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　がん治療薬の不足から、医療費償還に影
響する行政・規制関連の動向、がん研究の
助成やがん治療へのアクセスまで、ASCO 
in Actionウェブサイト（ascoinaction.asco.
org）は、oncologistやがん患者にとって最
善の利益をもたらす、ASCOの医療行政に
対するさまざまな努力を紹介している。
　2011年9月に開設された本サイトは、ユー
ザー・フレンドリーな内容構成、ナビゲーショ
ンおよび検索機能を備え、定期的な情報
アップデートやASCO in Action Twitterが
盛り込まれている。本サイトはまた、ASCO
のアドボカシー・ツールキット、ASCOのが
ん関連行政問題に関するposition statements、

ASCOの草の根的アクションセンターである
ASCO ACT Networkへの迅速なアクセス
の便宜を提供する。
　また、ASCO in Actionは、ASCOメン
バーからの発言を奨励しており、ウェブサイ
トではメンバーによるASCOの行政部門へ
の連絡に関するツールやリソースを用意して
いる。また、ASCO oncology community
の専門ネットワークサイトであるASCO in 
Action Forum on ASCO Connectionへリン
クすることで、メンバーはさまざまな行政問
題に対するコメントを寄せることができる。
　がん治療薬不足の危機に関しては、AS 
COは米国議会による行動基盤となる勧告

リストを策定している。ASCO Presidentの
Michael P. Link, MDによるがん治療 薬
の不足に関する講演ビデオはascoaction.
asco.orgで閲覧が可能である。
　また、ASCO in Actionは、エビデンスが
ないにもかかわらず使われることが多い検
査や治療のトップ５の話題に関する情報の
提供元でもある。このトップ5リストは今日
のがん治療の質―および価値―の改善に関
する重要な機会を提示している。本ウェブサ
イトでは、これらの検査や治療法のがん治
療への影響に対して、医師たちの意見を収
集するオンライン調査を行っている。
　ASCO in Actionウェブサイトでは、が

ん治療の進展に基づくがん研究者、がん
治療提唱者、政策当局の動向に対するAS 
COのガイダンス、将来的な米国のがん負担
の増加に対するASCOの対応の詳細につい
て、ASCO’s Blueprint for Transforming 
Clinical and Translational Cancer 
Researchとしてまとめられている。
　ウェブサイトへのアクセスにはASCO in 
Action’s RSS feedへの登録が必要で、登録
後は最新の行政問題・ニュースにも触れるこ
とができる。ここには臨床試験における保
険、医療費償還、医療法改正のoncologist
への影響に関する最新情報がまもなく掲載
される予定である。
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世界的に認知されている成人白血病の
権威、Kanti R. Rai, MDが、2012 
David A. Karnofsky Memorial 

Award and Lectureを受賞する。同氏は、
Chief  of  the Chronic Lymphocytic 
Leukemia Research and Treatment 
Program at North Shore-Long Island 
Jewish（ LIJ）Health System, the Joel 
Finkelstein Cancer Foundation Professor 
of Medicine at Hofstra North Shore-LIJ 
School of Medicineであり、The Feinstein 
Institute for Medical Researchの研究者で
ある。同氏への授与と同氏の受賞講演は、2
日（土）午前9：30からN Hall B1での Opening 
Sessionで行われる。
　同氏は、慢性リンパ性白血病（CLL）の
Rai clinical staging systemの開発者として
世界中で広く知られている。このシステムは、
一般臨床において評価可能な基準による
CLLの腫瘍量評価に基づく方法であり、
oncologistが臨床経過を予測し、個々の患
者に対して治療を適切に個別化するのに用
いられている。このシステムは同氏の名前を
冠しているが、名誉をほかの共同研究者た
ちと共有すべきものだと同氏は主張してい
る。「これはたったひとりの人間の業績では
なく、ずっとチームで行われてきたからだ」
と、ASCO Daily Newsのインタビューで同
氏は述べている。同氏は、受賞講演で、
CLLの治療の進歩における共同研究者の業

績と貢献を強調したいと考えている。
　インドのJodhpurに生まれ、Jaipurの Sawai 
ManSingh Medical College, University of 
Rajasthanを卒業した同氏は、小児科医とし
て母国に戻るつもりで、米国で研修を継続し
た。Lincoln Hospital と North Shore 
University Hospitalで小児科学の研修を修
了したが、後者でひとりの幼い
患者が同氏の目に止まった。
Loriという名の3歳の女の子
で、当時は不治の病であった
急性白血病に罹っていた。
　「1958年のことだ。この幼
い女の子に出会ったとき、個
人的にかかわらないことはで
きなかった。私の指導教官は、
その後数ヵ月間、この病気を
治療しようという私の熱意が
本気であることに気づき、私の
将来のキャリアへと導いてくれた」と、同氏
は続けた。
　指導教官であったArthur Sawitsky, MD
の励ましもあり、同氏はLIJ Medical Center
で血液学と核医学のfellowshipを修了した。
ここで白血病と臨床研究に対する興味が深
まり、Brookhaven National Laboratory の
Hematopoetic Cell Kinetics研究チームに
加わった。数年間母国に戻ったが、最先端
の白血病研究のチャンスを得て、米国そして
Brookhavenに戻ることとなった。現在の地

位に就く前は、State University of New York 
at Stony Brook、Parker Institute for 
Geriatric Care、Albert Einstein School of 
Medicineとも連携していた。
　自身のキャリアのハイライトについて尋ね
ると、同氏は、自身の名を冠した病期分類シ
ステムや自身がリードした草分けの臨床研究

を挙げなかった。むしろ、
CLLや白血病細胞のキネティ
クスでの研究の進歩の初期
の目もくらむような日々に、指
導教官のDr. Sawitsky や
Eugene P. Cronkite, MDか
ら受けた指導を挙げた。また、
Feinstein InstituteでのCLL 
Research Programで共同研
究者でありCo-Chiefであった 
Nicholas Chiorazzi, MD の
名を挙げた。同氏は、こうし

たパートナーシップを、CLLの分子標的およ
び生物学的標的に関する問題について臨床
研究者と基礎研究者を結びつけた「例外的
で幸運なもの」と呼んでいる。
　「ときに反対してもオープンに議論ができ、
それでもなお、互いの知見をもとに研究を前
進させられる、信頼できる友情を培うこと
で、非常に生産性の高い共同作業が行える。
CLLの新たな標的とよりよい治療を開発す
るために、われわれは連携している」と、同
氏は述べた。

　同氏は1970年からASCO会員であり、
Society’s Clinical Practice Committee
（2007-2010）の一員であった。 Chronic 
Lymphocytic Leukemia Research Con 
sortiumおよびthe International Workshop 
on CLLのリーダーのひとりであり、長年、
Cancer and Leukemia Group Bのメンバー
であった。American Association for Cancer 
Researchで活動しており、また、2006年の
American Society of Hematology の
presidentも務めた。

　1970年に最初に与えられたThe David A. 
Karnofsky Memorial Award and Lecture
は、ASCOで学術的に最高栄誉の賞である。 
　「私は40年以上もASCOに積極的に参加
していて、Karnofsky Award lectureは欠
かさず聴講していた」と同氏は述べ、「とて
も光栄に思うし、受賞者のひとりとなること
に非常に感動している」と付け加えた。●

Kanti R. Rai, MD

“ときに反対しても
オープンに議論ができ、それ
でもなお、研究を前進させら
れる、信頼できる友情を培う
ことで、非常に生産性の高い
共同作業が行える。”

— Kanti r. rai, MD
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Jennifer M. Croswell, MD, MPH, and
Barnett S. Kramer, MD, MPH

スクリーニングは、医療関係者だけ
でなく一般の注目も集めるところで
ある。がんスクリーニングについて

は、ステージ早期での発見が死亡や重症化
を抑制するという観点から非常に重要であ
ると考えられている。早期診断により適切な
対応が行われることにより、公衆衛生に寄与
するとも考えられている。ただし、スクリー
ニングに関する議論もあるが、このような議
論は正当に評価されていない。そこで言い
慣わされている言葉を引きながら、これまで
話題にされなかったスクリーニングの功罪に
ついて述べる。

スクリーニングは
健康人の健康を増進させるものではない
　スクリーニングと治療は特定集団を対象と
するという点でユニークである。治療の対象
集団は特定の症状または疾患を有する人に
限られる。スクリーニングでは、対象集団は
無症状である。
　よく見過ごされる点は、スクリーニングの
対象者の多くが検索対象となる疾患に罹患
することにはないということである。つまり、
少なくない人々が、がんのスクリーニングの
ベネフィットを受けられず、逆にそれに伴う
障害のリスクを負うことである。

