
乳がん領域の臨床研究をリードするDr. Martine Piccartが
本年度のDavid A. Karnofsky Awardを受賞

ASCOにおける科学分野の最高の
栄誉であるDavid A. Karnofsky 
Awardの2013年度の受賞者が、

国際共同研究推進や抗がん剤開発に多大
な功績を持つ、Martine J. Piccart, MD, 
PhD, FASCOに決定した。本賞の授賞式と
同氏による記念公演は、Opening Session, 
9 :30 AM-12 :00 PM に、North Building 
Hall B1で開催される。
　Professor of oncology at the Université 
Libre de Bruxelles（ULB）and director 
of medicine at the Jules Bordet Institute, 
Belgiumの同氏は、世界 各地の49研究
施 設 を 統 括 す るBreast International 
Group（BIG）の 共 同 設 立 者 であり、ま
た、BIGが関与する30以 上の臨 床 研究
の運営にも当たっている。さらに同氏は、
HERA、MINDACT、ALTTOなど多くの
臨 床 試 験 のprincipalまた はcoprincipal 
investigatorでもある。ASCOでは、同氏
の乳がん領域に対する顕著な功績と臨床研
究におけるリーダーシップに対し、本賞を授
与することとした。
　本紙のインタビューに対し同氏は、「受賞
の知らせを聞いて最初に思い浮かんだのは、
BIGの同僚に対する感謝だった。同僚たち

の支援と臨床研究およびトランスレーショナ
ル・リサーチに取り組む、世界各地の研究グ
ループと研究施設の強力なネットワーク作り
に対する私の方針への理解がなければ、今回
の栄誉は得られなかったと思う」と語った。
　同氏が乳がん研究に携わるようになった
きっかけは、個人的な経験によるものであ
る。すなわち、がんの臨床研修中に同氏の
母親が乳がんと診断されたことである。「私
は今でも母の病理検査結果を読んだ際の心
の痛みと不安をよく憶えている。その時か
ら乳がんは私にとっての一番の敵となった」
と、同氏は振り返った。
　2013年のASCO学術集会のテーマである
“Building Bridges to Conquer Cancer”
は、同氏の業績とも強く関連するものであ
る。「私の出身国は人口1,100万人の小国に
過ぎないため、国内のみを対象としていて
は、予後に影響するだけの十分な研究は行
えないことが早くから分かっていた。私は、
乳がんを患う女性のための個別治療を推進
するためには、乳がん研究の幅広いネットワー
クを構築する必要性を感じた。BIGは全世界
の数百に及ぶ病院を結んだ臨床研究実施の
可能性を持っている」と述べた。
　1985年以来のASCO会員である同氏は、

理事会や多数の委員会の委員を務めてきた
が、その主なものは、Cancer教育委員会、
国際委員会、Journal of Clinical Oncology 
誌の 委員など である。 とくに2011年に
は、ASCOに対する功績によりFellow of 
ASCO （FASCO） に選出された。
　 さ ら に 同 氏 は、European Society for 
Medical Oncology（ESMO）の現会長で、
European CanCer Organizationの 次 期 会
長、Belgian Royal Academy of Medicine
会員でもあり、2006～2009年にはEuropean 
Organisation for Research and Treatment 
of Cancerの会長も歴任した。
　同氏はその業績に対する受賞歴も豊富で、
McGuire Award for Excellence in Breast 
Cancer Research, Umberto Veronesi Award 
for the Future Fight against Cancerなどを
授与されている。
　 今 回 の 受 賞 記 念 講 演 の テ ーマ は、
“Academic Research Worldwide: Quo 
Vadis ?”で、臨床研究についておよび「急
速に変化する研究環境の中で、素晴らしい
臨床研究の機会である反面、困難な側面も
ある、今日研究ネットワークが直面する現
状」、および「困難な側面については、個
別治療において必要な薬剤等が増加する一

方、官僚的また
は法的な規制に
より患者が切望
する治療の普及
が劇的に遅延す
ること」を解明
することにある
という。
　 最 近 の 取り
組みについて同
氏は、「私は、非常に興味深い帽子を3つ
同時に被っているようなものだ」と表現し
た。すなわち、世界各地からJules Bordet 
Instituteを訪れる若いオンコロジストや研
究者の養成や、東ヨーロッパを中心とする
腫瘍内科医のニーズに対するESMO会長と
しての対応、そしてBIG会長として他の献身
的メンバーとともに、学問の独立性の擁護、
乳がん治療方法の承認の迅速化、転移乳が
んの薬剤スクリーニングプログラムの確立
に対する取り組みである。
　がん臨床研究の今後について同氏は、
「多数のネットワークの確立が、がん治療の
進展には欠かせない。今こそ多数の素晴ら
しい業績を、ひとつにまとめシームレスなも
のにしなければならない」と結んだ。●

Dr. Martine J. Piccart

Additional articles and exclusive videos are available online at chicago2013.
asco.org/dn

日本におけるMedical Oncologyの発展と成果

“Translation of ASCO Daily News Saturday, June 1, 2013・Chicago, IL・Section A  ©2013, American Society of Clinical Oncology®. All rights reserved.”

