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 touchEXPERT OPINIONS

進行性/転移性子宮頸がんにおける患者転帰の
改善の道を開く
touchEXPERT OPINIONSからのトランスクリプト
ドイツ、ダルムシュタットのGSK社とMerck社による独立した教育助成金による資金援助を受けています。この活動は 
touchIMEが提供しています。
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MARILYN HUANG博士
シルベスター総合がんセンター、米国フロリダ州マイアミ

JULIUS STRAUSS博士
米国メリーランド州ベセスダ

ISABELLE RAY-COQUARD教授
Centre Leon Bérard 総合がんセンターフランス、リヨン

専門家 はじめに
子宮頸がんの第一人者である各講師が、スクリーニングとモニ
タリングにおけるバイオマーカー、腫瘍微小環境の役割、新規
治療法の最新データについて最新情報を提供します。

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

• 子宮頸がんのスクリーニングとモニタリングにおける
バイオマーカー検査の重要性を認識することができ
る

• 浸潤性子宮頸がんの発症と進行における腫瘍微小環
境の役割について議論することができる

• 進行性/再発性子宮頸がんの新規治療法になり得る
療法の最新データを解釈することができる

学習目標

• 子宮頸がんにおけるバイオマーカー検査の役割
の現状と今後の展望

• 子宮頸がんにおける腫瘍微小環境の影響と、そ
れを治療標的にする方法

• 免疫療法などの子宮頸がんの新規治療法の最新
データ

議論されるトピック：

初版の発行日: 2020年12月10日。単位取得期限: 2021年12月10日。
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バイオマーカー検査は、進行性/転移性子宮頸がん
患者の転帰をどのように改善するか？

Marilyn Huang博士

Marilyn Huang氏、米国フロリダ州マイアミのマイアミ・シルベ
スター大学総合がんセンターにおける婦人科腫瘍学者。

どのようなバイオマーカーが現在利用可能ですか、
またどのようにして子宮頸癌の患者の管理に関す
る情報を入手できますか？

本当にすばらしい質問ですね。これに回答することで、過去10
年間に私たちが子宮頸癌で行った進歩を示すことができます。
おそらく、米国で一般に使用されることが多い2つのバイオマ
ーカーはPD-L1とHPVでしょう。根治が困難なHPV感染症は、
子宮頸癌を進行させる最も重要な要素であり、スクリーニン
グの一環で臨床診療でルーチン的に使用されています。スクリ
ーニングで検出された高リスクHPVは、臨床のシナリオに応じ
て、膣鏡診、生検または監視の強化などによる更なる評価を必
要とします。過去2年間にわたりPD-L1はますます多く利用さ
れるようになっています。これは米国食品医薬品局 (FDA) が、
コンパニオン診断検査によるコンポジットスコアが1以上で腫
瘍がPD-L1を発現し、病状が進行または化学療法後の再発性
または転移性子宮頸癌の患者に対してペムブロリズマブを承
認して以来続いています。米国では一般に使用されていませ
んが、他国で使用されているものに、扁平細胞抗原、CEA、CA 
19-9、およびCA-125があり、子宮頸癌の再発可能性について
予後診断、あるいはモニターするためのバイオマーカーとして
使用できるかが調査がされています。残念ながら、これらのい
ずれも臨床使用に耐えるだけの十分に高い特異性を示してい
ません。米国では、進行性または再発性の子宮頸癌にしばし
ば使用されるもう１つのバイオマーカーに、Moore Criteriaが
あります。これは、5つの臨床的な因子によるスコア付けシステ
ムで、子宮頸癌の患者における化学療法への応答を予測しま
す。このスコア付けシステムでは、大規模な臨床試験で前向き
に検証しました。対象は中から高リスク患者で、ベバシズマブ
を併用化学療法に追加することで最大の利益が得られていま
す。

