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touchEXPERT OPINIONS

 

EGFR変異陽性NSCLCにおける進歩：
その現状
touchEXPERT OPINIONSからのトランスクリプト

アストラゼネカ社からの独立医学教育要請による資金提供で設立。
この活動はtouchIMEが提供しています。
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本touchEXPERT OPINIONSを視聴すると、以下が可能
になります：

• EGFR変異陽性NSCLCにおける第一選択治療法とし
ての併用療法に関する論拠と臨床試験データにつ
いて説明できる。 

• 第三世代EGFR-TKIの耐性化機序と第二選択治療
における薬剤耐性管理戦略について説明できる。 

• 早期EGFR変異陽性NSCLCに対する新たな治療戦
略と、それが転移性疾患の治療の展望に及ぼす影
響についてのデータを総括できる。

学習目標

• 併用戦略はEGFR変異陽性NSCLC前進の道とな
るか？ 

• 獲得耐性はEGFR変異陽性NSCLCの治療選択をど
のように左右するか？ 

• 早期NSCLCにおける最近のデータはEGFR変異陽
性NSCLCの現在の治療経路にどのように影響を与
えるか？

議論されるトピック：

発行日：2020年12月7日

開会挨拶

RAFFAELE CALIFANO博士
The Christie Hospital and Manchester University Hospital 

英国、マンチェスター

LECIA SEQUIST博士
Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital 

米国、マサチューセッツ州ボストン

YI-LONG WU教授
Guangdong Lung Cancer Institute and 

Guangdong Provincial People’s Hospital
中国、広州

専門家
代表的な非小細胞肺癌（NSCLC）専門家による上皮成長因子
受容体（EGFR）標的治療の現在の基準と最新の進歩に関する
議論を視聴する。
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併用戦略はEGFR変異陽性NSCLC前進の道とな
るか？
Raffaele Califano：こんにちは。Raffaele Califanoと申しま
す。英国マンチェスターのChristie Hospitalで腫瘍内科医長を
務めております。

従来のEGFR-TKI単独治療は、最善のNSCLC第一
選択治療戦略か？

上皮成長因子受容体（EGFR）活性化変異の発見やEGFRチ
ロシンキナーゼ阻害剤（TKI）の利用は、確かに非小細胞肺癌

（NSCLC）患者の疾病自然史に画期的な変化をもたらしまし
た。EGFR活性化変異は のチロシンキナーゼ領域で発生し、エ
クソン18〜21で最もよく見られます。この変異は、白人患者の
10%、東アジア系の患者では50%までに見られます。この変異
を持つ患者の多くは、女性、腺がん組織、喫煙歴がないか少し
吸う程度の患者です。

歴史的に、ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブといった
EGFR-TKIと標準的なプラチナ製剤ベースの化学療法を比
較した試験が行われ、奏効率、無憎悪生存期間、QOLにおい
て、EGFR-TKIはプラチナ製剤よりも常に良い結果を示しまし
た。その後、EGFR-TKI同士を比較評価する臨床試験も数多
く実施されています。最近報告された試験に、例えば、LUX-
LUNG 7試験があります。この試験では、アファチニブとゲフィチ
ニブを比較して、アファチニブの無憎悪生存がわずかながら延
長したことが示されました。

より最近では、ダコミチニブとゲフィニチブを比較したARCHER 
1050試験で、ダコミチニブにより無憎悪生存と全生存が延長
したことが示されています。ただし、ARCHER 1050試験には脳
転移のある患者は含まれていませんでした。

より最近では、第一選択として第三世代EGFR-TKIであるオ
シメルチニブと、ゲフィチニブまたはエルロチニブを比較した
FLAURA試験があり、第一世代EGFR-TKIよりもオ シメルチニブ
でより長い無憎悪生存および全生存が認められました。