米国のmedical oncology（臨床腫瘍 
学）は、1973年にAmerican Board 
of Internal Medicine に より

subspecialityと認められ、米国では10 ,000
名以上のmedical oncologist が認定され
ている。しかし、日本のmedical oncology
は内科学のsubspecialityとして認められ
ていない。過去、日本の多くの大学には
oncologyの系統的教育システムがなく、各
臓器の疾患を教育する際に取り上げられる

に過ぎなかった。

日本臨床腫瘍学会の設立
　1993年、日本臨床腫瘍学会（JSMO）の
前身である日本臨床腫瘍学 研究グルー
プ（ JSGMO）は、日本におけるmedical　
oncologyの認知と教育をめざした活動を開
始した。JSGMOは、年に1～2回、臨床試
験やトランスレーショナルリサーチに関する
シンポジウムを開催した。シンポジウムは

16回開催された
が、JSGMOの会
員数を増加させ
ることはできな
かったことから、
戦略プランは抜
本 的 に 見 直 さ
れ、がん薬物療
法専門医の認定
制度を確立する

こととなった。この目的を実現するために、
2002 年、JSMOが設立された。最初の学
術集会時の会員数は約600名に過ぎなかっ
たが、その後、会員数は増加し、2012年12
月には8 ,500名を超えるまでになった。
　JSMOの基盤は強化され、がん薬物療法

専門医の認定試験制度が発足した。JSMO
は年次学術集会の他に、年に2回の教育
セミナーを開催し、教育プログラムへの参
加者にクレジットを付与している。また、医
学生および研修医対象の2 種類のmedical 
oncologyに関するテキストを出版している。
　当初から、ASCOは様々な形でJSMOを
支援してきた。たとえば、JSMOはASCO/
ESMOのGlobal Core Curriculumを採用し
た。2005年には、最先端の臨床腫瘍学を
教育する機会となるBest of ASCO（BOA）
が初めて日本で開催され、その後の7年間、
毎回700～800名が参加している。近年、
JSMOは、ASCOの利益相反（COI）方針
に基づくCOI規程を採用した。
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　がん薬物療法専門医の認定試験は2005 
年に開始された。認定試験を受験するた
めには、2年間の基礎臨床実習終了後に、
JSMO認定病院で5年以上研修する必要が
ある。また、4種の臓器系の30例の症例報
告の提出も必須である。認定試験では、面
接試験と筆記試験が行われる。2006年、
47名が最初の認定試験に合格し、認定がん
薬物療法専門医となった。2013 年現在、
JSMO認定がん薬物療法専門医は合計876
名である。認定試験の合格率は約
60％であり、他の学会の認定専門医
と比べて低い。この低い合格率は、
十分に教育された質の高いがん薬物
療法専門医のみを認定したいJSMO
にとっては、むしろポジティブな結果
といえる。

がん対策基本法
　Medical oncologyやradiation oncology
の重要性については、日本政府も認
めている。日本では、薬物療法を含
むがん治療の大半が外科医によって
行われてきた経緯がある。日本政府
は、2006年6月16日、がんとがん治
療に関する法律「がん対策基本法」
を制定した。2007年4月12日に施行
されたがん対策基本法の基本的施
策は、「第1節　がんの予防及び早期
発見の推進」「第2節　がん医療の均
てん化の促進等」「第3節　研究の推
進等」の3節から成る。第2節の実現
のために第14条には以下の記載があ
る。「国及び地方公共団体は、手術、
放射線療法、化学療法その他のがん
医療に携わる専門的な知識及び技能
を有する医師その他の医療従事者の
育成を図るために必要な施策を講ず
るものとする。」
　がん対策基本法の理念を実現する
ために、厚生労働省は、 地域がん診
療連携拠点病院の指定を開始した。
この地域のがん中核病院には、適切な
医療スタッフと医療設備が必須とされ
ている。
　一方、文部科学省は、がんプロフェッ
ショナル養成プラン（がんプロ）を施行
した。がんプロの主な目的は、medical 
oncologist、radiation　oncologist、
薬剤師、看護師などのがん専門医
療スタッフの数を増加させ、それに
よりこれらの専門職を支援すること
である。さらに文部科学省は、緩
和ケアに携わる医師数の増加も望ん
でいる。鍵となるのは、大学におけ
る medical oncology、radiation　
oncologyの講座数を増加させること
である。このプロジェクトは、各大学
における総合がんセンターの設置も
視野に入れている。この計画の第1
期は終了し、2013年、第2期が開始
されている。
　厚生労働省と文部科学省の施策
は、表面的には日本のがん治療を
変えているようにみえる。地域がん
診療連携拠点病院の指定数は、す
でに約400施設まで増加している。