子宮頸癌に対してどのようにバイオマーカーを免疫
療法の使用へ統合するのですか？

米国では、臨床試験外で子宮頸癌と診断された患者にとっ
て、PD-L1免疫組織化学で陽性になることが免疫療法を受け
る上で必要になります。これは、2つのピボタル臨床試験に主
に基づいています。1番目のものは進行した扁平上皮細胞子宮
頸癌の24人の女性を対象とする固形腫瘍に関するペンブロリ
ズマブの非盲検第Ib相試験でした。この群では、客観的奏功率
が17%で4人の患者が部分奏効を達成しました。別の12.5%
の患者は病態安定を達成しました。12か月の全生存率は40%
でした。この試験ではペンブロリズマブには十分な認容性があ
り、抗癌作用の持続性が示されたため、この結果に基づいて2
番目の試験が開始されました。これは、第II相マルチコホート
試験で、今回も扁平上皮細胞の子宮頸癌患者が対象になりま
した。患者は、腫瘍PD-L1の状態を確認せずに登録され、この
群における客観的奏功率は約14%でした。後ろ向きにPD-L1
を評価すると、腫瘍がPD-L1を発現していない患者では応答が
全く認められませんでした。これが、FDAがペンブロリズマブで
の治療の際にPD-L1発現を要求する理由です。3番目の臨床試
験では、CheckMate358の第II相試験で、子宮頸癌の患者を異
なる用量の組み合わせのニボルマブ投与群、チェックポイント
阻害剤投与群およびイピリムマブ (CTLA-4抑制剤) の併用治
療群に無作為化し治療を受けました。両群において、全身的な
治療歴のある患者の客観的奏功率は約36%でしたが、全身的
な治療歴のない患者では約46%でした。先述の2つの臨床試
験と同様、PD-L1免疫組織化学染色 ≥ 1%の患者は、<1%の
患者と比較してより高い客観的奏功率を示しました。
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調査中で最も有望なバイオマーカーはどれですか？ 

	
 
現在さまざまなバイオマーカーが調査されています。例え
ば、HPVなどがそうです。高リスクHPVが持続的に存在すると
形成異常から癌に変化することが予想されますが、研究では、
発癌遺伝子E6とE7が持続的に発現すると、p53が劣化し網膜
芽細胞腫タンパク質が非活性化し子宮頸癌が進行することが
示されています。そのため、これまでHPVのウイルス量を調べ
るいくつかの研究がありましたが、現時点では臨床で使用す
るための準備はできていません。また、MicroRNAsも腫瘍形
成と関連しています。そしてCancer Genome Atlasのシーケン
スデータ解析では、子宮頸癌に関連したmicroRNAクラスタ
が報告されています。例えば、microRNA944は、HPV感染症
との相関関係を見るため、子宮頸部細胞株および正常な組織
と子宮頸癌の組織の両方について最近評価されました。高い
microRNA944は、より大きな腫瘍、リンパ節転移、および、より
短い全生存率に関連していました。また、他にもTCGAの発現
差異解析によってスクリーニングされた多くのmicroRNAがあ
ります。これらもまた新規の診断と予後のマーカーとして調査
されています。他の悪性腫瘍同様、CD8陽性リンパ球のCD4陽
性制御性T細胞に対する腫瘍への浸透の割合が高いことが、
生存率の改善に関連しており、これが有用な予後用のマーカ
ーになる可能性があります。子宮頸癌におけるエピジェネティ
ック抑制のメカニズムの変化 (ヒストンタンパク質の翻訳後修
飾におけるDNAメチル化など) に関する研究では、ヒストン脱
アセチル化酵素 (例えば、HDAC1とHDAC2) などの修飾酵素
が子宮頸癌で過剰に発現していることが報告されています。従
って、子宮頸癌におけるHPV駆動型クロマチン制御が予後診
断に可能性を持つとして関心を集めています。調査したその他
の分子 (VEGF-C、VEGF-D、YLK-40、およびマクロファージコロ
ニー刺激因子など) は、すべて癌細胞によって分泌され、その
成長や血管形成やアポトーシスに対する保護に影響を与えて
います。しかし、これも臨床で実践するにはさらなる開発が必
要です。

