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はじめに
　腎細胞癌に対する分子標的治療薬は現在我が国で 5剤
が保険収載されている。固形癌の中で最も分子標的治療
薬への依存度が高いがんであると言える。薬剤のクラス
としては血管新生阻害作用を有するチロシンキナーゼ阻
害薬 （TKI） とmTOR （mammalian target of rapamycin;
哺乳類ラパマイシン標的タンパク質） 阻害薬の 2つに分
類される。2008年にTKIであるsorafenib（ネクサバール） 
と sunitinib（スーテント） が本邦で相次いで認可された。
2010 年には、mTOR阻害薬である everolimus（アフィ
ニトール）と temsirolimus（トーリセル）も承認された。
TKI ではより効果が強く、副作用が少ない第 2世代の薬
剤も登場した。axitinib（インライタ）と pazopanib（ヴォ
トリエント）である。axitinib（インライタ）は 2012 年
に我が国で承認されている。TKI は vascular endothelial 
growth factor （VEGF）のレセプターのチロシンキナー
ゼ活性を阻害することにより、血管新生を抑制し、抗癌
作用を発揮する。腎細胞癌は血管新生が顕著であり、こ
の豊富な血管をターゲットにしていることが抗癌作用の
理論的背景である。しかし、分子標的治療の理論的根拠
を理解する上で注意しなければならないこととして、豊
富な血管新生は淡明細胞型腎細胞癌の特徴であって、他
の組織型では必ずしも血管新生は豊富ではない。病理学
の理解が必要である。
　また、他の固形癌と比較すると、治療の特徴として、
抗がん化学療法と併用するのではなく、すべて単剤とし
て投与すること、治療前に効果を予測するバイオマー
カーとして確立されたものがないことがあげられる。

腎細胞癌の病理
　腎細胞癌は形態学的・分子生物学的知見に基づいて淡
明型腎細胞癌、乳頭状腎細胞癌、嫌色素性腎細胞癌等の
組織型に分類されている。淡明型腎細胞癌は腎細胞癌の
80%以上を占める。肉眼的に出血・壊死を伴い黄白色調
の外観を呈することが多い。組織学的には充実性、胞巣

状構造を呈することが多く、淡明または好酸性の細胞質
を有し、繊細な血管網を背景に増生する （図 1）。核異型
度が増すにつれて細胞質はより好酸性あるいは顆粒状に
なる傾向がある。

図1
　
　乳頭状腎細胞癌は腎細胞癌の約 10%を占める悪性腫瘍
である。肉眼的には境界明瞭・被膜構造を有する黄色～
褐色調腫瘍であり、出血・壊死および嚢胞性変化を合併
することがある。組織学的に乳頭～管状構造を呈する。
　嫌色素性腎細胞癌は腎細胞癌の約 5%を占め、肉眼的
には淡褐色の境界明瞭で比較的均一な割面を呈する腫瘍
である。通常、出血・壊死および嚢胞状変化は目立たない。
組織学的に大型の嫌色素細胞、明瞭な細胞膜を有する腫
瘍細胞の充実性増殖が特徴的な腎細胞癌である。
　腎細胞癌は組織学的に核の異型度により分類され、高
異型度の症例は低異型度の症例に比べ、悪性度が高い。
また、高異型度の紡錘形核を有する癌細胞は紡錘細胞癌
（類肉腫細胞癌）とよばれる。紡錘細胞癌は他の組織型
の脱分化によって生じると考えられており、紡錘細胞癌
の合併は予後不良因子である。腎細胞癌は静脈内に浸潤
することが多く、腎静脈から下大静脈内まで腫瘍血栓を
認めることがある。

（慶應義塾大学医学部　泌尿器科）
大　家　基　嗣
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腎細胞癌の臨床的特徴
　早期の腎細胞癌は無症状である。腹部超音波検査によ
るスクリーニングの普及により、腎細胞癌の 7－ 8割は
無症状で発見される。画像診断が普及する以前は 3主徴、
つまり血尿、側腹部痛、腫瘤触知といった局所症状で腎
細胞癌を疑っていた。これらの症状が出現するのは、が
んがかなり大きくなってからである。これらの症状の中
では血尿が診断のきっかけとなることが最も多い。腎細
胞癌全体の約 1割が血尿を主訴としている。
　腫瘍随伴症状を伴う頻度が高いことも特徴と言える。
腫瘍随伴症状とはがん細胞が分泌する液性因子により全
身性の症状を惹起することを言う。がん患者では進行が
んにおいて腫瘍随伴症状を伴うことが多いのに対し、腎
細胞癌では頻度が高いことと、早期がんでも伴うことが
あるのが特徴である。腎細胞癌は前述したVEGFなどの
増殖因子を分泌するだけではなく、インターロイキン 6
（IL-6）などのサイトカインを分泌し、CRPの上昇や発
熱をきたすことがある。高カルシウム血症（PTH-rp の
分泌による）、多血症（エリスロポエチンの分泌による）、
白血球増多症（G-CSFの分泌による）などをきたすこと
もある。
　腎細胞癌はリンパ行性転移をきたすことは稀で、血行
性転移をきたす。最も頻度が高い臓器は肺であり、次に
骨、肝臓の順である。脳、膵臓に転移をきたすことも比
較的多い。転移性腎細胞癌患者の予後は様々であり、6ヶ
月以内に死亡する患者もいるのと対照的に 5年以上生存
する患者も存在する。LDHの上昇、Hbの低下、補正カ
ルシウム値の上昇をきたしている場合は予後不良であ
り、これらの血液マーカーに加え、患者の performance 
status の低下と診断から治療開始まで 1年以内かどうか
の 5つの因子により、低リスク（該当項目が 0）, 中間リ
スク（該当項目が 1-2）,  高リスク（該当項目が 3以上）と、
予後の層別化が可能である。Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center （MSKCC）のリスク因子と呼ばれている。

