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座談会◆明日の乳癌分子標的治療

伊藤良則
（以下，
伊藤） 本日は，
「明日の乳癌分子

間，技術的なvalidationを積んでいるので，いまは

標的治療」というテーマでお話を進めていきたい

実臨床の中でKi 6 7 のラベリングインデックスで

と思います．よろしくお願いいたします．

Luminal AとBを分類しています．実臨床の中でも

サブタイプに基づく治療
伊藤

分子標的治療は乳癌のトラスツズマブを皮

阿部恭子（千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科）
柏葉匡寛（岩手医科大学外科学講座）
佐治重衡（京都大学大学院医学研究科標的治療腫瘍学講座）
清水千佳子（国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科）
谷川原祐介（慶應義塾大学医学部臨床薬剤学） （敬称略，五十音順）

の適応においては非常に大きいファクターだと
思っています．
あとは，basalに関しては，ERの発現程度が，

切りにいろいろな癌腫で開発が進められ，抗癌剤

アジュバントのホルモン感受性の基準である 1 0％

の時代から分子標的治療薬の時代に突入していま

あるいは 1％という考えがあり，これを遺伝子の

す．今日はまず，代表的な分子標的治療について

クラスター解析の結果に当てはめますとおそらく

現状を皆さんにお聞きしたいと思います．とくに

かなり差があると思います．基本的にBasalタイプ

乳癌に関しては，
乳癌のサブタイプがわかり，
それ

は，トリプルネガティブで代替しているわけです

が分子標的治療に直結しています．

が，おそらく 8 割程度しか合致していません．実際

HER2（human epidermal growth factor receptor

【司会】伊藤良則（がん研有明病院乳腺センター）

それを意図しながら治療しており，
とくに化学療法

われわれもトリプルネガティブを検証しますと，

type2）陽性乳癌に関しては，抗HER2療法剤のト

その中で増殖能の高いタイプと，わりにKi 6 7 の

ラスツズマブ，ラパチニブ が あ り，ER（estrogen

低いタイプも混在しておりますので，それらが

receptor）陽性乳癌に関しては，内分泌療法，抗内分

トリプルの中のさらなるサブタイプの存在を表し

泌療法剤が古くからある分子標的治療薬と言って

ているのではないかと考えています．

いいのではないかと思います．こういった歴史の

ただ，
最終的にこの分類の目的というのは，
バイ

ある内分泌療法がどういう展開をしていくか．そし

オロジーを理解しながら治療決定，
あるいは，
それに

て，血管新生抑制作用を持った薬が，使えるように

適する薬剤の決定に帰依すべきと考えます．そう

なったいま，抗VEGF（vascular endothelial growth

いう意味では，
いま，
生物学的なサブタイプがプラス

factor）療法をどうやって組み込んでいくかという

アルファの情報として非常に大きい，つまり免疫

ことが問われているかと思います．

染色を中心とした代替マーカーで実臨床へ適応

そこで，まずサブタイプについて考えていきた

する時代にはなりつつある．今までのオールカマー

いと思います．サブタイプ分類は 2 0 0 0 年にPerou

的乳癌治療の考えから，サブセットに合った治療

らにより提唱され，
現在，
免疫染色で簡便に行われ

という方向には来ている，ただ，若干情報が足り

ていると思います．柏葉先生，サブタイプにつき

ない，あるいは臨床に役立つ真の個別化にまでは

まして，
免染の状況，
マイクロアレイのもともとの

至っていよう印象を持っています．

データ，これをどのように実臨床で解釈して行わ

伊藤

れているか，
コメントをいただけますか．

づいて診療されているかと思います（表１）．柏

柏葉匡寛
（以下，柏葉） 基本的には遺伝子のクラ

葉先生から問題点を指摘されましたが，Ki 6 7 を

スター発現解析，expression profileですので，
実臨

Luminal type AとBで分ける基準にしていると

床でこれを全部行うことは不可能で，免疫染色で

いうことです．佐治先生はKi 6 7 も研究されてお

代替されていると思います．ERやHER 2 に関し

りますが，この点についてのコメントはございま

ては，長い歴史の中で染色性に関してはestablish

すか．

されていますが，おそらく 1 つは，Luminal AとB

佐治重衡
（以下，佐治） Ki 6 7 自体はマーカーとし

の差を定義するKi 6 7 の免疫染色での染色性が施

てはかなり重要で，無視できないものであること

設によってかなり解釈の違いがあり，あるいは日

は間違いないです．東京都健康長寿医療センター

常診療で実施できるかどうかという現実があるの

研究所の本間尚子先生と共同で，化学療法を実施

ではないかと思います．

していない患者さんを対象とした研究でも，Ki 6 7

われわれの施設は，幸い，脳腫瘍等でかなり長い

現 在 は，St. Gallenの 2 0 1 1 年 の 分 類 に 基

できれいに予後が分かれたものの，ホルモン受容
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一応 1 4％を目安で使ってはいますが，ほかの要件

術前内分泌療法

が全部そろわないと，内分泌療法だけという選択
は慎重にやっています．
柏葉

伊藤 「明日の分子標的治療」ということになる

いま佐治先生がおっしゃったそれ以外の因

子というのは，何があるのでしょうか．

と，内分泌療法だけでいきたいという考えが皆さ

佐治

nuclear grade（核異型度）等の組織上の評

んあると思います．これに対して，術前の療法が

価が合っていることと，また古典的なリスク因子

突破口を開くと思いますが，それについては今後

であるリンパ節転移や腫瘍径などです．本当に内

どうでしょう．

分泌療法だけでいいですよと言えるパターンと

清水

いうのは，まだ，患者さんに対しては，いろいろな

の変化が予後因子になるという報告は，確かにあ

ものが全部そろっていないと，というところを気

ります．いわゆるLuminal Aの中でも，
もともと内

にして推奨を決めています．ですので，合わない

伊藤良則

条件が少しでもあるときには，1 つ前の時代に戻

術前内分泌療法のresponseやバイオマーカー

分泌療法が効かないようなprimary resistanceの
サブタイプが，それでセレクトできると思います．

ってコンベンショナルな基準でもう一回考えな

decisionのときには保守的にやらざるを得ないと

ただ，
最初からの人と同じメカニズムで内分泌療法

おします．実際，免疫組織学的なLuminal Aの人を

いうふうに僕は考えます．

が効かなくなった人が再発しているのか，そこは

Oncotype DXで測定すると，Recurrence Scoreの

清水

実はまだわかっていないということで，acquired

low，intermediate，highの 3 つがある割合で混じっ

ょうか，
のほうにしますか．

resistanceの問題はネオアジュバントのセッティ

体陰性では予後予測としては弱いことがわかりま

てきてしまうという報告があります．もちろん，

佐治

します．合わない要因があるときには．

ングでは解決できないと思っています．だから，

した．ホルモン受容体陽性乳癌においてある程度

どちらを信じるかという問題はありますが，本当

柏葉

コンベンショナルなデータでいちばん重要

ネオアジュバントは確かにprimary resistanceを

の特性を分けるのに重要な因子としては間違いな

のLuminal Aだけを追い込めているかどうかは，

なのはメタアナリシスと考えていいのでしょうか．

スクリーニングする機構としてはいいのですが，

いと思います．

よく考えたいところです．

佐治

もうちょっとacquiredのところをチェックするよう

伊藤

recommendationは，化学療法をやりまし

そうですね．ですから，今で言うと，本当は

Luminal AとBでは予後に大きな隔たりが

1 cm以上かリンパ節転移が 1 個でもあればみんな

AにもLuminal Bにも
「
‘’
」
が付いていて，
英語だと

あります．本当にKi 6 7 だけで峻別できるか，しっ

化学療法の適応になってしまうというのが，もと

具体的に言うと，最近，metastaticになったとき

quote unquote，
「いわゆる」
ということです．あの

かり慎重に考えなくてはいけないということです

もとのコンベンショナルなものの考え方になりま

に腫瘍の再生検
（re-biopsy）をしましょうという

Luminal Aはあくまでも「いわゆる」であって，

ね．本当の純粋なLuminal Aであれば，内分泌療法

すので，
そこの部分は残しつつ，
サブタイプごとで，

ことを推奨する動きが出てきていますけれど，そ

正しくはまだ追い込めていないので，Luminal A

だけでマネージできる可能性があるということを

例えば，
Ki67が8％でnuclear grade1で腫瘍径1.5 cm

ういうことが取り上げられている背景としては，

の中には化学療法が必要なグループもまだ混じっ

示唆しているわけです．

でとくると，
さすがに，
これはいいなと言えますけど，

acquired resistanceに関連するバイオマーカーを

ているということを，
十分注意しないといけません．

清水千佳子（以下，清水） 1 4％カットオフに使わ

Ki 6 7 が 1 4％とか 1 3 . 5 などと，ちょうど境界域で

見つけたいのかなと．そういうふうに見ています．

本来化学療法の必要性がある患者さんにも内分泌

れているとおっしゃいましたが，実際には，1 0 ～

返ってきたときに，
1 3 . 5 だからLuminal Aですね

柏葉

re-biopsyですね．

療法だけでいくということを，前倒しでやってし

2 0 とか 3 0 ぐらいまでのところは，かなり評価は

と言っていいかどうか．そこはよく考えて慎重に

清水

re-biopsyでは，薬剤が効かなくなったとこ

まっている部分が多少なりともあるのではという

施設によっても個人によっても判断が違うと思い

したほうがいいとは思っています．

ろでサンプリングをするのでacquired resistance

ことを，
少し危惧しています．

ます．例えば，Luminal Aのようだけれども化学療

伊藤

に関するバイオマーカーを探索できます．

しかし，
少し難しいのは，
われわれが使うLuminal

内分泌療法だけでどこまで行けるか，抗癌

な臨床研究が必要かなと思っています．

ですから，Ki 6 7 も大事ですが，Ki 6 7 をどれだけ

法をやろうかというときに，実際に患者さんには

剤がどこから必要かというテーマですね．現状で

伊藤

標準化していってもまだその問題が残っているの

どういうふうなお話のされ方をされるのですか．

は，リンパ節転移が 1 個でもあれば，NCCNガイド

ということですね．

で，
これまで積み上げられた大きな化学療法の適応

佐治

Luminal Aのようだけど化学療法をしよう

ラインでは化学療法を併用することを勧めている

清水

はい．

と，サブタイプ別の化学療法の適応を，
よく考えて

かというときですか．例えばリンパ節転移が 3 個

わけですが，こういうリスクがある場合は慎重に

柏葉

あるいはその背景ですよね．本当に変わっ

使っていただきたいと思っております．

とか．

考えなくてはいけないということですね．

ているかどうか自体が今までわかっていなかった

伊藤

Luminal Aは本当に内分泌療法だけでいい

清水

そうですね．

佐治

そうですね．日常臨床上で免疫染色のKi 6 7

ので，そのプロファイリングはもう 1 回，原発巣と

乳癌をどれぐらい含んでいるか，それが果たして

佐治

解剖学的な要素というのはまだ無視できない

のみで層別したLuminal Aをそのまま信じてとい

の比較が必要な時代には入っていると思います．

Ki 6 7 だけで言えるかどうかというというご指摘

と思っているので，
新しい考え方の部分とこれまで

うのは，少し慎重にならなければいけないと思っ

伊藤

ですね．

積み上げられたデータの組み合わせは十分考える

ています．

究されてはいますが，実際の患者さんで何が起こ

佐治

べきと思いますし，基本的には，今の患者さんの

そうです．自施設でもKi 6 7 のカットオフは

座談会 明日の乳癌分子標的治療

その耐性機構をきちんと把握する必要がある

耐性機構に関しては，vitroではいろいろ研

っているかというデータは非常に乏しいですね．
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入ったぐらいの．そうしますと，PEPIスコアのTの

イオマーカーの探索が行われましたが１つもヒッ

ファクターを考えると，低いPEPIスコアに行ける

トしなかったというところを見ると，
1 つは検出

ものはよほど小さい腫瘍なので，
じゃあ実際それは

系の問題，
それ以外には現行の検討項目では，
分子

術前内分泌療法をしているかというと，
ほとんどそ

標的治療薬のみで治療効果の見られるサブセット

のクライテリアに入っていないですよね．だから，

を抽出することはまだ難しいのではないではない

実際目標が違うんじゃないかという解釈さえあ

かと感じます．

ると思うんです．はじめから小さいのをみんな

もう 1 つは，分子標的治療薬だけで誘導された

neoendocrineにしているかというと，
そうではない．

pCRの予後というのはまだ確立されていません

そうすると，はじめからあの人たちはそれほど

よね．この方々の予後がどうなるか．分子標的治

ゼロにはならないんじゃないかという予測も立つ

療薬はいずれオフするわけですから，そのあとの

んですね．

体内に遺残した微小残存病変
（minimal residual

佐治

Luminal Aと考えて術前内分泌療法に入っ

disease: MRD）
が，
化学療法と同じ振る舞いをするか

ても，2 〜３割ぐらいしか，PEPIはゼロにならな

ということに関しては，まだデータが出ていない

primary resistanceにしてもacquiredにしても，
実

かった．

のではないかと思います．いくつかの試験では分

ね．これでけっこういいデータなんですけど，佐

際の患者さんで何が起こっているかということ

伊藤

Luminal Aを本当にそこでとらえられてい

子標的治療後に手術，その後は例えばphysician's

治先生，これはどうやって評価するのですか．ホ

を，トランスレーショナルリサーチできちんとつ

るかというと，そうではなくて，それ以外のものが

choiceみたいなもので，化学療法の有無に関して

ルモン受容体とEGFR（epidermal growth factor

かんで，それを戦略に把握するということが重要

入り込んでいるからという可能性がありますか．

は主治医に任せられているようです．バイオマー

receptor）ファミリーのクロストークの両方押さ

だなと私は思っていますが，そういうことでしょ

佐治

そうなのかもしれませんし，僕らが期待を

カースタディがメインの試験のスタイルですけれ

えた，
結局triple blockadeの 1 つと考えられるので

うか．

しすぎているのかもしれません．もしくは，PEPI

ども，
実臨床で考えたときには，
化学療法が入らな

しょうか．

清水

そうです．

の予測パワーの限界なのかもしれない．まだよく

いことが，今までわれわれのみているpCRの予後，

佐治

佐治

術前内分泌療法後の予後を予測するた

わからないです．

臨床的意義と本当に同じものなのかというデータ

がはじめてです．ラパチニブ／トラスツズマブ，

伊藤

は，
まだ僕らは持っていないと思います．

ペルツズマブ／トラスツズマブ，この 2 つがはじ

伊藤

めて良いというのがわかった．つまり，シグナル

柏葉匡寛

め のPEPI（preoperative endocrine prognostic
index）スコアは，
実際にやると，
ゼロになる人は意外
とあまりいないのです．
柏葉

いないですよね．

佐治

実臨床上でみると意外と少ないです．術前

ありがとうございます．

抗癌剤と決別できるか

分子標的薬剤のみのpCRが従来のpCRと

佐治重衡

double blockadeの分子標的治療薬は，今回

同じpCRかどうかということですね．

を同時に何系統か抑えると良いということがわ

柏葉

ええ．治療中は増殖にsuppressionがかかっ

かった．逆に，同じ分子標的治療でも内分泌療法

では，抗HER 2 療法に話題を移します．今の

ているのでしょうが，
原発巣はとるけれど，
じゃあ

のdoubletは，これまでほとんどnegative dataで

内分泌療法が終わった時点で手術を実施し，PEPI

お話では内分泌治療だけでどれぐらい行けるかと

体内のMRDはどうか，最終的な腫瘍のbehaviorは

した．唯一，昨年発表されたアナストロゾール＋

スコアで，あとは内分泌療法のみでいけると自信

いうことでしたが，抗HER薬に関しましてもトラ

まだ予測できないのではないかと思っています．

フルベストラントがありましたけど，もう 1 つの

を持って言える群は，自験例ではざっと 2 〜３割

イアルがいくつかあります．代表的なのは，トラス

伊藤

貴重なご指摘ありがとうございます．ペ

同じ組み合わせの試験はネガティブデータなの

程度でした．術前内分泌療法後に内分泌療法のみ

ツズマブとラパチニブだけを併用して行ってどれぐ

ルツズマブ と い う 新 し い 分 子 標 的 治 療 薬 に つ

で何とも言えません．内分泌療法はLH-RHアナロ

で良いであろうと言えるグループが意外と多くない

らい効果が得られるか，抗癌剤なしでどれぐらい

い て は，CLEOPATRA (Clinical Evaluation Of

グ＋タモキシフェンを除いて，今までは足しても

かもしれないというのが，
実は，
術前内分泌療法の

行けるかというトライアルで，pCR（pathological

Pertuzumab And TRAstuzumab)でmetastatic

駄目だったのです．ただ，ここに来て，これはトリ

大きな問題です．

complete response）が，ERネガティブでは 4 0％，

なセッティングでいいデータが出ました．これか

プルになりますが，内分泌療法＋，あと 1 系統を

清水

ポジティブで20％得られたという報告があります．

ら，そういった薬がまたプラスされていくだろう

doubletで抑えると，これほど効果が増強するとい

設による差もあるかもしれないけれど，そんなに

こういった戦略，抗癌剤なしで分子標的治療薬

と 思 い ま す．例 え ば，トラスツズマブ，ラパチニ

うのがわかった．ですので，あるポピュレーショ

多くはないですよね．

だけで治療ができれば，夢の治療の 1 つになると

ブ，ペルツズマブの 3 剤併用といった戦略が考え

ンであればシグナルを複数ブロックすることで治

柏葉

ないですね．

思いますが，この可能性について，柏葉先生，どう

られると思いますし，
今後，
長期予後を含めて期待

療として成り立つということの 1 つの大事な傍証

佐治

PEPIを信じた場合は
「あれっ」というぐら

お考えですか．

するところかと思います．

だと思います．

いなのでしょうね．

柏葉

柏葉

伊藤

柏葉

容体だけでみているので，もう少し詳しいバイオ

Cancer Research Consortium）ですが，気になっ

駄目だというデータはなく，可能性はあるという

マーカーが必要なのではないかと思います．

たのは，最終的にLuminal-HER 2，triple positive

ことですよね．従来，内分泌療法と抗癌剤は，アン

に関してはホルモンも入れちゃっているんです

スラサイクリンとかCMF療法の時代で同時には

実際にKi 6 7 が非常にlowになる腫瘍も，施

術前内分泌療法による腫瘍径の縮小は，化

学療法と違って 2 ～ 3 割とか 4 割程度が多いわけ
ですよね．PR（partial response）からちょっと

座談会 明日の乳癌分子標的治療

伊藤

いまわれわれは，HER 2 とER，ホルモン受

NeoSphereなどを見ても，かなりpredictiveなバ

先 ほ ど のTBCRC（Translational Breast

内分泌療法と抗HER 2 療法剤との併用は，
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OraL EveROlimus- 2 ) は一応，primary resistance

