Section
ASCOでは政府の歳出削減策に対する
対応に関する情報提供を開始する
6月2日
（日）
のCommunity Oncology Town Hall
セッションでは、支払報酬改革と全般的な医療政策の
変更に伴う危機的状況についての重要情報を提供する

政

府の歳出削減策の効果は、2013

策としてオンライン上での 4 つの educational

年の早期から効果を現し、社会の

series の公開や会員調査を実施するほか、2

各分野が予算の緊縮を強いられ 、

日（ 日）には Community Oncology Town

オンコロジーコミュニティーもその例外では

Hallセッション が 開 か れ る（ 11 :30 AM–

表の歳出削減策によりMedicare のPart B

たもので、従来は標準的薬価に6% 上乗せさ

なく、とくに診療報酬の見直しへの影響が

12 :45 PM, South Building, Room S404 ）。

カテゴリーに分類される延命効果のある薬

れていた診療報酬が、今回4 .3 %に大きく減

大きい。これを受けASCO では、その対応

上述の新しい対応策の一部は 4 月1日発

剤に対する保険金支払いへの影響を考慮し

(2Aへ続く）

より明確になったとはいえ、前立腺がんスクリーニングにおける
PSAの役割についてはいまだに議論が絶えない

近

年 、前立 腺 特異抗 原（ PSA ）を

罹患率の低下にあるとするならば、PSAス

おり、害多くして益少なしという事態に陥っ

MD, MPH は、前立腺がんのより賢明なスク

用いた前立腺がんスクリーニング

クリーニングの位置づけが不確定のままと

ている、と同氏は語る。

リーニングとは、スクリーニングにPSAを用

の有用性に関する科学的考察に

なることを意味する。

「 しかし 、本セッションにおける印象は、

いないことである、と考えている。

修正が加えられつつある。日常診療ではこ

ちなみに、ASCO, American Urological

けっして PSAは害多くして益少なしという

同 氏 は ASCO Daily News に「 最 新 の

うした変化は緩徐であるが 、その理由の一

Association, American College of Physicians,

ものではなかった」と同氏は続け、
「 弊害に

データは、PSA 検査を受けない選択によっ

端は、前立腺がんスクリーニングの対象と

および U.S. Preventive Servicesは、最近も

は対応が可能であり、メリットは放棄すべき

て賢明な医療選択を行うことが可能となり、

なる男性に関していまだに明確な答えが出

前立腺がんスクリーニング・ガイドラインの改

ものではない」とコメントした。

医師が PSA 検査を推奨しないことで、高い

ていない 、という医療従事者間の共通認識

訂を行ったが、同ガイドラインではPSAスク

同氏は、45歳時点での擬陽性所見を減少

質やベネフィット、コスト意識に基づくケア

にある。本問題の徹 底的な検 討が 5月31

リーニングの実施制限もしくは完全撤廃を推

させるために、年齢 、PSA値でリスク調整

を提供することが可能であることを示して

日
（金）
に開催された Extended Education

奨している。

を行ったスクリーニングを推奨しているが 、

いる」と述べ、PSA 検査のメリットは、PSA

Session,“ Prostate Cancer Screening: Past,
Present and Future”の目的であった。

同氏の説明によれば、本セッションの目的

擬陽 性 所見はトータル PSA、フリーPSA、

検査およびその後に必要となる検査・治療

は、参加者にスクリーニングの是非を含む

インタクトPSA およびヒトカリクレイン 2を

のマイナス面を超えるものではない、と説く。

University of North Carolina at Chapel

現在の PSA使用方針、および PSAの補助

含む、いわゆる 4 Kパネルなどのマーカーを

「検査を受け、治療を受けてください。そ

HillのEthan M. Basch, MD, MSc は「この

的もしくは代替的検査となりうる新規検査

追加することによりさらに減らすことができ

れで命が助かるかもしれません」という単

問題は、毎日医師と患者が下さなければな

法に関して、さまざまな観点から検討機会

る、と語る。同氏はさらに、低リスク患者に

純なスクリーニング・メッセージの時代は終

らない現実的な決断にかかわっている」と

を提供することにある。

対してはいわゆる積極的監視が幅広く推奨

わったのである。今日、医師が患者に伝え

され 、より積極的な治療を専門医、専門施

なければならないメッセージはより複雑なも

設で行うことで、治療のマイナス面を抑制す

のとなっているが 、同氏によれば、患者が

ることが可能になるだろう、と述べた。

医師に期待するのは、医師自身の科学的根

述べ 、
「 さまざまなガイドラインや試験結果
を検討しても、正しい決断なのか否かは必

より選択性の高い PSA スクリーニングを
Memorial Sloan-Kettering Cancer

ずしも明確ではない」と説く。
1980 年代に使用され始めた PSAは、当

Center のPeter T. Scardino, MDは、PSA

同氏は、ASCO Daily News とのインタ

初、前立腺がんの再発モニタリングとして用

