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補 遺 

 

本邦において、T790M 変異血漿検査が承認されたのに続いて、2017 年 8 月 10 日にゲフィチニブ、エ

ルロチニブ塩酸塩及びアファチニブマレイン酸の非小細胞肺癌（NSCLC）患者への適応を判定するための

補助に用いるために血漿から抽出したゲノム DNA 中の EGFR 変異の体外診断薬として「コバス®EGFR 変

異検出キット v2.0」が承認された。 

 

「コバス®EGFR 変異検出キット v2.0」を用いた血漿検査の留意点 

米国では 2016 年 6 月に、エルロチニブのコンパニオン診断として血漿サンプルを用いた「コバス®EGFR

変異検出キット v2.0」の使用が承認されている。 

米国での承認は、IIIB / IV 期 NSCLC の第一選択薬として、エルロチニブとシスプラチン＋ゲムシタビ

ンの有効性と安全性を評価するための多施設オープンラベル無作為化第 III 相試験（ENSURE 試験）1 に基

づいている。ENSURE 試験においては、647 名の NSCLC 患者がスクリーニングされ、601 名にて組織検

体を用いた「コバス®EGFR 変異検出キット v1.0」による EGFR 変異検査で有効な結果が得られた。その

うち、血漿検査に十分な量（2.0mL 以上）の血漿サンプルが得られた 441 名中、血漿検査で有効な結果が

得られた 431 サンプルを対象に EGFR 変異（エクソン 19 欠失変異または L858R 変異）の有無を、組織

検体の結果と比較した（表 1）2,3。このように組織での検査を規準とした場合の陽性一致率（感度）は 76.7％

にとどまるが、陰性一致率（特異度）は 98.2％ときわめて高いことから、同じ血漿検査といえども T790M 

変異の場合とはかなり事情が異なることは留意しておくべきであろう。 

血漿検査用「コバス®EGFR 変異検出キット v2.0」は、NSCLC と病理組織診断または細胞診断された患

者において、何らかの理由で組織検体や細胞検体を用いて EGFR 変異を測定できない場合に血漿検体を用

いて測定することを目的としている。しかしながら、その高い陰性一致率（特異度）からこの検査で陽性

である場合は組織での EGFR 変異が陽性とほぼ同等の EGFR-TKI の奏効が期待できるといえよう。一方、

EGFR 変異が血漿検体中に検出されない患者は、偽陰性*注１の可能性が少なくないことを考慮して、再生

検の可能性について検討し、採取可能となれば組織検体や細胞検体で EGFR 変異検査を行うことが推奨さ

れる。 
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「コバス®EGFR 変異検出キット v2.0」の「感度（最小検出感度）」について 

「コバス®EGFR 変異検出キット v2.0」を用いた検出率、偽陰性率についての議論がなされており、そ

の中で「コバス®EGFR 変異検出キット v2.0」の感度についての疑義が生じている。「コバス®EGFR 変異

検出キット v2.0」の「感度 (最小検出感度) 」については、「肺癌患者における EGFR 遺伝子変異検査の

手引き 第 3.05 版」 の表 2 には EGFR 遺伝子変異の検出法とその特性が記載されているが、本記載は組

織検体を用いた場合の感度である。血漿を用いた場合の最小検出感度については、コバス® EGFR 変異検

出キット v2.0 の添付文書の【性能】の項に、血漿検体へ 220 bp に断片化した Cell line DNA を spike-in

した際のデータが示されている（表 2）。野生型 DNA 約 100,000 コピー/mL 中における変異型 DNA の

検出限界（コピー数）が記載されており、最低で 100 コピー（25～100）とされている。ここから各部位

の最小検出感度を計算すると、0.025%（S768I およびエクソン 20 挿入）～0.1% (L858R および T790M)

である。したがってコバス® EGFR 変異検出キット v2.0 の血漿を用いた際の最小検出感度は 0.１％程度

であると考えられる。 

 

 

 