Medical oncology、radiation oncology の
学部が新設された大学もある。しかし、地
域がん診療連携拠点病院として登録された
病院の60％以上には、JSMOが認定するが
ん薬物療法専門医がいない。すべての患
者は、指定病院で標準的な医療を受ける権
利を有しており、この問題を解決するために
は、厚生労働省による地域がん診療連携拠
点病院の指定基準の見直しが必要である。
さらに、JSMOの認定するがん薬物療法専
門医が 2～3人以上いる病院は、先進的が
ん薬物療法の拠点とみられ、更なる基盤改

善を目的とした資金提供が行われるべきと
思われる。

日本におけるがん治療の課題
　文部科学省のがんプロフェッショナル養成 
プランにより大 学 の 医 学 部 にはmedical 
oncologyの教授の数は増加しているが、
医 学 博 士 の 学 位を授与できるmedical 
oncology主任教授の数は非常に少ない。
がんセンターはほとんどの大学に開設されたが、
多くはがんセンターとは名ばかりで、スタッフが
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日本におけるmedical oncologyの 
発展と成果
過去7年間に日本のがん薬物療法専門医数は、  
2006年の47名から2013年には876名に増加した。

がん薬物療法専門医認定試験の合格率の推移

地域がん診療連携拠点病院におけるがん薬物療法専門医数

Medical oncology in Japan
(1Aより続き）
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Affordable Care Act、ついに臨床試験に対する 
国内最低補償範囲基準を示す

昨年のASCO年次総会後、米国最高
裁はPatient Protection and Affordable 
Care Act (PPACA) を支持した。こ

れは、同法が民間医療保険加入患者に対す
る臨床試験における補償の全国的な基準を

定めるものであるという意味で、米国オンコロ
ジー・コミュニティーにとって一歩前進とみな
すべき展開であると言えよう。しかし、患者お
よび医療従事者とも、同法のもとで保証される
患者の権利が確実に守られるよう、同法の実施
に目を光らせている必要がある。
　この問題の緊急性の認識はどの州に所属
しているかによると考えられる。これまでに、
30の州およびコロンビア特別区で臨床試験に
おいて通常かかるコストの補償を必須とする

法律を施行しており、さらに6つの州が保険
業者と協力的な合意を得ている。
　しかしながら、これらの政策に統一性はな
く、州ごとに内容が異なり、第I相～IV相試
験に対する補償を求める州もあれば、第I相試
験を除外対象とする州もある、というのが実情
である1。2013年4月29日にモンタナ州知事
Steve Bullock氏は臨床試験参加に伴う通常
コストの補償を保険業者に求める州法に署名した
が、残りの14州の住民に対する特定の保護は

得られていない。
　保険業者によっ
ては、そうした法
律がなければ患
者の臨床試験へ
の参加を拒み続けることが考えられるため、
これらの法律は患者の臨床試験への参加を
確実にするうえで重要である。データ2 ,3によ
れば臨床試験における医療は標準的治療に

圧倒的に不足している。最終目標である総合が
んセンター開設の前に、がんセンターが保有す
べきすべての活動と組織をカバーする、母体と
なるがんセンターが各大学には必要である。
　政府は、緩和ケアに多額の資金を投入し
ている。しかし、そうした支援が進行患者
の治療に実際に役立っているかどうかを検
証する科学的評価は行われていない。さら
に、がんプロのもう1つの弊害は、大半の大
学院生がoncologyの専門分野において専
門医としての認定を希望したことにより、基
礎/トランスレーショナルリサーチの研究者
が減少したことである。がんプロ養成プラ
ンのビジョンには基礎 /トランスレーショナ
ルリサーチの推進が含まれているにもかか

