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PARP阻害剤：
標的治療における相乗効果

DNA修復経路を標的化とした治療にお
ける相乗効果が、4日（土）のEducation 
Session “ PARP Inhibitors, DNA 

Repair, and Beyond: Theory Meets Reality in 
the Clinic”のテーマであった。Session Chairである
St. Jude Children’s Research HospitalのMichael 
B. Kastan, MD, PhDが、DNA修復経路の開発の
ための今後のアプローチの概要を講演した。
　多くの腫瘍で1種以上のDNA修復遺伝子に突然
変異がみられ、こうした突然変異が腫瘍自体の発生

源である可能性がある。さらに、ある修復経路に欠陥
がある腫瘍は別の修復経路の阻害に特に感受性が
高い。これはおそらく、この2番目の修復経路が最初
の突然変異による機能喪失を補償しているためと考え
られている。こうした突然変異が、臨床的有益性のた
め活用できる「アキレス腱」となっている可能性が高い。
補完経路のない細胞中のDNA修復経路を阻害する
と、合成致死として知られる現象が生じる。

（2Aへ続く）
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がんのゲノム研究時代の到来は、臨床腫
瘍医に混沌とした課題や専門医として
の再定義の機会を与えた。現在そして

未来のASCOメンバーは、この新しい科学知識が
提供する道を進んでゆくにふさわしくなければな
らない。
　2010-2011 ASCO PresidentであるIndiana Uni
versity Simon Cancer Centerの George W.Sledge, 
Jr., MDは、4日（土）のPresidential Addressに
おいて学会とがん分野の現状を総括し、がん研究
の最新の知見について論じた。
　47周年を迎えたASCOは、121ヵ国30 ,000人
を超えるメンバーを抱える強固で繁栄を誇る組織
となっている。
　「われわれは、国際色豊かな米国の学会であ
る」と同氏は述べ、「われわれは、世界のがん治
療医であり、古くからの病禍との戦いの最前線に
いる。患者を治療すること自体ががん薬物療法
の進歩につながる」と続けた。
　がん治療は進歩を続けている。米国では、臨
床の場に最新の科学を適用することにより、喫煙
が誘発する悪性疾患の頻度が低下し、診断と治
療の改善はがん死亡率の低下をもたらした。しか
し、このような成功は高齢者におけるがんの増加
に脅かされる可能性がある。がん治療従事者の
増加が伸び悩んでいる状況では、治療のニーズが
治療の供給をすぐに上回ることが予測される。が
ん治療費の増大と米国を基盤とした臨床研究者
の年3 .5％の減少もまた、重大な問題である。
　しかし、これらの問題は、がん治療、臨床研究、
科学的調査の全体像を根本から変えるであろうゲ
ノム研究時代の課題ともいえる。2001年に初めて
ヒトゲノムの配列が決定され、現在大規模なシー
クエンシングが行われていることに言及した同氏

は、がん治療と研究の将来への期待を展望した。
　「こうした大規模なシークエンシングはがんの
生物学的理解を早め、以前は難治性であった疾
患の新たな標的を同定し、薬剤耐性の原因を説明
できるようになるであろう」と同氏は述べ、「数年
先には、患者が診療所を受診し、患者自身のゲノ
ムデータが入った大容量のメモリースティックを医

師に手渡すような時代が
来たら、どのようなことが
起こるのであろうか？」と
聴衆に問いかけた。
　同氏によれば、こうした
新しい解析技術の時代に
は、がんは“stupid（御し
やすい）”ながんと“smart
（手強い）”ながんに分け
られるという。
　「Stupidながんは、1つ
の重大な変異と小さな突
然変異荷重を有する。重
大な変異を標的すれば通
常は有効であり、耐性は
稀か起こっても遅発性で
あり、同じ方法で治療を
行えば、耐性は回復される
であろう」と同氏は説明し
た。さらに「一方、smart
な腫瘍は同時に複数の変
異があり、突然変異荷重
は大きく、いくつもの変異
を標的にする必要がある。
Smartながんでは抵抗性
は高頻度にみられ、治療
早期に生じることが多い」

と続けた。
　喫煙により誘発される非小細胞肺がんは“smart”
ながんの1例であり、突然変異荷重が大きいため
に多くの薬剤に対して抵抗性を示すのである。
　進化生物学者の洞察を加えれば、臨床医は原
発がんの課題を理解することができる。原発がん
は転移を起こし、さらに遺伝的に異なる二次性転

移を起こすことになる。
　「ゲノムの不安定性は、smartな腫瘍に対するわ
れわれのあらゆる努力を打ち砕く」と同氏は述べ、
「ゲノムのカオスの意味するところは、個々の患者
への影響を遙かに超えるものである」と続けた。
　“Smart cancers”の治療には、免疫導入療法、
DNA損傷回復メカニズムと腫瘍微小環境に対す
る介入、転移抑制遺伝子の誘発、がん予防策の
増強などがある。
　「黒色腫と肺がんなど変異が進行したがんは、
自ら招いた自傷の代表である」と同氏は述べた。
　そうした複雑な疾患の臨床試験をデザインする
ことは、容易ではない。「次の10人の患者が腫瘍
ゲノムに基づいて8種類の併用療法を必要とする
とき、何が起こるのだろうか？ われわれの現在の
システムは、ゲノムカオスに対抗できるようにデザ
インされていない」と同氏は問題点を指摘した。
　臨床腫瘍医は、新しい課題を克服しなければ
ならない。
　「われわれには、トレーニングされ、モチベー
ションの高い新たな戦力が必要である。また、新
しい臨床試験システムが必要であり、さらにオン
コロジーを速やかに学習できるシステムを構築し
なければならない」と同氏は訴えた。
　ASCOはこれらの課題に取り組むのにふさわし
い組織であると同氏は確信している。
　「ゲノム時代を進んでいくのと同時に、積極的に
過去を振り返ることも必要である。過去とは、わ
れわれの職業を未来に導く基礎である」と同氏は
述べ、「有用な知識への渇望、研究者仲間への信
頼、研究者の信念など、人間の精神の中で最良の
ものすべてが注ぎ込む経路の実現に立ち返るこ
とが重要である」と結んだ。●

新たながん治療の時代に備えて
会長講演：ゲノム研究の進歩とオンコロジーの未来を展望

会長講演の中で、George W. Sledge, Jr.,MDは、ゲノムシークエンシングに
よりもたらされるオンコロジーの大きな変化について論じた。

Judy E. Garber, MD, MPHは、BRCA1腫瘍ではDNA損傷剤に対する感受性が上昇しており、微小管阻害
剤に対し抵抗性であると述べた。
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PARP阻害剤
（1Aより続き）

　薬物開発の可能性が高い2つの経路は、血管拡
張性失調症変異（ATM）の阻害剤とオリゴヌクレオチ
ドである。DNA損傷への応答とゲノム安定性の維持
に必要なATMは、おそらく、もっとも重要な細胞周期
のチェックポイント・キナーゼであろう。オリゴヌクレオチ
ドは、損傷の原因（化学療法、放射線治療、放射線
への偶発的曝露、心筋梗塞および脳卒中による低酸
素-再灌流傷害）を問わず、p53翻訳を阻害して正常
細胞を保護する小分子である。
　PARP阻害剤は、DNA
修復経路を標的とした治
療の相乗効果の概念と、
臨床でのこうした化合物
の利用という課題のケース
スタディである。PARP阻
害剤を用いた研究から、PARPのファミリーが、一本鎖
DNA切断の塩基除去修復（内的DNA損傷に対す
る主な保護）のメディエーターと同定されている。二本
鎖DNA切断の誤りのない修復のための補完的DNA
修復経路が相同的組換えであり、この組換えは多くの
形態のがんで欠損していることが明らかとされている。
PARP阻害剤は正常なDNA修復過程の解明に役
立っている。補完的DNA修復経路のないがんに対し
て、PARP阻害剤を使用することにより合成致死が生
じ、また、PARP阻害剤は放射線および化学療法感
作剤としても機能している。いくつかのPARP阻害剤
は単剤で活性が示されている。
　PARP阻害剤の理論上のもう1つの臨床的有益性
は、正常組織に対する毒性が低く、補完的DNA修復
経路に損傷を与えないであろうということである。こうし

た魅力的な治療指針をもつこの新しい種類の標的治
療は大きな関心を巻き起こしている。
　Dana-Farber Cancer Institute の Judy E. 
Garber, MD, MPHは、遺 伝 性乳がんにおける
PARP阻害剤の臨床開発の現状について論じた。同
氏は、BRCA1腫瘍では、シスプラチンなどのDNA損
傷剤に対する感受性が上昇しており、パクリタキセルの
ような微小管阻害剤に対し抵抗性であると述べた。
　シスプラチンでの研究で有望性が示されたが、反
応に特徴的なバイオマーカーの同定ははっきりした
結論が出ていない。さまざまな特徴の患者に対する
有効的な治療の確立が困難であることを考えれば、

