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初版の序
上皮成長因子受容体（EGFR：Epidermal Growth Factor Receptor）は膜貫通型受容体チ
ロシンキナーゼであり，このチロシンキナーゼ領域の活性化すなわちリン酸化が癌の増殖，
進展に関わるシグナル伝達に重要であると認識されている．このような観点から EGFR
は癌治療の分子標的として注目され，EGFR チロシンキナーゼ阻害剤（EGFR-TKI）や抗
EGFR 抗体等が開発された．
わが国においては EGFR-TKI の 1 つであるゲフィチニブが 2002 年 7 月，世界に先駆け
て承認され，2007 年 10 月には同種同効のエルロチニブも認可されている．2009 年 4 月現在
まで，EGFR-TKI 製剤は 8 万 5 千人を超す非小細胞肺癌患者の治療に使われている．腺癌，
非喫煙者を中心に劇的な効果を示す例も経験される中，科学的な効果予測因子として
EGFR 遺伝子変異が最も重要な因子であると，少なくとも日本を含めたアジアでは認識さ
れている．この様な背景から 2007 年 6 月に EGFR 遺伝子変異検査は保険収載されたもの
の，本検査の実際について解説したものはなかった．
2009 年 2 月 26 日の日本肺癌学会理事会において，光冨徹哉理事より
「肺癌患者における
EGFR 遺伝子変異検査の解説」
の作成が提案され，承認後，僅か 1 ヶ月余で本解説が完成し
た．これも光冨理事はじめ 7 名の EGFR 解説作成委員の労に負うこと大であり，深甚の敬
意と謝意を捧げたい．なお本書は EGFR 遺伝子変異検査の解説にとどまらず，EGFR-TKI
の臨床試験の結果や基礎的な最新の知見等の解説も含まれており，肺癌治療医のみならず
多くの医療関係者に裨益することを期待している．

日本肺癌学会理事長
一瀬幸人

i

はじめに
上皮成長因子受容体（EGFR）特異的なチロシンキナーゼ阻害剤（TKI）であるゲフィチニブ
（イレッサⓇ）が 2002 年の夏に承認されて 5 年半が経過し，2007 年の末にはエルロチニブ（タルセ
が承認された．これらの薬物は化学療法の不応例にもしばしば劇的な臨床症状および画像上
バⓇ ）
の改善をもたらす．
2004 年春，肺癌における EGFR 遺伝子の突然変異が発見され，これを機に EGFR-TKI の研究は
おおいに加速することとなった1,2）．われわれの理解は未だ完璧とは言い難いが，EGFR 遺伝子変
異の存在が EGFR-TKI でベネフィットを得る患者の選択に有用であることは，とくにわが国の肺
癌の研究者にとって，ほぼコンセンサスに達したと考えられる．EGFR 遺伝子検査は保険収載され
ているものの，この検査の実際については各地域，病院ごと，主治医ごとにばらばらに行われて
いるのが実情である．この手引きでは現時点での知見をもとに検査の実際の解説を試みた．

