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図 1 肺がんの種類および治療法（2005 年版

肺癌診療ガイドラインに基づく）

ここ数年，肺がん治療における新薬開発は目を見張るものがあり，特に分子標
的治療薬はまさに画期的といえます．肺がんは個別化治療の時代に入ったとい
われ，診療ガイドラインでも遺伝子変異を確認してから治療方針を決定するこ
とが推奨されています．
本講演では，現在の非小細胞肺がんの治療アルゴリズムや，日常診療での遺伝
子診断のアルゴリズムだけでなく，個別化治療の方向性や今後の課題について
も紹介します．
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度版の『肺癌診療ガイドライン』では，全身状態の

約 6カ月でした．この結果について，抗がん剤を投与

良い 75 歳までの患者さんにはシスプラチンなどのプ

して副作用の嘔気・嘔吐などで苦しい思いをしても

ラチナ製剤［ P34参照 ］とイリノテカンなどの抗がん

延命効果が 6 週間であることを踏まえた場合，肺が

剤の併用療法が勧められていました（図 1）．しかし，

ん治療に抗がん剤を使用することは良いことなのか

薬剤によって治療効果が変化することはなく，非小

という議論もありました．しかし，現在では新しい

細胞肺がんと診断された患者さんにはガイドライン

抗がん剤が数多く承認され高い効果が得られるよう

に基づく治療を行えば，どの薬剤を選んでも同程度

になっており，このデータは現在の肺がん化学療法

の効果が期待できました．

を反映しないことに注意が必要です．

医の焦点

医の焦点

の延長が認められ，50％のラインで 6 週間延長して

用した場合を比較したもので，併用療法では生存率
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肺がんの治療は 2007 年頃までは画一的で，2005 年

が，緩和療法だけの場合と緩和療法に化学療法を併

講演を
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講演を
終えて

に実施された抗がん剤の有効性をまとめた論文です
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2008 年頃までは，小細胞肺がんか非小細胞肺がん

1990 年代中頃から第三世代抗がん剤と呼ばれる塩

かが分かれば十分で，小細胞肺がんの治療薬はシス

酸イリノテカン（1994 年）
，ドセタキセル，パクリタ

プラチン＋イリノテカンの併用またはシスプラチン

キセル（1997年），ビノレルビン酒石酸塩（1999年），ゲ

＋エトポシド，カルボプラチン＋エトポシドのいずれ

ムシタビン塩酸塩（1999年）が次々と新薬として承認

かの組み合わせで治療し，非小細胞肺がんはプラチ

されました．また，2000 年代に入ると第四世代と

ん剤を併用した患者さんを対象に生存期間を検討し

されていることが分かります．また，以前はⅣ期の

ナ製剤と第三世代の抗がん剤との併用で治療してい

いわれる TS -1（2004 年），ペメトレキセド（2009 年）

たところ，11.4 ～ 14.8カ月という結果が認められ，従

再発がんは約 25％しか治療されていませんでしたが，

ました．小細胞肺がんも非小細胞肺がんも薬剤選択

が承認され，これらの新薬により治療成績は改善

来の治療に比べて延長していました（図 3） ．

この頃には再発した肺がんへの投与が可能な薬剤が

は自由でしたが，選択肢は少ないという印象でした．

さ れ ま し た．2007 年 に 発 表 さ れ た 文 献（Four-Arm

FACS の試験成績では，肺がんの治療薬はどの組

当時の抗がん剤による肺がん治療の効果を示す論

Cooperative Study；FACS［ P34参照 ］）では，2000

み合わせでも効果にあまり差はみられませんが，い

文が 1995 年に発表されています（図 2）1）．1980 年代

年 10月～2002 年 6 月にプラチナ製剤と第三世代抗が

ずれの組み合わせでも以前の治療薬に比べれば改善
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1. 進行非小細胞肺がん治療の
変遷（2008 年頃までの治療）

講演 ２
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図 2 緩和療法と化学療法の併用を緩和療法のみと比較

BMJ. 1995; 311（7010）:899-909.

