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はじめに
補助療法におけるEGFR-TKIの使用に関する最新の臨床エ
ビデンスが、早期NSCLCの治療枠組みをどのように形成
しているのか、また、個別化されたアプローチを患者管
理に組み入れるためには、集学的チームによる協力的な
手法がいかに不可欠という点に関するDr Stephen Liuの
発表を見る。

本touchTALKS®を視聴すると、以下が可能になります:

• 早期EGFR変異陽性NSCLC患者に対するEGFR-
TKIの最新の有効性と安全性のデータを知る 

• EGFR-TKIの使用が進化するにつれて、NSCLC
での変異検査の現在の推奨事項にどのような影響
を与えるかを説明する 

• 現在および将来において、早期NSCLCの進化す
る治療にEGFR-TKIがどのように組み込まれるか
を議論する

学習目標

• 早期NSLCCにおける分子標的治療の役割につ
いて最新データから何がわかりますか? 

• 最近のデータは、NSCLCにおける将来の変異
検査ガイドラインにどのような影響を与えま
すか？ 

• 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：
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早期NSLCCにおける分子標的治療の役割につい
て最新データから何がわかりますか?

多数のNSCLC手術

NSCLC、非小細胞肺癌。
1. Sung H, et al. CA Cancer J Clin. 2021;0:1–41; 2. Bai R, et al. Front Oncol. 2020:10:575472.

肺がんは、 
世界で二番目に多い悪性腫瘍である1

NSCLCは、 
新規に診断された肺がんの大多数を占める2

 
 根治目的の手術適応となり得る新規診断NSCLC2

NSCLCの手術を受けた患者の25–70%に、術前の微小
転移による再発が見られる2

他の 
がん 11.4%

84%

20-30%

他の 
がん

18.0%

肺がんは 
最も死亡率の高い悪性腫瘍である1

手術の効果と術後補助化学療法

IASLC肺がん病期プロジェクトによるデータ

手術日からのOS（全生存期間）

病期 (第8版)

事
象

発
現

率（
％

）

IALSC、世界肺癌学会： OS、全生存期間 。
Goldstraw P, et al. J Thorac Oncol. 2016;11:39–51.
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手術および術後補助療法にも関わらず、病期Iの患者の約10–20%、病期IIでは40–50%
、病期IIIでは60%が5年以内に死亡する

術後補助分子標的療法: ADJUVANT-CTONG1104

研究デザイン: ランダム化第III相臨床試験 (NCT01405079)

DFS、無病生存率：EGFR、上皮成長因子受容体：ITT、処置意図。
Wu Y-L, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_Suppl):9005. 
識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月16日にアクセス済み)。

• N=222
• 病期II～IIIAのNSCLCに罹患した18歳以上
• 完全切除
• EGFR活性型変異陽性

ゲフィチニブ (1日1回250mg)
24ヶ月間

ビノレルビン (25mg/m2、1日目および8日目) 
+ シスプラチン (75mg/m2、1日目） 

3週ごとに4サイクル

主要評価項目：
• ITT患者集団におけるDFS
二次評価項目：
• 3および5年 DFSおよびOSレート

1:1

こんにちは。Steven Liuです。Georgetown University 
(Washington, DC, USA)の腫瘍専門医です。本日、上皮
腫瘍成長因子(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤(TKI) の早
期ステージの非小細胞肺癌 (NSCLC)における役割につい
て少しお話します。

早期-ステージの NSCLCにおける標的治療の役割につい
て最新のデータからわかることは? 満たされていないニ
ーズは明らか 肺癌は全世界で2番目に多い悪性腫瘍で、
新たに診断される癌の約11％を占めています。ですが、
その割合よりも致死率が高く、癌による死亡の5人に1人
が肺癌となっています。現在のところ、肺癌は最も死亡
率が高い悪性腫瘍となっています。

 
肺癌を考える場合、私達は一般的に新規肺癌の診断の84
％を占めるNSCLCを考えます。これらのうち、新たに診
断される肺癌患者の20％から30％が根治的手術を受けて
います。しかし残念なのは、現在の手術の転帰は未だ著
しく不良であり、25%から70%のNSCLC患者は再発を経
験しています。治癒が私達の目標ですが、必ずしもこの
期待は実現されていません。

再発は、手術時に存在したが検出限界以下であった周術
前の微小転移が原因です。これが未だに術後転帰が著し
く不良である原因です。

国際肺癌学会 (IASLC)の肺癌病期分類プロジェクトから
のデータで1年および5年の生存率をステージ（病期）ご
とに示しています。手術および補助療法に関わらず、現
在の5年生存率は、ステージI期肺癌で生存率は約80％、
ステージII期で約60％、ステージIII期で約40％にとどまっ
ているのみです。 これは改善する必要があります。 

別の補助療法で転帰を改善できる患者集団はあるか? 転
移癌において、 重要な進展はNSCLC ゲノム群の判明で
あり、これにより標的治療が可能になり、化学療法より
も効果的で忍容性が高くなります。標的治療は、標的可
能な変異を有する切除後NSCLCに役割を果たすのか？
 
これは、ADJUVANT-CTONG1104試験で研究されていま
す。この試験では、222名のEGFR変異NSCLCを有する
ステージII期からIIIA期の患者を登録しました。 完全切除
後の患者を1:1で無作為化し、補助療法ゲフィチニブを1
日250 mgで2年間投与する群または化学療法群、シスプ
ラチンとビノレルビンを投与する群に割り付けました。

この試験の主要評価項目はITT集団での無病生存率(DFS) 
であり、重要な副次評価項目は、3年および5年DFSおよ
びOS（全生存）率でした。結果は非常に興味深いもので
した。DFSを見ると、補助療法ゲフィチニブは化学療法
と比べて有意にDFSを改善しました。ここでのハザード
比(HR)は0.56ですが、DFS曲線を見ると、ゲフィチニブ
治療中の早期に差が示され、それが広がって行くのがわ
かります。 しかし2年後、ゲフィチニブを中止すると、
この曲線が近づいて、事実、4年後には交差しているの
がわかります。重要なのは、この2群間でOSには差が無
く、 生存率のHRは0.92であり、曲線は大きく重なってい
ます。補助療法ゲフィチニブは、切除後EGFR変異は胃
癌において有意にDFSを改善しましたが、これはOSの差
にはつながりませんでした。
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術後補助分子標的療法: ADAURA

研究成果

CNS、中枢神経系。
Wu Y-L, et al. N Engl J Med. 2020;383:1711–23.
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HR=0.20 (99.12% CI: 0.14–0.30)
p<0.001

HR=0.18 (95% CI: 0.10–0.33)