EGFR によるシグナル伝達（図 1）
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EGFR は HER ファミリーとよばれる 4 つのレセプター分子族の一員であり，EGFR HER1
erbB1，HER2 neu erbB2，HER3 erbB3，HER4 erbB4 の 4 つ の 分 子 か ら な っ て い る．HER
ファミリーの増殖因子（リガンド）は 11 種知られているが，EGFR に特異的に結合するグループ
（EGF，TGFα，amphiregulin
（AR））
，EGFR と HER4 に結合するグループ（betacellulin
（BTC），
heparin-binding EGF（HB-EGF）
，epiregulin），HER3，HER4 に結合するグループ（neuregulin
（NRG）
（別名 heregulin）
）の三つに大別できる．HER2 には対応するリガンドがないが，常にリガ
ンドが結合して活性化した状態に類似の構造をとっており，後述するダイマーの相手として選ば
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図1
. EGFR経路．EGFRは細胞膜を貫通する受容体蛋白である．チロシンキナーゼは Nl
o
beと Cl
o
beよりなり
二つの l
o
beの間の c
l
e
f
tに ATPが結合する．EGFRTKIはこの部において ATPと競合阻害する．受容体に増殖
因子（リガンド）が結合すると，図に示すような非対称的な二量体（ダイマー）形成がおこり，ATPのリンが調
節ドメインのチロシン残基に移される．このリン酸化チロシンに種々の蛋白が結合していき次々と下流の蛋白が
活性化されていく．とくに重要なのが図に示した RASRAFMAPK経路と PI
3
KAKT経路である．
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れやすい．一方，HER3 はアミノ酸の置換によってチロシンキナーゼ活性を失っているが，Phosphatidylinositol 3-kinase（PI3K）の調節サブユニットである p85 の結合部位を多く有しておりダイ
マーの相手として，特にアポトーシスに関わるシグナル伝達に重要である3,4）．
リガンドが細胞外ドメインに結合すると，同一分子どうしでホモダイマーを形成したり，他の
HER ファミリー分子とヘテロダイマーを形成する．この場合 EGFR や HER4 どうしのホモダイ
マーの活性は低く，ヘテロダイマー特に HER2 とのヘテロダイマーの活性が高い．この後細胞内
ドメインのチロシンキナーゼ（TK）はお互いのチロシン残基をリン酸化して活性化される．する
とそのリン酸化部位に特異的に種々のアダプタータンパク（PLCγ，aCBL，GRB2，SHC，p85
など）が結合し，さらに下流の RAS-MAPK 経路，PI3K-AKT 経路，STAT 経路などに伝えられ
る．そして，増殖，アポトーシスの回避，血管新生，転移など，がん細胞にとって重要な表現型
に寄与すると考えられている3,4）．EGFR の過剰発現は肺癌を含む種々の腫瘍で高頻度に認めら
れ，予後にも関連するため，分子標的として注目されることとなった．

EGFR 低分子チロシンキナーゼ阻害剤
最初の EGFR-TKI であるゲフィチニブ（イレッサⓇ）はわが国では 2002 年の夏に承認された．
当初から劇的ともいうべき腫瘍縮小効果が女性，非喫煙者，腺癌を中心とした症例にみとめられ
た．
ゲフィチニブは EGFR 特異的な可逆的チロシンキナーゼ阻害剤であり，EGFR チロシンキナー
ゼに ATP と競合して結合することでその阻害効果を発揮する．2007 年末に承認されたエルロチ
ニブ（タルセバⓇ）もまた EGFR 特異的な可逆的チロシンキナーゼ阻害剤である．ゲフィチニブは
最大耐用量（MTD）700 mg 日であったが，ランダム化第二相試験で 250 mg と 500 mg が比較さ
れた際，有害事象は明らかに 500 mg に高頻度であったが，抗腫瘍効果は同等であったことから
250 mg が推奨量として以後用いられた5,6）．一方，エルロチニブは MTD 150 mg がそのまま推奨
量として用いられており，これらの用量で用いられた場合ゲフィチニブのトラフ値は 0.4 µM であ
るのに対してエルロチニブは 3.5 µM と報告されている7）．このことを反映してか皮疹や下痢など
の有害事象はエルロチニブの方に頻度が高い．
一方，ゲフィチニブ承認直後に副作用として致死的な急性肺障害が生じることが明らかとなり
大きな社会問題となった．その発症頻度は 4〜6％ で，発症者の死亡率はおよそ 30％ であった8）．
この肺障害は不思議なことに欧米のみならずアジアの他の国でも日本ほど問題となっていないよ
うであるが，台湾の小規模な検討では 5.8％ という発症率が報告されている9）．西日本胸部臨床腫
瘍研究機構（WJTOG）がおこなった 1976 例のゲフィチニブ投与患者の後ろ向き調査での臨床背
景別肺障害の発症率は全体で 3.5％，死亡率 1.6％ であった．臨床背景別の発症率は男性 5.8％，女
性 1.0％，非喫煙者 0.8％，喫煙者 6.2％，既存の間質性肺炎あり 13.9％，なし 3.8％ 等であった8）．
一方，アストラゼネカ社が行ったコホート内ケースコントロールスタディによるとゲフィチニブ
による肺障害は一般の化学療法剤より高頻度で，オッズ比は約 3 倍であった．喫煙者，既存の間
質影をもつ患者，PS 不良，正常肺占有率低下，55 歳以上，心血管系合併症などがリスク因子であ
るが，ゲフィチニブに特有なリスク因子は見いだされなかった10）．エルロチニブのデータは現在
集積中であるが，特定使用成績調査（全例調査）の中間解析結果では，肺障害の発生頻度は 1070
例中 66 例（6.2％）と同等程度であろうと考えられている．
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EGFR 遺伝子変異
第二相試験の段階から EGFR-TKI の臨床効果は女性，非喫煙者，腺癌，東洋人に高いというこ
とが知られていたが，EGFR の遺伝子変異も肺癌の患者としては特異なこれらの集団に頻度が高
い． これまでに報告された 2880 例を対象とした 13 の研究における EGFR 遺伝子変異の頻度は，
iii