このデータに基づいて、現在はEGFR-TKI単剤による第一選択治
療が標準治療となっており、オシメルチニブが最もよく使用され
ている第一選択治療薬です。奏効率が高く無憎悪期間が長くて
も、これらの患者は皆、ある時点でがんが進行します。約50％な
いし60％の患者が二次選択の治療を受けることがわかっていま
す。このため、第一選択治療法の有効性の改善が喫緊のニーズ
となっています。このような患者に対する第一選択治療法の効
果を最大化できるさまざまな戦略をこれから見ていきます。

EGFR-TKIとVEGF阻害剤の併用で転帰は改善でき
るか？

EGFR変異陽性進行NSCLCの第一選択治療の有効性を向上
を目指す最初の戦略は、EGFR-TKIと抗血管内皮増殖因子
(VEGF) 治療の併用で、これまでに２つの大規模第III相試験が
報告されています。

最初の試験は、東アジアで実施されたNEJ026試験で、患者は
エルロチニブ単剤治療群とエルロチニブ＋ベバシズマブ併用
群に無作為に割り付けられました。もうひとつは、もっと最近
結果が報告されたRELAY試験で、患者はエルロチブ+プラセボ
群か、エルロチニブ+ラムシルマブ群のいずれかに無作為に割
り付けられました。
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どちらの試験も主要評価項目は無憎悪生存で、両試験とも
EGFR-TKIと抗血管新生薬の併用で無憎悪生存の改善が認め
られましたが、全生存の改善は認められませんでした。

考慮すべき重要なことは、EGFR-TKIと抗VEGF療法の併用で、
グレード3ないし4の有害事象が増加したことです。特に、出血、
高血圧、肝機能障害の発生率が増加しました。

NEJ026試験およびRELAY試験に基づいて、EMAはエルロチニ
ブとベバシズマブの併用およびエルロチニブとラムシルマブの
併用をEGFR変異陽性進行NSCLC患者の第一選択戦略として
承認しました。

化学療法は予めEGFR-TKIを併用するべきか？

別の魅力的な戦略は、プラチナ製剤とEGFR-TKIの併用です。そ
の根拠は、EGFR遮断に反応する腫瘍クローンだけでなく、反
応しない腫瘍クローンも同時に抑制することができるので、化
学療法で対応できるということです。

最近、２つの試験の結果が発表されました。いずれも大規模
な第III相無作為化臨床試験です。１つ目はNEJ009で、東アジ
アの試験です。もうひとつはインドにおける試験です。両試験
は非常によく似ているのですが、異なる点がいくつかあります。
両試験とも、一般的な活性化変異のある病期IVのNSCLC患者
を、ゲフィニチブ単剤治療か、ゲフィチニブとプラチナ製剤ペメ
トレキセドによる化学療法の併用に無作為に割り付けていま
すが、NEJ009試験ではゲフィチニブとペメトレキセドによる維
持療法のオプションがあり、インド試験ではペメトレキセド単
剤療法による維持療法のオプションがありました。両試験の主
要評価項目は無憎悪生存ですが、重要なのは、インドの試験で
は一般状態が2の患者も含まれている点です。

 

これらの試験で明らかになったのは、化学療法とEGFR-TKIの併
用で無憎悪生存が改善し、単独療法に比べて全生存も改善した
ということです。この有効性には代償が伴います。実のところ、い
ずれの試験でも、併用群でグレード3または4の毒性、特に血液
毒性が確認されました。これは化学療法の追加によるものです。

今、この戦略は非常に興味深いものだと言えます。化学療法と
EGFR-TKIの併用は治験段階です。FLAURA 2試験の結果が非
常に重要になると私は思います。この試験はオシメルチニブと
プラチナ製剤ベースの化学療法の併用を評価する進行中の試
験で、2、3年で結果が出るはずです。

