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　ヒトゲノムの解析方法が飛躍的に進歩した結果、肺癌
には平均で 100 ～ 200 個のアミノ酸変化を伴う体細胞変
異が存在することが明らかにされている。しかし、がん
細胞の増殖や生存は小数のいわゆるドライバー遺伝子変
異に依存しており（oncogene addiction）、大部分は無害
なパッセンジャー変異である。ドライバー遺伝子機能を
阻害をすることで、がん細胞死が誘導され、上皮成長因
子受容体（EGFR）や未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）
の分子標的治療の理論的根拠となっている。

EGFR遺伝子変異
　EGFR遺伝子変異を有する肺がんに対する、EGFR特
異的チロシンキナーゼ阻害剤（TKI）であるゲフィチニブ、
あるいはエルロチニブ治療である。In vitro での EGFR
変異のある肺がん細胞株の 50%増殖阻害濃度（IC50）は
数～数十 nM程度で野生型に比べて数百～千倍程度感受

性が高い。EGFR遺伝子変異ある肺がんに対するEGFR-
TKI の治療については多少のばらつきはあるが奏効率
は 60-70% , 無増悪生存期間（PFS）は 10 ～ 12 ヶ月程度
であり、プラチナ二剤による 6か月程度の PFS に比し
て有意に長い（表 1）。全生存期間は 2年を超しており、
化学療法同士の臨床試験における 1年程度から考える
と、倍増しているが両群間に差はない。これは化学療法
群に割り付けられた患者群が高率に病勢進行後にEGFR-
TKI を服用するため（cross-over）と考えられる。しか
し、EGFR 遺伝子変異を有する肺がんも一様に EGFR-
TKI が奏効するわけではない。この不均一性の原因につ
いては、EGFR 遺伝子変異そのもの種類（エクソン 19
欠失 L858R>G719X>>>…抵抗性エクソン 20 挿入変異、
T790M 変異の順に感受性が高い）,  FAS, BIM, CRKL, 
NFkBといった分子の発現の影響などが報告されている。
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表 1　EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌における EGFR-TKI と化学療法を比較を行った第 III 相試験のまとめ *