TKI の理論的根拠
　腎細胞癌に関する基礎研究は、von Hippel Lindau 
（VHL）病の遺伝子解析よって大きな転換点を迎えた。
VHL病は脳・脊髄・網膜の血管芽腫、腎嚢胞そして腎細
胞癌などを生じる遺伝性疾患である。散発性腎細胞癌の
中で最も頻度の高い淡明細胞癌の染色体分析や染色体ヘ
テロ接合性の喪失（LOH）解析から、3番染色体短腕上
に腎細胞癌の発症原因遺伝子が推定された。また、VHL
病家系の遺伝子解析においても 3番染色体短腕上に原因
遺伝子が疑われ、最終的に 1993 年にVHL遺伝子が同定
された。VHL遺伝子は癌抑制遺伝子に分類され、VHL
遺伝子がコードする VHL 蛋白は腫瘍抑制機能を持っ

ている。VHL 蛋白には E3 ユビキチンリガーゼ複合体
としての機能があり、転写因子HIF（hypoxia-inducible 
factor; 低酸素誘導因子）の分解を行っている。低酸素状
態ではHIFαのユビキチン化と分解が抑制され、HIFα 
は核内に移行し様々な遺伝子の転写を促進する。HIF
により転写される遺伝子として、血管新生に関連する 
VEGFや血小板由来成長因子（PDGF）などが明らかに
されている。これらの分子は血管の内皮細胞や周皮細胞
の増殖を促進し、血管の新生・成熟・維持などの作用を
持っている。VHL蛋白が不活性化している状態では、正
常酸素圧状態においてもHIFの分解がされず蓄積される
こととなる。そのため、HIF が VEGF や PDGF などを
恒常的に発現させ、これが細胞の腫瘍化および腫瘍組織
における豊富な血管新生に結びついていると考えられて
いる（図 2）。VHL遺伝子の不活化に関しては、VHL病
患者の家系では生殖細胞変異によって出生時に既に片側
のVHL遺伝子の不活性化が起こっており、その後対立
遺伝子に体細胞変異が起こることで遺伝子機能が完全に
消失することとなる。一方、散発性腎細胞癌（淡明細胞癌）
でもVHL遺伝子の高頻度の変異や不活性化が検出され
るが、こちらは 2回の体細胞変異によって起こると考え
られている。腎細胞癌の血管新生にVEGFや PDGFが
関与していることが明らかとなったことから、腎細胞癌
治療における分子標的治療は主にVHL/HIF/VEGF経路
をターゲットとしたものになった。この経路をターゲッ
トとする分子標的薬の多くがVEGF受容体チロシンキ
ナーゼ阻害剤（VEGFR-TKI）に分類され、腫瘍の血管
新生を抑制することで抗腫瘍効果を有している。

  
  

    

  

      

    

  

  

  

  

  
  

  
  

  

図2

mTOR阻害薬の理論的根拠
　多くのヒト癌細胞においてmTORの活性化によって
癌細胞の増殖、アポトーシスの抑制、血管新生などが亢
進し、腫瘍の増大・転移が促進されていることが明らか
にされている。mTORは細胞質において細胞のシグナ
ル伝達系の中心に存在する約 290kDa の巨大タンパク質
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であり、主に細胞の増殖生存シグナルである PI3K/Akt
経路によって制御されている。アミノ酸センサーである
Rag、　AMPで活性化されるAMPKと関連し、mTOR
の活性化は細胞成長を担う。下流にある S6 キナーゼ 
（S6K） と 4E-BPがタンパク質合成を誘導して細胞増殖や
細胞周期の進展、血管新生などが促進される（図 3）。
　腎細胞癌ではAkt の恒常的活性化例は予後不良因子と
されている。また、PI3K/Akt/mTOR経路の負の制御因
子であるPhosphatase and Tensin Homolog （PTEN）の
欠失や変異の報告は腎細胞癌においては散見される程度
ではあるものの、PTENの発現低下がAkt の活性化に関
与していることが示唆されている。このように腎細胞癌
においては PI3K/Akt/mTOR経路の活性化が明らかに
されており、mTOR阻害薬によって腫瘍細胞を直接抑制
するという分子標的治療は理にかなっている。mTORの
阻害によって転写因子であるHIF の発現と下流にある
VEGFの分泌が減少して血管新生が抑制されることが示
唆されており、mTOR阻害薬には直接の抗腫瘍効果に加
えて血管新生抑制効果があると考えられている。