T790M 血漿検査の検査回数について 

T790M 変異は，EGFR-TKI に対する耐性獲得の過程で出現することが多く、T790M 変異陽性の腫瘍細

胞数は耐性獲得後、臨床経過とともに徐々に増加するという特徴がある。体内の腫瘍細胞数が増加するに

つれて、血液中の腫瘍細胞由来漏出 DNA が出現し増加するのに伴って、血漿検査による T790M 変異の検

出率が上昇する。従って、同一患者において、最初の血漿検査で T790M 変異が検出されない場合でも、

体内の腫瘍細胞数の増加に伴って、後日再度の血漿検査で T790M 変異が検出される場合がある。 

T790M 変異の血漿検査の承認後、実地診療における血漿検査の偽陰性*注１の頻度に関して十分なデータ

は取りまとめられていないが、アストラゼネカ社の「EGFR T790M 変異血漿検査結果提供プログラム」に

おける T790M 変異陽性率の低さが議論となっている（陽性率 15%前後）。EGFR-TKI に対する耐性獲得

後に臨床経過とともに T790M 変異血漿検査の陽性率が徐々に上昇することが報告されており 4,5、検査結

果が血漿検査の時期に大きく依存することが示されているが、最適な血漿検査の時期については未だ知見
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はない。今後、血漿検査時期による陽性率等の検討により、最適な血漿検査時期が推奨された場合におい

ては、T790M 変異血漿検査を患者当たり１回に限り算定することは許容され得ると考えられる。しかし、

最適な血漿検査時期を推奨できない現時点においては、過度に検査回数を制限することは、血漿検査の偽

陰性を招いて、T790M 変異陽性患者のオシメルチニブ治療の機会を喪失することが強く懸念される。さら

に、肺癌患者の EGFR 阻害薬治療および化学療法の臨床経過において奏効と増悪を繰り返すことに伴って、

T790M 変異陽性細胞の出現状況（陽性または陰性）が動的に変化することも報告されている 6。以上より、

患者の不利益を回避する観点から、初回の T790M 変異血漿検査が陰性であっても、病勢の進行等により

T790M 変異陽性が強く疑われる症例であって、再生検が不可能であり、かつ再度治療選択を検討する必要

がある場合等においては、再度（複数回）の T790M 変異血漿検査の実施が望ましい*注 2。 

 

同一月中の T790M 血漿検査・組織検査の実施について 

オシメルチニブの治療対象者は EGFR-TKI 治療後に耐性を獲得し増悪した患者であり、その投与可否判

断のための EGFR 変異検査は腫瘍組織を用いて施行されるが、組織採取が困難な際には血漿検査が選択さ

れる場合があり、血漿を用いた T790M 変異検査の提供はオシメルチニブの治療機会の喪失を最小限とす

る観点から、患者にとって大きな福音と言える。「肺癌患者におけるEGFR遺伝子変異検査の手引き 第3.05

版」においても原則として血漿検査は組織検査が困難な場合に限定することを推奨している。 

血漿検査が優先される場合として、組織検査の標的病巣部位が内科的に到達困難で手術等の侵襲的な手

技が必要な場合もしくは全く組織検査不能の場合や、組織検査による出血、縦隔炎、呼吸不全、肺炎、気

胸等のリスクを考慮した結果、組織検査のリスクが高いと判断された場合が想定される。以上のような場

合において T790M 変異血漿検査が実施されるが、結果が陰性の際には、組織検査合併症のリスクが高い

ことを承知の上で気管支鏡生検、CT 下生検等による組織採取に踏み切る例や侵襲を伴う全身麻酔下外科的

手術（肺切除、縦隔鏡下切除、骨転移・病的骨折手術、転移性腫瘍切除等）により腫瘍組織を採取する例

がある。このような症例においては血漿検査から時間を置かずに組織採取並びに組織検査を行う必要性か

ら、同一月中に血漿検査と組織検査、双方の実施が必要となる場合がある*注 2。 
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*注 1 血漿検査の偽陰性（組織検査において変異陽性であって血漿検査で変異が検出されないこと） 

*注 2 血漿検査の検査回数については，保険診療上、「患者 1 人につき 1 回に限り算定できる」という算定

制限が設けられている。また、同一月中に血漿検査および組織検査の双方が実施された場合は，保険

診療上、「主たるもののみ算定する」という算定制限が設けられている。 

 