東洋人（32％）
，非東洋人（7％）
，男
性（10％）
，女 性（38％），非 喫 煙 者
（47％）
，喫煙者
（7％），腺癌
（30％）
，
非腺癌（2％）など臨床背景に強く関
連していることがわかる（図 2）11）．
愛知県がんセンターの検討によると
組織型，性別，喫煙のうち独立して
EGFR 遺伝子変異にかかわっている
のは組織型と喫煙であった12）．女性
肺癌はほとんど非喫煙者の腺癌であ
ることから女性，非喫煙，腺癌と三つ
の条件を重ねても変異頻度は 63％ 程
図2
. 臨床背景別にみた EGFR遺伝子変異の頻度．
度にとどまる．一方，男性喫煙者腺癌
文献例 2
8
8
0例の集計による 11）．
は 30％，女性喫煙者腺癌では 50％ で
あり，
喫煙者でも腺癌であればかなり
の確率で EGFR 遺伝子変異が存在した．一方，男性喫煙者非腺癌では EGFR 変異は 132 例中 2 例
にすぎなかった．
組織学的には腺癌に多いが，未分化な腺癌で大細胞癌とも見なされるような症例，腺扁平上皮
（とくに腺癌との combined type）などでも EGFR 変異はまれならず検出され
癌13），小細胞癌14）
る＊．腺癌の亜型別にみると，細気管支肺胞上皮癌（BAC）の成分をもつ腺癌†15），TTF-1 やサー
ファクタントを発現しているような肺癌に頻度が高い‡16）．
EGFR 遺伝子変異は細胞内のチロシンキナーゼドメインに集中しているが，特に頻度が高いも
のはエクソン 19 のコドン 746-750 を中心とする部位の欠失変異（48％）とエクソン 21 のコドン
858 においてロイシンからアルギニンに変化する（L858R）点突然変異（43％）でこの二つで 90％
以上を占める11）．しかし，この欠失変異には欠失アミノ酸の個数や，アミノ酸置換を伴うものな
ど，多くのバリエーションが少なくとも 20 種はあるが，Tanaka らによる集計では日本人のエク
ソ ン 19 欠 失 変 異 141 例 中，お お い も の は E746-A750 の 単 純 欠 失 85 例，L747-E749 の 欠 失 に
A750P 変 異 が 加 わ っ た も の 12 例 L747-S752 の 欠 失 に P753S 変 異 が 加 わ っ た も の 11 例，
L747-S752 の単純欠失 5 例などである17）．次いで多いものはコドン 719 の点突然変異（G719X，ア
ミノ酸が C，S，A の場合が同程度ずつありまとめて X と表す），エクソン 20 の挿入変異でそれ
ぞれ 3〜4％ 程度である．このほかにまれな点突然変異が少数認められ，いくつかの複数の変異を
認める症例が存在する§（図 3）．

EGFR 遺伝子変異と EGFR-TKI 感受性
EGFR 変異と奏効に関連する 1335 例の報告をまとめてみると，EGFR に変異を有する肺癌 526
例中 377 例（72％）に TKI が奏効する一方，変異がない肺癌 809 例では 80 例（10％）に奏効する

＊

Toyooka らによる検討では腺扁平上皮癌 11 例中の EGFR 遺伝子変異頻度は 3 例
（27％）
であり，

!