PARP阻害剤は、特に化学療法増強作用として、大
きな潜在的役割を持つだろう（特に化学療法増強
作用としての潜在的役割が大きい）。名前をもつとこ
ろまで開発が進んでいるPARP阻害剤（olaparib、
iniparib、veliparibなど）は有望性が示されているが、
レスポンスが一定していないことから、こうした化合物
の作用機序はまだ完全には理解されていないことを
示唆している。これらの化合物（PARP阻害剤）は、
乳がん、卵巣がん、膵がん、前立腺がんなど幅広いが
んで研究されている。
　Northern Centre for Cancer Care, United 
KingdomのElizabeth R. Plummer, MD, DPhilは、
化学療法増強剤としてのPARP阻害剤の早期開発の
総説を述べ、こうした研究から明らかになった課題の
いくつかを取り上げた。同氏は、in vitroによるPARP

阻害剤の化学療法増強の最初の報告から、静脈内
AG014699とテモゾロミドを併用した最初のフェーズI
臨床試験までの23年間を引用して、この概念を実験
室から臨床の場に移す道は長く、チームでの取り組み
が必要であった1と述べた。にもかかわらず、first-in-
class研究で、標的酵素の阻害が実証され、PARP阻
害剤特異的な毒性は示されなかった。
　この併用の第II相試験には転移性メラノーマ患者
46例が登録した。この試験では毒性がみとめられ、
骨髄抑制により患者の40%で減量が必要であった。
奏効率は17%で、患者の40%で病勢コントロールが
6ヵ月以上であった。全生存および無増悪生存期間は

ヒストリカルコントロールより
も延長した。
　現在臨床試験段階のP 
ARP阻害剤は9種類以上
ある。現在、clinicaltrials.
govには59件 の試 験 が

掲載されており、うち29件は被験者を募集中である。大
部分は化学療法増強プロトコルであるが、olaparib、
MK4827、PF0367338、CEP-9722で単剤試験が実施さ
れている。同氏は、治療活性を得るにはPARPをどの程
度阻害しなくてはならないかはまだ不明であると述べた。
　PARP阻害剤の可能性は刺激的であるが、これら
のDNA修復経路について、臨床的有効性を得るよう
操作するのに十分に明らかにされているかどうかは未
だ不明である。●
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固形がんにおけるバイオマーカーの現状を論じた
Education Session

4日（土）のExtended Education Sessionで
は、早期発見や予後予測のため、また、主要
な固形がんの代理エンドポイントとしてのバイ

オマーカー利用の進歩について論じられた。Session 
Co-ChairであるUniversity of Michigan Medical 
CenterのDean E. Brenner, MDが、予防および治
療研究におけるバイオマーカー使用の可能性につい
て、概要を講演した。
　「理想的なバイオマーカーは、陽性／陰性予測値
が大きく、サンプリングが容易で、アッセイが安価に行
え、品質管理が容易であり、アルゴリズムが使用しや
すくなければならない」と同氏は述べた。
　同氏は、バイオマーカーの発見は研究で得られた
便宜的データに端を発しているが、臨床研究にまで
進む参考バイオマーカーは、最終的にさまざまな患
者サンプルで試験し検証しなければならないと強調
した。また、臨床施設や疫学施設と連携しているバ
イオマーカー開発施設・検証施設のネットワークを通
じてこうした目標を達成するためのインフラが、Early 
Detection Research Network（EDRN）により提供
されていることも示した。

乳がん予防研究における
代理エンドポイントとしてのバイオマーカー
　University of Kansas Medical CenterのCarol 
J. Fabian, MDは、乳がん予防における代理エンド
ポイントバイオマーカー（SEB）の利用について論じた。
同氏は、ネオアジュバント治療においてもSEBで再発
が予測されたと述べた。反応の可能性が最も高いイ
ンターベンションのタイプは遺伝子発現パネルから示
唆されるが、増殖マーカーKi-67がエストロゲン受容
体（ER）陽性乳がんの転帰を予測するSEBである。
同氏は、ネオアジュバントのタモキシフェン投与後の

再発と、早期死亡が高レベルのKi-67から予測され
た臨床試験の例を紹介した。
　「SEBの必要性は予防試験でもっとも大きく、乳
がんではほとんどまたはまったくない」と同氏は述べ、
「SEBの信頼性は、生物学的妥当性、がんとの関連
の強さ、プロスペクティブな検証により異なる」と続け
た。同氏によれば、高リスク集団をインターベンショ
ンまたは対照群に無作為に割り当てる第Ⅱ相試験で
SEBを検討すべきであるという。
　現在、乳がんのリスクが高いと考えられる過形成
の女性におけるKi-67の利用は検証されていないが、
Ki-67の減少とがん発症率の低下の相関を示すため
の第Ⅲ相試験が進行中である。同氏は、この観察結
果が変わらないとしても、追加の試験で検証してから
でないとKi-67レベルを予防試験には利用できない
ことを強調した。

大腸がんのバイオマーカーとして
ビメンチン遺伝子メチル化
　Case Western Reserve University の Sanford 
D. Markowitz, MD, PhDは、大腸がんの予防と治
療におけるバイオマーカーとしてのビメンチン遺伝子メ
チル化の利用について論じた。同氏は、「ビメンチン
遺伝子のメチル化を検討する血液検査は、がんのバ
イオマーカーとしての感度が、がん胎児抗原（CEA）
の4倍である。CEAは外科手術後の大腸がん再発
の経過観察に用いられている。同じ患者で、血中で
検出されるビメンチン遺伝子のメチル化のほうが優れ
たバイオマーカーとなるかもしれない」とASCO Daily 
Newsに語っている。
　大腸内視鏡は50歳以上の全成人に推奨されて
いるが、高価であり、一方でビメンチン遺伝子の血
液または糞便検査は非侵襲性で費用効率がよいた

め、早期大腸がんの検診や発見に利用できるかもし
れない。糞便検査での早期大腸がん発見の感度は
83%、特異度は83%であることが示されている。現
在、American Cancer Societyのガイドラインには、
大腸がん検診の糞便DNA検査が任意検査として
含まれているが、これはFDAに承認されていない。
　同氏は、大腸がんの早期発見のためメチル化
DNAを利用した、新しい非常に有望なアプロー
チであるmetyl-BEAMingテクノロジー（beads、
emulsion、amplification、magnetic）が、異常なメチ
ル化DNAおのおのをどのように検出できるかを論じ
た。血液や糞便のmethyl-BEAMingでは、無症候
性患者の大腸がん検出の陽性予測値は最大40%と
みられる。この値は、乳がん発見のためのマンモグラ
フィーの陽性予測値と同様である。

肺がんのバイオマーカー
　NYU Langone Medical Center の Harvey I. 
Pass, MDは、EDRNの取り組みを論じ、肺がん治
療におけるバイオマーカー利用に関する最新知見を
紹介した。「現在、肺がんには有効なバイオマーカー
はない」と同氏は述べ、EDRN lung groupが「ユ
ニークなプラットフォーム」、つまり、発見・検証段階で
利用でき、EDRNの研究者に独自の供給源を提供
できる独自のサンプル集団をどのように専門家に提供
しているかについて論じた。
　同氏は、気管支ブラッシングを用いての上皮細胞
の80種の遺伝子シグネチャによるがんの喫煙者とが
んでない喫煙者の識別方法を論じた。別の研究では、
鼻上皮などの代理組織で、同様の知見が得られ、そ
うした組織非侵襲的代理手段となることが可能で 

（4Aへ続く）

「名前をもつところまで開発が進んでいるPARP阻害剤は有望性が示されてい
るが、レスポンスが一定していないことから、こうした化合物の作用機序はま
だ完全には理解されていないことが示唆される」
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固形がんにおけるバイオマーカー
（2Aより続き）

あった。その後、マイクロRNAシグネチャの肺がんの
前診断、診断、予後への利用の可能性を論じた。
　「National Lung Screening Trialに50 ,000例以
上の患者が参加しており、また、10 ,000例以上の患
者が血液、尿、唾液サンプルを提供しているため、こ
のbiorepositoryで肺がんの分子バイオマーカーに
関する研究をサポートできるであろう」と同氏は締めく
くった。

前立腺がんのバイオマーカーとしてのPSA
　University of Texas Health Science Center at 
San AntonioのIan Thompson, Jr., MDは、前立
腺がんにおける前立腺特異的抗原（PSA）の役割に
ついて論じた。同氏は、「単独のバイオマーカーが孤
立状態で評価されているわけではない。前立腺がん
やその他のがんの発見と予後は、biomeasureと予
後のリスクを組み合わせて、検討できる」と述べた。
　同氏は、臨床の場でPSA検査が一部患者の発が
ん予測に有用であることを示した。中間リスクやリス

ク不確実の範囲では他の検査でPSAを補足する必
要がある。同氏は、0～4ng/mLのPSAが一般にど
のように正常とみなされているかを論じたが、これは
誤った想定である。この範囲でも、リスクファクターに
基づけば侵襲性の前立腺がんのリスクが10倍の可
能性を有する患者も同じ値を示す可能性は非常に大
きい。

　前立腺がんについては、直腸検査、人種、年齢、
家族歴、過去の前立腺生検などのその他の因子が、
リスク評価性能を向上させ得る特徴である。同氏に
よれば、尿検査で測定され前立腺で過剰発現され
る他のバイオマーカー（PCA3）によってもリスク評価

