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胆道がんでの新しい目標をめざして
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この活動では、
胃腸腫瘍の専門家が胆道がん
（BTC）
で現在満
たされていないニーズと、
BTCにおける遺伝学および微小環境
の理解がどのように新しい治療薬の開発の原動力になっている
かについて討論いたします。
Do-Youn Oh 教授は、
BTC患者のアンメットニーズと現在の治療
アルゴリズムの概要について論じます。
また、
患者の転帰を向上
できる可能性のある将来の治療法の可能性についても考察し
ていただきます。

Juan Valle 教授は、
現在の遺伝子学の背景と胆道がんにおい
て効果が期待できる遺伝子変化の特徴について概説します。
ま
た、
この知識がどのように創薬に生かされるかについても考察
します。
Dr Rachna Shroff は、
BTCの新しい、
および開発中の分子標的
治療薬と免疫療法について討議します。
また、
新薬が診療にも
たらす影響についても考察していただきます。

学習目標

touchEXPERT OPINIONSを視聴すると、以下が可能
となります：
•
•
•

胆道がん患者の満たされていない治療のニーズ
について説明できる

胆道がんにおける腫瘍の遺伝学的特徴と微細環
境を説明できる

胆道がんの新規および開発中の治療薬を裏付け
るデータについて説明できる

議論されるトピック：
•

胆道がんの現在の臨床上の展望

•

新規承認約による新たな希望

•

www.touchoncology.com/cme-education/

遺伝子変化および腫瘍の微細環境がどのように
新規治療薬の開発の駆動力となっているのか
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胆道がんの現在の臨床上の展望
Do-Youn Oh 教授

皆様こんにちは。
私はDu-Youn Ohです。
Seoul University
National Hospitalの腫瘍専門医です。
私の専門は、胃、膵臓
および胆道がんと第I相試験です。

れも予後に影響を与える可能性があります。進行胆管がん
の患者、特に細胞傷害性の化学療法の3ヵ月の治療選択肢を
決定する場合、私たちは原発巣またはその活性細胞傷害性
薬剤の作用を考えないかもしれません。
しかし、分子標的薬
の場合で現在臨床開発中のものの場合には、患者のために
胆道がんの原発巣を考慮する必要があります。

胆道がんが現在世界中に与えている影響は何で
すか？
特に胆道がんは、
すべての固形がんの中でその割合は比較
的低く少ないとされます。
グローバルな見地から胆道がんの
発症率には、世界で比較的高い発症率を示す3つのホットス
ポットがあります。
それは、韓国、中国南部およびタイです。例
えば、韓国では胆道がんの発症率は、人口10万人あたり10
～12人です。一般に欧米諸国では、胆道がんの発症率は、人
口10万人あたり約1～2人です。特にタイでは、胆道がんの病
因は地域にわたって異なり、胆道がんの大多数の病因は、肝
吸虫に関連します。
しかし、
タイなど非常に限定的な地域を
除外してその他の地域の病因としてはこれはとても少数、
つ
まり肝吸虫関連ではないということになります。

