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touchPANEL DISCUSSION

NSCLC管理の最適化における集学的治療の役割：
疾患早期およびその後

touchPANEL DISCUSSIONからのトランスクリプト
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NSCLCの最適な管理における集学的治療の役割：
早期疾患から後期まで

Solange Peters: 私はSolange Peters（ソランジュ・ピー
ター）と申します。スイスのローザンヌ大学病院に勤務す
る腫瘍科医です。非小細胞肺がん（NSCLC）患者の集学的
治療に関するディスカッションにご参加いただき嬉しく思
います。今回は、疾患早期や病期Iから病期IVまでの疾患
全体を見渡していきます。本日は私以外にも講師がいら
っしゃいます。私の友人であり同僚で、本日のたいへん重
要なテーマについて議論していただく方々をご紹介しま
す。まずは、Professor Walter Weder（ヴァルター・ヴェー
ダー教授）です。スイスのクリニック・ベタニエンに勤務さ
れている胸部外科医でいらっしゃいます。次に、Professor 
Françoise Mornex（フランソワーズ・モルネクス教授）で
す。クロード・ベルナール・リヨン第1大学に勤務されてい
ます。モルネクス先生は放射線腫瘍医でいらっしゃいま
す。そして、Professor Albrecht Stenzinger（アルブレヒト・
ステンジンガー教授）です。ドイツのハイデルベルク大学
病院病理学研究所に勤務されています。おわかりのよう
に、今回は、日常診療において、診療科を超えた集学的治
療チーム（MDT/がん症例検討委員会）による治療の実施
を助けるやり方で、あらゆる診療科にわたる広範な意見
を集約してみようと考えています。

このtouchPANEL DISCUSSIONを視聴すると、以
下が可能になります。

• 非小細胞肺がん（NSCLC）患者の管理に対する
集学的治療チーム（MDT）アプローチを成功さ
せる最適な診療実践を評価することができる

• NSCLC患者のニーズを評価し治療を決定する
際に、集学的治療チームメンバーに向けてコミ
ュニケーション戦略を説明できる

• MDTの診療実践に対する潜在的障壁を発見し、
新たな研究知見をNSCLCの管理に積極的に組
み込むことによってMDTがどのように患者治療
を支援できるかについて考察することができる

学習目標

• NSCLC患者に最適な治療を行うために集学的
治療チーム（MDT）はどのように協力できるか？

• 良好なMDTのコミュニケーションとはどのよう
なものか？

• MDTによる決定の実施と研究知見の取り込み
の改善に対する障壁を克服するためにはどの
ような戦略が必要か？

議論されるトピック：
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NSCLC患者に最適な治療を行うために集学的治療チー
ム（MDT）はどのように協力できるか？ 
 

Solange Peters: 最初に、本日の進行についてです。本
日は3部構成になっています。多少重複するところもあり
ますが、こちらが今回取り上げたい内容です。第1部から
始められるでしょう。この部分のテーマは「NSCLC患者に
最適な治療を行うために集学的治療チーム（MDT）はど
のように協力できるか？」です。
 

最初のスライドは、集学的治療チームの役割についての
現在の知見をまとめたものです。その役割はNSCLC患者
の管理において重要となりそうであり、実際に重要である
ことが証明されています。肺がんが世界のがん関連死因
の第一位であることは誰もが認識しています。そして、臨
床病期分類を非常に正確に決定することが、患者ひとり
ひとりにとって最善の治療戦略の決定につながります。
 
次のスライドは非常に素晴らしい論文についてです。集学
的治療チームによる検討が患者の転帰にどのように変化

 

をもたらしうるかを示しています。なぜ素晴らしいかという
と、あとで出てくると思いますが、集学的治療が治癒につ
ながる可能性のある病期IIIに焦点を当てているからです。
しかし、この病期IIIの集学的治療はいつも論争の的です。

次のスライドを見ると、病期IIIに限った話ではないのです
が、病期IIIでは現在、局所治療としての放射線療法と外科
手術が非常に微妙な平衡状態にあるため（この論文は素
晴らしいのです）。PACIFIC試験のデータを見たところ、根
治的化学放射線療法後にデュルバルマブを約1年間投与
した試験のデータは、3年生存率など、統計的に有意かつ
臨床的に有意な全生存率の改善を示しています。