早すぎず、遅すぎず―適切な時期に
　スクリーニング対象者の中に少数の検索
対象となるがん患者が含まれるとしても、残
りの多くの対象者はベネフィットを受けるわ
けではない。スクリーニングの目的は、長期
にわたる繰り返しの検査により、前臨床状
態にあるがんを発見することである。とこ
ろが、進行性で致死率の高いがんの多くに
対してスクリーニングの有用性は発揮されな
い。すなわち、スクリーニングの実施間隔よ
りも、がんの転移やがんによる死亡の期間
が短いこともあると考えられるのである。ス
クリーニングは、レングス・バイアスド・サン
プリングとして知られる現象は別として、本
質的に、症状の出現によって診断に至るより
も予後を改善させられるがんを優先的に検
索する。スクリーニングはそれ自体が予後改
善に寄与するものではなく、もともと有利な
状況で診断をするよう工夫することである。
　スクリーニングでは、致死性の高いがんが
見逃される傾向にあるが、成長の遅い非進
行性のがんに対するベネフィットもないか、
ほとんどないと考えられる。これら非進行
性の疾患では、レングス・バイアスド・サンプ
リングの極端な例の典型である過剰診断に
つながるのである。過剰診断とは、スクリー
ニングで症状発現前の病変を発見すること

が可能であるが、それがスクリーニング対象
者のベネフィットにつながるものではないこ
とをいう。つまり、がんの進行が遅い場合、
対象者は他の疾患により死亡する可能性も
あり、またがんが致死性のものではない可能
性もある。がんは加齢に伴う疾患であり、患
者の多くはたまたま合併する低悪性度のが
んではなく、がん以外の他の疾患で死亡する
のである。このような患者を選別することは、
苦痛を伴うがん治療を回避することにつなが
る。童話の「ゴルディロックと3匹のくま」に
あるように、スクリーニングでは「早すぎず、
遅すぎず―適切な時期に」が求められるの
である。

より多くがよいとは限らない
　過剰診断は、受け入れがたい概念である。
スクリーニングテストの実施者は、顕微鏡下
で真のがん病変と真のがん病変と似たふる
まいをする非がん細胞を見分けることにな
る。そこで、過剰診断と誤診の区別が重要
になる。誤診は病理担当者ががん細胞の鑑
別に失敗した結果であるのに対し、過剰診
断は鑑別が正確であったが、その後の無治
療での経過が病理形態学的観察結果とは異
なることを意味している。スクリーニング技
術は進化を続けているため、このようながん
の鑑別も将来可能になるかもしれない。現
在のがんの自然史の知識は、症状を伴うが
んの観察により得られたものであるが、早期
発見の方法は、定義上、無症状のがん細胞
の検討により得られたものである。がんは
不均一で動的であるが、近年の初期診断に
用いられる方法では、ある時期の異常を静
的にとらえることに主眼を置いているため、
がんの進展については判定不能である。そ
のため、臨床ステージを応用するにしても、
臨床症状により発見されたがんの判定の参
考にはならない。
　がんのスクリーニングにおいて過剰診断が
みられることを示唆するエビデンスは少なく
ない。The national neuroblastoma infant 
screening program in Japanを一例とする
と、多数を対象としたスクリーニングの結果、
11年間で神経芽腫の発見率は100万人対33
～69例から100万人対260例へと上昇した。
これらのうちの増加分は、ステージ早期と診
断されたが、神経芽腫の進行例や死亡数に
はほとんど変化がなかった。解析を実施し
た研究チームは、早期発見例の多くで腫瘍
は自然消退すると考えられ、症状を発現する

腫瘍とは異なるものではないかと推定してい
る。

対価なしに得られるものはない
　スクリーニングは宝くじに例えられる。多
数の人が参加するにもかかわらず、利益を得
る人は比較的まれである。しかしこれらの
少数の人々にとっての利益は、たとえば死亡
を回避できることなどからみて大きいといえ
る。
　しかし、宝くじとの比較は妥当とはいえな
い面もある。スクリーニングには受診者に弊
害を与えるが、宝くじでは損失はくじの購入
費用に限られる。スクリーニングでは検査
そのもの以外に関心を示さないため、受診
者は弊害についての理解や議論は十分とは
いえない。さらに、早期発見と死亡の抑制
は疾患の発見のみでもたらされるものではな
く、治療などの介入によってもたらされるの
である。宝くじの例えに戻ると、ベネフィット
が得られる前に弊害や費用の支払いが来る
ことになるが、がんではそのベネフィットは何
年も経ってから得られるのである。
　スクリーニングの結果により、その後一連
の精密検査や治療が実施されることになる。
スクリーニングで発見された患者に対策が
施され、これにより早期発見の努力が報わ
れることになり患者にもベネフィットがもたら
されるが、それと同時に有害事象による一
連のリスクももたらされる。ベネフィットは直
接的には致死的ながんを発症した患者がが
ん治療を受け入れることで得られるが、スク
リーニングの弊害は、がんを罹患していない
受診者にまで及ぶということである。有害
事象の重症度と頻度やとくに過剰診断によ
り、早期発見が結果的には医療者が健康状
態を改善したいと考えている受診者に弊害
をもたらすことになる。スクリーニングの目
的がよいものであるとしてもそれだけでは十
分とはいえず、医療者症状のない大集団に対
しルーティンでスクリーニングを行うために
は強力なエビデンスが必要である。
　スクリーニングについて一言で表すと、直
観に反した見解や複雑な見解が、過度に単
純化される恐れがある。これまで早期発見
について総合的なベネフィットに関するエビ
デンスが検証されないまま進められてきた。
そこでわれわれは、受診者にスクリーニング
のベネフィットと弊害についてよく理解しても
らい、受診するかしないかを決定する必要
がある。●

当記事は筆者の見解のみに基づいています。

著者略歴 : Dr. Croswell はmedical officer 
at the Agency for Healthcare Research and 
Qualityである。Dr. Kramerはthe director 
of the Division of Cancer Prevention within 
the National Cancer Institute. 同氏はthe 
National Cancer Institute’s Prostate, Lung, 
Colorectal, Ovarian （PLCO） Trial and the 
National Lung Screening Trial （NLST）
でもある。
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の中で議論され宣伝されたサービスの誤用に対して責任を負わない。
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今年のASCO Daily News はページ
数が増え、より充実した内容になっ
ていることに、ASCO参加者は気

づかれるであろう。読者からの声に応え、
Daily News はoncology領域で注目を集める
話題をより広く取材し、Expert Editorials、オ
ンライン版のscientific sessions、世界的な
oncologyの課題についての情報などをより一
層取り上げている。今年の総会のテーマであ
る“Collaborating to Conquer Cancer”に動
機付けされたDaily News のスタッフたちは、
数多くの論議を呼んでいる講演を取り上げ、
課題に対する複数の、時に異なる見解を提供
し、論争中の話題に関連したASCOリソース
を提供した。
　Daily News で取り上げられる疾患領域、
治療法、トランスレーショナル研究は幅広く、
一般あるいは専門のoncology医療従事者
が、oncology領域の多方面の主要な最新の
知見を素早くキャッチアップするのに役立つ
であろう。
　たとえば、本日2日（土）号ではDrs. Cros 
well and Kramer’s Expert Editorial が、
スクリーニングに関する論議の的となってい
る話題を検討する。“Personalized Medicine 
in Lung Cancer in 2012”と題された2日（土）
のEducation Sessionの研究と展望はSection 
Bで発表される。本セッションと関連して、

Tobacco Cessation Booth in the Oncology 
Professionals Hallなどでは、Tobacco Cessa 
tion Toolkitや参加者に提供される現場の
情報などASCOが提供する物に直接触れる
ことができるであろう。

Abstractとプログラムの情報
－新しいパートナーシップ
　ASCO Daily News のオンラ
イン版、印刷版の読者は、今年、
その他にも多くの変化があるこ
とに気づかれるであろう。Late-
Breaking、Clinical Review、
Plenary abstractsなどはすべて
ASCO Daily News の Section 
Dに掲載される予定である。こ
れらの新たに公開されたabstractsの印刷物
は会場の至る所にあるボックスに設置、配
布され、さらに発表当日の12 : 01AMにはオ
ンラインで確認することも可能である。ただ
し、5日（火）に新たに公開されるabstracts
は、4日（月）の分と同時に公開される予定で
ある。
　Section Dでは、さらにASCO著名人のイ
ンタビューを連日掲載する予定である。次期
Cancer Education Committee Chair の 
Antoinette Tan, MDは、2日（土）の Edu 
cation Sessionsで興味を持った点について

論じる。前期Scientific Program Committee
のChairであるKathy Miller, MDは、3日（日）
のPlenary scienceについての詳細な見解を
読者に提供する。次期Scientific Program 
CommitteeのChairであるDouglas Yee, MD
は、多忙なoncologist のために4日（月）の

プログラムのテーマ、興味深い
セッションを検討する。
　Annual Meeting program
の新しい早見表であるSessions 
at a Glanceとより詳細なプログ
ラム情報もSection Dに掲載さ
れる予定である。
 
ナビ機能の改善
　ASCO Daily News の 印 刷

版、オンライン版のいずれもデザインが刷新
されたことにも、読者は気づかれるであろ
う。より読みやすくするために、印刷版では、
新しいフォントを使用し、グラフを多用する
など多くの改善が行われている。オンライン
記事へのステップとして印刷版を使用する
方法も数多くある。たとえば、各ページの上
部にはASCO Daily News のホームページ
のURLが印刷されており、quick-reference 

