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AFFIRM trial：Enzalutamideにより
CRPC患者の生存、QOL、PSA奏効率が改善

アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害
薬enzalutamide（MDV3100）の1日
1回投与は安全であり、全生存（OS）

期間が有意に延長することが、1,199例の去
勢抵抗性前立腺癌（CRPC）患者を対象とし

た第Ⅲ相試験であるAFFIRM trialにより明
らかにされた。この成績は2日（土）に開催さ
れたClinical Science Symposium“New Pa 
radigms for Hormone Therapy in Prostate 
Cancer”（Abstract 4519）においてJohann S. 

de Bono, MB, ChB, FRCP, MSc, PhD, 
Institute of Cancer Research and the 
Royal Marsden NHS Foundation Trust, 
United Kingdomにより報告されたもので、同
氏は「化学療法後の成績としては最も良好な

結果であった」と述べ、OS期間は治療群で約
5ヵ月延長し、死亡リスクも37%低下したことを
明らかにした（HR = 0 .631 [0 .529 , 0 .753 ]；p 
＜ 0 .0001）。

（2Aへ続く）
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2012年のScience of Oncology Award
受賞者は、化学エンジニアとして
人 生のキャリアをスタートし、

“wonderful accident”によりoncology領域に
飛び込んできた人物である。Harvard Medical 
School and Massachusetts General 
Hospital の Rakesh K . Jain , PhD は、
oncology領域における30年にわたる先駆的
研究により、ASCO’s 2012 Science of Onco 
logy Awardを授与される。
　「Oncology領域に飛び込んできたエンジ
ニア出身の部外者の研究をASCOが認めて
くれたことを、私は非常に光栄に感じている。
Oncologyへの旅を魅力的で生産性の高いも
のにしてくれた優秀な学生と共同研究者たち
に恵まれ、私は非常に幸運である」と、ASCO 
Daily News のインタビューの中で、同氏は語っ
た。実験室から臨床へのトランスレーショナル
研究における発見について強調した同氏は、3
日（日）1: 00 PM〜4 : 00PM、N Hall B1で行
われるPlenary Sessionで、同賞を受賞し、受
賞記念講演を行う予定である。
　University of Delawareの化学エンジニ
アリングの大学院生であった同氏は、当時動
物の腫瘤内で単一動脈と単一静脈を結合する
システムを開発した病態生理学者の故 Pietro 
M. Gullino, MDに紹介された。腫瘤内の薬
物デリバリー、インプット-アウトプット解析とい
う化学エンジニアリングのコンセプトを活用で
きる可能性に、エンジニアとしての同氏は興奮
を覚えたという。そこで同氏は、最初の驚くべ
き研究成果を挙げ、oncology領域へ多大な貢
献をもたらしたのだ。腫瘍細胞を殺すはずの
薬剤が、実際には殺すべきすべての細胞には
到達していなかった事実の発見である。
　Columbia Universityで3年間化学エンジニ
アリングの准教授を務めた後、同氏は1978年

にCarnegie Mellon Universityの化学エンジ
ニアリング学部のポストに就任した。そこで同
氏は、腫瘍内の薬物デリバリーに対する障害
を解明する草分け的な研究を開始した。同氏
の研究チームは、生体内顕微鏡を用いて、腫
瘍内血管が構造的にも機能的にも異常である
ことを示す研究に没頭した。「腫瘍血管系の組
織は無秩序であり、ある部位では漏れやすく、
他の部位では漏れにくい」と同氏は説明した。
　同氏は、背景にあるメカニズムを解明するた
めに数学モデルを開発し、液圧は腫瘍内では
均一に上昇しているものの辺縁部では急激に
低下することを示した。この腫瘍内液圧上昇は
液体を周囲の正常組織へと押し出し、薬剤が
腫瘍内に流入するのをブロックしていた。最も
重要な知見は、この液体ががん細胞とがん細
胞から産生されるさまざまな成長因子を周囲の
正常組織へと移行させていたことである。それ
らは、血管やリンパ管の新生を促進し、また、さ
らなる腫瘍増殖や転移を促進していた。これら
の転移予測のモデルは、その後、動物実験や
異なる種類の固形がん患者で確認された。
　1991年、同氏はAndrew Werk Cook Pro 
fessor of Tumor Biology in the Department 
of Radiation Oncology at Harvard Medical 
Schoolとなり、そこで同氏の研究チームは、腫
瘍血管の構造的/機能的異常は、腫瘍微小環
境内の血管新生因子と抗血管新生因子のアン
バランスの結果で生じることを明らかにした。
「無秩序な血管に秩序を回復することが、それ
を攻撃する機会の窓を開く」と、同氏は2001 
Nature Medicine commentary1で述べた。
　しかし、多くの研究者らが腫瘍血管系を殺す
ことで腫瘍を消失させる方法を模索していた
2001年の時点では、腫瘍内血管の正常化を図
るコンセプトは論議を呼んだ。腫瘍が産生する
過剰な血管新生増殖因子を“ぬぐう”ことで秩序

が回復するとの仮説に基づき、同氏らの研究チー
ムは、多くの抗血管新生薬が無秩序な血管系の
再組織化に成功し、正常に近いところまでリモデ
リングすることを示した。この“正常化”は、間質液
圧の低下、酸化亢進、治療効果の著明な改善な
ど腫瘍血管系の一過性の機能改善をもたらした。
　しかし、これらの動物モデルで得られた知見を
臨床応用することは、簡単ではなかった。同氏は
再び、臨床試験から得られた逆説的データを突
きつけられたのである。それは、血管内皮増殖
因子に対する抗体のベバシズマブが、化学療法
と併用した場合にのみ転移性結腸直腸がん患
者の全生存期間を改善したというデータであった。

“機会の窓”または“正常化の窓”が腫瘍血管
系に存在し、腫瘍への薬剤デリバリーと治療効
果を改善するとの仮説に基づいて、同氏は最初
に脳腫瘍動物モデルでこの仮説を検証し、その
後、複数の固形がんの臨床試験でさらに検証
を続けた。科学者と臨床共同研究者から成る
同氏の学際的研究チームは、直腸がん患者に
おいて、ベバシズマブ投与後2週以内に間質圧
低下に伴い腫瘍内の腫瘍微小血管の密度と数
が有意に低下したことを示した。再発性神経膠
芽腫を抗血管新生薬で治療した2つ目の試験
では、この正常化の窓が約１ヵ月の間、開いてい
たことが示された。さらに、血管が正常化し腫瘍
血流量が増加した患者は、より長期に生存した。
　固形がんでは、抗血管新生薬やその他の正
常化薬の適正使用により腫瘍微小環境全体を
正常化すれば化学療法、放射線療法、免疫療
法の成績が改善するであろうとの統合理論を持
てる可能性があると同氏は考えている。同氏の研
究チームは、より良い正常化薬を探索すると同時
に、個別化治療に有用な画像、循環、組織のバ
イオマーカーの発見に努めている。「今後5年
以内に、遺伝的シグネチャーとともにがんの微小
環境シグネチャーを用いることにより、がん個別化 

 

治療は大きな進歩を遂げるであろう」と同氏は
述べた。
　同氏は、複数の専門分野で200名を超える博
士と博士号取得後の研究生を指導し、ほぼ同数
の基礎科学者、臨床医との共同研究を成功させ
てきた。これらの共同研究により、550報を超える文
献が発表された。同氏は、政府、産業、研究機
関の諮問委員を務めており、Guggenheim Fel 
lowship、Humboldt Senior Scientist Award、
National Cancer Institute’s Outstanding 
Investigator Grant、the Department of 
Defense Breast Cancer Research Innovator 
Awardなど50を超える賞を受賞している。同氏
はまた、米国の3つの国立研究所—the Insti 
tute of Medicine、the National Academy 
of Engineering、the National Academy of 
Sciences―のすべてに所属する数少ない会員
の１人であり、American Academy of Arts 
and Scienceの会員でもある。●