このように、本当に病期IIIのパラダイムは変化しています。
しかし、病期IIIに限りません。なぜなら、私たち病理医にと
って特に意味があるのですが、初期であっても肺がんでド
ライバー遺伝子と治療薬への反応が期待できる変異を評
価するべき理由、探すべき理由があるようだとわかったか
らです。すでに見たように、ADAURA試験で、EGFR変異型
NSCLCに対する手術および必要に応じて補助化学療法と
オシメルチニブによる補助療法を追加したところ、病期IB
からIIIAまで無病生存期間が劇的に改善することが示され
たからです。 
 
また、最後になりましたが、私たちは小規模な学会で一般状
態N2、病期IIIで手術を受けて全切除で奏効した患者につい
て、この終わりのない論争について議論することができまし
た。アジュバント切除は良い選択肢か、間違った選択肢か？

私たちはLungART試験の最終結果を見ることができまし
たが、IIIA N2がんの顕微鏡下全切除では無病生存期間や
全生存期間に統計的な差を示すことができず、病期IIIにお
ける放射線の役割を、ある意味台無しにしたり、制限したり
しました。したがってこのことは、腫瘍学、手術、放射線医学
に関する話ですから、議論すべき大事なことです。

では、同僚に合流して、パネルの最初の質問に移ります。こ
れら3つの論題、すなわち病期III、放射線、化学療法と、分
子評価についてもお話してくださった先生方に、最初の質
問をしたいと思います。治療の質の管理と定義にあたり集
学的治療チーム、すなわちがん症例検討委員会が果たす
役割は何だとお考えでしょうか？
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Françoise Mornex: 集学的治療チームは本当に重要だ
と思います。専門知識を持ち寄り、患者にとって最高の治
療を行える可能性をもたらします。また、学び合うという
点にも賛成です。若手の指導法として優れています。しか
し同時に、集学的治療チームで毎回、外科医、腫瘍内科
医、その他の専門医からも私は学びます。

さまざまな視点をもち、患者にとって最良の治療法につ
いて議論できることは重要なポイントです。専門分野がさ
まざまだからこそ、私たちは正確に診断し、症状を管理し
ます。私たちは、他の人には見えなかったものをCTスキャ
ンで見ることができますから。たとえば、この患者の併存
疾患について大事なことを思い出すことができます。この
患者にはこんな併存疾患があり、こんな好みをもってい
て、これこれのことは望んでいないので、チームの誰かが
提示したり提案したりした治療法は最適ではない、と異
議を唱えることができます。

要するに、知識レベルが上がっていますし、診断や疾患
管理面で患者に提案できる内容の質が上がっていると
思います。

Solange Peters: ステツィンガー先生はどう思われます
か？ 病理医は、集学的治療チームに入らずにいて報告書
だけ出してくれればいいのでしょうか、それとも病理はチ
ームの必須要素だと思われますか？

Albrecht Stenzinger: ええ、いい質問です。今の時代、病
理医が組織学だけでなく、臨床試験や分子病理学、薬の
承認などについて深い知識を持っていることは明らかに
非常に重要だと思います。それに、病理医を同席させるこ
とは、2つの意味で絶対に重要だと思います。

ひとつは、病理医が各患者の臨床シナリオに十分に触れら
れるということです。もうひとつは、病理医が持っているあ
りとあらゆる知識と経験を持ち込んで貢献できる点です。

Solange Peters: 申し上げましたように、この分野は変
化している分野であり、局所治療としての放射線腫瘍学
と外科との間で常に揺れ動いています。次のスライドでお
示しするガイドラインでも、手術か放射線かについては、
常に現地/病院のやり方に従って考慮する余地を残し、最
終決定は現地/病院のガイドラインに基づいて行います。

そこでひとつ、皆さんへ質問です。皆さんにとって次のステ
ップはどんなものになるでしょうか、あるいは皆さんの施
設では病期IIIの意思決はどのように行われるのでしょう
か？ 今、何が切除可能で何が切除不能なのかという、極め
て明確な定義がありますか？ 局所浸潤性疾患では、常に
分子特性評価を行いますか？ 私のいる施設では、ADAURA
試験がきっかけで分子特性評価をやり始めたのですが、以
前はこれは「役に立たなかった」と言わざるをえません。
もっと分子特性評価をするべきだと思われますか？ 例え

ば、MERMAID試験は微小残存病変に注目しており、微小
残存病変のある患者に補助免疫療法（IO）を行います。病
期IIIに対して優れた標準治療があるとお感じでしょうか？ 
病期IIIにおける次の決定方法はどうなるでしょう。これは
決して終わることのない議論だからこそ、議論を動かせ
る可能性があるのではないでしょうか。