（QR）codesと大半の記事の最後にある関連
記事情報を使用すれば、印刷物の日付、キー
ワードなどオンライン検索がより早く行える

であろう。
　ASCO Daily News のホームページ （chi 
cago2012 .asco.org/dn）は、ナビ機能を改善
した。記事は複数のカテゴリーに分類され、
より最新の発表を可能にしている。
▪Expert Editorials―その領域の専門家

により書かれた国内外の話題。
▪Grants & Awards―各賞の受賞者のプロ

ファイルとConquer Cancer Foundation
情報。 

▪ASCO Products, Resources, & Policy 
Initiatives―診療ガイドラインから米国連
邦議会へのASCOの働きかけまで、最新
のASCO情報、提供物の詳細。

▪Attendee Information―ITツール、シャ
トルバス時刻表、総会ナビ情報。

　ホームページの記事は常に更新されるの
で、トップレベルの情報の新規追加を見落
とさないように頻繁にチェックすることが
勧められる。各記事の大半でビデオクリッ
プが用意される予定である。私自身、Dr. 
Sweetenham、ASCO Daily News の全スタ 
ッフを代表し、2012年総会への参加に歓迎
の意を表するとともに、本紙とそれが提供す
べきすべてが最大限活用されることを祈念し
ている。●

W. Charles Penley, MD

今年の年次総会の多くの発表も、が
ん治療の最新の進歩を反映するも
のである。そしてまた、本日討論さ

れるいくつかの新しい薬剤は、おそらく将来
の治療法の標準となるものも含まれていると
思われるが、われわれはこれら新薬がいつ
しか供給不足となり、臨床現場において、そ
れを必要とする患者が混乱する事態の可能
性も認識すべきである。このような生命を脅
かす事態を防ぐため、われわれはジェネリッ
ク医薬品を生産供給する体制を整え、自国
に普及させる努力を供給側と共にすべきで
ある。事実、私が最初にoncology training
を開始した時に存在していた新薬の多くは、
今日において“generic sterile injectibles”
となり、現在不足している医薬品の多くをま
かなっている。
　過去2年間において、前例のない数の薬
剤不足が病院、クリニックそして国全体の医
師を悩ませ、すべての患者ケアを脅かしてい
る。がんのケアだけをみても、23 種類の治

療薬が依然として供給不足という状況にあ
る。代用薬または“workarounds” が存在
するケースもあるが、oncologyの領域にお
いては、すでに生存期間を改善することが証
明されてきた標準薬に置き換えられる代替
薬がないケースも多い。そのような場合、わ
れわれは次善のものかあるいはよりコストの
高い治療法を選択しなければならないジレ
ンマに直面する。
　このことは、急性リンパ芽球性白血病（ALL）
の小児に対する重要な治療薬である、保存
料フリーのメトトレキサートが供給不足に直
面した本年2月の状況に酷似している。毎
年、約3 ,500人の小児とティーンエイジャー
がALLと診断され、治癒率は90%であるも
のの、今年のように治療レジメンからメトト
レキサートが削除されてしまった場合、死亡
リスクは著しく増加することになる。
　米国は、このALLの救命的な治療薬をと
にかく2週間供給し、国家としてこのような
危機を認識すべく、ASCO とthe Children’s  
Oncology Groupに対し、FDAに働きかける
よう促した。そしてこのような努力とメトトレ
キサート増産の判断により、供給不足は回避
された。
　メトトレキサート不足に対するASCOの働
きかけは、学会で行ってきた2年間における
薬剤不足危機キャンペーンの一部にすぎな

い。 2010年11月、学会はDrug Shortages 
Summitを開催し、臨床医、製薬メーカー、
供給チェーン、FDAがともにこの課題と薬
剤不足の解消のために、その解決策のディス
カッションを行った。それ以降、ASCO は学
会前に、メディアに対してその効果とこの問
題の複雑さについて啓発活動を実施してい
る。ASCO会長であるStanford University 
School of MedicineのMichael P. Link, MD
は、この危機に対する国側の認識の向上を
根気強く働きかけている。この問題はわれ
われの眼前にまだまだ大きく横たわっている
が、その呼びかけに呼応するような有望な動
きもある。2011年10月、オバマ大統領は、
薬剤不足と立ち向かうために、FDAにより
大きな権限と予算を与えるとの声明を発表し
た。Agency reportsによると、2012年まで
に128種類の薬剤不足を回避できるとしてい
る。さらに、the U.S. House およびSenate 
versions of the Prescription Drug User 
Fee Act（PDUFA）は薬剤不足を指摘する
草案を作成した。 ASCO のスタッフとボラ
ンティアは提案された草案をレビューし、こ
れらの施策が実施されれば著しい効果が得
られるだろうとのコメントを発表した。
　詳細な解析およびその他の利害関係者と
の意見聴取を通して、薬剤不足は単一の原
因によるものではないことは明らかである。

複雑な問題であり、解決も単純ではないが、
ASCOでは今年2月に、この危機に関する3
つの主要な勧告を行った。
▪製薬メーカーには、FDA に対し、もし仮に

市場撤退または生産中止をするならば、6ヵ
月前の内示を求める。

▪企業に対し、万が一供給不足が生じた場
合の対策を立てるための経済的なインセン
ティブを与える。

▪承認プロセスの一部として、ジェネリック医
薬品のFDA user feesを確立する。

　ASCO は、これらの問題に取り組み、早
急に立法化をめざすための二党制、二院制
のワーキンググループを立ち上げるため、学
会としてリーダーシップを発揮しようとしてい
る。これらの努力により、薬剤不足の危機が
解決されるものと信じたい。そして、ASCO は
問題解決に向けて立法府、FDA、製造業者、
販売者と一緒に歩み続けるであろう。将来、
oncologistsおよび患者が治療方針決定を困
難にする薬剤選択に関して無用な心配をしな
くてすむことが、われわれの望みでもある。●

The writer is incoming chair of ASCO’s  
Government Relations Committee and a 
medical oncologist at Tennessee Oncology.

編集部より歓迎のご挨拶

Oncology Drug不足の危機の解決に向けて

Monica Morrow, MD
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乳がん専門医でがん予防のエキス
パートであるRowan T. Chlebowski, 
MD, PhD が、2012 American 

Society of Clinical Oncology（ASCO）/
American Cancer Society（ACS）Award
を受賞する。同氏は、2日（土）午後3 :00か
らS100aでこの賞を授与され、受賞講演を
行う。ASCO/ACS Awardは、がんの予防
と対策の分野の研究や臨床で大きく尽力し
たoncologistを顕彰するため、1993年から
毎年贈呈されている。
　Dr. Chlebowski は、Chief of Medical 
Oncology and Hematology at the Harbor-
UCLA Medical Centerおよび Professor of 
Medicine at David Geffen School of 
Medicineであり、Los Angeles Biomedical 
Research Institute at Harbor-UCLA Medical 
Centerで研究を行っている。同氏は最初、医
学の学位を取得したCase Western Reserve 
Universityの生殖生物学の博士課程で研究
中に、乳がんに興味を持つようになった。
　「ローテーションの選択科のひとつにonco 
logyがあり、そこでは、進行乳がん患者が、
当時可能であった卵巣摘出、副腎摘除、下
垂体切除を受けていた。私は、生殖ホルモ
ンと乳がんの関係に興味をそそられ、この関
係性を操作することで治療の進歩が可能で

はないかと考えた」と、同氏はASCO Daily 
Newsのインタビューに答えている。
　同氏はCleveland Metropolitan General 
Hospitalの内科でのインターンシップとレ
ジデントの後に、University of Southern 
California School of Medicineでfellowship
となり、1979年にUCLA health systemで
職を得た。
　同氏は現在、乳がんの予防と治療および
女性保健に関する重要な臨床試験の実績で
もっともよく知られている。同氏は、生活習
慣への介入が乳がん再発率を低下させたと
いう多施設アジュバント試験であるWomen’s 
Intervention Nutrition Study（WINS）の結
果を、2005 ASCO Annual Meeting Plenary 
Sessionで報告している。同氏は、Women’s  
Health Initiative（WHI）の研究者のひとりと
して、エストロゲンのみおよびエストロゲン＋
プロゲスチンのがんのエンドポイントに対する
影響についての報告書の筆頭著者となった。
この知見は、閉経後のホルモン療法の臨床に
おける実施を大きく変化させ、それにより乳
がん発生率が低下することとなった。
　「この試験の開始時点では、50歳以上の
患者にホルモン療法が臨床で実施されてお
り、米国の閉経後女性の40%超がこうした
治療を利用していたのに、そのリスクとベネ

フィットは無作
為化臨床試験の
状況で評価され
ていなかった」
と、同氏はWHI 
researchについ
て 述 べ た。「こ
の報告で、これ
らのホルモンと
乳がんとの関係
についてのわれ