2）

承認され，60 ～ 74％の患者さんに再発治療が実施さ
れるようになりました．
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図 3 FACS 試験
を阻害する抗体です．
腫瘍は無秩序に張られた
たくさんの血管に支えられ
ているため，血管新生を抑
制すればがん細胞は死滅し
ます．また，このように形
語句解説
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成された血管は非常にもろ
く，蛋白質が漏出するため，
周辺組織は浸透圧が高くな
り抗がん剤の浸透も悪く
なっています．ベバシズマ
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ブの投与によりそれらも改
善するため，併用する抗が
支鏡診断にて原発性肺がんと診断された 1,092 例の組

うになります．ただし，正

います．日本の肺がんのガイドラインも NCCN のガ

織診を検証したところ，低分化ながんが一定の割合

常な血管にベバシズマブが

分化が判然としない例は 20％程度存在すると考えら

遺伝子検査をして，EGFR 遺伝子などの変異のある

れます．

新生はあらゆる腫瘍に共通するので，ベバシズマブ

患者さんにはその遺伝子変異に対して有効性の高い

肺がんは，低分化だと扁平上皮がんと腺がんを見

は幅広いがんに有効である一方，副作用として出血

薬剤をいずれかの時期に投与することを念頭に置き

分けることは難しく，実際には手術後に診断が変わ

2009 年，ペメトレキセドは「切除不能な進行・再

や傷が治らないことがあります．また，肺がんの注

ます．また，殺細胞性抗がん剤の選択においては，

ることもあります．従って，これらの低分化ながん

発の非小細胞肺癌」の効能を追加取得しました．ペメ

意すべき症状には喀血があり，喀血しやすいがんに

組織分類により扁平上皮がんか非扁平上皮がんかを

を扁平上皮がんと診断してしまうと，区別困難な大

トレキセドは代謝拮抗薬で，シスプラチンとの併用療

は扁平上皮がんがあるので，ベバシズマブは喀血を

確認しペメトレキセドの投与を検討する，非扁平上

細胞がんでは治療効果が高いペメトレキセドが投与

法を従来の治療方法（シスプラチン＋ゲムシタビン）

している患者さんには投与禁忌となっており，扁平

皮がんであれば血管新生阻害剤のベバシズマブが投

されないことになります．このような実情を考えて

と比較し，扁平上皮がんと非扁平上皮がんに分けて

上皮がんの患者さんへの適応はありません．

与可能であるか判断の上，その併用を検討するよう

も，見分けがつきにくい低分化な非小細胞肺がんを

なことが必要となってきています（図 4）．

わざわざ扁平上皮がんに分けることの意義は低いの

講演 ３

（ペメトレキセド，ベバシズマブ）

（1）ペメトレキセド

講演を
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法の方が優れていましたが，非扁平上皮がんではシ
スプラチンとペメトレキセドの併用療法の方が優れ

