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はじめに
　20 世紀末から現在にかけての、固形癌治療における分
子標的薬の導入は、がん薬物療法の新たな展開をもたら
した。肺癌は、わが国の悪性新生物のよる部位別死亡者
数の第１位を占める重要な疾患である。中でも 80％以上
を占める非小細胞肺癌は、腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌
など多彩な組織型から成る複合した疾患概念であるもの
の、本疾患に対しては、従来の化学療法による反応性や、
手術や放射線療法の適応も類似していることより、同一
の治療戦略がとられてきた。非小細胞肺癌に対する化学
療法の延命効果は、1990 年代にようやく確立し（1）、それ
以降プラチナ製剤を含む併用化学療法が、未治療転移再
発非小細胞肺癌に対する標準治療として今日まで汎用さ
れている（2）。しかしながら、その後の化学療法による治
療成績の向上は、僅かであり、pemetrexed の有効性が
非扁平上皮性非小細胞肺癌に対して確認されたものの（3）、
患者の背景や癌そのものの生物学的特性を考慮した個別
化医療が、実地医療へと導入されることはなかった。
　今世紀に入り、肺癌の薬物療法として抗 EGFR-
tyrosine kinase 阻害薬（4,5,6）、抗 EGFR モノクローナル
抗体薬（7）、抗 VEGF モノクローナル抗体薬（8）および抗
EML4-ALK 融合遺伝子薬（9）などの分子標的薬が相次い
で臨床に導入され、有意な臨床効果が確認された。これ
らの事実は、肺癌薬物療法において個別化医療を推進す
るとともに、肺癌の疾患概念を治療標的に基づいて再構
築する新たな時代の到来を予言させる。

1．分子標的薬とバイオマーカーの概論
　分子標的薬は、従来型の DNA/RNA を直接傷害する
化学療法薬と比較して、血液毒性、消化器毒性や脱毛が
軽い反面、血栓症、血圧上昇、皮膚症状、消化管穿孔、
心毒性および間質性肺炎など、時として重篤となる非
血液毒性をきたすことが次第に明らかになった。抗腫瘍
効果としては、これまで薬物による標準治療が存在しな
かった、悪性黒色腫（10）、頭頸部癌（11）、腎細胞癌（12,13）、

肝細胞癌（14）などに対して新たに標準治療を確立した。
中でも、癌における遺伝子変異のうち、癌の発生・進展
に強くかかわり、癌細胞の生存に影響を与える遺伝子変
異である“Driver Mutation”を標的とした分子標的薬が、
これまでの化学療法薬では経験されない劇的効果をもた
らすことも明らかになった。さらに、これらの薬剤の中
には、あらかじめ薬物介入によってもたらされる臨床効
果を予測するバイオマーカーが明確化された薬剤も一部
に存在している。この場合、薬剤の臨床開発の過程で、
いかにして正しいバイオマーカーを同定し、さらにその
バイオマーカーを測定するために「コンパニオン診断薬」
の開発するかについても重要な課題となっている（15）。し
かしながら、HER2 陽性乳癌に対する抗 HER2 モノクロー
ナル抗体薬である trastuzumab が、当初の臨床試験から
ER2 陽性乳癌を対象として成功を収めた反面、後述する
抗 EGFR-tyrosine kinase 阻害薬である gefitinib/erlotinib
では、わが国で承認された時点では、正しいバイオマー
カーは、同定されていなかった（16,17,18）。この事実は、第
Ⅱ相 / 第Ⅲ相試験で得られた、臨床のエビデンスとバイ
オマーカーの候補の臨床的な意義は必ずしも同等ではな
いことを意味する（15）。