では、今度はモルネクス先生から参りましょう。先生の施
設では病期IIIをどうお考えですか？ そのことについて納
得なさっていますか？ 明確な意思決定プロセスが定めら
れていますか？

Françoise Mornex: それは非常に重要なポイントだと
思います。非常に難しい問題で、施設によってプロセスは
さまざまですから。そのことは、真実がないということの
現れではなく、経験から見た真実、環境から見た真実、リ
スク要因から見た真実があるということの現れなのです。

これまでのところ、生存率を見ると、手術は非常に特異
な患者のものなのではないかと考える理由がたくさん
あると思います。例えば、最近のPACIFIC試験の結果を、
たとえば切除不能患者について見ると、3年生存率や4
年生存率は、例えばESPAC-2試験という少し前に行わ
れた群間比較試験で手術について認められた結果より
高くなっています。進行度の低い患者に対するLungART
試験でもそうです。このように、進行度の高い患者の結
果のほうが、進行度の低い患者で認められる結果より
も良好なのです。

そこでこう自問します。この状況でいつ手術を指示したり
選択したりすべきなのか？ また、特定の状況では手術が
役に立つが、以前ほどではなくなっているようだ、とも思
っています。私なら、単一ステーションリンパ節が関与する
症例に対して、導入化学療法で良好な応答が得られた後
に手術を提案すると思います。この手術が肺切除不要で、
患者の全身状態が良好で、かつ、これは非常に稀に行わ
れることですから非常に重要なのですが、その患者が外
科的治療と保存的治療の二つの治療方法の結果を理解
した上でどちらかを選ぶことができるのであれば、です。
ですからこれは非常に難しいところです。患者と話をしな
ければならないからです。しかし、細かいところまで踏み
込んで結果を患者に説明する必要があります。2020年に
は、欧州では、ひょっとすると欧州以外の国でも患者は治
療の決定に参加しなければならなくなると思います。 

Solange Peters: モルネクス先生は単一リンパ節、単一
縦隔ステーションという、時々とられる決定についてお話
されていますので、ウェーダー先生に伺います。制約があ
ると思われますか。スイスやドイツでも、初期化学療法へ
の応答が良好ならば、それ以上の治療を行う傾向があり
ます。最近発表されたスペインの肺がんグループの素晴ら
しいデータがあります。NADIM試験は、ネオアジュバント
化学免疫療法によって、あるいは免疫療法だけでも、状況
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ががらりと変わる可能性があることを示しています。病期
IIIの今後はどうなっていくとお考えですか？ また、現在の
ご自身の基準はどのようなものですか？

 Walter Weder: どうもありがとうございます。お話した
いことは山ほどありますが、手短にします。このスキーム
は、European Respiratory Reviewという非常に優れ
た有名な雑誌で発表されたものです。これは昨年までの
さまざまなガイドラインを反映しています。しかし今は、ア
ジュバント放射線療法のLungART試験があります。この
ことは私の予想とは違っていました。ということで、私たち
は確実にスキームを変えていくことになります。ADAURA
試験では、アジュバント治療は単なる化学療法ではなく、
遺伝子変異のある患者ではオシメルチニブになる可能性
があります。さらに、N2がんについてだけでなく、他のタイ
プのがんについても、あらゆる種類のネオアジュバント試
験が行われています。

ですから、1年以内というこの非常に短い期間に、こうした
患者の多くをさまざまな治療法で治療します。

Solange Peters: 私たちは、肺がんにおける分子評価の
基準について論文を書いています。また、ADAURA試験の
ため、そして欧州ではPACIFIC試験はPD-L1陽性患者の
みを治療し、それを超えてALKやその他の変異のある患
者を治療することが制限されているため、どのがん症例
検討委員会も、少なくとも病期III、おそらく病期Iと病期II
も分子特性評価の実施を視野に入れておくべき時が来て
いるとお考えでしょうか？ 病期IIIについて、分子特性を知
る潜在的必要性があるとお考えでしょうか？ 先生の施設
ではそのことを推進されていますか？

Albrecht Stenzinger: ええ、このデータは非常に刺激的
です。今後、疾患の早期にたくさんの分子プロファイリン
グを見るだろうことは十分に想定できます。私たちは病期
IVの転移性疾患から始めました。しかし私が知りたくてた
まらなかったのは、実は、疾患早期にで患者がどういう態
度をとるか？ということでした。私たちが見てきたデータ
は、その見解を後押ししているのではないでしょうか。今
は、EGFRの話ばかりしていますが、いずれは他の分子標
的薬が役割を果たすことに大いになりそうです。私たちの
施設では、まだ行っていません。それで、私たちは小規模

