
作用があまりないようなレベルで、そ
ういう薬が開発できたらいいと考えて
います。
　大西　最初の臨床に戻るのですけれ
ども、よくポリープを取りますが、遺
伝子が幾つかかかわって、がんができ
る。ポリープを切除するのは意義があ

るのでしょうか。
　佐藤　これは間違いなく、ポリープ
が時間を経ることによってだんだんが
んになっていきますので、悪くなる前
に芽を摘んでおくことが早期発見、早
期治療という点で大事になってきます。
　大西　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅲ）

国立がん研究センター中央病院副院長
藤　原　康　弘

（聞き手　齊藤郁夫）

分子標的治療薬の現状

　齊藤　まず、分子標的薬とはどのよ
うなものなのでしょうか。
　藤原　分子標的薬というのは、簡単
に言えば、いろいろながんの増殖を規
定するようなメカニズムがありますけ
れども、そのそれぞれの特異的な場所
に作用して、抗がん作用を発揮する薬
と思っていただいていいと思います。
　齊藤　これはどのような物質なので
すか。
　藤原　大きく分けて、化学合成から
できる小分子化合物と呼ばれるものと、
それから抗体ですね。
　齊藤　標的としてはどのようなもの
があるのでしょうか。
　藤原　これまで知られているもので
いえば、だいたい６つか７つぐらいに
大別できるターゲットがあります。ま
とめると、キナーゼ、細胞表面抗原、
血管新生にかかわる因子、ニボルマブ
とかペムブロリズマブのような免疫チ
ェックポイント阻害薬がターゲットに
するのは免疫チェックのいろいろな経
路、それからプロテオソームやヒート

ショックプロテイン、メチル化をはじ
めとするエピジェネティックスな変化、
DNAの修復、こういうものがターゲ
ットです。
　齊藤　実際、臨床に入ってきたのは
いつごろからなのですか。
　藤原　欧米でこういう分子標的薬が
最初に市場あるいは診療に導入された
のは1990年代後半、1997～1998年ぐら
いからです。日本ではそれよりちょっ
と遅れて、2000年代前半、2001～2002
年あたりから診療に導入され始めてい
ます。
　齊藤　最近、急速に増えてきている
のでしょうか。
　藤原　過去の承認品目を見直してみ
ると、2010年以降は急速に分子標的薬
が市場に入ってきて、我々の診療にも
導入されて、2011年、2012年を過ぎて
から、30個以上の分子標的薬が診療に
導入されています。
　齊藤　日本と外国との差は何かあり
ますか。
　藤原　私どものがんセンターでは、
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場にいろいろな薬が入っていますけれ
ども、甲状腺がんのレンバチニブだと
高血圧が非常に有名ですし、腎がんに
使うスニチニブだと従来型の血液毒性、
クリゾチニブという肺がんのALK阻害
薬は従来の吐き気に加えて、物がギラ
ギラ見えたりする視覚異常などを訴え
る患者さんがいます。それから、ゲフ
ィチニブをはじめとするEGFRレセプ
ターのタイロシンキナーゼの阻害薬は
皮膚の湿疹、爪の炎症や皮膚の乾燥感
など、様々な副作用も出てきています。
　直近で一番有名なのはニボルマブ、
ペムブロリズマブに代表される免疫チ
ェックポイント阻害薬です。この薬は、
特に下痢、大腸炎、肝障害が副作用と
して有名ですが、下垂体炎や重症筋無
力症、副腎機能不全、劇症１型糖尿病、
心筋炎、通常の抗がん剤であまり皆さ
んが想定されないような副作用が投与
後に経験されることから、非常に我々
も注意しながら使わなければいけない
と、いつも肝に銘じているところです。
　齊藤　高血圧とか腸炎が起こり、開
業されている先生のところにいらっし
ゃる可能性もあるのですね。
　藤原　そこが一番我々としても心配
しているし、各種医療連携、病診連携
を通じて注意しないといけないと思っ
ているところです。開業医の元に、例
えば重症筋無力症であったり、下垂体
機能不全などで体がだるくてとか、力
が入らないと飛び込まれる方もいらっ