われの理解が変わり、多くの国々でホルモン
療法が約50%減少した。われわれや他の
研究者が短期追跡での乳がん発生率の実
質的低下を示した。多数の女性が乳がんと
診断されずに済むであろうから、これはきわ
めて喜ばしい」。
　同氏は、これらの試験と、2003年に開始
したMAP.3エキセメスタン一次予防試験で
の結果が、キャリアの中で最も重要であると
考えている。
　「アロマターゼ阻害剤エキセメスタンは、
乳がん発生率をプラセボと比較して65%低
下させた。エキセメスタンによるエストロゲ
ン低下が乳がん発生率を低下させるという
知見と、子宮摘出歴のある閉経後女性に対
するエストロゲン追加でも乳がん発生率が

低下したというWHIの知見から、ホルモン
療法と乳がんの関連性の複雑さが浮かび上
がってくる」と、同氏は述べた。
　同氏は、今回のASCO/ACS Award lecture
で、「がん疾患のプロセスについてのわれわ
れの理解を示し、治療を変革し得る可能性
がある知見を生み出す際の、本格的な無作
為化臨床試験の重要性を強調するつもりで
ある」と述べた。また、彼自身がかかわった
重要な研究にも言及するつもりである。「多
くの女性の乳がんリスクを実質的に低下させ
るための試験デザインを作成するに足る情
報は、すでに十分出そろっていると、私は楽
観的に考えている」と、同氏は付け加えた。
　1982年からASCO会員である同氏は、Chair 
of the Cancer Prevention Committeeであり、
ASCO Breast Cancer Chemoprevention 
Guideline expert panelのリーダーであり、
ASCO Aromatase Inhibitor Technology 
AssessmentおよびASCO Breast Cancer Bis 
phosphonate and Bone Health Guidelineに
参加している。
　他の専門家学会では、Cancer Research
およびAmerican Society for Clinical Trials
に所属しており、主要な学術雑誌に精力的
に投稿している。●

Dr. Rowan ChlebowskiがASCO/ACS Awardを受賞
がん予防、女性保健への大きな貢献が評価

Rowan T. Chlebowski, MD,
PhD

http://square.umin.ac.jp/jsmo2012/index.html

Beyond the Global Standard of Medical Oncology 
-Perspectives from Asia-

第10回日本臨床腫瘍学会学術集会
The 10th Annual Meeting of Japanese Society of Medical Oncology

　今年、日本臨床腫瘍学会学術集会は節目の10回目

を迎えます。今学会におきましては従来の教育的プ

ログラムに加え、さらに国際色豊かな新しい試みを

企画しております。

国内外に開かれた学会への第一歩に
　今学会では、日本臨床腫瘍学会初の試みとして、世

界各国へ広く演題を公募しました。当初の目標を上

回る演題が集まり、英語による口演は全体の２割とな

ります。さらに今年からLate Breaking Abstractを募

集しており、当日は最新の研究成果をもとにした質の

高い議論が期待されます。

一般市民へも広く門戸を開放
　日本臨床腫瘍学会は昨年よりPatient Advocate活

動を行っていますが、今年はさらに一歩前に進め、市

民公開講座とは別に一般市民にも広く門戸を開いた

公開シンポジウムも実施します。また、今学会では

テレビやマスコミを通じた広報活動に加え、

FaceBook（https://www.facebook.com/JSMO10）や

Twitter（https://twitter.com/#!/JSMO10）を開設して

おり、一般市民への情報公開を積極的に行ってい

ます。

地域から世界へ、世界から地域へ
 ご自身や大切な人の命に関わる重大事に直面した

患者家族が信頼するのは、最先端を学び臨床に還元

できる医師であり、国際化と地域医療は表裏一体を

なすものです。したがってあらゆる口演やセッション

を貫く重要なテーマは「地域連携」といっても過言で

はありません。患者家族が安心して医療を受けられ

る地域医療を目指し、腫瘍内科医は地域に根を下ろ

したがん医療の担い手であるべきでしょう。今学会

を通じてこのような腫瘍内科医の役割を広めていき

たいと考えています。

 この学会が皆様のがん治療における知識の更なる

発展のお役に立てることを願っております。2012年

7月26日、大阪に皆様のご参加を心よりお待ちして

おります。

第10回
日本臨床腫瘍学会学術集会

会長　中川　和彦
近畿大学医学部腫瘍内科　教授

会長ご挨拶

2012年7月26日（木）～28日（土）
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

会期

会場
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臨床試験、薬剤開発、がんの基礎研究の理解は、
そのすべてにおいて連携が必要である
ASCO PresidentのMichael P. Link, MDは、患者ケアの改善という究極の目的のため、今年の学会のテーマが、
さまざまな領域でのoncologyの主要な進歩のために、どのように重要であるかを解説する。 

私は、今年のmeetingに「がん克服
のための連携（“Collaborating to 
Conquer Cancer”）」というテーマ

を選んだ。私は、pediatric oncologistとして、
小児がんのマネジメントにおいて、われわれ
がなし遂げた大きな進歩を見てきた。それは
つまり患者のほぼ80%が治癒していることで
ある。Pediatric oncologyにおける重要なテー
マのひとつは、成功のための連携の重要性で
ある。治癒的療法をめざす集学的治療アプ
ローチが提唱されたのは、小児がん領域がは
じめてであった。われわれは単独の専門領
域だけでは患者を治癒させることができない
と理解している。みんなが協力しなければな
らない。
　さらに、ひとつの施設だけでは、治療を本
質的に進歩させるような類の試験実施には十
分な患者数をまかなえない。そこでpediatric 
oncologistsは、早い段階から、他の施設の
研究者が主導した試験にも自分の施設の患
者を参加させて、互いに連携してきた。われ
われは、これが進歩のための最善の方法であ
ると理解していたからだ。つまり、われわれ
は臨床試験を行う必要があり、この領域を進
歩させるには施設間や海外の施設とも相互に
連携する必要があったのである。

患者とその家族との連携
　最も重要な連携のひとつは、患者とその家
族との連携である。われわれの知見のほとん
どは臨床試験から得られており、われわれの
患者は、試験に参加しようとしているわれわ
れの良きパートナーである。患者の両親や家
族は、試験の重要性についてだけでなく、研
究を予定通り確実に継続していくための政府
や他の資金源からの資金提供の重要性につ

いても、遠慮なく
主 張してくれ る
し、われわれの支
持者の一部となっ
ているのである。
　また、患者から
は治癒の価値に
ついて多くを学ば
せてもらった。わ
れわれのsurvivor 

ship clinicsでは、実施しているいくつかの長
期治療の影響－患者の生命とQOLに対する
影響－についてよく知ることもできた。そうし
て、いくつもの治療方法を変更しながら、新
しい治療法を研究して、副作用が最少にな
り、患者のQOLに対する長期間の影響も最
低レベルとなるようにしつつ、患者を治癒させ
ようと努力してきた。試験等のfollow-upにも
再来院してくれる患者の意志は、連携の非常
に重要なファクターなのである。

がんの不均一性
　結局、がん治療における最近の進歩の多く
は、がんの不均一性に対する理解が進んだこ
とによるということだ。われわれは基礎研究
から多くのことを学んだ。たとえば、白血病
はひとつの疾患ではなく、分子的に定義され
た多くの異なる疾患であることがわかってい
る。われわれは、研究室に患者の組織を提
供し、研究者と連携してこのことを確かめた。
基礎研究者は、お返しとして、白血病の生物
学的知見をわれわれに提供し、われわれはこ
うした知見を利用して患者をリスクで層別化
し、転帰改善に必要な治療を定義することが
できた。この連携は、患者（と組織サンプル
を提供しようという意志）から研究室に広が

り、その結果、がんの生物学のさらなる研究
が可能となったのである。

学際的連携
　専門家間、研究室、患者、および相互との
多数の連携により大きな進歩が実現した。こ
のパラダイムは将来ますます必要になるであ
ろう。
　特定のタイプのがんまたは特定の年齢層に
関係する研究の進歩はそれほど多くはないた
め、年次総会で多彩なoncologyの専門家が
一堂に会することは、現在、ますます重要に
なってきている。ゲノミクスの時代からわれ
われが学んだことは、ある種のがんを増殖さ
せる経路の一部（したがって利用可能な分子
標的薬の一部）は、器官の種類を問わない、
ということである。肺がんで活動的な経路は、
リンパ腫、小児神経芽細胞腫のまれなサブ
セット、まれな肉腫、炎症性乳がんで重要で
あるかもしれない。ここに連携の始まりがあ
り、ここでは、小児科医、リンパ腫専門医、
肺がん専門医、乳がん専門医の全員が、同
じ経路を標的とする薬物の投与方法に興味
をもっている。次の進歩がどこから始まろう
としているかがはっきりとはわからない、とい
うのは刺激的なことである。こうした種類の
発見についての発表や討論が行われるこの
学会において意見交換や疑問に出会うこと
を楽しみにしている。

Meetingのハイライト
　今年のabstract申込数が記録的であった
のは、新しい知識の急増の証であり、こうした
新知識が発表される予定である。Abstract
に加え、探求対象となる刺激的な討論トピッ
クスも多く、そのひとつは世界的な問題とし