胆道がんの異質性とそれが治療の決定に与える影
響は何ですか？
原発巣で見ると、胆道がんは肝内 胆管がん、肝外 胆管が
ん、胆嚢がんおよびファーター膨大部がんが含まれます。現
在の症状および各ステージ分類は、原発巣に応じて少し異
なります。
さらに、
このサブタイプの分子の特徴も異なり、従
って遺伝子変異パターンも原発巣に応じて異なります。例え
ば、IDH1変異またはFGFR2融合または転移はより多く肝内
胆管がんに認められます。反対に、HER-2増殖または過剰発
現は胆のうがんなどにより一般的に認められます。従って、
こ
れらの原発巣に基づく分子の特徴が、胆道がんの各サブタイ
プの予後の差に影響を与える可能性があります。
しかし、前
述のように、症状のステージ分類も原発巣に応じて異なり、
こ
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現在の胆道がんの治療アルゴリズムは何ですか？
進行胆道がんのファースト-ラインの治療では、患者の奏効
が十分に良好であればゲムシタビンおよびシスプラチンの
併用療法が世界中で行われている。
このファースト-ラインの
ゲムシタビンとシスプラチンの治療後の進行では、患者の奏
効状況が良好に維持できれば、5-FU-ベースのレジメンが通
常使用される。進行胆道がんのセカンドラインにおける最良
の支持療法と比較して、両方のFOLFOX レジメンの利点を
示したABC-06試験に基づき、FOLFOXレジメンは現在標準
治療の１つとなっています。
しかし、
この条件における１つの
標準治療はなく、従って5-FU-ベースのレジメンが一般に使
用されています。
この5-FU-ベースのセカンドライン治療後
に、がんの進行に対して治療に標準治療のレジメンを選択
することはありません。最近の研究では、
この条件における
分子標的薬の使用は非常に期待できる結果が得られていま
す。
そのひとつは、変異IDH1を標的とするものです。
イボシデ
ニブ (AG-120) の第II相試験では、IDH1変異を伴う進行胆
道がんを対象とするセカンドまたはサードライン治療におい
て、
プラセボと比較した無憎悪生存期間に向上が見られてい
る。FGFR2融合および転移の場合には、複数のFGFR阻害剤
が、
これらの治療歴のある胆道がんの患者を対象とする単剤
療法において非常に期待できる有効性を示しています。臓器
横断的治療法から、高頻度MSIは、胆道がんを含むすべての
固形がんにおけるバイオマーカーになっています。2番目の
臓器横断的治療法は、胆道がんを含めて多くの固形がんに
おいてNTRK 融合の頻度は非常に低いものの、NTRK 融合
を標的にするものです。患者がNTRK融合を有する場合、
ラ
ロトレクチニブまたはエントレクチニブなどのNTRK 阻害剤
は、非常に良好な応答を示しており、その応答の持続性は非
常に良好です。従って、胆道がんでは患者への治療の選択に
おいて間違いなく高い優先度をもってNTRK 融合の状況を
調査すべきです。
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遺伝子変化および腫瘍の微細環境がどのように新
規治療薬の開発の駆動力となっているのか
Juan Valle 教授
こんにちは、私はジュアン・バレです。
英国マンチェスター大学
の内科的腫瘍学教授およびマンチェスターにあるクリスティー
病院の名誉顧問をしています。

胆道がんの新薬開発の展望は何ですか？
現在、胆道がん分野における多くの興味深い臨床試験が進
行中です。分子標的分野ではHER2増殖または過剰発現が
標的薬の候補であり、BRAF変異もまた非常に興味深い標的
です。
これらの標的治療以外でも、免疫療法分野では薬の開
発が非常に活発に進行中です。PD-1阻害剤単剤療法または
PD-L1阻害剤単剤療法は、胆道がんでは全体的に控えめな
効果が報告されています。患者の中には、PD-1阻害剤単剤
療法またはPD-L1阻害剤単剤療法が非常に良好な応答を
示す人もいますが、免疫療法に非常に優れた反応を示す高
いMSIを除き、バイオマーカーは胆道がんにおいては未だ調
査中です。現在、免疫療法分野の薬の開発戦略は、異なる作
用機序の薬剤を併用する方法です。例えば、免疫療法と細胞
傷害性化学療法の併用、あるいは免疫療法同士の併用など
があります。例えば、胆道がんのファーストライン治療では、
チェックポイント阻害剤とゲムシタビンやシスプラチンなど
の標準的な細胞傷害性化学療法レジメンとの組み合わせの
併用療法が、第III相試験を受けています。
これは、細胞傷害
性化学療法のみと比較して、生存結果を向上させるようデザ
インされています。細胞傷害性レジメンの場合、ゲムシタビン
とシスプラチン、そしてTS-1をファーストライン選択肢とする
併用療法や、ゲムシタビン、シスプラチン、そしてナブパクリタ
キセルの併用療法などより多くの併用療法が試験中です。近
い将来、胆道がん分野における新薬開発において多くの成
功が報告されるだろうと期待しています。