heterogeneityがあって，細胞外ドメインでは抑え

もacquired resistanceもどちらもポジティブには

きれないポピュレーションが存在し，それを内側

出ていたのですね．TAMRAD study (tamoxifen

から抑えたら全体として効果が高まるという話

and RAD 0 0 1 -everolimus study) はacquiredだけ

は，dual blockade conceptと言われていますが，
そ

でしたけど．

れは臨床成績を説明する後付の解釈であり，
メカニ

清水

ズムを証明した研究はありません．

試験の結果が本当にどこまで真実なので

しょうね．あと，
クロスオーバーがどれくらい入っ

もう 1 つ，同様の抗体製剤でトラスツズマブと

ているのか．そういう情報が乏しい状況で，最近

ペルツズマブを一緒に使うとどうして作用が強く

のエビデンスを日常臨床に取り入れるには，まだ

なるのか．HER 2だけではなくて他のHER family

数歩ステップが必要なんじゃないでしょうか．

も抑えるからと言う解釈があります．それなら，

佐治

抗EGFR（epidermal growth factor receptor）

結局，逃げ道をどんどん押さえていっても

治らないのかもしれません（笑）．

抗体やEGFR阻害剤でも同様の併用効果が得られ

柏葉

モグラたたきみたいに．

るのではと思うのですが．Dual blockade concept

良くないということはわかっていますが，それ以

佐治

予後は長くはなるけど，完治はできないと

という説を臨床の先生方は納得されているので

で，アポトーシスが増える．ラパチニブではMAP

外のことは何もわかっていないので，分子標的治

いうジレンマがある．イギリスでは，転移乳癌に

すか．

キナ ー ゼ を 抑 制 しKi 6 7 が 下 が る．本 当 に そ う

療薬と抗内分泌療法剤ということも，今後可能性

対するトラスツズマブの使用を保険償還上では

清水

わかりやすい
（笑）
．

なのかわかりませんが，お互い相補的に反対の

はあり得ますね．

認めていないということを聞きました．補助療法

佐治

何でもOKというわけではないようです

方向を制御する傾向があるのかなというところは

清水

metastaticで 内 分 泌 療 法 に 抗HER 2 療

と違い，治せないのだったら高価な薬剤費の補助

が，例えばラパチニブを使うとHER 2 の発現が維

少し見えているような気はします．作用的には

清水千佳子

谷川原祐介

法 剤 の 上 乗 せ を す る な ど，最 近 で はmTOR

はできないという発想なのかもしれません．確か

持されるのでトラスツズマブが効きやすくなると

どうなんでしょう．先生はやはり差があるとお考

（mammalian target of rapamycin）阻 害 剤 の 上

に薬剤費と効果のバランスの問題はあって，分子

か，ある程度の，お互いを補う相補的なメカニズ

えですか．

乗せで，PFS（progression free survival）で良か

標的治療薬をdoubletにしてもCRが増えるという

ムは説明されていますね．ペルツズマブはligand-

谷川原

ったというレベルの臨床試験は，複数ポジティ

わけではなくて，SD（stable disease）の人がPRに

dependent HER family cascadeを抑え，ハーセプ

もし元々のトラスツズマブのdoseが足りなかっ

ブな結果が出ていますが，必ずしもOS（overall

入ったり，PD（progressive disease）だった人が

チンはligand-independent cascadeを抑え，
抗体依

たら，
同じ作用を有している薬剤
（ラパチニブまた

survival）の差をdetectできていない．あと，こう

SDかPRに入っていくだけで，
とてもすごく効いた

存性細胞障害作用
（antibody-dependent-cellular-

はペルツズマブ）を併用することで薬効が強く出

した試験はだいたいセカンドラインの内分泌療法

というところまで行かない．つまり，
いたちごっこ

cytotoxicity: ADCC）も 使 っ て と い う こ と で，

ると思います．単純な上乗せ効果です．そこで，今

ぐらいで行われていますが，もともと内分泌療法

の首根っこは押さえられていないだけなのか，

rationaleとしては一応ありそうです．ただ，
いま出

の分子標的治療薬の用量がどのように設定されて

に感受性がないprimary resistanceの人たちもスタ

押さえられないのが自然の摂理なのか，まだわか

てきているのはうまくいっていますが，どの組み

きたかを考えると，用量設定試験は初期の探索的

ディに登録されているので，内分泌療法単独群の

らないところが大きいですね．ずっとこの競争を

合わせでも起きるわけではなく，さらにrationale

なものしかありません．現在の用量は効果が認め

PFSが 3 カ月とか 2 カ月とか相当短くて，実は，

し続けるのかもしれません（笑）．

が良さそうであれば何でもかんでもうまくいくと

られているので間違ってはいないとは思います

抗HER 2 療法剤単剤で行っていても勝てるんじゃ

伊藤

いうわけでもないと思います．

が，本当にすべての患者にとって最適なdoseかど

ないかという気もします．臨床試験のデザイン的

として長期みないといけない．それは注意しなけ

谷川原

うか，
まだわからない部分があると，
かねがね考え

なweaknessを感じるんです．つまり，
ホルモン抵抗

ればいけませんね．

を後付けで説明するために使われているのです

ています．

が，
このアルゴリズムで新たなコンビネーション，

伊藤

すなわち併用が有用な組み合わせを推定すること

効く濃度を，いま私たちは得られているかどうか

はできないと思います．ですから現時点では，併

という疑問ですね．例えばトラスツズマブ 1 つと

性になったときに抗HER 2 療法剤 vs. 内分泌療法
vs. 両方という3アームの試験でみてみないと，
本来
はあれはポジティブととってはいけないのでは

pCRは 1 つのサロゲートなので，
アウトカム

薬物動態

そうですね．この説はうまくいったケース

いえ，私は全然違う見方をしています．

有効な血中濃度，分子標的治療薬の本当に

ないかと思います．

谷川原祐介（以下，谷川原） 複数の異なるパス

用試験をやってみて結果的に良かったら後付けの

っても，doseはもっと上げられるのですが，現状

柏葉

コントロールアームがよけい悪く出ている．

ウェイを同時に抑えたら効くというのは理解し

説明になるかなという印象ですね．

で効果が得られているところで至適というふうに

清水

悪く出ている．エベロリムスの試験も，
確か，

やすいのですが，同じHER 2 をターゲットにして

柏葉

しています．しかし，本当の至適濃度は違うかも

non-steroidalなアロマターゼ阻害剤にfailureした

いるハーセプチンとラパチニブを併用したら治療

とき，Jenny Changが発表したのは，ハーセプチ

しれない．

人たちに，エキセメスタン vs. エキセメスタン＋

効果がさらに高くなるというのは，薬理作用機序

ンと ラパチニブ で 何 を 抑 え や す い か．こ れ もin

谷川原

mTORみたいな感じになっていました．

からは理解しがたいです．外側から抗体で抑える

vitroの デ ー タ で す．ハ ー セプチン はPI 3 kinase

化 学 療 法 剤 で は，ま ず 最 大 耐 用 量
（maximum

佐治

作用と，細胞内ドメインを阻害剤が抑える作用に

（phosphoinositide 3 -kinase）
-AKTをより抑えるの

tolerated dose: MTD）
に近い用量まで上げてその

ただ，BOLERO- 2 (Breast cancer trials of

座談会 明日の乳癌分子標的治療

確かに，Phase IIですからね．TBCRCの

至適用量を探す考え方として，従来の
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治療効果をみるという方法でしたが，抗体製剤は

伊藤

いくら上げても毒性が出ないので，MTDパラダイ

ことね．

ムでは用量は決まらなかった．そこで，in vitro系

清水

あるいは担癌マウスモデルで効果が期待できる有

ら，投与してみないとわからない．

効濃度を推定し，ヒトpharmacokineticsに基づい

谷川原

薬が使用されていますが，今のPK/PDに関して，

という利点はありますが．

て有効濃度に到達する用量を臨床用量に設定して

で個別化投与に関する画期的な進歩がありまし

アバスチンの至適な濃度というのは，お考えはご

佐治

きた訳です．

た．グリベック
（イマチニブ）
はご存じのようにCML

ざいますか．

うが，
血圧が上がってきたときにまずは，
と足すと

トランスレーショナルな研究は要るという
結局，個体差の部分に踏み込んでしまった
ただ最近，
慢性骨髄性白血病
（ＣＭＬ）
領域

抗VEGF療法
伊藤

アバスチンというもう 1 つの分子標的治療

懸念しています．
谷川原

ただ，
禁忌ではありませんから，
注意しな

がら使えば大丈夫な組み合わせです．
伊藤

Caアンタゴニストのほうが切れ味がいい
そうですね．どうしてもCaブロッカーのほ

の特効薬であり，これで効かなかったらBcr-Abl

谷川原

アバスチンはPharmacodynamic面が非常

きに使いやすいので，
つい使うのですが，
乳癌で閉

あることです．抗体製剤はpharmacodynamicsが

にmutationが存在しグリベック耐性だと考え，

に難しい薬剤で，
これはPK/PD考察は難しいですね．

経後の人は，高血圧でもともと 1 剤ぐらい飲んで

pharmacokineticsに影響します．例えば，リツキ

第 2 世代のニロチニブやダサチニブに切り替える

伊藤

いる患者さんがけっこういらっしゃるので．

シマブは通常半減期が長いのですが，なかにはも

という投薬思考が一般的でした．ところが，PK ／

セルとの併用で非常にPFSが延びる抗VEGF療法

伊藤

のすごく半減期が短い人がいる．著しく速い消失

PD（Pharmacokinetics/ Pharmacodynamics）

です．奏効率も高く，PFSが延びるということで，

使ったらベストか．これはまだ臨床試験もないの

を示した人は巨大病変を持っていたわけです．だ

研究を進めてみると，
実はイマチニブが効かない集

実際いま，日常診療で使われ始めていると思いま

で，経験的にいろいろトライされているところだ

からそこで……．

団の中に，血中濃度がかなり低い患者群が含ま

すが，副作用をマネージするということが重要な

と思います．

柏葉

そこで問題なのは，実臨床では大きな個人差が

アバスチンは，
ご存じのように，
パクリタキ

副作用の管理で，降圧剤をどういうふうに

れていました．その集団は本来耐性ではなくて，

薬だと思います．どういう点に注意しながらアバ

そうです．巨大病変が存在すれば抗体

イマチニブを増量し血中濃度を上げたら効果が現

スチン治療をやられているかお伺いしたいのです

の消費速度が相応に速いので，それゆえリツキ

れました．このように，薬剤の効果には，反応性に

が，
佐治先生はいかがですか．

シマブ の 治 療 効 果 とPKの 関 係 を 見 る と，non-

関する個体差（mutation）と薬物動態の個体差（低

佐治

responderは著しくクリアランスが大きい．こう

い血中濃度）の両方の影響が含まれます．臨床医

腸癌の患者さんで多く使用経験を積ませていただ

さんの立場からご覧になっていると思いますが，

いう患者は巨大病変を有しており，リツキシマブ

が反応性だけを頭に描いて思考していると，1 つ

き，
乳癌はまだこれからというところですが，
主な

ドクターにここを忠告するとか，注意したほうが

の血中トラフ濃度を測ると，効く人と効かない人

の薬が効かなかったら単純に別の薬へ替えるだけ

副作用は蛋白尿と高血圧のようです．大腸癌のと

いいとか，アバスチンに限らず分子標的治療薬全

で有意な差があったと報告されています．

くっついて消費した……．

谷川原

自分の場合は，埼玉医大腫瘍内科の時に大

副作用管理と投薬管理
伊藤

阿部先生，こういう副作用のことを看護師

です．ところが，当初の薬が一見効かなく見えて

きはすごく気にしていましたが，出血に関しては

般でも結構ですが，
気づく点はございますか．

さてトラスツズマブはどのように用量が決まっ

いても，実はその患者では血中濃度 が 薬 効 濃 度

乳癌のデータを見ると鼻血や歯肉出血くらいで，

阿部恭子
（以下，阿部） 臨床で薬物療法を受ける

てきたかというと，やはり担癌マウスモデルで血

まで到達していなかったためであり，用量を上

それほど気にしなくてもいいのかなと思います．

患者さんへのケアに携わっている看護師さんた

漿中濃度が 1 0 ～ 2 3 ng/mlで効果があったという

げることによって効く可能性もあります．ＣＭＬ

清水

皮膚に露出しているような腫瘍でなければ．

ちから，副作用の管理についていろいろ聞いていま

ことから，ヒトにおける最小有効濃度は 1 0 ～ 2 0

領域ではイマチニブ血中濃度測定の臨床的有用

佐治

そうですね．あと，動脈血栓，静脈血栓は，

す．アバスチンでは，
本当に乳癌に特化している先

という具合に，マウス実験で求めた値をヒトにス

性を証明するエビデンスが複数報告され，2 0 1 2

乳癌の患者さんのほうがたぶん，大腸癌の人より

生が使い始める場合には，ほかの癌腫でのアバス

ライドさせて，ヒト血漿中濃度 1 0 ～ 2 0 ng/mlに

年 4 月よりイマチニブ血中濃度測定が診療報酬

は少し気をつけないといけないと思います．

チンの治療について知っている看護師のほうか

到達する用量が，
当初の 4 mg，
2 mg のweekly dose

（保険）によってまかなわれることとなりました．

1 つ気になっているのが，
「Bevacizumabによる

ら，血圧の変動などを
「副作用かもしれない」と察

でした．薬物は存在すれば効くという訳ではな

清水

高血圧：降圧剤の使用方法」で，大腸癌のときは

知して，先生に知らせることがあると聞いていま

く，薬理学的に有効な濃度まで到達しなければい

狂いそうなくらい複雑ですね（笑）．

ARB（angiotensin 2 receptor blocker）を使って

す．それから，
看護師は，
患者さんがもともとどうい

けません．一方で，臨床には個体差が存在するこ

柏葉

いまOSのバイオマーカーになり得る可能

いて，その強化でCaブロッカーを足して良かった

う薬を飲んでいるかということを把握しておく重

とから，全員に対してある固定用量が至適という

性はあるわけですね．そんなに容易に測れないと

んですけど，いま，パクリタキセルの併用注意に

要性はわかってはいるけれども，忙しさの中で十

ことはなかなか考えにくいです．

思いますが．degradationを起こすような酵素，シ

Caブロッカー，
ニフェジピンがあるのですね．

分に把握しきれなかったりする．あるいは，
患者さ

伊藤

もしかしたら癌腫によっても違うかもしれ

トクロムP 4 5 0（Cytochrome P 4 5 0 ; CYP ）を含

谷川原

ん自身がちゃんと言わない．あるいは，患者さんが

ないし，個体差もあるかもしれないということと

めた代謝酵素の影響なのか，それとも，先ほどのよ

佐治

か，それとも血中濃度をモニターすべきというこ

うな腫瘍にトラップされるものに依存するのか，

いま，
2 剤目にCaブロッカーを使いづらくなって

でいたり飲んでいなかったり，個人差といいます

とでしょうか．

まだ多々あるわけですね．

しまったので，ARBを使って，ACE（angiotensin

か，そういうところもあります．たぶんそういう

谷川原

谷川原

converting enzyme）阻害剤を使って，それでも駄

細かいところは，看護師が薬剤師の先生方と協力

実臨床のプラクティスでモニターはでき

でも，本当に個別化しようと思ったら，気が

クリアランスメカニズムとしてはいろい

代謝の相互作用．
大腸癌のときはそうやっていたのですが，

もともと内科の医師から処方されているのを飲ん

ないにしろ，何らかの形で各患者の個別状況と

ろあります．低分子化合物なら薬物代謝ですし，

目だったら，Caブロッカーを足す．パクリタキセ

しながら，
もともとどういう薬を飲んでいるか，
あ

薬効の関係を議論してもいいのでは，と考えてい

抗体なら標的分子とのinteractionになります．

ルと併用する乳癌ではその順番で使用しないと，

るいは生活でどういうことに気をつけていらっし

併用注意のものを先に使ったのかと言われそうで

ゃるか，情報を集めていかないといけないと思い

ます．

座談会 明日の乳癌分子標的治療
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薬剤師の立場からは，どういう患者指導を

医薬品添付文書ですね．添付文書上の併用注意に

で進んでいるのですか．

されるのでしょうか．分子標的治療薬は今後増え

関する部分は薬剤師が結構気にかけて注意してい

谷川原

ていくと思います．内服でも注意しなくてはいけ

るところです．

でいます．以前，各病院で薬を出していたときに

ない副作用がいろいろありますが，どのように対

佐治

は，
癌治療を受けている病院で抗癌薬をもらい，
皮

応していけばいいか，注意点などはございますか．

ら，
相互作用があるかどうか出るような．

膚科クリニックで抗ウイルス剤をもらうことをし

谷川原

谷川原

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の

ていたので，
ソリブジン事件が起こってしまったの

非常に増えてきて，癌治療も外来ベースが中心に

ホームページの，添付文書情報のところには相互

です．したがって今は病院では薬剤を出さず処方

なっていますから，患者さんには正しい知識で正

作用の情報があります．

箋を発行し，
患者さんが薬を受け取るのは1カ所の

しく服薬していただくことが肝要です．重大な副

伊藤

薬局に決めておく．そうすると，同じ薬が重複し

作用の初期症状の兆候が現れたときはすぐに医療

きるといいですね．

てもチェックできますし，同時に使ったら良くな

機関へ連絡すべきである点や，自己判断で服用を

谷川原

い組み合わせも調剤時にチェックできますから，
よ

やめたりまた飲んだりということのないように，

佐治

そういうのもあったと思います．

り安全性は高まったと思います．

十分な服薬指導が必要です．癌治療はチーム医療

柏葉

一応，DIの下のほうにはけっこう書いてあ

清水

ます．

と言いますが，
患者さんもチームの一員として，
全体

りますね．

伺うと，内科の薬は近くのかかりつけの薬局でも

伊藤

伊藤

阿部恭子

いまご指摘のように，経口抗癌剤が最近

何かツールであるようですね．入力した

電子カルテ上でそれがすぐポップアップで
技術的には容易にできると思います．

医薬分業が進展してそういう方向に進ん

実際そうだと思います．ただ，患者さんに

分子標的の薬でも内服薬のコンプライアン

の治療方針と注意点をよく理解していただく必要

谷川原

併用注意は山のようにありますけど，
併用

らいますが，
そこでは，
抗癌剤をもらうと自分が癌

スをきちんと保つということは重要だと思います

があり，
内服薬はとくに薬剤師がしっかり服薬指導

禁忌の数は限られているので，たいていの薬剤師

だというのがばれてしまうのがいやなのでもらわ

が，何か具体的に注意されているとか指導されて

をしなければいけないと思っています．

なら併用禁忌組み合わせは頭に入っているはずです．

ないということがあります．

柏葉

阿部

いるところはございますか．

あと，
いろいろな基礎疾患を持っている方も多い

Ca拮抗剤のはパクリタキセルの添付文書

抗癌剤を置いていないということも．

阿部

それはほかの内服薬という意味ですか．

ので，
やはり薬物相互作用に気をつけなければなり

に入っている．

谷川原

伊藤

ほかの抗癌剤でも，カペシタビンでも結構

ません．相互作用に関しては，癌治療を診ている

佐治

清水

主治医が他疾患の薬剤まですべてをカバーしきれ

タキセルの添付文書を読まないとわからない．

化して管理するというのは大事なのかなと．
谷川原

です．

アバスチン側には書いていなくて，パクリ

置いていない薬局もありますね．
おくすり手帳が 2 つあるというときに，
一本

そこは，どこに行っても常に課題だと言わ

ないと思いますので，それは薬剤師が一括して

柏葉

れるところです．看護師の役割として，内服薬の

患者毎にどういう薬剤を服用しているかを管理

の先生がいるので，高血圧の患肢で内科に紹介し

は，薬局薬剤師は癌医療のチームに入っていない

管理やケアのシステムについて，気になっている

すべきです．心疾患・糖尿病・高血圧などの基礎疾患

たときに，実は 2 剤目はCaブロッカーが入っちゃ

ので，処方せん以上の診療情報がまったくないの

けれども，きちんと整えるまでには至っていない

をもつ患者さんに癌治療が加わるとき，薬剤数も

ったんです．当然，内科の先生はパクリタキセル

です．よって，仮に抗癌剤を調剤するとしてもそ

というのは，どちらの施設でも言われています．

服用方法も複雑化しますので，
服薬に関するトータル

のことなんて知りませんよね．ですから，薬剤師

の患者さんの診療情報がないので，その方に合っ

ただ，
看護師や薬剤師の先生が，
パンフレットを使

なマネジメントという点では，薬剤師がしっかり

さんが確かにそこで気づいてくれるようにしなけ

た説明とか指導ができず，結局型どおりにならざ

って，患者さんに内服の様子を確認しているとこ

やらねばいけません．

ればならない．重大な副作用はないんですが，僕

るを得ない．現在，経口抗癌剤の調剤が病院から

ろでは，患者さんは実は飲んでいなかったとか減

清水

も投与した経験があります．これは，逆に内科医

薬局へシフトしていますが，そこがいま問題にな

らしていたとか，そういうのがいろいろ出てきま

すが，相互作用があるとかないというのをどのレ

をチームに入れたがために生じた問題ですので，

っています．

す．看護師と薬剤師の先生とで協力しながら取り

ベルで判断されているのか．代謝酵素を見てとい

情報共有には気をつけなければならない．

伊藤

組んでいかないといけないと思います．

うところですか．

谷川原

いうのは，
看護師さんになるのですか，
薬剤師さん

伊藤

谷川原

阿部

相互作用について，すごく素人的な質問で

そうですよね．当院では幸い循環器の内科

1 人の患者であっても，
複数の診療科医師

その通りです．ただ，もう 1 つ問題なの

そのときにトータルでマネージすべき人と

が異なる疾患に対して処方を出しますから，それ

になるのですか．

予測と違ったりして，ドクターの判断が間違ってし

ますからね．

ぞれが個別に薬を出していたら，併用してはいけ

阿部

まうということが……．

清水

ない組み合わせが偶発的に発生します．とくに

つけ医がいるかどうか，
薬局へは2カ所以上，
行って

清水

谷川原

適応や薬効がまったく異なっていても，同一酵素

いるかどうか．そういう情報を看護師が聞いて，
それを上手に流していくことができればいいので

実は飲んでいなかったりすると，副作用が

根本から揺らぎますね．

とにかくあまりにも組み合わせが多すぎ
そうですよね．やり出したら切りがない．
個々の薬剤の代謝・動態など基本的な特性

その患者さんが，
乳癌の主治医以外にかかり

まったくそのとおりです．本当にちょっと

がわかっていたら理詰めで推定できます．例えば

で代謝される組み合わせは要注意です．ですから，

した体調の変化があったときも，それだけで薬の

同じ代謝酵素で代謝されるので競合阻害が起こり

処方医は複数でも，入院患者ならその担当薬剤師

はないでしょうか．

せいだと言って休んだりやめたりということがあ

うるとか，逆に代謝酵素量を増やす誘導作用があ

が，
外来患者なら 1 カ所のかかりつけ薬局が薬歴を

谷川原

るので，どんなことでもいいので教えてほしいと

れば効果は減弱する注意とか．ただ同じ酵素で代

管理していくことが，相互作用を防ぐ上でとても

伊藤

いうことを，常に言っていかないといけないのか

謝される場合でも必ずしも相互作用が現れる訳で

大事です．

ということですね．

なと思っています．

はなく，臨床において最後のよりどころはやはり

清水

柏葉

阿部

座談会 明日の乳癌分子標的治療

そういうところの教育は，調剤薬局レベル

病院側の薬剤師でもよいでしょう．
積極的にアプローチをしていくことが大事
われわれが診察する前にちょっと入っても
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らって，患者さんの今までのコンプライアンスを