しゃるでしょうし、糖尿病なども、い
きなり糖尿病が出てくる方もいます。
のどが渇いて、ひどくなると意識障害
も出てきますので、そういう方々の病
歴を取ってみて、実は分子標的薬が使
用されていることがわかると、対応が
非常に違ってきたりします。ぜひ開業
の先生方にも分子標的薬はいろいろな
副作用があることを頭の隅に置いてい
ただければと思います。
　齊藤　もう一つ注目されている面が
費用ですけれども、これはいかがでし
ょうか。
　藤原　これもすごく大きな問題で、
皆さん、ニボルマブばかりに注目され
ていると思うのですけれども、国立が
んセンターでは２年ぐらい前から、海
外で承認されて日本で未承認の抗がん
剤のリストをつくっています。その中
で薬価、特に１カ月の薬剤費を集計し
ています。そうすると、この直近10年
ぐらいで承認されている抗がん剤の大
半は月の薬剤費が100万円以上です。
半分以上の薬が月の薬剤費が300万円
を超えるのです。ですから、ニボルマ
ブ並みの抗がん剤がどんどんこれから
我々の診療現場に入ってくると思って
いただいてけっこうです。
　齊藤　患者さん個人の負担としては、
今、日本ではある程度国でカバーされ
て、それほど多くないということです
か。
　藤原　そうですね。国民皆保険制度

だいたい半年に一度ぐらい、海外で承
認されていて日本で未承認の抗がん剤
の集計をしているのです。そのデータ
を見ると、2017年３月末の時点では約
50個の抗がん剤、主に分子標的薬にな
りますが、これがまだ国内では未承認
です。欧米では使える、という状況に
あります。
　ただ、その薬を見てみると、いわゆ
る五大がんについての未承認というの
はほとんど今はなくて、血液がんとか、
いわゆる希少がんですね、そのあたり
の薬がなかなか世界の現状にキャッチ
アップできていないのが実態です。
　齊藤　具体的にはどのようなものが
ありますか。
　藤原　希少がんの領域では血液がん
ですが、私は乳がんが専門なので、私
どもの領域で今非常に遅れ感を持って
いるのはサイクリンディペンデントカ
イネース４、６を阻害する抗がん剤で
す。パルボサイクリブというのとリボ
サイクリブという２つがあるのですけ
れども、最初のものはアメリカでは
2015年、リボサイクリブは2017年３月
に承認されたばかりです。ホルモン療
法が効かないような方に、ホルモン療
法と一緒に使う、従来のアロマターゼ
阻害薬と併用します。この薬は渇望さ
れています。事実、私どももいろいろ
な治験で使っていますけれども、使い
やすい薬でもあり、１年あるいは２年
以内には日本の診療現場に入ってこな

いと困ると思っています。
　齊藤　アメリカ等で承認が早いとい
うことは、何か工夫があるのですか。
　藤原　海外も含めて、特に欧州、ア
メリカ、日本でも、いかに早くいい薬を
市場に導入するかという工夫がされて
いて、アメリカでは2012年からbreak-
through therapy designationというの
ですが、この制度で、いい抗がん剤に
関してはアメリカでの承認を担当する
FDAが製薬企業を非常に手厚く保護
して、早く薬を世に出すような手助け
をする仕組みを導入しました。日本は
それに合わせて、１年ぐらい遅れまし
たけれども、先駆け審査制度というも
のをつくって、やはり製薬企業の開発
を後押ししていますし、ヨーロッパで
は、EMAがプライムという仕組みを
つくって開発を後押ししている現状に
あります。
　齊藤　非常に明るい側面がある一方、
ネガティブな面もなくはないというこ
とでしょうか。
　藤原　分子標的薬は、当初はターゲ
ットががんに関係するから副作用が少
ないと思われている方々もいたのです。
代表的な例は、ゲフィチニブ（イレッ
サ）です。あれは分子標的薬として注
目され、有効性が高く、ミラクルだと
思われたのが、実は間質性肺炎のよう
な、非常に今まで少ない頻度だったも
のが頻発したことから世間の注目を集
めました。それ以降、10年ぐらい、市
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場にいろいろな薬が入っていますけれ
ども、甲状腺がんのレンバチニブだと
高血圧が非常に有名ですし、腎がんに
使うスニチニブだと従来型の血液毒性、
クリゾチニブという肺がんのALK阻害
薬は従来の吐き気に加えて、物がギラ
ギラ見えたりする視覚異常などを訴え
る患者さんがいます。それから、ゲフ
ィチニブをはじめとするEGFRレセプ
ターのタイロシンキナーゼの阻害薬は
皮膚の湿疹、爪の炎症や皮膚の乾燥感
など、様々な副作用も出てきています。
　直近で一番有名なのはニボルマブ、
ペムブロリズマブに代表される免疫チ
ェックポイント阻害薬です。この薬は、
特に下痢、大腸炎、肝障害が副作用と
して有名ですが、下垂体炎や重症筋無
力症、副腎機能不全、劇症１型糖尿病、
心筋炎、通常の抗がん剤であまり皆さ
んが想定されないような副作用が投与
後に経験されることから、非常に我々
も注意しながら使わなければいけない
と、いつも肝に銘じているところです。
　齊藤　高血圧とか腸炎が起こり、開
業されている先生のところにいらっし
ゃる可能性もあるのですね。
　藤原　そこが一番我々としても心配
しているし、各種医療連携、病診連携
を通じて注意しないといけないと思っ
ているところです。開業医の元に、例
えば重症筋無力症であったり、下垂体
機能不全などで体がだるくてとか、力
が入らないと飛び込まれる方もいらっ