試験名 患者選択 EGFR-TKI 化学療法 患者数
無増悪生存期間 全生存期間

TKI 化学療法 ハザード比
(95％信頼区間） TKI 化学療法

臨床背景で選択した患者の臨床試験におけるサブセット解析

IPASS アジア、軽ｰ非喫煙、腺癌 ゲフィチニブ パクリタキセル
カルボプラチン 261 9.5 6.3 0.48

 (0.36 - 0.64) 21.6 21.9

First SIGNAL 韓国、非喫煙、腺癌 ゲフィチニブ ジェムシタビン
シスプラチン 42 8.0 6.3 0.544

(0.269-1.100) 27.2 25.6

EGFR変異で選択した患者の第 III 相試験

NEJ002 日本 ゲフィチニブ パクリタキセル
カルボプラチン 228 10.8 5.4 0.32

 (0.24-0.44) 27.7 26.6

WJTOG3405 日本 ゲフィチニブ ドセタキセル
シスプラチン 172 9.6 6.6 0.52

 (0.38-0.72) 35.5 38.8

OPTIMAL 中国 エルロチニブ ジェムシタビン
カルボプラチン 154 13.7 4.6 0.16

 (0.10-0.26) 22.7 28.9

EURTAC 欧州 エルロチニブ プラチナ二剤 ** 173 9.7 5.2 0.3
7(0.25-0.54) 19.3 19.5

Lux-Lung 3 欧米 26%
アジア 72% アファチニブ ペメトレキセド

シスプラチン 345 11.1 6.9 0.58
(0.43-0.78) N/A N/A

Lux-Lung 6 中国、韓国、タイ アファチニブ ジェムシタビン
シスプラチン 364 11.0 5.6 0.28

0.20-0.39 N/A N/A

＊ 2012年 12月時点までに雑誌発表よりでのアップデートされたデータが公表された場合はそちらの数値を載せた
** シスプラチンまたはカルボプラチン +ドセタキセルまたはジェムシタビン
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ALK遺伝子転座
　ALK遺伝子の活性化は二量化ドメインを有するタンパ
クであるEML4との第二染色体短腕内の転座による融合
によることが多い。ALK転座は肺腺がんの 5-8%程度に
認められ、若年者（平均でそれ以外の肺がんより 10 才
程度若く 50才前半）、非喫煙者、独特の組織型（腺房型、
篩状構造、印環細胞がんとの関連）などの臨床病理学的
特徴が知られている。ALKの阻害剤であるクリゾチニ
ブの効果はEGFR阻害剤の効果とほぼ同等である。ALK
肺癌におけるクリゾチニブのセカンドラインでの第 III
相試験（PROFILE1007）においてクリゾチニブ群のPFS
は 7.7 ヶ月で化学療法群の 3.0 ヶ月に対して有意に勝って
いた（ハザード比 0.49）。
 

新規の肺がんのドライバー遺伝子
　その他に、肺腺がんにおいては BRAF、HER2 変異、
ROS1、RET転座、MET遺伝子増幅などがドライバー 
遺伝子変異と考えられており（表 2）、それぞれの特異的
阻害剤による治療が開発されている。これらの変異の頻
度はきわめて少なく、効率的なスクリーニング法の開発
が問題となっている。
　また、腺がんのみならず、肺扁平上皮がんにおいても
DDR2やFGFR1といった分子標的が見いだされつつある。

獲得耐性
　残念ながら初期に劇的に奏効していても通常一年以内
に耐性を獲得して病勢が進行する。この機序としては 1）
も標的遺伝子の二次変異によるもの、2）別の遺伝子が
活性化され、阻害された経路をバイパスしているような
ものに大別できる。
　1）は EGFR 遺伝子のT790M ALK 遺伝子の L1196M
などがそれにあたる。この変異によって阻害剤の結合が
できなくなる（ゲートキーパー変異）。EGFRではこれ以
外の変異はまれであるが、ALKはこの他にも多数の耐性
にかかわる二次変異が報告されており、異なったTKI に
異なった感受性を示すことが明らかになりつつある。
　2）の例としてはEGFRの場合はMET増幅、ALKの
場合はEGFR, KRAS, -cKIT の活性化などが報告されて
いる。
　獲得耐性の克服は治療効果の改善に必須であるが、耐
性機序に対応した二の矢を放ってもがんは必ず次の耐性
機序を用意してくるので薬物療法による固形がんの治癒
は決して容易なことではない。

おわりに
　oncogene addiction の概念とその肺がん治療における
応用について概説した。

表 2　肺腺癌における oncogene addiction と分子標的治療
遺伝子 活性化機序 頻度 (腺癌中 ) 臨床的特徴 組織学的特徴 阻害剤

EGFR
欠失変異 (エクソン 19)、 
点突然変異 (エクソン 21)

など、増幅
~40-50% アジア人、非喫煙者、

女性、
粘液非産生性、
置換性増殖

ゲフィチニブ *、エルロチニブ *、
アファチニブ , ダコミチニブ

HER2 挿入変異 (エクソン 20) 3% アジア人、非喫煙者、
女性、

粘液非産生性、
置換性増殖

トラスツズマブ、アファチニブ , 
ダコミチニブ

MET 増幅 <5% クリゾチニブ等

ALK 転座（EML4, KIF5B) 5-7% 非喫煙者、若年者 篩状構造、印環
細胞、腺房型 クリゾチニブ *等

ROS1
転座（TPM3-, SDC4-, 
SLC34A2-, CD74-, 
EZR-, LRIG3-)

~1% 非喫煙者 ー クリゾチニブ等

RET 転座 (KIF5B, CDC6) ~1% 非喫煙者 ー ソラフェニブ、スニチニブ、
バンデタニブ等

BRAF 突然変異 (non-V600E) ~2% 喫煙者
突然変異 (V600E) ~3% 女性 micropapillary デブラフェニブ

*わが国での保険承認