タキセル）にベバシズマブを併用したところ，生存期

ていました．このことから，ペメトレキセドが承認

間の延長および奏効率の上昇が認められ，再発まで

された 2009 年以降は，扁平上皮がん・非扁平上皮が

の期間も延長が認められました．日本でも同様の試

んに分けて治療戦略を考えるようになりました．

ではないかと考えられます．
また，アルゴリズムでは，低分化で区別がつかな

3. 扁平上皮がんと非扁平上皮がん
の分類

い場合は免疫染色をして扁平上皮がんと腺がんのど

験で，併用により奏効率（腫瘍の面積が半分以下にな

ペメトレキセド，ベバシズマブの登場により，扁

この検査で使用する扁平上皮がんのマーカーは感度

る率）が 31％から 61％と倍増し，無効例は 24％から

平上皮がんと非扁平上皮がんを分けることの重要性

ベバシズマブは 2009 年に「扁平上皮癌を除く切除

4％に減少しました．また，効果が出るまでの期間（中

が高まり，2011 年に IASLC（世界肺がん会議）
［ P35

さらに，扁平上皮がんの病態も，以前は中枢型で

不能な進行・再発の非小細胞肺癌」の効能を追加取得

央値）も 2.7 カ月から 1.4 カ月と短縮し，抗がん剤の「キ

参照 ］は，従来の HE 標本に免疫染色を加えた生検・

壊死が多く，画像上喀血リスクが高いとされるタイ

した分子標的治療薬です．がん細胞はある程度以上

レ」が非常に良くなりました．

細胞診のアルゴリズムを作成しました（図 5） ．

プが多かったのですが，最近は末梢型が増加傾向に

（2）ベバシズマブ

3）

ちらに近いのかを見分けることになっていますが，
と特異度が低いことも問題点として挙げられます．

の大きさに成長するには血管が必要となるため，血

NCCN［ P34参照 ］
（全米を代表とする 21 のがんセ

ところで，病理所見では低分化な扁平上皮がんと

あります．中枢型と末梢型は遺伝子の変異が違うこ

管新生因子（VEGF）
［ P34参照 ］を放出して，血管を

ンターで結成されたガイドライン策定組織）のガイ

腺がんの見分けはつきにくく，大細胞がんも含めた

とが報告されています．当院での扁平上皮がんの手

自分の方へ伸長させます．ベバシズマブは VEGF へ

ドラインでは，再発・転移の非小細胞肺がんは，ま

この 3 つは区別が難しいという問題点があります．

術例も末梢型が 79.4％と多くなっています．末梢型

の結合により，VEGF がVEGF 受容体に結合するの

ず組織型から扁平上皮がんとそれ以外のがんに分け，
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ベバシズマブの有効性に関する海外の第Ⅲ相臨床
試験では，従来の標準治療（カルボプラチン＋パクリ

医の焦点

医の焦点

結果を検証したところ，扁平上皮がんは従来の治療

検査と私

剤を選択し，個別化治療を推奨しています．従って，

が治りにくくなったり出血しやすくなります．血管

講演を
終えて

でみられました．また，これまでの試験結果からも

講演 ３

イドラインと同様で，組織型や遺伝子検査により薬

作用すると，傷などができた際に血管が伸長せず傷

2. 組織型による治療選択

13

次に遺伝子検査を実施してから治療することとして

講演 ２

講演 ２

Ohe Y, et al. Ann Oncol. 2007 ;18（2）:317-23.

ん剤も効果的に作用するよ

の中でも中分化，低分化が増加しており，以前多かっ
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図 5 IASLC 生検・細胞診断のアルゴリズム

抗がん剤は核内の DNA 合成を阻害するも
のでしたが，2000 年代に，細胞の受容体
からシグナル伝達を阻害することで増殖を

表1 兵庫県立がんセンターおよび国立がん研究センター東病院のホルマリン固定パラ
フィン包埋（FFPE）検体と細胞診検体の判定不一致例一覧
NSCLC 患者30例の細胞診検体とFFPE検体（2006〜09年採取）

抑制する分子標的治療薬が多く開発されま
した．最初に承認された分子標的治療薬
は，上皮成長因子受容体（EGFR）チロシン
語句解説

語句解説

キナーゼ阻害剤のゲフィチニブです．
EGFR［ P35参照 ］は 上 皮 細 胞 成 長 因 子
（EGF）の結合により受容体が二量体化し，
受容体の膜内部分にある受容体型チロシン

講演 １

講演 １

キナーゼに ATP が結合することでシグナ
ルが伝達され細胞増殖となります．ところ
が，EGFR 遺伝子変異の場合，チロシンキ
ナーゼの ATP 結合部位に異変が生じるた

講演 ２

講演 ２

め，EGFR に EGF が結合していないにも
かかわらず ATP が結合し続け，細胞が増
殖し続けるのです．
Goto K, et al. Ann Oncol. 2012 ; 23（11）:2914-9.

講演 ３

講演 ３

ゲフィチニブは，がんの増殖シグナル伝
達の起点となる EGFR が肺がんで過剰発

血のリスクが高い」というのは本当なのか疑問が出

究者主導臨床試験（WJTOG 3405）6）が行われ，再発

能です．一方，組織診では検体をホルマリンで固定

図 6 EML4-ALK 融合遺伝子

てきます．形態で見分けがつかない症例を免疫染色

までの期間はゲフィチニブの方が優れていることが

するため DNA が壊れてしまい検査不能になります．

により扁平上皮がんと仕分けてしまうことで，これ

明らかになりました．しかし，全生存期間は 2 群

以前は組織を採取するように心掛け，細胞しか採取

らの薬剤が使用できず患者さんの治療機会を減らし

間に差は無く，生存期間の中央値は約 40 カ月
（2012

できなかった場合は検査を行いませんでしたが，現

ている可能性も否定できないのではないでしょうか．

年データ）というものでした．この試験結果から，

在は細胞検体があれば，全例で遺伝子検査が可能と

EGFR 遺伝子変異陽性の患者さんには，EGFR チロ
シンキナーゼ阻害剤は有効であることが確認され，
投与時期による効果の差が無いことから，投与時期
は問わないものの必ず投与することが推奨されます．
なお，2007 年には EGFR 遺伝子変異検索が保険適用
となっています．