免疫チェックポイント阻害剤には、新たにEGFR変
異陽性NSCLCと診断された患者の治療において
果たす役割があるか？

これら患者における免疫チェックポイント阻害剤の役割は何
でしょうか？ まず、後ろ向き試験、メタ解析および前向き研究の
データから、EGFR活性化変異のある患者での免疫チェックポ
イント遮断は、標準化学療法に比較して、機能が弱いようだと
いうことがわかっています。例えば、Lisburg試験では、未治療
でPD-L1発現率が少なくとも1%のEGFR変異陽性の患者に第
一選択治療薬としてペンブロリズマブを投与しましたが、奏効
は認められず、無憎悪生存も非常に短期間でした。また、数多
くの国際的な研究から、EGFR変異陽性進行NSCLC患者は、免
疫チェックポイントを阻害する治療を受けた場合、標準的な化
学療法による従来のコントロールに比較して、予後や転機が悪
くなるということも知られています。 

もう１つの懸念は、EGFRと免疫療法の併用は、免疫チェックポ
イントの遮断とTKIを連続させた場合に、有害事象リスクを増
加させるおそれがあることです。特に、肺炎やその他の免疫関
連毒性といった有害事象のリスクの増大が報告されています。
ですから、この戦略は現時点では治験段階で、臨床診療での使
用は承認されていません。
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化学療法歴のない患者集団で免疫チェックポイント阻害剤を
評価した臨床試験がひとつだけあります。それはIMpower150
試験で、化学療法は受けていない患者で評価を行ったのです
が、EGFR活性化変異や未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）再配列
を有する患者も含まれていました。カルボプラチン、パクリタキ
セル、ベバシズマブおよびアテゾリズマブの4剤を投与したEGFR
活性化変異をもつ患者の小規模な部分集団で、3剤投与群より
も全生存が延長する傾向が認められました。これは、化学療法、
免疫療法、抗血管新生薬のこの場合の併用効果を示唆するも
のと言えるかもしれません。データを見ると統計的な有意性は
ないので、私の意見ではこのデータは仮説を証明するには至っ
ていないものなのですが、これは化学療法歴のない患者向けに
確かに承認されているTKI治療後の治療選択肢となっています。

獲得耐性はEGFR変異陽性NSCLCの治療選択をど
のように左右するか？
Lecia Sequist：こんにちは。Lecia Sequistと申します。マサ
チューセッツ州ボストンのMassachusetts General Hospital 
Cancer Centerに勤めております。

第一選択としてのEGFR-TKI療法後に一般的に見
られる耐性機構はどのようなものか？

最先端のEGFR-TKI使用後の耐性パターンは、投与された
EGFR-TKIによって異なります。長年にわたり、我々の最先端
治療は第一世代または第二世代のEGFR-TKIが主力で, 耐
性パターンの傾向はどの症例でもほぼ類似していました。耐
性の大半は単一の機序、すなわちゲートキーパーに位置す
るT790M遺伝子変異によるものです。当時の耐性化機序の
5%から10%は、それほど多くは見られない機序でした。例え
ば、間葉上皮転換因子（MET）増幅、小細胞癌への形質転換、
そしてヒト上皮成長因子受容体（HER）2やB-Rafがん原遺伝
子（BRAF）のようなその他のバイパス経路がありました。臨
床診療のパターンが変化し、今や第三世代のEGFR-TKIが最
前線で使用されているここ数年の間に私たちが目にしてき
たことは、フロントライン治療後の耐性も変化しているとい
うことです。その理由は主に、過去に優勢を占め最も一般的
であった耐性化の機序であるT790M変異は、第三世代の薬
剤の使用で発生するタイプのものではないということにあ
ります。それは、オシメルチニブや同系統の第三世代の薬剤
は、T790Mの阻害能力が極めて高いためです。ですから、今
やT790Mは前線治療の後に見られる耐性機構ではありませ
ん。その代わり、患者の疾患が徐々に進行するにつれてでデ
ータも出始めているところなのですが、オシメルチニブのよう
な薬剤を第一選択治療で投与した後の状況として見られる