胆道がんは、
さまざまな臨床的特性と分子的特性
をもつがんのグループです。
この異質性はこれらの
がんの分類にどのように影響を与えますか？
我々は、胆管癌と呼ばれる胆管そのものから発生する癌を
含む様々なものを胆道癌と表現します。肝内胆管、肺門部、
末梢胆管、胆嚢、
ファーター膨大部の癌などがそれにあたり
ます。
これらの癌は、疫学、
リスク要因、臨床管理がそれぞれ
とても異なります。
また、外科処置がこれらすべての癌の治
療の土台である一方、特に進行した疾患における治療の選
択に分子多様性が影響を与えることに関する理解が深まり
つつあります。

確認されている胆道がんで最も一般的な遺伝子サ
ブグループは何ですか？
現在、胆道癌の分子プロファイリングに注目した研究が多数
なされており、実際、通常の解剖学的分類を超える、多くの非
常に離散的なサブグループがあることがわかってきています。
もっとも興味深いことのひとつに、IDH1変異体およびFGFR2
融合または再配列を持つサブグループがありますが、例えば
BRAF変異体やNTRK、HER2や高MSIを持つ患者など、
より小
さい他のグループでも潜在的治療法があります。
これらのグル
ープでは、先ほど述べた解剖学的分類を超えることがしばし
ばあります。
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タビン化学療法をファーストライン療法に設定して、
これを
FGFR2融合または再配列の胆道癌患者での主要治療とすべ
きかを検討する３つの第3相試験が行われています。

胆道がんにおいてIDH1を標的にすることの役割は
何ですか？
IDH1すなわちイソクエン酸脱水素酵素1変異体は機能獲得
型変異につながり、その結果、胆管癌を進行させると考えら
れている癌代謝体である2-ヒドロキシグルタル酸が蓄積しま
す。IDH1変異体をターゲットとしたイボシデニブで73人の胆
管癌患者を対象に行われた第１相試験の結果は有望なもの
でした。
それをふまえ、以前の化学療法に失敗した185人の
患者が参加した第3相試験は、イボシデニブとプラセボ群が
2対1でランダムに振り分けられ、一次エンドポイントの改善
を示しました。無進行生存率のハザード比は0.37で、全体生
存期間の中央値が1.4ヶ月から2.7ヶ月へと若干の改善が見
られました。

他のどんな標的をがん腫横断薬は利用できるでしょ
うか？
我々はすでに、MSI、
マイクロサテライト不安定性、高腫瘍な
どで、免疫療法を考えるような患者の期待に応えることので
きる腫瘍に依存しない因子に関するいくつかのエビデンス
を持っており、
これは検討の価値があるはずです。NTRKの
融合は1%以下と非常に稀であるにもかかわらず、NTRK標
的因子での治療が有益だということを我々は知っています
し、BRAFも標的とすることができるというエビデンスも明ら
かになってきています。
ですから、標的療法でアウトカムを改
善できる患者の、時として小さいサブグループをより多く見つ
け出すために、今後は分子プロファイリングに取りかかること
が重要だと私は考えています。

胆道がんにおいてFGFRを標的にすることの役割は
何ですか？
先ほどお話した分子の働きは、FGFR2を巻き込んだ融合や
再配列によって活動中の転座イベントを特定しました。
これ
は、胆管癌を進行させ、また肝内胆管癌の患者のおおよそ
15-20%に関連するコーディング領域の上流につながりま
す。以前に化学療法を受けたことのある患者で行われた多
くの第2相試験が、一貫性のある内容を示しました。多数の
患者が、約35%の領域で部分反応を示しました。
これらの反
応は永続的なものです。最善の反応として、大多数の患者で
病状が安定し、病状が進行した患者は少数でした。
このこと
をふまえて、FGFR抑制とシスプラチンを比較し、またゲムシ
www.touchoncology.com/cme-education/
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新規承認約による新たな希望