な研究プログラムで、個々の患者を対象に分子特性評価
を行っています。しかし、まだ標準治療ではありません。し
かしながら、間違いなくそうなると見ています。さらにもう
ひとつのポイントとして、微小残存病変の検出が今後の
治療決定にどう影響しうるのか、これを液体生検に入れ
るべきかどうか？ということがあります。ええ、分子診断は
ますます疾患の早期段階に向かうと私は見ています。

Solange Peters: つまり、集学的治療チーム（MDT）によ
る治療は、いうなれば、あらゆる病院における治療のしか
たを標準化する方法であり、治療のしかたの枠組みを提
供するということでは全員意見が一致すると思います。も
ちろん、異論のある部分もありますので、病院ごとの意思
決定の余地もあります。しかし少なくとも集学的 治療は
治療決定の枠組みに条件を与え、規定するものです。集
学的治療は、非常に明確な意思決定ができないぎりぎり
のところにいると思われる患者について個別に決定を下
すのにも役立ちます。協力して意思決定を行うことです。
そしてもちろん、すべての集学的治療において分子病理
学と病理医から革新が行われなければなりません。なぜ
なら、今見ているこのスライドにあるように、現在起きてい
る変化、経時的な変化、そして月々の変化によって、集学
的治療が定義されるからです。そうでしょう？ すごいことで
すよ。確かに、1年間の時間枠で見ると、スキーム全体がも
う古くなっているように見えます。

集学的治療で良好なコミュニケーションをとるには
何が必要か？ 

Solange Peters: それでは第2部に移りましょう。集学的
治療（MDT）におけるコミュニケーションのあり方につい
てです。モルネクス先生とヴェーダー先生のお二人はた
いへん礼儀正しい方々でいらっしゃいますが、集学的治療
で最適なコミュニケーションをとるのはあまり容易でな
いことがあります。そこで、集学的治療が患者の予後に果
たす役割についてまた話を戻しましょう。その役割を実際
に体系的に果たすことの難しさを克服し、乗り越えること
がいかに重要であるかに力点を置きます。
 

また、この素晴らしい文献があり、先程のスライドに参考
文献がありました。これは、単一施設の事後分析です。バ
イアスとこれらの数値から、病期と患者のさまざまな臨
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床的要因を考慮に入れた多変量解析で、集学的治療群
のほうが1年、2年、5年生存率が高いことを証明し、生存
率も良好であることを示すことができました。病期にか
かわらず、年齢にかかわらず、非常に調整度を高くしても
です。したがってここでわかることは、高齢患者の集学的
治療を行わないことは正しい考えとはいえないかもしれ
ないということです。

そういうわけで、当然、意思決定の伝達は、さまざまな
医療サービス間のスムーズな移行を確保し、治療のあ
らゆる側面を確実に考慮するために欠かせません。

では、そのことについて検討します。よろしいですか？ 
集学的治療（MDT）とは何でしょう？ 私の施設を例にと
りますと、ものさしが少なくとも1つあります。それが、集
学的治療で下さなければならない各患者についての
最初の意思決定です。その後の決定は、理想的には集
学的治療を介して下す必要がありますが、必須ではあ
りません。しかし、それは厳密に測定されるパラメータ
ではありません。なぜなら、多数の患者が多数の治療
方法に対して存在するからです。では、集学的治療によ
る意思決定のタイミングはどのくらい重要なのでしょう
か？ 集学的治療チームの関与は、常に最初から必要で
しょうか？ 第3選択治療の後期疾患では、あらゆるチー
ムメンバーが本当に不可欠なのでしょうか？ 集学的治
療チームの診察量をどのように管理できるでしょうか。
また、病院の規則をどのように修正するのでしょうか？ 
ですから、始めたい人は誰でも大歓迎です。先生方のど
なたか、このフローはどのように管理できますか？

Françoise Mornex: お答えできます。私たちの病院に
は長期集学的治療があります。これは時間がかかり、時
として骨も折れます。どの症例も、発病時と疾患の再発
時や進行時に集学的治療チームに診せます。それが非
常に容易な症例で、治療の意思決定が非常に易しい場
合は患者をリストに載せるだけです。症例の検討は行
わずに決定を記録します。症例検討を行わない場合、
ガイドラインがあれば、それが容易な決定であれば、
私たちは決定に従い、患者をリストに載せるだけです。
患者は検討はされていませんが、リストには載っていま
す。また、難しい検討である場合は、患者について話し
合い、症例を検討します。