スクリーニング以前の進行性難治性前立腺

ビューで「 PSA値 1 未満の若年患者は、そ

いられていたが、後に前立腺がんスクリーニ

がんが多く認められた時代に比べ 、前立腺

の後 5 年間、あるいは 50 歳か 60 歳になるま

同氏は、患者に対する助言では、PSA が

ングに用いられるようになった。PSA検査導

がん診断の領域はどれほど進歩したかわか

で再検査の必要はない。60 歳で PSA値が

前立腺がんによる死亡を回避する可能性は

入後、前立腺がん診断件数は急激に増加し、

らないと述べつつも、最近のPSAに関する

1 未満の場合、存命中にスクリーニングを受

なく、PSA 高値の場合でも、一般的にさら

前立腺がんによる死亡率が減少した。

批判の一部は妥当なものである、とコメント

ける必要もない」と述べ、
「答えはより賢明に

に不必要な別の検査を要し 、がんが発見さ

する。

スクリーニングを行うこと」と結論づけた。

れても、治療を行うか先延ばしするかを決

「しかし、死亡率低下におけるPSAの影響
は、今日でも活発な議論の的となっている」と

たとえば近年、余命が短い高齢者を対象

本セッションの chairを務める同氏はコメン

としたスクリーニングが多すぎる傾向にあ

トする。この議論では、スクリーニングの目

り、生検の基準も甘く、あまりに多くの低リス

一方、University of Minnesota and Minneapolis

的が全死亡および前立腺がんによる死亡・

ク・低ステージがんに対する治療が行われて

VA Health Care System の Timothy J. Wilt,
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拠に基づく、決断を導きやすくする専門的な
助言である。

断するのは容易ではない、と語る。

PSAを用いない検査の提唱

患者がそれでもPSA検査を希望する場合を
考慮し、PSA異常値の閾値を高くし、検査の
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Payment Reform Series
(1Aより続き）

額されたことに対応するものである。
今回の削減策の影響が出た場合について

Washington Pos t 紙は、全米のいくつかの
施設では、すでに数千の患者の受け入れを
取りやめたと報じている。
さらにこの問題に拍車をかけたのは、4 月

chicago2013.asco.org/dn

ASCO’
s Clinical Practice
Committee委員長のJeffrey C.
Ward, MDは、ASCO Daily News
onlineのインタビューで、医療制度改
革についての見解を述べている。
前委員長のRoscoe F. Morton, MD, Journal of

10日にオバマ大統領が打ち出した 2014 年

Oncology Practice 誌の編集長のJohn V. Cox,

のMedicare対策として、Part Bカテゴリー

DO, Community Oncology Alliance委員長の

の薬剤への報酬上乗せ率を3 % に低減する

Mark E. Thompson, MD, American Medical

という提案である。

AssociationのロビイストのRichard A. Deem

このような大幅な診療報酬の減額は、オンコ
ロジストにとって憂慮すべき事態となっている。

である。
以上のパネラーは、それぞれ数分ずつ医療
制度改革における幅広い課題について議論

ASCO は情報提供を継続
ASCOは、
このような問題に対しオンライン

した後、ASCO CEOのAllen S. Lichter, MD
の司会によりQ&Aを行う予定である。

の4つのPhysician Payment Reform educational

Ward 氏は 本 紙のインタビューに対し 、

seriesなどにより情報提供を行っている。同

「 ASCO ではこのトピックの重大性に鑑み 、

seriesのPart 1では、この問題の全般的トピッ

本セッションだけでなく最大限の参加者が

クとして、健康保険の出来高払いの歴史につ

見込めるPlenary Sessionに先立つ場でも

いて紹介している。

取り上げる予定である」と述べ、
「会員はこの

Part 2 では、政策提案時に「 時代遅れ

トピックを耳にする機会も多いと思うが 、必

で持続的でない戦略」とされた、持続的成

ずしも個別の問題について焦点を当てたも

長（ SGR ）戦略について詳述している。し

のではなかった。本セッションにより問題が

かし 、実際に Medicareは約 60 % のがん患

明確化されるものと思われる」と続けた。

者に恩恵をもたらしており、Medicare への

“がん患者さんに

歳出削減は、がん治療の成否にも影響を与
えるものである。SGR 戦略は、Medicare の
コスト低減のため 、政府の歳費を強く統制
しようとするものであり、1997年に策定され
た SGR戦略では、医療技術の進歩や医薬品
の価格上昇は考慮されていなかった。連邦
議会での取り組みがなければ、SGR戦略によ
り2012 年の時限立法適応時のような大幅な
Medicare予算の削減がみられただろう。
Part 3では、医療用として投与される主要
な抗がん剤について詳細に紹介し、Part Bカ
テゴリーの薬剤を薬剤給付管理の対象としな
いことを提言している。