Dr Rachna Schroff:

私は、Dr Rachna Shroffです。
アリゾナ大学がんセンターの消
化器腫瘍科准教授および主任でアリゾナ大学臨床試験部の
部長も務めております。

胆道がん患者の腫瘍の分子プロファイルを入手する
必要がある理由は何ですか？
分子プロファイルまたはバイオマーカー検査は、実際、胆道が
んの最初のアプローチの一部として非常に重要であると考え
ています。
なぜなら、
これまで時間をかけて私たちが学んでき
た通り、
こうした種類の幅広いカテゴリには不均質性が存在す
るからです。
胆道がんにはご存じの通り 肝内 胆管がん、肝外
胆管がん および胆のうがんが含まれます。
がんに対する次世
代のシーケンス法はより多く行われており、
この３つのがんの
分子プロファイルが実際にそれぞれ非常に異なることが判っ
ています。
そして重要なのは、例えば肝内 胆管がん の場合、分
子プロファイルを行うと、約30～40％の患者に標的可能な変
化が認められ、
それに対してFDA-承認の薬剤や標的治療、
ま
たは臨床試験中の免疫療法でさえも適用できます。
胆のうが
んおよび肝外胆管がんでは、
この割合はより少なく約15～20
％となっていますが、非常に関連性があるとされています。
こ
の理想的な方法は、組織の診断時にこれを行うことです。
組
織ベースのほとんどの次世代のシーケンス法プラットフォー
ムは、知りたいところの変異、融合および変化に対して非常に
広い範囲をカバーします。肝外 胆管がんでしばしば指摘され
るように、組織に問題がある場合、液体バイオプシーまたは
ctDNA-ベースのプラットフォームがあります。
これらは、総合的
にカバーできないという指摘もありますが、
それでも治療決定
に関する重要な変化を識別できます。

す。
従って組み合わせは臓器横断的ですが、
結果として継続し
てFGFR経路とがんの進行の経路を継続して活性化します。
従っ
て、
これは、
肝内 胆管がんの病気の様態に早期に認められる腫
瘍原性ドライバーであり、
私たちは、
既に多くのFGFR阻害剤の
病院での試験を開始しており患者への有用性を確認していま
す。
事実、
少なくとも早期の相の試験と、
最近FDAで承認された
FGFR1阻害剤であるペミガチニブも含めて、
複数のより大規模
な包括的な試験におけるFGFR3、
FGFR4またはFGFR5阻害剤
のデータを確認できます。
データは、
非常に難治性の患者、
少な
くとも1回の化学療法を受けた患者 (しばしば2回から3回に及
ぶこともある)、
FGFR阻害剤単剤療法(ペミガチニブ、
インフィグ
ラチニブまたはフチバチニブなどの薬剤によるもの) を受けた
FGFR2融合を有する患者において、
これらの患者が実際約20
～30％の範囲の奏功率を示したことを明らかにしており、
これ
は難治性の胆管がん患者人口において真に優れた結果である
と言えます。
ひとつの基準として、
FOLFOXの胆管がんのセカン
ドライン治療におけるABC-06データでは、
奏功率は1桁です。
従
って、
前述のとおり、
胆管がんの薬としてペミガチニブが最初に
FDAに承認され、
私たちの患者に実際に使用できるということ、
また複数の臨床試験も進行中であるということを踏まえると、
現在非常にエキサイティングな時を迎えていると思います。
重要
なことは、
FGFR2融合を有する患者は最初にゲムシタビンおよ
びシスプラチンなどの化学療法を受けるべきか、
それともこの
経口FGFR阻害剤の試験を受けるべきなのかという疑問を受け
て、
これらのFGFR阻害剤の一部はフロントライン治療としても
試験が実施されています。
従って、
現在インフィグラニブ、
フチバ
チニブおよびペミガチニブによる3つのフロントライン治療を評
価する無作為化試験が進行中です。
FGFR2融合を有する患者が
無作為化されて、
FGR阻害剤またはゲムシタビンとシスプラチン
のどちらかによる治療を受けます。
これは、
FGFR阻害剤を病気
の経過の早期に投与することがベネフィットになるのかどうか
を示してくれるので、
私たちにとってとても貴重なデータが得ら
れると思います。
FGFR阻害剤は経口投与薬であり、
静脈内化学
療法をする必要がなく、
患者にはとても評判が良い薬です。ここ
で、
FGFR経路の阻害剤には総合的に集積した副作用が認めら
れており、
試験全般を包括して、
低リン酸血症、
低下させるため
投薬治療を必要とする場合のある高リン酸値、
眼球への毒性、
眼、
皮膚の変化、
粘膜や皮膚の乾燥、
爪床の変化などが報告さ
れています。
従ってこれらはゲムシタビンおよびシスプラチンや
その他の化学療法とは異なる副作用であり、
注意を必要とする
集積的な毒性または現在管理が良好となっているものも含ま
れ、
眼科、
皮膚科および患者のQOL (生活の質) の維持を管理す
る分野までしばしば多くの専門分野にわたるアプローチが必要
となっています。