新しいバイオマーカーが、臨床治療にどのように組
み入れられていくと思いますか？ 

TCGAプロジェクトが始まって以来、私たちの分子特性化によ
る癌の理解はかなり深まっています。そして、それ以降、私たち
は癌治療における進歩をしてきました。比較的新しいアプロー
チであるラジオミクスは、数学的で統計的なアプローチを使用
しています。これは、子宮頸癌患者の病状の段階、リンパ節の
状態、再発性、および生存率について、それらを予測する可能
性を持った情報を医学画像から抽出するものです。非侵襲的
バイオマーカーにイメージングテクノロジーを応用することは
大きな意義があります。研究者はHPV予後モデルを開発して
きました。これは、治療前の拡散強調MRIから得られた全体的
な腫瘍のみかけの拡散係数をゲノムタイピングに統合するも
のです。対象となるのは局所的に進行した子宮頸癌を持つ、化
学放射線治療を受けた女性患者であり、無病生存率および全
生存率の予測を試みるものです。従って、これは子宮頸癌の患
者における生存を予測するためのまったく新しい方法になり
ます。さらに、子宮頸癌における免疫療法はまだ比較的初期の
段階にあり、マイクロサテライトなどの潜在的バイオマーカー
の可能性は不安定で、不足を補うには未だ物足りない点があ
り、場合によっては腫瘍変異の負荷が高くなる可能性がありま
す (これは、他の腫瘍では1メガベースあたり≥10変異として
定義)。そしていずれも子宮頸癌のバイオマーカーとして使用
できるかどうかについてまだ調査中です。私たちがファーストラ
イン治療とセカンドライン治療に免疫治療を組み入れる臨床
試験を開発する中で、追加的な新しいバイオマーカーをさらに
探求し検証することができます。
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子宮頸癌の発達と進行におけるHPV感染の役割
はどのようなものですか？

HPV感染が子宮頸癌の発症を引き起こす原因として、最も一
般的に研究された原因は、癌タンパク質、E6およびE7を通し
たものです。HPVには多くの異なる型があります。一般に、それ
らは低リスクと高リスクなものに分類されます。それらはいず
れもE6とE7のタンパク質を持っていますが、高リスク型HPVで
は、低リスク型HPVと比べて一般にE6とE7のタンパク質には
異なった機能があります。高リスク型HPVの場合、E6のタンパ
ク質では、特に他の多くの機能の中でも、p53と呼ばれる腫瘍
抑制タンパク質が劣化する傾向があります。そして、E7のタン
パク質は網膜芽細胞腫と呼ばれる別の腫瘍抑制タンパク質を
不活性化する傾向があります。それは、網膜芽細胞腫タンパク
質に付着し、網膜芽細胞腫タンパク質がE2Fと呼ばれる転写
調節因子に付着できる能力を妨げます。これにより、網膜芽細
胞腫タンパク質が不活性化されます。この能力は細胞周期と、
細胞周期が1つのフェーズから次のフェーズへ移行するのをコ
ントロールする上で非常に重要なものです。E2Fはコントロー
ルが効かない細胞の成長につながります。網膜芽細胞腫タン
パク質はE2Fに付着し、それがいつでも自由に細胞の成長を
コントロールすることを妨げます。E7は網膜芽細胞腫タンパク
質がE2Fに結合するのを阻害し、その結果E2Fはコントロール
の効かない細胞の成長を、自由に引き起こすことができるよう
になります。一般的に、感染した細胞を癌に変えていくこれら
の2つの癌タンパク質に関して他の多くのメカニズムがありま
すが、最も研究されたメカニズムが2つあります。それは、これ
らの2つの癌タンパク質がp53および網膜芽細胞腫の腫瘍抑
制タンパク質に及ぼす影響に関するものです。

腫瘍微小環境を利用して、どのように進行性/転移
性子宮頸がん患者に役立てられるか？

Julius Strauss博士

私の名前はJulius Straussで、医師をしております。私は、ニ
ューヨーク州立大学ストーニーブルック校で内科学の勉強を
し、ニューヨークのモンテフィオーリ医療センターで内科学の
研修医をしました。以前は医学生として腫瘍学の特別研究員
をしておりましたが、現在、米国メリーランド州ベセスダにあ
る国立衛生研究所で腫瘍と癌の研究者をしております。私は
特にHPV関連の癌、および子宮頸癌などHPV関連の癌の免
疫療法を専門としています。