いうことになります．

診を順次実施するのですが，当院と国立がん研究セ

非小細胞肺癌」の承認を取得しました．そ

ンター東病院の手術例をもとにして，検査方法の違い

の後，劇的に効く人と全く効かない人がい

による結果への影響を検討する目的で，組織診と細胞

ることから，さまざまな研究が行われ，そ

診でのEGFR 遺伝子変異を比較しました（表 1）7）．そ

の結果，2004 年に実際には EGFR 遺伝子変異を有す

の結果，組織診では DNA が増幅できず判定できな

る患者さんに有効であることが分かりました

い症例が 0 ～ 9％に認められましたが，細胞診では全

Travis WD, et al. J Thorac Oncol. 2011; 6
（2）:244-85.

検査と私

た中枢型では高分化なものは減少しています．
このように肺がんの病態が変わってきている状況

医の焦点

肺がんはアスベストやたばこなどにより遺伝子が
傷つけられ，傷が積み重なることでがんになる「多
段階がん化」といわれる遺伝子の病気です．従来の
15
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4. 遺伝子検査による治療選択

．

4）,5）

医の焦点

しているので，細胞数が少なくても細胞診で検出可

で，日本では 2002 年に「手術不能又は再発

検査と私

例で判定できました．最近の検査機器は感度が向上

にして，ゲフィチニブと従来の治療薬を比較した研

肺がんは気管支鏡で組織を採取し，組織診と細胞

講演を
終えて

その後，EGFR 遺伝子変異のある患者さんを対象

メトレキセドが無効であり，ベバシズマブによる喀

講演を
終えて

では，従来いわれてきたような「扁平上皮がんはペ

EML4 -ALK 融合遺伝子は 2 番染色体短腕に位置す
る EML4 とALK が逆位となって生じるキメラ遺伝子
で，非小細胞肺がんの約 5％に見られます（図 6）
．ヌー
ドマウスに EML4 を入れても，ALK を入れても腫瘍
はできないのですが，EML4 -ALK 融合遺伝子を入れ
ると確実に腫瘍ができることから 9），この遺伝子変
異はがん化，増殖のプロセスで極めて重要な“driver
oncogene”［ P35参照 ］であることも分かりました．

現していることに着目して開発された薬

5. EML4-ALK 融合遺伝子
2007 年に非小細胞肺がんの原因遺伝子の一つと
し てEML4 -ALK 融 合 遺 伝 子 が 報 告 さ れ ま し た 8）．
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図 7 クリゾチニブの全生存率