チニブの場合はそうではなくて，pivotal studyの

聞いてもらうだけでも，
ずいぶん違いますよね．

後で判明したのです．検証的なpivotal studyを食事

抗癌剤になってから厳しく管理しようとして

をとらない条件で実施し，それで推奨用量を決め

も，前々から降圧剤とか適当にスキップしている

ました．その後に，
食事により3倍～ 4倍も血中濃度

人たちは，たぶん維持できないと思います．僕ら

が上がるという事実が判明したため，臨床試験の

が内服のアドヘレンスを厳しく言うとかなり怖い

条件と異なってしまうので困ってしまったようで

先生と思われますけど，
そのへんは看護師さんに．

す．審査報告書の中にこれに関連する議論があり

あらかじめ服薬の状態をさりげなく聞いてもらっ

ます．申請者であるメーカー側は，臨床試験では

たり，
そのようないい雰囲気になっていると，
維持

服用は食事前後 1 時間を避けるように規定したと．

できると思います．

機構側は，それなら添付文書で食事 1 時間以内の

阿部

服用は避けることと指示したのですが，実は併用

どこまで医師にきちんとお話をしていただ

けるかというのは，
とても大事だと思います．

されるカペシタビンは食後にのみなさいと規定さ

清水

れていて，そのあたりは何と言うか……（笑）．

患者さん方の自覚も大事ですよね．治療に

関して患者さんに責任がないわけではないと思う

清水

ので．

めませんなんてことも起きるかもしれませんね
（笑）
．

カペシタビンで気持ち悪くてラパチニブは飲

薬だけではなくて健康食品との相互作用も

佐治

薬剤費は減らせるんですけどね．

ありますからね．あれは医療の外なので，
患者さん

清水

厄介ですよね．経口薬は，コンプライアン

側の認識も大事です．薬剤師の領域でも，病院薬

スという意味では，意外に，患者さんにやさしいよ

血中濃度が大きく変わるのはまずいという見解で

乳癌で導入されるだろうと思いますし私たちは他

剤師と薬局薬剤師がもっと連携しよう，薬薬連携

うでやさしくないという印象を持っています．

す．もう 1 つは，pivotal studyが食間投与条件で実

癌腫のことも勉強して，
うまく取り入れていかなくて

をやらなければいけない，
という動きはあります．

谷川原

施してエビデンスとしたため，その条件は一般臨

はいけない．個々の横のつながりがとても重要に

柏葉

から．吸収に影響する変動要因が多いのです．

床でも変えられないとの意見です．

なってくると思います．アバスチンに関しては，

伊藤

清水

谷川原

現状はまだまだそんなではないですよね．

経口薬は注射薬よりはるかにばらつきます

でも，そういうふうに薬剤中心に個別化を

大腸癌，
肺癌が先行しておりますので，
そういった

い」という課題です．

たことになるわけで．

図ろうとすると，本来の意味で患者さんのquality

貴重な経験をわれわれは学ばなくてはいけないと

柏葉

谷川原

でも，もしこれを食後投与で臨床試験を

of lifeを維持するというところが見失われてしまっ

思いますし，逆に私たちが発信しなくてはいけな

ればならないと思うんです．私も当院の薬剤師さ

実施していたら半分とか 3 分の 1 の用量でも効い

て，one size fits allのエビデンスが逆に患者さんの

いものもたくさんあるかと思います．そういった

んに聞いてみると，前の病院では門前薬局を中心

たかもしれないですね，高価な薬なので……．

生活を下げるようになってしまうのを懸念します．

学習法を若い医師に，
どういうふうに行われている

に勉強会をやっていたけど，大学病院に来てから

清水

谷川原

かというのがありましたら，
お願いいたします．

やっていないことに気がついたと言っていまし

quality of lifeは高いかもしれない（笑）．

伊藤

た．その場合でも門前はいいのですが，それより

谷川原

内服のタイミングも，解明しなければいけないと

は，一応，その薬剤を軸に横の情報を集めるように

遠い，あるいは関連のない薬局になるとまったく

たという意見があります．

ころはまだまだあります．患者さんにやさしい飲

するということなのかなと思います．全部の癌腫

わからない状態になってしまいます．最低，
門前と

伊藤

み方も研究していかなくてはいけないという課題

のいろいろな薬剤を追うことは難しいので，
少なく

も一緒に勉強会をしましょうよという雰囲気に，
ぜ

食後でやっているのもありますね．最初からそれ

を出していただいたと思います．

とも自分にかかわってきそうなものに関しては，

ひしてもらわなければならない．

を予測して．

谷川原

佐治

谷川原

実際は，そうではないので
「ねばならな

本来，拠点病院こそそれをやっていかなけ

ぜひともそういう方向に進めなければい

変動すると強い下痢が出て，
患者さんは困っ

薬は少なくして焼き肉を食べているほうが
医療経済学的には食後投与の方が良かっ
ほかのTKI（tyrosine kinase inhibitor）
だと

ただ，食事によってばらつきがありすぎて，

そうですね．窮屈になりますね．
ありがとうございます．分子標的治療薬の

分子標的治療の学習方法

清水

学会などに行って，
有望そうな薬剤に関して

横の情報を積極的に勉強するようにしています．
伊藤

他臓器癌の薬の情報を積極的に取り入れる

けないですね．あと，内服剤では食事の影響が結

逆に，
個体差を少しでも狭くしようと思うと，
やはり

構あって，
有名なのはラパチニブのケースですが，
空

食間にしないと．食事内容によってこんなに変わっ

伊藤

分子標的時代，今までご指摘もありました

清水

はい．効率的な学習法はわかりません．

腹時に比べて食後はAUC（area under the blood

ちゃうと，
食べたときと食べないときにこの薬はど

ようにいろいろな薬がたくさん出てきて，学習法

佐治

難しい質問ですね．学習法ですか．大きな

concentration time curve）が 2 . 6 倍から 4 倍に上

うするのですかという話に絶対なってしまいますね．

や教育法についてドクター，看護師，薬剤師，学ば

議論になるポイントでもあり，うまくは言えない

がると報告されています．こういうケースにどう

谷川原

なくてはいけないことはたくさんあります．ま

のですが……．腫瘍内科医をどうやって育てるか

対応するか？一般薬ならばbioavailability（吸収

した．FDAは，いま先生がおっしゃったように，

た，
乳癌の分子標的治療薬だけではなく，
各癌腫で

とか，どう使うかということになってくると思い

率）の高い方が治療効果が確実なので，
こういう特

癌患者が常に高脂肪食をとれるわけではないか

分子標的治療薬があって，例えばエベロリムスな

ますし，
実際には臓器別の専門家も必要ですし，
外

性があれば普通は食後投与になります．ところがラパ

ら，食欲がなく食事をとれないときに服薬したら

ども，
いまは腎臓癌で使われていますが，
これから

科の先生も薬物療法をしないといけないし，泌尿

座談会 明日の乳癌分子標的治療

確かにアメリカでもこれは議論になりま

ということですね．
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器科の先生もいるし，
婦人科の先生も，
いろいろな

だったか，横でみていって，それを伝えていくこと

人がかかわってきます．そこで，間に入れる人と

はできると思います．やはり両方かかわっていか

いうと，
化学療法室の看護師さんがいちばん，
実は

ないといけないかなとは思っています．

何でもみていて，
けっこうよく知っていますよね．

伊藤

実際，臓器横断的に見て，教えてくれる 1 人は看護

谷川原

師さんで，
1 人は薬剤師さんなのです．そことの連

する薬剤師で，癌領域を非常に意欲的に勉強する

今後，乳癌に対して期待される分子標的治療とし

よね．ですから，その中で，それを選別できるバイ

携をうまく使うというのは，実地の勉強をするに

人が増えています．それは，
癌医療は本来チームと

て，
どんな方向性を皆さまは考えていらっしゃい

オロジーが，本当に臨床の中にフィードバック

はとても重要だと思います．

薬剤師さんの考え方も同じでしょうか．
同じです．ここ数年，とくに病院に勤務

期待される今後の分子
標的治療

本当にどう働いてきたかをみるためにも，今まで

伊藤

ズムのようにまっすぐ一本線にはならないんです

それでは最後に，
お1人ずつにご質問ですが，

の標準治療をもう一度見直して，その上に新たな
薬剤として確立していくべきだと思います．
ただ，今はまだその方向が，今までのアルゴリ

して実践すべきであるという点と，医療法上広告

ますか．新しい標的というのがいろいろ見つかっ

される時期が来れば，
また 1 つ 1 つ前に進んでいけ

あとは，
腫瘍内科医となっていく人が，
ちゃんと，

標榜できる「がん専門薬剤師」資格が誕生したと

てきて，薬も出てくると思いますが，薬に限らず，

るんじゃないか．基本的にそういうバイオロジー

ある程度臓器横断的なトレーニングを受けたり，

いう点もきっかけになっています．ただ，やはり

分子標的治療の今後の方向性，あるべき姿につい

の情報が増えたこと自体は，僕はポジティブに

常に情報を取り入れたりしていって，応用できる

薬剤師のいちばんの強みというか，基本は薬剤に

て，
お 1 人ずつお話しいただきたいと思います．

とらえていますが，若干混乱を生んでいるところ

ようにする．アバスチンのときには大腸癌での経験

関するジェネラリストという点ですので，基礎と

清水

があるので，足元を固めてさらに前に進むという

が役に立っているので，僕も非常に助かりますし，

して全領域の薬剤知識と技術を有した上で，癌と

お高いですし，
残念ながらすべての人にベネフィッ

時代にきているんじゃないでしょうか．

このあいだ，肺癌のクリゾチニブの研究をやって

いう特定の疾患領域の知識・経験を重ねることが

トがある薬剤ではないということで，効くポピュ

伊藤

いる人と話をしていたら，クリゾチニブの臨床開

大事です．

レーションの選別は非常に急がれるところなんじゃ

個別化が必要ですね．例えばトリプルネガティブ

ないかと思います．

は，いま 6 つの疾患群として提唱されていますが，

あるべき姿というのはわからないのですが，

乳癌自身の個別化，もっと洗練されたいい

発の過程というのが乳癌にも使えそうだなという

もう 1 つは，
分子標的治療薬がたくさん登場して

のがあって，ほかの臓器の情報を得るというのは

副作用のプロファイルが非常に多彩になってきて

伊藤

個別化ですね．

それぞれに治療があるべきですよね．例えばアポ

とても大事だとは思います．学習法は，
どうやって

います．従来からの化学療法剤は同じような副作

清水

さらなる個別化．HER2というだけではなく，

クリン癌などは，
まだ残された領域でもありますね．

やったらいいのと言われると困りますが．

用が万遍なく発現するのですが，分子標的治療薬

ハーセプチンが効かないポピュレーションなどを

そういったものに対する分子標的治療薬が当然考

伊藤

の場合は，頻度は低いですが，非常に重篤なものや

早く見つけ出して，
その人たちに対する最適な治療

えられるべきで，個々の個別化治療をさらに進め

のについてはどんどん積極的に関与していくこと

今まで見られなかったような副作用が現れます．

を開発していく．

るべきであって，それと現在の治療との兼ね合い

かなと思います．

そういった副作用のモニタリングという面からも

伊藤

をどこで押さえていくかということでしょう．

それは広くアンテナを張って，関連するも

看護師さんでは，分子標的治療薬がたくさん
出てきた今，例えば乳癌の認定看護師等のように

薬剤師はしっかり患者ケアに携わっていかなけれ
ばいけない．

アバスチンを個別化したいですね．

では，
柏葉先生．
柏葉

バイオロジカルなものがけっこう独り歩き

柏葉

ALK（anaplastic lymphoma kinase）の開

発も含めて，一見小さなサブセットのためニッチ

さらに付け加えれば，最近は医師・薬剤師協同

してしまって，患者さんからも「私はLuminal A

に見えるけれど，
そこの部分を抑えたことによって，

か，それとも全部をする看護師さんがいいのか，

作業が謳われ，例えば制吐療法や緩和医療などの

だった」とか
「トリプルネガティブだった」という

より治療困難なサブタイプに集中できるとか，
1つ

その点の考え方はどうなっていますか．

支持療法はもっと積極的に薬剤師から提案しても

言葉をたくさん聞きますが，
本来これは，
できるだ

の克服の延長にまた新しいサブポピュレーション

阿部

いいという動きになってきました．すべてのことを1

け薬剤にフィットした形で動くべきではないかと

やニッチを克服していくという繰り返しに，逆に

ほかは特化していないので，ほかの多くの癌腫に

人の医師が担うのはたいへん負担もかかるので，

思います．全体はまだ，確実に 1 対 1 の関係には

分子標的治療薬がなる可能性はあると思います．

ついては，がん化学療法看護認定看護師さんが

チームの中で応分に分担して各自が治療に貢献する

ないのですが，そういうバイオロジカルな進歩を

それに対してネガティブな姿勢ににならない，
前に

広くみて，
それを学んで，
ほかのスタッフに情報提

という方向です．薬剤師の基盤は薬剤知識であり，

ポジティブにとらえて，
その中で，
より薬物が効く

向けていけるような気持ち，あるいは研究の方向

供していく．そういうシステムになっていると思

薬剤師としての立ち位置はそこにあるので，
決して

サブタイプをバイオマーカーで選別していくという

性が必要ではないかと思います．

います．

医師のまねをするとか後追いをするのではなく，
独

時代になればいいと思います．

佐治

清水

自の専門性を発揮してチームの中で医療に貢献する

癌腫毎に専門でマネージしていったほうがいいの

癌腫の中で特化しているのは乳癌だけで，

薬ベースでピンポイントで患者さんにかか

もう1つは，
こういう新しい薬剤が出たときほど，

今の乳癌の分子標的治療薬は足し算になっ

てしまっていて，足して足して対象拡大に動いて

わったときにサポートできる能力を持っているス

ことが，
いま一番求められています．

はじめに伊藤先生がおっしゃったように，内分泌

しまっているように思います．逆方向なので，何

ペシャリストと，患者さんの経過という経時的な

伊藤

相互作用の問題などがありますと，癌に対

療法が分子標的の基本であると再認識するよう

とか絞り込みをしたいというのが 1 点．つまり，薬

変化を追ってマネージできる人と，縦糸と横糸で

する薬以外の薬の知識というのがバックグラウン

に，各施設の標準治療がどうなったかをもう一度

の早期開発の段階でどうやって絞り込みを入れる

両方，本当は必要だと．医者も看護師も，両方必要

ドとしてとても重要で，それがあって抗癌剤との

確認・確立して，
その上に新しい薬剤の位置づけを

かということを，
自分たちは考えないといけない．

なんじゃないかと思います．

関係で適切に判断する．その点がますます重要に

考えないと，
混乱してしまい他は標準治療とは言え

伊藤

阿部

なってくるだろうということですね．ありがとう

ないにも関わらず新薬だけを使ってしまったりし

すか．

ございます．

ます．とにかく誰も使ってみたいという欲望はある

佐治

わけですが，今までの標準治療の中でこの薬剤は

て，既存のものに足していくことで開発が進んで

そういう意味では，
乳癌の認定看護師は，
診断

の最初から，
どんな薬が今まで使われて，
そのとき
のコンプライアンスや患者さんのセルフケアがどう

座談会 明日の乳癌分子標的治療

1 つで治ることができないかということで
今のところは，絞ってから足すのではなく
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しまったので，
絞れなくなってしまっているんです．

薬ですから，標的が発現し，かつその標的が反応す

最初の段階から絞って足していけばいいのです

る人だけが効く訳です．よって，
いかにして適応患

が，最初から足し算ありきで競争になってしまっ

者を絞り込むかが最大の課題で，
いまご指摘があっ

たので，
そこを整理したいと思っています．

たように，
全国どこでも正確な診断が下せるように

伊藤

するという均てん化は，
分子標的治療薬を使う上で

それと臨床試験のあり方自体も変えないと

いけないかもしれませんね．

非常に重要です．今や，companion development，

佐治

はい．

すなわち新薬の開発と同時進行でその薬剤が有効

伊藤

より細分化したところでのトライアルが必要

な患者集団を絞り込むための診断法の開発がトレ

と感じています．
佐治

谷川原先生が先ほどおっしゃいましたが，

ンドとなっています．
ただ，
私は，
臨床薬理の立場からはもう 1 つ，
定量

strategyを変えないと．つまり，対象が開発当初か

的な議論が必要と考えています．標的分子を有する

ら絞れていて，
とても効果の高い新規薬剤の場合，

患者に薬を投与すれば効くはずということではなく

OSベースの開発臨床試験は，
ほとんど役に立たない

て，そこにはもう 1 つ，有効濃度という概念があり

のです．実際，
クリゾチニブもそうでしたが，
対象が

ますから，
そういう定量的な議論も今後加えていく

明確で効果が期待できる場合は，
クロスオーバーで

必要があると思います．

薬剤が使われればOSで差は出ないです．ですから，

伊藤

開発段階の考え方を変えないといけないというの

ントとして従来指摘されてきましたよね．量の問

が 1 点．

題というのは絶えず問題視してきている．

もう 1 つは，個別化医療イコール診断の医療に

抗癌剤の歴史を考えると，
そこが重要なポイ

谷川原

抗癌剤治療はエビデンスに基づくレジ

なるので，
診断のお金を誰が出して，
どうやって開

メンを重要視しますから，標準治療を行うことが

いて，
これだけ薬が増えてくると，
患者さんにわか

長時間にわたり皆さま方に活発なご議論をい

発承認するかというのが，国内ではまるっきり抜

正しいという考え方に基づいています．標準治療は

りやすい情報をどういうふうに整理して伝えてい

ただきました．分子標的治療薬がますます増えて，
医

けてしまっている．そこをやらないといけないな

m あたりの固定用量であり，患者毎に用量を調節

くか．あと，これから出てくる薬のことも，患者さ

師，薬剤師，看護師，やらなくてはいけないことは

と思っています．

するという概念はありません．しかしながら，最

んはずいぶん関心が高いので，それについても患

たくさんありますが，
それについて今日，
具体的な

伊藤

近の研究で，一部の抗癌剤は血中濃度をモニタ

者さんの立場に立って情報を提供していくことは

治療薬，
具体的な方法を含めてディスカッションで

ことですね．

リングして個別に有効濃度にコントロールする方が

必要なのかなと思っています．

きたと思います．これをもとに，
また新たに，
より良

佐治

有効なバイオマーカーを確立するという

2

コンパニオン診断薬，
つまりバイオマーカー

治療成績は高く副作用が少ないという報告も散見

もう 1 つ，やはりお金のことがあって，ベストな

い分子標的治療が発展していくのを確信すること

診断ツールと薬剤をコンビネーションで新規申請

されます．他の疾患領域，例えば感染症治療の領

治療として常に言われるものが標準治療として

ができたと思います．ではこれで座談会を終わりた

するようになると思います．診断の開発，プラス，

域で成功したPK/PD理論を，抗癌剤の領域も今後

どんどん出ていくけれども，ベターな治療として

いと思います．ありがとうございました．

薬物開発をどうやってやるか．

取り入れてよいのではと考えています．

裁量の幅としてここまでがある，という情報提供

伊藤

伊藤

も，
これからは，
もしかしたら必要なのかなと思い

HER 2 の中でどのポピュレーションはバイ

オマーカーで選択できるか……．
佐治

もしくは，HER 2 ではないかもしれない．

至適な投与量で至適な濃度を得ることは，
分

子標的の時代でも重要だろうということですね．
では，看護師の立場から，こういったお薬をマ

ます．やむを得ずベターなところで行きましょう
というのも，
捨てきれないかなと思っています．

HER 2 と思い込んでいるだけで，正確に言うと

ネージしていくのは，現場ではとても大事なこと

伊藤

相手は違うかもしれないので．クリゾチニブも

だというお話がありましたが，阿部先生の考えて

ほしいけど高くて，少し安い値段である程度満た

もともとはc-MET阻害剤としての開発でしたし，

いらっしゃる分子標的治療の看護についてお願い

されるものもあれば，
それを買うのも，
いいショッ

あとからわかってくることはいっぱいあります．

します．

ピングですからね．

ですから，ちょっと考え方を変えないといけない

阿部

清水

なとは思っています．

ンスに関しては，看護師がきちんと患者さんから

ですからね．多少statisticsがいいというだけ．

伊藤

ありがとうございます．医師の先生方 3 人

聞いて，
先生方あるいは薬剤師の方々に情報を提供

阿部

はそういうふうに考えておられますが，薬剤師の

していく必要があると思っています．逆に，患者

患者さんが選べるようにお手伝いする．そこは

立場からのお考えはいかがでしょうか．

さんが分子標的治療薬に臨む姿勢というか，求め

大事だと思います．

谷川原

るところも，看護師はダイレクトにいつも考えて

伊藤

分子標的治療薬は特定の標的に作用する

座談会 明日の乳癌分子標的治療

もちろん，毒性管理，あるいはコンプライア

お店でとてもいいものがあって，それが

エビデンスとしては効かないわけではない
そういう情報を上手に患者さんに提供して，

ありがとうございます．
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第8回日本乳癌学会 関東地方会
日時：2011 年 12 月 3 日（土）
場所：大宮ソニックシティ

