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悪性骨・軟部腫瘍とは、その頻度
　骨軟部腫瘍は、中胚葉系細胞から発生した腫瘍の総称
で、未分化間葉系細胞から、骨、軟骨、脂肪、筋肉細胞
へと分化する。体の位置情報、組織発生を決定する遺伝
子ホメオティック遺伝子（shh、ihh）は、転写因子を産生し、
細胞分化が始まる。誘導された前駆骨芽細胞は、BMP、
Cdfa1 などの転写因子が共同で、骨芽細胞、骨細胞へと
分化する。
　脂肪、軟骨、筋肉細胞分化の遺伝子も解明され、未分
化中胚葉系細胞由来の組織群を形成している。分化上の
特異的な蛋白質は、免疫組織学的に染色され、組織亜型
が診断に利用されています。脂肪肉腫の中に、壊死や変
性に伴い腫瘍性骨が形成されることもあり、間葉系組織
の相互関連を想像させる。
　悪性骨・軟部腫瘍は、間葉系細胞由来の腫瘍と定義さ
れ、リンパ系造血、神経細胞、臓器内支持細胞を除いて
いる。発がん関連の融合遺伝子や遺伝子異常、多段階遺
伝子異常が解明され、多くの腫瘍細胞内外や細胞間の基
質内に特異蛋白が同定されている。古くから、多様な組
織学的像を呈し、細かい組織学的分類が行われて来まし
たが、分子生物学の進歩で組織亜型と遺伝子異常が一対
一の対応を示す腫瘍群であることが示されている。
　日本整形外科学会は、骨腫瘍や軟部腫瘍の全国登録に
よると、原発骨腫瘍は 18 種類、軟部腫瘍では 54 種類に
分類され、2010 年には、原発骨腫瘍では、骨肉腫、軟骨
肉腫、ユーイング肉腫の順に多く発生するが、最も多い
骨腫瘍はがんの骨転移です。軟部肉腫（悪性軟部腫瘍）は、
脂肪肉腫、悪性線維性組織球腫（MFH）、線維肉腫、平
滑筋肉腫、横紋筋肉腫の発生頻度でした。希少がんであ
り、全悪性腫瘍の骨腫瘍が 0.2％、軟部腫瘍 0.7-1％と非
常にまれな腫瘍である。
　希少がんですが、病理や基礎研究では古くから注目さ
れてきた。融合遺伝子や遺伝子異常が解明され、細胞内
外の発生関連の蛋白質が免疫組織学的に染色され、骨軟
部腫瘍の組織亜型決定に役立っている。例えば、脂肪肉

腫は、大きく 4つの分類がされ、高分化脂肪肉腫はリン
グ染色体を形成し、脱分化脂肪肉腫は、細胞分裂やアポ
トシスに関与する因子MDM2、CDK4が強発現し、粘液
型円形細胞脂肪肉腫は、融合遺伝子を持つ。未分化脂肪
肉腫は、まだ解明されていない。

標準治療
　この 10 年間、骨軟部腫瘍の標準治療の整備が進んだ。
前向き臨床研究も行われ、高画質MRI 画像を基盤多施
設登録切除縁評価研究が継続され、放射線治療分野では、
補助放射線療法も小線源治療技術、3D線量分布計画、
IMRTなど精密照射技術の導入が加速され、陽子線、炭
素イオン線の粒子線治療の第 2相試験では、局所進行症
例が多い骨軟部腫瘍で大きな恩恵が得られた。2004 年以
降、JCOG臨床試験グループ、小児がん臨床研究グルー
プの集学的治療や薬物療法に関する多施設臨床研究が実
施され、日本発のエビデンスを発信している。

悪性軟部腫瘍
　35年前は、進行症例も多く、切断、離断術が実施され
ていた。機能温存のために切除範囲の縮小が模索され、
本邦では、切除標本を観察した切除縁評価による広範切
除体系（川口ら、日本整形外科学会骨腫瘍取扱い規約）
で局所治療が行われている。一方、欧米では、一塊切除
と補助放射線治療体系が考案され、世界のスタンダード
ですが、現在のところ、欧米と本邦の局所制御率の差は
なく、MRI 画像や組織亜型、腫瘍の浸潤性を考慮し、切
除縁縮小と温存機能の向上の工夫し、患肢温存率は約
90％である。
　進行再発例に対する薬物療法は、リスクベネフィット
のバランスからDOX単剤がスタンダードで、成人・若
年者では奏功性も高いDOX・IFM併用療法が進行再発、
補助化学療法（JCOG0403）の標準レジメンとして実施
されることが多い。
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悪性骨腫瘍
　骨肉腫、ユーイング肉腫では切除手術、術前化学療法
の成績が安定し、術前化学療法中に病状が増悪し切断さ
れる例はほとんどなくなった。再建方法も色々開発され、
荷重肢機能ばかりでなく、著効した比較的小さい病変例
では、スポーツ実施可能な関節、筋肉を温存した再建が
可能となった。
　若年者の骨肉腫では、メソトレキセート大量療法、シ
スプラチン、アドリアシンの併用療法では、著効群（病
理 90％壊死率）40％、著効群 10 年生存 85％、限局例で
65-70％の 10 年生存率が達成されている。無効例に大量
IFO療法を追加したNECO93j，95 プロトコールの 10 年
生存率 75％で世界最高の成績である。30 歳未満ユーイ
ング肉腫例では、小児科整形外科、放射線治療科が集学
的治療を行い、JESS04 での 3年無増悪、生存率 70％を
超えました。現在の骨肉腫、ユーイング肉腫に対するテー
マは、耐性・進行・再発例の克服と生存者の二次がん発
生を抑制し、長期QOL確保も配慮されている。