ベストを尽くそう
とする際、この治
療に対して報酬は支払
われるのだろうかという
懸念がわくであろう。”

—Jeffrey C. Ward, MD
会員の意見を募集
ASCO はまた、本トピックに対する会員から

Part 4では、最近の出来高払い制度に替わ

の意見の聴取が重要であると考えている。意

るものとして提案されている、化学療法管理

見の聴取は、Medicare の予算削減に伴う制

費、クリニカルパス、特定の診断や病態に基づ

度変更の時期に合わせ、4月23日～ 5月1日に

く複数の支払い制度について詳述している。

実施された。

ASCOは、これらの新規政策の提案は、医

500人以上の会員の意見が集まり5月9日に

療全体のあり方を変えるものであり、万能の解

公表された。その一部の結果を示すと、回答

決策ではないことを認めており、また、どの制

者の80 %は予算削減が診療内容に影響してい

度を選択するにせよ以下の条件を満たすもので

ると回答しているほか、50 % 弱が Medicareの

なければならないとの見解を保持している。

ほかに補助的な健康保険に患者が加入してい

■制度の策定と検証にあたっては医師が主体

ない限り、現在の治療を継続できないと回答し

となるべきである。
■十分な移行期間を設定することが、患者の

保護や有害な混乱の回避につながる。
■もはやSGRは、Medicareの診療報酬決定

の基礎とはならない。
■インセンティブの導入により、患者の転帰、

治療の質、有用性、効率は向上する。
■医師による治療の決定と患者にとって臨床的

意義のある治療により、治療効果は向上する。
■ Medicareは質の高い医療を提供する制度

であり、国家予算の赤字を増加させるもの
ではない。

ている。さらに半数は、化学療法のために高額
な医療費が必要となれば、外来点滴療法を専門
とする病院に紹介すると回答している。
本調査結果の正式発表に先立つプレスリリー
スには、ASCO 会長のSandra M. Swain, MD,
FACP が、
「がん治療に大きな圧力がかかって
いる」とし、このような歳出削減に伴う初期の
影響は「氷山の一角に過ぎない」と述べた。
ASCO は、来月にも同様の調査を実施し 、
歳出削減の影響について継続的に検討する予
定である。
Ward 氏は、
「 過去 4～ 5 回のASCO 学術総
会で検討されてきた、標的治療、集学的治療、

Town Hall Q&Aについて

value-based careなど、がん患者さんにベスト

以上のトピックについては、前述のCommunity

を尽くそうとする際、この治療に対して報酬は

Oncology Town Hallセッションでも取り上げ

支払われるのだろうかという懸念がわくであろ

られる予定である。本セッションにはパネラー

う」と述べ 、
「 それにより最高の治療を断念す

s Clinical
として、以下の5人が登壇する。ASCO’

るのであれば、われわれの治療能力は喪失し、

Practice Committee 委 員 長 のJeffrey C. Ward,

ある意味ではわれわれ自身の自負心も失われ

MD, ASCO ’
s Clinical Practice Committee

る」と締めくくった。●

患者とサバイバーのケア
Oral Abstract Session
Presenter：Kathryn Jean
Ruddy, MD, MPH

（Abstract：9508）
Discussant：Michelle Christine
Janelsins, PhD
ECOG5103 試験の quality of life（QOL）
サブスタディにおいて、 乳がん化学療法前
の抗ミュラー管ホルモン（AMH）低値は、
化学療法に関連する無月経（CRA）のリス
ク増大と関連していた。ECOG5103 試験
では乳がん患者を、ドキソルビシン＋シクロ
ホスファミド後にパクリタキセル単独、 ベバ
シズマブ同時併用と、 ベバシズマブ延長投
与に無作為に割り付けた。QOL サブスタデ
ィには 591 例が登録された。試験登録前、
月経期間が 12 ヵ月未満で、 化学療法前に
血清が採取された 125 例を月経に関する
データの解析対象とし、 電話サーベイによ
りデータを収集した。 治療前の血清 AMH
中央値は 0.11 であった。 単変量解析の結
果、 12 ヵ月 CRA 群（6 ヵ月 間 無 月 経と
する）は、ベバシズマブによる治療、 年齢
45.5 歳 以 上、 化 学 療 法 前 の AMH 値が
0.11 と同等または低値と関連していた。ま
た、 18 ヵ月 CRA 群は、 年 齢 45.5 歳 以
上と AMH が 0.11 と同等または低値と関
連していた。多変量解析の結果、高齢およ
びベバシズマブ治療が 12 ヵ月 CRA 群の、
高齢と AMH 低値が 18 ヵ月 CRA 群の予
測因子であることが示された。 若年乳がん
サバイバーにおいて、 AMH が真に卵巣温
存の有用なバイオマーカーであるか否かは
大規模試験で明らかにする必要がある。