しゃるでしょうし、糖尿病なども、い
きなり糖尿病が出てくる方もいます。
のどが渇いて、ひどくなると意識障害
も出てきますので、そういう方々の病
歴を取ってみて、実は分子標的薬が使
用されていることがわかると、対応が
非常に違ってきたりします。ぜひ開業
の先生方にも分子標的薬はいろいろな
副作用があることを頭の隅に置いてい
ただければと思います。
　齊藤　もう一つ注目されている面が
費用ですけれども、これはいかがでし
ょうか。
　藤原　これもすごく大きな問題で、
皆さん、ニボルマブばかりに注目され
ていると思うのですけれども、国立が
んセンターでは２年ぐらい前から、海
外で承認されて日本で未承認の抗がん
剤のリストをつくっています。その中
で薬価、特に１カ月の薬剤費を集計し
ています。そうすると、この直近10年
ぐらいで承認されている抗がん剤の大
半は月の薬剤費が100万円以上です。
半分以上の薬が月の薬剤費が300万円
を超えるのです。ですから、ニボルマ
ブ並みの抗がん剤がどんどんこれから
我々の診療現場に入ってくると思って
いただいてけっこうです。
　齊藤　患者さん個人の負担としては、
今、日本ではある程度国でカバーされ
て、それほど多くないということです
か。
　藤原　そうですね。国民皆保険制度

だいたい半年に一度ぐらい、海外で承
認されていて日本で未承認の抗がん剤
の集計をしているのです。そのデータ
を見ると、2017年３月末の時点では約
50個の抗がん剤、主に分子標的薬にな
りますが、これがまだ国内では未承認
です。欧米では使える、という状況に
あります。
　ただ、その薬を見てみると、いわゆ
る五大がんについての未承認というの
はほとんど今はなくて、血液がんとか、
いわゆる希少がんですね、そのあたり
の薬がなかなか世界の現状にキャッチ
アップできていないのが実態です。
　齊藤　具体的にはどのようなものが
ありますか。
　藤原　希少がんの領域では血液がん
ですが、私は乳がんが専門なので、私
どもの領域で今非常に遅れ感を持って
いるのはサイクリンディペンデントカ
イネース４、６を阻害する抗がん剤で
す。パルボサイクリブというのとリボ
サイクリブという２つがあるのですけ
れども、最初のものはアメリカでは
2015年、リボサイクリブは2017年３月
に承認されたばかりです。ホルモン療
法が効かないような方に、ホルモン療
法と一緒に使う、従来のアロマターゼ
阻害薬と併用します。この薬は渇望さ
れています。事実、私どももいろいろ
な治験で使っていますけれども、使い
やすい薬でもあり、１年あるいは２年
以内には日本の診療現場に入ってこな

