［ 講演を終えて ］

わないと思います．

質問 EML4-ALK 融合遺伝子には数種類のバリエー

質問

ションがありますが，その種類によって疾患の活動性

子宮頸がんワクチンは無料接種になったものの，

副反応が報告されたため，積極的な勧奨を差し控えるよ

や治療薬の効果に差はありますか？

うに厚生労働省から勧告されています．この事態について

里内

どのようにお考えですか？

EML4-ALK 融合遺伝子陽性の診断をしており，PCR
で診断することが非常に少ないため，バリエーション
による疾患の活動性や治療薬の効果については分から
ない状況です．これは今後の課題だと思います．
質問 EGFR のエクソン 20 挿入変異による薬剤耐性，
ゲートキーパー耐性変異は ALK 肺がんでも報告され
ていますか？
里内 報告はあります．ゲートキーパー耐性変異とい
うのは 1 塩基が変異し蛋白質の構造が変化するため，
受容体にゲフィチニブなどの薬剤が結合できなくなり
ます．クリゾチニブでの耐性変異は数種類見つかって
います．
質問 肺がんの治療法を選択するためのマーカーとし
て，今後有用になるマーカーをご紹介ください．
里内 ROS1 ，RET ，BRAF などがありますが，今後
さらに多くのマーカーが出てくると思います．肺がん
における各マーカーの比率はそれほど高くないので，
新たなマーカーを見つけることも課題の一つだと思い
ます．
質問 KRAS 遺伝子変異に対する分子標的治療薬は
ありますか？
里内 KRAS 遺伝子変異は欧米で一番多く，日本で
も 2 番目に多い遺伝子変異ですが，がんへの関与は
EGFR や EML4-ALK より低いようですので，著効薬
は期待しがたいと考えています．しかし，ドセタキセ
ルなどの薬剤と併用することで効果が期待できそうな
薬剤が現在開発中で，
これは KRAS そのものではなく，
下流のシグナルを止めるものです．
質問 症例に関する質問です．EGFR 遺伝子変異陽性
の 71 歳，非喫煙者女性で，気管支鏡検査により扁平
上皮がんと診断されました．ゲフィチニブを 1 カ月，
エルロチニブを 1 カ月服用しましたが，効果がみられ
ず亡くなりました．このような患者さんの割合はどの
ぐらいでしょうか？
里内 腺がん以外での EGFR 遺伝子変異の割合はかな
り低いと思われますし，治療効果も低いという報告は
あります．扁平上皮がんで EGFR 遺伝子変異陽性例に
しぼった報告は少ないですが，EGFR 遺伝子変異陽性

藤井

定期接種化して数カ月になりますが，接種後，持

する必要があります．それが準備できないのであれば，併

続的な疼痛の報告が数多く寄せられました．この勧告に

用検診を行うべきではないと考えます．ただ，実際の対

よって開業している医師たちがワクチンを勧めることがで

応は定期的な検査をすることになります．

きなくなったと聞いています．積極的な接種勧奨を控えて
いる間に厚生労働省が副反応の事実関係を調べている

す．HPV はピロリ菌のように除菌できず，自身の免疫で排

状況です．ですから，ワクチン接種をしてはいけないとか，

除されるのを待つのみです．また，現時点では HPV に

やめましょうといっているわけではありません．

対する抗ウイルス薬も開発されていません．その意味でも，

海外に比べて日本の方が副反応の報告頻度が高く，
WHOからも日本に特異的なこの状況についてアナウンス

無用な不安を与えることにつながってしまいます．

されています．今後，厚生労働省がどのような形でこの件

質問

の収拾を図るかが注目されるところです．日本産婦人科学

若年層の子宮頸がんを撲滅するために，20 代の

会が厚生労働省の見解を支持するという声明を出しており

藤井 HPV に一過性に感染しても大半は排除されます

ますので，私はそれ以上のコメントはありません．

が，20 代の 4 人に 1 人は陽性になる可能性があるので，
患者管理指針無しに HPV 検査を行うこと自体あまり意味
取り扱いについて患者管理指針を作る必要がありますが，
30 歳以上であれば，HPV 検査と細胞診の併用検診はそ