ツールの性能が向上することが、予備データで示され
ているとのことである。

卵巣がんのバイオマーカーとしてのCA-125
　University of Texas M. D. Anderson Cancer 
CenterのRobert C. Bast, Jr., MDは、CA-125が卵
巣がんの初期診断のバイオマーカーとなりうるかにつ
いて論じた。同氏は、早期発見時にCA-125の値を
評価したいくつかの研究を取り上げた。同氏が論じ
た研究のひとつが、United Kingdom Collaborative 
Trial of Ovarian Cancer Screening（UKCTOCS）
である。UKCTOCSは、卵巣がんのリスクが平均的
な20万人の閉経後女性を対象とした、進行中の地域
住民試験である。この試験では、卵巣がんアルゴリ
ズムのリスクが検証できるか、また、CA125上昇と経
膣超音波検査（TVS）の併用で生存率が向上するか
を検証する。
　2年のフォローアップの結果から、年1回のTVS、
またはCA-125上昇とその後のTVS（集学的治療、
MMT）により早期がん（StageI～II）の48%が発
見された。これは早期発見率のほぼ2倍である。し
かし、TVS群では実際の卵巣がん例発見のため38

件の手術が行われたが、MMT群では、卵巣がん
発見のため必要であった手術はわずか3件であっ
た。UKCTOCSで地域住民の卵巣がん罹患率は年
間発生率の2倍であることが示された。これは、CA-
125測定では早期発見に2年のリードタイムが生じる
ことを反映している。今後のフォローアップで、こうし
た結果が実際に生存率を向上させるかどうかが示さ
れるであろう。Specialized Program of Research 
Excellence （SPORE） at M. D. Anderson Cancer 
Centerが実施した、3 ,000例の閉経後女性を対象と
する同様の試験でも同様な結果が得られた。この試
験では、9件の手術により5例の卵巣がんが発見さ
れ、いずれも早期であった。
　閉経後女性でのCA-125の特異度は99%である
が、卵巣がんの罹患率が低い（2 ,500名に1例）ため、
早期発見のための検査が陽性予測値を10%とする
ためには感度も特異度（99 .6%）も高い必要がある。
CA-125は80%以上の卵巣がんで発現されるため、
同氏のグループは、特異度や陽性予測率を無視せ
ずにより多数の卵巣がんを長期に評価・発見するた
めの、CA-125を含む3～4種類のバイオマーカー群
を開発中である。●

日本のがん医療の向上
世界の最先端を目指して

※ がん患者とその支援者（個人／団体）に対する参加費優待をはじめとする各種プログラム「ペイシャント・アドボケイト・プログラム」を実施します。詳しくはwebをご覧ください。

【参加費（予定）】  ●医師（会員）： 15,000 円　●医師（非会員）： 25,000 円　●コメディカル（会員）： 8,000 円
 ●コメディカル（非会員）：10,000 円　●学生：3,000 円　●一般（がん患者・支援者）：3,000 円※

【事　務　局】  独立行政法人国立がん研究センター東病院 臨床開発センター内　〒277-8577　千葉県柏市柏の葉 6-5-1
【お問い合わせ先】  第 9 回日本臨床腫瘍学会学術集会準備室　日本コンベンションサービス株式会社内
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル18 階
 TEL　03-3508-1214　FAX　03-3508-1302　E-mail:9jsmo@convention.co.jp

The 9th Annual Meeting of Japanese Society of Medical Oncology

学術集会 webサイトにて、
会長挨拶・一般向けプログラ
ムの告知動画を配信中です。

「理想的なバイオマーカーは、陽性／
陰性予測値が大きく、サンプリングが
容易で、アッセイが安価に行え、品質
管理が容易であり、アルゴリズムが使
用しやすくなければならない」

— Dean E. Brenner, MD

メラノーマ／皮膚がん
Oral Abstract Session: Melonoma/Skin 
Cancers
Presenter: Sanjiv S. Agarwala, MD
（Abstract #8505）

Discussant: Helen Gogas, MD
　中または高リスクメラノーマ患者での高用量インター
フェロンα-2b（HDI）の4週アジュバント導入レジメン
では、無再発生存期間または全生存期間が経過観
察より改善しなかったことが第Ⅲ相試験で確認され
た。この試験結果は、HDI治療期間の重要性を裏
付け、承認された1年HDI導入レジメン後の維持療
法を今後もT4N0またはリンパ節転移陽性疾患患者

の標準治療とすべきであるとした。

消化管がん
Oral Abstract Session: Gastrointestinal 
（Colorectal） Cancer
Presenter: Franck Bonnetain, PhD
（Abstract #3506）
Discussant: Robert Glynne-Jones, MD
　5 -フルオロウラシル/ロイコボリンを用いる術前化

学放射線療法は、局所進行（T3 -4）直腸がん患者
の全生存期間（OS）または無増悪生存期間（PFS）
を放射線治療より延長しないことがメタアナリシスか
ら示された。このメタアナリシスは、放射線治療前の
化学療法が5年OSが有意に改善しなかったこと
を示した、European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer（EORTC）22921およ
び Fédération Francophone de Cancérologie 
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分子イメージングは、がん標的治療の指南役
および評価法において独自の可能性を有し
ており、がん臨床試験に分子イメージングを

組み込むための枠組み作りは、将来のがん治療に関
する試験における重要な付加事項として、現在その準
備段階にある。
　Seattle Cancer Care AllianceおよびUniversity 
of Washington の David A. Mankoff, MD, PhD
とKarmanos Cancer Institute at Wayne State 
University のAnthony F. Shields, MD, PhDは、
4日（土） のASCO/Society of Nuclear Medicine 
（SNM） Joint Session: がん臨床試験における分子
イメージングにおいて、イメージングに関する近年の到
達技術水準について言及した。同セッションは、2つの
学会で共同開催された3番目のジョイントセッションで、
それぞれが、臨床試験デザインおよびその実施の一
部としての分子イメージングの役割について、さらに鋭く
追及を行った。
　「われわれはゲノミクスの導入を経験してきた。こ
れは試験デザインへの新しいアプローチである」 と、
Indiana University Simon Cancer Center の
ASCO President George W. Sledge, Jr., MDはセッ
ションの冒頭で述べた。 「われわれは現在、分子イメー
ジングの活用についてわずかではあるが光を見出しつ
つある」と続けた。

　Dr. Shields は、薬剤開発の初期臨床試験におけ
る分子イメージングの目的について、新しい治療の開発
は高価であるが、これら試験への分子イメージングに
よる付加的なコストは、新薬開発の全コストに比較す
れば小さいものである点に注意を促しつつ、レビューを
はじめた。
 　「イメージングの付加的なコストは、開発コストを軽減
することにより、さらにmake-upが可能である」 と同氏
は述べた。分子イメージングは、有望な新規薬剤が十
分に供給されている、または大規模試験開始前に薬
剤が有効でないことが判明している患者集団が標的

となりうる。 
　サロゲートエンドポイントの最適な活用は、分
子イメージング技術を導入し優れたデザインの試
験において重要である。薬剤効果を見極める早
期マーカーは、イメージング技術で示されるかも
しれないが、真の臨床アウトカムのゴール（すな
わち全生存率）を把握するには困難であろう。
　がん治療における標的治療の評価は、さまざま
な標的治療薬を使用できる新たな可能性を臨床
医に与えるという意味で重要である、と同氏は述
べた。 
　 「ルーチンで行っている解剖学的なイメージング
では、標的治療の抗腫瘍効果は検出できないで
あろう」と同氏は述べた。分子pathwayの理解、
予後情報の把握、新規薬剤の標的評価、治療効
果の評価などを行ううえで、新しいイメージング技
術が求められている。標本のバイオプシーにより、
何千もの遺伝子およびタンパク質が測定されてい
るが、遺伝子またはタンパク質のレベルは必ずしも
活性化したpathwayを測定できるわけではない。 
　分子イメージングは、標的治療の効果予測およ
び効果の評価において、次のような疑問を明らか
にすることで重要な役割を果たすだろう。腫瘍に
おける標的の発現状況、標的がアクセス可能なも
のか否かや腫瘍における活性化状態、腫瘍の増
殖形態および薬剤が腫瘍の増殖に影響を及ぼす
のか、それともpathwayを遮断するのか。
　各種臨床試験がこれらの疑問を明らかにし、研究
者らは複数のがんにみられる “metabolic flare” 効
果に着目した。たとえば、エストロゲン受容体（ER）
陽性乳がん患者において、“metabolic flare”を示す
患者においてはエストラジオール負荷後のタモキシ
フェンへの反応性がより良好であった 。ただし、ER
陽性患者の何人かは反応しなかった（Fig. 1 ）。
　その他の試験では、thymidine positron emission 
tomography （PET） によるファーマコダイナミク
ス・イメージングを用いて、 5 -フルオロウラシル （5 -
FU） とその他の薬剤がチミジル酸合成酵素およ
びチミジンの合成を阻害し、結果として細胞内の
チミジン減少、デオキシウリジンを増加させること
を示唆した。研究者らは、腫瘍細胞は、salvage 
pathwayを使うためにチミジンキナーゼ（TK1） 
活性の急速な上昇により代償機構を働かせている
と結論した。腫瘍の低酸素状態と免疫療法の領
域において、同様の検討が行われている。 
　同氏は、標識薬剤の分布とクリアランス、エネル

ギー機構、血流、増殖、細胞ストレス、特定の経
路などをイメージングできるとしている。初期の腫
瘍の変化は、取り込みと保持の増減と同様、薬力
学的変化を反映することができる。しかし、治療
後のイメージングの最適なタイミングを、各トレー
サーおよび疾患ごとに決定しなければならない。