Reference:
1. Jain RK. Normalizing tumor vasculature 

with antiangiogenic therapy: a new 
paradigm for combination therapy. 
Nature Medicine. 2001 ; 7：987 -989 .
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　一次エンドポイントであるOSについては、
本年2月に開催された2012 Genitourinary 
Cancers Symposiumで最初に報告されてい
るが、本学会でDr. de Bonoは、奏効率の
指標となるPSA奏効率、soft tissue objective 
response、Functional Assessment of 
Cancer Therapy-Prostate（FACT-P）に基
づくQOL改善率、および進行度の指標とな
るtime to PSA progression、radiographic 
progression-free survival（rPFS）、time 
to first skeletal event（TTS）などの二次エ
ンドポイントの解析結果を明らかにしたが、
これらすべての指標において、enzalutamide
はプラセボに比べ優位であったという。
　 この国 際 共 同試 験 では、800例がen 
zalutamide群に、399例がプラセボ群にラン
ダムに割り付けられ、グルココルチコイド製
剤は必要に応じて投与可能とされた。対象
患者の年齢中央値は両群ともに69歳で、
ECOGステータス、骨疾患、疼痛、軟部組
織疾患のいずれも両群で差がなかった。前
治療については、enzalutamide群の約50%、
プラセボ群の53 .1%で、3 -line以上のホルモ
ン療法が施行されており、ドセタキセル投与
サイクルおよび化学療法レジメン数は群間に
差がなかった。
　中間解析時期は死亡が520例に達した時
点とされ、その時点でIndependent Data 
Monitoring Committee は、enzalutamide
群で有意かつ臨床的にも有意義なOS延長
効果があるものと判定し、本試験を停止して
盲検を解除し、enzalutamideが投与可能な
プラセボ群患者には同薬で治療するという

決定を下した。

高いPSA奏効率
　AFFIRM trialでは、enzalutamideによ
りきわめて高いPSA奏効率が達成された
が、同氏は、「今回の患者背景からして、私
は50%、90%といった高いPSA低下率がみ
られると予測していなかったが、結果的に平
均54%と50%以上の低下が認められた」と
述べた。FACT-PによるQOLもenzalutamide
群で有意に改善した（p＜0 .0001）。
　同氏によれば、enzalutamideは全般的に忍
容性も良好で、毒性はプラセボと大きな差が
なかったという。ただし、有意ではないが倦
怠感およびけいれんリスク上昇が認められた

（enzalutamide群0 .6%、プラセボ群0.0%）。

　この報告を論評したWilliam K. Kelly, 
DO, Kimmel Cancer Center at Thomas 
Jefferson Universityは、「enzalutamideは
化学療法後の転移性CRPC患者の治療にお
いてきわめて良好なリスク-ベネフィットのバ
ランスを実現した」と述べた。
　Enzalutamideが示したOS、PSA progre 
ssion、rPFS、TTS、奏効、QOLに対する
効果について同氏は“impressive”と表現し
た。enzalutamideを投与された患者の大部
分は、投与後3〜6ヵ月以内にベネフィットが
認められたが、長期にわたる奏効がみられ
た例は一部にとどまった。
　本年2月に報告されたOSの効果について
コメントした専門医らは、FDAの最終承認を
期待したいと語った。●
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ALK陽性小児がんに対する分子標的治療の安全性：
第Ⅰ相試験の結果
経口抗がん剤が治療抵抗性腫瘍で有意な奏効を示す

未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）によ
る難治性・再発小児がんに対する
crizotinibの第Ⅰ相試験の結果か

ら、crizotinibはこれまで治療が困難であっ
た難治性・再発小児がんに対する比較的毒
性の低い治療選択肢であることが示された。
　2日（土）に行われたPediatric Oncology I 
Oral Abstract Session で、Children’s 
Hospital of Philadelphia のYael Mossé, MD
は、crizotinibは安全であり、神経芽細胞腫、
未分化大細胞リンパ腫（ALCL）あるいは炎
症性筋線維芽細胞性腫瘍（IMT）に罹患した
小児患者で、同剤に対する明らかな腫瘍反応
が示されたと語った。ASCO Daily News へ
のインタビューで同氏は、これらは早期の結果
であるが、同剤が小児がんの治療アプローチ
を大きく変えうる可能性が示されたと述べた。
　「再発がんを対象としたこの試験の目的
は、crizotinibの早期使用にあるが、小児の
神経芽細胞腫、ALCLに対する非常に特異
的な治療により、近い将来、従来の細胞毒
性治療の段階的縮小が可能となることが期
待される」と同氏は語る。
　同氏によれば、本第Ⅰ相試験の結果に基
づき、現在、FDAへの小児適応の申請目的
で第Ⅱ相試験が計画されつつある。

　同氏は、2012 James B. Nachman, MD, 
ASCO Junior Faculty Award in Pediatric 
Oncologyの受賞者の１人であるが、同賞は
今年初めてConquer Cancer Foundationよ
り授与される。

腫瘍反応の初期兆候
　ALK変異およびそのがん形成における役
割はALCLで初めて見出されたが、この分子
生物学的異常に対する分子標的治療は、非
小細胞肺がん（NSCLC）の領域で脚光を浴
びることとなった。がん研究コミュニティーお
よび製薬業界は、これまで、恒常性維持活性
のダウンレギュレーションにより下流領域に
影響を及ぼす可能性のある標的治療の小児
患者への導入については沈黙を守ってきた。
　Children’s Oncology Group study

（Abstract 9500）では、crizotinib投与により
小児ALK陽性神経芽細胞腫患者8例中2例
で完全奏効（CR）、1例で安定（SD）の維持
が認められている。このサブグループでは、
さらに、家族性ALK変異を有する小児患者1
例でCR、1例でSDという結果が示されてい
る。生殖細胞系ALK変異での腫瘍反応とと
もに安全性が示されたことで、crizotinibによ
る分子標的治療は下流領域に対する影響を
及ぼさない可能性が示された、と同氏は語る。
　非ALK変異神経芽細胞腫で試験登録され
た小児患者19例では、CRが1例、SDが6例
で認められた。より高い腫瘍反応はALCL
患者でみられており、8例中7例でCRという
結果であった。なお、試験評価時点では、5
例が治療を継続しており、3例がマウス抗
Tac抗体療法に移行していた。
　 小児IMT患 者 では、3例で 部 分 奏 効

（PR）、1例でSDという結果であったが、3例
でデータが不完全である。また、crizotinib
投与により、少なくとも1例で外科切除が回
避された、と同氏はコメントした。
　同氏によれば、試験には小児NSCLC患者
2例が登録されたが、結果解析時点で、その
うち1例が24ヵ月時点でPRを維持していた。

（4Aへ続く）

“小児の神経芽細胞腫、
ALCLに対する非常に特異的な
治療により、近い将来、従来の
細胞毒性治療の段階的縮小が
可能となることが期待される”

— yael Mossé, MD





4A ASCO DAily NewS  •  SuNDAy, JuNe 3, 2012  chicago2012.asco.org/dn

新しい分子標的が非小細胞肺がんの新しい治療法に

Clinica l  Sc ience Symposium 
“Emerging New Targets and New 
Drugs in Non–Small Cell Lung 