乳がん : HER2+
Presenter：David W. Ollila, MD
（Abstract ：501）
Discussant：Priya Rastogi, MD

Cancer and Leukemia Group B
(CALGB) 40601の第III相試験におい
て、術前化学療法で抗HER2治療を併用
したところ、患者の約50%が乳房温存療
法（BCT）不適格からBCT適格へと変更
になった。また適正に選択された患者の約
80%はBCT適格例であった。評価可能患
者（294例）は、パクリタキセルに加えて、
ト
ラスツズマブ、ラパチニブまたはその両方
のHER2阻害薬が投与された。BCTの適格
性は、術前化学療法の前後に判定した。2つ
のエンドポイント：BCT不適格からBCT適
格への変更およびtumor-free surgical
margins によるBCTの成功率のデータが
発表される予定である。

頭頸部がん
Oral Abstract Session
Presenter：Steven I. Sherman,
MD
（Abstract：6000）
Discussant：A. Dimitrios
Colevas, MD

進行性、 転移性の甲状腺髄様がんに対
する cabozantinib 治療は、 RET がん遺
伝子変異を有する患者に無増悪生存のベネ
フィットを示したが、 ベネフィットの拡大は
RET 遺伝子型に依存すると考えられる。第
Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験におい
て、RET および RAS 遺伝子変異が治療
効果に及ぼす影響が評価された。 すべて
の RET サブグル ープ（RET 変 異、RET
野 生 型 および RET 不 明 ） の ハ ザ ード比
で、 cabozantinib 群 における無 増 悪 生
存期間（PFS）の改善が認められ、RET 変
異グループにおける PFS 中央値（60 週）
は、RET 野 生 型 サブグ ル ープ（25 週 ;
差あり : p=0.0001）に比べて長かった。
Cabozantinib 群において、 予 後 不 良の
変異である RET M918T は、 その他のい
ずれの RET 変異よりも PFS 中央値を延長
させ、 その効果は RAS 変異患者において
も認められた。
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Role of PSA
(1Aより続き）