これは非常に重要だと思うのですが、そうすることで、チ
ームとして一丸となることで、診断の水準を上げられま
す。たとえば、集学的治療では縦隔での病期分類法で話
し合うことがらが増えています。これは、この方法を依頼
する外科医がいないと難しい場合があります。外科医が
いれば、ことははるかに容易になります。放射線療法な
どの非常に精緻な治療方法を提案したい場合は、放射
線腫瘍科医がチームにいることが非常に重要です。その
ことによって集学的治療のレベルと品質を向上させるこ
とができます。

このことは、緩和を目的とする場合にも同様に有用です。
なぜなら、場合によっては、非常に積極的な治療方法を
提案できるからです。そういった方法はアジュバント療法
処置や放射線療法であり、腫瘍内科医が言及していない
方法ですが、その患者のために行うことができる治療方
法です。この共同作業によって、結果のレベルを向上でき
ると思います。こういうことを私たちは知見として得てお
り、知見の質も向上しています。したがって、今までよりも
時間がかかる方法であるとしても、できるだけ患者と話
し合う必要があると思います。最初だけでなく、治療中も
管理を充実させるためです。

Solange Peters: ウェーダー先生も、集学的治療は最
前線の外科治療の決定のためだけではないとお考えで
すか？ 外科医にとっては、ステージIV疾患の第1選択、第
2選択、第3選択の治療について多くを耳にするのは面倒
なこともありますね。場合によっては手術もそこで提案す
べき介入になるかもしれないので、そのことはやはり重
要だ、とお考えでしょうか？

Walter Weder: 全くそのとおりです。私は全症例を理解
したいですし、いきなり核心を突くこともできます。それは
透明性という点で良いことですし、疾患のスペクトル全体
を理解するにも良いことです。最初に申し上げましたが、
私たちは学び合い、他の専門分野で行われていることか
らたくさんのこと、腫瘍学、放射線腫瘍学、そして何をし
ているのかなどを学びます。また、仰られたとおり、局所
治療の余地も常にあります。例えば、局所的な疾患制御
のために放射線治療や手術を追加することがあります。
あるいは、後続の治療のために腫瘍再分析用の組織を
もっと入手することもあります。ですから、外科医の私に
とって、他のさまざまな症例について聴いて退屈すること
はありません。

Solange Peters: 先生方への次の質問はチームについ
てです。もちろん、私たちは皆、がん症例検討委員会に所
属しており、3つの専門分野を代表することが非常に多い
わけですが、もちろん患者のために核医学、放射線医学、
呼吸器学を代表する時もあります。しかし、今お話した腫
瘍学チームを超えてコミュニケーションを拡張する必要
性についてはどうでしょうか。私たちのような小規模なが
ん専門家チームを超えた環境に、情報提供する必要性が
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出てくる可能性もあります。対象となるのは、もちろん、家
庭医や一般開業医でしょう。あるいは、本人が救急医とし
て勤務している病院にさえも、情報提供する必要が出て
くるかもしれませんよね？

自分が担当している患者を突然治療しなければならなく
なるかもしれない広範囲の人々に、どのように情報提供
すべきでしょうか、あるいは実際に情報提供をされていま
すか？ また、このことが、良好なガイドライン遵守を中心
とした安心と安全を生み出す可能性がありますし、それ
によって患者の管理を望ましいものにできるかもしれま
せん。これについてはどのようにお考えでしょう。がん症
例検討委員会を中心とするループに、毎週顔を合わせる
ご自分の小さなチームを超えてどんな範囲の専門家を
入れておられますか？

Françoise Mornex: はい。多くの場合、そのことは重要
だと思います。私達のところには放射線科医がいます。こ
のことは、診断と介入の観点から非常に重要です。核医学
部門のメンバーもいて、例えばPETスキャンを調べる際に
大いに補助してくれます。また、一般開業医にももちろん
情報を提供します。患者の管理に関わるすべての専門家
に情報を提供しますし、患者を巻き込むこともあります。
患者といえば、集学的治療について一言申し上げたいの
ですが、私たちが症例について話し合っていることを患者
が知っていることは極めて重要です。なぜなら。私たちが
話し合っていること、私たちが全員で決定を下しているこ
とを患者が知っていると、信頼と安心が生まれ、患者の生
活の質を向上させるからです。すると、私たちが患者を中
心としたチームであることを患者が実感し、そうなれば、
ある状況で私たちが検討した結果を患者に送ることが可
能です。このことは患者にとって重要なことだと思います。
特に最近は分子生物学が進歩して、新規分子の選択が非
常に複雑になっていますから。

