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はじめに
　肺がんにおいては、いかなる病期でも薬物療法すなわ
ち化学療法が重要な役割を担っている。一方で、肺がん
の化学療法には多くのレジメンが存在し、どれを選択す
るかが、治療の結果を大きく左右することになる。肺が
ん診療ガイドラインの変更点などを踏まえて、肺がんの
標準的薬物療法について概説する。

Ⅰ．肺がんの治療体系
　肺がんの治療方針および治療レジメンを決定する上で
最も重要な因子は、組織型と病期である。肺がんの組織
型は、その抗がん剤治療すなわち化学療法の感受性の違
いから小細胞肺がん（small cell lung cancer: SCLC）と
非小細胞肺がん（non-small cell lung cancer: NSCLC、腺
がん・扁平上皮がんなど）に分類される。加えて、最近
では、適応薬剤の違いから後者をさらに扁平上皮がんと

非扁平上皮がんに分ける。病期については、他のがん腫
と同様に国際対がん連合（UICC）で作成されたTNM
分類に基づいて IA～ IV期に分けられている。ただし、
SCLCでは病状の進行と治療戦略の観点から、後述する
ように限局型（LD）と進展型（ED）に分類されること
が多い。
　肺がんは、IA期であってもその一部ではすでに微小転
移を有していることが知られており、さらに病期が進行
するとともに遠隔他臓器転移が認められるに至る。した
がって、肺がん治療の要は、一部の病期を除いて薬物療
法＝分子標的薬を含む化学療法であり、それらの効果な
しには治療効果の改善、進歩は語れない。実際、比較的
早期の完全切除された IB～ IIIA期の肺がんにおいても、
術後補助化学療法により生存率の上乗せ効果が報告され
ている。
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表１　肺癌の病期分類と治療指針
非小細胞肺癌 小細胞肺癌

病期 標準的治療 分類 標準的治療

IA 手術 早期限局型 手術 化学療法

IB 手術→化学療法

IIA 手術→化学療法 限局型（LD） 化学療法＋放射線療法

IIB 手術→化学療法

IIIA 手術→化学療法

（化学（＋放射線））→手術）

化学療法＋放射線療法

IIIB 化学療法＋放射線療法

IV 化学療法 進展型（ED） 化学療法
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Ⅱ．肺がんの化学療法の概説
　肺がん治療の中で、化学療法が科学的にその有用性が
証明された唯一の全身的治療である。転移が認められる
症例においては、基本的にこの治療方法のみである。そ
の治療効果は限定的でこの治療のみで治癒する症例は皆
無に等しい。一方で、全身的な副作用が高頻度に起こる。
IV期肺がんでは、抗がん剤の効果とその毒性のバランス
で治療レジメンを決め、「元気で長生き」が治療目標であ
る。したがって、薬剤選択においては、抗腫瘍効果があっ
て自覚症状が改善でき、かつ長期に効果が持続してQOL
維持が可能な薬剤に priority がある。また、効果が同じ
であれば、副作用、治療形態（外来通院可能か否か）、コ
ストなどを加味してインフォームド・コンセントをとる。 
　現在肺がんで使われている主な抗がん剤を表２にまと
めた。抗がん剤は、従来からある殺細胞性抗がん剤と分
子標的薬に 2分される。
　1990 年代以前に承認された抗がん剤で治療を行った場
合の非小細胞肺がん IV期の生存期間中央値（MST）は
8～ 10 カ月、ED期のMSTは 7～ 12 カ月であり、進行
肺がんは一般的に予後不良である。しかし、最近では治
療レジメンの多様化が進み、またNSCLCを組織型もし
くは遺伝子異常の有無によって分けることで、治療選択
肢は大きくひろがった。また、制吐剤など支持療法の改

善により、1st line の治療コンプライアンスがあがると
ともに全身状態（PS）を良好に保てることで、2nd line
あるいは 3rd line 以上の治療が積極的に行われるように
なってきた。加えて、ペメトレキセドなど毒性が比較的
軽度で長期投与が可能な薬剤による維持療法が標準治療
レジメンの枠組みに入ってきた。また、近年は、上皮成
長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬（EGFR-TKI）で
あるゲフィチニブやエルロチニブ、血管新生（VEGF）
阻害剤のベバシズマブ、ALK融合遺伝子阻害剤であるク
リゾチニブなどの分子標的治療薬の出現により、組織型、
病態によっては、以前に比べ、長期生存例もみられるよ
うになった（図１）。
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表２－１．非小細胞肺がんに用いられる主な抗がん剤［一般名（略号）］