講演２

肺がん

― 進行非小細胞肺がん個別化治療に
おける組織診断・遺伝子診断 ―

撲滅するには，やはり予防ワクチンが必要です．
質問 高齢者が新たに HPV に感染する可能性は低いと

［P35参照］の両遺伝子は相互排他的とされています

里内 極めてまれですがあります．若い人でもEML4 -

藤井 HPV罹患率は，20 代は上昇して30 ～40 代に徐々

ALK 融合遺伝子陽性だと発がんが高率に起こるため，
他の強い発がん因子が共存することは珍しいという
ことと考えられています．例えば，ALK 耐性になる
と EGFR 遺伝子変異が出現することもあるようですの
で，両がん遺伝子が陽性になることは完全に否定され
るわけではありません．
質問 喫煙者での EML4-ALK 融合遺伝子陽性率はど
うでしょうか？
里内 具体的な陽性率は分かりませんが，間違いなく
非喫煙者の方が陽性率は高いです．喫煙に関係なく
EML4-ALK 融合遺伝子は発現しているのですが，喫
煙者の場合はそれ以外の要因によりがんが発現するこ
とが高いため，喫煙者の肺がんとしては少ないという
ことだと思います．

に下降しますが，50 歳を超えると，また緩やかに上昇し
医の焦点

します．その理由として免疫能の低下により，体内に潜ん
でいた検出されないレベルの HPV が増殖して検出される

徒然なる
ままに。

ことが考えられます．また，高齢者が新しくパートナーと
出会う可能性もあり，高齢者だからといって感染する可能
性が低いとはいえません．
国が対策型の検診を実施するに当たっては，費用対効
果を考えなければなりません．高齢者までを対象にすると
費用対効果に見合わないということで，欧米では対象者
年齢の上限が決まっていますが，日本では決められてい
ません．将来的には上限を決める必要があると考えます．
ただし，受診者自身の考えで検査する場合は何歳でも構
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し進行がんなので，治ったというより潜んでいるとい
う方が正確な表現だと考えられます．現在は症例を追
跡している状況です．
質問 たばこのニコチンは遺伝子をがん化させますが，
逆にがん遺伝子を修復して治す方法はありませんか？
里内 以前は，アデノウイルスを用いた研究もあった
ようですが，明確な効果が認められず，現在のところ
そのような遺伝子による治療は，肺がんに関してはあ
まり進んでいないと思います．

講演３ 胃がん
― ABC 分類で早期発見を―
質問 ABC で判定するのと ABCD で判定するのでは
どちらがよいでしょうか？
河合

もともとは ABCD でしたが，D 群は H. pylori

に感染していないことの説明が難しいので，萎縮が進
んでいる群として C 群にまとめて，ABC で判定する
のが簡単なのではないかと考えています．

徒然なる
ままに。

まで検診が必要と考えますか？

で，再発せずに 8 ～ 9 年過ごされる方もいます．しか

医の焦点

が，両方陽性という症例はありませんか？

里内 治る患者さんは，実際にはあまりいないと思い
ます．ただし，本当に少数ですがほぼ CR という状況

検査と私

検査と私

思いますが，細胞診正常，HPV 検査陰性の場合，何歳

ます．つまり，受診者が高齢の場合，HPV 検出率は上昇
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が，実際に治る患者さんはどのぐらいでしょうか？

講演を
終えて

講演を
終えて

れなりに意味があると考えます．若年者の子宮頸がんを

ことにより，生存期間が延長しているのだと思います

講演 ３

講演 ３

が無いと思います．細胞診が正常で HPV 陽性の場合の

最近は化学療法の分野で新薬の開発が進んだ

講演 ２

講演 ２

HPV 検査と細胞診の併用検診は有効ですか？

質問

講演 １

講演 １

HPV が陽性であることや型判定の結果を知らせることは，

全体では薬剤無効例は 5％未満と思われます．

語句解説

語句解説

質問のような症例は 100 人中 3 ～ 5 人に見受けられま

現時点では，ほとんどの症例は FISH により

質問 ABC 分類で死亡率が低減したことを示すデー
タはありますか？
河合 PG 法では死亡率減少効果があったという吉原
先生の論文がありますが，ABC 分類としての論文は
まだありません．
質問 ABC 分類で D 判定となり，内視鏡検査をした
ところ，萎縮が無いとの診断でした．どちらの結果を
信用したらよいでしょうか？
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