Solange Peters：ええ。非常に興味深いですね。私たちは
ふつう、そうしません。ステンツィンガー先生はそうなさい
ますか？ 報告書を患者に送りますか？ 私たちは送りませ
んが、モルネックス先生に全く同意します。品質とガイドラ
インの順守状態を垣間見ることになります、その逆ではな
く。それはおそらく、一般的な合同決定の非常に強力な伝
達方法ですよね？ ステツィンガー先生、病理検査報告書
やがん症例検討委員会の報告書を患者に送りますか？

Albrecht Stenzinger：いいえ、民間保険に加入して
いる患者については行われていますが、従来の保険の
患者ではこれまでそれは行われていません。また、患者
を直接巻き込むという考えがとても気に入っています。
これまでの話に出てきたもの以外に私たちが持ってい
るものにつてですが、小規模な病院や個人の診療所な
どの非常に巨大なローカルネットワークがあります。そ
ういったネットワークをどのように参加させられるかを
考えました。また私たちは、がん症例検討委員会に連

絡をとりたい人が誰でも連絡して患者を紹介できるよ
う、バーチャルなプラットフォームを創設しました。

Solange Peters：ありがとうございました。では、第3部に移
る前に第2部のまとめとして、がんにおいて効果的な集学
的治療を実施するは当然基本的に容易なことではないと
する、Soukupらによるこの興味深い発表について検討しま
しょう。まず、チームづくりを考える場合にリーダーシップが
必要なことは、皆さんご存知ですよね？ がん症例検討委員
会においては当然かもしれませんし、明らかであるかもし
れませんが、各チームメンバーは自らの領域の専門家であ
り、リーダーシップとトレーニング、自己啓発が必要です。治
療技術から会議室に至るまで、適切なインフラが必要です。
重要なのは、事前準備が必要ですから、うまく体系化された
事業計画が必要だということです。行き当たりばったりでは
できません。症例は事前に告知されなければなりません。

モルネクス先生が最初におっしゃったように、患者の併存
疾患の可能性を示し方に基づいて意思決定を行える人が
必要ですから、集学的治療は患者中心でなければなりませ
ん。議論の内容が争う余地のないものであることを確信で
きる、優れた仕組みがなければなりません。また最後にな
りますが、チームの長期的維持とガバナンスが必要で、デー
タ接続、データマイニングができるようにし、統計とがん症
例検討委員会のメリットを評価する、いうなれば測定尺度
をもつ必要があります。そうです、真のガバナンスが必要で
す。また、この論文は非常に興味深いです。皆さんの理 解を
助け、今日お聞きになったことを踏まえてさらに理解を深め
られるよう、この討論に先立ってこの論文を検討しました。

MDTが決断を下す際の障壁を克服するために、また研
究をうまく取り入れるために必要な戦略とは？ 

Solange Peters：第三部は、MDTが決定を下すため
の障壁を克服するには、どのような戦略が必要かを理
解する試みです。また、このコンセプトを持ってしても、
もし自分の病院にがん症例検討委員会があっても、が
ん症例検討委員会内での研究の取り込みや患者への
応用の改善は、先生方にお聞きし ますが、その実施に
はまだ議論の余地があり、多くの小規模病院にとって
は依然として問題であり懸念事項でもありますよね？ 
多くの国でも同様です。
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基本的には何が障壁となりうるのかはわかっていますし、
おそらくこの文献には欠けている点も多々あると思います
が、まず最初に、治療の十分な調整についていえば、これ
は、がん症例検討委員会の各メンバーの役割や時間や責
任について考えると、難しいことがあります

私たちは学術的な環境にいますが、例えば、全種類の病理
検査をやっている病理医が1人で、肺がんが専門でない外
科医が1人しかいない、という場合には、さらに難しいかも
しれません。そうなると、リーダーは誰でしょうか？ その場
合には、がん専門医でしょうか？ とても難しい決定です。ま
た、もちろん、ここに目をつぶってはいけないのですが、集
学的治療チームの担当医全員の時間に対する、金銭的な
補償が必要です。フランスやドイツではどうなのか存じませ
んが、例えばスイスでは、集学的治療の価値はほとんど認
識されていません。同室の医師の数だけ請求書を出す必
要があります。そして、これが非常に難しいのですが、集学
的治療に現実の価値を与える必要があります。