のは、以前はもっと稀だった機序が、中心的な耐性化機序に
なってきているということです。以前の薬剤に比べると、MET
増幅と小細胞肺癌化が多く見られます。第三世代の薬剤の結
合部位に、C797Sと呼ばれるEGFRの新たなメカニズムがあ
ります。少数の患者で見られ、さまざまな融合やBRAF突然変
異、HER2増幅といったバイパス経路が見られます。色々なも
のの寄せ集めです。これが、生検が非常に重要である理由の
一部です。

オシメルチニブによる第一選択治療の後、治療標
的候補となる変異のある患者にどうアプローチす
るのか？

私は、第一選択薬としてオシメルチニブを投与して進行した
患者の耐性化機序を調べることが非常に重要だと思います。
私は全ての患者で液体生検ではなく、侵襲的な組織生検を
行うようにしています。小細胞癌への形質転換のようなこと
は、液体生検ではわからないからです。

治療に反応しそうな治療耐性変異で、検査結果が戻ってき
た時に目にする可能性があるもののひとつはMET増幅です。
これはオシメルチニブを第一選択で投与した患者の20%か
ら30%で起こります。MET増幅はバイパス経路です。METと
EGFRを同時に阻害すると腫瘍が反応することがあるという
10年以上前の前臨床エビデンスがあります。現在、これは臨
床でも見られます。今年前半に発表されたTATTON試験はま
さに、この考え方の決定的証拠です。MET増幅によって耐性に
なった患者にMET阻害剤であるサボリチニブとEGFR阻害剤
のオシメルチニブを投与したところ、この併用標的療法に対
する応答を得ることができました。このデータを追跡するた
めに、他にも複数の試験が進行中です。

耐性化機序としてMET増幅のある患者がいたら、進行中の試
験に登録してみてください。オシメルチニブとサボリチニブの
併用の特性評価を進めるために実施されている試験がいろ
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いろあります。また、EGFR阻害剤とカプマチニブ、テポチニブ、 
ナザルチニブのような他のMET阻害剤の併用を評価する試
験も進行中です。

オシメルチニブ治療後のC797S変異にはどのよう
な意味があるのか？

C797Sは大変興味深い領域ですが、まだ解明途上にあると
思います。これまでに得られている情報の多くは、第一世代
のEGFRで治療を受けてT790Mが変異した患者をT790Mに
特異的な第三世代薬剤であるオシメルチニブで治療したとこ
ろ、C797S変異が生じたというものです。活性化EGFR変異と
T790M変異とC797S変異があるという状況は、当初は大変克
服し難い壁でした。

いわゆる第四世代のEGFR阻害剤についての非常に初期のデ
ータが出てきています。現時点では、ほとんどが前臨床データ
ですが、この状況に対処できるようになるかもしれません。しか
しながら、今、現実の世界では、第一世代の薬剤の投与を受け
ている過去からの患者がおり、このトリプル変異を持っている
可能性がある患者もその中にまだ大勢いる一方で、オシメル
チニブによる第一選択治療を受けて、T790M変異は出現しな
いだろうと考える状況でC797S変異を生じるかもしれない患
者を診ることが増えています。

状況の進展につれて、これらの第四世代のTKI薬を含
め、C797S変異へのアプローチがいくつか提案されています。
また、必ずしもEGFRのTK領域に結合するのではなく、EGFRタ
ンパク質の別の部位に結合するアロステリックEGFR阻害剤も
あります。場合によっては、最大の効果を得るために、こうした
薬剤をEGFR標的モノクローナル抗体と併用します。C797Sに
対するこうした新戦略を見ると、さまざまな臨床試験や、臨床
現場で治療している患者でC797Sが存在している文脈に焦点
を当てることが重要になってきます。