ランチョンセミナー

「HER2 陰性乳癌における最新分子標的治療～抗血管新生療法～」
共催：中外製薬株式会社

看護セミナー

第 2 部 パネルディスカッション「分子標的治療と看護」
共催：ノバルティスファーマ株式会社

第8回日本乳癌学会関東地方会◆ランチョンセミナー

ランチョンセミナー
「HER2陰性乳癌における最新分子標的治療 ～抗血管新生療法～」
2 0 11年 12 月3日
（土）12：0 0 ～ 13：0 0
共 催：中外製薬株式会社
司 会：武井 寛幸
（埼玉県がんセンター乳腺外科 科長兼部長）
演 者：柏葉 匡寛
（岩手医科大学外科学講師，外来化学療法室長，腫瘍センター副センター長） （敬称略）

昨年12月3日，
大宮ソニックシティにおいて「第8回 日本乳癌学会関東地方会」が開催され，
ランチョンセミナーでは
「HER2陰性乳癌における最新分子標的治療～抗血管新生療法」がプログラムとして登場した．

図2 ECOG2100試験デザイン

認可されて間もないベバシズマブ
（アバスチンⓇ）
の最新情報が報告されているので，
ここに掲載する．

図3 ECOG2100試験：無増悪生存期間

マブのオフラベルが発表されたので，
まず，
その鋳
武井

型になったECOG 2 1 0 0 試験について言及する．

司会の埼玉県立がんセンター乳腺外科の武井

になかなか浸透して

です．本日のセミナー演者は，岩手医科大学外科

いかない．一方，
ベバ

この試験は，未治療のHER 2 陰性進行再発乳癌

学講師，外来化学療法室長，腫瘍センター副セン

シズマブ はVEGFに

7 2 2 例に対する治療モデルである．その割付因子

ター長の柏葉匡寛先生です．よろしくお願いいた

結合することから，

は再発までの期間，
転移部位数，
術後補助化学療法

します．

腫瘍血管，
そして血管

の有無，ER（エストロゲンレセプター）
の発現状況

本日はベバシズマブのアウトラインを追い

の機能を正常化させ

となっている．標準アームはパクリタキセル90mg/m

2

ながら，
実臨床の中でどのようにマネジメントする

血管の透過性が減少

を 3 週間毎週投与し 1 週休薬，これに対し，ベバシ

かをお話しいたします．

し，間質圧が正常化

ズマブ 1 0 mg/kgを 2 週間隔の 1 日目と 1 5 日目に

する．これにより薬

投 与 す る．プライマリ ー エンドポイント はPFS

物はより到達しやす

（無増悪生存期間）である．昨今はOS（全生存期

くなり，血管が 減 少

間）が重要視されているので，セカンダリーエン

柏葉

ベバシズマブとは？
ベバシズマブはIgG1型の精度の高い抗体で，
93％
がヒト型，
7％はマウスの蛋白で，
半減期は17 ～ 21日

するにもかかわらず，

程度である．乖離定数は抗体が抗原に結合した後の

抗癌剤が薬効を示す，

強さを表すが，
これも比較的強いもので，VEGFのリ

あるいは浸透しやすいという現象をもたらす

ドポイント はOS，全 奏 効 率
（ORR）
，奏 効 期 間，

柏葉匡寛氏

QOLと設定されている
図1

．

図2

．

患者の背景は，腫瘍のテンポを観察するために

ガンド結合をブロックするために，
レセプター 1/2，

重要な 2 4 カ月以内の早い段階での再発が両方と

またはNeuropilinと呼ばれるコレセプターのシグナ

も 4 0％，転移個数に関しても 3 カ所以上が 3 0％程

ルもすべてブロックするのが特徴である．

度．術後補助化学療法が 6 5％含まれ，ERの発現状
況はいずれも 6 0％強がER陽性で，約 9 0％がどち

VEGF，ベバシズマブを用いると 2 つの効果が期

らもHER 2 陰性群であった．

待できる．
1 つは，早期効果としての既存の血管退

次 に，プライマリ ー エンドポイント のPFSを

化であり，腫瘍の持っている微小で脆弱，未熟な血
管の退縮を引き起こす．もう 1 つは，その周囲に遺

図3

に提示するが，標準群は 5 . 8 カ月に対して，

残する腫瘍血管の正常化であり，継続的投与によ

11.3カ月となっており，
ハザード比は0.483で，P値

り新生血管の発生を抑えるという機序である．

が非常に低い値を示し，ベバシズマブ併用による
有意なPFSが認められる．

血管新生薬に対しては，
「血管新生を抑えると局所
への薬の供給が減少するのではないか？」
との疑問
が予想されるが，
ベバシズマブを用いると，
血管の透
過性の正常化が起因する．腫瘍は脆弱で未熟な血管
を持っており，
間質の浸透圧が高くなりやすいため，
この状態では血管内の薬物が，
間質圧の高いところ

図1 ベバシズマブによるパクリタキセルの抗腫瘍効果増強の

作用機序解析（中外製薬 鎌倉研究所）

米国でのトライアル
FDA（米国食品医薬品局）から，このベバシズ

また，セカンダリーエンドポイントの全奏効率
は，併用療法が 5 0％に対し 2 2％と，統計学的有意
差をもって有効であることが理解できる．
ただ，OSについては併用療法が26.5に対し24.8
と有意差がなく，
生存期間の延長には至っていない．

わが国でのトライアル
これを受けてわが国でも，
ベバシズマブ＋パクリ
タキセルの確認試験であるJO19901試験が実施さ
れた．目標症例数は120で，パクリタキセル，ベバ
シズマブ，プライマリーエンドポイント，セカンダ
リーエンドポイントは米国の試験と同様であった．
なお，選択基準の中に，タキサンを含む術前／術
後化学療法後12カ月を経過している患者が入って
おり，
また，
除外基準は，
下記の４項目となっていた．
1 .中枢神経系・脳への転移が認められる患者
2 . 登録時にコントロール不能な高血圧を有する患者
3 .症候性うっ血性心不全，不安定狭心症，治療を
要する不整脈を有する患者
4 .心エコーによる左室駆出率
（LVEF）が 5 0％未
満の患者
背景因子は，
トータル120例の解析において65歳
以上の患者が18％の割合で，
多くはパフォーマンス
ステータスのグレードが0であった．また，
トリプル
ネガティブの患者は33％．ER，
PgR（プロゲステロン
レセプター）いずれか陽性は 6 8％，
2 4 カ月以内の
早期に再発された患者は29％．転移部位数が3カ所
以上の患者は約半数を占めていた．ちなみにタキサン
のリチャレンジにあたる術前／術後補助化学療法
におけるタキサンの使用例が約20％存在している
のが特徴的であった．
PFSは

図4

のとおりであり，わが国では 1 年を

超えて 1 2 . 9 カ月のPFSを得ることができた．
全奏効率も，
先ほどの米国でのECOG 2100試験で
は50％であったが，
わが国では73.5％という数値が得
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図4 JO19901試験：無増悪生存期間

られ，
中央判定においても非常に良い結果となった．

第8回日本乳癌学会関東地方会◆ランチョンセミナー

図5 ECOG2100試験：無憎悪生存期間

図7 JO19901試験
（第2相試験）

多い24カ月以上の再発については，
15.2カ月と非常

図8

JO 1 9 9 0 1 試験のサブグループを解析すると，ト

ベバシズマブに特徴的な有害事象

ても今回は確認されていない．

に長い期間の管理下にあり，
奏効率も81％に達した．

リプルネガティブでPFS 9 . 6 カ月の結果が得られ

進行）が 5％という結果で，
これは多くの患者が腫

まとめると，わが国のJO 1 9 9 0 1 試験データと

ており，慎重な管理を要したことを考慮した上で

法における副作用を比較すると

瘍の病勢をコントロールできる状態になったこと

ECOG 2 1 0 0 試験の比較において，PFSは 1 2 . 9 カ月

も，非常に良い結果となっている．一方，タキサン

血が大腸癌に比べると高い傾向にある．これは当然，

を示しており，
重要である．

対 1 1 . 3 カ月でわが国の方が 1 カ月程度長くなって

の前治療歴においては若干劣る傾向がみられるが，

大腸癌，
直腸癌においてはFOLFOX4とXELOXである

おり，奏効率も 7 3 . 5％対 5 0％と良好な成績が示さ

ECOG 2 1 0 0 試験とほぼ同等の結果となっており，

から，
薬剤によるプロファイルの違いとも考えられる

と，
症例数は少なくなるが，
期間は，
65歳未満が14.5カ月

れた．また，OSに関しては，
3 5 . 8 カ月対 2 5 . 2 カ月で，

1 1 カ月程度のPFSが得られている．

のであるが，
乳癌における鼻血は特徴的副作用と位置

に対して65歳以上は9.4カ月となっており，
それぞれの

わが国では 3 年程度のOSが得られており，安全性

症例の治療を組み立てる際，
アルゴリズムに沿って

奏効率はほぼ同等であった．
タキサンの治療歴のある

においても同等であった．したがって，わが国の

考えていくと，ER陽性群には前治療として再発ホル

患者に関してみると，
11.1カ月であったが，
これは一般

転移・再発乳癌の化学療法未治療例におけるベバ

モン療法が行われ，
これによる効果の変化が予測され

高血圧に関しても，
結腸・直腸癌のXELOXでは目立

的なタキサンのリチャレンジ，あるいは単剤での初回

シズマブ／パクリタキセルの併用療法は，有効で

たが，
再発進行へのホルモン療法のレジメン数にか

つものではないが，
FOLFOX4に比較すると，
相応の高

治療と比較しても遜色ないデータとなっている．
ただし，

あるという結論が導き出された．

かわらず，奏効率には差がなかったことから，ホル

血圧発症がみられている．蛋白尿についても約60％の

モン療法のベネフィットを十分に得てからこの治

発症でやや高い傾向を示している．これらは外科の外

療へ移行しても，
問題のないことが判明する

来化学療法の中であまり経験しなかった副作用のた

また，実臨床の中で強調すべき点は，PD（疾患

次に，
PhaseⅡのためのサブグループ解析をみてみる

この結果は22例という非常に少ない奏効例のため，
バイアスのかかったデータである可能性を含んでいる．

有効なサブセットは？

また，
1 2 カ月未満で再発する予後不良の群では

米国のECOG2100試験結果におけるPFSのサブ

PFS 5 . 6 カ月と，ベバシズマブ併用療法でもコン

グループ解析をみると，
どの群においてもほぼ有意

トロールのむずかしいことが理解できる．

差をもってベバシズマブの併用によい結果が得ら

一方，ER陽性の患者，
その中の実臨床でもっとも

れている．また，
注目すべきは，
タキサン治療歴のあ
る患者にも非常に有効であった点であり，一度ア
ジュバントで行ったことを再度行うことができる
というメリットは大きい．さて，
今後もっとも接する
であろうHER2陰性，そして，ホルモン感受性の患
者に対する治療についてを考察すると，
有意差の有
無にかかわらず，
ほとんどのサブタイプでベバシズ
マブの併用療法は良好な結果が得られている

図5

．

これをわが国で行われたJO19901試験に置き換
えた上で勘案してみると，
まず，
腫瘍の縮小率を縦に
グラフ化した

図6

を示す．グレーはPD症例である

が，
それ以外は，
ほとんどの症例で縮小が観察された
図6 JO19901試験
（第2相試験）

ことと，
PDが5％程度だったことが特徴的であった．

図7

．

副作用管理
次に，
副作用管理について考察する．JO19901試
験でベバシズマブに特徴的な有害事象のうち，
次の
3点に注意すべきである．まず出血が全グレードで

さらに，
肺癌，
結腸・直腸癌でのベバシズマブ併用療
図8

，
特徴として，
出

づけておくべきである．したがって，
鼻血の管理，
耳鼻
科とのコラボレーションが必須となってくる．

め，
その管理においては十分な留意が必要となる．
次に，
副作用の発症時期をみると，
症例数の多い
好中球減少，出血，高血圧，蛋白尿は 6 カ月以内で
の発症が多い．ただし，蛋白尿は，
1 2 カ月経過した

79％の発現率となっており，
続いて蛋白尿，
高血圧が
59％，
52％の発現率となっている点である．出血の多
くは鼻血によるもので，
これは非常に特徴的な副作
用ではあったが重篤にいたるものはみられなかった．
また，
好中球減少症がみられるが，
外来治療で問
題となるFN（発熱性好中球減少症）に関してはこ
の 1 2 0 例中 1 例もなかったことは重要な点である．
そして，他の癌治療で懸念される瘻孔は 0 ないし
は 1 例程度しか発症していない．また，乳癌におい
ては，術後あるいは潰瘍出血傾向のある患者は除
外されたので，創傷治癒遅延に関わる現象に関し

図9

JO19901試験での処置状況（n=120）
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再発乳癌の再考
次に，これまでの乳癌治療の原則を踏まえた上
でのベバシズマブを考察する．
まず，
京都大学の佐治重衡先生が提唱する転移・
再発治療の原則は次のとおりである．
●ホルモン療法感受性症例は，
できるだけホルモン
療法から行う．無効な場合は抗癌剤を投与する．
●多臓器転移で重篤な症状のある場合は，抗癌剤
図11 再発治療のアルゴリズム

図10 ECOG2100試験: VEGF遺伝子多型（SNPs）とOS

を優先する．
●HER 2 陽性であれば，できるだけ早い段階で抗

図12 リバウンドはあるのか？

HER 2 治療プラス抗癌剤を投与し，効果がない
のちも発症する場合があるが，
これは，
今までの試

さらに，
パクリタキセルの長期投与による爪の変

験に比較してかなり長期の治療が行われているの

化にも注意を怠ることなく，
これに関してはフロー

も要因と考えるべきである．

ズングローブとステロイド系軟膏が有用である．

と明確に判断できるまで維持する．
●抗 癌剤とホルモン療法の併用は，原則として同
時期には行わない．

コーススキップすると次段階への進行が止まって
しまうが，実臨床においては，例えばトラスツズマ
ブがCR・PRで非常に効果のあった場合，休薬期間

また，
副作用が強くなると，
当然，
試験中でのドロッ

末梢神経障害については，グレード 1 まで休薬

●使用した薬剤は，原則的に再選択しない
（使用後

を挟むことがその 1 つとして考えられる．メタア

プアウトを考慮しなければならないが，
このJO19901

することが重要であり，また，評価を伴うことでは

1 2 カ月以上経過した場合は，再選択も考慮に入

ナリシスのデータでは休養をはさまない継続投与

試験120例の中で行われた副作用管理を

あるが，漢方あるいは鎮痛補助薬の併用も考慮し

れる）
．PSが保たれていれば，少なくとも 3 次ラ

が有用と示されているが，長期治療を考慮すると，

てもよいであろう．

インまでは選択肢を提示する．

休薬期間のwash-outで患者の副作用を軽減するこ

図9

に3つ

列挙する．いずれも中止事例が少なく，
どの副作用に
対しても外来レベルでマネジメントが可能であるこ
とを示している．この副作用マネジメントのキーは集
学的医療であり，
それにより治療コンプライアンスを
保ち，
QOLを高く保つことが可能である．
高血圧に関しては，ファーストラインの降圧薬

より有効な患者の選択は可能か？
ベバシズマブがより有効な患者を，選択するこ
との可能性について考察する．
図10

はECOG 2 1 0 0 試験のレトロスペクティブ，

との可能性，分子標的薬剤に関しては継続効果が
図11

はHortobagyiらが提唱し幅広く支持を得てい

期待できるものもあるのでそれのみ引き続き行い，

るアルゴリズムであるが，
これをみても，
ホルモン療

併用化学療法は休薬するということもオプション

法が奏効する患者は可能なかぎり治療を継続し，

の 1 つとして考えるべきである．また，SDにおいて

HER2の発現程度によってその治療の選択を決定し，

は，腫瘍が抑制されていても，休薬期間が長期化す

の投与でコントロールは可能であるが，すでに 1

unplannedの検証であるが，OSをエンドポイント

とくにHER2陽性の患者は，
トラスツズマブ，
ラパチ

るとまもなく症状が戻ってしまうことに配慮しつ

剤投与している患者への 2 剤目投与には，循環器

にした場合のVEGF遺伝子の多型，SNPsとOSの

ニブを優先的に投与することが推奨されている．

つ，効果が得られなければ分子標的薬剤とともに

内科との連携が必須である．さらに，外来ならび

差についての結果となっている．VEGF- 2 5 7 8 C/

さて，今回の治験結果をこのアルゴリズムに乗

に患者の自宅における血圧測定の習慣づけも欠か

AがAA型，あ る い はVEGF- 1 1 5 4 G/AがAA型 に

せることによってその動向を勘案してみると，最

次に，
ベバシズマブの休薬，
あるいは継続のどち

すことができない．

おいて，いずれもOSの良好な傾向をみることがで

近の術前化学療法のデータ等から非常に興味深い

らを選択すべきかを検討する。前臨床のマウスに

き，SNPsによるベバシズマブ併用の有効性が予測

点が理解できる．Intrinsic Subtypeの考え方で，
右

よるモデル実験では，投与中抑制されていた腫瘍

できる可能性を示唆している．

側のホルモン療法に効果を示す患者で初期のレス

血管が一週間の休薬によって元に戻ってしまうと

蛋白尿に関しては，グレード 1 までの休薬が推
奨されているので，
一定の頻度で，
基本的に毎コー

次の薬剤の組み合わせに変更すべきである．

ス，新しいコースごとに蛋白尿をチェックする必

また，高血圧とOSに関してのデータも提出され

ポンスがあった患者は，次もホルモン療法の効果

いう結果が得られており，したがって可能なかぎ

要がある．また，再発乳癌の患者は，平均年齢も閉

ており，高血圧であるほうが予後に良い傾向を示

が期待できるから行うということで，よりホルモ

りの継続を考えるべきである．さらに，リバウン

経後であるため基礎疾患がみられる場合も多く，

している．

ン感受性，依存性が高く，反面，抗癌剤の薬効が得

ドの懸念が生じるが， 図12 はドセタキセルを使用

にくいというLuminalタイプの性格を表している．

したAVADO試験の結果を示しており，すべての

この基礎疾患による蛋白尿と区別するためには内

さ ら に，ヨ ー ロ ッ パ を 中 心 に 行 わ れ た ドセ

科医とコラボレーションを行い，
投与当初の管理，

タキセル と の 併 用 試 験AVADOか ら は，血 漿 中

一方，HER 2 陽性，あるいはトリプルネガティブと

群において，ベバシズマブの併用による早期の死

治療中の評価を実施することも重要である．

VEGF-A，VEGF-R 2 の 高 値 の 患 者 に お い て は，

ER陽性でもLuminal Bタイプのように急激に増殖

亡傾向はみられなかった．

PFSにおいてベバシズマブの上乗せ効果が高いと

するタイプが入ってくることも考えられる．つま

また，ベバシズマブのファーストラインにおけ

いう結果が得られている．

り，
当初からバイオロジーを考慮した 1 つのアルゴ

る有用性については，多くの基礎研究のデータか

リズムだったのではなかろうかと洞察できる．

ら，腫瘍は当初，非常に脆弱で，いわゆる抗血管新

鼻血に関しては，出血が重度の場合は焼灼が必
要となるため，耳鼻科と連携しなければならない
し，粘膜障害を伴う場合はオプションの 1 つとし

ただし，いずれの場合も日本人のデータが入っ

て軟膏での対応を患者自身による自己管理方法と

ていないため，実臨床するには，わが国での積極的

して指導しておく．

な治験への取り組みが必要である．

また，トラスツズマブなどの分子標的療法で習
熟してきた管理の要点は，臨床試験においては 1

生薬が有効なVEGF依存性のgrowthを示す一方，
長期になり腫瘍が拡大すると，TGF-βや血小板に
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図13

治験長期継続の症例

図14 市販後投与中の症例

関するもの，FGFという増殖因子が絡むため，初

つことを重要視している．ベバシズマブは，とく

期段階での治療によりVEGFの制御が有効である

にファーストラインでの腫瘍制御に効果を示して

ことに基づいている．

おり，この面における期待は大きい．

実際，AVADO試験の結果からも，
ベバシズマブ

また，ベバシズマブのような顕著な効果を示す

単剤を継続した場合，無病生存期間
（DFS）が改善

薬剤の登場により，治療途中において重要臓器の

したという結果が得られている．

機能回復，単剤投与への変更，休薬可能な状況の発
現などがみられると，明らかに，もう一度そこで患

症例提示

者は希望を強く持つことができる．小さなゴール

症例を 2 例提示する．
1 例目は，
4 0 代の女性でトリプルネガティブの患
者と診断され，
1 年後のCT，MRIによって単発肝転
移が指摘され，
2 0 0 7 年にJO 1 9 9 0 1 試験に登録，途
中で認可となったので継続投与を行い，最終的に
ほぼ消失という結果が得られたものである