Cancer”で発表された2つのabstractsでは、
新しい治療法の可能性が示された。Massa 
chusetts General Hospital Cancer Centerの
Alice Tsang Shaw, MD, PhDは、研究チー
ムを代表して、がんの治療ターゲットとして、
ROS1に関する最初の臨床的検証の最新成績
を発表した（Abstract 7508）。彼らは、ROS1
遺伝子再配列（break-apart蛍光in situ ハイ
ブリダイゼーションで確認）を有する進行非
小細胞肺がんにおける標準的経口クリゾチニ
ブ（250mg1日2回）の有効性と安全性を検
討した。
　3施設に15例の患者が登録され、14例で
奏効率が評価された。患者の年齢中央値は
54歳であり、1例を除いては非喫煙者で、
80%が1回以上の治療歴を有し、全例が腺
がん、ALK再配列のある患者はいなかっ
た。この患者群でのクリゾチニブの薬物動
態プロファイルは、ALK陽性の非小細胞肺
がん患者でみられたものと同様であった。
　現在までの全奏効率は57.1%（14例中8
例）で、7例が PR、1例がCRであった。4例
がSDであった（図）。治療期間の中央値は
26週で、12例治療継続中である。8週にお
ける病勢コントロール率（CR、PR、SD）は
79%であった。
　治療関連有害事象は大部分が軽度であ
り、4例にgrade 3の有害事象が認められ
た。これらは、好中球減少、低リン酸血症、
AST上昇、ALP上昇などであった。
　同氏は、ROS1レセプターチロシンキナー
ゼ遺伝子の染色体再配列により、クリゾチニ
ブ治療が高度に有効であるとみられる非小
細胞肺がん患者の新たな分子サブセットが
明確にされると結論づけた。この第I相用
量拡大試験の登録は続けられており、クリ
ゾチニブの使用について、多形神経膠芽腫、
胆管がんなどのROS1 再配列を伴うその他
のがんでも評価される予定である。
　ディスカッションでは、Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center の Gregory J. 
Riely, MD, PhDが、Dr. Shawのデータは、
「がん治療法の現在の開発プロセスをよく反
映している」と述べた。すなわち、ターゲット
（ROS1 再配列）を見出し、薬物（クリゾチ
ニブ）を見出し、患者を見出している（break-

apart蛍光in situ ハイブリダイゼーション）
ことである。さらにまたDr. Shawのデータ
においては、対象患者群に対するクリゾチニ
ブの有効性も説得力を有していた。また同
氏は、新たなターゲットが同定されれば肺が
んの分子解析がさらに複雑になるであろう
とも述べた。
　Sidney Kimmel Comprehensive Cancer 
Center at Johns Hopkins の Julie R . 
Brahmer, MDはBMS-936558についての
最 新成 績を発 表した（Abstract 7509）。
BMS-936558は新規の完全ヒト型モノクロー
ナル抗体であり、活性化T細胞が発現する
programmed death-1（PD-1）共阻害性レセ
プターを阻害するチェックポイント阻害剤と
して機能する。BMS-936558は、既知のFc
機能とPD-1に対する高親和性をもち、PDリ
ガンド1および2の結合を阻害する。
　第I相試験において、増量またはコホート
群の拡張を行い、非小細胞肺を含む多様な
固型腫瘍患者に0.1〜10mg/kgを投与した。

　2012年2月までに治療した患者群296例
中122例の非小細胞肺がん患者が安全性に
ついて、76例の非小細胞がん患者が臨床効
果について評価可能であった。患者の年齢
中央値は65歳であり、61%が男性、39%が
扁平上皮がん、60%は非扁平上皮性であっ
た。この患者群はそれまでに濃厚な治療を
受けており、94%にプラチナベースの化学
療法歴があり、34%がチロシンキナーゼ阻
害剤を投与されていた。
　MTDは特定されなかった。治療患者、非
小細胞肺がんのサブグループのいずれでも、
薬物用量と有害事象の頻度の間に明らかな
相関はなかった。BMS-936558治療の認容
性は良好であり、grade 3または4の有害事
象の発現は全群の14%、非小細胞肺がん患
者では8%のみであった。最も高頻度に発
現した有害事象（疲労感、皮疹、下痢、掻
痒感）はBMS-936558の免疫原性と矛盾し
ない。肺炎による薬剤関連死亡が3例あっ
た。15例が毒性により治療を中止した。

　臨床効果はすべての用量レベルで認めら
れ、非小細胞肺がん患者の全奏効率は
18%、24週の無増悪生存率は26%であっ
た。BMS-936558はすべての組織学的タイ
プの腫瘍に有効であるが、扁平上皮性の腫
瘍で全奏効およびSDが多くみられる傾向
があった。
　同氏は、「BMS-936558は、以前に濃厚な
治療を受けている進行非小細胞肺がんに外
来で安全に投与できる。また、腫瘍の組織
型に関係なく臨床的ベネフィットが認められ
た」と結論した。
　 またディスカッションでは、National 
Cancer Institute の Giuseppe Giaccone, 
MD, PhD が、BMS-936558は ipilimumab
より認容性が良好と思われるが、重症の肺
炎の発現が懸念されることに言及した。扁
平上皮がんにBMS-936558が有効である可
能性は、この腫瘍に有効な標的薬が現在な
いため、とくに興味深いと述べた。●

（2Aより続き）

安全性とその意義
　いくつかのがん腫（ALCLなど）では低用
量による治療が可能であることが示された
が、他のがん腫（とくに神経芽細胞腫）では
より高用量による治療が必要だった。しか
しながら、Dr. Mosséによれば、「安全性お
よび有害事象プロファイルはcrizotinibの忍
容性が良好であることを示している」。
　同氏によれば、神経芽細胞腫患者ではグ
レード5の中枢神経系出血の発現が2件報
告されたが、その後試験プロトコールの改定

によりCNS病変既往例は除外されている。
また、同氏は、最高用量を投与された患者6
名ではグレード4の高トランスアミナーゼ血
症およびグレード4の好中球減少がみられ
たが、自己限定的であった、と結論した。
　本発表に関するディスカッションで、Ohio 
State University Nationwide Children’s 
Hospital の Thomas G. Gross, MD, PhD
は、成人NSCLC患者を対象としたこれまで
の試験では、とくに一過性の視力障害や消
化器症状が多くの患者で認められたことを
指摘した。また、同氏は、成人を対象とした
試験では、まれに腎嚢胞や自己限定的なテ

ストステロン低値が認められており、小児患
者でも検討が必要であるとした。
　同氏は、初期の奏効率は目覚ましいが、そ
の解釈は慎重にすべきだと付言した。たとえ
ば、試験で示された腫瘍反応のばらつきか
らして、crizotinibの小児患者における推奨
用量は不明である。また、がん腫による腫瘍
反応の非均一性はALK転座におけるパート
ナー遺伝子の役割が高いことが示唆される。
さらに、既知の転座パートナー遺伝子が少な
い腫瘍であるALCLでは小児患者8例中7例
でCRが認められたのに対し、より複雑な転
座プロセスを有する神経芽細胞腫ではCRが

認められたのは小児患者8例中2例のみであ
る。一方、非ALK変異神経芽細胞腫では、
複数の患者で腫瘍反応が示されている。
　同氏は、腫瘍反応後、どれだけ治療を継
続するかという難しい問題に取り組む前に、
これらの腫瘍反応性の問題に取り組み、二
次的腫瘍形成因子を同定することが重要と
なるのではないかと述べた。
　Crizotinibの臨床導入では、ALK陽性腫
瘍およびALK陽性腫瘍における転座パート
ナー遺伝子の正確な同定が大きな課題とな
る可能性がある、と同氏は結んだ。●
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頭頸部がんの分子的発見が進み、診療への応用が重要に
現場の医師は、EGFR経路に加えて有効な分子標的治療を熱望している

頭頸部がんにおける上皮増殖因子レ
セプター（EGFR）の役割の発見、
さらにEGFR阻害剤の治療への応

用により、頭頸部がんの分子標的治療は大
きく進歩した。この大きな進歩以来、研究
者とoncologistは、有効な治療提供や患者
の転帰改善に役立つ、頭頸部がん関連の付
加的なシグナル経路やバイオマーカーを特定
しようと努力してきた。
　1日（金）のExtended Education Session、
“From Discovery to Standards of Care 
in Clinical Trials of Head and Neck 
Cancer”の参加者には、実験室での結果や
分子フェノタイピングから新しい治療薬や支
持療法にわたる、この研究に関する最新知
見が発表された。
　「参加者には、この分野で変わったこと、
変化しつつあること、最先端のことに関する