1 例に KRAS 変異を認めた．一方，Tatematsu らによる小細胞癌の検討では EGFR 変異は 5 122

!

であったが，腺癌との combined type に限ると 3 15（20％）であった．これらの場合 EGFR 変異
は扁平上皮癌や小細胞癌の成分にも同様に存在しており，EGFR-TKI の奏効も期待できる．
†

BAC 成分を持つ腺癌での EGFR 変異率は 50％ から 65％ 程度と報告されている．また，BAC

成分を持つ腺癌は野口分類の肺胞置換タイプ（A，B，C 型）に相当し，EGFR 変異率は 40％〜
60％ と報告されている．
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図3
. EGFR遺伝子変異の分布と遺伝子変異別の奏効率 11）．

のにすぎない18）．また，EGFR 変異を有する症例でゲフィチニブ服用後の生存期間が有意に延長
しているとするものが多い19,20）．最近日本でおこなわれた EGFR 遺伝子変異陽性患者に対する 7
つの前向き解析の統合解析である I-CAMP でも，全体での奏効率は 148 例中 76.4％ であった21）．
一方，EGFR 遺伝子変異を有しない症例の EGFR-TKI の奏効率は〜10％ と報告されているが18），
この中には EGFR 遺伝子検査そのものに問題があって変異が検出されなかったものもはいって
いると考えられるので，解釈は難しい．昨年発表された IPASS 試験では
（後述），変異陽性および
陰性例での奏効率はそれぞれ 71.2，1.1％ であった．
変異の種類によっても EGFR-TKI の有効性が異なる．エクソン 19 の欠失変異の奏効率は 81％
であるのに対して，L858R は 71％ であり，G719X は 56％ である．特記すべきは 7 例のエクソン

Yatabe らは BAC 成分，TTF1 あるいはサーファクタントの発現のいずれかを有する肺腺癌を
TRU（terminal respiratory unit）型肺癌と呼んで EGFR 変異との関係を検討している．これは
WHO 分類による，多くの粘液非産生型の BAC，多くの乳頭型腺癌，混合型に相当する．195 例腺
癌の 76％（149 例）がこのタイプであり，このうち 61％ が EGFR 変異を有した．一方，EGFR
変異のある腺癌の 97 例中 94％ が TRU タイプである．一方，KRAS 変異のある 26 例中の 15 例も
この TRU タイプであった．すなわち TRU の肺癌が EGFR 変異肺癌を含んでいるという関係に
ある．
§

アミノ酸の一文字略号を用いている．A，アラニン；C，システイン；D，アスパラギン酸；E，

グルタミン酸；F，フェニルアラニン；G，グリシン；H，ヒスチジン；I，イソロイシン；K，リ
シン；L，ロイシン；M，メチオニン；N，アスパラギン；P，プロリン；Q，グルタミン；R，ア
ルギニン；S，セリン；T，スレオニン；V，バリン；W，トリプトファン；X，未知またはその他
のアミノ酸．
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20 の挿入変異を有する症例では奏効例がないことである（図 3）．
臨床上の大きな問題として，ゲフィチニブに初期には奏効したほとんど全ての症例が，後には
抵抗性となることがある．このような症例の約半数にもともとの欠失や L858R などの感受性をあ
げている遺伝子変異に加えて，コドン 790 のスレオニンからメチオニンへの変異（T790M）が二
次的に加わっている．T790M はまれに EGFR-TKI の治療前より存在し（1〜3％22）），この場合 TKI
の奏効は期待しがたい．また，もっとまれに肺癌多発家系に胚細胞変異として存在した例も報告
されている23）．T790M 単独でもマウスに肺癌を生じさせることも明らかとなっており24），耐性
のみでなく癌遺伝子としての機能も担っていることが示されている．
そのほかに L747S25），D761Y26），T854A27）も獲得耐性の原因として報告されているが，頻度が非
常に低く臨床的意義は高いとはいえない．残りの症例の獲得耐性の約半数は MET 遺伝子増幅に
よっており，これが EGFR を介さず ERBB3 を活性化することがそのメカニズムであることが示
された28,29）．将来的には，EGFR-TKI 耐性出現時などに再び遺伝子検査を行って，そのメカニズム
に応じた治療選択が可能となることが予測される．即ち，一人の患者の様々な臨床の局面におい
て繰り返し EGFR や関連遺伝子の状況を把握することがさらなる臨床成績の改善に結びつくこ
とが期待される．