て、がんにスポットをあてる予定である。本学
会はAmerican Society of Clinical Oncology
と呼ばれてはいるが、実際は国際的な組織
であり、Non-Communicable Diseasesに関
するU.N. High-Level Meetingを本学会が
強力にサポートしていることから明らかなよ
うに、発展途上国でのがん治療の負担につ
いて大きな懸念を抱いている。本学会の議
題の非常に重要な部分は、途上国に手をさ
しのべ、そうした国々で応用可能なインフ
ラ、教育、治療をどのように提供できるかを
決定することである。
　また、がんの問題について、本学会と同様
に活動している他の学会とのjoint sessionsも
いくつか計画している。たとえば、がんのス
テージングとモニタリングに関して非常に刺
激的な新たなイメージング技術についての議
論を行い、また、がんの治療法としてついに
登場した新しい技術としての免疫療法につい
て討論する予定である。こうしたsymposia
では、それぞれ、本学会の姉妹学会が準備
する他の学会で発表されたハイライトのいく
つかを紹介する予定である。
　また、Virtual Meetingの強化も刺激的で
あろう。これにより、聞きたい2つの発表が
同じ時間帯にあっても残念に思わなくてす
む。プレイリストを作成して、特に興味を持っ
ているが聞き逃したかもしれない発表を、ス
ライド付き高品位オーディオで視聴できる。
　私はASCO Annual Meetingに30年以上
参加しているが失望したことはない。いつも、
がんに対する理解を深めるうえで重要なこと
や患者の治療に応用できることを学んで戻っ
てきている。みなさんも同じ経験をされるよ
う望んでやまない。●

George W. 
Sledge, Jr., MD

　昨今のメトトレキサート不足のニュースを読
むと恥かしさ、怒りそして失望に襲われる。こ
こ数年のあいだに、小児白血病のほとんどを
治癒する薬剤や化学療法レジメンを開発して
きたわが国が、第三諸国の仲間入りをしてし
まったようなものだからだ。米国の親たちは、
わが子の疾患は今まで数十年にわたり本来使
用されてきた薬剤により、すぐさま治癒が可
能であり、今後数十年の命を得られる環境に
あったにもかかわらず、今や、ソマリアやシエ
ラレオネのような国の絶望を同じく身をもって
知ることとなっている。その絶望とは、無駄
になった人生、失われる数十年、引き裂かれ
る家族、想像さえできない悲しみであり、すべ
て未然に防ぐことが可能なうえに、まったく不
必要な事象なのである。

　メトトレキサートは薬局の棚から消え失せ
た多くの薬剤のうちの1つに過ぎない。先週、
私のクリニックではリドカイン不足を経験した

ほか、ここのところドキソルビシン・リポソーム
製剤の不足に悩まされている。毎日、新たに1
つの薬剤が「行方不明」となるのである。

　われわれの恥と怒りはどこへいったのだろ
う。過去数日にわたって医療保険による避妊
薬に対する補償に関するさまざまな記事を読
み、女性のための避妊薬の保険補償の必要
性に対する政治家や宗教家の不満を目にして
きた。しかし、これまでなぜ大統領候補者や
有力な宗教家が急性白血病に罹患する8歳児
の不必要な死に対する怒りを公に発信する声
を聞いていないのだろうか？　急性白血病の
子供たちの命を救おうとせず、死なせること
がなぜ非倫理的と考えられないのだろうか？

　今日の薬剤不足の原因は複雑である。薬
剤の価格設定に関するメディケアの規定、薬
剤製造に関するFDAの要求、材料不足、高
齢者市場の拡大による薬剤価格の高騰、買い

だめ行動、低マージン商品に対する需給の変
動、などの要素が薬剤不足の問題に関わって
いる。この問題は複雑であるが、そうした複
雑性はテレビ操作的で移り気な新時代の政治
的、倫理的リーダーが回避しようとするもので
ある。

　これまで、われわれがASCOのリーダーお
よびスタッフ、ことにPresident Michael Link
およびGovernment Relations Committeeは、
薬剤不足の問題を未解決の問題とし、解決
策を探るうえで中心的な役割を果たしてきた。
Michaelおよびスタッフは称賛されてしかるべ
きである。しかし、われわれはASCOのリー
ダー、ASCOのメンバーのみならず、多くの
人々がこの問題に関わることを望む。われわ
れには巨大な一般大衆の怒りが必要なのだ。
われわれには罪なき者の死に対して怒れる民
衆が必要なのである。

本論説は、Dr. Sledgeがレギュラー寄稿者を務めるASCOconnection.orgに2012年2月13日に掲載されたものである。

恥と怒り

Michael P. Link, MD
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• オバマ大統領のシカゴ訪問のため、 シャト
ルのスケジュールが変更されました。現在、
シャトルルート12、13 および 14 は North 
Building にて下車となります。シャトルゲー
トについては、コンベンションセンターの案内
をご覧ください。シャトルリストの最新版は、
Attendee Resource Center、 iPlanner
でもご確認いただけ、パンフレットはインフォ
メーションデスクで入手することができます。

シャトルのルート変更

DNA 損傷の修復を活性化させる
複数の経路で poly(ADP-ribose) 
polymerases(PARPs) が 重 要 な

役割を果たしていることは、この数年、研
究者の間では知られていた。しかし、DNA
損傷を決定的なものとするために腫瘍細胞
のPARPs活性を抑制する新しい治療アプ
ローチの研究は、つい最近、開始されたば
かりである。
　Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center の Mark E. Robson, MD は、1日
（金）午後のProfessor sessionで、乳が
んにおけるPARP阻害の現状についてレ
ビューした。
　Dr. Robsonによると、BRCA変異乳がん
におけるPARP阻害に関する期待は以前か
ら極めて大きく、その結果、7 種類のPARP
阻害薬が開発段階でしのぎを削っていると
いう。こうした楽観的状況にも関わらず、
「世界的にも承認間近の薬剤数は残念なが
ら0である」と同氏は述べた。
　セッションの聴講者がこのイバラの道を
理解しやすいように、同氏は乳がんの治療
戦略におけるPARP阻害薬の可能性と問
題点の両面に焦点を合わせた。

PARP阻害の理論的根拠
　PARPは、DNA一本鎖切断の同定と修
復の安全装置として機能している。つまり、
PARP 活性阻害は一本鎖 DNA切断の蓄積
を生じ、とくにPARP阻害剤が他の細胞毒
性治療薬と併用された場合には致死的な
DNA損傷を生じる可能性がある。
　しかし、細胞は生存するために著明に防
衛能を進化させた。PARP 活性が阻害さ
れたイベントでは、一本鎖切断は最終的に
フリーの二本鎖末端に変換される。二本鎖
末端では、ホモ組換え修復メカニズムによ

り忠実に二本鎖 DNA切断の修復が始めら
れる。
　臨床的PARP阻害剤の開発に興味があ
る研究者は、この潜在的なピットフォールを
早くから認識し、ホモ組換え型欠損 BRCA
変異腫瘍で検証することによりPARP阻害
薬の効果を最大化するよう試みてきた。こ
のアプローチは、細胞内における2 つの重
要なDNA修復経路を障害することにより
致死性を増強し、遺伝子不安定性に対す
る感受性を高め、DNA欠損で障害された
細胞死を促進するとの仮説が立てられてい
る。

PARP阻害薬と遺伝性乳がん
　BRCA変異乳がんにおけるPARP阻害
薬に関する致死性増強仮説は実験モデル
から生まれたものではあるが、より重要な
ことは、臨床でもみられることである。固
形がん患者を対象とした第 I相試験では、
卵巣がん、乳がん、前立腺がんのBRCA
変異保有者の63％でolaparib単剤療法に
よる臨床的ベネフィット（＞PRまたはSD）
が示されたが、非BRCA保有者ではベネ
フィットは認められなかった。
　心強いことに、本試験ではolaparibに
よる毒性はほとんどみられず、PARPsと
BRCA 蛋白の想定された機能重複に一致
する所見と考えられた。BRCA変異保有者
の非腫瘍細胞はBRCA 遺伝子産物の機能
を保持するため、一本鎖切断修復が PARP
阻害薬により阻害されたとしても、理論的
には二重鎖切断修復能を維持していると推
察された。
　「本試験や他のolaparib単剤療法によ
る試験の成績は、BRCA関連がん患者に
PARP阻害薬による単剤療法が可能であ
るとのコンセプトの非常に刺激的な証明で

あったし、これらの患者において相当数の
有効例と極めて限定的な毒性が確認され
た」と、Dr. Robsonは述べた。
　しかし、遺伝性乳がんにおけるPARP阻
害薬の開発において生じたひとつの問題点
は、BRCA1/2変異の回復やそのほかの関
連メカニズムによる耐性の獲得である。興
味深いことに、プラチナ耐性はPARP阻害
薬の耐性のマーカーとなる可能性がある。
適正使用のための詳細にわたる解明が、
PARP阻害薬の臨床応用の鍵を握ってい
る。

PARP阻害薬と散発性乳がん
　散発性乳がん患者へのPARP阻害薬の
適応拡大に期待が集まっている。Triple-
negative breast cancers(TNBCs)のサブ
グループは、PARP阻害薬からベネフィット
が得られる可能性が高い。
　BRCA1変異乳がんとTNBCには、複数
の共通項がある、と同氏は説明した。
▪BRCA1- 変異 乳 がん患 者 の 約80 ％は