最新情報の概要を理解して帰って欲しいと
願っている」と、Session ChairであるThe 
University of ChicagoのEzra E.W. Cohen, 
MDはASCO Daily News に語った。
　「この疾患の生物学についてより多くのこと
が明らかになっており、分子プロファイリング
によりHPV陽性および陰性の腫瘍中でもい
かに不均一であるかがわかり始めている」と
同氏は解説した。その結果、こうした腫瘍を
治療するための潜在的標的は劇的に拡大した
が、こうした「潜在的」標的を患者の臨床成績
に還元するという課題が残っている。
　このセッションの演者は、放射線科医、外
科医、腫瘍内科医、支持療法専門医などで
あり、いずれも、発見されたことを頭頸部が
んの臨床治療改善に応用するためには、医
療の専門家が努力をどう継続していくべき
か、独自の見解も提示した。

発見は実験室から
　The Johns Hopkins University のDavid 
Sidransky, MDによる、頭頸部がんの背景
にある基本的な遺伝情報とこれらの周辺領
域の研究に関する討論でセッションが始まっ
た。こうした議論は研究者が望むものであ
り、疾患の理解に役立つであろう。
　「ヒト腫瘍中の遺伝子およびエピジェネ
ティックな変化は、腫瘍学における個別化ア
プローチの考案と実施にますます重要になり
つつある」と、同氏はASCO Daily News に
述べている。「頭頸部がんでは、いくつかの他
のがんとは異なり、これまでに同定された共
通の変異は治療にあまり有用でなかった」。 
　しかし、同氏は、現在も新たな変異が発
見されており、将来的に新しい経路をより特
異的に標的化できるようになるであろうと考
えている。

 

　遺伝子およびエピジェネティックな変化の
発見を治療にどう応用するかが課題である。
従来、異種移植を用いて研究がされてきた
が、腫瘍移植片での薬物試験を利用すれ
ば、診療で見られる患者の応答により近くな
るだろう、と同氏は述べた。

（6Aへ続く）

Dr. David Sidransky によると、頭頸部がんで同定
された共通の突然変異は、個別化治療に有用ではない。

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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1日（金）のEducation Session では、
“ Controversies in the Adjuvant 
Treatment of Breast Cancer”をテー

マに、乳がん補助療法の複雑性と幅広い患
者および腫瘍タイプに対する臨床試験の必
要性が強調された。
　Stephen R. Johnston, MA, MD, PhDは、
アロマターゼ阻害薬up-front、switch療法
のいずれにおいても5年間のタモキシフェ
ン治療に比べて、早期乳がん患者の臨床効
果を改善する、と述べた。Royal Marsden 
NHS Foundation Trust and the Institute 
of Cancer Research, United Kingdom の
Dr. Johnstonは、アロマターゼ阻害薬は、大
半の閉経後ER陽性乳がん女性に対する補
助療法のひとつとして推奨されているが、考
慮すべき重要事項として忍容性の問題が残
されていると指摘した。補助内分泌療法の
“厄介な課題”という講演において同氏は、
患者の骨の状態を念頭に置いて最適な薬剤
と治療戦略を選択すべきであると述べた。
　患者にかかわる因子と毒性の関係は、ア
ロマターゼ阻害薬をup-frontで使用する場
合とswitch療法として使用する際に考慮す
べき事項であると同氏は述べた。第三世代
のアロマターゼ阻害薬の忍容性は良好では
あるが、タモキシフェンもアロマターゼ阻害
薬も患者のQOLに影響を及ぼす異なる副作
用プロファイルを有している。もし、患者が
静脈血栓症のリスクを有しているなら、タモ
キシフェンの使用に影響するであろうし、関
節症または骨粗鬆症のリスクによって、いつ
アロマターゼ阻害薬を開始すべきか決定で
きると同氏は述べた。
　内分泌療法は生存率を改善し、早期ER

陽性乳がんの治療にアロマターゼ阻害薬を
追加することはとりわけ効果的である。最
近の安全性データは、アロマターゼ阻害薬
は最大 5年間投与すべきであることを示唆
している。しかしながら、内分泌療法の最
適な投与期間については明らかになっておら
ず、治療期間に関しては「われわれとすべて
の患者にとっての関心事である」と同氏は述
べている。
　術後5年経過以降においても、依然再発
リスクのあるER陽性乳がん患者の一部で
は「治療が長期間であればあるほどよいかも
しれない」が、より短期間の投与が望ましい
患者も存在する。将来は、治療法を選択す
る際に、増殖スコアおよび分子プロファイリ
ングを活用する機会が増えるであろうと同氏
は述べた。
　「分子プロファイリングの導入に伴い、ER
陽性乳がん患者全例に補助化学療法が必要

なのかという疑問が出てきている。乳がん
のintrinsic subtypesの理解が重要になって
くるであろう。そして、ある患者にとっては、
より最小限の治療の方が望ましいかもしれ
ない」と述べた。

小腫瘍径乳がんの治療
　University of Colorado Cancer Center
のAnthony D. Elias, MDは、T1a/bN0の
トリプルネガティブ乳がんおよび HER2陽性
乳がんに対する補助療法に関する問題点と
して、アグレッシブな生物学的特性を有する
腫瘍径の小さい乳がんは「より大きな同様
の性質をもつ乳がんの連続体である」と述
べた。局所療法後に転移するリスクは低い
ものの、あるサブタイプにおいては大きなリ
スクが存在する。しかし、これらの患者は
前向き試験の対象からは除外されているの
である。

　より大きな腫瘍に対してとられてきた同様
のアプローチにより、より優れた効果が得
られる一方で、「過剰治療に伴うコストの増
大、大半の患者での毒性発現」という結果
がもたらされると述べた。同氏によると、忍
容性を前提とすれば、内分泌療法はER陽
性/HER2陰性乳がん患者のすべて、とくに 
T1bの患者群に対し考慮される。HER2陽
性/ER陽性乳がん患者の治療については、
議論を要するところであると同氏は述べた。
内分泌療法の有無にかかわらず、とくにT1b
の患者群における5年無病生存率は85〜
92%である。これらの患者に対し、内分泌
療法併用の有無にかかわらず化学療法およ
びトラスツズマブによる治療を行えば、再発
はきわめて少なくなるであろうが、多くが過
剰治療となり、骨髄抑制、化学療法による
急性毒性、心関連疾患の増加およびその他
の副作用が生じる結果となる。一方、代替
療法については試験が進行中である。
　閉経前のT1b HER2陽性/ER陰性乳が
ん患者については、化学療法およびトラスツ
ズマブによる治療を受けることができ、閉経
後患者にも同様の治療が考慮されるが、さ
らなる研究が必要である。T1aの患者群に
ついて同氏は、閉経前でないかぎり経過観
察が望ましいとしている。T1b のトリプルネ
ガティブ例については、閉経前であれば化学
療法が適応され、閉経後症例でも同様の治
療が考慮される。T1a/b のリンパ節転移陰
性乳がんに関しては、最適な治療法が明ら
かとなっていない。
　「価値ある治療および治療の恩恵を最大
限受ける患者群を同定するための臨床試験
が必要である。再発の絶対的リスクと補助

乳がんにおける補助療法：依然として論争状態が続いている

セッションに出席した Dr. Stephen R. Johnston、Dr. Anthony D. Elias、Dr. Hyman B. Muss は治療選択や
アグレッシブな生物学的特性を有するがん、加齢に関連する“厄介な課題”について議論した。

（5Aより続き）
　現在、頭頸部がんでは約15種類の実際の
腫瘍移植片が検証されている。この方法の
唯一の欠点は、移植片が体内と同じ増殖速
度で増殖するため、薬物試験に3〜12ヵ月必
要なことである。
　同氏は最後に、個々の患者を治療するこ
とだけではなく、将来、研究者が腫瘍生検
を移植片や応答と相関させることが可能な
マーカーまたは特徴を特定することも、最終
目標である、と締めくくった。