腫瘍微小環境とは何ですか？また何が子宮頸癌
の発症と進行の主な要因になるのですか？ 

腫瘍微小環境は、腫瘍を取り囲む非常に複雑な環境です。そ
れは基本的に腫瘍と腫瘍に隣接するものすべてを含んでいま
す。それは血管のみならず多くの異なったタイプの非癌細胞で
構成され、その多くが免疫細胞です。これらの免疫細胞は、刺
激を受けた免疫細胞である可能性があり、CD8細胞傷害性T
細胞やCD4陽性ヘルパーT細胞などの抗癌性免疫細胞などが
そうです。またナチュラルキラー細胞（NK細胞）である可能性
があります。また、制御の役割を果たす免疫細胞があり、それ
には免疫制御性があります これには制御性T細胞、骨髄由来
免疫抑制細胞、腫瘍関連マクロファージ (別名M2) が含まれま
す。他にも免疫細胞がありますが、これらは潜在的な治療法の
オプションについて研究する場合に、腫瘍微小環境で最も一
般的に見かけられるものです。また、腫瘍微小環境には、免疫
細胞間や、腫瘍微小環境におけるその他の細胞間のいずれか
にシグナル分子も含まれます。通常、これらのシグナル分子は
サイトカインと呼ばれます。また、それは線維芽細胞も含んで
います。この細胞は、腫瘍微小環境の細胞外マトリックスを作
る役割を持つ細胞で、すべての細胞がこの環境で生存するの
に必要なサポート構造を形成します。それは複数の異なるコ
ンポーネントで構成されていますが、圧倒的に多い成分はコラ
ーゲンです。従って、これらすべてが一体となって、腫瘍微小環
境の最も研究されている分野を構成しています。おそらく、それ
らはすべて子宮頸癌やその他の腫瘍の進行に役割を果たすと
思われますが、主要な要素はおそらく腫瘍微小環境中の免疫
細胞であると考えます。これは、それらが子宮頚癌細胞を認識
できるか、また子宮頚癌細胞に反応してそれを取り除いたりコ
ントロールするため支援を行えるか、あるいは、そのような細
胞を認識して効率的に封じ込めることができるかには関わり
ません。
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腫瘍微小環境は、子宮頸癌の治療目的でどのよう
にターゲットにすることができますか？ 

先述したとおり、HPVからのE6癌タンパク質には、感染細胞に
おいてインターフェロンシグナル経路を制御する能力があり
ます。これは、免疫システムにシグナルを送る能力に大きな影
響を及ぼします。免疫システムはこのシグナルを受けて細胞を
攻撃して、癌を攻撃するからです。通常T細胞はウィルス感染
の細胞に対抗します。しかし、T細胞が癌細胞あるいは感染細
胞と戦えるよう効率的に有効化されないといった一般的な問
題があります。これを克服するためのいくつかの基本的戦略が
あります。こうした戦略の中には、E6またはE7などの癌細胞か
らの抗原を利用できる治療用ワクチンの開発が含まれていま
す。それはT細胞の特定の活性化によりかかわるものです。ま
た、非特定的なT細胞の活性化があります。これは非特定的に
T細胞を活性化するサイトカイン ((インターロイキン-2、-12、
および-15を含む) などを導入することによって行われます。子
宮頸癌の治療目的で腫瘍微小環境のレベルでT細胞を活性
化するため、これらのインターロイキンをチェックポイント阻
害剤やワクチンの増減と組み合わせて導入することに関して、
それを評価するための多くの臨床試験が実施されています。
同様に、CTLA-4をブロックして非特定的な活性化をすること
ができます。CTLA-4は腫瘍微小環境から離れた周辺部にある
非特定的な阻害剤ですが、それをブロックすることができるた
め、非特定的にT細胞を活性化し、それを腫瘍微小環境に送り
出すことができます。また、 PD-1またはPD-L1やその他の免疫
チェックポイント分子 (TIGIT、Lag-3、またはTim-1など) をブ
ロックすることで腫瘍微小環境のレベルでT細胞を活性化す
ることができます。その他にも現在評価中のものがいくつかあ
ります。さらに、TGF-βなどの免疫抑制的なサイトカインをブロ
ックできます。あるいは子宮頚癌細胞や腫瘍微小環境が生成
するTGF-βなどの抑制的なサイトカインをブロックすることを
試みることができます。これは臨床試験で研究されている薬剤 
(TGF-βをブロックするためのさまざまな方法を持つ) によって
行われます。これはこれらの種類の癌研究でもう1つの有望な
手段になる可能性があります。 