FGFR変異胆道がん患者をどのように治療すべきで
すか？
FGFR2融合は、
特に肝内 胆管がんの患者において識別するべ
き臨床決定ツリーと非常に関連性があります。
従ってFGFR2融
合は、肝内胆管がんの約15～20％に見つかり、
基本的にその
他の多くの遺伝子との組み合わせも考えらる可能性がありま
www.touchoncology.com/cme-education/
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IDH変異胆道がん患者をどのように治療すべきです
か？

治療耐性を獲得した患者はどのように管理すべき
ですか？

IDH変異は、主に肝内 胆管がんおよびその患者集団に認めら
れ、患者の約20～25％に報告されています。
従って肝内 胆管
がんにおいて最も一般的に報告される変異であると推測しま
す。
IDH1変異は、基本的に既知の代謝経路の調節不全の原
因となる変異のため、IDH2変異よりもより多く報告されてい
ます。現在、
これまでに第III相試験まで進んだIDH1阻害剤は
1つで、
それはイボシデニブです。イボシデニブは、IDH1変異
を有する患者の急性骨髄性白血病の治療薬として既にFDA
の承認を受けており、現在ClarIDHy 試験を通じて1つまたは
2つの治療歴を有するIDH1変異胆管がんの患者を対象として
イボシデニブ投与群またはプラセボ群への無作為化に基づく
３つの臨床試験が実施されています。
これら患者群の第１の
エンドポイントは、無増悪生存期間の延長であり、
イボシデニ
群において臨床上および統計的に有意な無増悪生存期間の
中央値の改善が報告されています。
重要なことは、
この試験
はプラセボ対照試験で患者の交差が許可されており、
プラセ
ボ群の患者でがんの進行が認められた場合で資格を維持し
ていればイボシデニブ群への交差が許可されるというもので
す。
その結果、全生存期間の中央値は評価が少し困難となり
ますが、現在、
イボシデニブがFDA承認薬となるかどうかの最
終決定のための最終のデータ分析を待っている状態です。
そ
れに加えてこの薬は非常に忍容性が高く、
その結果、最低限
病態が安定した患者では、いくつかの臨床上のベネフィットが
認められ、患者のQOLの維持も良好であり、私はIDH1変異を
有する患者を守るために考慮すべき非常に重要な薬であると
考えております。
難治性の患者に対するこの薬の機序につい
ては、FDAの決定やその他の薬や化学療法との併用があるか
などに基づいて、
まだ観察が必要であり、
これらの疑問をすべ
て解決すべく現在臨床試験が進行中です。