2．肺がんに対する抗EGFR療法
　上皮性増殖因子受容体（epidermal growth factor 
receptor: EGFR）ファミリーの中で、これまで固形癌
分子標的薬の標的として知られているのは、EGFR およ
び HER2（EGFR2/c-erbB2）である。これら EGFR はファ
ミリーが高発現している腫瘍は、増殖能が高く、また予
後不良因子として認識されることが多く、固形癌の治療
標的として多くの薬剤開発が進められた。抗 EGFR 療法
は、細胞外ドメインを認識する抗体薬と細胞内に存在す
る tyrosine kinase を阻害する小分子製剤に大別される。
　非小細胞肺癌に対しては、EGFR-tyrosine kinase 阻害
薬（EGFR-TKI）である gefitinib/erlotinib が他剤に先駆
けて肺癌に対する分子標的薬として臨床開発を開始され
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た（4,5）。とりわけ、gefitinib の臨床評価に際しては、わ
が国の研究者が、先駆的役割を果たし、腫瘍縮小をエン
ドポイントとした第Ⅱ相試験の結果により世界に先駆け
てわが国で非小細胞肺癌に対する承認を獲得した。しか
しながら、厚生労働省が求めた化学療法との併用下での
製造販売後の第Ⅲ相試験では、悉く延命効果の検証に失
敗するとともに（15,16,17）、市販後わが国では、本薬による
多くの間質性肺炎の死亡者が報告され、臨床効果と安全
性が疑問視され社会問題になった。この時点でも、本薬
の臨床効果を予測するバイオマーカーは同定されず、日
本肺癌学会は、薬剤疫学的見地から、女性、腺癌患者、
非喫煙者を本薬使用の対象者として推奨した（19）。その
後、米国の研究者より本薬の標的とする EGFR の変異を
有する肺癌では、本薬に対する感受性が亢進しているこ
とが明らかにされ（20,21）、EGFR 変異が、本薬の処方にお
けるコンパニオン診断になり得ることが示唆された。一
方、表現系すなわちアジア地域を中心に非喫煙者のⅢ / 
Ⅳ期肺腺癌症例を対象として caboplatin+paclitaxel と
gefitinib の治療成績を比較した“IPASS 試験”が行われ
た結果、後方視的なサブセット解析において、EGFR 変
異を伴う患者群では、gefitinib により有意な無増悪生存
期間の延長が示されたが、EGFR 変異を伴わない患者群
では反対に化学療法により gefitinib よりも有意な無増悪
生存の延長が示された（22）。この事実は、日本肺癌学会の
ガイドラインが提唱した薬剤疫学に基づいた本薬の患者
選択が必ずしも正しくなく、本薬の対象症例の同定には
EGFR の変異の有無を解析することが必須であることを
示唆した。EGFR 変異を伴う肺癌患者に対する gefitinib
の前向き評価は、わが国で実施された“NEJ-002 試験”
と“WJTOG3405 試験”によって実施され、無増悪生存
期間において gefitinib が化学療法を凌駕していることが
確定した（23,24）。一方、erlotinib については、当初すべて
の非小細胞肺癌患者を対象とした NCI-Canada の試験で
は、プラセボ群に対して、全生存期間で有意差が示され（6）、 
その後、gefitinib と同様に EGFR 変異を伴う患者に対し
て、無増悪生存期間の延長が報告され（25）、EGFR-TKI の
処方に際しては、EGFR 変異の検索が必須となった。今
日では、より高い EGFR の親和性を特徴とする第 2 世代
の EGFR-TKI の開発が進められている。中でも afatinib
は、EGFR 変異を有する非小細胞肺癌に対してプラセボ
と比較して、有意に無増悪生存期間を延長した（26）。しか
しながら、本試験が、未治療非小細胞肺癌患者を対象と
していること、先行して開発された gefitinib/erlotinib と
の比較試験ではないことより、本薬の位置づけや有用性
について明確な結論は得られていない。
　EGFR-TKI としての gefitinib/erlotinib は “driver 
mutation” を標的とした薬剤であると考えられ、あらか