わらず、大学院生の多くは、たとえ希望した
としても基礎研究を行う時間がない。
　2013年より開始されている第2期がんプ
ロ養成プラン5ヵ年計画では、大学における
medical oncology、radiation oncology、緩
和ケア等の講座の発展が強調されている。
Medical oncology が日本で公式に認知さ
れること、またJSMOの活動により臨床試
験のみならず基礎 /トランスレーショナルリ
サーチの質・量も改善されることを、私は真
摯に望んでいる。そうした目標達成のため
には、ASCOとJSMOのより強い協力関係
が不可欠である。

グローバルなoncology学会としての
JSMOの将来展望

　当初、JSMOは、日本におけるmedical 

oncologyの役割を明確にする上で実践的な
教育組織と位置づけられていた。トランス
レーショナル研究/基礎研究、臨床試験な
どの最新情報は、最初にASCOやESMO
の 年 次 総 会 で 報 告され ることが 多く、
JSMO年次学術集会では報告されることは
少なかった。JSMO年次学術集会における
教育活動は依然として重要であるが、日本
やアジア諸国における関心は、新規分子標
的薬に関する膨大な科学的データに向けら
れている。分子標的薬の中には、効果や毒
性が人種間で大きな差のあることが示され
ている薬剤もある。さらに、胃がんや肝細
胞がんなどアジアに多いがんの研究も日進
月歩である。従って学術集会は新規データ
の発表の場として重要視され始めている。
　次回のJSMO年次学術集会は、2013年8

月29日に日本の仙台で開催される。JSMO
はASCOとESMOの後援のもと、Chinese 
Society of Clinical Oncology、Korean 
Association for Clinical Oncology、
Medical Oncology Group of Australia 
Incorporatedの協力を得ながら、アジアに
おけるmedical oncology 領域の活動推進
に貢献していきたいと考えている。●

著者紹介：西條長宏氏は、日本臨床腫瘍学
会の事務局特別顧問、近畿大学医学部、北
里大学医学部、東京医科大学の客員教授、
岡山大学の非常勤講師を務めている。同氏
は国立がん研究センターに37年間勤務し、
がん治療のトランスレーショナルリサーチ・臨
床研究をリードしてきた。日本臨床腫瘍学会
の創設者であり、初代理事長である。

Medical oncology in Japan
(2Aより続き）

e xPert 
eDitoriAl

Dr. Yu-ning Wong

(5Aへ続く）

Yu-Ning Wong, MD, MSCE
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比べ、有意に高価なものではないことが示唆さ
れることから、そのような参加拒否の根拠はオン
コロジー・コミュニティーのメンバーにとって理解
しがたいものである。「標準的治療」でも新薬の
登場によりコストが増加していることから、これま
でに報告されている標準的治療とのコストのわ
ずかな差異（6～10%）が増大しているとは考え
にくい。また、臨床試験に参加する患者数が少
ないことから、保険業者当たりの絶対的コストは
非常に低い。また、保険業者は臨床試験の結果
から学ぶことが多いことも挙げられる。たとえ
ば、臨床試験では、特定の治療で最も利益を享
受する患者群を同定するに至っている（野生型
KRAS 大腸がんおよびEGFRを標的とする抗体
医療など）。これは、治療による毒性への曝露お
よび治療コストを要する患者の削減につながる。
　John’s Hopkinsで5年臨床試験への参加に
同意し、保険適用となる患者の13 .6%は、保険
業者が臨床試験を補償範囲から外したという理
由で、試験登録を見送っている。同患者サンプ
ルの80%以上はメリーランド州および近隣のペン
シルバニア州、バージニア州からの参加者である。
ペンシルバニア州からの参加者は、他の州からの
参加者に比べ、臨床試験への登録を拒否される
可能性が高い2。メリーランド州やバージニア州と
異なり、（私の故郷である）ペンシルバニア州には
臨床試験における保険業者の補償を要請する法
律や取り決めが存在しないからである。
　幸いなことに、Medicareは臨床試験の重要
性を認知している。2000年にクリントン大統
領は米国社会福祉省（DHHS）に対して「臨床
試験参加に伴う、通常の患者ケア・コストおよ
び合併症コストに対する（Medicareの）支払
いを明確に認可するよう」指示を出している。
また、臨床試験の補償に関するMedicareの決
定以降、Southwest Oncology Group試験へ
の高齢患者の登録件数が増加している。

PPACA施行下で 
保険補償を民間保険業者に拡大

　PPACAの第2709項「認可臨床試験に参

加する個人に対する保険補償」は、臨床試験
参加に伴う通常の患者コストの補償を義務化
する最初の連邦法である。同法は、最低補償
基準を定めるものであるが、より広い保護を課
す州法もこれまで通り適用される。
　補償を受けるには、患者は「認可」臨床試験