いと困ると思っています。
　齊藤　アメリカ等で承認が早いとい
うことは、何か工夫があるのですか。
　藤原　海外も含めて、特に欧州、ア
メリカ、日本でも、いかに早くいい薬を
市場に導入するかという工夫がされて
いて、アメリカでは2012年からbreak-
through therapy designationというの
ですが、この制度で、いい抗がん剤に
関してはアメリカでの承認を担当する
FDAが製薬企業を非常に手厚く保護
して、早く薬を世に出すような手助け
をする仕組みを導入しました。日本は
それに合わせて、１年ぐらい遅れまし
たけれども、先駆け審査制度というも
のをつくって、やはり製薬企業の開発
を後押ししていますし、ヨーロッパで
は、EMAがプライムという仕組みを
つくって開発を後押ししている現状に
あります。
　齊藤　非常に明るい側面がある一方、
ネガティブな面もなくはないというこ
とでしょうか。
　藤原　分子標的薬は、当初はターゲ
ットががんに関係するから副作用が少
ないと思われている方々もいたのです。
代表的な例は、ゲフィチニブ（イレッ
サ）です。あれは分子標的薬として注
目され、有効性が高く、ミラクルだと
思われたのが、実は間質性肺炎のよう
な、非常に今まで少ない頻度だったも
のが頻発したことから世間の注目を集
めました。それ以降、10年ぐらい、市
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の中ですし、３割負担で、さらに年収
に応じて高額療養費制度があるので、
ご自身の負担はそれほど大きくはなら
ないと思います。
　齊藤　ただ、国全体としては多いと
いうことで、今何か試みがなされてい
ますか。
　藤原　ニボルマブの事態、あるいは
ハーボニーというC型肝炎の薬を端緒
にして、日本でも費用対効果分析をこ
のような薬の使用に際して導入し、効
果の高い、しかも価格が高い薬はいい
けれども、効果があまり高くないのに
値段が高い薬は診療現場では慎重に使
うことを検討する動きが、中医協の中
の費用対効果専門部会で進んでいます。
　齊藤　使うからにはしっかり効く患
者さんに使っていこうということで、
何か新しい動きがありますか。
　藤原　使う中で、今から世の中に出
てくるのは遺伝子情報、ゲノムの情報
に基づいた薬、分子標的薬を使うのが
潮流になると思います。その中で、こ
としに入って厚生労働省ではがんゲノ
ム医療推進コンソーシアム懇談会とい

うものを設置していて、そこで2018年
度診療報酬改訂に向けて様々な議論が
されています。例えば、がんゲノム医
療中核拠点をいろいろな地域につくっ
て、そこでゲノム解析をして分子標的
薬を投与することも考えられています
し、網羅的に遺伝子解析をして、これ
には次世代シークエンサーを使います
が、様々な遺伝子、100ぐらいの遺伝
子を一度に解析して、その結果を基に
薬を投与することも試みることが議論
されています。
　齊藤　従来は一つひとつのドライバ
ージーンを探していっていたのですね。
　藤原　そうですね。コンパニオン診
断というのを聞かれたことがあるかも
しれませんけれども、一つの薬に一つ
の診断、体外診断薬で遺伝子異常を検
出して投与するというのが一般的だっ
たのですけれども、次世代シークエン
サーを使えば、100以上の遺伝子異常
が一度に見つかりますので、コンパニ
オン診断の概念が、だんだんとこれか
らは変わってくると思っています。
　齊藤　ありがとうございました。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅲ）

国立がん研究センター中央病院放射線治療科長
伊　丹　　純

（聞き手　大西　真）

放射線治療・粒子線治療の動向

　大西　伊丹先生、放射線治療・粒子
線治療の動向について教えていただけ
たらと思います。
　まず、放射線治療の種類とか現況、
いろいろ盛んに行われていると思いま
すが、そのあたりから教えていただけ
ますか。
　伊丹　放射線治療は、外から放射線
をかける外部照射、それから放射線の
線源、照射線の源を腫瘍の中に直接刺
入したりする内部照射、腔内照射とか
組織内照射、内部照射。あと、液体状
の放射線同位元素を注射して行う内用
療法の３つに大きく分けられます。ど
れも腫瘍に放射線のエネルギーをでき
るだけ集中させようと、いろいろな工
夫をする中で、粒子線治療とか、この
後のホウ素中性子捕捉療法（BNCT）
が出てきました。とにかく大きく分け
て、外から照射するもの、腫瘍の中に
線源を直接入れるもの、血液を介して
腫瘍に集中させるものに分けることが
できます。
　大西　それぞれの特徴といいますか、

利点などあると思いますが、まず外か
らの照射に関して教えていただけます
か。
　伊丹　外からの照射は、今の放射線
治療の90％ぐらいを占める治療で、患
者さんに寝ていただいて、周りを機械
が動いて放射線治療をしてくれます。
患者さんは特に痛みもないですし、非
常に集中してかけられるので、昔、テ
レコバルトなどを使っていたときは非
常に成績が悪かったのですけれども、
今は非常に切れ味のいい放射線で、い
い成績が得られるようになってきまし
た。
　もう一つの内部照射、小線源治療と
いうものですけれども、これは患者さ
んには、経皮的に線源を直接がんの中
に入れていくので、我々の技術も必要
としますし、患者さんも多少痛いので、
しっかり全身麻酔とかを使って行うよ
うなかたちになります。
　内用療法は注射すれば自然に患部に
集中するような薬を使います。例えば、
最近ではラジウム223というα線を出
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