分子標的治療では避けられないこととして、FGFR阻害剤お
よびIDH1阻害剤などで治療を受けた患者は、結果的に耐性
を発現します。
この問題はまだ進行中で開発中の分野であ
り、経時的に学んだことは、例えばFGFR阻害剤では、患者は
ポリクローナル耐性を発現すると思われ、
これはこれらの患
者では続くctDNAによって説明できることが示唆されていま
す。従って、FGFR阻害剤で治療を受けた患者では、良好な放
射線治療への応答と、最初のFGFR2融合のctDNAの低下が
得られています。
しかし、時間と共に発見されたことは、FGFR
遺伝子内のポリクローナル耐性です。
これはいわゆるゲート
キーパー変異で、FGFR阻害剤がFGFRへ結合するのを阻止す
る変異です。
そして、
これが起こり、耐性のクローンが発現し
始めると、患者に放射線治療への耐性や病気の進行が現れ
るのです。重要なことには、発見されたことは、異なる世代の
FGFR阻害剤を使用するか、異なる種類のFGFR阻害剤を使
用すると、最初のFGFR阻害剤から次のFGFR阻害剤の間の
休薬の後に時には患者にベネフィットが見られる、というこ
とです。例えばGoyalらのCancer Discoveryに掲載された論
文によると、
インフィグラチニブで治療した患者で良好な認容
性の後に続いて耐性を示した患者に、後にフチバチニブで治
療したところ、非常に有意義な臨床上および放射線治療への
耐久性のある応答を示したことが報告されています。ctDNA
についての知識や耐性のメカニズムについて理解がふかまる
ほど、利用できるFGFR 阻害剤が非常に多くあるのですから、
これらをどのようにシーケンスできるかを認識することが本
当に重要であると思えます。IDH1領域では、耐性とは何か、
そ
してそれはどのようなものかを現在も研究しています。例え
ばIDH1変異からIDH2変異へ切り替わったいわゆる同型スイ
ッチを発現した患者について示唆する早期に得られたデータ
がありますが、
これはMemorial Sloan Ketteringによる非常
に早期の研究です。ClarIDHy試験の患者や、
この薬を臨床で
使用している患者からデータをより多く入手できると、耐性の
パターンの詳細もより理解できると期待しています。
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胆道がん治療のためにどんな免疫療法薬が開発中
ですか？
免疫療法は、
すべての人が好むトピックであり、
私たちはもちろ
ん胆管がん分野でもメラノーマや肺がんで利用できるのと同じ
くらい利用できるようになることを望んでいます。
正直な話をす
ると、
ペムブロリズマブなどのチェックポイント阻害剤の単剤療
法は、
中にはあまり好ましくない結果も報告され、
結果は玉石
混交と言えます。
初期のデータは、
特にFDA承認済みのマイクロ
サテライト安定性の高い患者を観察したもので、
もちろんこれら
の患者にはベネフィットが見られます。
しかし、
全体集団試験で
は、
ペムブロリズマブの単剤療法試験での応答率は、
Uenoらの
試験によると5.8%です。
興味深いことは、
二ボルマブ単剤療法
多施設試験に関して、
JAMA Oncologyに今年の初めに発表さ
れたKimらの論文では、
22％の高い応答率が報告されています
が、
放射線科の第三者審査に基づくと、
11％近くと報告されて
います。
従って、
私はチェックポイント阻害剤の単剤療法はまだ
希望が持てると考えています。
私たちは、
この患者群の免疫療法
の応答の正しいバイオマーカーについては未だ模索中と言え
ます。
高頻度MSIや遺伝子変異量が高い腫瘍は、
チェックポイン
ト阻害剤の承認をすでにFDAから得ていますが、
私が思うには、
特に胆道がんにおいては、
私たちはPD-L1陽性が示す意味や遺
伝子変異量が中または高いということの本当の定義はどうな
のかについて、
理解を深めようとしている段階にあるということ
です。
ただし、
チェックポイント阻害剤単剤療法の効果を評価し
ようと試みる多くの臨床試験が進行中です。
ゲムシタビンおよ
びシスプラチンと、
GemCis＋NivoまたはGemCis＋ペムブロリ
ズマブなどのIOの併用を調べる試験が進行中ですが、
私たちは
自信を持ってその結果のデータを待っているところです。
今年の
初めにASCOにおいて、
ミシガン大学のDr Sahaiをリードとする
ニボルマブ＋イピリムマブのフロントライン治療の試験結果の
論文が発表されましたが、
あまり好ましい結果ではありません
でした。
従って、
抗CTLA-4および抗PD-1 は新規に診断された患
者には有益ではない可能性があると思います。
しかし、
例えばデ
ュルバルマブとトレメリムマブとゲムシタビンおよびシスプラチ
ンとの併用療法で韓国で実施された試験では、
結果はすべてア
ジア系の患者であったとしても確かに希望が持てるものです。
従って、
ゲムシタビンおよびシスプラチンとチェックポイント阻害
剤の多施設試験や世界中の試験のデータを見ると得られる知
見が多いと思います。
その他にもまだ試験中の素晴らしい薬剤
が多くあり、
2つの併用療法やTGF-βとPD-L1など異なる形質の
抗体による治療など非常に興味深い薬があります。
私たちは、
進行中のゲムシタビンおよびシスプラチンとの組み合わせの第
III相試験を熱心に観察しています。
そして、
歴史的にがんとよば
れるものから学べることは何かを理解したり、
抗-PD-1または
抗-PD-L1の最新技術の利用を超えて生かせることは何かを理
解するためにエネルギーを注いでいます。
本当にエキサイティン
グな時を過ごしており、
これから数年にかけてこれらの臨床試
験の結果が得られ、
どのように免疫療法を私たちの患者に活用
できるのか知ることができると期待しております。