じめ選択された患者に対して劇的な抗腫瘍効果をもたら
すとともに、従来化学療法の適応外とされてきた全身状
態が不良の患者群にも一部使用可能となったことは、肺
癌薬物療法におけるパラダイム・シフトであると考えら
れる。しかしながら、抗悪性腫瘍薬の主要評価項目で
ある、全生存期間の延長についてはいずれの臨床試験
においても検証されていない（23,24,26）。この原因として、
gefitinib/erlotinib の耐性化後の化学療法薬への変更もし
くは、化学療法薬耐性化後の gefitinib/erlotinib への変更
といった後治療におけるいわゆる“cross-over effect” が
原因として考えられている。しかしながら、“cross-over 
effect”を明確に検証する方法論は確立していないため、
依然として未解決の“clinical question”である。また、
gefitinib/erlotinib の耐性化が確認された後に再度類薬を
使用する“re-challenge”の意義や、耐性化して処方を中
止した途端に癌が急速な増大を示す“flare phenomenon”
に対して当該薬剤を使い続ける、いわゆる“beyond 
progression strategy”の意義など依然として臨床効果に
関係した未解決の問題も多く残されている。一方、重篤
な薬物有害反応である間質性肺炎については、薬剤疫学
的には、重喫煙者、肺機能低下例、既存の肺の間質性変
化など危険因子が次第に明らかになりつつあるものの、
この事象の詳細な分子メカニズムについては依然として
解明されていない。
　EGFR-TKI では、これまで、複数の感受性遺伝子変異
が報告され、その頻度も明らかにされてきた。さらに、
特筆すべきことは、gefitinib/erlotinib に対して耐性化し
た時点で新たに複数の二次的な耐性遺伝子の変異も報告
された点である（28）。これらの事実は、臨床的な薬剤耐性
の評価に加えて、再度生検を行い遺伝子レベルでの耐性
メカニズムを知ることが、今後の肺癌に対する薬物療法
の戦略を策定する意味で、また耐性遺伝子を標的とした
新規薬剤の開発において極めて重要である。
　一方、Lapatinib は、EGFR と HER2 の tyrosine kinase
を同時に阻害する小分子製剤であり HER2 過剰発現乳
癌に対して用いられている（29）。本薬は、治験の段階
で非小細胞肺癌に対する腫瘍縮小効果を認めているも
のの、肺癌に対する本格的な評価は行われていない。
EGFR に対するモノクローナル抗体薬である cetuximab/
panitumumab は、既に結腸・直腸癌に対する分子標的
薬として、単剤もしくは化学療法薬との併用下で広く用
いられている。これらの薬剤では、EGFR の下流にある
KRAS が野生型であることが、効果発現のためのバイオ
マーカーであることが知られている。Cetuximab の肺癌
に対する効果は、FLEX 試験により評価され、化学療法
単独と比較して、本薬併用下で延命効果が報告されてい
るが（30）、その再現性は未確認であるとともに、バイオ 
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マーカーに関する検討も乏しく、標準治療の一角を占め
るに至っていない（30）。

3．EML4-ALK融合遺伝子を標的とする治療薬
　肺癌における EML4-ALK 融合遺伝子の存在は、わが
国の Soda らによって世界に先駆けて報告された（30）。こ
の融合遺伝子は、肺腺癌の僅か 5%前後に認められ、こ
の一群の肺癌の増殖に深く関わる“Driver Mutation”と
して認識されるとともに、EGFR の変異に次いで肺癌に
対する 2 番目の治療標的として注目された。幸いなこと
に、本融合遺伝子の発見とともに、MEK 阻害薬として
開発途中であった crizotinib に本融合遺伝子を発現する
肺癌の増殖阻害効果があることが前臨床試験によって明
らかにされた（31）。Crizotinib は、第Ⅰ / Ⅱ相試験におい
て EML4-ALK 融合遺伝子陽性の肺癌患者のほとんどに
対して著しい腫瘍縮小を示し（31）、この小規模オープン
試験によって米国 FDA は直ちに、本薬の迅速承認をし
たことは記憶に新しい。特筆すべき点は、crizotinib の
承認が、コンパニオン診断薬である“Vysis ALK Break 
Apart FISH Probe Kit”と同時に承認となったことであ
り（32）、将来の分子標的薬の開発におけるモデルケースと
して注目されている。本薬は、その後第Ⅲ相試験が行わ
れ無増悪生存期間の延長が確認された（33）。興味深いこと
に、肺癌における ALK 陽性と前述した EGFR 変異陽性
とは、排他的関係にある。現在肺癌に対して明確なバイ
オマーカーを有し臨床的効果が検証されている分子標的
薬は、gefitinib/erlotinib および crizotinib の 2 剤である
ことを勘案すると、乳癌に対して、ホルモンレセプター
の発現の有無と HER2 の過剰発現をあらかじめ評価する
ことと同様に、転移再発肺癌に対する薬物療法の選択を
行うに当たり、あらかじめ EGFR 変異と EML4-ALK 融
合遺伝子の有無についてスクリーニングを行っておく必
要がある。