するデータが整うまで 15 年を要した。
「 結論として、限局性前立腺がんの自然

chicago2013.asco.org/dn
1～4年ごとにPSA検査を受けた
55～69歳の男性1,000例のうち

間隔を広げて、過剰診断、過剰治療、および

史を考慮すれば、PSAを超えるバイオマー

診断的治療の弊害を少なくする必要がある。

カーは前向き試験で大きな問題を抱えるこ

770例 で陰性所見

とになるだろう」と同氏は語る。

100-120例で擬陽性所見

Erasmus Medical Center, the Netherlands

高値の患者で生検陰性所見がある場合、組
織を Confirm MDxで評価し 、メチル化が
認められなければ、患者は PSA スクリーニ
ングに戻ることになる。

有益性あるいは弊害の明確化が必要

の Harry J. de Koning, MD, PhDら に よ る

現在のバイオマーカー候補には、トータ

QOL の変化に関する検討では、失禁や勃

ルPSA、フリーPSAなどのPSA 由来のマー

少なくとも50例で治療関連合併症

起障害など、治療時に多数みられる副作用

カーほか 、多くのバイオマーカーが含まれ 、

4-5例 で前立腺がんによる死亡

対するスクリーニングの次のステップが何で

が 、PSA スクリーニングの全体的有益性に

いずれも予備試験あるいは単一施設研究で

0-1例 で前立腺がんによる死亡の回避

あろうと、診断検査の臨床的有益性と弊害の

重要な影響を与えることが示唆されている。

110例で前立腺がんの診断、そのうち

前立腺がん（あるいはそれ以外のがん）に

検討されている。しかし 、当初期待された

明確化を求める何らかの規制・枠組みの改善

European Prostate Cancer Screening

結果を示すマーカーの多くが 、データ解析

が必要であるとBasch 氏は強調する。

Trialのデータでは、55～ 69 歳の男性を対

あるいは臨床におけるバリデーションの不

検討が詳細になれば診断検査自体の上市

象として毎年スクリーニングを実施した場

備により上市されることがないというのも事

の遅れにつながり、開発費の増大にもつなが

合、1 ,000人当たりの生存は 72 .7生存年とな

実である。

るが、不利益や不必要なコストが明確となっ

るが、QOLに対する補正では16 .7生存年が

「 本日の議論が潜在性疾患の過剰診断を

ていながら、発見から30 年以上も経過した

問題にするのであれば、診断に関する限り

現在においても、有益性がはっきりしない

同氏は「PSA 検査の効果はある程度期待

PSA 検査以上の検査は必要ない。われわ

PSAと同じような状況を作り出さないために

されるが 、その副作用の定量化が重要だ」

れに必要なのは、臨床的に有意な疾患の検

も確かなエビデンスが必要である。

とし 、
「確かにQOLを考慮すれば、PSA 検

出を可能とする診断検査である」と同氏は

査の有益性はおそらく20 % 程度低下する」

述べた。

マイナスされる。

と語った。

最初のPSA 高値の診断後、反復生検を
減らす目的で用いられている検査法には現

PSAの代替検査

時点で 2 つある。すなわち、尿中の非コー

「 新規スクリーニング検査の普及に先立
ち、意味のある、高い次元のエビデンスを求
US Preventive Services Task Force Recommendation
Statement, Annals of Internal Medicine, 2012

PSA 高値後の使用に限られる。

PSAの診 断 的 バイオマーカーとしての

ドmRNAであるPCA3と組 織 GSTP1プロ

研究者の間では GSTP1プロモーターの

使用は明らかに課題があるが、現在のとこ

モーターのメチル化である（ Confirm MDx

メチル化が前立腺がんにおける最も早期の

ろ、前立腺がんの診断の最善な血清マーカー

アッセイ）。

めるか否かは、医療保険業者、ガイドライン
作成者、医療従事者および患者団体の意向
によって決定されるだろう」と同氏は結論を
述べた。

分子的変異のひとつであることが知られて

本トピックのさらに詳細な扱いは、Basch 氏

であることに変わりはない 、とUniversity

PCA3 は現在市販されている。PCA3 の

いたが 、前立腺がんの 90 % 以上で検出さ

ら に よ るExpert Editorial（ chicago2013 .

of California, San Francisco の Phillip G.

感度は 67 %、陰性的中率（ NPV ）は 90 %

れることからGSTP1プロモーターのメチル

asco.org/dn）をご覧いただきたい。●

Febbo, MDは語る。

と報告されている。PSA 高値を呈し 、生検

化は診断テストとしても検討されるに至っ

FDA が 1994 年に PSAをスクリーニング

陰性所見の既往を有する患者における前立

た。GSTP1プロモーターのメチル化の検出

検査として承認して以来 、前向き無作為化

腺がんの予測では PSAに優ることが示され

では、前立腺がんの電界効果を評価する組

対照試験において、PSAの真の価値を示唆

ているが 、FDAによる承認適応は最初の

織ベース・アッセイが利用可能である。PSA

chicago2013.asco.org/dn
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トランスレーショナルリサーチのパイオニアであるDr. Charles L. Sawyersに
ASCOがScience of Oncology Awardを授与

科

学的な発見はさまざまな形を取る

経路の阻害に与

細胞と治療抵抗性発現後の腫瘍細胞を比較

は短期間で終了し 、承認に至った」とDr.