この活動は、Oakstone Publishing と touchIME の共同
事業を通じて、生涯医療教育認定機構（ACCME）の認
定基準と方針に準拠して計画および実施されたもので
す。
Oakstone Publishing は、医師向けの生涯医療教育
の提供元として ACCME の認定を受けています。

European Union of Medical Specialists (UEMS) および
European Accreditation Council for Continuing
Medical Education (EACCME) は、生涯医療教育単位
（CME）取得について米国医師会（AMA）と相互合意
しています。
AMA PRA カテゴリー 1 単位™をEuropean
CME単位 (ECMEC) に互換することに興味のある欧州
の医師の方は、UEMS (www.uems.eu) にご連絡くださ
い。
Oakstone Publishing は、
この永続的教材に対し最大
0.5 AMA PRA カテゴリー 1 単位™を指定しています。
医
師は、
この活動に参加した範囲に応じた単位のみを請
求する必要があります。
未承認の製品や、承認済みの製品の未承認の使用法
が講演者によって論じられる場合があります。
そのよう
な状況は、単一または複数の法域における承認ステー
タスを反映している可能性があります。
講演者は、適応
外使用や未承認使用についての言及を必ず開示する
よう、touchIMEにより助言されています。
touchIMEの
活動においてこれらの製品や使用法が言及されても、
未承認製品や未承認の使用方法の推薦がtouchIMEに
よってなされたり暗示されたりするものではありませ
ん。
touchIMEは、誤謬や不作為によるいかなる責任も
負いません。
この内容は医療従事者のみを対象としたものです。
初版の発行日: 2020年9月14日。
単位取得期限: 2021年
9月13日。

略語

ASCO=アメリカ臨床腫瘍学会、
BRAF=B-Rafがん原遺伝子、
セリン/
スレオニンキナーゼ、
ctDNA=血中循環腫瘍DNA、
CTLA-4=細胞傷
害性Tリンパ球関連タンパク質4、
FDA=米国食品医薬品局、
FGFR=
線維芽細胞増殖因子受容体、
FOLFOX=フォリン酸＋フルオロウラ
シル＋オキザリプラチン、
HER2=ヒト上皮成長因子受容体2、
IDH=
イソクエン酸デヒドロゲナーゼ、
PD-1=プログラムされた細胞死タ
ンパク質1、
MSI=マイクロサテライト不安定性、
NTRK=神経栄養性
トロポミオシン受容体キナーゼ、
TGF-β=トランスフォーミング増殖
因子ベータ。
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