進行中の研究
　メカニズムの研究などをとりまとめる共同グルー
プは現在、開発および構築が進められている最中
である、とDr. Mankoffは述べた。これらは、新
しいイメージング法またはプローブの有効性を検
討する試験と同様、患者選択や適切なエンドポイ
ントを決定するために確立されたイメージング法
を使用した試験を含んでいる。
　「イメージングを扱うわれわれは、臨床医がこれ
まで実施してきた厳格な試験と同様に実施できる
よう学んでいる」と同氏は述べた。
　新しいイメージングプローブの臨床試験が、製
薬会社（治療に関する臨床試験との共同）および
PET/核医学suppliersにより進められている。
　同氏は、Cancer Imaging Program （CIP）の
開発に注目し、「National Cancer Institute （NCI）
は重要な役割を果たしている」と述べた。 CIP 
は、臨床的な分子イメージングは、がん予防と実

地臨床の管理において主要な役割を果たし、がん
治療の開発に関連する時間と費用の軽減につなが
るだろうとしている。また、in vivo における分子
イメージング技術は、がんの生物学の理解の促進
につながることも期待している。NCI CIP 第 I/II
相 Imaging Network を通したNCI イメージング
試験 Neoplastic processes under study は、代
謝、増殖、転移、血管新生、低酸素及び受容体の
イメージングを含んでいる。
　いくつかの新規薬剤が、増殖下の18F-fluoroth 
ymidine （FLT）、低酸素下の18F-fluoromisonid 
azole （FMISO） 、エストロゲン受容体試験にお
ける18F-fluoroestradiol （FES） 、骨転移における 
18F-fluoride （NaF） などを含めて試験中である。
これらの試験では、薬剤の取り込みと臨床効果と
の関連についても定量化が試みられている。
　同氏は、分子イメージングは、薬物療法の臨床
試験において治療標的ならびに標的に対するin 
vivo における薬剤の効果を評価するうえで、理論
的にはふさわしい方法であると結論した。「がん
臨床試験への分子イメージングの導入はまだ始
まったばかりである。そして、臨床試験における
最新のプローブは、その可能性を大きく拡大する
ことになるだろう」と述べた。●

がん臨床試験におけるイメージングの役割の拡大

Responders   Non-Responders

Pe
rc

en
t C

ha
ng

e 
in

 S
UV

 fo
r F

DG

100

80

60

40

20

0

-20

-40 Dehdashti F, et al. Breast Cancer Res Treat. 2009; 
113:509-517. Epub 2008 Mar 9.

•	51 women with advanced  
eR+ breast cancer

•	FdG-PeT before and after  
30 mg estradiol x 1 day

•	With change over 12%
 PPV 100%
 nPV 94%

•	For predicting response

Fig. 1. ホルモン療法の効果予測
　　 エストラジオール負荷 ―“Metabolic Flare”

「われわれはゲノミクスの導入を経験し
てきた。これは、試験デザインへの新
しいアプローチである。われわれは現
在、分子イメージングの活用について、
わずかではあるが光を見出しつつある」

— George W. Sledge, Jr., MD

Digestive（FFCD）9203のプールデータで行った。
演者は、この2つの試験では化学療法により局所コン
トロール（LC）と病理学的完全奏効（pCR）の改善
が示唆されたが、メタアナリシスによる代理検証では、
LCおよびpCRはOSとPFSの代理にならないことを
示唆した。

Oral Abstract Session: Gastrointestinal 
（Colorectal） Cancer
Presenter: Carmen Joseph Allegra, MD

（Abstract 3508）
Discussant: Howard S. Hochster, MD
　Stage Ⅱおよびstage Ⅲの大腸がん患者で、修正
FOLFOX6アジュバントレジメンにベバシズマブ治療
を1年追加しても全生存期間（p=0 .64）および無病
生存期間（p=0 .34）は共に延長されなかったことが、
National Surgical Adjuvant Breast and Bowel 
Projectが実施した試験（NSABP C-08）の最新結
果で示された。
　演者は、15ヵ月のランドマークにおける無病生
存期間の統計学的に有意な一次的な効果を示し
（p<0.0001）、これは腫瘍画像検査に影響する可能

性がある微小転移巣の増殖阻害の可能性や腫瘍脈
管構造に対する影響が原因であるとした。

Oral Abstract: Gastrointestinal （Colorectal） 
Cancer
Presenter: Sabine Tejpar, MD, PhD

（Abstract 3511）
Discussant: Tanios S. Bekaii-Saab, MD
　KRAS G13D遺伝子変異転移性大腸がん患者
は、他のKRASコドン12または13の突然変異を有
する患者とは異なり、標準治療では予後不良で、標
準的ファーストライン化学療法へのセツキシマブの併
用が有効であると考えられる。このことは、すべての
KRAS遺伝子変異の生物学的影響が同等ではな
いことを示唆している。セツキシマブ併用または非併
用化学療法に1,378例の患者を割り付けた。奏効

（p<0 .0001）、無増悪生存期間（PFS、p<0 .0001）、
全生存期間（OS、p=0 .0219）において、KRAS遺伝
子変異を有する患者の治療に有意な影響がみられ
た。野生型KRAS遺伝子変異の患者では、奏効、
PFS、OSが非常に良好であったが、KRAS G13D
遺伝子変異を有する患者でも、奏効（化学療法

22% vs. セツキシマブ追加40 .5%）、PFS（6 .0ヵ月 
vs. 7.4ヵ月）、OS（14 .7ヵ月 vs. 15 .4ヵ月）がわずかに
改善した。
婦人科がん
Oral Abstract Session: Gynecologic Cancer
Presenter: Gunnar Kristensen, MD, PhD

（Abstract LBA5006）
Discussant: Anil Sood, MD
　ICON7試験のOSの中間解析で、初期解析でみ
られた全生存期間（OS）の改善が継続しており、予
後不良の卵巣がん患者でもっとも有益であったこと
が示された。この解析では、欧州、カナダ、オーストラ
リア、ニュージーランドの263施設の高リスクの初期ま
たは進行上皮卵巣がん、原発性腹膜がんまたは卵
管がん患者1,528例を対象とした。カルボプラチン
+パクリタキセルに5または6サイクル目にベバシズマ
ブを併用または非併用の6サイクルの化学療法に患
者を無作為に割り付け、単剤療法として12サイクル
継続するか進行がみられるまで継続した。今回の
中間解析では、標準化学療法群の死亡は200例、
ベバシズマブ群で177例であった（ハザード比［HR］
=0 .84、95% CI：0 .69 -1 .03、p=0 .09）。予後不良の

患者の30%では、標準群の109例、ベバシズマブ併
用群の79例が死亡した（HR=0 .64、95%CI：0 .48 -
0 .85、p=0 .002）。

卵巣がん
Clinical Science Symposium: Ovarian 
Cancer: Novel Approaches to Improve 
Treatment Outcomes
Presenter: Saundra S. Buy, MD

（Abstract #5001）
Discussant: Usha Menon, PhD, RN
　CA-125および経膣超音波検査による年1回の検
診では、一般集団の卵巣がんによる死亡率は低下
せず、検診結果偽陽性後の外科的探査により重大
な合併症が生じ、一般集団での検診がかえって有
害である可能性が示唆された。Huntsman Cancer 
Institute at the University of Utahの Saundra 
S. Buys, MDは、通常治療を伴う検診と比較した無
作為化試験の解析について発表した。この試験に
は全米10ヵ所の検診施設が参加して78 ,216例の患
者を集め、がんの診断と死亡について13年間フォロー
アップする。
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“Liver-directed Therapy in Colorectal 
Cancer: What Are the Options and 
When Should They Be Used?”と題

され た3日（金）のOncology SessionのClinical 
Problemsでは、大腸がん肝転移に対する外科的治
療、化学療法、radiofrequency ablation: RFAなど
の適用が論じられた。議論には、外科オンコロジス
ト、メディカルオンコロジスト、インターベンショナルラ
ジオロジストなどが理想的な集学的治療アプローチ
の代表として加わった。
　「大腸がん患者における肝転移治療の研究
は、常に進化し続けている」と、University of 
California, San Francisco Helen Diller Family 
Comprehensive Cancer Center の Alan P. 
Venook, MDは、ASCO Daily News のインタビュ 
ーの中で述べた。
　「大腸がんの肝転移がある患者の治療に使用でき
る手技、技術は数多くある。本セッションの目的は、
いつ、なぜ、その治療法を用いるべきなのかを詳細
に議論することであった」。
　同氏は、数例の症例報告を聴衆に提示し、各症
例の治療に関する議論を展開した。同氏は、大腸
がん肝転移患者におけるエビデンスが不十分であ
るため、ディスカッションのほとんどはレベル1のエビ
デンスに基づいていないことに注意を喚起した。さ
らに、これらの症例は、治療が一筋縄ではいかない
ことから、論議を呼ぶようにあらかじめデザインされ
ていた。

切除の症例報告
　最初に提示された症例は、異時性肝転移を有
する結腸がんの65歳の症例であった。症例に
は、フォリン酸、フルオロウラシル、オキサリプラチ
ン（FOLFOX）による補助療法が行われたが、
computed tomography（CT）検査では4ヵ月以内
に右葉に3つ、左葉に3つ、合計6つの新しい肝病
変が認められた。
　本症例に対する最良の治療法を出席者に尋ね
たところ、多くの（44%）出席者は、病変の切除と
RFAを選択するであろうと回答した。
　「外科医として考えるならば、切除するチャンス
は治癒するチャンスであると私が述べても驚か
れることはないであろう」と、ディスカッションの 