EGFR-TKI の臨床試験と EGFR 遺伝子変異
EGFR-TKI を含んだ第 III 相比較試験では，negative な結果が続いた．まず，TKI の標準化学療
法への上乗せ効果および延命効果をみた四つの臨床試験ではいずれも negative であった30-33）．
TRIBUTE 試験の一部の症例でも EGFR 遺伝子解析がおこなわれているが，EGFR 変異は予後良
好因子でありエルロチニブの効果予測因子ではないとされた‖34）．次いで，ゲフィチニブ（ISEL
36）
と best supportive care の比較試験が行われたが，
試験35））あるいはエルロチニブ（BR. 21 試験）
BR. 21 試験のみで TKI の延命効果が示された．BR. 21 のサブ解析では EGFR 遺伝子コピー数が
効果予測因子として重要であり，変異は無関係と報告された37）．また，ISEL 試験でもコピー数は
予測因子となると報告されている（変異は報告なし38））．
最近報告されたものでは，進行または再発非小細胞肺癌に対するセカンドライン以降でのドセ
タキセルとの比較試験において，国内の V15-32 試験はゲフィチニブの非劣性が証明されず39），海
外での INTEREST 試験では非劣性が証明された40）．これらのサブ解析では INTEREST におい
て EGFR 変異が陽性では無増悪生存期間（PFS）がゲフィチニブの方が化学療法より長かったが
全生存期間（OS）の差は認められなかった41）．V15-32 では全体に EGFR 変異を有する患者の予後
が良好であったが，ドセタキセルとゲフィチニブの差は認められなかった42）．これらの解析はい

‖

効果予測因子と予後因子．一般にがんのバイオマーカーを論じる際，そのマーカーが予後因子

（prognostic factor）か（効果）予測因子（predictive marker）であるのかを分けて考える必要が
ある．
予後因子とは治療の影響なく生存期間に関係する因子であり，
効果予測因子は特定の治療を
施された場合に生存期間に関係する因子である．あるバイオマーカーによって治療選択を行おう
とする場合そのマーカーは予測因子である必要がある．EGFR-TKI 治療した患者において，EGFR
遺伝子変異を有するものの方が有しないものより予後がよい，
という場合，
EGFR 変異が予後因子
か予測因子かは区別できない．EGFR 変異があって化学療法を行った者よりも EGFR-TKI 治療を
行ったものの方が予後が良いという情報があってはじめて予測因子といえる．現に，EGFR-TKI
を使用していない肺癌切除後の予後解析からは EGFR-TKI 変異陽性の方が少なくとも単変量解
析では予後良好の傾向があることが報告されている．しかし，EGFR 変異は女性，非喫煙者といっ
た古典的な予後良好因子との交絡があり遺伝子変異の意義だけを解析することはほとんど不可能
である．
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表1
. 最近のゲフィチニブの臨床試験と EGFR変異との関連