新規薬物療法の開発状況
　小児がんを中心に開発研究されてきた経緯から、ほと
んど薬剤療法は入院治療が必要で、毒性のため、高齢者
では治療QOLが低く、BSC に比較してDOX単独以上
に優れた薬物療法はなく、DOXや IFM耐性後のセカン
ドラインは確定していません。再発、耐性症例の薬物療
法の開発の遅れは、希少がんへの関心がなく、迅速な第
3相試験が行いにくいことが原因です。一方、海外の臨
床試験グループでは、いくつかの薬物に関する開発が継
続されてきたが、希少がんの世界では高いエビデンスが
構築されず、日本の承認も遅れてした。しかし、日本で
も国際共同臨床研究に参加したパゾパニブが承認され、
新しい時代に入りました。

1）耐性再発ユーイング肉腫に対する薬剤開発研究
　トポテカン、イリノテカン、テモゾロマイドなどの併
用療法が開発され、国内の小児科グループで医師主導試
験の形で追試が行われている。最近、ユーイング肉腫に
対する抗 IGF－ R1 抗体 4剤の治験薬に関する第 2相試
験が行われ、約 10％奏効率でした。やや期待外れでした
が、ｍTOR阻害剤の併用が実施され、抗 IGF-R 抗体抵
抗性の奏効例が観察され奏効率も 20％と向上した。

2）悪性軟部腫瘍
　ジェムザール・タキソテール（GEM/DOC、未承認）
併用療法が、子宮原発平滑筋肉腫に奏功することを契機
に治療開発が進められた。軟部腫瘍全般、特に平滑筋肉
腫、脂肪肉腫や、再発進行骨肉腫例の奏功が確認された。

DOXに次ぐ、セカンドラインの一つとして考えられて
いる。初回選択薬、補助化学療法としての有用性を検証
することが必要である。
　昨年DOX耐性、軟部腫瘍に対してパゾパニブが、こ
の分野で初めての分子標的薬として承認された。パゾパ
ニブは、多活性キナーゼ阻害作用を示す抗VEGF阻害剤
で、約 400 例症例で国際共同治験が実施され、12週目の
無増悪率が 50％を超え、プラセーボ群に比較して、有意
差を持って、無増悪期間を 3か月延長させた。全生存延
長は認めないものの、薬剤が少ない悪性軟部腫瘍の背景
を考慮されFDA、EMAとともにヴォトリエント ®とし
て承認され、昨年 11 月から国内でも使用可能となりま
した。
　トラベクテジンやエリブリンの海綿体抽出物が、国内
の臨床試験が実施中です。mTOR阻害剤は、3週間の無
増悪期間の延長しか見られず、未承認となりましたが、
硬化性結節症の特異的作用が観察され、ユーイング肉腫
や神経原性肉腫でmTORを経由したシグナル伝達経路
が存在していることから、今後も注視する必要がある。

3）進行巨細胞腫
　抗RANKL抗体デノスマブ（ランマーク ®）は、骨転移、
骨粗鬆症の治療薬と承認されています。仙骨、脊椎、骨
盤発生の難治性巨細胞腫を対象とした臨床試験が終了し
ました。海外の臨床研究結果と国内の結果から、緩和的
塞栓術や放射線治療しか方法のない進行巨細胞腫に初め
ての治療薬として期待されている。

4）その他
　血管肉腫では、抗VEGF抗体、阻害剤スーニチブやア
バスチンなどの薬剤が試みられ、既存の抗がん剤が全く
無効な悪性骨・軟部腫瘍も多く、胞巣状軟部腫瘍にスー
テント®が散発的に使用され、海外では抗VEGF剤の第
2相試験が実施されている。
　炎症性筋線維芽腫瘍や神経芽腫でALK融合遺伝子が
観察され、クリゾ二ブが注目され、進行脊索腫に対する
抗EGFR阻害剤の奏功例が報告され始めている。今後の
骨軟部腫瘍などの希少がんに関する基礎研究の情報に基
づいて、がん種を超えて同じ作用機序を持つ悪性腫瘍を
集積する前期開発手法や、関連診療科の共同研究が不可
欠な時代の到来が予想されます。
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