全体的に見て、これらの一般的な戦略で行うべきことは、免疫
抑制的なシグナルから来るシグナルを全体的に変えて (ほと
んどの場合、サイトカインやチェックポイントを通じて)、T細胞
用の免疫刺激的なシグナルを増加し、T細胞の活性化を強化
し、T細胞が効果的に子宮頸癌を攻撃するのを妨害しているチ
ェックポイントを除去することです。 もう1つ幅広く行われてい
る研究分野にはT細胞の養子細胞移植があります。E6または

HPVはどのように腫瘍微小環境および免疫システ
ムと相互作用し、それが癌の進行と侵襲性疾患につ
ながるのですか？ 

HPVには、免疫システムをコントロールして免疫抑制的な腫
瘍微小環境を作り出すための、あるいは、ウィルス感染した細
胞に対する免疫システムの通常の攻撃を回避するための、い
くつかの直接的および間接的なメカニズムがあります。HPV
は、インターフェロンのシグナル経路を抑制することによって
感染細胞に影響します。この経路は主要な型のウィルスに感
染した細胞が、免疫システム (細胞が感染に応答するために
必要とするシステム) にシグナルを送ることができる主要な経
路です。HPVは、E6を通して、およびインターフェロンのシグナ
ル経路へHPVが及ぼす影響により、これを行います。従って、T
細胞はこれらの感染細胞への良い応答を形成できません。ま
た、E6とE7も感染細胞のTGF-βの発現に影響することがわか
っています。また、TGF-βは細胞から腫瘍微小環境に分泌さ
れ、増加します。TGF-βの発現は、より大きな免疫抑制性の腫
瘍微小環境を形成し、骨髄由来性抑制細胞や制御性T細胞と
いった免疫抑制細胞が、さらに免疫抑制的になる原因を作り
出します。当然のことながら、免疫システムにおいて問題となる
のは、HPVまたは子宮頸癌細胞が免疫システムに対して行う
ことだけではありません。しかし、患者自身の基線の免疫シス
テムについてはどうでしょうか？ 一部のデータによると、TGF-β
受容体などの免疫システムの受容体に異なった多型性がある
人は、子宮頸癌や他のHPV関連癌を発症する可能性に影響を
与えることが示唆されています。またはこれらの癌を発症する
と、予後の悪化または改善に影響を与える可能性があります。 
そして、私がもう1つ付け加えたいことは、PD-L1は非常によく
研究されたものであるということです。そして、少なくとも子宮
頸癌の早期の段階や頸部上皮内癌 (CIN) などの前癌状態の
病巣では、一般に、これらの細胞におけるPD-L1のより高い発
現が、より急速な病気の進行に関連し、CINを癌に変える可能
性を高めるということがわかっています。一般に、子宮頸癌の
患者の約80%が、腫瘍にPD-L1の何らかの発現を持っていま
す。しかし、全体的に高い発現率にもかかわらず、子宮頸癌の
患者の約12～14%だけが最終的にPD-L1療法に応答するよ
うになっています。従って、腫瘍微小環境には明らかに免疫シ
ステムの能力 (効率的に癌細胞を取り除くことができる能力) 
を阻害する上で重要性を持つ他の多くのコンポーネントがあ
ります。これは将来の治療のための有望なターゲットになるも
のであり。私たちは調査を進めて、研究を続行しなければなり
ません。
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Isabelle Ray-Coquard教授

こんにちは、Isabelle Ray-Coquardと申します。フランスのリ
ヨンにあるCenter Leon Bérardで腫瘍内科医と教授を務め
ております。現在、フランスの研究医グループであるGINECO
の会長も務めております。