化学療法（プラチナ製剤）
シスプラチン（CDDP）
カルボプラチン（CBDCA）
ネダプラチン（254S）

併用される化学療法

イリノテカン（CPT-11）
パクリタキセル（PAC、TXL）
ナブパクリタキセル（nab-PAC）
ドセタキセル（DOC、TXT）
ビノレルビン（VNR）
ゲムシタビン（GEM）
マイトマイシンC（MMC）
ビンデシン（VDS）
アムルビシン（AMR）
テガフール・ウラシル配合剤（UFT）
フルオロウラシル（5-FU）
テガフール・ギメラシル・オテラシルカルシウム（TS-1）
ペメトレキセドナトリウム水和物（PEM）

分子標的治療薬
ゲフィチニブ
エルロチニブ
ベバシズマブ
クリゾチニブ 

表２－２．小細胞肺がんに用いられる主な抗がん剤［一般名（略号）］

化学療法（プラチナ製剤） シスプラチン（CDDP） 
カルボプラチン（CBDCA）

併用される化学療法

イリノテカン（CPT-11）
エトポシド（ETP、VP-16）
シクロホスファミド（CPA、CPM）
ドキソルビシン（DXR、ADR）
ビンクリスチン（VCR）
ノギテカン
アムルビシン（AMR）
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Ⅲ．本邦の肺がん治療の特徴
　本邦で化学療法を受ける治療対象集団のうち、75歳以
上の症例が半数近くを占め、欧米に比し明らかに高齢の
患者を治療対象としている。実際、2013 年度版の肺癌診
療ガイドラインでは、2010 年度版で「70 歳以上」とし
ていた高齢者の定義が「75歳以上」に変更された。また、
肺腺癌のEGFR遺伝子変異の頻度は欧米人の 15％に対し
て日本を含む東アジアのそれは 50％に及ぶことから、肺
腺癌の治療方針決定において、EGFR遺伝子変異の測定
は欧米以上に肝要であると言える（図２）。さらに、5FU
製剤などでは、その代謝の違いから欧米とは明らかに推
奨用量が異なることもあり注意を要する。

Ⅳ． 本邦の肺癌診療ガイドラインと他のガイドラ
インとの違い

　上述のような背景に基づいて、本邦のガイドラインは、
高齢者あるいはEGFR遺伝子変異陽性患者に対する推奨

治療を日本で実施された臨床第 III 相試験の結果に基づ
いて策定された。また、本邦のガイドラインは、NCCN
ガイドラインのようにエビデンスレベルの低いものから
高いものを網羅的に紹介する形ではなく、前年の 6月 30
日までに論文報告された主に臨床第Ⅲ相試験の結果な
らびに米国臨床腫瘍学会（ASCO）と欧州臨床腫瘍学会
（ESMO）での学会報告を吟味し、保険承認状況など実地
臨床を加味して作成している。したがって、必ずしも欧
米の推奨グレードと一致していない。
　なお、ガイドラインはあくまでも「判断の指針」であり、
絶対的なものではない。エビデンスのもとになっている
臨床試験（データ）の多くは、healthy patients を対象に
したものであり、実臨床においては目の前の患者さんと
の相違を考慮すべきである。また、ガイドラインに載っ
た段階で、そのデータはすでに過去のものであり、常に
治療が進歩していることを忘れてはならない。

おわりに
　薬物療法の新たな担い手として、抗体薬やペプチドワ
クチンなどを用いた免疫療法の開発が進みつつあり、難
治癌のひとつと言われる肺がんにおいて、さらなる生存
期間の延長の可能性がある。一方、現在の抗がん剤は基
本的に「毒」であり、その治療はややもすると治療関連
死をまねくリスクをともなう。したがって、化学療法を
やるかやらないかは、最終的には患者さん自身の判断で
あるべきであり、医療側はできるだけ分かりやすい説明
のもとに患者さんの同意を得て治療を行う態度が肝要で
ある。
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表３：非小細胞肺癌に対する初回治療のガイドライン比較（日本・ASCO・ESMO・NCCN）

日本 ASCO ESMO NCCN

Update 2013 2011 2010 Consensus  
conference 2012

Divergence Histology 
> mutation - - Histology 

> mutation

EGFR mutation
EGFR-TKI

(PS 3,4 & Elderly : 
Gef)

Gefitinib EGFT-TKI Erlotinib

ALK translocation Crizotinib - - Crizotinib

Cis or Carbo Cis Carbo Cis =Carbo Cis Cis =Carbo

Maintenance Non-SQ (C1)
SQ (C2) Switch Switch is option Continuous (1) 

Switch (2A)

Elderly Single > platinum
Should not be 
selected by age 

alone
Fit; platinum
Unfit; single Single, platinum

PS 2 Single > platinum Single Single / Platinum

Gef: Gefitinib, Cis: Cisplatin, Carbo: Carboplatin, SQ: squamous cell carcinoma