HR=0.17 (99.06% CI: 0.11–0.26)
p<0.001

オシメルチニブ

プラセボ

術後補助分子標的療法: ADAURA

研究デザイン: ランダム化第III相臨床試験 (NCT02511106)

Wu Y-L, et al. N Engl J Med. 2020;383:1711–23. 
識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月16日にアクセス済み)。

• N=682
• 病期IB～IIIAのNSCLAに罹患した18歳以上
• 完全切除
•  EGFR活性型変異陽性
•  術後補助化学療法を受けた患者を含む

オシメルチニブ（80mg、1日1回）
3年間 プラセボ

主要評価項目：
• 病期II〜IIIA患者におけるDFS
二次評価項目：
• 全体患者集団でのDFSおよびOS (病期IB–IIIA)

1:1

術後補助分子標的療法: ADJUVANT-CTONG1104

研究成果

CI、 信頼区間： HR、危険率。
Wu Y-L, et al. CTONG1104: Adjuvant gefitinib versus chemotherapy for resected N1-N2 NSCLC with EGFR mutation—Final overall survival analysis of the randomized phase III 
trial 1 analysis of the randomized phase III trial. 2020 ASCO virtualで口頭発表。アブストラクト: 9005。

DFSの優位性はOSの差には繋がらなかった
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EGFR-TKIの進化

進行/転移期におけるEGFR-TKI

TKI 、チロシンキナーゼ阻害剤。
Passaro A, et al. J Thorac Oncol. 2020;S1556-0864:31102-3.

• オシメルチニブ

有
効
性

耐薬性

第三世代

• アファチニブ
• ダコミチニブ

• エルロチニブ
• ゲフィニチブ

第二世代

第一世代

現在、診療では、ゲフィチニブは推奨される標準治療で
はありません。第三世代EGFR-TKIオシメルチニブは、
ステージIV期の患者において無増悪生存率(PFS)および 
OSに利益が得られ、より忍容性が良く有効性も高くなっ
ています。さらに、オシメルチニブは、高度に中枢神経
系(CNS)へも通過します。この条件でオシメルチニブか
ら、異なる結果が得られるのか？

補助療法のADAURA試験からその質問への回答が得られ
ます。この試験は大規模試験で完全切除術を受けた682名
の患者でステージIB期からIIIA期のNSCLC患者を対象と
しました。これは、ステージ分類にはIASLC病期分類第7
版を使用していることに注意してください。

腫瘍に、EGFR exon 19欠損または EGFR L858R変異を
有する患者を対象としました。 患者は補助化学療法を受
けることができましたが、必須ではありませんでした。
術後の放射線療法は、ADAURA試験では許可されていま

せん。患者は、化学療法後または化学療法を受けていな
い場合には手術後に、オシメルチニブを標準用量80mgで
1日1回3年間投与する群またはプラセボを投与する群に１
：１の比で割り付けました。主要評価項目は、DFSでス
テージII期からIIIA期の高リスク群のNSCLC患者で、主要
副次評価項目は全集団のDFSおよびOSでした。

結果は非常に興味深いものでした。補助療法オシメルチ
ニブは有意にDFSを向上させました。ステージIB期から
IIIA期の全集団を見ると、DFSのHRは0.20であり、高リ
スク集団でのステージII期からIIIA期では、HRは0.17でし
た。このDFS曲線は直ちに差が示され、経時的に差が広
がっています。

これは興味深い結果で有り、 さらに良いデータが得られ
ています。ADAURA試験では、患者へオシメルチニブを
3年間投与しました。私達は、この試験のDFSのフォロー
アップ中央値がわずか22ヵ月であるため、３年後にどう
なるかはわかりません。オシメルチニブ中止後この曲線
が経時的にどうなるのか興味深いところです。そして,重
要なことは、さらにOS評価項目を見る必要があることです。

オシメルチニブは高度に中枢神経系への透過性が高い薬
です。中枢神経系での腫瘍の再発はあるか？ CNS患者
におけるDFSの延長は可能なのか？ CNSでの2群間での
DFS率を見るとオシメルチニブで改善が見られ、HR0.18
となっています。CNSでの再発の低さは、 補助療法オシ
メルチニブの別の利益と言えるでしょう。

補助療法オシメルチニブの全集団でのDFSの利益が示さ
れるだけではなく異なるサブグループ群を見ると、 i高-
リスクステージII期からIIIA期群、ステージII単独群およ
びステージIII期単独群（化学療法の有無を問わない）で
も利益が示されています。 ステージIB期群では、DFS
の利益はある程度低いと考えられますが、HRは有意と
なり0.38でした。これらのデータに基づいて、2020年の
12月18日にFDAは、オシメルチニブ補助療法を、完全切
除後のEGFR-変異NSCLC患者へEGFR exon 19欠損ま
たはEGFR L858R 21変異に限定的に承認しました。も
利益が示されています。 ステージIB期群では、DFSの利
益はある程度低いと考えられますが、HRは有意となり
0.38でした。これらのデータに基づいて、2020年の12
月18日にFDAは、オシメルチニブ補助療法を、完全切除
後のEGFR-変異NSCLC患者へEGFR exon 19欠損または
EGFR L858R 21変異に限定的に承認しました。
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術後補助分子標的療法: ADAURA

研究成果1,2

FDA、アメリカ食品医薬品局。
1. Wu Y-L, et al. N Engl J Med. 2020;383:1711–23; 2. Wu Y-L, et al. Postoperative chemotherapy use and outcomes from ADAURA: Osimertinib as adjuvant therapy for resected EGFR mutated NSCLC.発表: 2020 
World Conference on Lung Cancer Singapore, worldwide virtual event、2021年1月28–31日。アブストラクト: OA06.04; 3. FDA. Osimertinib tablets prescribing information, 2020。以下で入手可能: www.accessdata.
fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/208065s021lbl.pdf (2021年1月6日にアクセス済み)。

2020年12月18日、FDAは、腫瘍がEGFRエクソン19欠失変異またはエクソン21 L858R
変異を伴うNSCLC患者の腫瘍切除後の補助療法としてオシメルチニブを承認した3

HR=0.20 (99.12% CI: 0.14–0.30)

HR=0.14 (95% CI: 0.08–0.23)

HR=0.15 (95% CI: 0.06–0.30)

HR=0.38 (95% CI: 0.15–0.88)

HR=0.15 (95% CI: 0.06–0.32)

HR=0.20 (95% CI: 0.07–0.52)

HR=0.18 (95% CI: 0.06–0.23)

HR=0.10 (95% CI: 0.02–0.29)

