性を低下させるが、
全死亡リスクを上昇させ、有害事象の発現リスク
を15～ 16％上昇させることが報告された。もう
1件では、53 試験の 14,000 例近くが対象とされ、
ESA使用によって全死亡リスクが 17％上昇する
ことが報告された。
　しかしDr. Razaは、ESAを有効に使用でき
る患者が存在することも強調した。
　骨髄異形成症候群（MDS）では、多くの患
者が血球減少により貧血を発症する。これらの
患者にはG-CSFと併用あるいは単独でESA
がファーストラインで使用されることが多い。Dr. 
Raza は、Hellstrom-Lindberg ら が ESA が
有効な患者を予測するために2003 年に作成し
たディシジョンモデルを紹介し、ESAの使用はこ
れらの患者に限定したほうがよいと述べた。輸
血の必要性が低く、血清 EPO 値が低い患者
はESAに反応するが、輸血の必要性が高く、
EPO値が高い患者ではESAに反応しにくいと
考えられる。
　Dr. Razaは、ESAをG-CSFと併用あるいは
単独で投与したMDS 患者とsupportive care
だけを受けた患者を比較した、ごく最近の大規
模研究の結果に言及した。これらの試験では全
体として、ESAに反応した患者は「非白血球
性死亡のリスクが低く、AMLへのトランスフォー
ムは増加せず、生存期間が長い」と述べた。
１つの試験では、治療コホートで全生存が改善
したことから、EPO 治療はMDS 患者の生存
期間を延長すると考えられる。

　EPOとG-CSFを併用した別の試験では、
39％で赤血球数が増加し、輸血依存性患者の
29％が依存性から脱却した。効果は中央値で
23ヶ月間持続し、4年以上持続した症例が 20％
存在した。またDr. Razaは、治療によって非白
血球性死亡リスクの低下だけでなく、全生存期
間が延長したと述べた。治療とAMLへの進行
との関連性は認められなかった。
　Dr. Razaは、低リスクのMDS患者の治療法
を決定するSekeresらのディシジョン分析ツール
を紹介して講演を終えた。その分析ツールでは
患者を、輸血と増殖因子の必要性に基づき、3
群に分類する（図 1）。
　Neil Blumberg, MD（University of 
Rochester）は、輸血に伴うリスクについて講演
し、「輸血による副作用の多さに対する認識が
足りなかった。がん領域では特に輸血量を最低
限度に減らすべきである」と述べた。リスクの上
位 10 位には、再発、血栓症などが含まれる。
　Dr. Blumbergは、急性白血病における輸血
と臨床効果の関連性をレビューしたLeukemia
誌（2008）に掲載された論文を紹介した。この
研究では、血小板輸血量が少ない症例では「生
存期間が長い」ことが示された。また、生存期
間はABO型が一致し、白血球数を減らし、洗
浄輸血を受けた患者で長かった。
　Dr. Blumbergは「蓄積されたデータからは、
以前に認識されていたよりも、輸血による副作用
の増加、死亡リスクの上昇は著しい」と述べ、「今
後の10～ 20年は輸血の再評価に費やされるだ

ろう」と指摘した。
　Luca Malcovati, MD（University of Pavia 
Medical School）は、鉄キレート療法について
論じ、本セッションを締め括った。いくつかの症
例研究では、鉄キレート療法は輸血によって鉄
過剰となった患者において有効であることが報告
されている。■

Attendees at Clinical Problems in Oncology 
(CPO) Sessions are able to interact with the 
presenters through keypad technology.

図1　低リスクのMDS患者の治療法を決定するためディシジョン分析ツール
MDS：骨髄異形成症候群、GF：増殖因子療法、NGF：非増殖因子療法