パネリストの1人であ
る Massachuset t s 
General Hospital の
Kenneth K. Tanabe, 

MDは述べ、「患者をみると、これらの病変を切除す
る方法が必ずあるといえる」と続けた。
　同氏によれば、切除を考慮する場合、病変数は
唯一の決定因子ではないという。「11病変を切除す
ることができ、患者が他に予後良好因子を持ってい
る場合は、私は11病変を切除する。しかし、3病変
のみの患者でも、局所再発や他の重大な併存疾患
などの懸念材料がある場合、私はその患者に切除
を行わないであろう」と同氏は述べた。
　Memorial Sloan-Kettering Cancer Center の
Stephen Solomon, MDは、第一選択は切除である
という出席者の意見に賛同し、「われわれの集学的
治療チームで本症例についてディスカッションした場
合、多くの研究者が切除の方向でまとまると思われ
る」と述べた。
　本症例の5年生存率に関する質問を受けて、Dr. 
Tanabeは「私の経験から推測すると、5年生存率
は10～20％の範囲に入ると思われる。この推定値
は低いと思われるかもしれないが、化学療法単独
で治療した場合と比べるとかなり高いと考えられる」
と回答した。
　同氏は、このような病変数が多い転移について
は、段階的な順次の外科療法を考慮した方がいい
と付け加えた。
　こうした症例にどのような治療が行われるとして
も、化学療法が行われる前にpositron emission 
tomography （PET）-CT検査を行うべきであると
いう点については、すべてのパネリストが賛同した。
　「患者は6～8サイクルの化学療法を受け、それが
奏効する可能性がある。その後に、外科医に紹介
したとすると、その時点でのPETスキャンはあまり役
に立たない」と同氏は指摘し、「患者が将来、切除
を受ける可能性が少しでもある場合は、化学療法を
開始する前にPETスキャンを行うべきである」と忠
告した。

化学療法の症例報告
　次の症例として、同時期孤立性肝転移を有する
直腸がんが報告され、パネリストと出席者は治療法
について考察した。
　症例は、肛門端から6cmのところに直腸がん
がある47歳の患者であった（Fig.1）。何を最初に
治療すべきかと問いかけられた出席者は、肝転移

（10％）、全身疾患（53%）、原発疾患（36％）とそれ
ぞれ回答した。
　Dr. Venookは、大半の意見に賛同し、全身
疾 患をまず 治 療すると述べた。Dr.Solomonと 

Dr.Tanabeは、本症例の肝転移は切除治療もしくは
RFAを行う部位が含まれているとの見解で一致し
た。
　「肝病変に外科的治療を行った場合、胆管が含
まれる可能性が考えられる」とDr. Tanabeは述べ、
「本症例では、化学療法による腫瘍の若干の縮小
が術式を変えたり、手術を容易にしたりする可能性
がある」と続けた。
　RFAについても同じことが言えるとDr. Solomon
はつけ加え、「焼灼するにしろ、凍結するにしろ、周
辺の組織に障害を及ぼさないように努力することが
重要である。胆管はこの病変に接している可能性
があり、胆管に障害を及ぼすのは避けたい」と続け
た。「この場合、最初に化学療法を行って病変を縮
小することが推奨される。それにより、RFAがより
容易になる」と同氏は解説した。
　化学療法が最良の治療法であろうと考えられた
場合、どの化学療法レジメンが最良かという点が
次の課題となる。しかし、この課題を考察したDr. 
Venookは、FOLFOXに対するベバシズマブなどの
生物学的製剤の追加使用は、効果はほとんど期待
できず、リスクを増やすことから多くの場合、不要で

あろうと指摘した。
　さらに、ベバシズマブで治療された患者は、手術
の少なくとも6週間前までには治療を中止する必要
があるであろうとDr. Tanabeは述べた。
　最後に、Dr. Venookは、本症例は4サイクルの
FOLFOXを実施し、肝転移に対する手術を最初に
行ったと報告した。症例は、その後、さらに4サイク
ルのFOLFOXを実施し、化学療法後に原発巣の
外科的切除が行われた。
　これらの患者に対する理想的な治療法がいずれ
か考えられた場合でも、同氏は、このような複雑な
症例には、チーム医療であたり、議論を尽くすことが
何よりも重要であると強調した。●

Karnofsky Lectureでは
多発性骨髄腫におけるトランスレーショナルリサーチが話題に

セッションのパネリストは、
大腸がんにおける種々の肝転移治療の役割について論じた

38年間のがん研究を通じてKenneth C. 
Anderson, MDは、「研究の成果を患者
に還元する」ことを目標としてきた。そして

同氏の研究は、新規の効果的な治療法の開発や併
用レジメンの探索を通じ、多発性骨髄腫（MM）の経
過の改善に大きく寄与してきた。6月5日（土）のDavid 
A. Karnofsky Memorial Award Lectureにおいて
同氏はMM治療における画期的進展を紹介するとと
もに、将来の展望について以下のように講演した。
　MMは骨髄の形質細胞の異常増殖に伴う悪性腫
瘍であるが、それにより貧血、骨疾患、反復感染などの
重篤な合併症が引き起こされる。MMに対しては、メ
ルファランとプレドニゾンの併用が長く標準療法とされ、

さらに適応する患者には骨髄移植が施行されてきた。
　そのような中、共同研究の成果やMMの発症機序
の探究に基づく過去約15年間の治療方法の進展に
は目覚ましいものがあった。特に、MM細胞と骨髄内
の微小環境の相互作用がMMの発症に関連すると
いう研究結果や、特異的サイトカイン、接着因子、骨髄
間質細胞がMM細胞の生成と病勢進行に影響を持
つうえ、治療にも反応するという知見は重要なもので
あった。
　同氏は、「MMの治療方法の研究を通じ、微小環
境において薬剤が著効することが判明した。この事
実は薬剤開発に新たなパラダイムを提供した」と述べ
た。特に、骨髄微小環境においてMM細胞を標的と

するプロテアソーム阻害薬であるボルテゾミブおよび免
疫調節薬であるサリドマイドならびにレナリドミドは、非
常に速やかに臨床応用された例である。その結果過
去7年間に6種類のMM療法がFDAで承認され、
MM患者の生存期間は約2倍に延長した。
　現在ではボルテゾミブ、サリドマイド、レナリドミドの3
剤は、細胞傷害性薬剤や骨髄移植といったコンベンショ
ナルなレジメンに組み入れられてMM治療に適応され
ているが、今後もより有効性と忍容性が高い薬剤が求
められている。近年の治療方法の進展とMMの病因
の究明に基づき、研究者は合理的に新規カテゴリーに
属する薬剤を開発するという方向性を示している。その
ような研究の結果誕生した薬剤が、第二世代のプロテ

アソーム阻害薬および免疫調節薬、さらにはヒストン脱ア
セチル化酵素阻害薬、熱ショックタンパク質-90阻害薬、
アルキルリン脂質 Akt阻害薬であるperifosine、免疫
学的知見に基づくimmunotoxinや樹状細胞ベースの
ワクチンの適応が検討されている。さらに、多数の前臨
床試験中の薬剤が、MM治療の改善を目指した臨床
への応用に向けて検討されている。
　MMは完治が非常に困難な悪性腫瘍であるが、新
規のアプローチにより臨床効果の劇的改善や個別化
治療が望める可能性もある。「このように継続してきた
急速な研究の進展により、MMは多くの患者では安定
的な完全寛解が得られる慢性疾患になるであろう」と
同氏は締めくくった。●

Fig.1　同時期の孤立性肝転移
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がんサバイバーへの対応に関する関心は、
臨床オンコロジストとプライマリケア医
では異なるという調査結果が明らかに

された。American Cancer SocietyのKatherine 
S. Virgo, PhD, MBAは、「臨床医教育および患者
と医師双方へのサバイバー・ケアプランの提供によ
り、サバイバーに対するケアは良好なものとなり得
る」と、4日（土）のClinical Science Symposium 
“Patient and Survivor Care and Health Services 
Research Session: Survivorship ─ Care Plans, 
Quality of Care, and Barriers to Care”セッショ
ンで、Survey of Physician Attitudes Regarding 
the Care of Cancer Survivors （SPARCCS; 
Abstract CRA9006）と題して報告した。
　同氏らの調査研究では、臨床オンコロジストと

プライマリケア医を
対象に、積極的治療
終了後5年以上が経
過した乳がんまたは

大腸がん患者のケアに当たる際に考慮する要因
を5項目あげ、それぞれの関心の高さを二変量解
析により分析した。その結果、両者には以下のよ
うな有意な関心の高さの相違が見出せることが明
らかにされた。
　すなわち、プライマリケア医は臨床オンコロジ
ストに比べ、①医療過誤訴訟への対応を重視する
（p<0.0001）、②ケアの失敗を重視する（p=0.0047）、
③自身が適切なトレーニングを積んでいないことを懸
念する（p<0.0001）という結果となり、この3項目に
おける差が最も顕著であったという。
　一方、臨床オンコロジストはプライマリケア医に
比べ、①ケアの重複を懸念する（p=0 .0035）、②
臨床オンコロジストとプライマリケア医のいずれが
フォローアップ期間に予防ケアを施行するべきで
あるのかを重視する（p=0 .0007）ことが明らかに
された。
　さらに多変量解析結果からは、以下の項目をプ
ライマリケア医が臨床オンコロジストに比べて重