全体 (N=682)
オシメルチニブが優れる プラセボが優れる
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術前補助分子標的療法: NeoADAURA

研究デザイン: ランダム化第III相臨床試験 (NCT04351555)

Tsuboi M. et al. Neoadjuvant osimertinib with/without chemotherapy vs chemotherapy for EGFR mutated resectable NSCLC: NeoADAURA. 
発表: 2020 World Conference on Lung Cancer Singapore, worldwide virtual event、2021年1月28–31日。アブストラクト: P03.02.
識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月16日にアクセス済み)。

• N=351
• 切除可能、NSCLC病期II-IIIB
• EGFR活性型変異陽性

オシメルチニブ単独療法

組み入れ開始 2020年12月 主たる解析 推定: Q2 2024

オシメルチニブ＋化学療法 プラセボ+化学療法

主要評価項目：
•  術後の肺腫瘍標本に占める残存がん細胞 

数10%以下で定義される大幅な病理学的退縮

1:1:1

結論

 EGFR遺伝子変異を伴う早期NSCLC患者において、化学療法歴に関わらず、
オシメルチニブによる術後補助分子標的療法が有意にDFSを改善した

術前補助設定における分子標的治療の安全性と
有効性を評価する臨床試験を実施中である

免疫療法は、標的変異を伴わない患者の術後補助/術前補助において、
分子標的療法や化学療法に代わる治療法となりうる

術後補助および術前補助免疫療法

NSCLCで進行中の第III相臨床試験

CTLA-4、細胞障害性Tリンパ球抗原-4：PD-1、プログラムされた細胞死タンパク質1：PD-L1、プログラムされたデスリガンド-1。
1. Bristol Myers Squibb. プレスリリース 2020年7月10日。以下で入手可能: www.news.bms.com/news/details/2020/Opdivo-nivolumab-Plus-Chemotherapy 
-Shows-Statistically-Significant-Improvement-in-Pathologic-Complete-Response-as-Neoadjuvant-Treatment-of-Resectable-Non-Small-Cell-Lung-Cancer-in-Phase-3 
 -CheckMate--816-Trial/default.aspx (2021年2月8日にアクセス済み)。識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月18日にアクセス済み)。

ペンブロリズマブ

ニボルマブ

デュルバルマブ

アテゾリズマブ

ニボルマブ＋イピリムマブ

anti-PD-1

anti-PD-1 
+ anti-CTLA-4

anti-PD-L1

術前補助化学療法 術前補助/ 
術後補助 術後補助

KEYNOTE-671 
(NCT03425643)

CheckMate 77T 
(NCT04025879)

AEGEAN 
(NCT03800134)

CheckMate 816 
(NCT02998528)

IMpower030 
(NCT03456063)

CheckMate 816 
(NCT02998528)

ALCHEMIST Chemo-IO  
(NCT04267848) 

NADIM-ADJUVANT 
(NCT04564157)

MERMAID-1 
(NCT04385368)

IMpower010 
(NCT02486718)

KEYNOTE-091 - PEARLS
(NCT02504372)

ANVIL
(NCT02595944)

BR31
(NCT02273375)

術後補助および術前補助免疫療法

NSCLCで進行中の第3相臨床試験

CTLA-4、細胞障害性Tリンパ球抗原-4：PD-1、プログラムされた細胞死タンパク質1：PD-L1、プログラムされたデスリガンド-1。
1. Bristol Myers Squibb. プレスリリース 2020年7月10日。以下で入手可能: www.news.bms.com/news/details/2020/Opdivo-nivolumab-Plus-Chemotherapy 
-Shows-Statistically-Significant-Improvement-in-Pathologic-Complete-Response-as-Neoadjuvant-Treatment-of-Resectable-Non-Small-Cell-Lung-Cancer-in-Phase-3 
 -CheckMate--816-Trial/default.aspx (2021年2月8日にアクセス済み)。識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月18日にアクセス済み)。

ペンブロリズマブ

ニボルマブ

デュルバルマブ

アテゾリズマブ

ニボルマブ＋イピリムマブ

anti-PD-1

anti-PD-1 
+ anti-CTLA-4

anti-PD-L1

術前補助化学療法 術前補助/ 
術後補助 術後補助

KEYNOTE-671 
(NCT03425643)

CheckMate 77T 
(NCT04025879)

CheckMate 816 
(NCT02998528)

AEGEAN 
(NCT03800134)

IMpower030 
(NCT03456063)

ALCHEMIST Chemo-IO  
(NCT04267848) 

NADIM-ADJUVANT 
(NCT04564157)

MERMAID-1 
(NCT04385368)

IMpower010 
(NCT02486718)

KEYNOTE-091 - PEARLS
(NCT02504372)

ANVIL
(NCT02595944)

BR31
(NCT02273375)

CheckMate 816 
(NCT02998528)

CheckMate 816試験では、術前補助療
法ニボルマブと化学療法を受けた患者
において主要評価項目である病理学的

完全奏功の改善を達成1
別の方法は、術前の全身療法です。これは術前補助療法
とよばれ、NeoADAURA試験で研究しています。 この無
作為化第III相試験では、切除可能な351名のステージII期
およびIIIB期のNSCLC患者で、EGFR活性変異を有する
患者を登録しました。この試験は、3群から構成され、
患者はオシメルチニブ単独群、オシメルチニブおよび化
学療法群または化学療法とプラセボ群に割り付けられま
した。この試験の主要評価項目は病理学的奏効 (MPR）
で、術後に採取した試料中の 残存病変10％以下と定義し
ました。この試験への登録は2020年12月に開始され、こ
の試験結果は周術期標的治療の重要な追加データとなり
ます。

また、さらに重要な補助療法および術前補助療法の複数
の免疫療法試験があります。 現在進行中の臨床試験に
は、プログラム細胞死タンパク質1（PD-1）阻害剤、デ
ュアルチェックポイント阻害剤、プログラム細胞死リガ
ンド1（PD-L1）阻害剤を用いた試験があります。

これらのいくつかの結果は報告されつつあります。例え
ば、CheckMate 816試験では、術前補助療法ニボルマブ
と化学療法を受けた患者において主要評価項目である病
理学的完全奏功の改善を達成したことがすでにプレスリ
リースで報告されています。これは、重要で画期的な周
術期全身療法です。

オシメチニブによる標的補助療法は、化学療法歴に関わ
らず、EGFR変異を有する早期ステージのNSCLC患者に
おいてDFSを有意に改善しました。 術前補助療法で同じ
標的法を利用した安全性および有効性を評価する臨床試
験が実施されており、標的となる変異を持たない腫瘍の
補助療法や術前療法では、免疫療法が標的治療と化学療
法の別の選択肢となる可能性があります。