放射線治療効果の向上
　実験室の外では、放射線腫瘍医は放射線
治療の標的と分子標的治療薬との併用につ
いて考えている。Stanford University の
Quynh-Thu Le, MDは、不成功に終わった
治療アプローチだけでなく確立された治療
アプローチのいくつかと、同氏が考える今後
の成功への途について論じた。
　同氏によれば、EGFRを標的とした治療
は、頭頸部がんの他領域と同様に放射線治
療と併用する中心的治療であり続けるだろう
とのことである。放射線腫瘍医は別の標的を
同定しているが、好ましい結果は達成されて
いない。

　とくに、低酸素状態が頭頸部がんの既知
の予後因子のひとつであることが以前の研究
で示されており、いくつかのメタアナリシスで、
低酸素状態を標的にすることにより患者の転
帰を改善したが、成績は一定していない。低
酸素状態を標的とした治療の対象となる患者
選択のための最良アプローチを同定する研究
が依然として続けられているが、腫瘍の染色
やイメージング研究などのアプローチは実際
的でないか高価であり、組織や血液の検査で
は、多くのサンプリングエラーや非特異的結
果が依然として生じている。
　頭頸部がんの研究者はベバシズマブなど
の抗血管新生療法も試行しているが、ほと
んど成功していない。
　「この概念は、抗血管新生療法で腫瘍の血
管構造が正常化できれば、酸素を増加させ
（低酸素状態を低減し）、化学療法剤の到
達を向上させることにより、治療効果を高め
ることができるというものであった」と、同
氏は解説した。
　現在までに得られた結果からは、このア
プローチは不成功であり、抗血管新生療法
では化学療法剤の到達が改善しないことが
示されている。
　同氏は続けて、DNA修復経路や細胞周

期調節の標的化など、放射線治療の効果を
向上させるための他の方法を探求するよう
奨励した。また、標的化治療と放射線治療
の併用が効果的とみられる患者の同定方法
の改善が必要であると述べた。

外科的免疫療法の発見
　セッションは、放射線治療から、頭頸部が
んの外科手術と、頭頸部がんへの分子および
免疫治療のアプローチに影響を与える外科医
の役割に移った。University of Pittsburgh 
Cancer Institute の Robert L. Ferris, MD, 
PhDは、腫瘍浸潤性リンパ球と不適な腫瘍
微小環境の役割について論じた。
　「T細胞は慢性抗原刺激により腫瘍に引
き込まれる。T細胞は、慢性抗原曝露によ
り慢性的に刺激され、しばしば消耗状態と
なっている」と同氏は説明した
　腫瘍浸潤性リンパ球に関する研究は、de 
novoおよびモノクローナル抗体ベースの免
疫療法後の抗腫瘍獲得免疫の運命を十分
に理解するのに必要である。
　究極的な最終目標は、疲弊したT細胞の再
活性化と、頭頸部がんで成功した数少ない治
療のひとつであるセツキシマブのようなモノク
ローナル抗体の効果を補助することである。

大局的見地から
　Vanderbilt Ingram Cancer Center のJill 
Gilbert, MDは、頭頸部がんの治療中と治
療後の患者報告に基づくアウトカム（PRO）
についての 研 究で「大 局を見る(get the 
granular)」ことを、支持療法の研究者と医
師に奨励して、セッションを締めくくった。
　頭頸部がんは現在、HPVに感染した若齢
患者での発生頻度が上昇している。こうし
た変化に伴い、医師は、長期の生存の質を
改善（とくに治療の遅発的影響を改善）させ
なければならない。
　患者の機能喪失や機能回復の時期をほと
んどの医師は認識できるが、そうした機能喪
失の基礎にある機序や生物学的原因はほと
んど検討されていない、と同氏は述べた。
　「治療の遅発的影響に関する知識をより深
めるため、臨床試験においては大局的な見
地が必要である」と同氏は述べ、「この疾患
による機能喪失の機序や生物学的原因を究
明するためには、幅広い領域で医師と研究
者が連携し、患者の参画を奨励する必要が
ある。患者がいなければ、こうした領域に
おける進歩は期待できないであろう」と締め
くくった。●
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療法による絶対的効果とのバランス、毒性の
絶対的リスクなどの情報を患者との対話にお
いて提供する必要がある」と同氏は述べた。
 
高齢乳がん患者の治療
　Lineberger Comprehensive Cancer 
Center at the North Carolina Cancer 
Hospital のHyman B. Muss, MDは、乳が
んは加齢の疾患であるとし「健常で普通の
余命をもつ高齢患者には、若年患者と同様
の治療を提供すべきである」と述べた。高
齢患者と若年患者とでは同じ治療法を採用

できるが、若年患者に比べると高齢患者は
標準治療を受ける機会が少ない傾向にあ
り、両者の間には生存率の乖離が存在する。
  同氏による高齢乳がん患者に対する最適
な補助療法の講演では、余命、毒性、機能
およびQOLに及ぼす影響への考慮が必要
であり、さらに治療法の決定にあたっては患
者の選択も考慮する必要性が強調された。
  高齢乳がん患者に対する補助療法は、3つ
のサブグループで示される腫瘍特性に基づ
いて決定されるべきである。すなわち、ホル
モン受容体（HR）陽性およびHER2陰性患

者には内分泌療法を施行すべき; HR陰性お
よび HER2陰性患者には補助化学療法によ
る治療が可能;HER2陽性患者には化学療法
とトラスツズマブ併用療法が可能、である。
　高齢患者の治療方針決定においては、
個々の患者の合併症および乳がん死のリス
ク、余命、治療に対する忍容性、患者の選
択を考慮すべきである。同氏は、ルーチンの
診療では見逃されてしまうであろう主要な身
体機能の状態を評価できるBrief Geriatric 
Assessment を含む、患者のリスクファク
ターを評価するためのいくつかのリソース

を推奨している。その他のリソースである
Schonberg Indexは、年齢、喫煙状況、合併
症、日常生活活動などに基づき5年および9
年推定死亡率を予測するのに有用であろう。
  「健康状態が良好であると評価された高齢
乳がん患者は、若年患者と同様の治療を受
けることができる。ただし、より高齢で虚弱
な患者については、それに準じた治療また
は緩和療法が必要かもしれない」と同氏は
述べた。●

2日（土）の“Molecular and Genomic 
Diagnostics in Pediatric Oncology: 
When and How They Should Be 

Implemented”と題されたEducation Session
では、小児がんの定義が腫瘍の臓器や局在
から分子特性、遺伝特性へと緩やかにシフト
していることにともない、より小さなサブグ
ループでの臨床試験をデザインすることを含
め、最新の知見を患者の治療成績の改善へ
つなげるという課題に医療機関は取り組まな
ければならないと強調された。
　「各疾患にはサブタイプがあることが多
くの症例で次第に明らかになってきており、
これらの疾患の診断技術の向上にともな
い、われわれは新しいサブタイプをみつけ
るのが上手になりつつある」と、座長である
Huntsman Cancer Institute at the Univer 
sity of Utah の Stephen L.Lessnick, MD, 

PhDは、ASCO Daily News のインタビュー
の中で語った。
　「このことは患者の治療方法に関する重要
な示唆に富んでいる」と、Dr. Lessnickは述
べた。「しかし、われわれが発見した、背景
にある遺伝的異常、ゲノム異常を患者の臨床
成績に結びつけられることも重要である」。
　本セッションでは、小児oncology領域の3
疾患、すなわち肉腫、髄芽腫、神経芽腫にお
ける分子診断、ゲノム診断に焦点が置かれた。
　「われわれは、各疾患の異なるステージに
立っている。開業医の皆さんには［標的分子］
の診断法が開発されるであろうということの

みならず、今日その診断法がなぜないのか
は、われわれがなぜ［診断法］の開発を急
ぎ、その実施方法と格闘しつつ［検査］を患
者に勧めているかを、真に理解してもらうこ
とが重要である」と同氏は述べた。