進行性/転移性および再発性子宮頸癌患者の現行
のケアの基準、また現在の治療法の限界とは？

子宮頸がんの患者治療には国際的なガイドラインがいくつか
ありますが、欧米ではこれらの患者の管理について非常に似
通った推奨事項があります。具体的に申しますと、転移性がん
では、どのガイドラインも、白金製剤であるカルボプラチンかシ
スプラチンとパクリタキセルの併用化学療法を用い、全身状態
が良く禁忌のない患者にはベバシズマブを追加することを推
奨しています。

NCCNガイドラインは、白金製剤による治療歴のない患者に
はシスプラチンが推奨であることを強調しています。その後は
残念ながら、第一選択の化学療法の後に再発した子宮頸が
んの管理には、選択肢はほとんどありません。ヨーロッパでは
白金製剤とパクリタキセルの併用治療法を数種類用いていま
す。米国における朗報として、ペンブロリズマブが使えること
があります。これはPD-L1陽性患者や高頻度マイクロサテライ
ト不安定性（MSI-High）腫瘍の患者に使用できる薬剤です。ま
た、NCCNガイドラインは、これらの患者に使用できるゲムシタ
ビン、イホスファミド、イリノテカンを使用するよう求めていま
す。しかしご存知のように、残念なことにこの化学療法を使用し
ても、再発性疾患の患者の結果は非常に良いとはいえない場
合がほとんどです。だからこそ私たちはPD-1またはPD-L1阻害
剤に焦点を当てています。

進行性/転移性の子宮頸がん患者の治療において
新たなる地平を拓きつつあるのだろうか？

E7またはT細胞を特にターゲットにした遺伝子技術によるT細
胞 (E6とE７を認識するように開発されているため子宮頸癌も
攻撃する) を通じて行うか、または患者から採取された腫瘍浸
透性のリンパ球 (予め癌に応答することが確認されているも
の) を通じて行います。これらのリンパ球は成長して数が増加
するため、患者に再注入することができます。

免疫チェックポイント阻害剤による治療法が近い将
来に子宮頸癌の治療にもたらすものとは？

ご存知のように、いくつかの結果から、免疫療法が子宮頸がん
にとって興味深いものである可能性が報告されています。免疫
治療の併用からも興味深い結果が出ています。最初に報告さ
れたのはニボルマブとイピリムマブを併用した結果です。再発
時に治療を受けなかった患者と再発時に治療を受けた患者の
いずれに対しても有効性があることを示していました。この併
用療法については、治療歴のある患者に対して、イピリムマブ
を高用量にするほど有効性が高くなることが認められました。
化学療法による治療歴がない患者においても、ニボルマブと低
用量のイピリムマブで非常に良い結果が得られました。安全性
プロファイルは非常に良好であり、これらの結果は非常に有望
といえます。

2つの第II相試験で、この患者集団においてペンブロリズマブ
またはニボルマブに興味深い有効性があることが報告されて
います。腫瘍がPD-L1を発現している患者におけるペムブロリ
ズマブの結果は明らかに興味深いものです。奏効率は15％に
近く、奏効期間の中央値は4か月を超えています。ニボルマブで
も、幅広い患者集団で全く同様の結果が報告されています。
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さらに最近、今年の欧州臨床腫瘍学会 ESMO 2020で、PD-1
阻害剤とCTLA-4阻害剤、すなわちバルスチリマブとザリフレ
リマブという別の併用療法についても報告がありました。この
療法も、特に選択肢が非常に少ないこの患者集団において
興味深い結果が出ています。安全性プロファイルは、この特定
の患者集団にとって管理できるものであると言えます。PD-1 
CTLA-4二重特異性抗体を用いる試験も別途進行中です。これ
はこの患者集団にとって興味深いものである可能性がありま
す。また、子宮頸がんにおいても、抗PD-1抗体であるセミプリマ
ブの第III相試験の結果が、順調であれば来年出ることになっ
ています。

ビントラフスアルファとは何か？ また、子宮頸がんに
おける転帰の最新の報告は？

ビントラファスプ アルファは非常に興味深い薬剤です。これ
は、PD-L1部位とTGF-β受容体を遮断することができる二機能
性抗体です。この化合物については、進行した固形腫瘍、具体
的には子宮頸がんを対象として含んでいる第I相試験で非常
に興味深い結果が報告されています。単剤療法での奏効率は
24％と非常に良い結果が出ています。これは、利用できる選択
肢がほとんどない患者集団において極めて興味深い結果とい
えます。