視することが明らかにされた。すなわち、医療過
誤訴訟対策（p=0 .0061）、適切なトレーニングの
不足（p<0 .0001）である。
　同氏は、「がんサバイバーの急速な増加に伴い、
サバイバー・ケアを臨床オンコロジストとプライ
マリケア医の間でどのように調整するかが課題と
なっている。至適なケアを提供するためには、が
んの再発発見、新規のがん発症の発見、がんおよ
びがん治療が患者に及ぼす長期的影響の解明が
必要である」と述べた。
　「最近までがんサバイバー・ケアは、がん患者
のケアの一部であるに過ぎないとの認識であっ
た。そのため、医療者の多くはサバイバーへの対
応に必要なトレーニングが十分ではない」と同氏
は述べた。今回のSPARCCSの結果では、サバ
イバーのケアに特化した臨床医に対する卒後教育
（CME）の必要性が明らかにされた。さらに、臨
床オンコロジストはサバイバーの問題解決に当た
ることができ、プライマリケア医はサバイバー・ケ

アプランの提供により、ケアに当たることが可能
になる。
　SPARCCSは、乳がんまたは大腸がん患者の
サバイバー・ケアについて、全米レベルで実施さ
れた最初の調査研究であり、National Cancer 
Instituteお よ びAmerican Cancer Societyが
資金提供にあたった。調査対象は、American 
Medical Associationに所属する臨床オンコロジ
ストおよびプライマリケア医で、臨床オンコロジス
トは76歳未満で前年に乳がんまたは大腸がんの
治療経験があることとし、プライマリケア医は診
療所で治療にあたる医師とした。今回の調査で
は5 ,275人が調査対象候補とされ、そのうち条件
に適格で、居住が確認できた3 ,596人の医師に調
査依頼した。その結果、臨床オンコロジスト1,130
人、プライマリケア医1,072人が調査に応じ、そ
の回答率は57.6%であった。●

がんサバイバー・ケアに関する
オンコロジストとプライマリケア医の関心の相違
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患者の腫瘍における、ある特定の分子的異
常に対する標的治療は、第Ⅰ相試験にお
いて、標準的治療よりも、奏効率と奏効期

間を改善した。
University of Texas M.D. Anderson Cancer 

CenterのApostolia M. Tsimberidou, MD, PhD
によれば、本試験は無作為化試験ではないとい
う理由を含め、いくつかの限界があるが、この知
見はやはり個別化治療のポテンシャルを明確に示
しているという点で重要である。同氏は、3日（金）
の Clinical Science Symposium “Personalized 
Medicine”で個別化治療研究（Abstract CRA2500）
の結果を発表した。

本試験では、患者に特定の分子的異常が検出さ
れた場合、患者はその分子的異常を標的とする治療
レジメンに組み込まれた。また、その分子的異常が
認められない患者は病態に即した治療が行われた。

分子標的治療プロトコールによる治療を受けた
患者では、有意に良好なCRおよび PR率と全奏
効期間が認められ 、生存も有意に改善した（p < 
0 .0001）。同氏は、治療群の直接比較は、現在の
分子的解析の本質的な欠点のみならず、腫瘍の分
子的異常を標的とする分子標的薬の数が少ないと
いう理由で限界があるとしながらも、試験結果は個
別化治療のベネフィットが極めて高いということを示
唆している、と付言した。
「分子的異常の検出と検出された分子的異常に特

異的な治療を選択するというアプローチは、標準的
治療に比べ、有用性が高い」と同氏はまとめた。

試験結果
M.D. Andersonにおける第Ⅰ相試験プロトコー

ルによる治療に組み込まれた患者1,114例のうち、
955 例で組織サンプルが得られ 、このうち、852例
で分子的異常が検出された。治験担当医は腫瘍
増殖に影響することが知られている遺伝子異常に
対する標的治療を行った（Fig. 1）。なお、分子的
異常が検出された852例のうち、354例では1つ以
上の分子的異常が検出されたが、解析は分子的異
常が1つの患者に限定され 、対象患者は175 例と
なった、とDr. Tsimberidouは述べた。

これら175 例では分子的異常に即した36の標的
治療が行われた。「治療は、患者の分子的異常のう

ち、少なくとも1つの機能異常を標的とする場合、患
者の腫瘍の分子的異常に即した治療とみなされた」
と同氏は語った。なお、116 例では分子的異常に非
特異的な49の治療レジメンによる治療が行われた
が、治療レジメンに含まれるいずれの薬物でも特定
の分子的異常に対する抑制作用は確認されていな
かった。

分子的異常特異的治療群におけるCRあるいは
PR率は、非特異的治療群の5%に比べ、27%と有
意に高かった（p < 0 .0001 ; Fig. 2）。特異的治療
群では奏効期間が長く、生存期間中央値も、非特
異的治療群の9 .0ヵ月に比べ、13 .4ヵ月と有意に延
長した（p = 0 .017）。

多変量解析および交絡因子
本試験には進行・再発がん患者が組み込まれ

た。University of Virginia Cancer Center の
Paula M. Fracasso, MD, PhDは、試験結果に関
する別の検討で、再発がんにおける分子的異常は
分子的に異なる可能性があると述べた。また、この
知見は、患者に治療歴がある（これは、特異的治療、
非特異的治療の効果に影響する可能性がある）と
いう事実とともに、試験結果の交絡因子であった可
能性がある、と同氏は語った。

なお、解析には「腫瘍増殖に関連するいくつか遺
伝子変異に限定された」と同氏は指摘した。さらに
分子的異常特異的な治療の有効性を検討するサブ
グループの解析は行っていない。換言すれば、特異
的治療群、非特異的治療群でベースラインにおける
患者背景における差は認められなかったが、試験
結果と同様、解析の対象となった遺伝子変異のタイ
プや数の違いは有意であった可能性がある、と同氏
は説明した。

しかし、これらの限界はあるものの、「治療パラダ
イムの変革期」、すなわち臓器特異的治療の開発
ではなく、分子標的治療を考え始める時期に来てい
る、と同氏は語った。

試験の開始後、いくつかの新たなバイオマーカー
および診断技術が応用可能となっているとし、Dr. 
Tsimberidouは、今後は個別化治療の有効性をさ
らに検討する無作為化試験を行うことが重要であ
る、と結論した。

同氏は、毎年約30 ,000の新規患者が見込まれ
るが、M.D. Andersonでは、現在、全新規がん患
者を対象とした遺伝子プロファイリングを行う技術を

開発中であり、遺伝子プロファイリングプログラムは
おそらく5年以内には導入される見込みである。●

Fig. 1.対象患者1,114例における分子的異常の割合
遺伝子変異 解析例数 異常検出例 %

PIK3Ca 803 82 10

KRas 744 136 18
BRaF 740 123 17
eGFR 636 20 3
nRas 489 38 8
PTen loss 445 76 17
CKIT 431 7 2
p53 120 44 37
aLK 85 1 1
G-naQ 75 2 3
C-MeT 62 1 2
ReT* 32 18 56

*甲状腺髄様がん患者の大部分を含む
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Fig. 2. 1つの分子的異常が認められる患者における最良効果
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（SD） > 6 ヵ月
40例 （23%）
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奏効率 n %

CR 0 0
PR 6 5
全体 6 5 

個別化治療により第Ⅰ相試験で奏効率、生存が改善

ASCO は、ASCO University における
新しい Monthly Webinar シリーズの一
部として 1 時間のWebinarライブを提供

している。この新しいシリーズは、主要な scientific 
および educational な講演を分かち合い、ASCO
のテーマに関するmeetings にフォーカスを当てたも
のである。
　取り上げられたトピックスは以下の通り:

• 思春期および若年成人のがんケアにおけるプライ
マリケア医の役割

• 2011 Gastrointestinal Cancers Symposium
のハイライト

• 2011 Genitourinary Cancers Symposium の
ハイライト

• がん患者における緩和ケアの必要性

　Webinar ライブは、毎月最 終 木 曜日の 5:30 
PM– 6:30 PM （EST）に開催される。各イベント
において、CME credit 1 つと学会参加や修了証
明書が入手できる。Webinar は、university.asco.
org/webinars にて閲覧できる。ASCOメンバーは
全員にディスカウントが適用される。
　Oncology Professionals Hall （Hall A,　
Level 3, South Building）のASCO University 
Booth （Booth #7004） に立ち寄ることをお勧めす
る。●　

ASCO University®による
新しいWebinarシリーズ





sunday, June 5, 2011  •  asCO daily news  •  13A

がんは主に高齢者で発症し、高齢者人口
が急速に増加しているにもかかわらず、
高齢患者を対象とした研究は依然少な

く、がんと加齢の関連についてはあまりわかってい
な い。3日（金）のExtended Educational Session 
“Biologic, Clinical, and Psychosocial Correlates 
as the Interface of Aging and Cancer: Report 
from the National Institute on Aging （NIA）/
National Cancer Institute （NCI） Conference on 
Geriatric Oncology Research to Improve Clinical 
Care”では、NIA/NCI Conferenceにかかわった研
究者を交え、加齢とがんの知識、加齢とがんの接点
における、さまざまなギャップをとり上げた討論が行わ
れた。