分子的にまだ定義されていない肉腫
　同氏はゲノタイプの新しいコンセプトにつ
いて論じ、ユーイング肉腫、ユーイング様肉
腫、転座陰性肺胞性横紋筋肉腫の診断を比
較した。
　多くの開業医はユーイング肉腫が1〜2つ
の主要な染色体転座を有することを認識し
ている。1つはRNA結合蛋白のTET ファ
ミリーに属するEWS であり、もう1つは転写
因子、タイプ1、タイプ2のETS ファミリーに
属するFLI である。ここ数年の間に、当初は
“その他の変異型”と定義されていたユーイ

ング肉腫のめずらしい転座の小規模な急増
がみられた。
　ユーイング肉腫患者の15％はEWS/FLI
以外にTET/ETS 変異型を有しており、そ
の他の蛋白（非-TET/ETS 融合）を融合す
る一連のその他のEWS 転座を、世界保健
機構は新たにユーイング様肉腫と定義した。
　「ユーイング様肉腫カテゴリーは、ユーイン
グ肉腫に類似している未分類の腫瘍の一群
があることを基本的に容認している」と同氏
は述べ、ユーイング肉腫が分子診断としては
まだ機能していないことを強調した。
　同氏はまた、より悪性度の高い2つの主

要なサブタイプがある肺胞性横紋筋肉腫に
ついて論じた。大半の肺胞性横紋筋肉腫
の患者はPAX/FOXO1 融合を有している。
PAX/FOXO1を有していない患者サブグ
ループは、融合陰性または転座陰性と呼ば
れている。
　「最新の分子生物学の技術を用いること
により、現在、転座陰性肺胞性横紋筋肉腫
と呼んでいる疾患が、実際にはより低リスク
の胎児性横紋筋肉腫に類似していることが
明らかになった」と、同氏は説明した。「顕
微鏡下ではより悪性度が高いと思われた疾
患群をより悪性度の低いカテゴリーに再分
類する場合に、分子遺伝学が本当に非常に
有用であることが明らかになった。これは、
そのわかりやすい1例である」。
　この発見はプロスペクティブな解析で検
討する必要があり、小児肉腫の遺伝的定義
へと移行する前に、ユーイング肉腫と肺胞性
横紋筋肉腫の両疾患についてまだ研究課題
は山積みであると、同氏は注意を喚起した。

髄芽腫治療のゆるやかな進歩
　髄芽腫領域ではゲノム層別化の有用性
が 若 干 進 歩していると話 すThe Sidney 
Kimmel Comprehensive Cancer Center at 
Johns Hopkins の Kenneth J. Cohen, MD, 
MBAは、それでもまだ“幼少期を脱した程
度”と評した。
　「今日では、髄芽腫のような一般的腫瘍で
は、文献数はとくに増加しており、ほかに何
もない場合、歴史的に同じ名前で呼ばれて
きた疾患との違いを同定する過程で、これ
らの異常の存在への理解は進んでいる」と、
Dr. CohenはASCO Daily News に語った。
　髄芽腫患者は、従来、外科的切除の範囲
と転移の有無のみに基づいて高リスク、低
リスクなどに層別化されてきた。しかし、近
年、リスク評価において、疾患の病理学、と
くに退形成性が考慮され始めた。中等度〜
高度の退形成性を有する患者と比べて退形
成性がないか軽度の患者は予後が良好との
研究結果が示され、退形成性は高リスク髄
芽腫のマーカーとして確立された。
　近年、多くの研究グループの観察によ
り、WNT（wingless）、SHH（sonic hedge 
hog）、グループC、グループDと、髄芽腫の
明確な分子サブタイプが定義された。これ

らのサブタイプの中で最も予後良好なのは
WNTであり、最も予後不良なのはグループ
Cである。
　これらの発見の臨床的示唆はまだ明らか
にされていない。理論的には、治療戦略の
変更のためにこれらの分子サブグループを
活用することが可能であるが、実際にはそ
れは危険な提案である、と同氏は説明した。
　「予後不良な患児を同定することは可能で
あり、できる限り強力な治療を行わなければ
ならないこともわかっている。しかし、それ
が何を意味しているのか、必ずしもわれわれ
は理解していない」と、同氏は述べた。「ま
た、非常に予後良好な遺伝所見のようにみえ
る患児もいる。それは、減量や治療を減ら
すお墨付きを与えるものであろうか」。
　そのようにできるなら、この戦略は理想的
だろうが、そうでなければ、歴史的に治癒可
能な患児が治癒に導かれないことになるで
あろう、と同氏は述べた。

神経芽腫ではより一層の研究が必要
　The Children’s Hospital of Philadelphia 
and Perelman School of Medicine at the 
University of Pennsylvania の Edward F. 
Attiyeh, MDは、神経芽腫領域におけるトラ
ンスレーショナルなゲノム研究と、MYCN/ 
11q欠損など予後が同様のゲノムマーカーを
有する疾患について論じた。
　「神経芽腫の展望は、ゲノムから学べるこ
とを用いて、現在の治療があまり奏効しな
い患児群を正確に同定し、治療に活用でき
る遺伝子や経路を発見することである」と、
Dr. Attiyehは述べた。
　ALK が標的体細胞突然変異であると同定
したこと、遺伝ゲノムの神経芽腫リスクへの
影響の詳細な解明など進歩がみられる複数
の領域について、同氏は論じた。そして、最
後には、分子マーカー、ゲノムマーカーを最
大限活用するためには、これらの小児がん領
域ではより多くの研究が必要であると述べ、
Dr. Lessnick、Dr. Cohenに賛同した。●

小児がんの分子診断、ゲノム診断の有用性は、さらなる検討が必要
遺伝的発見は診断、予後を明確化かつ混乱させるため、開発への医師の熱意には忍耐が必要

“われわれが発見した、背景
にある遺伝的異常、ゲノム異常
を患者の臨床成績に結びつけ
られることが重要である”

— Stephen L. Lessnick, MD, PhD

NCI PQ: 9
chicago2012.asco.org/NCIPQ
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Abirateroneが化学療法未実施CRPC患者における
病勢進行を遅延

第Ⅲ相試験の中間解析で、無症候
性 /軽度症候性、化学療法未実
施の転移性去勢抵抗性前立腺が

ん（mCRPC）患 者 に 対 するabiraterone 
acetate（AA）/プレドニゾン併用療法は、
プラセボ/プレドニゾン併用療法に比べ、放
射線学的無増悪生存期間（rPFS）において
統計学的に有意なベネフィットをもたらすこ
とが示された。
　Helen Diller Family Comprehensive 
Cancer Center at the University of 
California, San Francisco の Charles J. 
Ryan, MDは、AA/プレドニゾン併用療法
はmCRPCの進行を遅らせるとともに、生
存期間ならびに軽度症候・無症候期間を延
長したと述べた。また、2日（土）に行われ
たClinical Science Symposiumに おける
中間解析（Abstract LBA4518）の発表者
である同氏によれば、この多施設無作為化
試験（COU-AA-302試験）では、重要と思
われる新たな安全性の問題は認められてい
ない。
　COU-AA-302試験の二次中間解析では、
予定イベント全体の43％が報告されたこと
で、独立データモニタリング委員会は、「一
次エンドポイントである全生存（OS）および
rPFS、さらには、さまざまな二次エンドポイ
ントのいずれにおいても、AA/プレドニゾ
ン併用療法に有利な結果が示された」とし、
盲検を解き、患者をプラセボ/プレドニゾン
併用療法からAA/プレドニゾン併用療法
へ移行させる決議を満場一致で採択した、
と同氏は語った。
　「試験結果は、AAの有効性が幅広い転
帰を示す患者で証明されたことから、本疾
患に対する治療開発の目的が達成されたこ
とを示唆する」とし、同氏は「これらのデー
タは、 高 いアンメットニーズを抱 える
mCRPC患者に対する標準的な治療アプ
ローチを提示するものとして、考慮に値す
る」と述べた。