その他の稀なバイパス経路活性化がんについての
今後はどうなのか？

MET増幅、C797S変異、小細胞癌への形質転換という大きなカ
テゴリー以外に、別のバイパス経路による耐性化機序の細か
なカテゴリーが多数、オシメルチニブによる第一選択治療後に
認められます。その多くは、後天性トランスフェクション中の遺
伝子再構成（RET）転座、後天性ALK転座、後天性BRAF転座の
ような融合です。これらが起こることは比較的まれですが、治
療標的にすることができると考えています。EGFR阻害を併用し
てバイパス経路を標的とすることで、著しい奏功を見せた少数
の患者の症例報告があります。重要な疑問は、症例報告を実
際の診療の土台にできるのかということです。言い換えると、こ
ういった患者の治療法についてもっとエビデンスを集めるには
どうすれば良いのかということです。異なる耐性化機序につい
てさまざまな試験群を評価するバスケット試験の実施は、多数
の、それぞれが非常に稀なサブセットについてエビデンスを得
るひとつの方法です。

このような試験の例として、現在進行中のORCHARD試験があ
ります。この試験では、オシメルチニブによる第一選択治療の
後に生検を行って腫瘍を分類し、見つかった耐性化機序に合
わせて治療を行います。特定の耐性化機序が見つからない場
合には、適合のないかたちでさまざまな戦略を試みる群もあ
ります。目の前にいる患者の腫瘍の耐性化機序を理解するた
めの生検は、オシメルチニブ耐性にとって大いに意味のあるも
のになると思います。１つの方法が皆に当てはまるというもの
ではありません。第二選択治療は各患者の疾患の生態それぞ
れにしっかり合わせる必要があります。

 

治療標的となりうる変異が患者にない場合はどうな
るのか？

後天性オシメルチニブ耐性が生じた時点で治療標的となりう
る変異がない患者については、TKIと化学療法を併用すべき
か、TKIを止めて化学療法のみで行くべきかが重要な問いにな
ると思います。免疫療法はこのような状況にどのように収まる
のでしょうか、そしてこの分野にの新規化合物はどのようなも
のなのでしょうか？ COMPEL試験は、こうした場合に化学療法
と併用してオシメルチニブを続けるべきかどうかを評価するた
めの無作為化試験です。COMPEL試験に説得力がある理由の
ひとつは、オシメルチニブはCNSの浸透性に優れることが知ら
れており、オシメルチニブを化学療法と併用して継続すること
でCNS保護の役割を担うこと可能性が考えられるためだと思
います。化学療法を併用した免疫療法は、確かに非変異誘発
性がん治療の主流になっています。EGFR変異陽性患者にその
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データをどのように適用するかについては、今のところ、ほとん
ど情報がありません。追加毒性が生じ得るということは確かに
分かっています。この点についてはデータが出るのを待って仮
説を立てるべきだと私は思っています。

必ずしも特定の機序が駆動するとは限らない耐性を調べるた
めに使用されている新しい化合物に非常に期待しています。こ
れらの大半は、抗体を用いる治療法です。アミバンタマブは、同
一の化合物がEGFRとMETに結合する二重特異性抗体です。ア
ミバンタマブは、耐性がMET増幅によるものではない場合で
も、耐性症例で良好な活性を示すようです。今後の情報、特に、
抗体医薬品と別の第三世代TKIであるラゼルチニブとの併用
についての情報からは目が離せません。

それとは別に、これは抗体薬物複合体（ADC）であるU3-1402
モノクローナル抗体があります。今私たちには最前線に抗
HER3抗体、後方に化学療法薬があります。この化合物は、オシ
メルチニブ耐性の患者においても良好な活性を示しています。
このように、この領域では多くが期待されます。

 

早期NSCLCにおける最近のデータはEGFR変異陽
性NSCLCの現在の治療経路にどのように影響を与
えるか？

Yi-Long Wu教授：Yi-Long Wu博士と申します。私は胸部外科
医で、中国広州Guangdong Provincial People’s Hospitalの
Guangdong Lung Cancer Instituteに勤務しております。

早期NSCLC患者のどのようなニーズが満たされ
ていないのでしょうか。また、EGFRドライバー変異
のある患者において標的治療にはどのような役割
を果たすのでしょうか？