図13

．

次の 1 例は 3 0 代後半の女性で，鎖骨上から再発

ではあるが，この積み重ねが患者にとってはQOL
の良好な状態の維持につながり，1 つの理想では
ないかと考えられる．
そのためには，再発治療こそチーム医療で行う
ことが重要となり，外科医だけでなく腫瘍内科医
との連携，さらに看護師や薬剤師の専門性を生か
す環境での治療が望ましい．

し，鎖骨上増大がみられたので化学療法
（アンスラ

まとめ

サイクリン）
を施したが効果なく，
局所制御のため
に放射線治療し，ホルモン療法をさまざまに変更

ベバシズマブは重要な乳癌治療のエレメントで

するも腫瘍マーカーが上昇，CTによる確認では重

あり，適応患者にとって福音だと考えられる．ま

篤な多発肝転移が認められた．この時点において

た，タキサンの治療歴，ホルモン受容体，トリプル

ベバシズマブは認可されておらず，パクリタキセ

ネガティブ，いずれも上乗せ効果が明らかであり，

ルによる肝機能の改善がみられたので，
「新薬を併

他の薬剤との併用によって，より腫瘍を制御する

用することで長い奏効期間が得られるかもしれな

環境をつくり得る乳癌治療の 1 つのオプションに

い」と打診し投与したところ，
さらに著明な縮小効

なったとみなすことができる．

果がみられた．同時に肝機能，腫瘍マーカーもか

パクリタキセルと併用した場合の月額患者負担

なり低下，
脱毛こそみられるものの，
患者の状態は

額は，当初の 1 ～ 3 カ月では 8 4 , 9 9 8 円と高額な薬

良好で現在も継続投与中である

剤ではあるが，とくにファーストラインでの腫瘍

図14

．

QOLについて
QOLの面について考察する．
食事も呼吸も困難という低レベルのQOLで長
期生存しなければならない患者のケースもある
が，近年の再発乳癌治療は，高いQOLを維持しつ

制御に効果を示していることは大きい．
ただし，これまで乳癌治療では未経験の蛋白尿，
高血圧，鼻血などの副作用の発現に対しては留意
が必要で，その管理には他科を巻き込んだ集学的
医療が重要である．

つ一定期間治療を行い，そののち，セカンド，サー
ド治療へ進むその間も，QOLのレベルを高度に保

武井

柏葉先生，どうもありがとうございました．

看護セミナー
第 2 部 パネルディスカッション「分子標的治療と看護」
2011 年 12 月 3 日（土）9：35 ～ 11：35
共 催： ノバルティスファーマ株式会社
司 会： 阿部 恭子（千葉県立保健医療大学 看護学科）
柏木 夕香（新潟県立がんセンター新潟病院 がん看護専門看護師）
演 者： 向井 博文（国立がん研究センター東病院 化学療法科医長）
奥山 晶子（新潟大学医歯学総合病院通院治療室 がん化学療法看護認定看護師）
田村恵美子（新潟県立がんセンター新潟病院 乳がん看護認定看護師）
西川 奈見（長岡赤十字病院外来化学療法室 がん化学療法看護認定看護師） （敬称略）

昨年12月3日，
大宮ソニックシティにおいて「第8回 日本乳癌学会関東地方会」が開催され，
午前中の第2会場では
「看護セミナー」がプログラムとして登場した．
このうち，
第1部のテーマは「分子標的治療の実際」
として，
国立がん研究センター東病院の向井博文氏が講演を
行った．
そののち，
第2部は「分子標的治療と看護」
というテーマのもと，
まず3名の演者がそれぞれのテーマで講演し，
それを踏まえたパネルディスカッションが阿部恭子氏，
柏木夕香氏両名の司会進行で執り行われた．
乳癌治療における看護師の役割をあらためて考える際，
有益な情報が数多く盛り込まれているので，
報告する．

「外来における分子標的治療薬導入時の
看護－術前／術後補助化学療法を中心に－」
奥山晶子

と，
再発・転移の場合は毎週の投与で，
投与量が初回
とそれ以降では異ります

図3

．

主な副作用は，infusion reaction，心毒性などが
あげられます

図4

．

Infusion reactionは，
投与中から投与終了後24時間
奥山

乳癌の分子標的治療薬としては，
3 つの薬

があげられます

図1

以内で発現しやすく，
初回投与の約40％に発現する
といわれています．症状は，
軽度の場合は発熱や悪寒，

．

1 つ目はハーセプチン です．HER 2 ヒト化モノ

中等度で悪心・嘔吐・頭痛・めまい・咳嗽，
重篤でアナ

クローナル抗体で，転移でも補助化学療法でも，

フィラキシー様の症状，
呼吸症状などが発現します．

®

HER 2 過剰発現の場合に使用されている施設が多

心毒性に関しては，おもにうっ血性の心不全や

いと思います．2 つ目にタイケルブ ，
3 つ目に最近

LVEFの低下などで現れると言われています．投

ではアバスチン も使われます．後者の 2 つは，再

与量に依存はなく，可逆性の心障害と定義づけら

®

®

発・進行性乳癌が適

れています．

応になります．
今回は補助化学
療法中心というこ
となので，ハーセプ
チン® のお話をいた
します．
作用機序ですが，
ターゲットはHER 2
蛋白です

図2

．

使用方法は，補助
奥山晶子氏

化学療法では3週ご

図1

乳癌の分子標的治療薬
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図 2 トラスツズマブ
（ハーセプチン®）の作用機序

外来で導入するときの看護としてまず必要なこ
とは，infusion reactionに対するケアです．どの分
子標的治療薬を使用する場合も，事前に薬剤の危

図 3 トラスツズマブ
（ハーセプチン®）の使用法

図 6 トラスツズマブ
（ハーセプチン®）
外来導入時の看護

的に患者さんへ伝えておき，本人の協力を得るこ

を再開するかどうかを医師に確認します．重篤な

とが重要になります．

場合は，
さらに対症療法，
蘇生などを行うことが必

また，副作用は自宅で起こることもあります．

要となります

図6

図 7 トラスツズマブ
（ハーセプチン®）
外来導入時の看護

．

険因子をアセスメントしておくことが重要です．

起こり得る症状と，その際にどう対処してもらう

ハーセプチン の場合，
「初回投与」
，
「2 4 時間以内」

かに加えて，夜間の緊急連絡先なども具体的に伝

ライン内の薬剤が入ると重篤になると言われています

がキーワードになると思います．

えておく必要があります．

ので，
ラインの交換などにも気を配る必要があります．

®

投与開始後は症状の観察を行います．患者さん

Infusion reaction，
過敏症などが起こったときには，

「分子標的治療を受ける患者さんを支える
チーム医療」
田村恵美子
田村

新潟県立がんセンター新潟病院は，都道府

いざという時にどう対処するか，スタッフがすべ

県がん診療連携拠点病院の位置づけです．診療科

に投与管理することになりますので，
どの患者さん

に問診する際には，単に「変わりありませんか？」

て行動レベルでわかるよう，マニュアルなどを整備

は 1 7 科で，平成 2 3 年 5 月現在，月間通院患者さん

にアレルギーが起きやすいのかをスタッフが一目で

ではなく，具体的に，どういう症状はないかと聞い

しておくことが重要です．

は 1 8 , 5 9 9 人，
平均在院日数は 1 3 . 7 日です．

把握できるようにする必要があります．その工夫と

てゆくと患者さんも答えやすく，早期発見につな

して当院では，
「アレルギー注意」
や
「初回投与」
などの

がりやすいと思います．

外来では，
さまざまなレジメンの患者さんを同時

シグナルを作成し，
あらかじめ準備しています

図5

．

また，出現した症状に対する薬剤や救急カート

また，前投薬などがある場合は，確実な投与が必
要です．

さらに，
こうした症状が起こった場合，
いくら軽微で

当院の乳癌の症例数は，平成 2 3 年 5 月における

も患者さんの不安は強く，
ハーセプチン®の場合は初回投

外来通院患者数が 1 , 2 3 6 人．手術件数は昨年度 3 3 9

与に多く発現するため，
十分な説明と対応によって2回

件です．年間の化学療法件数は，
補助療法のみです

目以降への不安を軽減しておくことが必要となります．

が 1 2 3 件，
分子標的治療の件数は 8 8 3 件です．

次に，
副作用が出現したときの対応です．軽度，
中

心毒性のケアとして，
ガイドラインにおいてはまず

分子標的治療を受ける患者さんの抱える問題で

等度のinfusion reactionが出現した場合，まず投与

心機能の評価を行い，
6カ月ごとに評価することが定め

おもなものは，
治療が長期化するための心理的スト

そして大切なことは，事前の患者さんへの指導

を中止し，バイタルサインなどを測定します．次

られています．看護介入としては，
やはり患者さんへの

レス，
通院の困難，
高額な医療費になります．

です．前駆症状や予測される変化については具体

に，対症療法を行い，症状が消失したのちは，投与

十分な指導があげられます．心不全と言われても，
ど

など，何かあったときにすぐ対応できる体制を整
えておく必要もあります．

ものです．このグラフは乳癌の患者さんにかぎり

ので，
「ちょっと息切れが強くなる」
や，
「少し動いただ

ませんが，相談支援

けでも息が切れてきたら」
など，
具体的に説明しておき，

センタ ー を 訪 れ る

本人にモニタリングしてもらう必要があります

乳癌の患者さんの

図7

．

まとめますと次のとおりです．

占める割合はとて

ハーセプチン は術前／術後の補助化学療法で

も多いです．その相

使用される分子標的治療薬ですが，おもな副作用

談 内 容 で は，や は

はinfusion reactionと心毒性です．外来において

り，受診・入院・転院

導入する際には，infusion reactionを予測した十分

の相談がもっとも

な観察と患者さんへの指導が必要です．

多く，次いで心理的

また，
いずれの症状が出現した場合も，
患者さん
図4

トラスツズマブ
（ハーセプチン ）の主な副作用

図 5 トラスツズマブ
（ハーセプチン ）外来導入時の看護
®

は当院で受けた相談内容をグラフ化した

んな症状が出るのか患者さんは具体的にわかりません

®

®

図8

問題に関する相談．

に十分な説明を行って，不安を軽減することが重

予 後 へ の 不 安，再

要であると考えています．

発・転 移 へ の 不 安，

田村恵美子氏
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相談内容グラフ

図 9 通院の困難

また専門看護師
（CNS）などとも連携をとってい

薬剤の効果に対する不安もあります．
新潟県は縦に長く，南から，上越，中越，下越と呼

ます．必要があれば，臨床心理士，ソーシャルワー

び，
当院のある新潟市は下越地区になります．地域
の中心にある当院まで公共機関の利用で1時間半か
ら2時間，佐渡からはフェリーで2時間以上かかる

分子標的治療を行う患者さんの治療は長期にわ

というように，
患者さんは長時間かけて通院されて

たる場合が多くなります．地域社会の中で生活し

います．これによる体力の消耗や心理的ストレス，
家族への負担増加の問題なども抱えています

図9

．

次に医療費をみてみます．手術から術後におけ

図 12 連携施設

していただくという形をとっています

図 13 医療連携ノート
（乳房）

図 11

．

投与の件数です

図 14

．

は県内の連携施設ですが，まだ下越地区に

乳癌の化学療法の特徴としては，化学療法が長

カー，
最近では，
ボランティアの方たちが，
院内に患者

集中しています．佐渡地区に１つあることの意味

期に及ぶこと，
外来投与が多いこと，
若年層が増加

用の図書室やサロンなどを開設してくれています．

は大きいですが，連携施設を広げていくことが課

中であることの 3 つです． 図 15 は乳癌全体の通院

題です．

されている方の年代です．5 0 代までが 4 分の 3 を

図 12

は新潟県の医療連携パスの内容です．乳房

占め，働く世代の方が罹患され通院していること

ていますから，
その地域の在宅医師や連携施設の医

用を提示していますが，
5 大癌のそれぞれで作成・

がわかります．分子標的治療薬や新薬が高価だと

師，医療者と手を組むことが重要となってきます．

運用しています．

いう経済的な問題も存在します．

地域を含めたチーム医療で患者さんを支えていく
ことが大切です．

図 13

心理社会的問題を考える場合，図 16 のように，
そ

まとめますと次のとおりです．
分子標的治療を受ける患者さんは，フォロー

れぞれの要素を切り離して考えることはできず，
側

また，新潟県においては「新潟トラスツズマブ

アップ，
治療が長期にわたるため，
抱える問題は多

面を解きほぐすことはできても，
すべてが絡み合っ

さんの体重が50kgの場合，
3割負担で初回62,000円，

ネットワーク」を設置し，当院がその拠点病院とし

岐にわたります．患者さんの持つ問題に，地域を

ていると認識することが前提となります．

2 回目から 4 7 , 0 0 0 円です

て初期治療，手術，化学療法などを行い，その補助

含めたチーム医療で携わっていくことが重要であ

療法としてハーセプチン®を投与するときには，患

ると考えます．

る補助化学療法，分子標的治療まで一連の治療費
は 約 1 , 1 4 0 , 0 0 0 円，ハ ー セプチン® の投与は，患者
図 10

．

チーム医療は医療に不可欠と言われています．
病院内のチーム医療において，
多職種がチーム医療

者さんに事前に説明して同意を得られた方には，

に参加しており，看護師はそれぞれの認定看護師，

連 携 施 設 で 投 与 を 行 っ て お り ま す．こ の と き，

乳がん看護やがん化学療法看護，ここに緩和ケア

オーバービューパスを使用しています．そして，

やがん性疼痛などに従事する看護師も加わります．

ハーセプチン 投与終了後にふたたび当院を受診
®

心理的問題に関わることとして，ハーセプチン®
やタイケルブ®を投与するようなHER2陽性乳癌の
患者さんは，
予後不良因子の1つを持ち合わせてい

「分子標的治療を受ける患者の心理社会的
問題と看護」
西川奈見

ることがあります．また，
発売後まだ10年程度のた
め，
これまでの殺細胞性の薬剤とは違う副作用への
不安を持つ方も多いです．さらに，
治療が長期にわ
たるので，その間に
さまざまな局面に

西川

最初に長岡赤十字病院の概要です．当院は

新潟県の真ん中に位置します．

局面ごとに揺れる

外 来 化 学 療 法 室 は，平 成 2 3 年 1 1 月 か ら 1 8 床

感情を持ちつつ，治

に増床されました．年間件数は，平成 2 2 年度が

療を継続している

3 , 3 5 0 件．平成 2 3 年度は 4 , 0 0 0 件を超えると見込

ことを認識すべき

まれています．

です

当院も，近隣地域からの受診が多く，中越地区の
ほぼすべての地域から来院されています．
図 11 新潟トラスツズマブネットワーク

図 17 ．

具体的事例を提
示します．

化学療法室では，
乳腺の患者さんが全体に占める
図 10 高額な医療費

出会われます．その

割合は約 4 0％，その中の約 2 5％がハーセプチン

®

3年前に乳癌を指
摘 さ れ，
1年 半 か け

西川奈見氏
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パネルディスカッション
阿部

今回のテーマは乳癌の分子標的治療と看護

という大きなものですが，
いくつかのキーワードが
あります．例えば治療時期です．ハーセプチン®は現
在，
術前で投与され，
術前／術後の補助療法，
さらに
再発の場合にも使われます．また投与方法も，
点滴
の場合もあれば内服する場合もあって，
内服による
図 14 当院の外来化学療法室使用状況