ずれも全症例中のごく一部が後ろむきに解析されており，しかも一貫した結果ではないため解釈
は困難であった．
ASCO2008 ではゲフィチニブを化学療法後に逐次的に使用するか否かの第 III 相試験の結果
（WJTOG0203）が発表された．全症例については有意な延命効果は示されなかったが，腺癌では
有意な延命が示された一方，非喫煙者サブセットでは全体の生存は良好であるが二群間の有意差
はなかった．ゲフィチニブ群で実際にゲフィチニブが投与されたのは 57％ しかなかった一方，化
学療法群の 51％，さらに非喫煙者の化学療法群では 76％ に後治療としてゲフィチニブが投与さ
れており，解釈の難しい試験となっている43）．
Takano らは国立がんセンターにおいて治療を受けた肺癌患者をゲフィチニブの承認前の
1999〜2001 年と 2002〜2004 年の患者にわけて予後解析を行った．前者では 15％ のみがゲフィチ
ニブの投与をうけたのに対して後者では 91％ が投与をうけた．EGFR の変異の有無別に予後をみ
ると，EGFR 変異陽性の 2002〜2004 年群が MST 27.2 月であり，他の三群はみな一年前後であっ
た44）．先に述べた I-CAMP では 87 例がファーストラインとして 61 例がセカンドライン以降にゲ
フィチニブを投与されていた．そこでファーストラインにおいてゲフィチニブと化学療法を比較
したところ PFS の中央値は 10.7 月対 6.0 月であったが，OS には有意差はなかった（27.2 対 25.7
21）
．これらは RCT ではないものの，EGFR 変異が効果予測因子であることを強く示唆してい
月）
る．
EGFR-TKI はすべての肺癌患者に同様に効果のある薬剤ではないため，患者選択を行った臨床
試験を行う必要性があると思われる．アジアで行われた，軽―非喫煙者腺癌を対象とした，カル
ボプラチン＋パクリタキセル対ゲフィチニブの第 III 相試験である IPASS の結果が 2008 年の欧
州臨床腫瘍学会（ESMO）で発表された45）．この試験においてはアジア人，喫煙歴，腺癌という三
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つの臨床背景で患者を選択していることになる．この研究で，ゲフィチニブの PFS における優越
性が証明された．サブセット解析では非喫煙者でも EGFR 変異を有していない場合，ゲフィチニ
ブ群が化学療法より PFS が有意に短く，EGFR-TKI の患者選択マーカーとしては喫煙歴より
EGFR 変異の方が明らかに重要であることを示唆した
（EGFR 変異群，野生型での HR はそれぞれ
45）
0.48，2.85） ．OS については 2009 年 3 月現在観察中であり最終結論は得られていないが，現時
点では有意差がない．
以上の結果を表 1 にまとめた．これらから，EGFR-TKI は非小細胞肺癌全般の薬と考えるべき
でなく，EGFR 変異を有する肺癌を中心に有効な薬物と考えるべきであろう．
西日本胸部腫瘍臨床
研究機構（WJOG）および北東日本ゲフィチニブ研究グループ（NEJ Gefitinib Study Group）にお
いて EGFR 遺伝子変異を有する肺癌症例を無作為にゲフィチニブ群と標準化学療法群とに割付
けした臨床試験が進行中であり，その結果が待たれる．