基本的に、現在の、遺憾なことに新型コロナ感染症が盛
り返している深刻な状況を考えると、私たちは、各疾病、
各疾患単位について多くのガイドラインをESMOと共に
作成し、ガイドラインの推奨事項を新型コロナ感染症に
適応させています。

このことが意味するのは、自分のいる場所やパンデミック
の時期によって突然、優先度が高・中・低に順位づけられ
た指針が出てくるということです。優先度が高いものには
交渉の余地はありません。優先度が中なら、患者の予後を
実質的に変化させることなく6〜8週間待つことができると

いうことであり、優先度が低なら、パンデミックが終わるま
で待つことができるということです。本当にパンデミックの
終わりまで延期できます。

そして、重要だと私が申し上げるのは、今日、明日、2週間
後、4ヶ月後のがん症例検討委員会で、優先度の高いもの
だけを議論して優先度の高いものだけ実行するだけでよ
いのか、中間を取るのか、普段行なっている決定を全部実
行するのかを決める必要があるからです。つまり、突然すべ
てを実行するのは無理でも、通常時にしなければならない
と考えられていたことの3分の1か3分の2だけ実行できる
のか、潜在的に全部実行できるのかという危機的な状況で
は、がん症例検討委員会にはいっそう細分化した役割を帯
びるということです。そうでしょう？ そこで、このパネルディ
スカッションは、例えばテクノロジーを使うことで、大規模
な集学的治療施設を超えて集学的治療の利用がどのよう
に改善するのかについて議論するということですね？

Albrecht Stenzinger：私は、バーチャルながん症例検
討委員会は実施可能だと思います。それはインフラに非
常に大きく依存しますので、インフラが整備されている必
要がありますし、技術的にうまく機能しなければなりませ
ん。また、課題を理解している適切な人材が欠かせませ
ん。しかしこれらの２点を除けば、実施可能性は高いと思
います。例えば、私たちが7年前に設立した全国規模の分
子がん症例検討委員会は活動を続けており、うまく機能
しています。肺がん検討委員会のような従来の臓器別の
がん症例検討委員会については、少なくともこの地域ア
ウトリーチのコンセプトがあります。この場合、人々は患
者データにアクセスして、安全な環境で患者データを提
示したり、放射線画像について議論したりできるバーチャ
ルプラットフォームを用いています。したがって、これは少
なくとも第一歩といえます。

Solange Peters：ええ。この場合のスイスにおけるコスト
面では、例えば、小規模病院と私たちのがん症例検討委員
会をつないで、あらゆる専門医が必ずそこにいるようにし
ています。フランスでも同様でしょうか？ 腫瘍内科の診療は
すべて何らかの形で集学的治療チームとつながっています
か、いませんか？

Françoise Mornex：つながっています。例えば、肺がんの集
学的治療チームの場合、10年ほど前から外部の同僚とつな
がっており、事前に画像を送ってWebExで会議に参加して
います。非常にうまく機能しています。私もそうしています。
放射線腫瘍医として、私たちはすべての集学的治療チーム
に参加することになっているからです。例えばリヨンでは、
参加しなければならない集学的治療チームは毎週80件を
超えています。ですから、ビデオ会議やWebExのようなシス
テムを利用しています。大都市ですし。渋滞が多いので。

ですから、私が参加する場合、多くは、WebExを使ったバ
ーチャル参加です。とてもうまく機能します。CTスキャンも
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見ます。誰が誰なのかわかっています。状況によっては同
僚に会うこともできますし、非常に効率的に参加して意
思決定できます。

Solange Peters：しかし、すべての小規模病院や地域の
小さな診療所で集学的治療を行えば、それは、複雑な外
科症例を適切な場所に確実に転院させる方法となりえ
ないでしょうか？ そうすれば、少なくとも、患者に適切な
病院を紹介しますよね？ ということは、照会の方法を改
善し、適切な施設に患者をまわす方法になります。そう思
われませんか？

Walter Weder：ええ。まさにおっしゃる通りです。このよう
な複合治療は、治療の質が最高の専門医療施設で行うべ
きだと、私はいつも考えていました。そうすればリスクが最
小限で済みます。うまく協力できれば、患者を適切な施設
に転院させることもできます。