図 15 乳癌の化学療法の特徴

化学療法の管理が難しいのはよく指摘されるとこ

図 18 社会的な問題

ろです．また，
それぞれの薬剤により特徴的な副作
用があり，
それに対応しなければなりません．

て術後化学療法がすべて終了したのですが，
今回胸

とを考えると，患者さんの「今」を大事にしなが

また，
家庭で生活しながら治療を続けるので，
どう

壁メタで再発が確認されました．この患者さんは

ら，患者さんの揺れる気持ちに添いつつ，生きる

しても日常的に家族へ影響を及ぼしてしまいます．

さんがその治療を続けていく社会的な背景，経済

「こんなにすぐ再発するなんて」
，
「すべての治療が

ためのサポートをしていくことが必要だと感じ

患者さんが在宅で生活していると，
健常な頃と同じ

的な背景も加味しながら，その家庭の様子を考え

ています．

役割を家庭内で求められてしまいがちですが，
それ

つつ治療を進めていかなければなりません．

終わってから1年半しかたっていないのに」とか，
「正直，
怖くて先生には聞けなかった」
と話されてい

また，社会的問題としては，分子標的治療薬の
高額なことがあげられます．さらに，中越地域全

ました．

に応えられない場面も出てくると思いますので，
そ
の調整も看護師としては必要になってきます．

体から通院する交通費の家計への圧迫も問題で

具体的な事例をもう 1 件提示します．

術後 3 年経過していると考えますが，患者さんに

す．この高額な医療費負担については，家族に申

初発の患者さんで，術後化学療法として殺細胞

とっては治療後 1 年半というとらえ方をすると，

し訳ないと思う患者さんもいます．その意味で

性の薬剤が終了したので，次にハーセプチン をと

改めて認識しました．また，予後不良因子や予後

は，家族へのケアも必要になると思います．同時

いう話になったのですが，この患者さんはさらに

の件は，当初の時点で十分な説明がされていると

に，それらの費用を捻出するにはどうしても働

1 年継続するのは無理だと言われて，治療が中断

しても，
患者さんにとっては，
そのときはあまり聞

かなくてはなりませんし，職場の方の理解も必

してしまいました．

きたくないことだったために記憶に残っていない

要です．

会話して感じたのは，
私たちはこのような場合，

さらに，薬価が高額でもあります．やはり，患者

そして，
これからも分子標的治療薬は，
さまざま
な新薬が登場してきます．それらの新薬が，臨床
においてどのような効果が得られるのかというこ

®

経済的な負担の増加が予測されることがあった

とも問題になっていくというように，多様なキー
ワードがあります．
まず前半は初発治療，後半は再発治療に焦点を
当てて，
話を進めてまいります．

初発治療について

術後なら月に 2 回とか，再発なら週に 1 回ずつ

かもしれませんが，
私としては，
予後を考慮した上

阿部 国立がん研究センター東病院の向井先生に

この場合の心理的問題への看護ケアですが，乳

職場を休む必要が生じるため，その了承を得るの

で長期的な視点に立って考えていただけたのだろ

お伺いしますが，
ハーセプチン®の副作用の発現が，

癌の特徴として，最近の分子標的治療薬の投与に

が大変であるとも聞いていますので，これらの患

うかと，
今も大変不安に思っています．

最初の頃と現在のレジメンでは随分変わってきた

よって予後が改善され経過が長くなっています

者さんへの心理的影響は大きいと思われます

可能性があると感じました．

ので，気持ちが揺れ動く中で日々生活しているこ

図 18

．

社会的な問題へのケアについては，その患者さ

向井

んが孤独に陥らないようにする必要があります．

たわけではなく，使

社会的な背景は，なかなか自分から言い出せない

う側が工夫，使い勝

患者さんも多いと思います．ですから，看護師と

手の手法などを改

しては，
お互いに信頼関係を構築した上で，
一緒に

善したために，副作

先々を見据え，いつでも支援する姿勢でいること

用なくうまく対応

をあらかじめ伝えておくことが大切です．

できるようになっ

心理社会的な問題というのは，
なかなか表面に現

図 16 心理社会的問題とは？

図 17 心理的な問題

という印象がありますが，
いかがでしょうか？

んの背景を理解して生活の調整をしつつ，患者さ

ハーセプチン®は，
薬剤自体が改良されてき

たということだと

れない場合もありますし，
個別性も大きいです．信

思 い ま す．当 初，

頼関係をつくりながら，
必要な情報が必要な時期に

infusion reactionで

得られるようにしなければなりません．そのため

高 熱，震 え，血 圧 低

には，看護師一人ではなく，チーム医療の中でケア

下などがあったの

を進めていかなくてはならないと思います．

で，そうさせないよ

阿部 恭子氏
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うに早期に厳重に

初回から外来で導入しており，主治医のイン

師，
薬剤師，
相談支援センターの職員，
医事課，
そう

パ節転移など目に

対応し，それが行き

フォームド・コンセントののち，通院治療室におい

いう多職種の人が集まって，治療はもちろん看護

見える部位に腫瘤

渡った結果，副作用

て看護師や薬剤師が，メーカーの資材などを用い

のケア，
それから専門的な病理の話，
連携中の患者

が出てくることも

はあっても上手に

て副作用やスケジュールなどを具体的に説明して

さんの声などもそこで反映し，さらに参加者全員

多く，自分で発見さ

対処できるように

います．外来での投与のため，夜間・休日時などの

で情報共有しています．

れる方もおられ，そ

なったのだと思い

連絡先も説明しています．

阿部

理想的な形が新潟県では進んでいると思い

の衝撃は大きいと

ます．

阿部

ますが，今後の課題がありましたら教えていただ

思 い ま す．再 発 し

阿部

奥山先生，心毒性についてのモニタリング

はどのようにされていますか？

けますか？

た衝撃や，一度終了

ン®の前投薬として

奥山 導入前は循環器内科を受診し，心エコーで

田村 連携施設が新潟市内とその近郊に固まって

したはずの化学療

は，何をどのように

評価します．導入後，
看護師は患者さんへの問診を

いるため，地域を拡大し，施設数を増加させるのが

法を新たに開始し

投与されておられ

行っていきますが，
その際，
患者さんからは心不全の

課題です．また，
患者さんが医療連携による治療を

なければならなく

ますか？

症状がよくわからないという質問を逆に受けるこ

拒む理由としては，やはり，がんセンターを離れる

なったことへの落

向井 副作用が発症したときに，
アセトアミノフェン

とがありますので，
こういう症状が出たら主治医に

ことへの不安があるので，
この不安を解消していく

胆，あるいは薬剤が変わっていくことへの不安な

を早期に使うぐらいで，
特別に予防的なことを行って

必ず言うようにと，
具体的に説明しています．

ために，
何か問題があればいつでもどの連携施設で

ど，これらを抱えつつ，治療にのぞまなければな

いるわけではありません．

阿部 先ほど西川先生から社会的な問題の提示が

も受診をしてよいのだと，
きちんと伝えていくこと

りません．

阿部

田村先生の新潟がんセンター新潟病院で

ありました．先ほどの患者さんは中断されたとい

も重要だと考えています．

は，実際にどのように使い，
患者さんにどのように

うことですが，
ケースとしては多いのでしょうか？

説明していらっしゃいますか？

西川

田村

向井博文氏

ハ ー セプチ

先ほどの場合も，結局，中断するという選択

再発治療について

柏 木夕香氏

看護師は，患者さんの気持ちの変化を受け止め
ていくことが必要となるため，そのときの患者さ
んの心の動きやサインを見逃さないよう察知し

初回はロキソニン の内服，それからデキサ

肢を選ばれたのですが，薬価が高額であるという

柏木 再発癌に関しては，
西川先生の発表でも触れ

て，
対応していかなければいけないと思います．

メタゾンを投与して，そののち 9 0 分かけてハーセ

ことは事実です．ただ，高額なことが目先に立っ

られましたが，
心理的な問題がかなり大きいと思い

柏木

プ チ ン を滴下します．2 回目からは前投薬はな

てしまい，その後の再発リスクや，中断してしまう

ます．予後が良くない，
治療が長期にわたり気持ち

患者さんの心理はかなり揺れ動いています．田村

く，3 0 分間の投与で行います．分子標的治療につ

ことによるデメリットをきちんと整理した上で，

が揺れやすいということが指摘できますが，
患者さ

先生はおもに病棟勤務に従事されていますが，
その

いての医師からの説明後，外来から導入しますの

その意思決定をされているのか疑問に思いまし

んの心理的問題とそれへの対応を，
具体的に西川さ

中では薬剤の変更や中断のために入院される患者

で，化学療法室で問診・チェックを行い，
その後は，

た．外来化学療法室でオリエンテーションを行う

んから教えていただけないでしょうか？

さんも多いと思います．たとえばハーセプチン®

かならず薬剤師から副作用とその対応についての

際，最後に「いま気になること，心配なことは何で

西川

を続けていた患者さんが，中断するなり薬剤を替

説明を行っています．

すか？」と尋ねますと，多くの方から最初に経済的

から受けたあとは，術前化学療法，手術，術後化学

える場合，
どのような支援が必要でしょうか？

阿部

なことがあがってきます．その患者さんが経済面

療法と，次々にさまざまな治療を追われるように

田村 意思決定を支援することが重要だと思いま

えていただけますか？

という目先のことに対していまは不安を持ってい

受けるため，
気持ちがついていかず，
立ち止まって

す．当院の乳腺外科では，
医師の治療方針を軸とし

西川

長岡赤十字病院では，初回は入院して導入

るけれど，もっと先のことまで含めて考えること

考える余裕もないようです．術後化学療法まで終

て，
治療の継続，
化学療法の継続を行うかどうかは，

を行います．前投薬はデキサメタゾンを投与しま

ができる支援を，今後は求められるのではと感じ

了し，
ほっと一息ついたときに，
いきなり再発を告

自力で通院できるか否かを1つの目安としていま

すが，
2 回目以降は使いません．また，入院中に服

ています．

げられても，告知当初に言われたことなど思い出

す．なるべく今までどおり，
自宅でQOLの高い生活

薬指導を行います．さらにinfusion reactionは 2 4

阿部

せないでしょうし，当初は再発のことまで考えて

を送ること，
治療の目的はそこにあることを患者さ

時間以内に発症しますので，
1 泊の入院期間中に

かる時間についてですが，先ほど田村先生から，

いない患者さんも多いと思います．

んにお伝えします．それを医師とともにきちんと説

直接観察するようにしています．

ネットワークを組んで地域の病院による医療連携

もちろん局面ごとに患者さんの心理は揺れ動い

明した上で，
患者さんが治療を継続できるかできな

阿部

によってハーセプチン 投与をしている，という話

ていますし，そこには個別性も加わってきます．

いかの意思決定をそのあとにフォローしていくこ

をお伺いしました．地域連携を可能にするコツを

当初の告知の段階で予後のことまですごく心配さ

とが，
私たちの役割だと思います．

®

®

西川先生の施設における導入について，教

奥山先生の新潟大学通院治療室における導

入についてはいかがでしょうか？
奥山

次に，通院する上で距離の問題と通院にか

®

患者さんにとって，最初に癌の告知を医師

ご指摘のように，
病状が変化していく中で，

教えていただけないでしょうか？

れる方もいれば，
「この治療が終わったら私の治療

柏木

を導入する場合は，タキサンの前投薬であるデキ

田村

現在，連携施設は 8 施設あります．連携する

は終了ですね」と言われる方もいます．本当に患

れ，患者さんはその情報に敏感な方が多いと思い

サメタゾン を 投 与，ハ ー セプチン® 単剤の導入で

上で，医師以外の医療者が同様なケアを行うこと

者さんによってさまざまなので，よく話し合いな

ます．
「あの薬はいつから使えるのですか」とか，

は，デキサメタゾンの内服を行っています．さら

ができるかどうかなど，さまざまな問題点はあっ

がら治療を進めることが必要だと思います．

に，発熱に備えて，
カロナールを処方し帰宅いただ

たのですが，1 つの解決策として，勉強会を年に 2

柏木

奥山先生はいかがでしょうか？

受けた体験がありますでしょうか？

いています．

～ 3 回程度開催しています．連携施設の医師，看護

奥山

乳癌の再発の場合，どうしても，頸部リン

奥山

当院ではタキサンと同時にハーセプチン

®

乳癌はとくに新しい薬剤が次々と開発さ

「私にすぐ使ってほしい」とか，そのような訴えを
乳癌の患者さんにかぎらず，ご自身でイン
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ターネットを検索し，こういう治験がここでされ

い方にとにかく照会することで十分ではないかな

ているみたいとか，この薬剤が海外で承認された

と思います．

という情報を，患者さんの方が先に把握している

さらに，患者さんに安心感を抱いていただくこ

ことも多くあります．とくに，再発を繰り返し，投

とも重要です．新しい情報イコール有益な情報と

与できる薬剤が残り少なく徐々にカウントダウン

いうわけではなく，無用な情報も多く存在してい

されているような患者さんがそうした情報収集を

ます．投与してみたら効果が良くなかったという

されている場合が多く，新しい薬剤への期待感は

薬はたくさんありますので，そういう現状をお伝

非常に高いです．

えして患者さんに冷静になっていただく，そのあ

新しい薬剤の情報収集は必要と思いますが，そ

たりがポイントではないかなと思います．

の期待感が妥当なのかどうなのかを，その患者さ

柏木 非常に専門性の高い分野なので，
どこにアクセ

んの感情に流されずに肯定も否定もせず話を受け

スすればきちんとした情報が得られるかを，
看護師が

とめて，必要な情報であると判断すれば詳しい方

常に把握しておく必要があるということですね．

高いということであれば，
この療養費を引き下げる

田村 入院中は，抗癌剤などの内服はナースの管

先ほど，分子標的治療薬は高額なものが多いと

ためには別の誰かが負担しなければいけないという

理下となります．薬剤指導を行い，
ナースの指導も

いう経済的な問題が提示されました．初発癌の

ことになります．これは，
医療現場だけで解決できる

行ったのちに退院されます．重要な薬剤に関しては

実際に現場で患者さんから切迫して訴えられる

治療の場合は，一定程度の投与期間で終了します

問題ではないと思います．

家族指導も行っています．もう1点，
一人暮らしで自

と，うまく冷静に対処できない場面もあると思い

が，再発癌の場合は継続投与となり，費用対効果の

柏木

己管理がむずかしい患者さんの場合は，
地域のヘル

ます．そのときの対応のコツがあれば，教えてい

点で非常に難しい面があります．その点について

ころだと考えます．

ただけないでしょうか？

向井先生はどのようにお考えでしょうか？

奥山

向井

に照会するようにしています．
柏木

それはとても重要なことだと思いますが，

患者さんの背景を把握しつつ，なぜ患者さ

普段私たちが商品を購入する場合，性能が

私も国の今後の課題として非常に重要なと

さて，治療の選択肢が非常に多くなっているわ

パーさんと連携をとるようにしています．
柏木

院内の多職種の力を借りる，地域の訪問看

けですが，例えばタイケルブ®など，内服で治療を

護，
ヘルパーさんの力を借りるということですが，

んがその情報を得たいと思ったのかということ

2 倍なら 2 倍の出費もやむを得ないと理解します．

行うものがあります．この場合，患者さんは自宅

やはり治療を進めていく上で情報の共有や連携が

や，患者さんの心の中にわき上がっているであろ

現在の分子標的治療薬は，性能は 1 . 1 倍ぐらいだ

において内服するので，私たち看護師の目を離れ

重要で，チーム医療が最終的にキーワードになり

う訴えたい気持ちを，
まず聞くようにしています．

けれど価格は 1 0 倍ぐらいするというものが多い

てしまうため，導入時の指導や自己管理のチェッ

そうです．では，院内でチームを作り上げ機能さ

その上で，こちら側として対応可能なことを提示

わけです．ただ，1 倍が 1 . 1 倍になるわけで，患者さ

ク体制などが課題となりますが，この点について

せることに関し，チーム作りの工夫やプロセスな

するという姿勢，なるべく一歩引いて対処する姿

んにはそれなりにメリットがあるがゆえに承認さ

西川先生の施設はいかがでしょうか？

どを教えていただけますか？

勢を心がけています．

れて，次々と商品化されていますが，継続的に投与

西川

田村

柏木

長岡赤十字病院の場合，内服薬ですと私が

現在，医師と看護師，必要があれば多職種

していくのは経済的な困難が伴うことは確かで

勤務している外来化学療法室で行うことは少な

に声をかけて，合同カンファレンスを週に 1 回必

重要な役割の 1 つですね．

す．したがって，今後は効果と価格を考慮した上

く，
処方が出るのは各科外来ということもあって，

ず実施しております．朝夕の医師回診の際には，

向井

での効率を考えて，承認されるようになるかもし

ほぼ外来が窓口になっているのが現状です．他の

ナースが必ず同行します．また，地域に戻られる

れません．

患者さんの声を拾い上げるのは，看護師の
新薬情報を患者さんが求めるのは，ごく自

疾患では導入時に入院して投与を開始することも

患者さんの場合，これから地域連携する医療者，

たとえば英国などの方針は，効率が悪い薬剤は

あるので，その際に服薬指導を行い薬識手帳も渡

医師，看護師，ケアマネージャーにも参加してい

いは大腸癌，
胃癌と領域ごとにまったく異なります．

軒並み使わせない施策を国がとっていますが，そ

しているのですが，
それが十分に活用されず，
次の

ただく合同カンファレンスに積極的に取り組ん

そこから一歩進んで，
その開発されている薬剤が，

れですと，今度は，
1 0 倍払ってもいいから使いた

来院時に薬剤が半分残っていたという患者さんも

でいます．

目の前にいる患者さんに本当に効力があるかどう

いという人を排除してしまうという，これまた

います．

柏木 連携する上で，
それぞれの職種の特徴や役割

かということは，
これもまた別問題になりますので，

困った側面も出てきます．わが国は，
国としての財

したがって，
薬剤師さんに介入を要請したり，
薬

を知ることも重要だと思いますが，
化学療法を続け

そのあたりを冷静に判断しなければなりません．

源はすでにどこにもないわけですから，効果だけ

識手帳を活用しながら，残薬を患者さんに持参し

ていく上で看護師に期待する役割を，
向井先生から

ではなく価格もある程度頭に入れながら今後は考

てもらい各科外来で確認することが必要だと思い

医師の立場に側してご教示いただけますか？

えていく必要があると思います．

ます．また，その方の生活状況を判断して対象を

向井 現在，
化学療法は，
どの病院でも外来化学療法

然な姿勢だと思います．ただ，その情報はかなり
専門的で，いま開発されている薬剤は，乳癌，ある

したがって，対応の仕方としては新薬をよく
知っている方のところに行って直接問い合わせて
みるということに尽きると思います．最新の情報

ただ，
患者さん側からしますと，
すべての薬剤を使

選んでいただき，必要な支援をするということが

室が主体となって行っていると思いますが，
言い方

をすべての看護師さんが知る必要はなく，在院の

うことができるようにしてもらいたいという気持ち

内服に関しては必要だと思いますが，現状ではな

をかえますと，
主治医の目がなかなか届かないとこ

専門医，あるいは拠点の治験を請け負っている病

になるのも理解できます．現在の高額療養費制度は，

かなか困難な面があります．

ろで発生している副作用や，
患者さんが直面してい

院でしたらコーディネーター，CRCの方など，病

年収にもよりますが，
患者さんの負担の上限は約8

柏木

る困ったことに対して，
連絡を受けたときに病院側

院によって状況・事情の違いを踏まえた上で，
詳し

万円で，
それ以上は国が補填します．この約8万円が

をお伺いできますか？

田村先生は病棟のご担当ですが，その経験

がそれを適切に拾い上げて，
患者さんに適切にきち
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んとアドバイスなりフィードバックできるシステ

うか？

ムを，
必ず構築していなければなりません．たとえ

西川

ば，夜中などの時間外に患者さんから，こんな副作

で，日中は，各科の外来で電話を受け，必要があれ

用が発症しているのだけどどうすればよいですか，

ば主治医に取り次ぎます．夜間は，救急外来で対

と電話が入った際，
必要な対応ができるシステムが

応しておりますが，総合病院ゆえに，癌治療の経験

あってはじめて，
外来化学療法が成り立ちます．こ

のない医師が当直の場合，電話の内容だけでは判

れを病院側が，
病院側の責任として体制を確立して

断に困難が伴うケースもありますので，現在，委員

いなければなりません．

会などで検討して齟齬をきたすことのないような

当院も各科外来が窓口になっていますの

言葉で申し上げるのは簡単ですが，
構築するのは

システム構築をめざしています．日進月歩で新し

多大な労力を伴います．分子標的治療薬はさまざま

い薬剤が増えてくるにつれて対応も複雑化してい

な副作用が発症しえます．いろいろなネットワーク

るので，それを診療科別ではなく 1 つにまとめる

で結ばれている細胞内伝達シグナルの一部分をブ

ことがどこまで速やかにできるかが，今後の課題

ロックするため，
ある分子標的治療薬では発熱，
血圧

になってまいります．

上昇，
蛋白尿，
場合によっては，
甲状腺機能の低下，
糖

阿部

尿まで発症します．これまでのいわゆる抗癌剤でし

はいかがでしょうか？

たら，
せいぜい白血球が減少し発熱するとか，
倦怠感

田村

程度だったところに，
多種多様な副作用を伴ってく

ます．夜間は，代表電話でまず当直師長が対応し，

るわけです．そうしますと，
どの患者さんにどの分

次に当直医となります．当直医は，必要だと判断

子標的治療薬を投与しているのかを常に把握した

すれば主治医に連絡して，処置を行うという形を

上で，
電話で訴えてきている患者さんに適切な判断

とっています．

を下さないと，
外来化学療法は安全に行うことがで
きないことになり，
マネジメントが難しくなってい
くことが予想されます．

田村先生の新潟県立がんセンター新潟病院
当院も，日中は当該科の外来が窓口となり

まとめ
阿部 このディスカッションを通じて，
複数ある分

その意味で，
看護師さんが事前に，
患者さんから

子標的治療薬を使用していく中で，
それぞれの特徴

の電話に対してある程度の見当をつけ，どの医師

的な副作用に対してチーム医療をもとに対応して

が対応すればよいのかというスクリーニング的

いく必要性が指摘されました．

な役割を担っていただけると，病院全体としてス

さらに，これからの医療経済も考慮に加えなが

ムーズな業務構築ができると思います．

ら，患者さんの様子を見据えて，患者さんのニーズ

阿部 いま，電話の話が出ましたが，それぞれの施

に合った少しでも満足のいく療養生活を支援して

設において，
昼間と時間外で，
患者さんにどこへ連

いく看護師の役割の重要性を認識できたのではと

絡してもらうよう指導しているのかを，奥山先生

思います．

から教えていただけますか？

まさに分子標的治療薬は現在進行形で，
これから

奥山 新潟大学病院では，
日中は各診療科が窓口に

さらに普及していきます．外来の話，
病棟の話だけ

なります．ただ，たとえば投与1コース後などは副

ではなく，
地域医療や在宅医療も包み込んだ大きな

作用なのかそうでないのかわからなかったり，
受診

テーマとして取り組んでいく必要があります．

した方がよいのか判断に迷うことも多くあります．

活発なご意見をいただきましてありがとうござ

このような場合は，
通院治療室で電話相談を受けて

いました．以上をもちましてこのディスカッショ

います．これによって，
2コース目からは患者さんご

ンを終了いたします．

自身で判断できるようになります．また，
夜間は救
急外来がありますので，
そちらに連絡をしていただ
き，
各診療科の当直が対応する形となっています．
阿部

西川先生の長岡赤十字病院はいかがでしょ

インタビュー◆第20回日本乳癌学会学術総会の見どころ
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会長 西村令喜先生に聞く

第20回日本乳癌学会学術
総会の見どころ

第20回日本乳癌学会学術総会 会長

西村令喜 先生

熊本市立熊本市民病院乳腺内分泌外科
熊本大学医学部臨床教授
【所属学会等】
日本乳癌学会
（理事，
教育・研修委員会副委員長，
広報委員会
委員長，評議員，専門医），日本外科学会（指導医，専門医），日本乳癌
検診学会（評議員），日本臨床外科学会（評議員）等．

今年で創立 2 0 年目を迎える日本乳癌学会．その節目
の年に行われる第 2 0 回日本乳癌学会学術総会「The
Next Evolutionary Step Forward：今、
踏み出す明日へ
の一歩」は，折しも今年 4 月に政令指定都市となった
熊本市において，6 月 2 8 日（木）
～ 6 月 3 0 日（土）に開催
されます．
会長を務める西村令喜先生は，
地元熊本で診療に携わる
一方，日本乳癌学会では教育・研修や広報活動に尽力
されるなど，
広くご活躍されていらっしゃいます．その
西村先生に，学術総会の見どころについてお話しい
ただきました．
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インタビュー◆第20回日本乳癌学会学術総会の見どころ

――本日は，
第20回目の節目を迎える今度の日本

かなり認知されてきて，
本学会の社会的な責任も大

です．ですから，
細かく会場は分かれていますが，
そ

に関して世界的なトップの方たちをお招きしてい

乳癌学会学術総会について，その見どころを中心

きくなりましたし，
会員も増えました．そういう意

れだけ乳癌が多様化してきたし，
それぞれの分野が重

ます．

にお話しを伺おうと思っております．

味でも，
大人になった乳癌学会としての姿を今後見

要になってきたし，
なおかつそれぞれの分野で専門

せていかなければいけないというところからこの

性が求められてきているということだと思います．

学術総会のテーマについて
まずは学術総会のテーマについてお聞きいたし
ます．今 回 の テ ー マ は
「The Next Evolutionary
Step Forward：今，
踏み出す明日への一歩」
ですが，
テーマはどのようにして決めたのでしょうか．
西村令喜先生
（以下，
西村） テーマを決めるにあた
っては九州の実行委員の先生方からいくつかのテー

テーマにしました．

学術総会概要

バイオロジーに関して
――見どころはたくさんあるかと思いますが，
まず

――今回の学術総会の会期は6月28日
（木）
から6

は初日の第 1 会場での一番目，プレジデンシャル

月30日
（土）ですね．昨年から3日間になりました．

シンポジウム1「バイオロジーから見た乳癌の治療

プログラムを拝見すると，
とても充実しています．

戦略」
についてお聞かせいただけますか．

西村

昨年の仙台での総会から会期が 3 日間に

西村 乳癌の診断と治療はどんどん変わってきて

――1 日目の朝，その後にHortobagyi先生の個
別化についての特別講演があるわけですね．
また，
午後のプレジデンシャルシンポジウムでは
臨床試験のグローバル化ということで，こちらも
海外から招聘された先生のご講演があります．
西村