が 、単純化すれば適切な人、場

える影 響につい

し 、チロシンキナーゼ阻害後も細胞増殖が

Sawyersは述べた。

所、タイミングに恵まれることに

て検討した。同

継続する変異の探索を行った。

あ る。Memorial Sloan-Kettering Cancer

氏は、細胞分裂

「当時、構造生物学者であるJohn Kuriyan

Center の臨床―科学研究者であるCharles

を促 進するチロ

が、ABL 蛋白のイマチニブ結合部位を含む

CML 治療におけるすばやい成功の後、血

L. Sawyers, MD の場合にも、このことがあ

シンキナーゼを

領域で、原子構造が変化していることを突

液がんから固形がんに研究対象を移すこと

てはまる。同氏は、白血病および前立腺が

コードするABL

き止めた。この発見はすばらしいものだっ

を同氏は大きな転身とは受けとめていない。

ん治療における複数のパラダイムシフトにか

遺伝子が 、白血

た」と同氏は当時を振り返った。

かわる発見を成し遂げてきた。同氏自身は、

病誘発原因物質

自分の経歴は、タイミングと幸運の両方に

となるが 、その

恵まれた結果であるとしている。すなわち、

影響は伝達の遮断に比べ小さいことを理解

慢性骨髄性白血病（CML）の生理学的基礎

していた。

Dr. Charles L. Sawyers

前立腺がんの研究

「 これらのがん研究における共通の課題

Dr. Kuriyan 氏の研究室との緊密な関係

は、薬剤に対する治療抵抗性が十分な治療

により、変異というものがABL 蛋白の変性

効果の発現に引き続き突然惹起されること

に多くの場合関与し 、これによりイマチニブ

である」と同氏は指摘した。

が結合不能となり活性が阻害されることに

実際のところ、血液がんから固形がんへの

におけるユニークなトレーニングの結果がイ

上述の研究を進めていた1995 年に、同氏

Dr. Sawyers 氏は気づいた。それはあたか

対象の移行は、分子レベルで白血病を研究し

マチニブの開発につながり、イマチニブ抵抗

はOregon Health & Science Universityの

も、鍵穴の形状が変わることで、鍵である

てきた立場からすると、大きな飛躍とはいえ

性発現の際にも、それまでのトレーニングと

Brian J. Druker, MD のもとを訪れた。その

イマチニブが役に立たなくなるようであった

なかったという。しかしながら研究室の機器

経験により、新たな解決法であるダサチニ

際幸運なことに、Dr. Druker氏はノバルティ

という。

は一新され 、新たな研究ネットワークが構築

ブの開発につながった。

ス社が提供したさまざまなチロシンキナーゼ

この場合の対応策について同氏は検討を

阻害薬を保持しており、その中にはイマチニ

開始し 、他の種類の鍵 、すなわち SRCチロ

ブも含まれていた。

シンキナーゼのような他のチロシンキナーゼ

「私は、研究対象としている腫瘍に対して

同氏の場 合には、環境がどのようであ
れその成果は議論の余地のないものであ
る。失敗することがほとんどといわれるトラ

チロシンキナーゼ活性を標的とすることは、

されたことも事実である。同氏は、このよう
な転身を“refreshing”と呼んでいる。

ファミリーに対し活性を持つ薬剤が必要で

偏った見方はしていない。私は、自分がイ

ンスレーショナルリサーチの領域で、bench

イマチニブの臨床試験が開始される以前か

はないかと推定した。そしてそのようなアプ

ンパクトを与え得る領域 、やりがいのある領

to bedside の流れに従い、10 年未満の間

ら、がん治療において広く試みられていたが、

ローチにおいては、白血病誘発のきっかけ

域で仕事がしたいと考えている」と同氏は

に 2 つの薬剤の開発に成功した。このよう

イマチニブに関しての検討は実施されていな

となるBCR-ABL 酵素と、ABL 蛋白の構造

語った。

な功績に鑑み 、ASCOは同氏に Science of

かった。さらに毒性の問題以外においても、

を変化させてイマチニブの結合を阻害する

前立腺がん領域においても、同氏はすで

Oncology Awardを授与することとした。同

分子生物学的に複雑な性質を持つがん細胞

SRCファミリーのキナーゼがターゲットとな

に enzalutamide の承認を得ている。さらに

賞の受賞記念講演は、2日（ 日）のPlenary

における単一の蛋白阻害が、果たして治療効

ると考えた。

最近では、ホルモン療法抵抗性の前立腺が

Sessionの場で行われる予定である（ 1 :00

果をあげ得るか否かは未確定であった。

同氏は 2002 年の学会でこの理論について

んについて、研究成果をあげつつある。

PM-4 :00 PM, North Building, Hall B1）。

しかし今では、イマチニブが患者の生命予

報告し、その数日後にBristol-Myers Squibb

「 私は、延命効果がみられた末期前立腺

さらに最近、同氏は研究の対象を前立腺

後に影響し、現代のがん治療の根本概念を

社の研究者からの電話で、上述の特性を持

がんに対 するenzalutamideによる臨床試

変容させたことは、歴史的事実となっている。

つ薬剤があることを告げられた。すなわち、

験の結果と、イマチニブ投与時にみられた

その新規薬とはダサチニブであり、ABL 蛋

奏効後の再燃 、すなわち急性転化を比較し

がんに移し 、すでにその成果があがってお
り、2012 年には米国 FDA が、去勢抵抗性
の前立腺がん治療薬として、enzalutamide
を承認した。
イマチニブの臨床試験結果
同 氏 は、 自 身 の 研 究 室 を 構 え ると
Philadelphia chromosomeと呼ばれる第 9 染