Solange Peters：ええ。２つ目の質問は、とても重要で、ど
なたも納得されるところだと思います。集学的治療チーム
の教育的な目的は何だとお考えでしょうか？ もちろん、若
手がん専門医だけの話ではありません。集学的治療チー
ムは多くを学べるところだと思います。多くの症例を見て、
議論を聞き、何が問題かを理解し、研究について聞くことが
できますから。私たちだけでなく、集学的治療チームを通じ
て、キャリアのどんな段階にいる専門医でも知識を向上さ
せることができるだろうと思います。

新知識の吸収にもなります。自分にはあまり縁のない分野
でも、常に最新の知識のに触れられます。そうでしょう？ 集
学的治療チームがなかったら、私は外科のことは何も知ら
なかったかもしれません。ですから私にとって、集学的治療
チームに重要な教育目的があることは明白です。ですから
私は傘下の医師を強制的に参加させています。分野を超え
て、この点についてご意見をお聞かせくださいますか？ 私
たちが生み出したものの中で最も教育的な点かもしれま
せん。同意なさいますか？

Françoise Mornex：もちろんです。若手のスキル形成はも
ちろん、上級の医師のスキルの維持や他の分野から学ぶこ
ともとても大切だと思います。そして、個人の専門知識がな
くても治療法を話し合って決めという独自の方法を意味す
る「集団思考」と呼ばれるものを避け、チームのリーダーを
定めることが大切だと思います。また、すべての専門家が
発言し、知識のある人全員が、自分の感じていることや考
えていること、知っていることを表明することを担保するに
は、リーダーの役割が極めて重要だと思います。したがっ
て、教育的な意義はこの部分にもあります。

Solange Peters：ウェーダー先生、集学的治療は肺がんに
とって分子的特性解析が意味するものを私たちに理解さ
せる場として利用できるでしょうか？ 複雑さを私たちに理
解させる優れたプラットフォームだとお考えでしょうか？

Albrecht Stenzinger：私にとって、この治療は専門分野の
垣根を越えたものです。そして皆さんもよくご存知のように、
多くのミスはコミュニケーション不足のために起きます。人
と人が正しくコミュニケーションできないのです。がん症例
検討委員会は、多くの関係者がいますので、適切なやり方で
コミュニケーションを取り、お互いをよく理解するための共
通言語を見つけ、様々な分野の強みや課題を知るのに適
切な場所だと思います。ええ、間違いなく適切な場所です。

Solange Peters：では、そろそろ終わりに近づいてきまし
たので、まとめとして最後の質問です。MDTの実践は、新
しいデータをより早く実務に取り入れる役に立つでしょう
か？ 私がお答えして、締めくくります。冒頭ではADAURA試
験、PACIFIC試験について、そしてウェーダー先生とは外
科治療の場におけるネオアジュバント療法、アジュバント
療法、化学療法＋免疫療法の全試験について議論してい
ると思います。集学的治療が日常診療としていかに確立
されているか、例えばPD-L1の理解、実際の分類変更、ひ
とりひとりの専門医が常に深い関心を持って他の分野に
目を向けていることを知って、私は腫瘍内科医としてたい
へん驚かされました。そしてこのことは非常に動きが速
いのです。そして非常に大きな動きです。先に述べました
が、LungART試験という試験があり、全切除患者には放射
線療法が不要であることを示しています。がん症例検討委
員会全体がそのことを承認する予定です。

このように、学会発表から、質の高いエビデンス、新データ
の採用に迅速に動く場は、集学的治療チームしかないと思
います。私たちは、病期IIIにおける化学放射線療法の時代、
外科治療の場での免疫化学療法の時代、そしてもちろん
NSCLCの追跡試験における早期のがん遺伝子中毒腫瘍
の時代に、これらのすべての新たな試験を待っています。が
ん症例検討委員会に来て、学会で見ていることや電子ジャ
ーナルで読んでいることを話すことによって、次のガイドラ
インが書かれる前に、所属する施設に次のガイドラインを
持ち込めます。そのため、集学的治療の実践は新データを
早期に実務に取り入れ、その後、患者に届けることに必ず
つながると私は確信しています。では、この最後の質問を
もちまして、時間となったようです。ご視聴の皆さん、これら
のトピックについて私と議論してくださった先生方に御礼
申し上げます。

未承認医薬品や、承認医薬品の未承認の使用について講演者
が考察を行うことがあります。そのような状況は、少なくとも1法
域における承認状況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。
本コンテンツは医療従事者向けです。
発行日：2020年11月