TNBCsである。
▪BRCA1- 変 異 乳 が ん 患 者 の 大 半 は、

TNBCの大半のケースと同様に “basal-
like”な遺伝子発現パターンを示す。

▪散発性TNBCsの中には、免疫組織化学
検査でBRCA1蛋白発現の減少が示され
る症例がある。

▪散発性TNBCsは、BRCA1-変異乳がん
で観察されるのと同様の遺伝子不安定性
を呈する。

　このように有望な共通特性が多いにもか
かわらず、TNBCに対するPARP阻害薬の
使用は、今日までさまざまな相反する結果
を生んでいる。Olaparib単剤療法の第 II
相試験では、BRCA1/2変異患者の中には

標的病変が著明に縮小した症例がみられ
たものの、転移性TNBC患者では縮小効
果が確認されなかった。
　「TNBCであるというだけでは、少なくと
も単剤療法においてPARP阻害薬に対す
る感受性を有することにはならない」と、同
氏は強調した。
　TNBC患者において PARP阻害薬と細
胞毒性化学療法薬との併用療法を検討し
た少数の研究では、全生存期間の改善な
ど優れた成績が報告されている。しかし、
TNBCにおいてiniparibとゲムシタビン/カ
ルボプラチンの併用療法を検討した第 III
相試験で、既報のような全生存期間の延長
効果が再現されなかったことが報告され 、
同研究領域には衝撃が走った。最近の前
臨床データでは、少なくとも臨床濃度では
iniparibは PARP阻害薬として作用しな
かったことが示されており、この解釈が難
しい成績を理解する糸口を提供している。

臨床応用へ向けて
　家族性および散発性乳がんの双方で示
されたPARP阻害薬の課題は、臨床へ向
けて、薬剤開発の最善策の展望を不透明な
ものにした。同氏が正攻法と考えている疾
患は高グレードの乳頭状漿液性卵巣がんで
ある。
　 本 疾 患 はよく“ BRCA-ness”を呈し、
PARP阻害薬単剤療法に優れた反 応性
を示している。漿液性卵巣がんにおいて
PARP阻害薬の有効性を高める新しい治療
戦略は、プラチナベースレジメン奏効後の
維持療法としてPARP阻害薬を使用する方
法である。「このアプローチは、基本的に、
PARP阻害薬単剤療法に対する感受性の
バイオマーカーとしてプラチナ療法を使用
するものである」と、同氏は説明している。
　乳がん、そのほかのがんにおけるPARP
阻害薬による治療の可能性を完全に解明す
るには、多くの研究が必要なのは明白であ
る。しかしながらPARP阻害薬は、今なお
有望な薬剤である。「PARP阻害薬が有効
な薬剤であり、単剤療法として比較的毒性
が低いという考えについて疑問を呈する研
究者はいないと考えている」と同氏はコメン
トした。●

問題点はあるものの、なお乳がん治療に有望なPARP阻害薬
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治療費の増加は、国家的関心事で
ある。治療完了後のがん患者の
ケアのための費用の全米治療シ

ステム総費用に占める割合は比較的小さ
いものの、がん発症率の増加と新しい治
療に関連した費用は切実な問題となって
いる。治療費の大きな地域間格差には医
師による決定の影響が明らかにされてい
る。低コスト地域の医師が高コスト地域の
医師と同様に、エビデンスに基づいた検査
と治療を行っていると考えられる理由はあ
る。しかし、低コスト地域の医師は、既存
のデータで有用性が十分に支持されてい
ない場合に、治療の提供を避ける傾向が
ある。高コスト地域の医師が低コスト地域
の医師と同様のパターンの検査と治療を
行ったとすれば、相当な医療費削減につ
ながったであろうと結論できる1。
　New England Journal of Medicineの
最近の記事2 では、Howard Brodyが使
用を支持するエビデンスのないインターベ
ンションや治療が行われ過ぎていることを
強調している。これらの診療の削減は米
国において治療の質を向上させ、同時に
医療費削減につながることが予想される。
American Board of Internal Medicine
は、この考え方を受け入れ、治療計画の
背景にあるエビデンスに関する医師と患
者との間のコミュニケーションの重要性喚
起に動機づけされた教育的キャンペーン、
Choosing Wiselyを実施した。そうしたコ
ミュニケーションの結果、不必要な治療が
減少して治療が改善され、医療費削減と
いう副次的なベネフィットも大きくなるであ
ろうと予想された。このイニシアティブに
ASCOと8つの医学専門組織が参加した。
各専門領域で使用を支持するエビデンス
がないものの、よく行われている5つの治
療法を同定するタスクが実施された。が
ん医療費に関するASCO Task Forceの

議論が開始された
過程で、oncology
に関連するASCO 
Top Fiveリスト 
（ASCO.org/topf
ive）に入る可能性
がある治療法に関
して多くの提案が
行われた。各治療
法は、既報のエビ

デンスにより支持され、ASCOや他の権
威ある学会が作成した診療ガイドライン
に合致するものでなければならなかった。
選択肢は絞り込まれ、最終的にはASCO 
Clinical Practice Committee、臨床腫瘍
学の州学会のリーダー、Executive Com
mittee of the ASCO Board of Directors
により共有された。
　推奨のTop FiveリストはASCOにより
承認され 3、Choosing Wiselyキャンペー
ンはエビデンスにより支持されている臨床
腫瘍学の数多くの重要な分野を取り上げ
た。しかし、ある種の治療を行わないこ
とが治療効果を弱めたり、オプションを狭
める可能性が促進されることは明らかで
あった。典型的な例は、全身状態が不良
で既存の治療に抵抗性を示す末期の固形
がん患者に対し、抗がん剤治療より緩和
治療が優先されるのではないかとの懸念
であった。しかし、こうした状態の患者の
大半は、抗がん剤治療でベネフィットが得
られる可能性は低く、毒性に対する感受
性が極めて高いために合併症を引き起こ
す可能性があり、支持療法から最もベネ
フィットが得られることは明白である。現
在の課題は患者を安全に緩和治療にガイ
ドすることである。もちろん例外はあり、
そのために、Top Fiveに含まれる各治療
法の最終的な決定は医師と患者に委ねら
れるべきである。患者は抗がん剤治療を

希望する可能性があるし、現在の臨床試
験や承認された標的治療に対し、腫瘍が
変異を有する可能性もある。“Choosing 
wisely”は、この重要な議論に関与し、治
療法の決定を個別化することを意味して
いる。
　同様に、Top Fiveは（広く公開されたガ
イドラインにもかかわらず）G-CSFや、研
究において価値がほとんどない、あるい
は効果が証明されていない患者に対する
PET、CT、放射性核種画像などの画像診
断の過剰使用についても言及している。
　これには、根治手術後の早期乳がん患
者のサーベイランス、同時性転移の可能
性や遅発性再発の可能性が高いことを示
す臨床所見、生物学的所見がない早期の
前立腺がん、乳がん患者の評価などが含
まれている。これらの患者では、最新の
画像診断による陽性率は極めて低い一方、
偽陽性となるリスクは高いことが報告され
ている。偽陽性を軽視できない結果、偽
陽性病変の推移を確認するためのスキャ
ンの繰り返しと、それに付随する放射線曝
露、まれにではあるが合併症も起こり得
る不要な生検、こうしたシナリオに付随す
る患者の精神的不安などを生じることに
なりかねない。
　Top Fiveを結びつける共通項は、臨床
上の決定を行う際のエビデンスの使用で
ある。われわれの推奨をガイドするエビデ
ンスを共有することと、各臨床部門の独自
性に敬意を表することが、がん治療の改
善、治療リソース管理の改善につながるで
あろうとASCOは確信している。●

　ASCOは、会員がこの重要な論議に参
加することを希望している。ASCO.org/
topfiveで調査にご協力いただき、疑問視
すべきoncology領域のTop Five診療に
関するご意見をお聞かせいただきたい。

皆様のご回答は、治療の改善を確実にし、
医療費増加の問題がASCOのミッション
の重要な要素であることを宣言するのに
役立てられる。

著者について：Dr. Schnipperは、Theodo
re W. and Evelyn G. Berenson Profes
sor in the Department of Medicine at 
Harvard Medical School and clinical 
director and chief of hematology/onc
ology at Beth Israel Deaconess Medic
al Centerである。同氏は前任のChair of 
ASCO’s Cancer Research Committeeで
ある。同氏は1985年以降、ASCO会員で
ある。
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ASCO によって召集されたエキス
パートパネルは、標準的評価法
による系統的レビューに基づき、

前立腺がんスクリーニングにおける前立腺
特異抗原（PSA）検査に関する勧告をま
とめた。ASCO エキスパートパネルは、「一
般人口の無症候性男性患者を対象とした
前立腺がんスクリーニングにおける PSA
検査のベネフィットはリスクを上回るか」と
いう問題を検討した。
　 本 勧 告内 容は、この夏、Journal of 
Clinical Oncology に 掲 載 され、こ れ
らの勧告の根拠となったデータおよび解
析の詳細が示される予定である。なお、
ASCO エキスパートパネルが検討したエ
ビデンスは、おもに、2011 年に Agency 
for Healthcare Research and Quality