これら新しいデータは将来のNSCLCにおける変異検査ガ
イドラインにどのような影響を与えるか？その前に診断
から補助療法の決定までの、患者の疾患経過を考えるの
が最良です。診断は生検と病理検査から始まります。こ
れにより私たちがNSCLCの診断を確定し、初回の放射線
評価およびパフォーマンス評価によって方向性が決まり
ます。ステージIA からIIIのNSCLCの患者では、一般的に
ポジトロンエミッショントモグラフィー (PET)/コンピュ
ータ断層撮影(CT)スキャン および 脳核磁気共鳴画像診断 
ガドリニウム造影剤有り/無し(MRI)を実施し、癌の正し
いステージを診断します。

最近のデータは、NSCLCにおける将来の変異検
査ガイドラインにどのような影響を与えますか？
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患者の体験: 診断から術後補助療法へ

NCCN NSCLC向けガイドライン1

CT、コンピュータ断層撮影：EGFR、上皮成長因子受容体：FDA、米国食品医薬品局：MRI、 磁気共鳴画像：NCCN、アメリカ総合がんネットワーク：NSCLC、非小細胞肺がん：PET、ポジトロン断層撮影。
1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Non-Small Cell Lung Cancer, Version 1.2021、2020年11月25日。以下で入手可能: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf (2021年2月10日にアクセ
ス済み); 2. FDA. Osimertinib tablets prescribing information, 2020。以下で入手可能: www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/208065s021lbl.pdf (2021年1月6日にアクセス済み)。

部分 の2 2

外科的切除と 
リンパ節採取

術後補助化学療法推奨

オシメルチニブがNSCLCの術後補
助療法としてFSAから承認された2

2020年12月

疾病病期 
による治療オプション

切除縁陰性

切除縁陽性

全身療法および/または放射線療法

切除可能性および/ 
または全身療法の評価

•  疾病病期 IB/IIAの高リスク患者
• 術後の患者 病期IIB以降

•  EGFRエクソン19欠失変異 
またはエクソン21 L858R変異のNSCLC

•  再切除
•  放射線療法
•  化学療法
•  化学放射線同時併用療法
•  再切除＋化学療法
•  放射線療法＋化学療法

臨床的判断

初期治療 手術時の所見 術前補助治療

術後補助治療の情報源としての分子検査

ALK、未分化リンパ腫キナーゼ：PD-L1、プログラムされたデスリガンド 1。
El-Deiry WS, et al. CA Cancer J Clin. 2019;69:305–43.

治療対象:
•  再発リスクの高い患者をどのように特定するか

治療対象:
•  術後補助免疫療法への反応予測(PD-L1)
•  標的治療への反応 (EGFR/ALK)?

?

術後補助治療の情報源としての分子検査：治療対象？

残存病変: LUCID研究からのデータ

事前治療

NSCLC病期Iの患者 (n=32) 
で検出されたctDNA

NSCLC病期II/IIIの患者 (n=21) 
で検出されたctDNA

ctDNA、循環腫瘍DNA。
Heider K, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl):e15560–e15560.

• 患者血漿中に残存するctDNAの検出 
• 患者数N=90
• 血漿サンプル数N=350

血漿サンプルが収取された
事前治療の内、全体の50%
近くで、ctDNAが検出された

38%

90%

従来の補助療法は化学療法ですが、2020年12月現在、
オシメルチニブが切除後EGFR-変異exon 19欠失または
exon 21 L858R変異NSCLC癌を適応症としてFDAにより
承認されされました。標的治療選択肢が、切除後NSCLC
の補助療法選択肢として加わりました。

では、分子診断は判断材料になるでしょうか？ 治療す
べき患者が分かる検査はあるでしょうか？ 再発リスクの
高い患者をどのように判定するのでしょうか？ さらなる
治療によって利益を受けられる患者をどのように特定す
るのでしょうか？ 検査で治療法を決定できるのでしょう
か？ PD-L1などの免疫療法の予測因子はあるのでしょう
か？ 変異やゲノム融合などの標的治療の予測因子はある
のでしょうか？ 

将来の治療の鍵となる試験は、LUCID試験です。 この試
験の患者90名から採取した350個の標本を用いて、循環
腫瘍細胞DNAすなわちctDNAを調べました。ステージI期
のNSCLC患者のうち38％にctDNAが検出されました。 
より高いステージでは、ctDNAはより高頻度にみられま
す。ステージIIまたはIII期のNSCLCでは、90%の患者に
検出可能なctDNAが認められました。治療後では、標本
のうち50％にctDNAが認められました。治療後のctDNA
の存在は再発がより高リスクの患者を予測できるのでし
ょうか？  これにより、補助療法の恩恵を受けられる患者
を予測できるのでしょうか？

この質問の答えを導き得るのがMERMAID-1試験です。こ
の第III相試験には、ステージII期からIII期の原発巣を完全
切除後のNSCLC患者が参加しています。この試験は、免
疫療法を探索するものでEGFRまたはALK変異を有する患
者は除外されました。無作為化前の補助療法は許可され
ませんでした。患者は補助化学療法単独群、または補助

患者の体験: 診断から術後補助療法へ

NCCN NSCLC向けガイドライン1

CT、コンピュータ断層撮影：EGFR、上皮成長因子受容体：FDA、米国食品医薬品局：MRI、 磁気共鳴画像：NCCN、アメリカ総合がんネットワーク：NSCLC、非小細胞肺がん：PET、ポジトロン断層撮影。
1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Non-Small Cell Lung Cancer, Version 1.2021、2020年11月25日。以下で入手可能: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf (2021年2月10日にアクセ
ス済み); 2. FDA. Osimertinib tablets prescribing information, 2020。以下で入手可能: www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/208065s021lbl.pdf (2021年1月6日にアクセス済み)。

部分

病期IA–IIIA

リンパ節転移陰性

リンパ節転移陽性
転移性疾患？

手術不能

手術可能

の1 2

•  病理学レビュー
• 放射線評価
• 有効性評価

•  病的な縦隔膜 リンパ節評価
•  PET/CTスキャン
•  脳MRI (病期 IB–IIIA)

•  縦隔生検

診断 病期

初期評価 事前治療評価

ステージ診断の重要な部分は、縦隔リンパ節の病理評価
であり、 縦隔のPETスキャンとリンパ節腫大を評価しま
す。しかし、小さなリンパ節やPET陰性リンパ節の 病理
学的関与を診断し、病理学的評価を決定するのには必ず
しも十分ではありません。リンパ節のステージ診断は適
切なNSCLCのステージ診断において必須です。