EGFR変異は、過去20年の間に起きた非常に興味深い医学的
進歩です。西洋と東洋では、EGFR変異発生率に大きな違いが
あります。南北アメリカと欧州では、EGFR変異発生率は15%
から25%です。日本、韓国、中国といった東アジアの国々で
は、NSCLC全体でEGFR変異発生率は約30%です。

 

女性患者のEGFR変異発生率は50%を上回っています。したが
って、ここに違いがあります。また、EGFR変異のある患者には、
女性、非喫煙者、腺癌組織といった臨床的特性があります。こ
の3つのカテゴリーは、EGFR変異リスクが高いということです。
病期Iから病期IVのNSCLCでは、EGFR変異の頻度はほぼ同じ
で、化学療法歴の有無にも関係しません。したがって、これが早
期NSCLCにとって意味することは、早期NSCLCではEGFR-TKI
の使い方にもっと注意する必要があるということです。早期疾
患での補助療法の標準治療は化学療法ですが、このいわゆ
る標準治療から得られるメリットは少なく、それはつまり早期
NSCLCのEGFR変異陽性患者により一層注意を払う必要があ
るということを意味しています。

 補助療法としての第一世代EGFR-TKIでこれまで
得てきた経験はどのようなものか？

過去20年の間に早期NSCLCの補助治療の臨床試験が多数実
施されていますが、そのほとんどは第一世代EGFR-TKIの使用
に焦点を当てています。最も代表的なのがRADIANT臨床試験
です。これは、病期IAから病期IIIAの完全切除後のEGFR変異
陽性患者を対象とした第III相試験です。第一世代TKIであるエ
ルロチニブを用い、プラセボ群と比較しました。データによる
と、EGFR変異陽性NSCLCでは、補助療法としてのエルロチニ
ブは無病生存率（DFS）を改善しませんでした。

別の重要な試験としてSELECT試験があります。これは、第II相
単一治療単群試験です。5年DFSは56%で全生存は86%でし
た。これは非常に高い5年生存率です。つまり、EGFR-TKIによる
補助療法で全生存の改善傾向が認められるということです。こ
れがSELECT試験です。しかし、これは第II相臨床試験です。

2017年に、私たちはADJUVANT/CTONG1104試験を報告しま
した。これは最初の無作為化第III相臨床試験で、RADIANT試
験やSELECT試験とは異なっています。この試験では、病期IIと
病期IIIAの完全切除後のEGFR変異疾患に焦点を当てた、ゲフ
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ィチニブと化学療法の直接比較試験です。追跡期間の中央値
はほぼ80ヶ月でした。最終結果は、3年DFSと5年DFSで、ゲフ
ィニチブによる補助療法が補助化学療法よりも有利であるこ
とを示しました。しかしながら、3年DFSでの利点は全生存の
差にはなりませんでした。つまり、第一世代EGFR-TKIで無増悪
生存は改善できたが、その利点は全生存にはつながらなかっ
たということだと思います。だからこそ、臨床試験で新世代の
EGFR-TKIを研究する必要があるわけです。

最近の研究は、第一世代のEGFR-TKIを使用した研
究と比較して、第三世代EGFR-TKIの補助療法での
使用をどのように評価しているでしょうか。

オシメルチニブを補助療法で使用して評価した臨床試験
で、ADAURA試験と呼ばれるものがあります。これは第III相臨
床試験です。この試験は、病期IIから病期IIIAの患者のDFSが
主要評価項目として設定されました。二次評価項目は、全集団

（病期IBの患者を含む）でのDFSと全生存および安全性でし
た。そして、この試験は病期IB、病期II、病期IIIAの患者を対象
としていました。これは非常に良いバランスです。病期IBの患
者は30%から32%を占めました。これは非常に重要なことで
す。病期IBではほとんどの患者が補助療法を受けなかったこ
とがわかっているからです。これは患者の30％のみですので、
この臨床試験には対照群が必要になります。 