（AHRQ）が United States Preventive 

Services Task Force（USPSTF）のた
めに行った系統的レビューに基づくもので
あるが、USPSTF は、最近、前立腺がん
スクリーニングにおいて PSA 検査を用いな
いことを推奨しており、ASCO による勧告
内容とは好対照をなす。
　ASCO エキスパートパネルは、患者の平
均余命のみならず、患者個人の価値観お
よび意向も考慮の対象としている。エキス
パートパネルの Co-Chair を務めるEthan 
M. Basch, MD, a medical oncologist 
at Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center は「これらの勧告は、サブグルー
プごとのリスクに関する情報を含む、現在
入手できる知見全体を検討対象とするもの
である」とし、「平均余命が短い男性では、
リスクがベネフィットを上回るようであるが、
平均余命が長い男性ではリスクとベネフィッ

トのバランスはさほど明らかではない」と述
べた。
　個人の価値観および意向については、
ASCO エキスパートパネルは、臨床医お
よび患者に対し、通常の検査依頼に先立
ち PSA 検査のリスクとベネフィットに関する
ディスカッションを可能とするような情報提
供が必要であるとする。
　Dr. Baschとともにエキスパートパネルの
Co-Chair を 務 め る Robert Nam, MD, 
a uro-oncologist at the University of 
Toronto は「標準化された情報の提供は、
情報に基づく臨床医と患者との話し合い
の始めにある大きな溝を埋めるものであり、
複雑な決断を迫られる当事者への助力とも
なる」と述べた。
　エキスパートパネルによる勧告は ASCO
の勧告を反映するものであり、パネリスト

それぞれの所属団体の勧告を反映するも
のではない。また、すべての勧告内容は、
ASCO の方 針に従 い、ASCO Clinical 
Practice Guidelines Committee により
検討され、承認されたものである。●

ASCO Daily News の関連記事 :
▪治療費削減と治療の質の改善に関する

Dr. Thomas Smith and Ms. Rebecca 
Kirchによる Expert Editorial は、3日

（日）号の15Bページを参照のこと。
　chicago2012 .asco.org/dn では印刷版

発行後、全記事が閲覧可能である。

がん治療費の増加と医師の責任

ASCO、前立腺がんスクリーニングに関する勧告をまとめる

Lowell E. Schnipper, 
MD



10A ASCO DAily NewS  •  SAturDAy, JuNe 2, 2012  chicago2012.asco.org/dn

第 I相試験は、薬剤の安全性の確
立、ならびに第II相試験で使用す
る用量の決定においてきわめて重

要な役割を担っている。しかしながら、第I相
試験の手法はまだまだ確立されたものではな
い。木曜日のthe New Drugs in Oncology 
Pre-Annual Meeting Seminarにおいて、専
門家らは第I相試験の新しいデザインとアイディ
アについて、さまざまなdose escalation法から
ファーマコゲノミクスを導入する手法に至るまで
議論を行った。
　「薬剤の進歩には、ときどきサイエンスを超え
たアートがある」とSouth Texas Accelerated 
Research TherapeuticsのAnthony Tolcher, 
MDは述べた。「チロシンキナーゼ阻害薬やモ
ノクローナル抗体を開発中であろうがなかろう
が、だれもが格闘している問題のいくつかは同
じものである」。それらの問題のひとつは、第
I相試験におけるdose escalationの方法であ
る。「第I相試験の鍵は、治療域以下の用量に
曝露される患者の数を最小限に抑えることで
ある」とUniversity of California, Los Angel
es　School of MedicineのLee S. Rosen,MD
は述べた。
　第I相試験をすみやかに進め、治療域以下
の曝露を抑えるひとつのアイディアは、同一患
者においてdose escalationを試みることであ
る。ある患者が投与された用量でgrade 0ま
たは1の毒性しか認められなかった場合、次の

レベルに増量できる。しかしDr. Rosenは、進
行がん患者においてはしばしば多くの併存疾
患を有しており、薬剤に特異的な毒性を特定す
ることが困難であることを指摘した。　
　Oncology に特化したその他の課題は、多
くの薬剤が単剤で使用されず、確立されている
他の治療法と併用されるということである。Dr. 

Rosen は、2種類の薬剤を含む試験において
は、最終的な結果により、9つのMTDが想定
され得ることを指摘した。併用療法の試験で
は、たとえば、ひとつの薬剤を1サイクル目で、も
うひとつの薬剤を2サイクル目で追加して毒性
の変化を観察するというように、各々が各々の
コントロール役として使用することがひとつのス
トラテジーとなる。

ゲノミクスの導入
　ファーマコゲノミクスは、がん治療とその研究
の重要な部分を占めるようになってきている。
すでに、さまざまな種類の薬剤においてゲノム

情報が明らかとなっており、ガイドラインやFDA
添付文書における制限事項に組み込まれてい
るが、さらなるファーマコゲノミクスの情報を第I
相試験に持ち込む余地が確実にある。
　University of North Carolina Eshelman 
School of PharmacyのHoward L. McLeod, 
PharmDによれば、わずか15分で施行できる
full genome sequencing test に1～2年のう
ちに到達できるだろうとしている。薬剤の効果
に影響を及ぼすことが知られる特定の変異を
調べられる追加の検査は、薬剤開発の早期の
過程においても、標的薬開発の促進につなが
るであろう。「私の経験に基づけば、FDA は
多様性に関する理解を望んでいる」とDr. Mc
Leodは述べ、第I相試験からのゲノム情報は、
ひとたび第III相試験に移行した際の薬剤承
認を支持する助けになると付け加えた。

改善の余地
　第I相試験において起こりうるこれらのポジ
ティブな変化とは別に、Dr. Tolcherは臨床試
験のプロセスを遅らせる、取り組むべきいくつ
かの課題に着目した。なかでも、データの登録
と情報科学はもっとも重要な課題である。多く
の臨床試験において、患者の電子カルテに蓄
積されたデータは自動的に臨床試験のデータ
ベースに変換されない。これはすなわち、手作
業で入力された際にhuman error が発生し
うることを意味する。Dr. Tolcher は、このよう

なタイプのデータ登録は今では旧態と化し、オ
ペレーターがひとりひとりに電話でパーティーの
案内をするようなシステムに似ているとした。
　より一般的な改善点として、Dr. Tolcher は、
標的が特定されており、その標的における化合
物アレイの開発が進められている、標準的な薬
剤開発モデルについても警告を発した。これ
らの開発モデルは、early-phaseトライアルに多
様性をもたらすと同時に、医療コストを巨大化
させ、回収の見込みのない支出を生んでいる。
たとえば、「5 種類のBRAF 阻害薬【開発中】
があり、メラノーマに対し多くの選択肢をもつこ
とになるとしても、それらすべてが承認される
かどうかはきわめて懐疑的である」と同氏は述
べた。
　おそらく、第I相試験に関して念頭に置いて
おくべきもっとも重要な事項は、Sarah Cannon 
Research Institute の Jeffrey Infante, MD
が述べているように、「これらは第II相試験で
はない」ということである。第I相試験のスピー
ドや効率を改善するための努力は、いずれも治
療域以下の曝露を最小限にするという重要な
目標あってのことである。また、Dr. Infanteは、
「もしうまくいかず、早い段階で失敗したとして
も、創薬において、第I相試験は多くの場合、
失敗に終わるものであることを覚悟しておくべ
きである」と述べた。●

改善の余地が多い第Ⅰ相試験

“第Ⅰ相試験の鍵は
治療域以下の用量に
曝露される患者の数を
最小限に抑えること”

— Lee S. Rosen, MD
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が ん科学と情報技術は急速に進歩し
ているが、患者ケアに関してはこれ
らの恩恵をすべて受けているとは

言い難い。
　科学技術の発展と新規のがん治療法の開
発により高度の個別化治療が可能となった現
代では、がん治療に携わる医療者に広い知識
の習得が求められている。最近では、分子レ
ベルの検討などにより、がんの判別が細分化さ
れた結果、最良の治療方法の選択が困難にな
ることもある。今日、oncologistは、特異な生
理学的反応や特異ながんを有する患者に、最
適なテイラーメイド治療を行うため、今まで以
上に治療の際のサポートがリアルタイムで必要
になっている。
　そこでASCOではCancerLinQ™ （Learng 
Intelligence Network for Quality）と呼ぶ学
習システムを構築し、がんの理解と治療法の進
展に貢献することとした。この早期学習システ
ムでは、最新のoncology診療の実際、治療の
質と有効性の評価、医師に対するリアルタイム
での判断のサポートなどが提供される。
　「がん科学の急速な進歩を考えると、このシ
ステムは医師の補助となるばかりでなく、非常
に重要なツールとなる」とASCO President-
ElectのSandra M. Swain, MD.は語り、「本
システムによりoncology治療の質が改善され、