試験デザインの根拠
　AAは通常、安全性プロファイルの至適
化を目的にプレドニゾンと併用されると同氏
は述べた。AA/プレドニゾン併用療法では、
これまでに、化学療法歴を有する患者でプ
レドニゾン単剤に優るOSの有効性が示され
ており、これらの結果が米国規制当局の承
認根拠に用いられた。「しかしながら、現
実には、mCRPC患者は化学療法受療前に
生涯の大部分を送り、患者の多くが化学療
法を受けることもない」と同氏は語る。
　進行性mCRPCの自然史は延長が可能で
あり、事実、数年の延長が可能と思われる。
したがって、「AAによる臨床的な有効性の
包括的評価を目的として」、病勢進行のいく
つかの特徴（がん関連疼痛の代理マーカー
としての麻薬使用までの時間、ECOG全身
状態の悪化までの時間、PSAによる進行ま
での時間）が二次エンドポイントとして用い
られたと同氏は述べた。
　「AAによる治療は、これらの重要なイベ
ント発現を臨床的に有意な程度まで遅らせ
た」と同氏はコメントした。
　一次エンドポイントには骨スキャン評価
（放射線医による盲検）に基づく病勢進行、
CTあるいはMRIで検出される軟部組織病
変の病勢進行、あるいはあらゆる原因によ
る死亡が含まれていた。
　本試験では、化学療法歴を有する患者を
対象とした試験に比べ、AAによる治療期
間が長いにもかかわらず、新たな安全性の
問題は検出されていない。

統計解析
　 本 シ ン ポ ジ ウ ム を 論 評 し たDuke 
University Medical Center の Susan 
Halabi, PhDは、本試験は、化学療法未実
施患者におけるAAの抗腫瘍活性を最初に
示したパラダイムシフトにあたるものである
と述べた。
　しかしながら、同氏は、OSにおける有意
な成績が得られる前の早期試験終了の決断
を疑問視する。
　「試験の早期終了の決断によって複雑な
要素がからみ、統計学的、臨床的な検討を
要することになった」とし、「早すぎる試験
終了により、臨床の変革が促されない可能
性もある」と述べた。●

Statistically Significant Improvement in
Radiographic PFS Primary Endpoint 

Abbreviations: PFS, progression-free survival; AA, abiraterone acetate; P, prednisone; mos, months; NR, not reached; PL, placebo; 
HR, hazard ratio; CI, confidence interval
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悪性メラノーマに対するいくつかの新薬
が承認されたことは非常に喜ばしい
ことではあるが、その投与方法、優

先順位、併用方法について新たな課題が浮上
するとともに、新規領域における研究課題も提
起されることになった。2日（土）のEducation 
Session “New Options, New Questions: 
How to Select and Sequence Therapies for 
Metastatic Melanoma”では、これらの新たな
課題の最新情報が提供されるとともに、その
解決に向けた議論が行われた。
　本セッションで座長を務めたGeorgetown-
Lombardi Comprehensive Cancer Center
のMichael B. Atkins, MDはセッション冒頭
で、進行性メラノーマに対する新たな治療選択
肢が得られた反面、治療の複雑化ももたらさ
れたとコメントした。

　高用量インターロイキン-2（HD IL-2）療法の
承認により奏効率は16%となり、持続性奏効
期間中央値8 .9ヵ月、全生存期間中央値12ヵ月
という成績が得られている。しかしDr. Atkins
は、「11%の患者は5年以上生存し、化学療法
の有効性を証明している。ただしその恩恵を
受けるのは限られた患者であり、対象となる患
者の選択についてさらなる情報が必要である」
と述べた。
　HD IL-2療法に関する追加報告では、LDH
の上昇が同療法に対する反応不良の予測因子
となることが明らかにされているが、今後も分
子レベルでの情報が得られるものと思われる。
　Dr. Atkinsは、「今後のメラノーマ治療に関
しては、分子レベルの伝達経路の検討が必須
である」と語った。HD IL-2療法では、野生型
（WT）患者に比べ、BRAFまたはNRAS 遺

伝子変異を有する腫瘍細胞において高いCR
および PRが得られている。Dr. Atkinsは、「こ
の情報は重要であるが、これに基づき患者を
選択することは困難である」と続けた。
　免疫システム機能および免疫寛容に対する
知見の蓄積は、ipilimumabやCTLA-4抗体
のような分子標的薬の開発に寄与した。実際、
進行性メラノーマ患者を対象とした2つの第Ⅲ
相試験において、これらの薬剤は生存に関す
る有意なベネフィットをもたらし、その結果2011
年にFDAの承認を取得した。しかしながら、
Dr. Atkinsによればこれら新薬の患者選択に
ついては課題が残るという。Ipilimumabには、
M1cまで進展しているかどうかにかかわらず生
存改善効果を発揮するというエビデンスが存
在するが、LDH上昇例に対する効果について
は明確ではないのである。

　「Ipilimumabは一部の患者において良好な
免疫学的反応、抗腫瘍反応を示し、その活性
は中枢神経系において強力で、免疫抑制を緩
和し、多数の進行性メラノーマ患者の治療選
択肢となり得るが、治療開始時期や重篤な自
己免疫毒性の発現に十分注意を払うべきであ
る」とDr. Atkinsは述べた。
　治療選択に関連してDr. Atkinsは、メラノー
マ細胞の特徴は一様ではないが、炎症性と非
炎症性を判別することの臨床における有用性

転移性メラノーマに対する新規治療法の探索

“臨床における知見のみでは、
患者の生命予後を
予測することは困難である”

— Keith T. Flaherty, MD
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を指摘した。治療の優先順位については、さ
らなる検討が必要であるが、「最近の知見で
はBRAFV600E保有例では免疫療法で開始す
ることが勧められ、それにより長期にわたるベ
ネフィットが期待でき、BRAF阻害薬療法に切
り替え後もそのベネフィットが保たれる」と述べ
た。
　Dr. Atkinsは、「われわれは、地平線にかす
かな希望の光を見出した状態にあり、今後もな
すべきことは多い」と結んだ。
　BRAF 遺伝子変異を有する転移性メラノー
マ例への対応におけるジレンマは、臨床の場
における大きな課題である、とMassachusetts 
General Hospital Cancer CenterのKeith T. 
Flaherty, MDは指摘した。このような患者の
治療は、しばしば「時間との競争」となるが、ど
の患者を積極的に治療し、どの患者を緩和療
法の対象とするかの判断は困難である。
　「Ipilimumabmの効果発現には、投与後
やや時間を要するため、有効とするかサルベー
ジ療法に切り替えるべきかを判定するために
3ヵ月程度経過を追うことは実質困難である」と

Dr. Flahertyは述べ、このような際、判断に躊
躇するのは、軽症〜中等症の患者に関してで
あり、重症患者では「患者に提示できる治療
選択肢は非常に限られている」と続けた。
　Vemurafenibについては、早期から奏効
が得られる反面、その後の増悪が認められる。
「どの患者にベネフィットがもたらされるかを判
定することは困難で、率直に言うとデータはごく
わずかである」とDr. Flahertyは語った。
　LDH正常例と一過性の抗腫瘍効果の関
連、短期の効果消失例、長期の奏効例などに
関する報告のレビューを行ったDr. Flaherty
は、現在のエビデンスで効果予測をすることは
困難であるとした。
　「臨床における知見のみでは、患者の予後
を予測することは困難だ」と、Dr. Flahertyは
述べた。
　分子レベルでの伝達経路に関する初期の
エビデンスにより、治療の優先順位や併用療
法に関する情報が得られる可能性はある。た
だしDr. Flahertyは、BRAF 遺伝子変異メラ
ノーマ例に対するBRAF-MEK阻害薬併用療