NSABP会長のWolmark先生にキーノート

講演をしていただくことになっています．
現在いろいろな臨床試験が行われていて，
新しい
治療法が世界中で開発されています．例えば治験で

マを出していただいて，
みんなの投票で決めたのです

なり，昨年の最終日は正午に終わっていたんです．

います．具体的に言うと検診が入ってきて，
かなり早期

はいまペルツズマブなどありますが，多くの場合，

が，
たまたま私がつくったタイトルが選ばれました．

今年は 3 日目の 1 5 時前までです．

に見つかる症例が増えてきました．また，
乳癌といって

海外と同時期に治験がスタートして行われています．

も，
手術だけで治るような人もいれば，
本当に抗癌剤の

そのため海外でどんどん症例が集まると，日本は

――西村先生の出された案が一番よいものだった

会場は9会場プラス示説会場があり，
施設では5つ，

ということで採用されたのですね．こちらのテーマ

ブロックで言うと3ブロックに分かれます．ちょうど

治療を手術直後からしなければいけないような方もい

入れる枠がなくなります．日本もある程度の症例を

のねらいを教えていただけますか．

梅雨時でもありますし，
移動が大変なので，
ランチョ

ますし，
残された時間があまりないような方もいます．

入れると，
そのデータをもって厚生労働省が認めて

ンセミナーの前後にちょっと時間をあけるなど，
プロ

ホルモン療法，
いろいろな治療，
抗癌剤にしてもその患

くれる，
ということになります．いまは日本だけで

ことで，
人間ですと成人式を迎え大人になるという

グラム的にはちょっと余裕を持たせています．また，

者さんにその治療が合うかどうかということも見極め

別の治験を行う必要がなくなってきています．

ことです．東北大学の大内憲明先生が大会長だった

10分間隔でシャトルバスを回そうと考えています．

西村 日本乳癌学会は今年で創立20年目という

ながらみていかないといけません．治療には分子標的

そういう意味でもグローバル化ということは重要

昨年のテーマは
「Challenge to the Future」
，
未来への

メイン会場となる第 1 会場（熊本市民会館の大

治療が入ってきたこともあります．いろいろな意味で

になってきているので，日本にはいろいろな臨床

挑戦でした．今年は
「The Next Evolutionary」
ですか

ホール）では特別講演，プレジデンシャルシンポジ

診断から治療がもう個別化ということになってきてい

試験のグループがありますが，
ぜひ日本全体が一緒

ら，
多少変えるという意味があるのですね．乳癌は医

ウムなどがあります．第 2 会場は主に診断を中心

ます．分子標的治療をきちんとしなければいけないと

になって，世界の中での日本の位置もぜひ高めて

師だけではなくて，
看護師さん，
薬剤師さん，
検査技

に．少しずつ分野ごとに会場は分かれています．

か，
患者さんの腫瘍のバイオロジーをきちんと評価し

いきたいのです．
――これはドラッグラグの解消にもつながるの

師さん，
いろいろな方たちが一緒にチーム医療とし

乳癌診療に従事していない先生方はどうして

て，
それに応じた治療対策を立てるというのが，
いまは

て乳癌に立ち向かっていって，
乳癌患者さんと家族の

3 日間も，
9 会場も 1 0 会場も要るのかとみんな不思

一番大事になってきています．ですから，
ただ乳癌とい

満足を得られるように治療をしていくわけですが，

議がられるんですね．でも乳癌とはいっても例え

うだけではなくて，
バイオロジーと生物学的な特性を

その中で乳癌学会の果たす役割も大きくなってきて

ば診断もマンモグラフィ，エコー，針生検とある．

見極める，
そこがポイントになります．

います．そういう意味で，
大人になった乳癌学会とし

各分野に専門性がより求められてきていますの

――それぞれの患者さんにできるだけ最適な治療

NSABPとか，
アメリカ，
ヨーロッパはいわゆる国際

て新しく踏み出すために，
いままで積み重ねてきた

で，
それについて勉強する必要があります．そうい

をするためには，バイオロジーを認識することが

化ということで結構一緒にやっているし，
ヨーロッ

ものを集約して，
次のステップにつなげていこうと

うことから，
どうしても会場が分かれてきますね．

大切になってくるのですね．

パは小さい国がいっぱいありますので，
当然のこと

でしょうか．
西村

当然，海外と一緒に試験をすることはそ

ういうことだと思います．

東京などの大都会では抗癌剤の治療を専門にする

西村 バイオロジーをきちんと認識していく．例え

また，テーマを決めたのは昨年の東日本大震災

先生がいるし，
診断は診断の先生がいるし，
手術だけ

ば，
ハーセプチンがHER2の細胞外ドメインにくっつ

いままでは日本国内でいろいろ試験をやっていま

の前ではありましたが，復興に向けて日本全体と

の先生がいるけれど，
地方の病院では診断して手術

いて作用する，
細胞内では多くのシグナル伝達系があ

した．国際化ということを考え始めたのは最近なん

してみんなで協力していこうと．そういうことも

もして抗癌剤も，
と何もかもしなければいけません．

って，
それぞれをブロックするような薬がいまは開発

ですね．国際化はとても重要だと思います．

踏まえて，新しい第一歩を踏み出したい，という

とはいえ，
その中で自分の興味があるところを皆さ

されてきているんです．ですから分子標的治療もどの

その臨床試験も，今後は当然各バイオロジーに

願いが込められています．

ん，
研究しています．学会では，
それを専門にしてい

辺のシグナルを抑える薬なのかということを認識し

基づいた臨床試験ということになると思います．

いう節目の会にしたいというのが一番にあります．

ながら多国間で治験をやっているような時代です．

「今，
踏み出す明日への一歩」
というのは，
もちろん

る人が発表するし，
専門にしていなくても自分はこ

て使わないと分からなくなってきます．分子標的治療

乳癌の患者さんにこういう治療をしましょうでは

直訳ではありません．
「The Next Evolutionary Step

う思うというように，
いろいろな人たちが集まって

は今後ますます複雑になってくると思われますし，
い

なくて，こういう因子を持った方にこういう治療

Forward」
ですから，
前に向かって進んでいくという

討議する場です．地方ですべてやらなければいけな

ままでと違った副作用の出現など知っておくべき事

をしましょうという流れにだんだんなっていく．

ことです．さあ，
みんなで踏み出していこう，
新たな

いような人たちは，
いま専門にしている人はこうし

も増加しそうです．より専門性が求められることにな

やはり，バイオロジーのことはリンクしていくと

時代に行こう．乳腺外科ができたし，
各大学に乳腺

ているんだとか，
この辺までは専門性を高めておく

るでしょう．

思っています．患者さん毎に特化した，個別化し

外科の講座もできたし，
乳癌というものが社会的に

べきだというのがその会場に行くと分かると思うの

今回，
特別講演，
招待講演はそういうバイオロジー

たような治療を目指していますし，そういう意味
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して，韓国の先生方にも各セッションで発表して

設けました．超音波は診察室に置いていて，
みんな

いただくようにしました．そしてもう一つは 2 日目

結構使うんですね．でも，
超音波で腫瘤があるかどうか

の午後に予定しているAsian Symposiumです．ヨー

をみるのは，
なかなか難しいのです．慣れていないと囊胞

ロッパ，アメリカいわゆる西欧が乳癌を引っ張っ

をみたりとか，
ちょっとした乳腺症の影を腫瘤とみた

ていますが，やはり人種が違えば考え方も違うし，

りするんです．ですから，
エコーをちゃんとセミナー

そういうことも踏まえて一緒にアジアとして乳癌

で勉強していただくことは必要だと思います．

西村

患者さんのためにも個別に対応していく

ことが重要と考えます．

一般演題・e-ポスター

にどう取り組んでいくかというのも大事だと思う

また，
今回の学会では，
看護師さん，
薬剤師さん向

のです．日本と韓国と台湾の先生方に早期乳癌の

けのセミナーを開催します．もちろん今までにも看護

西村

手術と治療ということについて，各国の事情なり

セミナーはありましたが，
今回はランチョンセミナー

ました．

をお話しいただきます．

でも看護師さん向けのものがありますし，
薬剤師さん

――一般演題だけでですか．

向けのサテライトシンポジウムもあります．

西村

――英語でのセッションは，
ヘッドホンでの通訳
などもないのですか．
では診断から個別化していくと思うんですね．

――やはり患者さんに対し，個別に対応する必
要があるのですね．

西村 なしですね．英語で発表して，
英語で質疑

――薬物療法となると，
やはり副作用などは薬剤師
さんも詳しいですしね．

―― 一般演題もたくさんあります．
今回，一般演題の応募が 1 , 9 9 4 演題あり

ええ，一般演題の応募が 1 , 9 9 4 演題です．

ただ，
すべてを採用するわけにはいかなくて，
査読
委員の先生方に厳密に 1 つの演題を二人で見て

今回の総会では，
論文でしか見たことがない海外

応答して，会場に来た方は英語で聞く．ですから

西村 薬剤師さんの服薬指導というのも大事で

いただいて採用する演題を決定しました．二人の

からの著名な方たちの講演を直接，
生で聴くことが

日本語の分からない韓国の先生方が座長にいるの

すし，患者さん方に抗癌剤投与前に薬の説明など

先生がそれぞれ 1 点は不採用，
5 点はぜひ採用とい

できます．昨年，
大震災で日程が変更になったりして

です．日本人同士だと変な感じかもしれないです

もしていただいています．こういう副作用が起こ

うように 1 点から 5 点まで 5 段階で採点して，それ

来られなかった先生方，Hortobagyi先生，Perou先生に

が，
日本語が通じない方がいると，努力してしゃべ

りうるということをあらかじめ説明しておくのと

を総合した点数で厳密に審査しました．

も今度はぜひ来てくださいとお願いしたら，
喜んで

ろうとする．今回演題を出した方は結構英語を

そうでないのとでは，実際に副作用があった時の

来てくださるということでした．あとMitch Dowsett

しゃべり慣れている人が多いとは思いますが，

患者さんの気持ちはだいぶ違います．また患者さ

先生やMinckwitz先生やPaik先生，
遺伝子の分野だっ

しかしそんなに上手ではなくても一生懸命そうやっ

んに，自分はいろいろな職種の方に守られている

西村 多くを発表するためには，
場所的な問題も

たりバイオロジーの分野だったり本当に世界的に著名

て発表して，英語で質疑応答することに慣れてい

という安心感をもっていただけたら，ちゃんと治

ありますよね．そのため，今度初めて，e-ポスター

な方が来てくださいます．そのような世界のトップ

ただく．こういう学会でそのような機会があると

療を受けようという気持ちにもなっていただけ，

というコンピュータ上で見られるコーナーを設け

の方たちがどういうふうに考えていって，
どのよう

若い人たちもここで英語で発表しようと勉強する

より治療効果も上がる可能性は高いと思います．

ることになりました．ですから，一般演題は一般

な研究の方向にあるかを知ることは，
今後の日本の

でしょう．St. Gallenなどのいろいろな国際学会に，

嫌々受けるよりは絶対いいと思います．

口演と示説，それに加えてe-ポスターとなります．

レベルを上げるのにやはり必要だと思います．ぜひ

日本人はかなり参加しています．そういう国際学会

――そうですね．具体的にこういう副作用がある

e-ポスターで採用された方たちはあらかじめポス

皆さんに来ていただきたいと思います．懇親会にも

に行き慣れるためにも，日本でもこういう英語で

かもしれないけれども，それを乗り越えるとこう

ターというか，
スライドを送っていただいて，
それ

その先生方に来てくださいとお願いする予定です．

のセッションはあっていいと思うのです．

いうふうによくなっていくということがあらかじめ

を各会場で閲覧できるようにしました．

楽しい，
内容のある話ができたらと思います．

国際化，英語でのセッション
――いま，お話の中で国際化が重要だと伺いま
したが，
今回のプログラムでは，
英語でのセッション

各種セミナー
――参加される先生方は乳癌の専門でない先生
も多いのでしょうか．
西村

たくさんいらっしゃると思います．乳癌

分かっていると不安が少なくなり，治療に前向き
になれる気がします．
西村

副作用が出た方に効果が高いというデータ

もときどきあるんですね．

――応募が増え，発表するチャンスが得られ
にくくなったのでしょうか．

――発表の場が増えたわけですね．閲覧は会場
の中だけしかできないのでしょうか．
西村

もちろん来ないと駄目です．いくつかの

会場でコンピュータで見られるようにします．発表

――お聞きしたことがございます．

される方も，データだけを送ればいいのではなく，

学会の教育研修委員会で教育セミナーを行ってい

西村 それがどこまで本当か．そういうデータも

ちゃんと参加してくださいと言っています．その

西村 乳癌はとくに国際化という意味ではほかの

ますが，認定医ではない方たちがかなり受けてい

あるし，
関係ないというのもあるので……．副作用が

方たちも参加して初めて発表したことになる，
とい

領域に比べるとかなり進んでいると思います．海外

ます．専門医ではない方，例えば地方で一般消化

出た方にそういうことを話して励ますと，
患者さん

うことです．

の情報も私たちはすぐ取り入れられますので，
そう

器をやっている先生でも，教育セミナーで基本的

同士のコミュニケーションは強いので，
「副作用が出

いう意味で国際化ということで英語のセッションを

な部分を押さえるという意味もあって，教育セミ

た方が効くらしいよ」
ということが患者さんの間で

8セッション設けています．ほかの内科系の学会，
日

ナーを聞きに来ていただいています．

伝わっていきますし，
となると，
副作用の出ない方か

――e-ポスターの導入について伺いましたが，
他

らは
「副作用が出ない私は効かないの」
と逆に言われ

にも今回の学会で新たな試みなどはございますか．

もあるようです．

本癌治療学会でもそういうのがあるんですね．乳癌
学会になかったのでそれを正式に取り入れました．

――セミナーは，病理診断や画像診断，看護セミ
ナーもありますね．

その中で韓国の先生方にかなり協力していただ

西村 画像診断セミナーでは，
いままではマンモ

いて，
各セッションに日本人と韓国の先生が座長を

グラフィだけだったのですが，
超音波のセミナーも

ますからなかなか難しいです．明確でないことは言

臨床腫瘍学会との合同シンポジウムなど

西村

特別企画として，最終日に日本臨床腫瘍

うべきではないけれども，
出た方にはときどき言う

学会との合同シンポジウムがあります．化学療法，

こともありますし，
難しいですね．

薬物療法の専門のオンコロジストと手術する先生
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とがいると，
どういうふうに考えているのか，
お互い

――外科医になられて 3 年目ぐらいでもわりと

のことを理解し合うことが必要です．外科の立場

全摘ですぐ手術をさせてもらえたというのは聞い

と臨床腫瘍学会のオンコロジストの立場，
同じよう

たことがございます．

なものを見て，
どのように考えて治療しているか，

西村

ですよね．要するに昔はバイオロジーとか

お互いの意見をすり寄せ合う必要があります．臨床

個別化とか，何もなくて，とにかくほとんどの癌が

腫瘍学会の学術集会でも乳癌学会との合同シンポ

触って分かるような大きさ，
所見でした．僕が医者

をまたやっていただきます．

になりたてのころは，
もう針生検もしないで取って

また，新たなこととしては，スマートフォンや
タブレットで抄録，プラグラムが閲覧できるよう

しまっていました．
それが，
いまは乳房を残すし，
リンパ節も取らない

にします．これはまだ出来上がっていませんが，

ことも増えてきました．手術が変わってきたのは

おそらく間に合うと思います．

乳癌に対する研究が進んでバイオロジーが分かって

それと参加費ですが，いままで会員も準会員も

きて，
放射線，
抗癌剤，
ホルモン療法とかいろいろな

一般参加も一律 1 5 , 0 0 0 円だったのですが，今回は

治療ができるようになったからです．だからそう

準会員，
医師以外の方は事前登録をすると10,000円

いうものが一緒になって進歩し，
いまの時代になって

になるようにしました．ほかの学会は結構値段が

きたわけで，
今後もまだまだ進んでいくと思います．

違いますので，参加費を少し安くして多くの方に

いろいろな分野で専門性が求められて，
それぞれの

集まっていただきたいと考えています．

いいところ，
貢献している部分があると思われますし，

また，どの会員が参加したかどうかが自動的に
分かるように，
QRコードを各会員に配布して，
それ

そういうところをちゃんと認識して，
うまく治療法
を組み立てていく時代になってきた，
と思います．

で登録するようにします．認定医の更新などにも

乳癌の治療は手術だけではなく，
患者さんによって

必要なポイントにもつながりますから，QRコード

治療法，
予後も違ってきます．そういう研究の面白さ

を利用してください．

というものが分かってくると，
ますます楽しくなっ

第20回学術総会の特徴
――今回の学術総会だけの，特徴のようなもの
はございますか．
西村

2 0 周年記念レセプションを開催します．

てきます．そういうところを若い先生方にも伝えてい
きたいし，一生懸命になる人が増えると，患者さん
にとっても当然利益になるわけです．そういう意味
で，
自分一人で，
自分のところだけの研究ではなく，
みんなで集まり研究成果を出し合い，
ほかの人の研

会場では第 1 回目の乳癌学会学術総会からの 2 0 年

究成果を聞く機会を持つという総会が年に1回ある

の歴史をパネルで紹介しようと思っています．

というのはやはり必要だと思っています．

――いままでの乳癌学会の歴史ですね．
西村

それと，
今回の乳癌学会は，
熊本市が政令

指定都市になって最初の大きなイベントだという
ことです．
――市を挙げての大きなイベントとして乳癌学会
が開催されるわけですね．

学術総会開催の意義
――最後に，
日本乳癌学会の学術総会を行う意義
について，
先生のお考えをお聞かせください．
西村

昔の外科の医局は全国どこもそうでした

が，乳癌というのは手術で切除すれば治る疾患と
思われていて，
すぐに手術で取っていました．

――いろいろな方々の話を集中して3日間で聞く
ことができると，頭にも入りやすいですね．
西村

そう思います．学会中に自分には関係ない

セッションと思いふらっと出ていったりする方が
いるのですが，
乳癌に関してはそういう方は少ない
ようです．日本乳癌学会の学術総会では，毎年皆
さん，熱心に聞いておられます．皆さん，よく勉強
されるし，
大事な学会だと思います．ぜひ成功させ
たいと思っております．
――本日はお忙しいところをたくさんお話し
いただきましてありがとうございました．
（2 0 1 2 年 4 月 1 2 日インタビュー）
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◆臨床試験情報

臨床試験情報
試験名

ステータス

実施責任組織

登録数

Chemotherapy With or Without Trastuzumab After
Surgery in Treating Women With Invasive Breast
Cancer

Recruiting

NSABP

3,260

＊1
A Clinical Trial Comparing the Combination of TC
Plus Bevacizumab to TC Alone and to TAC for Women
With Node-Positive or High-Risk Node-Negative,
HER2-Negative Breast Cancer

Active,notrecruiting

NSABP

3,900

＊1
Trial of Vinflunine Versus Alkylating Agent in
Metastatic Breast Cancer

Active,notrecruiting

Pierre Fabre Medicament

Efficacy Study of Adjuvant Chemotherapy for
Chinese Primary Breast Cancer Patients

Active,notrecruiting

Fudan University

3,200

＊1
A Study of Trastuzumab Emtansine (T-DM1) Plus
Pertuzumab/Pertuzumab Placebo Versus Trastuzumab
[Herceptin] Plus a Taxane in Patients With Metastatic
Breast Cancer (MARIANNE)

Recruiting

Hoffmann-La Roche

1,092

An Open-Label Study of Trastuzumab Emtansine
(T-DM1) vs Capecitabine+Lapatinib in Patients With
HER2-Positive Locally Advanced or Metastatic Breast
Cancer (EMILIA)

Recruiting

Genentech

＊1
Adjuvant Systemic Treatment for (ER)-Positive
HER2-negative Breast Carcinoma in Women Over 70
According to Genomic Grade (GG): Chemotherapy
+ Endocrine Treatment Versus Endocrine Treatment
(ASTER 70s)

Notyetrecruiting

UNICANCER

＊1
A Study of Trastuzumab Emtansine in Comparison
With Treatment of Physician's Choice in Patients With
HER2-Positive Breast Cancer Who Have Received at
Least Two Prior Regimens of HER2-Directed Therapy
(TH3RESA)

Recruiting

Genentech

Study of Denosumab as Adjuvant Treatment for
Women With High Risk Early Breast Cancer Receiving
Neoadjuvant or Adjuvant Therapy (D-CARE)

Recruiting

Amgen

SWOG-8814 Tamoxifen With or Without Combination
Chemotherapy in Postmenopausal Women Who Have
Undergone Surgery for Breast Cancer

Active,notrecruiting

Southwest Oncology Group

＊1
A Study of Pertuzumab in Addition to Chemotherapy
and Herceptin (Trastuzumab) as Adjuvant Therapy in
Patients With HER2-Positive Primary Breast Cancer

Recruiting

Hoffmann-La Roche

＊1
A Randomized Study of TH Versus THL in First Line
Treatment of HER2-positive Metastatic Breast Cancer
(TH V THL)

Recruiting

All Ireland Cooperative
Oncology Research Group

600

＊1
A Study of Avastin (Bevacizumab) in Combination
With Chemotherapy in Patients With Breast Cancer
Progressing After First-Line Therapy With Avastin and
Chemotherapy (TANIA)