リンパ節評価が陽性の場合、転移腫瘍の有無を確認する
ことが非常に重要です。このような患者では胸郭外へ転
移している確率が高くなるためです。リンパ節評価が陰
性の場合、次に私たちは 患者が手術をできる状態かどう
かを判断します。手術を回避すべき併存疾患が患者にみ
られるか？ 腫瘍自体は切除可能か? 異なる部位の小さな
腫瘍は手術を困難にすることがあります。

リンパ節陽性腫瘍では、全身療法が治療の重要な部分と
なります。その治療を術前または術後に行うべきかを決
定する必要があります。手術または切除不可能な腫瘍で
は、標準療法は依然として化学療法です。リンパ節が関
与しない場合、私たちの標準療法は同時にリンパ節の組
織採取を実施を行う外科的切除術です。

その後、辺縁に注目します。辺縁が陽性の場合、治療選
択肢は癌のステージに大きく依存し、再切除、放射線化
学療法またはこれらの異なる治療方法を併用をして実施
することがあります。辺縁が陰性の場合、私たちは補助
療法を推奨する必要があります。ステージを含む異なる
要因が選択肢に影響を与えます。NSCLCのステージIBか
らステージIIIAの高リスク患者には、補助療法を検討しま
す。もちろん、ステージIIB以上のほとんどの患者にも補
助療法を受けるよう推奨します。
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術後補助治療の情報源としての分子検査：治療対象？

最小残存病変: MERMAID-1研究デザイン (NCT04385368、phase III)

DFS、無病生存率：MRD、最小残存病変：OS、全生存期間。  
識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月6日にアクセス済み)。

術後補助化学療法 
+ デュルバルマブ

術後補助化学療法 
+ プラセボ

主要評価項目：
•  MRDが認められた患者のDFS、 術後の高感度ctDNAアッセイによ

るテスト済み

包含基準：
•  18歳以上 
• 切除可能なNSCLC病期II-III
• 原発性NSCLCの完全切除

除外基準:
•  疾患再発の証拠（画像診断または生検）
•  EGFR変異および/またはALK転移
•  小細胞肺がんとNSCLCの混合組織
•  術後補助療法の既往またはデュルバルマブへの暴露がある場合

1:1
N=332

研究開始 2020年7月 研究完了 2026年9月

主要データ確定日 2024年12月

DFS
OS

術後補助治療の情報源としての分子検査：治療対象？

ICI療法に対する反応の予測因子としてのTMB: 進行性NSCLCからの教訓

IC、I 免疫チェックポイント阻害剤：Mb、巨大塩基：NS、有意差が認められない：PFS、無増悪生存期間：TMB、腫瘍遺伝子変異量。
1. Lin C, et al. Front Oncol. 2020;10:1–10; 2. Hellmann MD, et al. N Engl J Med. 2018;378:2093–104.   
識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月6日にアクセス済み)。

TMB高1

ネオアンチゲン1

増強腫瘍免疫原性1

ICI療法への反応1

PF
S 

(月
)

CheckMate 227試験 (NCT02477826)
PFS中央値2

5

6

7

8

4

3

2

1

0

ニボルマブ＋イピリムマブ (n=139)

TMB高
(≥10 変異/Mb)

p<0.001

TMB低
(<10 変異/Mb)

NS

化学療法 (n=160)

術後補助治療の情報源としての分子検査：治療対象？

術前補助、アテゾリズマブからの教訓: LCMC3 (NCT02927301) 研究デザイン

Carbone DP, et al. Clinical/biomarker data for neoadjuvant atezolizumab in resectable stage IB IIIB NSCLC: Primary analysis in the LCMC3 study. 発表: 2020 World Conference on Lung Cancer Singapore, 
worldwide virtual event, 2021年1月28–31日。摘要：OA06.06.

N=181

アテゾリズマブ (2サイクル)

外科的切除

監視＋オプションで術前補助のアテゾリズマブを投与（12ヶ月）

主要評価項目：
•  主要な病理学的応答  

 (≤10% 生存可能腫瘍細胞)

•  切除可能、未治療、非選択  NSCLC 病期 IB–IIIA
•  NSCLC 病期 IIIBから選択

化学療法とデュルバルマブ（PD-L1阻害剤）併用群に無
作為化されました。

この主要評価項目はDFSですが、集団全体に対するもの
ではありません。このDFSは-感受性の高いctDNA アッセ
イを使用して微小残存病変のエビデンスを示した患者を
対象としました。ctDNAが検出可能な患者では、免疫療
法によりDFSに関する利益が得られるのでしょうか？ こ
れは重要な質問です。この答えが得られるにはまだ時間
がかかりそうですが、臨床試験が進行中であり、—どの
ようにだけではなく誰が利益を得られるのかに答えるこ
とができるでしょう。

分子診断はさまざまな方法で補助療法への情報を提供
します。重要な予測因子となり得るバイオマーカーは、
変異量です。高い遺伝子変位量(TMB)の状態、つまり
体細胞での遺伝子変異の割合が高い場合は、論理的に
考えると新抗原が多くなります。これは、おそらく腫
瘍の免疫原性の増加へつながり、免疫チェックポイン
ト阻害剤への応答を予測できる可能性があると考えま
す。CheckMate 227試験から、高いTMBの腫瘍の患者は 
ニボルマブとイピリムマブの併用治療によって PFSが向
上することが示されています。TMBには手術前の免疫療
法における役割が存在するのでしょうか？これはまだ確
認されていません。

これまでに実施した術前補助免疫療法による単独療法試
験のうち、最も大きな規模の試験はLCMC3試験です。こ
の試験は、切除可能で、ステージが未選択のIB期からIIIA
期のNSCLC患者と、ステージIIIB期が選択されたNSCLC
患者を対象としました。患者は、アテゾリズマブ（PD-
L１阻害剤のみ）の投与を2回受けた後に直接手術を受け
ました。術後最長1年間、補助療法であるアテゾリズマブ
について追跡調査しました。主要評価項目は、主要病理
学的奏効 (MPR)で、術後試料中の腫瘍生存残存癌が10％
以下と定義しました。

術前補助アテゾリズマブ療法では、主要有効性集団にお
いてMPR率が21％という結果が得られました。PD-L1発
現を見ると、PD-L1陰性率は低く 、PD-L150％未満 で
は11％、 PD-L1高率ではMPR率は33％でした。 これは
有意な差です。術前補助アテゾリズマブ療法では、高い
PD-L1発現と、MPRとの相関が示されました。 どの患者
がより大きなベネフィットを受けられるかを予測できる
その他のバイオマーカーはあるのでしょうか？ LCMC3試
験の相関分析研究では、より高いTMBはより良好な病理
学的奏効との相関が示され、STK11変異の不在は、術前
補助アテゾリズマブ療法のより良好な応答と有意な相関
が示されました。私たちはまだ、これが長期生存の差に
つながるのかわかりませんが、明らかに期待できる結果
があると考えます。