法の成績の発表（“Mutated Melanoma:The 
Role for MEK Inhibitors” 4日（月）、3:00 
PM-4 :30 PM、E354a）により、問題は複雑化
するかも知れないという。同様に、今後発表予
定のPD-1抗体であるMDX-1106を用いた免
疫療法に関する報告による影響も、この臨床上
の難問に影響するという。
　Dr. FlahertyはBRAF 阻害薬は有症状の
転移性メラノーマの緩和療法として有用である
うえ、抗腫瘍効果が前治療の種類に関わらず
得られると述べた。
　腫瘍細胞変異プロファイリングの複雑性、お
よびその結果を最大限の臨床効果の発揮に
つなげる重要性について、Vanderbilt-Ingram 
Cancer Center のJeffrey A. Sosman, MD
が講演した。
　「変異プロファイリングは臨床上重要であり、
また、臨床試験における患者選択に際しても
有用である」と同氏は語った。特定の遺伝子
変異と治療効果の関連を検討することは、腫
瘍の遺伝子型と臨床効果の関連性の決定に
有用である。

　BRAF-WT遺伝子変異はメラノーマの分子
レベルでのプロファイリングにより、60%近くの
例で見出されるが、そのうちの3分の1の例で
はNRAS 遺伝子変異も同時に観察される。「こ
のことは、大多数の患者でdriver mutation
が未発見であることを意味する」と同氏は述べ
た。このような未発見のdriver mutationは、
抗がん剤や免疫療法の標的となる可能性があ
る。
　NRAS 遺伝子変異をともなうメラノーマにつ
いては、研究が進行中で、NRAS 遺伝子の下
流における治療ターゲットの発見、MEK阻害
薬単独、MEK阻害薬とPI3K/AKTならびに
mTOR阻害薬との併用、あるいはMEK阻害
薬と免疫療法の併用などについて検討されて
いる。BRAF-WT集団におけるほかのdriver 
kinaseの機能について明らかにすることにより、
当該集団における治療の個別化を可能にする
であろう。●

消化器がん
Oral Abstract Session
Presenter: Maria Di Bartolomeo, MD

（Abstract LBA4001）
Discussant: Barbara Burtness, MD
　胃または食道胃接合部腺がんの根治切除
後、フルオロピリミジン単独に代わる、より強力
な治療レジメンは無病生存期間（DFS）または
全生存期間（OS）を延長しないことが多施設
オープンラベル無作為化第Ⅲ相試験で示され
た。イタリア全土の臨床センター123施設にお
いて治療を受けた患者1,100 例の結果を解
析したところ、根治切除後、イリノテカン（CPT-
11）＋5 -フルオロウラシル（5 -FU）/フォリン酸

（LV）の後にドセタキセルおよびシスプラチンま
たは5 -FU/LV 単独による治療が施行されて
いた。

泌尿生殖器がん
Oral Abstract Session
Presenter: Robert John Motzer, MD

（Abstract 4501）
Discussant: Tim Eisen, PhD
　進行腎細胞がん患者の初期標的治療とし
て、tivozanibはソラフェニブに比べ無増悪生
存および客観的奏効率において優位性を示
した。 多施設オープンラベル無作為化第Ⅲ
相試験において、PFS中央値はtivozanib 群
が11.9ヵ月、ソラフェニブ群が9.1ヵ月であった
（p＝0 .042）。未治療例においては両群間の
差は若干開いた（tivozanib群12 .7ヵ月 vs. ソ
ラフェニブ群9.1ヵ月; p＝0 .037）。Tivozanib
群では、倦怠感、下痢、骨髄抑制、手足症候
群の発現頻度は低く、同様に治療に関連した
減量および投与中止の割合も低かった。

婦人科がん
Oral Abstract Session
Presenter: Sean Christopher Dowdy, MD

（Abstract 5004）
Discussant: Jonathan S. Berek, MD
　低リスクの子宮内膜がん患者においては、
リンパ節郭清（LND）は認められておらず、
Mayo Clinicのデータに基づけば広汎子宮摘
出術が標準的とされる。Mayo criteria に基
づき1,393例中385例（27.6%）が低リスクと
され、このうち80例にLNDが施行され、305
例は施行されなかった。5年原因特異的生
存率は2群間で同等であった（LND施行群
97.3% vs. LND非施行群99.0%; p＝0.32）。
しかし、30日のケアコストは LND施行群で
有意に高かった（$15 ,678 vs. $11 ,028 ; p＜
0 .001）。仮に低リスク子宮内膜がん患者385
例全例にLNDを施行した場合には、さらに
$1,400 ,000 のコストが費やされたであろう。

リンパ腫および形質細胞障害
Poster Discussion Session
Presenter: Richard Delarue, MD

（Abstract 8021）
Discussant: Andrew Zelenetz, MD, PhD
　高齢のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫
患者において、リツキシマブ、シクロホスファミ
ド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロ
ン（R-CHOP）を21日サイクルで投与する方法
（R-CHOP-21）は、R-CHOP を14日サイクル
で投与する方法（R-CHOP-14）と安全性と有
効性の両方において同等であった。LNH03 -
6B 試験の最終解析では、追跡期間中央値
56ヵ月において、3年無イベント生存率、無増
悪生存率、無病生存率、全生存率に関して

2レジメン間で有意な差は認められなかった。
重篤な有害事象の頻度および毒性による死
亡についても両群間で同等であった。

Poster Discussion Session
Presenter: Michael Pfreundschuh, MD

（Abstract 8024）
Discussant: Andrew Zelenetz, MD, PhD
　リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビ
シン、ビンクリスチン、プレドニゾロンを14日サイ
クルで行う方法（R-CHOP-14）を受けた高齢
のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者の
中には、体表面積に基づくリツキシマブの用
量375mg/m2が過剰であった患者が存在す
る可能性がレトロスペクティブな解析で示され
た。RICOVER-60試験における高齢者の解
析において、リツキシマブの半減期は男性に比
べ女性で有意に長かった（p＝0 .003）。これ
にともない、CHOP療法へのリツキシマブの追
加は、男性に比べ女性に有意なベネフィットが
あることが示された（p＝0 .004）。女性にお
いては、体重とリツキシマブの用量の間に同様
の関連がみられた。最大体重の女性はリツキ
シマブの血中濃度半減期が最短で、リツキシ
マブのベネフィットは認められなかった。一方、
最少体重の女性ではリツキシマブの半減期は
最長となり、最大のベネフィットが得られた。

小児の腫瘍
Oral Abstract Session: Pediatric Oncology I
Presenter :  F.  Lennie Wong ,  PhD 

（Abstract 9505）
Discussant: Robert John Arceci, MD, 
PhD

　がんの診断を受けた後にアンスラサイクリン
系薬を投与され、定期的に心エコー（ECHO）
によるスクリーニングを受けている小児は、
うっ血性心不全の発症が遅く、質調整生存
年（QALY）あたりのコストは$50 ,000以下で
あることから、費用対効果に優れると考えら
れた。アンスラサイクリン系薬を最低300mg/
m2 投与されている5歳以上の小児で、毎年
ECHOを受けている場合はうっ血性心不全
の発症が遅かった（0.6〜0 .8年）。胸部放
射線照射の有無にかかわらず、QALYあたり
のコストは最低$28 ,000であった。アンスラサ
イクリン系薬の投与量が300mg/m2 以下で
胸部放射線照射を受けた1〜4歳児において
も同様の報告がなされた。

Oral Abstract Session: Pediatric Oncology I
Presenter: Eric Larsen, MD

（Abstract CRA9508）
　高リスク急性リンパ性白血病と新規に診断
された思春期および若年成人患者は、小児
の臨床試験に登録された場合、より若い患者
ほどではないものの高い治癒率を達成するこ
とが第Ⅲ相試験のデータで示された。16〜
30歳の患者における5年無イベント生存率は
68 .0%、全生存率は80 .9%、1〜15歳の患者
ではそれぞれ79 .8%、88 .4%と16〜30歳の
患者で低く、16〜30歳の患者では特に寛導
入寛解後の骨髄再発および死亡が多かった。