治療抵抗性の問題

白に結合することによりSRCキナーゼファミ

たいと考えている」と述べ 、さらに「 イマチ

イマチニブの有用性は治療抵抗性の出現

リー全体に対して阻害作用を示す性質を示

ニブではホームランが出たと思ったが、前治

により長くは続かなかった。イマチニブ投与

した。ここでひとつ問題となったのは、SRC

療に終わり、持続的寛解は現実的と思われ

開始後数週間以内の患者が 、寛解となる代

キナーゼが完全に阻害された場合の毒性発

なくなった。しかし 、そのようなパラダイム

わりに急性転化を来して投与中止となる例を

現への危惧であった。

が前立腺がん領域では求められている」と

みたと、Dr. Sawyers 氏は回想している。

「 副作用の懸念はあったが 、CML 細胞

色体と第 22 染色体の相互転座が 、造血細

このような問題をより理解するため、同氏

を阻害する用量でも忍容性は良好であっ

胞の増殖や異常な成長に関与する情報伝達

の研究チームでは、イマチニブ投与前の腫瘍

た。そのため 、イマチニブ同様第Ⅰ相試験

締めくくった。●

がん幹細胞、転座および小児悪性腫瘍の治療ターゲット

が

ん幹細胞とは、自己複製能 、不

た。がん幹細胞のメカニズムは有望な研究

性の再プログラミングに関係があるとされて

の代謝を再プログラムしていると考えている」

死性、腫瘍存続の基盤と考えられ

分野であるが、ある程度の試行錯誤と挑戦

きた。In vitro のモデルにおいて、Lin28 過

と同氏はコメントした。腫瘍サプレッサーで

ている腫瘍細胞のサブポピュレー

が必要である。がん幹細胞の増殖を促進す

剰発現は細胞の形質転換を惹起し 、マウス

あるlet-7の発現を容易にするLin28 を阻害

ションといえる。がん幹細胞は、多くの腫瘍

る一方で、正常な幹細胞は促進しない明確

における研究では、Lin28 過剰発現を認め

することは、有望な治療である。

におけるdriving force（ 駆動力）となる可

なパスウェイを解明することが重要である。

る場合は白血病の進行がより速いことが示

次のパートでは、University of Lausanne,

能性があるため、そのパスウェイを遮断する

「造血幹細胞とパスウェイを共有する白血病

された。卵巣がん、結腸がん、肝細胞がん

SwitzerlandのIvan Stamenkovic, MD が、

メカニズムは治療的介入の理論的な候補に

幹細胞におけるパスウェイの阻害を助長し

などのヒトの悪性腫瘍において、Lin28 の活

“Cancer Stem Cells in Pediatric Sarcoma :

なり得る。がん幹細胞を、不均質で、がん

ないため 、がん細胞に対し 、より感受性の

性化、制御不能、過剰発現を認める割合が

Therapeutic Opportunities”と題し、ユーイ

を促進する突然変異ゲノムを併せ持ってい

高い治療の指標を手に入れる必要がある」

多数存在するというデータが示唆されてい

ング肉腫に関する研究成果を発表した。ユー

る腫瘍細胞集団から分けるテクニックは、可

と、同氏はASCO Daily News のインタビュー

る。Lin28 は、神経芽細胞腫、ウィルムス腫

イング肉腫は、骨・軟部組織腫瘍で、小児お

能性を有する治療ターゲットと同様 、細胞

で述べた。遺伝子転座は、がん幹細胞依存

瘍 、胚細胞腫瘍などの小児がんにおいても

よび若年成人において 2 番目に多い骨悪性

形質転換の新しい展開を提供する。

的なパスウェイを活性化する可能性を有し 、

成人と同様の変化が認められる。Lin28 過

腫瘍である。ユーイング肉腫ファミリー腫瘍

さらに正常細胞におけるパスウェイと区別さ

剰発現は転座に関連し 、ウィルムス腫瘍に

（ESFTs）の多くで融合遺伝子EWSFLI1 に

れ得る。

おいて認められている。

Education Sessionの“Cancer Stem Cells :
A New and Better Target in Pediatric

おける転座が認められている。EWSFLI1融

Oncology? ”は、さまざまな小児悪性腫瘍に

本セッションは、同氏の講演“ The Stem

Lin28 は、がん遺伝子翻訳の阻害および

合蛋白質は、寛容な初期の細胞の転座を惹

おけるがん幹細胞のメカニズムに関する研究

C el l Reg u lator Li n 2 8 i n Ped iat r ic

細胞周期に影響を及ぼすことにより腫瘍サ

起する可能性がある。同氏らは、ユーイング

に注目したものであった。31日（ 金）に開催

Malignancies”でスタートを切った。RNA

プレッサ ーとして 機 能 する microRNAs

肉腫がん幹細胞において、腫瘍細胞の巨大

された同セッションでは、Harvard Medical

結合蛋白であるLin28 は、線虫における進

（miRNAs）ファミリーであるlet-7の再抑制

な集団というより、選択的なターゲットを特

School and Boston Children’
s Hospitalの

展的増殖のレギュレーターといわれ 、胚性

を介し 、悪性腫瘍を促進する。
「Lin28 は、

George Q. Daley, MD, PhD が 座長を務め

幹細胞のバイオロジーおよび体細胞の多能

まるで胎生期の状態のように、がん幹細胞

定するために研究を行った。
(7Aへ続く）
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合型白血病（ MLL）遺伝子転座を