うことになれば，診断方
語句解説

法 は 重 要 で す．ALK 融
合遺伝子の検査の実施件
数は，現在のところ年間
約 1 万 5,000 件にとどまっ

講演 １

ており，件数が少ない理
由として，検査が高価で
あることやクリゾチニブ
のエビデンスレベルが高

講演 ２

くないこと，組織の採取
が難しいことが挙げられ
ています．さらに，新鮮

講演 ３

検体か組織検体が診断に
必要になるのですが，進

抗体免疫染色を実施したところ，ALK 肺がんは 23

［ P35参照 ］などいくつかの作用点を持つ阻害剤であ

例で，そのうちの 56.5％に p63［ P35参照 ］が認めら

り，当初，進行性がん患者を対象に臨床試験を開始

れました．p63 は扁平上皮細胞のマーカーとされてい

しましたが，EML4-ALK 融合遺伝子に対して有効

ますが，特異性が高くなく，国立がん研究センター

であることが分かり，ALK 融合遺伝子陽性の進行非

中央病院の報告では ALK 肺がんの 72%に陽性とす

小細胞肺がんに絞って開発を進めた経緯があります．

る報告があり，p63 の発現を根拠に扁平上皮がんだと

第 I 相臨床試験，第 II 相臨床試験では多くの患者さ

診断してしまうと，ALK 肺がんの半分以上は扁平上

んで腫瘍の縮小が認められ，また，3 週間ごとに実施

皮がんとして治療される可能性があり，ALK 肺がん

した自覚症状のアンケートでも，投与 3 週間後から

の検査・診断・治療が行われないことになってしま

咳や息切れが改善し，これらの効果は試験期間中継

います．

ALK 融合遺伝子陽性でクリゾチニブを投与した患
者さんと，クリゾチニブが投与できなかった患者さ
んを生存期間で比較した試験でも，クリゾチニブは
生存の延長効果が認められました（図 7）10）．
日本人の腺がんで ALK 融合遺伝子陽性患者は 5％
です．少ないと思われるかもしれませんが，腺がん
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実際，次のような症例を経験しました．38 歳の非
喫煙の女性で扁平上皮がんと診断された後，治療薬
をいろいろ投与したのですが，使用できる薬剤が無
くなってしまい，セカンドオピニオンとして相談に
来られました．病理の報告書を見ると，TTF1［ P36
参照 ］という免疫染色が陽性で，p63 と CK［ P36参照 ］

が陽性，低分化な非小細胞肺がんで，どちらかとい

一定の割合で存在します（表 2）．
さらに，FISH で評価不能になる症例も少なくなく，
IHC で陰性，FISH で陽性という患者さんではクリゾ
チニブの奏効率は低いことも報告されています．こ
のあたりは，まだまだ診断法の確立が待たれるとこ
ろで，どのように診断していくかは今後の大きな検

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

細胞の増殖に関与するリン酸化酵素であるc-MET

医の焦点

医の焦点

当院の外科的切除検体 894 例を対象に，ALK 蛋白

検査と私

検査と私

してクリゾチニブが承認されました．この薬はがん

続しました．

17

とも原因の一つと考えられます．

講演を
終えて

講演を
終えて

切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんの治療薬と

行期の肺がんではそのような検体の採取が難しいこ

表 2 高感度 IHCとFISHとの相関

講演 ３

EGFR/ALK 遺伝子検査を実施
したところ，ALK 融合遺伝子
が免疫染色で陽性だったので，
ALK 阻害剤のクリゾチニブを
投与しました．その結果，4 日
後には縮小が認められ，また咳
も止まり 2 週間で明らかな腫瘍
縮小が認められました．臨床背
景や病理組織の免疫組織検査
の結果を十分に検討しないと，
EGFR/ALK 遺伝子検査を行え
ず，有効性の高い薬剤の投与機
会を逃してしまう可能性があり
ます．また，本症例は再発して
しまいましたが，本来，扁平上
皮がんには効果が低いとされるペメトレキセドを投与
したところ著効し，ほぼ完全寛解状態になりました．
このように，この症例では扁平上皮肺がんと診断され
たままであれば投与されなかったクリゾチニブやペメ
トレキセドが極めて有効であったわけで，今後の診断
と治療に示唆を与える症例と考えられます．
USCAP/IASLC/AMP のガイドラインでは，遺伝
子検査は腺がんで実施するよう記載されています．
しかし，詳細に読むと，腺がんに限るのは完全切除
標本を用いて診断された場合であり，腺がんの成分
を含む全例とされています．採取した組織が生検の
ように小さい場合は遺伝子検索が必要な可能性を否
定できないと記載されています．つまり，生検で診
断された非小細胞肺がんでは扁平上皮がんと診断さ
れても遺伝子検索の対象から除外しないということ
になります．
ALK 肺がんの検査方法には，FISH や免疫染色，
RT-PCR などがありますが，いずれも一長一短あり
ます（図 8）．
また，ALK 融合遺伝子は検査方法によっては結果
が一致しないこともあります．免疫染色では陽性で
も FISH では陰性ということもあり，不一致症例は

講演 ２

な り， 診 断 で き て ALK

講演 １

になっていました．当院にて

語句解説

ALK 肺がんということに

で予後が左右されるとい

2012 年 に は，EML4-ALK 融 合 遺 伝 子 に 対 す る，

肺がん患者における ALK 遺伝子検査の手引き
（日本肺がん学会バイオマーカー委員会）

うと扁平上皮がんという診断

阻害剤が使えるかどうか

Shaw AT, et al. Lancet Oncol. 2011;12（11）
:1004-12.

図8

患者さんの 20 人に 1 人は

討課題です．

6. 遺伝子検査の今後
ホルマリン固定によって，DNA が断片化し質の
低下を招くことがあり，DNA を対象とする FISH や
PCR の検査では遺伝子を傷めないように検体をきち
んと扱う必要があります．RNA を対象とする検査を
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