（表1）に適格でなければならない。「通常の患
者コスト」には支払側が臨床試験に登録してい
ない患者に補償する全項目およびサービスが含
まれる。
　PPACAの複雑な側面のひとつとして、「既
得権」プランが、第2709項を含む複数の特
定条項の適用を免れることにある。既得権プ
ランとは2010年3月23日（PPACA 承認日）
にすでに実効性を有しており、その後権益の
縮小もしくは消費者負担の増加につながる大
きなプランの変更がみられないものを指す。
プランに大きな変更があれば、既得権扱いの
対象からは外され、第2709項を含む全法律
が適用される。
　第2709項施行後の既得権プランにとどま
る患者数の推定は困難である。DHHSの推
定では、2013年のうちに、大手保険業者の補
償対象患者の36～66%が既得権プランにと
どまるとみられている。中小保険業者はより
コストに敏感であることから、中小保険業者
の補償対象患者では既得権プランにとどまる
患者の割合はより少ない（20～50%）と考え
られる4。既得権プラン対象患者数は、プラン
による便益やコストの変更に伴い、経時的に
減少するものと思われる。

PPACAのポテンシャルを最大化
　第2709項は2014年1月1日をもって施行さ
れる。通常、連邦法は順守手順を明確化する
規定を通じて当局により施行されるが、2013年
4月末時点で、PPACA施行関連の連邦当局は、
第2709項に関する「規定をすぐに発表すること
はない」と通達したが、当局は、同項は「おの
ずと施行される」べきものであり、あらゆる保険
プランが、誠実に、適切な法的解釈により、そ
の求めに応えることを要請するものである、と
の見解を述べている5。

　幸いにも、Medicareの補償政策の経験は
10年以上と長く、州法施行下でも同様もしく
はより長期の実績が蓄積されおり、今後、大
きなリソースとなるものと思われる。ASCO
をはじめとするがん関連擁護団体は、最
近、Centers for Medicare and Medicaid 
Servicesの一部をなすCenter for Consumer 
Information and Insurance Oversightで規
制当局と会合を持っている。そこでの討議内
容はPPACA施行下で生じると考えられる問
題にフォーカスするうえで有益なものであっ
た。参加擁護団体は、フォーカスすべき項
目として、施行遅延および行政的バリアの回
避、合併症の予防・発見・治療、現場における
PPACAへのアクセスを維持する地理的な保
障措置、専門医への紹介、および消費者報告
の方法論などを挙げている。
　推奨内容の全文テキストへのリンクは
2012 年 4月18日 付 の 記 事、“ASCO Meets 
With CMS About Insurance Coverage For 
Clinical Trials” もしくはascoaction.asco.org
にアクセスされたい。

今後の方向性
　今や、PPACAの施行、さらには患者、医師
および支払側を対象とした同法の目的および
規定に関する教育にこそ注意が向けられねば
ならない。患者および医療従事者はこれらの
法の下における患者の権利を認識し、擁護し
なければならない。第2709項が「おのずと施

行される」べきものとする連邦政府の決定は、
規定関連言語は明確であり、規定内容の順守
および臨床試験への患者の参加保証に複雑な
規定は必要ではないことを示すものである。し
たがって、オンコロジー・コミュニティーは支払
側、規制当局と連携し、医療の改善における研
究、患者の臨床試験への時宜を得た参加の重
要性に関する啓発を行っていく必要がある。
　ASCOは、医療従事者および患者を対象
とした包括的な情報のほか、State Affiliate 
Councilを通じ、州規制当局とのディスカッショ
ンのための資材を提供しているが、会員が本資
材を活用し、積極的に患者擁護の活動を行うこ
とを期待する。（疑義、懸念などは本記事オンラ
イン版の表 2に列記した団体に問い合わせが可
能である）。
　成人におけるがん臨床試験への登録率の低
さは、小児の登録率（70%以上）に比べ、問題
にならないレベルにある。第2709項は成人が
ん患者が臨床試験に参加しない原因のすべてを
解決するものではないが、医療へのひとつの（し
かも解決可能な）バリアを取り除くはずである●

著者紹介：Dr. Wongはassistant professor of 
medical oncology at Fox Chase Cancer Center
であり、2003年よりASCO会員である。同氏は
co-chair of the Clinical Trials Subgroup of the 
2011 ASCO Provider-Payor Instituteである。
（全文献リストは米国版ASCO Daily News本記
事のオンライン版を参照されたい）