Recruiting

Hoffmann-La Roche

488

＊1
Docetaxel and Cyclophosphamide Compared
to Anthracycline-Based Chemotherapy in Treating
Women With HER2-Negative Breast Cancer

Notyetrecruiting

NSABP

＊1

＊1

594

＊1

980

2,000

795

＊1

4,500

＊1

3,806

1,843
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◆臨床試験情報

試験名
＊1
Tamoxifen Citrate, Letrozole, Anastrozole, or
Exemestane With or Without Chemotherapy in
Treating Patients With Invasive RxPONDER Breast
Cancer

ステータス

実施責任組織

登録数

Recruiting

Southwest Oncology Group

4,000

Evaluation of Trastuzumab without Chemotherapy
as a Postoperative Adjuvant Therapy in HER2 Positive
Elderly Breast Cancer Patients: Randomized Controlled
Trial (N-SAS BC07/RESPECT)

Enrollingbyinvitation

AX Versus AC as Adjuvant Treatment for NodeNegative Breast Cancer

Recruiting

Peking Union Medical
College Hospital

300

TAC Versus TCX as Adjuvant Treatment for NodePositive Her2-Negative Breast Cancer

Recruiting

Peking Union Medical
College Hospital

400

Daily Everolimus in Combination With Trastuzumab
and Vinorelbine in HER2/Neu Positive Women With
Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer

Recruiting

Novartis Pharmaceuticals

572

Addition of Carboplatin to Neoadjuvant Therapy for
Triple-negative and HER2-positive Early Breast Cancer
(GeparSixto)

Recruiting

German Breast Group

600

Trial of Vinflunine Plus Capecitabine in Advanced
Breast Cancer

Active,notrecruiting

Pierre Fabre Medicament

770

＊2

＊1

＊1

RESPECT 実行委員会

300

＊1

＊1

＊1

試験名

ステータス

実施責任組織

登録数

LUX-Breast 1: BIBW 2992 (Afatinib) in HER2positive Metastatic Breast Cancer Patients After One
Prior Herceptin Treatment

Recruiting

Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals

780

＊1
Bevacizumab and Paclitaxel or Bevacizumab,
Cyclophosphamide, and Capecitabine as First-Line
Therapy in Treating Women With Locally Advanced,
Recurrent, or Metastatic Breast Cancer

Recruiting

Swiss Group for Clinical
Cancer Research

142

＊1
Continued HER2 Suppression With Lapatinib Plus
Trastuzumab Versus Trastuzumab Alone

Recruiting

GlaxoSmithKline

280

＊1
Adjuvant Chemotherapy for Elderly Non Frail
Patients With an Increased Risk for Relapse of a
Primary Carcinoma of the Breast (ICE II)

Recruiting

German Breast Group

400

A Study to Compare Subcutaneous Versus Intravenous
Administration of Herceptin (Trastuzumab) in Women
With HER2Positive Early Breast Cancer

Active,notrecruiting

Hoffmann-La Roche

596

＊1
Trastuzumab Administered Concurrently or
Sequentially to Anthracycline-containing Adjuvant
Regimen for Breast Cancer

Recruiting

Peking Union Medical
College Hospital

200

＊1
Capecitabine (NX) Versus Docetaxel Plus Capecitabine
(TX) as 1-line Chemotherapy on Metastatic Breast
Cancer (MBC)

Recruiting

Chinese Academy of
Medical Sciences

200

＊1
Neo Adjuvant Chemotherapy in Triple Negative
Breast Cancer

Recruiting

The Netherlands Cancer
Institute

270

Trastuzumab or Lapatinib Ditosylate in Treating
Women With Early Breast Cancer

Recruiting

Institute of Cancer Research,
United Kingdom

250

600

＊1

＊1

Everolimus in Combination With Exemestane in the
Treatment of Postmenopausal Women With Estrogen
Receptor Positive Locally Advanced or Metastatic
Breast Cancer Who Are Refractory to Letrozole or
Anastrozole

Active,notrecruiting

＊1
A Study of Avastin (Bevacizumab) + Xeloda
(Capecitabine)as Maintenance Therapy in Patients
With HER2-Negative Metastatic Breast Cancer

Recruiting

Hoffmann-La Roche

490

Recruiting

A Randomized Study to Determine the Efficacy
of a Taxane and Bevacizumab With or Without
Capecitabine as First Line Chemotherapy in Patients
With Metastatic Breast Cance (TABEA)r

Neoadjuvant Treatment of Docetaxel, Anthracycline
and Cyclophosphamide (TAC) Versus Docetaxel and
Cyclophosphamide (TC) in Triple-Negative or Her2
Positive Breast Cancer (NATT)

Shanghai Jiao Tong University
School of Medicine

Recruiting

German Breast Group

432

Notyetrecruiting

Hoffmann-La Roche

1,500

P h a s e I I I Tr i a l C o m p a r i n g C a p e c i t a b i n e i n
Combination With Sorafenib or Placebo in the
Treatment of Locally Advanced or Metastatic HER2Negative Breast Cancer

A Study of Pertuzumab in Combination With
Herceptin (Trastuzumab) and A Taxane in First-Line
Treatment in Patients With HER2-Positive Advanced
Breast Cancer (PERUSE)

Recruiting

Recruiting

Danish Breast Cancer
Cooperative Group

1,500

＊1
A Phase 3, Multi-Center Study of Gemcitabine/
Carboplatin, With or Without BSI-201, in Patients With
ER-, PR-, and Her2-Negative Metastatic Breast Cancer

＊1
Trial of Endocrine Against Locoregional Therapy
First in Postmenopausal Women With Early Breast
Cancer (REAL)

Active,notrecruiting

Everolimus in Combination With Trastuzumab and
Paclitaxel in the Treatment of HER2 Positive Locally
Advanced or Metastatic Breast Cancer (BOLERO 1)

Notyetrecruiting

Hoffmann-La Roche

2,500

Recruiting

Novartis Pharmaceuticals

＊1
A Study of Assisted- and Self-Administered
Subcutaneous Herceptin (Trastuzumab) as Adjuvant
Therapy in Patients With Early HER2-Positive Breast
Cancer (SafeHer)

ARCAGY/ GINECO GROUP

198

Recruiting

NCIC Clinical Trials Group;
National Cancer Institute
(NCI)

Recruiting

A Phase III Randomized Trial of Metformin vs
Placebo in Early Stage Breast Cancer

＊1
1st Line Treatment of Bevacizumab-Taxane vs
Bevacizumab-Exemestane in Metastatic Breast Cancer

3,582

Recruiting

Fudan University

232

Letrozole in Treating Breast Cancer in Postmenopausal
Women With Stage I, Stage II, or Stage III Breast Cancer
Previously Treated With Tamoxifen

Gemcitabine Plus Cisplatin Versus Gemcitabine Plus
Paclitaxel in Triple Negative Breast Cancer (TNBC)

Recruiting

GIM

4,050

＊1
The BEACON Study (Breast Cancer Outcomes With
NKTR-102)

Recruiting

Nektar Therapeutics

840

＊1
Lapatinib Plus Capecitabine Versus Trastuzumab
Plus Capecitabine in ErbB2 (HER2) Positive Metastatic
Breast Cancer

Recruiting

GlaxoSmithKline

＊1
Comparing t he Efficacy and Tolerab ilit y of
Fulvestrant 500 mg Versus 250 mg in Postmenopausal
Women With Advanced Breast Cancer

Recruiting

AstraZeneca

220

＊1

Novartis Pharmaceuticals
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＊1

＊1

＊1

Bayer

Sanofi-Aventis
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＊1
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Melatonin as Adjuvant Therapy in Breast Cancer
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Khon Kaen University
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＊1
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in Patients Treated With A/T for HER2 Negative
Metastatic Breast Cancer (PROCEED)

Recruiting

National Cancer Center,
Korea
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A Study to Compare the Safety and Efficacy of an
Aromatase Inhibitor in Combination With Lapatinib,
Trastuzumab or Both for the Treatment of Hormone
Receptor Positive, HER2+ Metastatic Breast Cancer

Recruiting

GlaxoSmithKline
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Study Evaluating The Effects Of Neratinib After
Adjuvant Trastuzumab In Women With Early Stage
Breast Cancer
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Pfizer
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Alternative Non-cross-resistant Adjuvant Chemotherapy
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AstraZeneca

Prognostic and Predictive Impact of uPA/PAI-1
(Chemo N0)
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Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

689

Multicentric Randomized Trial Comparing Adjuvant
Chemotherapy With Gemcitabine Versus 5-fluorouracil,
Leucovorin, Irinotecan and Oxaliplatin (mFolfirinox)
in Patients With Resected Pancreatic Adenocarcinoma

Recruiting

UNICANCER

490

A randomized controlled trial comparing primary tumor
resection plus systemic therapy with systemic therapy
alone in metastatic breast cancer (JCOG1017, PRIM-BC)

Openpublicrecruiting
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200

＊1

＊1
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25
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therapy after breast-conserving surgery: CONBAT trial
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06: New primary Endocrine-therapy Origination
Study(NEOS))
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tumors after preoperative chemotherapy: Phase-III
comparative study(JBCRG-04)
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実施責任組織
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乳腺外科

1,400

＊2
Phase III trial evaluating the role of continuous
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2,500

NSABP：National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, GIM：Gruppo Italiano Mammella, JCOG：日本臨床腫瘍研究グループ,
JBCRG：Japan Breast Cancer Research Group
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原著

2010.10.13受付

乳房温存手術における oncoplastic surgery
―広範乳腺脂肪弁による乳房形成術―
小 川 朋 子＊1
柏 倉 由 実＊1

花 村 典 子＊1
張
心 慧＊1

山 下 雅 子＊1
稲 上 馨 子＊1

木 村 弘 子＊1
三 井 貴 子＊1

Breast-conserving oncoplastic surgery ―Mammoplasty using an extended glandular flap：Ogawa
T＊1, Hanamura N＊1, Yamashita M＊1, Kimura H＊1, Kashikura Y＊1, Zhang X＊1, Inakami K＊1 and Mitsui T＊1
(＊1Department of Breast Surgery, Mie University Graduate School of Medicine)
Many Japanese women have dense mammary glands, and blood flow in the breast is likely to be
maintained after a large movement of mammary glands and fat tissue. We perform mammoplasty using
an extended glandular flap for breast cancer of the upper region in patients with dense mammary glands
in relatively small breasts. Herein, we introduce the procedure. Before surgery, the nipple level and upper
margin of the breast below the clavicle are marked in a standing position. After partial mastectomy, the
anterior greater pectoral muscle is dissected up to the mark, followed by subcutaneous dissection and joining
with the dissected wound of the greater pectoral muscle. The perforators of the internal thoracic artery and
vein must be conserved in cases of lateral tumors, and the lateral thoracic artery and vein for cases of medial
tumors. In mammoplasty, the breast is pressed from the cranial and lateral sides to position the nipple at the
marked site. This oncoplastic surgical procedure is suitable for Japanese with dense mammary glands.
Key words：Oncoplastic surgery, Breast-conserving reconstruction, Glandular ap
（3）
：335〜340, 2011
Jpn J Breast Cancer 26

はじめに

しにくい，対称性を確保するための健側乳房の形
成術が日本では保険診療外で希望する人が少ない，

欧米では乳房温存術において腫瘍の根治と乳房

なども影響している．したがって，日本人の乳房

整容性の両立をめざした oncoplastic surgery の概

にあった oncoplastic surgery を考案していくこと

1〜4）

．日本でも温存術が始

が必要と考えている．日本人は欧米人に比し高濃

まった当初，欧米に比し小さな乳房に対し大きく

度乳腺が多く，高濃度乳腺は乳腺・脂肪織を大き

切除することが多かったため，より大きく切除し

く移動しても脂肪性乳腺より血流が保たれやす

た部位へ広背筋弁の補填を行う手技5）が報告され

い4）．われわれは，このことを利用した広範乳腺

ている．しかし，現在，日本において乳房温存術

脂肪弁による oncoplastic surgery を施行し，良好

は乳癌手術の過半数を占める標準手術となってい

な整容性を得ているのでその手技を紹介する．

念が広く普及している

るにもかかわらず，いまだ，oncoplastic surgery
が普及しているとは言い難い．これには，乳房に
対する欧米人と日本人の意識の違いもあるが，乳
房サイズが違うため欧米の手技をそのまま利用

1 ．手術手技（図 1 ）
1 ）術前デザイン（図 2 ）
まず臥位でエコー検査を行い，腫瘍の位置と切
除予定範囲をマークする．術前エコー検査の際，

＊

1 三重大学医学部 乳腺外科

ドップラーエコーを用いて第 2 ，第 3 肋間からの
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大胸筋前面・皮下剥離範囲

皮下剥離範囲

図3

乳房下溝線の皮下と胸壁筋肉との固定

図1

作成した広範乳腺脂肪弁

手術手技のシェーマ

は腋窩郭清は，同切開創または腋窩の小切開創か

行い，先に行っておいた大胸筋の剥離創とつな

ら行う．

げて広範乳腺脂肪弁を作成する（図 3 ）
．この際，

3 ）広範乳腺脂肪弁の採取
（ 1 ）大胸筋前面の剥離

図 2 術前のデザイン
腫瘍の位置と切除範囲，乳腺・脂肪織の移動予定範囲，乳房下溝線，乳頭の高さ，皮切予定線，内胸動脈貫
通枝の位置をマークする．

内胸動脈貫通枝や外側胸動脈からの分枝なども確

定するが，腫瘍が皮膚に近接している場合は直上

認しておくと術中の損傷が防げる．次に立位で頭

の皮膚を無理に残さず，切除しても立位で乳頭

また，境界部での段差が生じないように，徐々に

前にマークした位置まで大胸筋前面の剥離を十分

皮弁が厚くなるように皮下の剥離を行うことが大

に行う．この際，ライトガイド付きレトラクター

切である．腫瘍が外側なら外側胸動静脈からの枝，

（有限会社フォーメディックス）を用いると，小

内側なら内胸動静脈の貫通枝は切離せざるを得な

切開創でも視野が充分確保され，腋窩の創も利用

い．したがって，外側腫瘍では内胸動静脈の貫通

するとかなり広範に大胸筋前面の剥離を行うこと

枝，内側腫瘍では外側胸動静脈の枝を必ず温存し

ができる．頭側の乳腺・脂肪織は立位と臥位でか

なければならない．血管の部位を術前にドップラ

なり位置が変わり，立位では鎖骨より尾側にある

ーエコーで確認しておくことで，確実な温存が可

マークが，臥位では鎖骨上に移動することがある．

能となる．

しかし，立位でマークした部位まで剥離しておく

採取した乳腺脂肪弁で欠損部充填が可能かを確

と，術後，立位で自然な形が得られるので十分剥

認し，難しいようなら，外側や内側の剥離を追加

離しておくことが重要である．ただし，鎖骨下周

しておくが，外側・尾側・内側の皮下剥離は乳房

囲では胸肩峰動脈胸筋枝からの分枝が乳腺に入っ

形成時に追加できるので，必要以上に剥離しない

てくるので，出血させないように注意が必要であ

よう気をつける．

る．
なお，乳頭より尾側は肋間から太い穿通枝が乳

側の乳腺・脂肪織の移動予定範囲，乳房下溝線の

乳輪の位置が偏位しにくい切開線をデザインする．

位置をマークする．通常，乳腺・脂肪織の移動予

切開線の位置は患者の嗜好もあり，術前に患者の

小限とする．外側は必要であれば広背筋前縁付近

定範囲は立位で乳房の厚みがあると思われる部位

意見も確認するようにしている．

まで剥離しておくが，この際も前鋸筋前面から出

2 ）乳房部分切除

にマークしておく．最後に立位で皮膚切開予定線

術前のデザインに沿って皮膚切開を行い，乳房

をマークする．原則，立位で目立たない位置に予

部分切除を行う．センチネルリンパ節生検あるい

と，術後，肋骨が浮き上がり整容性が不良となる．

腋窩や乳房部分切除を行った創から，頭側は術

腺に入ってくるので，大胸筋前面の剥離は通常最

までである．また，この際，乳頭の高さも胸骨部

頭側の皮弁はある程度皮下脂肪を残しておかない

る穿通枝を切離しないように注意を払う．
（ 2 ）皮下剥離
皮下の剥離も頭側は術前にマークした部位まで

なお，脂肪性乳腺では，広範に剥離を行うと脂
肪壊死に陥るため，この手技の適応にはしていな
い．
4 ）広範乳腺脂肪弁による欠損部の充填と乳房
形成
乳房切除部位に広範乳腺脂肪弁を補填し，吸収
糸で固定する．この際，乳頭の位置が立位でマー
クした位置になるように，助手に頭側・外側から
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図 4 乳房の形成
頭側・外側から乳房を圧迫した状態で乳房を形成し，吸収糸で固定．
図6

図 5 乳房下溝線の再形成
乳房下溝線予定部の皮下に吸収糸をかけ，頭側から乳房を圧迫してきれいな乳房下溝線のラインができるか
確認後，胸壁に縫合固定．

乳房を圧迫してもらった状態（図 4 ）で縫合を行

5 ）乳房下溝線の再固定

う．また，乳房形成を行う際に皮膚にひきつれが

乳房下溝線の部位まで皮下剥離を行った場合は，

術後写真（放射線照射後，術後 6 カ月）

以上の操作によって，ややボリュームが足りな

式であった6）が，日本人の乳房ではこの術式が適

くなった乳房でも比較的良好な形に形成すること

応になる症例は少ない．ヨーロッパではすでに

ができる（図 6 ）
．

oncoplastic surgery の概念は確立し，さまざまな

6 ）ドレーン挿入，閉創

方法が報告されており2〜4），これらを日本の乳腺

術後，長期に液が貯留したり，術後出血をおこ

外科医も学ぶことが必要であるが，日本人の乳房

して血腫を形成すると整容性が非常に不良となる

にあった oncoplastic surgery を考案していくこと

ため，腋窩郭清を施行しなかった症例でも原則皮

も重要である．

下にドレーンを留置している．閉創の際，頭側の

われわれが行っている広範乳腺脂肪弁が適応に

皮膚を尾側に伸ばして皮下を吸収糸で数針，大胸

なるのは高濃度乳腺で欠損部が大きな上部領域乳

筋や残存乳房へ固定している．この操作は乳頭乳

癌症例であるが，日本人では上記の適応に当ては

輪の頭側偏位を予防するのに役立つ．ただし，皮

まる症例が比較的多い．広範乳腺脂肪弁は血管吻

下組織に深くかけすぎると，術後，皮膚に凹みを

合などの手技は必要ないので乳腺外科医のみで十

生じてしまうことがあるので注意が必要である．

分行える手技である．また，基本的に乳房内組織

7 ）術後の写真撮影

を移動して乳房を形成しているので，再手術で乳

術後は必ず臥位だけでなく座位でも診察を行い，

房切除が必要になった場合でも，ドナーサイトの

座位の状態での整容性評価を行う．また定期的に

損失はない．この手技を用いることで，変形のた

座位（または立位）で写真撮影を行い，経時的に

めにこれまで温存が無理と考えられていた症例に

客観的な整容性評価を行っていくことが重要であ

対しても満足のいく乳房温存術が提供できように

る．

なると考えている．

2 ．考

察

通常の乳房部分切除において，周囲の組織を剥
離し縫合するという手技は，剥離の範囲の違いは

生じた場合は，さらに皮下の剥離を行い，ひきつ

術前にマークした乳房下溝線の皮下と筋肉を吸収

ヨーロッパにおいて約20年前に行われた乳房温

れを解消しておく．立位での状態を意識して乳房

糸で数針縫合固定し，乳房下溝線を再形成してお

存術時の oncoplastic surgery は大きな乳房の下部

弁は誰もが使用している flap であると思われる．

領域乳癌に対し乳房縮小術の手技を利用した術

しかし，乳房全摘術後の乳房再建において，同じ

形成を行うことで術後の整容性が格段に良くなる． く（図 5 ）．

あるにしろ一般的に行われており，乳腺脂肪織
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腹直筋皮弁や広背筋皮弁を使用していても，施設
や術者によって整容性に大きな違いが生じるのと
同様に，同じ乳腺脂肪織を使用していてもさまざ
まな工夫によりできあがりの乳房の形は大きく異
なってくる．術前術後の写真をとらない形成外
科医はいないと思われるが，術前術後の写真を
全例撮影して評価している乳腺外科医は少ない．

oncoplastic surgery の概念を日本で確立していく
ためには，乳腺外科医が形成外科医の考え方と手
技を学ぶことが，腫瘍の局所コントロールととも
に重要である．
今回紹介した広範乳腺脂肪弁による oncoplastic

surgery は局所コントロールに必要十分な病変部
の切除に加え，術前の立位でのデザインと血管
の確認，術後の乳房の形を意識した皮弁の厚さ
の調節，術中の血管の確認と温存，立位での形
を意識した乳房形成術時のチェックなど，形成外
科で通常行われる手技を含んだ方法である．今後
さらに症例を増やし，適応や合併症などの検討を
行うことが必要であるが，日本人の乳房にあった

oncoplastic surgery の 1 つであると考えている．
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