補助療法を行った場合、2年無病生存は病期IIまたは病期IIIA
患者で改善し、病期IBを含む全集団でも改善しました。オシ
メルチニブではDFS中央値に到達しませんでしたが、病期IIま
たは病期IIIAのプラセボ群ではほぼ20ヶ月、全集団では27.5
ヶ月でした。このリスクの軽減は非常に心躍る、有望なもので
した。

安全性については、グレード3の有害事象発生率はオシメルチ
ニブではわずか20%でしたが、プラセボ群では13%でした。

これらの結果は、オシメルチニブによる補助療法が病期II、病期
IIIの再発を低減しただけでなく、病期IBにおいても同様であった
ことを示しています。これはとても素晴らしい結果です。これは素
晴らしい結果で、早期かつ意外な結果でした。この結果は胸躍る
ものです。 

EGFR変異陽性早期NSCLC患者で、標的治療から大き
な恩恵を受けられる可能性の高い患者はいるか？

私たちは臨床試験の結果を、喫煙歴、病期、EGFR変異サブタイ
プ、化学療法歴の有無などで層化していますので、これは良い質
問です。この部分集団解析では、患者を喫煙歴の有無で層別化
したところ、いずれのグループでもオシメルチニブの補助療法の
方が良い結果となっていました。病期については、病期IBでのハ
ザード比は0.50未満でした。病期IIのハザード比は0.20未満で、
病期IIIAでは0.12でした。つまり、どの病期でもオシメルチニブに
よる補助療法の方が結果が良好であったということです。EGFR
変異サブタイプでは、エクソン19またはエクソン21のいずれにお
いても、オシメルチニブによる補助療法の方が結果が良好でし
た。補助化学療法の有無についても、オシメルチニブによる補助
化学療法の方が結果は良好でした。このように、解析したさまざ
まな部分集団で極めて良い結果となっています。すべての部分
集団で、オシメルチニブによる補助療法の結果の方が良好です。

また、脳転移にも非常に重要な論点があります。早期NSCLCで
は、脳転移は予後の悪化を予測する重要なフィルターです。患者
に脳転移があれば、それは病期IVで余命僅かであることを意味
します。CNS関連疾患率は、オシメルチニブによる補助療法の再
発率は低く、プラセボによる補助療法では脳転移の再発率はは
るかに高くなっています。つまり、オシメルチニブは脳転移を予防
または低減する可能性があるということです。CNSの24ヶ月無病
生存のハザード比は0.18で、これは脳転移が約82%減るというこ
とです。これらのデータは、オシメルチニブによる補助療法があら
ゆるNSCLC患者に大きな恩恵をもたらす可能性を示しています。
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最近のデータは、早期疾患患者の管理にどのよ
うな影響を与えうるか？ そしてEGFR変異陽性
NSCLC患者の治療選択にどのような変化をもたら
しうるか？

私たちが実施したすべての臨床試験、そしてASCO学会や
ESMO学会、New England Journal of Medicine誌で発表
された結果から、近い将来、FDAや各国の規制当局がオシメ
ルチニブによる補助治療の適応を承認すれば、それは臨床
診療に大きな変化をもたらすと思います。特にオシメルチニ
ブによるEGFR-TKI補助治療が、早期NSCLCの標準治療とな
るだろうということです。これが第一点です。第二点は、疾患
早期にEGFRを検査する必要があるので重要です。これまで
は、進行疾患でのみEGFR変異検査を行っていました。今後
は、EGFRの検査を疾患早期に行う必要があります。NSCLCの
治療は進化しているということです。診断に関して言うと、臨
床診療は変化しました。つまり、いわゆるドライバー遺伝子変
異を検査する必要があります。病期分類については、早期ま
たは後期にEGFR-TKIを患者に投与します。

治療法に関して重要でもあるのですが、とても胸躍るぼ特典
があります。早期標的治療を研究しましたし、EGFR-TKIに対
する獲得耐性があることもわかっています。そして、今後、ネオ
アジュバント免疫療法や補助免疫療法も研究します。これは
NSCLCにとって革命的なことで、近い将来にはNSCLCの5年
生存率は上昇することが見込まれる理由です。

                