これは、補助免疫療法に関する複数の臨床試験の１つで
あり— 試験の中には、PD-L1に関して誰がベネフィット
を得られるのかを調査するものが含まれ、 そのため複数
の試験ではEGFRまたはALK変異を有する患者は対象集団
から除外されています。 しかし、PD-1およびPD-L1阻害
剤によって補助療法としての免疫療法または免疫療法と
化学療法を調べる複数の試験も含まれます。

術後補助治療の情報源としての分子検査：治療対象？

術前補助、アテゾリズマブからの教訓: LCMC3 (NCT02927301) 結果

STK11、セリン/トレオニン特異的タンパク質キナーゼ 11。
Carbone DP, et al. Clinical/biomarker data for neoadjuvant atezolizumab in resectable stage IB IIIB NSCLC: Primary analysis in the LCMC3 study. 発表: 2020 World Conference on Lung Cancer Singapore, 
worldwide virtual event, 2021年1月28–31日。摘要：OA06.06..

病理学的に主要な反応

主な有効性 
患者集団 (N=144)

p=0.004

PD-L1 <50%
(n=73)

PD-L1 ≥50%
(n=45)

病理学的な反応の良し
悪し次と関連する:

高いPD-L1発現は、術前補助アテゾリズマブ療法
を受けた患者での主要病理学反応と相関する

21%

11%

33%

•  TMB高 (p=0.047)
•  STK11 変異欠如(p=0.008)

術後補助治療の情報源としての分子検査：治療対象？

術後免疫療法の第3相 
臨床試験の登録時の分子検査

PD-1、プログラムされた細胞死蛋白。
識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月6日にアクセス済み)。

•  KEYNOTE-671 (NCT03425643)

•  KEYNOTE-091 - PEARLS (NCT02504372)

•  NADIM-ADJUVANT (NCT04564157)

•  MERMAID-1 (NCT04385368)

•  IMpower010 (NCT02486718)

•  ALCHEMIST Chemo-IO (NCT04267848)

•  ANVIL (NCT02595944)

•  D9106C00001 (NCT03800134)

ペンブロリズマブ

ニボルマブ

アテゾリズマブ

デュルバルマブ

anti-PD-1

anti-PD-L1

PD-L1ステータス

テスト済み 陰性 
除外済み

陽性 
除外済み

テスト済み

EGFR/ALKステータス
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術後補助治療の情報源としての分子検査：治療対象？

遺伝子異常を検出する分子テスト: 分子標的療法

BRAF、B-Raf プロトオンコジーン：MET、間葉上皮移行因子：NTRK、神経栄養学的チロシンキナーゼ：RET、プロトオンコジーンのトランスフェクション中の再配置：ROS1、c-ros オンコジーン 1。
Alexander M, et al. Lung. 2020;198:897–907.
識別子別の臨床試験: ClinicalTrials.gov (2021年2月6日にアクセス済み)。

補助療法設定とし
て承認済み

進行性疾患向け
として承認済み

EGFR

ALK

ROS1

MET

NTRK

BRAF

RET

標的術後補助療法に関する活発
な第3相試験は以下の通り:

•  オシメルチニブ
•  オシメルチニブ
•  アファチニブ
•  ダコミチニブ
•  エルロチニブ
•  ゲフィニチブ
•  アレクチニブ
•  ブリガチニブ
•  セリチニブ
•  クリゾチニブ
•  エントレクチニブ
•  カプマチニブ
•  テポチニブ
•  ラロトレクチニブ
•  ダブラフェニブ
•  トラメチニブ
•  セルパカチニブ
•  プラルセチニブ

•  ALCHEMIST 臨床試験:
 • EGFR – エルロチニブ (NCT02193282)
 • ALK – クリゾチニブ (NCT02201992)
• NCT03456076:
 • ALK – アレクチニブ

術後補助治療の情報源としての分子検査：治療対象？

EGFR-TKI耐性変異検査の可能性：進行性NSCLCからの教訓

TKI、チロシンキナーゼ阻害剤 。
1. Schoenfeld AJ, et al. Clin Cancer Res. 2020;26:2654–63; 2. Ramalingam SS, et al. N Engl J Med. 2020;382:41–50. 

EGFR変異転移性NSCLCの治療の第一選択としてのオシメルチ
ニブの使用は、耐性変異の発生を引き起こす可能性がある1,2

術後補助治療において、患者 の耐性変異の発生を
監視するために、分子検査を使用できるのか？

•  EGFR C797S変異
•  EGFR G724S変異
•  MET増幅
•  細胞周期遺伝子の変異

標的補助療法も調査することができます。現在ADAURA
試験の結果も報告され、補助療法としてオシメルチニブ
がEGFR exon 19欠損またはL858R変異を有する腫瘍にお
いて有意に DFSを向上しています。. しかし、オシメル
チニブだけがEGFRキナーゼ阻害剤ではなく、またEGFR
だけが変異ではありません。同じことがALK、ROS1、RET
にも言えるのか？ アレクチニブまたはブリガチニブを使
用した場合、DFSに改善が見られるのか？また、ALK-融
合陽性 NSCLCについても同程度の効力であるか?

これらの変異の複数が稀であることを考慮すると、こ
れらの仮説をすべて検証するのは困難な可能性がありま
す。例えば, RET融合は、 NSCLCの僅か1%に認められ
ますが、現在、セルペルカチニブおよびペラルセチニブ
など選択的で忍容性の高いRET阻害剤があります。RET-
融合陽性NSCLCにおいて補助的RET阻害剤は、同等
の結果が得られるのか？ それはまだ判りません。しか
し、重要なことはこれらに答えることができる第III相試
験が現在進行中であることです。さらに、EGFRに加え
て、ALK-融合陽性に関する複数の臨床試験があります。
今後、これらの試験結果とADAURA試験の結果を見て比
較することが重要でしょう。

今日はステージIV期のNSCLCを対象としオシメルチニブ
の耐性が複数のC797SおよびMET増幅などの検出された
変異によって仲介されることが知られています。補助療
法においてその結果のいくつかは見られるのか？ 補助療
法としてのオシメルチニブは、再発時の耐性に影響があ
るか？ 重要な質問ですがまだ判りません。