今年 のASCO Daily News で は、user 
experienceの向上を図るべく、会議の
取材内容をより深く掘り下げ、かつ幅を広

げたいくつかの新しい企画記事を提供する。医師の執筆
によるオリジナル記事の活用を増やして2つの新規のコ
ラムを追加し、これによりサイエンティフィックなデータ、
臨床およびグローバル両視点からのoncology settings
に対する個人の認識を提供する。さらに、ウェブサイト
をリニューアルし、検索能力の向上、ナビゲーション機
能の改善を図り、図とスライドの数を増やした。Faculty
および指導者と思われるその他のキーマンのビデオイン
タビューでは、ウェブサイトおよび会期中にConvention 
Centerで放映されるASCO TVに注目する予定であ
る。—個別化医療のDaily Newsバージョン

伝達経路、国際的ながんのケアに 
焦点をあてた新しいコラム

　オンコロジーにおいては、その領域にかかわらず
腫瘍のバイオロジーおよび腫瘍増殖の阻害または促
進にはたらく複雑な伝達経路への関心が高まってい
る。研究中の主な伝達経路に対するオンコロジスト

らの理解を深めるため、
そして伝達経路に関す
る膨大な数のサイエン
ティフィックな講演な
らびに教育講演の補
足をするため、ASCO 
Daily News に 新 し
い コ ラ ム“Exploring 
the Pathway”を追加した。各伝達経路— ALK、
HER2、VEGF、EGFR、MEKそしてPI3K—につ
いて、作用機序、研究中のターゲットそして関連する
治療薬に関する情報も含め、その概要を述べた。各
発表者のビデオインタビューはonlineとASCO TV
にて公開予定で、伝達経路に関するハイレベルなサ
マリーとがんのケアとの関わりを提供する。
 例年のテーマである“Building Bridges to Conquer 
Cancer”と、ASCO’s international programs and 
resources（オ ン ラ イ ン に て“Newly Launched 
ASCO International to Double ASCO Programs 
in Global Cancer Care,”関連記事を参照）をあわ
せ、2つ目の新しいコラムでは、５ヵ国（フランス、日
本、カナダ、英国およびドイツ）におけるがんのケア
について述べる。各国の拠点のオンコロジストたち
は、インフラストラクチャー、医学教育、ケアの障壁
および各国独得のその他の課題について討議する。

メキシコとペルーにおけるがんのケアに関する論説も
とりあげる予定である。

新しいウェブサイトはビデオインタビューと 
豊富な図を目玉として

　例年のマテリアルと同様、Daily News の内容は
印刷物と電子媒体の両方で読者に提供される。新
しいウェブサイト— chicago2013 .asco.org/dn—は
最新のものとなっており、周辺情報または情報を選
択する際にスクロールする手間を少なくしている。
ホームページは、講演をより見やすくし、関連する
内容およびその日に最もポピュラーであった記事に
大きく着目するようにした。読者が、興味のある記
事を迅速にみつけられるよう、がんのトピックスを単
純に選択すればよいようになっている。記事のペー
ジには注目すべきスライドおよびその他の関連事項
のリンク先が示されている。
  Daily News は、テーマとセッションの内容をより
深く掘り下げるため、今年のウェブサイトに関する多
くのビデオインタビューに着目する予定である。数多
くの国際的に著名なエキスパートらが、医療費支払
制度の改定、新規薬剤— すべて日常の患者ケアに
関連するトピックスに議論をたたかわす予定である。
選ばれたビデオは、ASCO TVのMcCormick Place
で放映予定であるが、会期中および会期終了後にす

べてオンラインで配信される予定である。

ProgramとAbstractsが一緒の印刷物として
　2年目に、ASCO Daily News にSection Dが設け
られた—Late-Breaking, Clinical Review、および
Plenary abstractsのすべてが集められている。新し
くリリースされたAbstractsはProgramと一緒に印
刷され、コンベンションセンターの特定の場所に置か
れ、また講演日のa.m. 6 :01にオンラインで見ること
ができる。1日（土）から3日（月）までの間で（4日（火）
は新しくリリースされるAbstractsはなし）、Glance 
gridにおけるセッション、ProgramおよびAbstracts
がひとつにまとまった印刷物は唯一Section Dの
みである。 
  オンコロジー・プラクティスにチャレンジするため本会
議は発展を続け、Daily Newsもまた同様である。私自
身およびAssociate EditorであるJohn Sweetenham, 
MD はASCO Daily News を代表し大切な読者とし
てのあなたをお迎えしたい。新しい企画記事を利用し、
発表される豊富で新しい情報に大いに触れてほし
い。皆さんを歓迎し、そして感謝の言葉を申し上げる。
総会について評価のコメントをいただければと思
う（chicago2013 .asco.org/attendee、Program 
Evaluation/CME Request buttonをクリック）。または
dailynews@asco.org.宛てにemailを送信されたい。●