結果的に患者ケアも向上する」と続けた。
　The Institute of Medicineの2010年の報
告によると、本システムには実地臨床における
患者データが集積されており、それらの膨大な
データから判断材料を引き出すことが可能であ
る。現在、がん患者に関する情報は、がん細胞
の分子レベルでの解析結果や治療とアウトカ
ムの関連にまで多岐にわたるが、これらの情報
は相互に関連のない電子情報や文書として保
管されているため、広く知識が共有されること
はない。
　そこでASCOでは、CancerLinQをひとつの
データベースとして、上述の膨大な情報を蓄積・
分析・整理することによって、より容易に利用可
能とすることを目標とした。
　以下に本システムの特長をあげる：
▪ 多 様 な 治 療 を 受 け た 患 者 デ ータを

electronic health records （EHRs）に収
納

▪EFRsからの情報、新規臨床試験、最新
ガイドラインの内容を集積

▪膨大な情報から新規仮説の立案に役立つ
傾向や関連性を抽出

▪臨床医や研究者が仮説の検証や実地臨床
の場での治療選択に必要な情報の提供

▪本システムにより得られた判断を応用可能

とし、繰り返しの継続学習につなげる
　
実際、一度プラットフォームが完成すれば、
CancerLinQはチームによって個別に治療運用
され、患者の教育や意欲向上に役立ち、実臨
床における質的向上や有効性の比較試験など
における新規の有効なデータソースとなること
であろう。

Quality Improvement Programの
改善
　ASCOでは、CancerLinQの利用により米
国におけるがん治療の質を大きく向上させる
ことを目標としている。本事業はASCOの
oncology quality programの一環として2011
年に設置されたASCO Institute for Quality
が推進している。
　「ASCOのoncology領域における質的改
善の取り組みにより、このサービスの開発の
必要性が生まれた」と、ASCO Presidentの
Michael P. Link, MDは語り、「ASCOにおけ
る質に対する取り組みが、この計画を現実のも
のにした」と締めくくった。
　ASCOでは最初のclinical practice guide
lineを1994年に出版し、2006年にはQuality 
Oncology Practice Initiative （QOPI® ）と呼
ばれるケアの質の評価と改善のための最初の

国家規模でのプログラムを策定した。QOPIで
はケアの質的向上に責任を有するoncologist
を対象に、90以上の厳密な質の評価尺度を提
示してケアの質の評価を推進した。このプログ
ラムには全米の3分の1に当たる700人のonco
logy関係者が参加した。

乳がんにおけるCancerLinQの評価
　現在CancerLinQは、乳がんの進行に特化
したプロトタイプの最初の評価段階にある。こ
のプロトタイプの評価を通じ、oncology早期学
習システムの実現可能性の検証や他のがん種
に適応を広げるためのシステム確認に利用され
ている。ASCOではこのプロトタイプの評価を
2012年中に終了予定である。
　ASCOでは、会員各位に本システムの評価
をお願いしている。すなわち、各会員が経験し
た未知の乳がん症例の情報を提供してもらう
ことにより、領域全体の質向上を図りたいと考
えている。
　ASCOでは今後、段階ごとの評価と検証を
進め、全米でのフルシステムの稼働を2010年
代に果たす予定である。定期的更新は数ヵ月
先の予定である。●

ASCOのCancerLinQ™の利用で
Cancer Careのリアルタイム学習が可能に

が ん治療の環境は常に変化してい
る。New Drugs in Oncology Pre-
Annual Meeting Seminar で は、

近年承認された新薬のいくつかを特集し、これら
の新規薬剤の臨床応用で医師が知るべきことに
関する具体的な指針やアドバイスが示された。各
薬剤に関する詳細な情報は、本記事のオンライン
版（chicago2012.asco.org/dn）を参照されたい。

Vemurafenib
　Vemurafenib（Zelboraf, Genentech）は切除
不能 / 転移性メラノーマに対する適応で 2011年
に承認された BRAF 阻害薬である。具体的に
同薬剤は、BRAFV600E 変異を有する患者を適
応とし、野生型 BRAFメラノーマ患者では優れ
た有効性は示されていない。
　Vemurafenibは比較的長い半減期を有する
が、早期の研究では投与後約15日で薬物の有
意な蓄積が生じることが示されている。これは、
臨床医も患者もvemurafenibは1～ 2 週間後に
効果を発現するが、毒性による減量あるいは投
与中止後の薬物のクリアランスにはある程度時間
がかかることも意味することを理解しておくべきだ
ろう。
　関節痛は vemurafenibで最もよくみられる副
作用である。また、急性の皮疹が発現することが
あり、アレルギー反応に似た症状となるが、一般
的には減量により迅速に解消する。

Crizotinib
　Crizotinib（Xalkori, Pfizer）は、2011 年 8 月
に ALK 変異のみられる局所進行 / 転移性
NSCLC への適応で承認された ALK 阻害薬で

ある。D. Ross Camidge, MD, PhD, University 
of Colorado が指摘するように、ALK 変異は、メ
ラノーマにみられるBRAF 変異に比べかなりまれ
であり、ALK 変異に対するスクリーニングの対象
患者の決定は医師が対応しなければならないの
が問題のひとつである。
　ALK 変異患者が同定されれば、crizotinib
では「劇的かつ迅速な」有効性が期待できる、
と同氏は語る。
　Crizotinibによる有害事象には腎嚢胞があり、
多くの患者で視覚に対する影響が報告されてい
る。「crizotinib 投与患者の男性のほとんどでテス
トステロン値の低下がみられる」と同氏は述べた。
Crizonitibによる重篤な有害事象は極めてまれ
である。

Brentuximab Vedotin
　Brentuximab vedotin（Adcetris, Seattle 
Genetics）は、2011 年 8 月に再発 / 治療抵抗
性未分化大細胞リンパ腫およびホジキンリンパ腫
に対する適応で承認されている。Anas Younes, 
MD, University of Texas M. D. Anderson 
Cancer Centerによれば、本剤は、健常細胞で
はほとんど発現しない CD30を標的とするもので
ある。
　本剤でみられる重篤な有害事象に神経障害が
あり、2 ～ 3 サイクル投与後に生じる傾向があると
同氏は述べた。

Abiraterone
　Abiraterone（Zytiga, Janssen Biotech） は
CYP17A1 阻害薬であり、去勢抵抗性前立腺
がんに対する適応で 2011年 4 月に承認されて

いる。本剤は CYP3A4 によって代謝され、Kim 
Chi, MD, British Columbia Cancer Agency/
Vancouver Cancer Centreによれば、CYP3A4
を誘導もしくは阻害する他剤との併用では慎重さ
が求められる。
　同氏は、重篤な有害事象の発現はまれであり、
臨床試験で実際にみられた有害事象は予測範
囲内で作用機序関連のものであったと述べた。

Ipilimumab
　Ipilimumab（Yervoy, Bristol-Myers Squibb）
は、転移性 / 切除不能メラノーマに対する適応
で 2011年 3月に承認されたヒトモノクローナル抗
体である。Jeffrey S. Weber, MD, PhD, H. Lee 
Moffit Cancer Center & Research Institute
は、少なくとも1 例で認められた本剤による
abscopal effect の可能性に言及した。事実、本
剤では、投与中止後も、標的放射線療法で標的
外領域における腫瘍の退縮が認められている。
　また、同氏は、本剤による有害事象の発現時
期および発現そのものも独特のものであり、免疫
関連の有害事象にはステロイドが必要となると述
べた。本剤で最も多くみられる有害事象は、低グ
レードの皮疹である。「本剤の応用における鍵は
患者・医師間のよいコミュニケーションだ」と同氏
は結論した。

Axitinib
　Axitinib（Inlyta, Pf izer）は、VEFGR-1、2、
3を標的とするチロシンキナーゼ阻害薬である。本
剤は、前治療抵抗進行腎細胞がんを適応として
2012 年早期に FDAにより承認されている。本
剤の血漿中半減期は短く、承認用量（5 mg bid）

の根拠となるものである。Brian I. Rini, MD, Cl
eveland Clinic Taussig Cancer Instituteは軽
度～重症腎不全患者で用量調整は不要であると
述べた。
　有害事象について、「私は患者に、倦怠感、
下痢、口腔痛、手足の痛み、および高血圧の 5
つの有害事象が考えられると伝える」と同氏は
語った。

Vismodegib
　Vismodegib（Erivedge, Genentech）は、he
dgehogシグナル伝達経路を標的とする最初の薬
剤であり、転移性基底細胞がん、術後再発局所
進行基底細胞がん、あるいは外科療法および /
もしくは放射線の適応とはならない基底細胞がん
を適応として 2012 年早期に FDAにより承認さ
れている。
　本剤の第 I 相試験のユニークな点としては、検
討した最初の用量レベル（150 mg/日）で十分
であることが判明し、最終的に同用量レベルで
承認されたということが挙げられる。Ramesh K. 
Ramanathan, MD, Virginia G. Piper Cancer 
Centerは、用量設定がひとつであることから、医
師は患者の肝機能を注意深くモニターし、必要で
あれば隔日投与への変更も考慮すべきである」と
述べた。
　「グレード 3 の有害事象は非常にまれである」
と同氏は語る。体重減少、倦怠感および筋肉の
痙攣が最も多くみられる有害事象であるが、同氏
は、さらに本剤が催奇形性を有することについて
も警告した。●