NSCLC癌の診断および治療アルゴリズムは誰が一番補
助療法から利益を得られるのかを識別する必要がありま
す。TMB、PD-L1 発現や微小残存病変 などのマーカーも
患者がその治療法—や証明する必要がある仮説から利益
が得られるかどうかの可能性を予測するのに重要性を増

結論

NSCLCの診断および治療アルゴリズムでは、術前あるいは術後補助療法からメリットを
得られるのは誰かを識別する必要がある

腫瘍の変異負荷や微小 残存病変のマーカーは、患者が術前または術後治療でメリットを
得られる可能性が 高いかどうかを示す情報となる

免疫療法（PD-L1）や分子標的療法（EGFR、ALK、ROS1、NTRK、RET、BRAF） 
への反応を示すマーカーは、最適な術後/術前補助治療の選択に役立つ

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？

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ので
しょうか？ この点はNSCLCの集学的管理の意味から考え
ることが重要です。切除可能な早期NSCLCの最適な計画
を作成するときに考慮すべき多くの因子があります。

疾患の状況で対応すべき最も重要な特徴には、患者の特
徴、固有の生理学、肺機能、併存疾患だけでなく腫瘍の
重要な因子があります。組織学は全身治療の選択肢と予
後の指針となります。ステージは治療法の選択肢を明確
に左右します。集学的チーム（MDT）を組み込むことに
よって解明するような、ステージを超えたより詳細な粒
度情報が得られます。

すべてのステージIIまたはステージIIIのNSCLCを同じよ
うには治療しません。ステージIIの肺がんは早期とは言
え、切除できないものもあります。ステージIIの肺がんが
肺動脈に接している場合、そこに壁となるものは無いた
め切除することはできません。クリアな辺縁組織を得る
ことはできないのでしょうか？根本的な肺の機能に基づ
いて切除することができるのでしょうか？ 治療アルゴリ
ズムは多様です。MDTの意見が不可欠です。

現在我々が考慮しているバイオマーカーにはさまざまな
ものがあり、周術期における標的治療、分子の変異の有
無、そして患者の希望にに基づく標的治療の選択肢が挙
げられます。現在私たちは共有意思決定モデルを採用し
ており、最適な治療は何であるべきかについて患者から
意見を出します。

さまざまな治療法を用いることが可能です。もちろん、
切除術は早期のステージの肺がんで主流となっているも
のですが、放射線治療も確実に効果を発揮しますし、様
々な全身への選択肢があります。化学療法は歴史的に標
準治療となっていますが、私たちは免疫療法と標的治療
のどちらも現在そして近い将来の選択肢として導入して
います。

しています。PD-L1発現やEGFR またはALKなどの変異
の存在は、将来最適な補助療法の選択と周術期の全身療
法の使用と選択をガイドするのに有用となる可能性があ
ります。
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touchTALKS®

早期NSCLCの集学的治療

NSCLC、非小細胞肺癌。
Popat S, et al. Oncologist. 2020;26: e306–e315.

疾病の設定
•  患者の特徴
•  生理学
•  併存疾患
•  腫瘍の組織構造
•  病期
•  バイオマーカー
•  患者の希望

治療選択肢
•  外科的切除
•  放射線療法
•  全身療法
 • 化学療法
 • 免疫療法
 • 標的療法

?

!
急速に進化する
治療パラダイム

多面的で協調的な  
意思決定

最適な治療プロセス

•  複雑な病期
• 拡張されたバイオマーカーテスト
• 多様な治療アルゴリズム
• 新規治療薬

早期NSCLCの集学的治療

ESMO、欧州医療腫瘍学会：MDT、多学的チーム：NCCN、全米総合がんセンターネットワーク：NSCLC、非小細胞肺がん：PAGA、パンアジアン・ガイドラインの適応 。
Popat S, et al. Oncologist. 2020;26: e306–e315.

NSCLC患者の管理に関するガイドラインは  
MDTによる共同意思決定の重要性を強調している

NCCN ESMO PAGA

これは、急速に発達している治療のパラダイムです。我
々の複雑な疾患のステージ分類は、検査が向上するにつ
れますます複雑になっています。複数のモダリティ治療
は、早期ステージのNSCLCにおいて重要であり続けて
います。バイオマーカー検査は現在非常に重要なもので
あり、今後数年でさらに拡大していくでしょう。この分
野は、新しい治療が開発され早期NSCLCの治療に導入さ
れ大変なスピードで動いています。最新の開発と最良の
転帰について、常に最新の情報を得ていくことが重要で
す。これはきわめて多面的で協働的な意思決定プロセス
であり、早期ステージのNSCLC患者のための最適な治療
プロセスに必要とされています。

NSCLC患者の管理の現在のガイドラインは集学的な腫瘍
の治療法および協働的な意思決定プロセスの重要性を反
映しており、真の介入です。

そのようなMDTには、さまざまな専門分野からの意見が
必要です。歴史的に、胸部外科医が切除術を行い、放射
線外科医が放射線治療を行い、腫瘍内科医が全身治療を
行うと考えられてきました。しかし最適なチームという
ものには、可能な限りこれより多くの専門家が参加しま
す。呼吸器内科医は、診断を行う際や、リンパ節侵襲技
術によるリンパ節のステージ、肺機能の判断、現在の肺
機能、提案された介入の後の肺機能を評価する際に、き
わめて重要な存在です。

特定の精度による多くのステージ診断では、放射線医師
および核医学専門家にその解釈を依頼しています。専門
看護師や緩和ケア専門家が、症状管理の指導と転帰の向
上のための支援を行います。病理医は診断、組織学、グ
レードの判断に携わりますが、組織学だけでなく肺がん
の遺伝子型サブタイプの評価を行ううえでますます分子
病理医の協力が必要とされています。

こうした専門領域はすべての状況に適用できるわけでは
ありませんが、可能な限り、バランスのとれた最適な方
法を提供することができます。こうした多様なメンバー
による集学的チームは、特定の患者の治療においてどの
ように役割を果たすのでしょうか？ 各段階において、多
様な専門家が果たすさまざまな役割を見てみましょう。

一般に治療前評価として通常、生検を行います。 生検
は病理学医が評価を行い、放射線科医、胸部外科医、そ
して多くの場合は呼吸器内科医がその内容を受け取りま
す。ステージ診断は、PET/CTスキャン、MRI画像診断に
基づいて早期に行われますが、担当の放射線科医および
核医学専門家の意見が必要となります。そして胸部外科
医だけではなく呼吸器内科医の重要な意見のもと、切除
可能かを判断する必要があります。

先に進めると判断した場合、その腫瘍が切除可能かど
うか、患者が手術可能かどうかを判断する必要があり
ます。この判断には、呼吸器内科医や胸部外科医からの
意見が必要であり、その内容をすべて腫瘍内科医へ提供
し、その内容に基づいて全身治療が術前や術後の転帰を
向上させることができるかどうかについて判断します。

初期治療は可能であればパーソナライズされ、多くの分
子診断が必要となります。根底にある遺伝子型やEGFR
変異の有無を把握することで、提供すべき治療や避ける
べき治療を判断するだけでなく、術前と術後の両方の治
療を判断することができます。PD-L1検査は比較的近い
将来、免疫チェックポイント阻害剤の使用に役立つ可能
性があります。また、その状況において化学療法を使用
するほか、転帰の向上にもつながります。

早期NSCLCの集学的治療

Popat S, et al. Oncologist. 2020;26: e306–e315.