Affordable Care Act
(4Aより続き）

表1．認可臨床試験の定義
疾患の進行が止められなければ死に至るがんまたはその他の疾患の予防、発見、あるいは治療に関する 
第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相試験で、以下のいずれかに該当するもの
(A)「連邦政府による資金援助を受けている」あるいは
(B)以下のいずれか
　 1.米国FDAの審査を受ける新薬承認申請（IND）を目的として実施される
　 2.IND申請要綱の適用を受けない治験

以下のひとつもしくは複数の規制当局もしくは団体により承認され、資金援助を受けている臨床試験は、
連邦政府による資金援助を受けているとみなされる 
●National Institutes of Health (NIH)
●Centers for Disease Control and Prevention
●Agency for Healthcare Research and Quality
●Centers for Medicare and Medicaid Services
●資金援助に関するNIHガイドラインで示された他の研究団体
●Department of Defense、Department of Veterans AffairsあるいはDepartment of 
　Energy（ピアレビュー審査を受けた研究）

Dr. Monica Morrow

編集部より 
歓迎のごあいさつ
Monica Morrow, MD
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2013年10月24日（木）～26日（土）
国立京都国際会館・グランドプリンスホテル京都
会期

会場

http://www2.convention.co.jp/jsco2013/

第51回日本癌治療学会学術集会
The 51st Annual Meeting of Japan Society of Clinical Oncology

　本学会学術集会は昨年、第50回の節目を迎えました。今回は第51回学術集会として、本
学会が刻む新たな半世紀の幕開けにふさわしく、「Bench to Home」をメインテーマに「が
ん治療にかかわる基礎・臨床研究の最新成果を広く家庭でのがん患者のケアにまでいきわ
たらせる」ことを念頭に企画しました。従来、多くの学会で「Bench to Bedside」、すなわち
「Bench：実験台（研究室）で得られた成果を、より直接的にBedside：臨床（病床）に結び
つけよう」というコンセプトを表す言葉が使われてきましたが、我々はその概念をBedsideから
Homeへと一歩進め、基礎研究の成果をいかに地域・家庭でのがん患者ケアまで広めて
いくのか、そのためには何が必要かを議論していきたいと思います。あらゆるがん研究、
がん臨床の最終ゴールは患者、家族の利益であり、地域や家庭に還元されてこそ意義が
認められます。
　さらに、忘れてはならないのが「国際化」です。昨年9月、国連本部において、がんを含
む非感染性疾患（NCD）に対し、国際社会が一致協力して制圧に向けた取り組みをなすべ
きだとの宣言が出されました。本学会は会員数1万7,000人を超えるアジアでも最大級の
臨床系がん学会であり、日本のみならずアジア地域のがん医療に対する責任が求められ
ています。国際シンポジウムではASCO、ESMOのほか、アジア地域からの関係者に参加して

いただき、アジア人に多いHBV、HCV関連がん、EBV関連がん、HPV関連がんの国際セッショ
ンや海外若手医師のための国際ポスター発表なども予定しています。現実に、医療資源が
十分でない地域や国は存在し、本学会がいかに貢献していくのか、真の意味でのグローバル・
コラボレーションの可能性を探る場にしたいと思います。
　国内では地域社会や家庭にcancer survivorsと呼ばれる人々が当たり前に存在する時代
を迎え、地域でのがん医療ネットワークの必要性が指摘されていま
す。本学会では、一般市民に対するがん教育の講座に加えて、小学
生の親子を対象としたキッズスクール、我が国が直面する高齢化、
地域・家庭での患者ケア、そして若手臨床腫瘍内科医と関連職種の
育成に関して共に考えるプログラムを用意しました。最新情報技術も
組み入れ、今後の社会への有効な発信ができればと切望しています。 
　今年10月、京都に足を運んでいただければ、「Bench to Home」の
大奔流を実感していただけるでしょう。皆様の積極的な参加を切に
望んでおります。 平成25年5月吉日