4．VEGFを標的とする治療
　血管内皮細胞増殖因子受容体 （vascular endothelial 
growth factor receptor: VEGFR）は、リガンドである血
管内皮細胞増殖因子（vascular endothelial growth factor: 
VEGF）の刺激を受けて活性化し、腫瘍組織内に腫瘍特
異的な新生血管を構築し、宿主からの血流を受けて腫瘍
が増殖する基盤を形成している。通常、VEGF は、腫瘍
近傍あるいは患者の血中に存在している。この VEGF に
対するヒト化されたモノクローナル抗体が bevacizumab
であり類薬として、血中の VEGF を補足する人工タンパ
クである aflivetrcept が知られている。また、VEGFR を
含む複数の標的を有するtyrosine kinase阻害薬としては、
sunitinib, sorafenib, regorafenib, axitinib などの小分子製

剤が存在する。Bevacizumab は血中で VEGF と結合し、
VEGF が VEGFR と結合することによって生じる腫瘍血
管新生のシグナルを阻害することにより抗腫瘍活性を呈
する。本薬は、転移再発結腸 ･ 直腸癌および肺非扁平上
皮癌に対して化学療法との併用可で有意な全生存期間の
延長をきたす（32,33）。また本薬は、開発初期に肺扁平上皮
癌患者に用いたところ重篤な喀血を呈したことで扁平上
皮癌への投与は避けられている。本薬は、VEGF を標的
としているものの、効果発現と関連するバイオマーカー
については明確に同定されていないため、バイオマー
カーを用いた患者選択が行われていない。また、投薬量
についても結腸・直腸癌に対する一次治療では、5mg/
kg であるのに対して、乳癌の一次治療もしくは結腸・直
腸癌に対する二次治療時には、10mg/kg であるとされ、
さらに肺非扁平上皮癌に対する至適投与量は、15mg/kg
と増量されているがその根拠については臨床試験成績以
外には見いだされない。本薬は、前述した、gefitinib/
erlotinib や crizotinib と異なり単剤では腫瘍縮小効果が
乏しく、化学療法薬として paclitaxel との併用下で延命
効果が観察される。EML4-ALK 融合遺伝子に対す次世代
の分子標的薬の開発も活発に行われ、中でもわが国で開
発が始められた、CH5424802 （RO5424802）はには期待
が寄せられている（34）。

5． 肺扁平上皮癌および小細胞肺癌に対する分子標
的療法

　肺扁平上皮癌も腺癌と同様に増殖シグナルを規定す 
る遺伝子変化が次第に明らかにされ、腺癌のそれとは大
きく様相が異なることが明らかになりつつある。しかし
ながら現在までのところ治療に結びつく標的は同定され
ず、薬剤開発も腺癌と比較すると大幅に後れをとってい
る。一方、化学療法薬に対する感受性が高く一部の患者
では治癒も期待される肺小細胞癌に対する新規の薬剤開
発は、遅々として進まず、とりわけ分子標的薬で有望と
思われる薬剤はほとんど報告されていない。

おわりに
　1980 年代以降、長きにわたって治療成績の向上が得
られなかった、肺癌とりわけ肺腺癌の薬物療法におい
て、gefitinib/erlotinib の登場は、劇的な臨床効果をもた
らすとともに、わが国を含めた世界中の研究者の英知
を結集した結果、効果を予測するバイオマーカーとして
の EGFR の同定に成功し、肺癌薬物療法における個別化
医療に向けた第一歩が踏み出された。しかし反面では、
gefitinib が世界に先駆けてわが国で承認されたにもかか
わらず、間質性肺炎によってわが国では多くの肺癌患者
を失ったことは、忘れてはならない教訓である。今後、
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新たな分子標的薬の開発において、これまでにも増して
科学的かつ倫理的な臨床試験の遂行が必須となる。
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