チソツマブベドチンはどのように作用し、 転帰に関す
る最新の報告はどのようなものがあるか？ 
 

 
チソツマブ ベドチンでも興味深い結果が出ています。チソツマ
ブ ベドチンは、組織因子に特化した抗体薬物結合体です。チソ
ツマブ ベドチンはこれらの受容体をブロックし、抗有糸分裂剤

（MMAE）すなわちチューブリン重合阻害剤を導入することが
できます。また、最初の第I相試験だけでなく、再発性または転
移性頸部がんに特化した第II相試験でも良好な結果が報告さ
れています。繰り返しになりますが、これらの2試験での奏効率
は22～24％であり、奏効までの期間の中央値は2か月と非常
に短く、奏効期間の中央値は6～8か月です。第III相試験はまも
なく始まります。 



www.touchoncology.com/cme-education/ 9

 touchEXPERT OPINIONS

新薬と併用療法は今後、子宮頸癌の現在の治療パ
ラダイムにどのように統合されていくと思われます
か？

これらのどの第II相試験においても、子宮頸がんにおいて免疫
療法がいかに重要かが報告されています。今あるいくつかのデ
ータ、前臨床データと臨床データから、患者にとって免疫療法
は確かに優れた選択肢であり、化学療法に比べて安全性プロ
ファイルも格段に優れていると考えられます。このため、第一
選択治療後の転移性疾患の発症時からPD-1阻害剤やPD-L1
阻害剤を使用するために、さまざまな第III相試験への患者の
組み入れを継続中です。これは、ペンブロリズマブと化学療法
の併用療法にベバシズマブを追加してまたは追加せずに行っ
たKEYNOTE試験だけでなく、アテゾリズマブとベバシズマブお
よび化学療法を併用するBEATcc試験でも得られた知見です。
ベバシズマブは、転移性疾患のみを対象としたこの臨床試験
では必須です。さらに最近、2つの異なる臨床試験が行われて
います。全身療法による治療歴のない進行した局所進行性頸
部がんに対してペンブロリズマブを用いた第III相試験です。ま
た、治療歴のない局所進行性子宮頸がんについても、化学療
法とデュルバルマブの併用治療を用いるCALLA試験がありま
す。この第III相試験で、免疫療法を早期から子宮頸がん管理に
用ることに対して肯定的な結果が出て、患者にとって朗報にな
ることを願っており、そうなると確信しています。
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CA-125、がん抗原125; CA 19-9、糖鎖抗原19-9; CD、分化クラス
ター; CEA、がん胎児性抗原; CIN、頸部上皮内癌; CTLA-4、細胞傷
害性リンパ球抗原4; DNA、デオキシリボ核酸; E2F、E2ファクター; 
ESMO、欧州臨床腫瘍学会; FDA、米国食品医薬品局; GINECO、
全国卵巣および乳がん研究医グループ; HDAC、ヒストンデアセチ
ラーゼ; HPV、ヒトパピローマウイルス; LAG-3、リンパ球活性化遺
伝子3; microRNA、マイクロリボ核酸; MMAE、モノメチルオーリス
タチンE; MRI、磁気共鳴イメージング; MSI、マイクロサテライト不

安定性; NCCN、全米総合がんセンターネットワーク; p53、腫瘍タ
ンパク質p53; PD-1、プログラム死1; PD-L1、プログラム死リガン
ド1; TCGA、米国がんゲノムプロジェクト「The Cancer Genome 
Atlas」; TGF-β、形質転換成長因子ベータ; TIGIT、Igドメインおよ
びITIMドメインを有するT細胞免疫受容体; TIM-1、T細胞免疫グロ
ブリンおよびムチン1; Treg、制御性T細胞; VEGF、血管内皮増殖因
子; YLK-40、チロシンリジンロイシン40。

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。

欧州医学専門家同盟（UEMS）および欧州生涯教育認定協議会
（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、参加した活
動に応じた単位のみを請求できます。

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。

初版の発行日: 2020年12月10日。単位取得期限: 2021年12月
10日。

略語