第51回日本癌治療学会学術集会

会長　高後　裕

会長ご挨拶

Bench to Home　
癌治療のパラダイムシフト ： ベンチから家庭まで

治療法の進歩―免疫療法
Poster Discussion Section

（Abstract：3018）
Discussant：John Timmerman, MD
　治療歴のある進行悪性黒色腫患者に対す
るipil imumab使用の実地臨床のデータ
は、治験のデータに比べ生存に関するア
ウトカムが 不良であることが判明した。
英国のexpanded-access program
でip i l imumabが投与されたEas te rn 
Cooperative Oncology Group（ECOG）
PSが0～3の患者160例の全生存期間中央
値は5.7ヵ月であった。同programでECOG 
PSが0～1のサブセット131例の全生存期間
中央値は8.8ヵ月であり、これに対し治験の
データでは10.0ヵ月であった。

胃腸（結腸直腸）がん
Oral Abstract Session
Presenter：John Neil Primrose, MD, 
FRCS

（Abstract：3504）
Discussant：Emily K. Bergsland, MD
　術前術後のセツキシマブとFOLFOX6の
併用は、切除可能な肝転移を有する野生型
KRASの結腸直腸がん患者における無増悪
生存（PFS）の有意な短縮と関連している
ことが、New EPOC studyから発表された
（PFS :13.8ヵ月vs. 20.2ヵ月、FOLFOX6
単独; p<0.03）。セツキシマブ投与患者に

おいても、全生存期間中央値が不良であっ
た（p<0.16）。New EPOC studyでは、
272例に術前および術後にセツキシマブ＋
FOLFOX6またはFOLFOX6単独が施行さ
れた。セツキシマブ群がFOLFOX6単独群
と比べPFSがより不良な傾向が確認された
時点で、Independent Data Monitoring 
Safety Boardにより、New EPOC study
の中止が勧告された。

悪性黒色腫/皮膚がん
Oral Abstract Session
Presenter：Michael A. Henderson, 
MD

（Abstract：9001）
Discussant：Helen Gogas, MD
　悪性黒色腫の治療を受けている患者にお
いて、補助放射線療法後のリンパ節摘出はリ
ンパ節領域（LNF）再発のリスクを低下させ
たが、生存率は改善しないことが多施設共
同無作為化臨床試験で示された。平均追跡
期間73ヵ月において、補助放射線療法は経
過観察と比べ、試験のプライマリーエンドポ
イントであるLNF再発が52%低下した。しか
し、セカンダリーエンドポイントのいずれも優
位でないまたは決定的ではなかった: 生存に
差は認められず、grade2～4の長期放射線
毒性による局所症状は放射線療法群でより
多かったが、標準的な質問票によるQOLスコ
アには差がなかった。

卵巣がん
Oral Abstract Session
Presenter：Adam Rosenthal, MD, 
PhD

（Abstract：5507）
Discussant：Michael Friedlander, 
MD, PhD
　UK Fam i l i a l  O var ian  Canc e r 
Screening Study（UKFOCSS）の第I相試
験のデータで、卵巣/卵管がん（OC/FTC）の
ハイリスク女性において、毎年の経膣的超音
波検査（TVS）およびCA125のスクリーニ
ングは、早期疾患の検出感度には欠けるもの
の、optimal debulking率を改善する可能性
が示された。スクリーニングを重ねることで
より大きなベネフィットが得られると考えら
れたため、第II相試験（この種の試験では最
大規模）が実施された。5年間でOC/FTC の
ハイリスク女性4,531例が登録され、英国の
42施設でスクリーニングが行われた。Risk 
of Ovarian Cancer Algorithmにより、
CA125検査は4ヵ月ごとに分析され、TVSは
毎年分析された。この第II相試験のデータが
発表される予定である。

 
 
 

子宮がん
Oral Abstract Session
Presenter：Keiichi Fujiwara, MD, 
PhD

（Abstract：5506）
Discussant：Paul Sabbatini, MD
　放射線療法（RT）が施行された局所進行子
宮頸がん患者において、免疫調整薬Z-100の
低用量（0.2μg）は高用量（40μg）と比べ良
好な全生存率（OS）を示した。標準的RTに
おけるZ-100の役割を明らかにするため、プ
ラセボ対照、二重盲検、無作為化試験が実施
された。RTを受けている249例に、Z-100
（Z群）またはプラセボ（P群）を週に2回皮
下投与し、その後2週間ごとに維持用量を投
与した。プライマリーエンドポイントはOSと
した。Z群で29例、P群で42例が死亡し、Z
群の5年推定生存率（5YSR）は75.7%、P
群では65.8%であった。Z-100は、放射線療
法後のアジュバント治療として使用すること
によりOSの改善が認められた。

　白血病、骨髄異形成、移植のPoster 
Discussion Sessionで発表された
quizartinibに関連するabstractsのさら
なるInBriefはonlineで確認可能。