City of HopeのArti Hurria, MDは、がんの
大部分は65歳以上の高齢者で発症するが、複
数の研究 1,2で、がん臨床試験への高齢者の登録
は著しく低いことが示されていると述べた。同氏
は、Geriatric Oncology Research to Improve 
Clinical Careと称するプロジェクトで、U13 grant
により5年 間に3回開 催されているNIA/NCI 
Conferenceのリーダーの1人であり、最初の会議
は2010年9月にシカゴで開催された。本セッション
では、同氏とその研究グループにより、NIA/NCI 
Conferenceの成果が紹介された。

「人口の高齢化が進んでおり、高齢者のがんは
増加の一途をたどっている」と同氏は述べ、「問題は、
われわれは、目の前で起こっているこうした人口動態
の変化に対応する準備ができているか、増加しつつ
ある高齢者に最適な治療を行うためのエビデンスが
あるか、ということである」と問題提起した。

Duke University Medical CenterのHarvey 
Jay Cohen, MDは、加齢とがんに関する現在の理
解とその限界をとり上げた。同氏は、加齢とがんの
接点に関する理解の向上のためには、生物学的要
因、臨床的要因、および社会心理学的要因の3つの
領域でさらなる研究が求められると強調した。

拮抗性多形質発現とがん発症促進環境

現在浮上している仮説のひとつとして、拮抗性あ
るいは負の多形質発現があげられる。たとえば、生
殖年齢などの早期に細胞増殖過多を制御する機序
が形成され 、それが加齢により細胞や組織修復の
低下を招き、有害な作用をもたらすことが考えられる。

「あるいは、一部で言われるように、加齢はがんを制
御するために支払う代償と考えられる」とDr. Cohen
は述べた。

加齢に伴うがんの発症率の増加に関してはいく
つかの説明が可能であり、それには、高齢者におけ
る炎症誘発性環境に加え、DNAの不安定性の増
大やDNA修復タンパク質の低下などがある。炎症
誘発性環境については、同氏は、老化細胞では炎
症誘発性およびがん誘発性と考えられるサイトカイ
ン分泌が亢進するというエビデンスが得られている
と述べ、「このがん誘発性環境は、加齢に伴いがん
の発症が増加するプロセスの一部と考えられる」と
結論した。

また、がんと加齢に関する知識のギャップは、がん
が発症していない健康な高齢者を対象とした研究
が多い傾向とあいまって、さらに大きくなる可能性が
あるとし、健康な高齢者を対象とした研究からの類
推がどれだけ高齢がん患者にあてはまるかについて
は問題が残されていると述べた。

高齢がん患者に関するオンコロジー・コミュニティー

の理解の向上にはいくつかの努力が求められ、それ
には、がん患者との比較を可能にする、がんが発症
していない高齢対照者の検査サンプル・バンクの構
築、トランスレーショナル・リサーチの奨励、臨床的知
見と生物学的データのリンケージ解析などがある。

複雑な臨床的相互作用

臨床的知見は、加齢とがんの接点に関する別の
重要な側面であるとし、James P. Wilmot Cancer 
Center at the University of Rochester の
Supriya Gupta Mohile, MD, MSは、高齢者の臨
床的特性に関する理解向上が必要であると語った。

同氏は、がん患者では、併存疾患、障害、老人症
候群などの健康状態に関する要因が平均寿命に
影響すると述べた。これらの要因と患者のアウトカ
ムとの関連は複雑であり、多くはがん患者で認めら
れる。たとえば、ある2006年の研究では、大腸が
ん患者コホートの15 .7%で前述の3つのすべての
要因が認められ、乳がん患者コホートの11 .7%でも
同様な結果が得られている（Fig. 1）。3

換言すれば、臨床的要因とがん発症の相互作用
に関して本質的な理解の欠如があるといえる。がん
の生理学と治療から、他の慢性疾患と薬剤間の相
互作用にいたるすべての要素が関与する可能性が
ある。

「われわれオンコロジー・
コミュニティーは、臨床試
験における意思決定のカッ
トオフ・ポイントとして年齢を
用いる傾向があった」と述
べつつ、同氏は意思決定
には、年齢のみならず、背
景となる健康状態の影響
を考慮すべきであると結
論した。

これらの臨床的ギャップ
の解決には、集学的な取り
組みが求められる。老人
医学、オンコロジーは別々
の専門領域であり続けて
いるが、臨床的要因と患
者のアウトカムの高い相互
作用が考えられることか
ら、縦割り構造からの脱却
こそが高齢者におけるオン
コロジー向上の唯一の手
立てといえるかもしれない。

同氏は、加齢とがんの
理解を深めることを目的と
した臨床試験のデザイン
では、高齢患者に重要な
アウトカムとは何かを考える
ことが重要であり、それに
は認知能力その他の機能
指標が含まれる可能性が
あると述べた。また、同氏
は、「私のクリニックでも、が
ん治療のために家を離れ
早期に介護施設に入らな
ければならないのであれ
ば、がん治療を受けない
というがん患者が多いが、
残念ながら、現在のデータ
からは、そのような事態が

起こるリスクについて何もいえない」と語った。

試験登録における障壁

Chair of the sessionで あり、University of 
ChicagoのWilliam Dale, MD, PhDは、がんと加
齢の接点についての研究において、内在する社会
心理学的要因を取り上げた。

同氏は、高齢がん患者の試験参加率が低い傾
向が続いているが、それには複雑な要因が考えられ
るとした。その主な要因と考えられるのは、高齢患
者は医師に臨床試験への参加の意思を問われるこ
とが少ないことである。いくつかの研究では、試験
への参加は、若年患者よりも65歳以上の高齢患者
で低いものの、参加の意思を尋ねられた場合、65
歳以上の患者の試験参加は若年患者と変わらない
ことが示されている。4

また、高齢患者の臨床試験への参加の社会的・
心理学的障壁についての情報は非常に少ないが、
現在得られる障壁に関するデータは、これまでの信
念、無作為化あるいはプラセボ対照試験に対する
嫌悪または不信感、あるいは信頼する医師の手から
臨床判断の能力が奪われているという状況に対す
る嫌悪感などが含まれる。5

また、医師が高齢患者に臨床試験への参加を勧
めない理由としては、高齢患者には薬剤の毒性は強

すぎると考えるか、患者の併存疾患に対する懸念
が先行するとも考えられるが、単に自分の患者があ
る特定の臨床試験に参加できることを知らないとい
うことも考えられた。

同氏は、これらの問題に対しては比較的単純な
解決策が考えられるが、特に現在進行中の臨床試
験の情報や、直接的に患者ケアにかかわっている他
の医療従事者との連携の向上に関する啓発が挙げ
られると述べた。単に書式の単純化や試験内容の
理解を図ることなどによる、インフォームド・コンセント
取得のプロセスの改善も解決につながる。高齢患
者でよく問題となる交通手段が障壁であれば、採血
その他の試験機能のための家庭訪問を設定するな
どの工夫も試験参加の向上につながる。

第 2回目のGeriatric Oncology Research to 
Improve Clinical Care Conference は 2012年
に予定されており、高齢がん患者および虚弱な成人
がん患者を対象とした治験デザインと実施に関する
問題を取り上げる。また、2013年には第3回として、
高齢がん患者および虚弱な成人がん患者を対象と
した介入試験のデザインと実施に関する問題を取り
上げる予定だ。

Dr. Hurriaの指摘通り、がんと加齢の接点に関
する研究への必要性が高まっている。1940年には、
65歳以上の米国人は1,000万人であった。2000
年にはその数は3 ,000万人を超えた。2030年には
7,000万人にまで達すると推定されている。●
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高齢がん患者を対象とした臨床試験における
大きなギャップとその可能性
Extended Educational Sessionでがん臨床試験への高齢者登録における障壁を検討

Fig. 1 新規高齢がん患者における
老人疾患の有病率

Koroukian sM, et al. J Clin Oncol. 2006;24:2303-2310.
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NCI のDirectorが、がん研究の
新しいイニシアチブと優先領域にハイライト

直腸がん治療において新規薬剤が
アジュバント、ネオアジュバントで5-FUに非劣性を示す

術前放射線療法併用のカペシタビンベー
スの化学療法において、フルオロウラシ
ルベースの化学療法と同等の治療成績

が得られ、それらの直腸がんに対するネオアジュ
バント療法を検討した2試験では毒性の発現も少
なかったと、4日（土）のGastrointestinal（Colorectal） 
Cancer Oral Abstract Sessionで報告された。
　カペシタビンおよびカペシタビンとオキサリプラ
チンの併用療法を検討した試験結果により、カペ
シタビンは5 -フルオロウラシル（5 -FU）と同等の
治 療成 績 が 得られることが 明らかにされた

（Abstract 3503）。「すなわち、カペシタビン（±
オキサリプラチン）と5 -FU（±オキサリプラチン）
の治療成績に差はなく、毒性はオキサリプラチン
併用群で高かった」と、M. D. Anderson Cancer 
Center, OrlandoのMark S. Roh, MDが報告し
た。
　同氏は、「術前放射線療法+カペシタビンによ
り、5 -FU持続静注と同等のdownstaging、括約
筋温存術、病理学的CRが得られた」とした。無
病生存率や全生存率のデータは2013年に発表の
予定である。