MDTの討議あり

胸部外科医

専門看護師

緩和ケアスペシャリスト

分子病理学者

病理医 呼吸器科医

放射線技師

腫瘍内科医

放射線腫瘍医

核医学専門家

初期治療

患者の体験

治療方針決定へのMDTの関与1,2

部分 の1 2

CT、コンピュータ断層撮影：EGFR、上皮細胞成長因子受容体：ICI 、免疫チェックポイント阻害剤：MRI 、磁気共鳴映像：NCCN、全米総合がんネットワーク：PET、ポジトロン断層法：TKI、チロシンキナーゼ阻害剤）。
1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Non-Small Cell Lung Cancer, Version 1.2021、2020年11月25日。以下で入手可能: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf (2021年2月10日にア
クセス済み); 2. Popat S, et al. Oncologist.2020;26: e306–e315; 3. Lisberg A, et al. J Clin Oncol. 2018;13:1138–45; 4. Velez MA, et al. Transl Lung Cancer Res. 2019;8:S339–42.

腫瘍内科医

腫瘍内科医

専門看護師

専門看護師

病理医

放射線技師

放射線腫瘍医

胸部外科医

胸部外科医

呼吸器科医
呼吸器科医

核医学専門家

•  病理学的な縦隔リンパ節の評価
•  PET/CTスキャン
•  脳MRI (病期 IB–IIIA)
•  切除可能性評価

手術可能

EGFR+

PD-L1+

EGFR-TKI

ICI

化学療法

分子テスト

術前補助療法

オーダーメイド医療

テスト 治療

臨床的判断

事前治療評価
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結論 

各患者の症例は、診断から 集学的チーム/
腫瘍委員会で議論されるべきである

MDTへの関与自体を医療行為として
考慮すべきである

MDTによる効果的な意思決定と最適な患者 管理のために、専門家間
で共通言語を用いた効果的なコミュニケーションが必要である

患者の体験

治療方針決定へのMDTの関与1,2

CT、コンピュータ断層撮影：EGFR、上皮細胞成長因子受容体：ICI 、免疫チェックポイント阻害剤：MRI 、磁気共鳴映像：NCCN、全米総合がんネットワーク：PET、ポジトロン断層法：TKI、チロシンキナーゼ阻害剤）。
1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Non-Small Cell Lung Cancer, Version 1.2021、2020年11月25日。以下で入手可能: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf (2021年2月10日にア
クセス済み); 2. Popat S, et al. Oncologist.2020;26: e306–e315; 3. Lisberg A, et al. J Clin Oncol. 2018;13:1138–45; 4. Velez MA, et al. Transl Lung Cancer Res. 2019;8:S339–42.

部分 の2 2
オーダーメイド医療

術後補助療法

分子テスト

事前治療（術前補助療法）

腫瘍内科医

腫瘍内科医胸部外科医

病理医 病理医

分子病理学者 分子病理学者

外科的切除と 
リンパ節採取

 
 術後補助化学療法推奨

治療の選択肢

•  標的療法
• 免疫療法
• 化学療法

進行性NSCLCからの教訓
•   

EGFR変異陽性NSCLCの患者では免疫療法は効
果が乏しい3,4 

•  免疫療法後のEGFR-TKI の結果は不良で、 
毒性が増加した4

!
術前補助治療手術時の所見

発表日：2021年3月25日

免責事項：

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。

患者に手術を行うと判断した場合、さらに治療が必要か
どうかを判断するうえで、外科的切除後の結果を理解す
ることがきわめて重要となります。そのためには、病理
医のほか分子病理医による切除組織の評価と、腫瘍内科
医からの解釈が必要となります。次に、補助療法が必要
かどうかを判断する必要があります。分子検査がまだ
であれば、この時点で行わなければなりません。例え
ば、EGFR変異の有無により、オシメルチニブなどの標
的治療の使用によって改善が予測されます。

私たちは分子診断を使用して術前および術後の治療を判
断していますが、標的治療および近い将来免疫療法は切
除後または切除可能なNSCLC患者にとって重要な選択肢
となるでしょう。この2つが衝突しないことが大切です。
これらは全く別々の２つのルートであり、そのように治
療されなければなりません。

私たちは転移性のNSCLC患者から、標的治療は非常に安
全ではあるものの免疫療法後にこの治療を行うとはるか
に毒性が高くなり、免疫療法はドライバー遺伝子変異の
ある患者には効果的でなく、安全な方法で連続した治療
を行うことが最良の転帰を得るうえできわめて重要であ
るという重要な教訓を学びました。

このため、免疫療法を取り入れる前に、EGFR変異の状
況と患者のドライバー遺伝子変異の状況を把握する必要
があるのです。患者にEGFR変異があり、補助免疫療法
または術後補助免疫療法を行う場合、その後の標的治療
をはるかに毒性が高く乏しい転帰のものにします。その
ためにも、私たちは免疫療法を行う前に、EGFR変異の
状況を把握する必要があります。これは術前の場合も、
術後の場合もありますが、異なるモダリティが出るたび
に、ワークフローとNSCLCへの理解を更新していく必要
があります。

各患者の症例をMDTで話し合う必要があります。すべて
の患者および施設がチームメンバー全員に会えるわけで
はありませんが、より多くの集学チームが参加できれば
転帰を改善することができるでしょう。これは最初の段
階から真の意味で共同の意思決定プロセスです。私たち
の施設では、集学的ながん症例検討委員会で患者につい
て討論しており、他の人にもできる限りそうするように
奨励しています。

つまりMDTの関与自体を医療行為とみなすべきなので
す。MDTによる効果的な意思決定と最適な患者管理のた
めに、さまざまな専門家間で共通言語を用いた効果的な
コミュニケーションが必要です。チームによるアプロー
チこそが、早期ステージのNSCLC患者が最良の転帰を得
るために必要なものなのです。