(5Aより続き）

1. 幹細胞

同氏は以前のASCO Daily News のイン

2 . 前駆細胞

3 . 分化細胞

有しており、その再構成は予後不良
と関連している。

タビューで、研究の基盤について説明したこ

MLL 遺伝子転座と、
MLL 再構成

とがある。
「 われわれは、これらの細胞の

白血病性転座と関連するヒストンメ

発現と維持が顕著に認められるメカニズム

チルトランスフェラーゼ DOT1 L 活

の探索から始め、miRNA変異の制御解除に

性化の役割がディスカッションされ

依存するmiRNAを基盤とするメカニズムを

た。DOT1 L 阻害薬（EPZ-5676）が

幹細胞

発見した。われわれは、miRNA 変異に重要

開発され 、2012 年 9月、再発 / 抵抗

で、TARBP2（TAR RNA-binding protein2）

性白血病患者を対象としたヒトにお

とよばれるひとつの特別な分子が、ユーイン

ける初めての多施設臨床試験が開

グ肉腫がん幹細胞においてシステマティック

始された。主要評価項目は、EPZ-

変異前駆または自己複製遺伝子に活性化

にダウンレギュレートされることを発見し

脱分化型細胞

た」と述べている。

正常幹細胞

これは、TARBP2 活性の増強が、ユーイ

細胞分割制御喪失

につながった。Shanら1 および Meloら 2 は、

用量を決定することである。副次的
評価項目は、薬物動態プロファイル、
MLL 再構成白血病患者に対する抗

ング肉腫がん幹細胞においてmiRNAの産生
を復活させるかどうかを確認するための実験

5676を21日間注射した際の最大耐

白血病活性および末梢血単核細胞
自己複製遺伝子活性化

と末梢血中の白血病細胞におけるヒ

経口フルオロキノロン系抗菌薬のenoxacin

ストンH3 K79メチル化に及ぼす影響

が、TRPBを介してmiRNAsの産生を増加

である。ここ数週間で、試験に登録
したMLL 再構成白血病患者から臨

させることを報告した。 Stamenkovic 氏ら
は、ESFT 細胞系および転座のない初期の

がん幹細胞

ESFT に お い て、enoxacin 添 加 に よ り

の芽球の絶対数は、約 25 ,000 から

Terese Winslow / National Institutes of Health, U.S.

TARBP2 依存性のmiRNA 発現が増強され

床データが得られている。投与患者
約 3 ,000 へと低下したが、病勢進行
を理由に試験薬は中止された。「MLL 再構

ることを見 出した。 さらに、 初 期のヒト

いま、われわれはフルオロキノロンと、よりコ

ESFTを用いたマウスin vivo 異種移植の実

ンベンショナル治療を組み合わせ、コンベン

セッションの３つ目の演題は
“Opportunities

成白血病患者1例における早期のデータで

験で、enoxacinを投与された動物は対照動

ショナル治療の作用の過程を増強するか否

for Epigenetic Targeting of Leukemia

は、少なくとも末梢血中において、薬剤は反

物に比べ 、腫瘍の増殖が阻害されることが

かを検討中である」と同氏は述べた。
「 さま

Cancer Stem Cells”で、Memorial Sloan-

応している可能性が示唆される」と同氏は

示された。
「前がん細胞の前臨床研究におい

ざまな目的でわれわれが使用している薬剤

Kettering Cancer Center の Scott A.

述べ、最後を締めくくった。●

て、少なくともin vitro で、フルオロキノロン

を、よりコンベンショナルな治療と組み合わせ

Armstrong, MD, PhD が発表した。数多く

は、これら特別な腫瘍のがん幹細胞集団を

ることで、ある種のがんに対して有望な選択

の小児の白血病患者、成人の急性骨髄性白

（ 本記事のオンラインバージョンで、すべて

実質的に除去するキャパシティをもっている。

肢となるということが、主たるテーマになるで

血病ならびに急性リンパ性白血病患者は混

のリファレンス一覧を確認可能）

あろう」と同氏は語った。

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

第51回

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

Bench to Home
癌治療のパラダイムシフト：ベンチから家庭まで

会長ご挨拶
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

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

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

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

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

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

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

高後 裕