カペシタビンと5-FUの比較結果が明らかにさ
れる
　この試験は、当初の計画ではカペシタビンと
5-FUをhead-to-headで比較するものであったが、
オキサリプラチンの米国での承認後、オキサリプ
ラチン併用がプロトコール（NSABP R-04） に追

加された。今回の結果では、オキサリプラチンは
理論上、放射線増感薬として優位性をもつものと
考えられたが、オキサリプラチン併用の有無によ
る差は認められなかった。
　病理学的CR、括約筋温存術および downstaging
の達成率は、4群間で差は認められなかった。し
かし、grade 3および4の下痢はオキサリプラチン
を併用した2群で有意に高頻度に認められ、カペ
シタビンまたは5 -FU±オキサリプラチン群で
15 .4%、カペシタビンまたは5 -FU単独群で6 .6%

（p<0 .0001）となった。
　この試験では直腸がん患者1 ,608例が、5 -FU
の持続静注（225mg/m2、5日間/週）±オキサリ
プラチン静注（50mg/m2、5日間/週）、カペシタ
ビン（825mg/m2、1日2回、5日間/週）±オキサ
リプラチンの4群にランダムに割り付けられた。対

象患者はランダム化に先立ち、括約筋温存術に対
する適応が検討された。患者はstageⅡまたはⅢ
の直腸がん患者で、全例に術前放射線療法が施
行された。
　同氏は、「この試験は術前放射線化学療法の
評価のために計画されたが、特に直腸がんの遠
位部位での再発率は24～30%であり、アジュバ
ント療法のコンプライアンスも不良である。この

ため、今後の長期追跡により放射線療法中の全
身療法によるコンプライアンス、再発の抑制、さ
らには生存率への影響について評価できるので
はないか」と述べた。

第Ⅲ相臨床試験の結果
　局所進行直腸がん患者を対象に、カペシタビン
と5 -FUのネオアジュバントおよびアジュバント療
法の有用性を比較した第Ⅲ相臨床試 験 結果
（Abstract #3504）では、「カペシタビンの5 -FU
に対する非劣性が示された」とDay Treatment 
Centre at the Interdisciplinary Tumour 
Center, GermanyのRalf Hofheinz, MDは報告
した。この試験で認められた優位な安全性、改
善したリンパ節のdownstaging、良好な生存への
寄与からみて、カペシタビンは局所進行直腸がん

の周術治療において5 -FUと置き替わり得るかも
しれないと同氏は指摘した。
　この第Ⅲ相試験では、直腸がん患者392例をカ
ペシタビン群（197例）または5 -FU群（195例）
にランダムに割り付け、このうちカペシタビン群の
81例にはネオアジュバント療法が、5 -FU群の80
例にはmesorectal excision surgeryが施行された。
　手足症候群（HFS）、疲労感、直腸炎はカペシ

タビン群で多くみられた。一方、白血球減少、脱
毛は5 -FU群で高頻度であった。ただし、放射線
療法併用が消化器症状をもたらした可能性があ
る。下痢の発現頻度は、放射線療法非施行時は
両群で差はみられなかったが、放射線療法施行
時では5 -FU群に比べカペシタビン群で明らかに
高かった。
　52週間の追跡期間における局所再発率は、両
群間で差はみられなかった（カペシタビン群
6 .1%、5 -FU群7.2%；p=0 .7795）。しかし、遠
隔転移率は5 -FU群に比べカペシタビン群で低
かった（カペシタビン群18 .8%、5 -FU群27.7%；
p=0 .0367）。追跡期間中に、5 -FU群の93例中
55例が死亡した。データ解析の結果、本試験の
一次エンドポイントである5年生存率において、カ
ペシタビンは5 -FUに対し非劣性を示した（カペ
シタビン群75 .7%、5 -FU群66 .6%；p=0 .0004）。
　カペシタビンの5 -FUに対する優位性の検証で
は、カペシタビンの優位傾向は示されたものの、
有意差は検出されなかった（p=0 .053）。二次エ
ンドポイントにおいては、3年無病生存率はカペシ
タビン群で75 .2%、5 -FU群で66 .6%とカペシタ
ビン群で有意に高かった（p=0 .034）。
　HFS発現は、良好なアウトカムの指標となり得
ることも明らかにされた。すなわち、皮膚の有害
事象を発現した患者では、3年無病生存率および
5年生存率が有意に高いものとなった（それぞれ
83 .2%、p=0 .004；91 .4%、p<0 .0001）。●

ノー ベル 賞 受 賞 者 でNational Cancer 
Institute （NCI）のDirector で あ る 
Harold E. Varmus, MDは、ASCO 第

47回年次総会のオープニングセッションでNCIの
声明を発表した。同氏の在職期間中の最初にあ
たる年でもあり、NCIの状況のoverviewを述べ
た。
　「今年は、厳しい財政困難な状況にある」と同
氏は述べ、現在の予算は 2010年のレベルより1% 
減少し、NCIにおいて大幅カットが必要であると
警告した。その一方、同氏は 「がんの進歩におい
てわれわれが対面している前例のない機会」に期
待していると述べた。 予算カットはあるものの、
50 億ドルの予算が補助金、契約、研修プログラム
に有効活用されることを同氏は望んでいた。
　同氏は講演のなかで、ゲノミクスにおける進歩、
疾患メカニズムのより深い理解、トランスレーショ
ナルおよびクリニカルリサーチの進歩などが、が
んにおける進歩を加速したことを示唆した。NCI
の予算抑制は全面的なものであるが、同氏は、新
世代の科学産業の援助によってそれが維持される
ことへの期待をもっていた。また、大幅な財政抑
制もゲノミクスには影響を与えないだろうとした。
　臨床試験にかかわる共同グループの再編につ
いてもハイライトが当てられた。同氏は、共同グ
ループの再編、すなわちグループの数が9から5
に減少しているという製薬企業の報告に注目し
た。これら5つのグループは、小児を対象とした
グループが1つ、成人を対象としたグループが4

つで、これらはすべて、臨床試験デザインやその
施行においてより科学的にあるべきというリコメン
デーションを遵守している。さらに同氏は、共同
グループでは、最近の治療法において、その効果
予測に遺伝子マーカーの使用を試みていることに
言及した。
　地域の側面からみた、がんに関する試験の重要
性についても述べた。 NCIでは、臨床試験が専
門的な施設だけではなくoncology communities
を通して行われていることを地域に認識してもら
い、地域からの参加を増やすために給付金の拡
大を行ってきた。将来的に、tumor banks が一
元管理され、臨床試験がより低いtermination 
ratesになることを彼は希望した。
　がん研究の進歩においてゲノミクスの到来は重
要であり、同氏は「遺伝子に基づくオンコロジー
の 時 代 が 到 来 し た」と 述 べ た。Center for 
Cancer Genomicsでは Cancer Genome Atlas Program
が策定され、ゲノミクスをがん治療に導入する牽
引役になるとともに、その技術的進歩を評価し、
公開する機会の創出、ゲノミクスの実地臨床への
導入、genomic efforts、つまりはルーチンな試験
やクリニカルケアにおける標本採取、新しい標的
治療のための試験デザインなどを行っていた。
　同氏は、NCIの重要なイニシアチブとして
global healthにもハイライトを当てた。Center 
for Global Healthは、ヒトパピローマウイルス、
Epstein-Barrウイルス、カポジ肉腫関連ヘルペス
などのウイルスの終息に向け、ワクチン接種の費

用面に関する国家的開発アプローチを押し進めて
いるとした。
　同氏は、挑発的な質問を投げかけてNCI の役
割にもハイライトを当てた。「責任財政の時代に
おいて、われわれは自明なことをすべきではない。
われわれは、試験を行うことが困難である臨床上
の課題にこそ力を注ぐべきである」。また、ウェブ
サイトで示唆しているように、 NCIの Provocative 
Questions Project は「関心を抱いている団体す
べてに向けて、開かれた科学情報が提供される
組織づくりや、幅広い才能支援と統率のとれた組
織づくりにより、常に新しく、チャレンジングで、
生産性の高さを持って課題に向かっていくための
ものである」と続けた。
　40回を迎えた National Cancer Actにおいて、
同氏は、がんは単一ではなく複雑な疾患であり、
いくつかの共通性を持つ不均一な疾患であるとの
認識が得られていると述べた。「われわれは、そ
れぞれのがんにおいてさまざまなレベルの進歩を
見出し続けるであろう」。同氏は、がん予防試験
において、新しい機会との出会いも示唆した。
National Lung Screening Trialにおける結果に
おいて、これらの知見が、適切な監視と放射線暴
露量とともにクリニカルケアに組み込まれることを
望んでいるという。
　同氏は、「われわれはより多くの資本投下によっ
てより素早い活動もできるが、現在有している資
源のもとで最善の努力をしていきたい」と述べ、
講演を締めくくった。●

National Cancer Institute の Director である Harold 
E. Varmus, MD は、予算の削減を認めながらも、
NCI の補助金や契約、研修プログラムに資金供給
されることを望んでいる。

術 前 放 射 線 療 法+カペシタビンにより、5 -FU持 続 静注と同等 の
downstaging、括約筋温存術、病理学的CRが得られた

— Mark S. Roh, MD