図3

薬剤のポジショニング
　現在は表に示すような分子標的薬の使用が推奨され
ている。temsirolimus は予後不良と考えられる腎がんの

ファーストラインに、everolimus は TKI 投与後に進行
した患者に対する適応が推奨されている。axitinib もセ
カンドラインでの使用が推奨されている。これらのエビ
デンスの根拠となった第 3相の大規模臨床試験は対象
が temsirolimus の試験を除きすべて淡明型腎細胞癌で
あることは注意を要する。ゆえに乳頭状腎細胞癌や嫌色
素性腎細胞癌などに対する定まった治療は確立されてい 
ない。

臨床での問題点（副作用、バイオマーカー、耐性）
　血管新生阻害薬に共通した高血圧、手足皮膚症候群、
下痢などの副作用、sunitinib における血小板減少、甲状
腺機能低下などへの対応は臨床での大きな課題である。
mTOR阻害薬では口内炎、発疹、高血糖が頻度の高い副
作用であるが、間質性肺炎が最も注意を喚起すべき副作
用である。免疫抑制作用があり、感染症にも注意を要す
る。腎臓に関係する副作用として、血管新生阻害薬での
蛋白尿やmTOR阻害薬での腎機能障害がある。
　多彩な副作用以外にも、治療を予測するバイオマー
カーがないことと耐性が生じることがあげられる。治療
のオプションが増加するにつれ、どの薬をどのタイミン
グで使用するかという、薬剤のポジショニングが話題に
なるだけでなく、治療を予測するバイオマーカーの検索
が課題となる。現在、血管新生阻害薬の効果を予測する
マーカーは治療前には存在しない。ところが、治療後に
高血圧、甲状腺機能低下、手足皮膚症候群などの副作用
の出現が治療効果と相関することが注目されている。
　耐性が出現する機序として、オンコジーンを標的と
する imatinib においては bcr-abl、gefitinib においては
EGF-R 遺伝子に遺伝子変異が生じることが考えられてい
る。しかし、血管新生阻害薬の耐性の機序は不明な点が
多い。遺伝的に安定な血管内皮細胞を標的にしているの
に何故耐性が生じるのかが不明である。何故効果のある
がんと無いがんが存在するのかも良くわかっていない。
がん細胞が血管新生因子を放出することが血管新生の機

表　進行性腎細胞癌薬物治療アルゴリズムの１例

リスク 移転先 1st 2nd 3rd オプション

低リスク
または
中間リスク

肺のみ IFN
IL-2

スニチニブ
ソラフェニブ
アキシチニブ

エベロリムス IFN+
ソラフェニブ

肺外あり スニチニブ エベロリムス
アキシチニブ

ソラフェニブ

ソラフェニブ
（1st）

テムシロリムス
（2nd）

アキシチニブ
（TKI 後）

高リスク テムシロリムス
スニチニブ

スニチニブ
エベロリムス

ソラフェニブ
アキシチニブ
（TKI 後）
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序であるので、VEGFによる血管新生の系への比重が高
いがんには効果があり、VEGFへの依存性が低いがんに
は効果が弱いことが予測される。耐性の機序のひとつと
して、VEGF 以外の血管新生の系へ移行することが考
えられている。FGF （fibroblast growth factor）、PDGF 
（platelet derived growth factor）、angiopoietin-2 などが 
耐性を惹起する血管新生因子として注目されている。
TKI に抵抗性あるいはmTOR阻害薬に抵抗性になった
症例に対してFGFレセプターを標的とした dovitinib の
第 3相試験が現在進行中である。

終わりに
　分子標的薬は確かにこれまで治療が困難であった腎細
胞癌患者に対して恩恵をもたらし、生存期間の延長に寄
与しているが、根治が期待できる理想的な薬とは言えな
い。個々の患者に対して最適の治療を提供するには、至
適投与量を決め、副作用をしっかりマネジメントし、効
果が得られなくなった時の対応を考えておかなければな
らない。腎細胞癌に対する治療の現状を理解することは
他の固形癌治療における分子標的薬の今後の方向性につ
いても示唆を与えるものと考える。