EGFR 遺伝子検査の種類とその特徴
直接塩基配列（ダイレクトシークエンス）法
DNA 合成反応の際に DNA 鎖の原料となる dATP，dGTP，dCTP，dTTP（総称して dNTP）
に加えて dideoxyNTP（ddNTP）を加えておくと，それが取り込まれたところで DNA 鎖の伸長
が停止することを利用して塩基配列決定をおこなう（Sanger 法）．今日では蛍光ラベルを用いて機
械化されている．通常は数時間で 300 塩基ほどの配列を決定できる．変異アレルが 20％ 以上ある
ことが必要で感度はあまり良好でないが，変異検索の基本となる方法である．SRL 社は本法によ
る変異検索を受託している．
しかしながら今日では臨床検体の検査に本法を用いることは少なくなってきている．感度の増
加，コストの減少，解析時間の短縮，処理検体数の増加などのために，PCR をベースとした多数
の方法が開発されている．以下に方法を簡単に解析する．
変異のスクリーニングが可能な方法（未知の変異の検出が可能）
PCR-SSCP 法
一本鎖 DNA 断片の塩基配列特異的な高次構造による電気泳動距離の差により変異の有無を検
出する方法．
Fragment（length）解析
解析対象の領域を PCR で増幅し，PCR 産物の長さを genetic analyzer で検討する．エクソン 19
の欠失変異やエクソン 20 の挿入変異では変異によって DNA の長さが変化するため，そのような
変異であれば未知なものでもスクリーニングできる．
その他，denaturing HPLC，DGGE（denaturing gradient gel electrophoresis）などがある．
特定の変異の検出を高感度，迅速に行う方法
EGFR 遺伝子変異は 90％ が L858R かエクソン 19 の欠失変異であるので特定の変異に的をし
ぼって検索することが可能である．いくつかのアッセイは同時に複数の変異を検索可能である．
主なものを以下に解説する．
PCR-RFLP（Restriction fragment length polymorphism）法
変異をふくむ塩基が特定の制限酵素の認識部位をなす場合，制限酵素で切断されるか否かを電
気泳動で確認することによって変異を検出する．制限酵素認識部位は PCR プライマーによって人
工的に作成することも可能である．
ごく微量にしか変異アレルがないことが想定される場合，野生型のアレルのみが制限酵素で切
断されるように PCR-RFLP を行ってから，二回目の PCR を変異特異的に切断されるようにして
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変異を検出すると感度をあげることができる．これを mutant enriched PCR 法といい AVSS 社が
受託している．
アレル特異的 PCR 法（＝ARMS amplification refractory mutation system）
変異した塩基がプライマーの 3 端になるようにデザインしたプライマーを用いて，変異を特異
的に増幅する PCR を行うことにより，変異の有無を検出する方法．通常ミスマッチを複数入れて
特異性を増す工夫がしてある．
PNA LNA PCR-Clamp 法
PNA（peptide nucleic acid）で正常配列をマスクするクランププライマー，LNA（locked nucleic
acid）を検出プローブとして用いたリアルタイム PCR．PNA と LNA は 1 塩基のミスマッチで
Tm 値が大きく減少するため，通常の DNA プローブよりも特異性は向上しており，高感度測定が
可能となった．三菱メディエンス社は本法による変異検索を受託している．感度は 1％ 程度．
PCR-Invader 法
PCR 後に Invader 法を行う．2 種類のプローブとサンプル DNA（PCR 増幅産物）が 3 重鎖を形
成した部位を酵素が切断すると蛍光シグナルが発生する．特に遺伝子変異が 1 塩基置換の場合，
プローブの結合のみに頼るリアルタイム PCR と比較して特異性は非常に高く，高感度測定が可能
である．BML 社は本法による変異検索を受託している．感度は 1％ 程度．
Scorpion ARMS 法
蛍光プローブ一体の PCR プライマー（Scorpions）によるリアルタイム PCR．プローブ部の変
異部位に結合する塩基の隣（2 塩基目）をミスマッチな塩基に置換することで伸長反応をブロック
する「ARMS」という技術と組み合わせることによって特異性を上げて高感度測定を可能にして
いる．国内ではロシュ・ダイアグノスティックス株式会社がキットを販売し，現在，検査センター
による受託を準備中．感度は 1％ 程度．
Cycleave 法
点突然変異を検出する方法である．変異特異的なプローブを作成し両端を蛍光色素とクエン
チャーでラベルしておく．変異特異的な塩基は RNA で合成しておく，これが PCR 産物ハイブリ
ダイズすると，加えられていた RNaseH は DNA-RNA ハイブリッドの RNA 部分で切断する酵素
なので，プローブが RNA 切断され，クエンチャーが蛍光色素からはなれることで蛍光が発せられ
る．
iPLEX
mass spectrometry を用いて 24 程度の変異を同時検索できる．5％ 程度の変異アレルが必要．
SMAP 法
高熱抗酸菌から採取された新規 DNA ポリメラーゼを用いた迅速核酸増幅システムを利用した
変異検出システム．感度は 1％ 程度．
その他 high resolution melting analysis（HRMA）など，表 2 に主な方法の感度と特性を文献よ
り掲げた46）．

EGFR 遺伝子検査に用いられる臨床検体とそのとりあつかい
さまざまな組織検体あるいは細胞診検体から遺伝子変異が可能である．
検体と検査方法の選択に当たって重要なのは，その特徴をよく理解することである．上記の検
査方法によって感度が異なるのと同様に，対象となる検体によって腫瘍細胞の確認の仕方や含有
率が異なるので注意が必要である．また，検査会社では腫瘍細胞の存在の確認は行われないため，
その確認の責任は提出医師にある．腫瘍細胞を反映した結果を得るために，病理診断医と密接な
連携が必要である．
1．腫瘍部新鮮凍結材料：もっとも高品質の DNA，RNA を抽出可能である．手術場等で割を入
ix

表2
. 主な EGFR変異検査の感度と特性 46）

れ採取する場合も多いが，腫瘍細胞含有量を顕微鏡的に確認する必要がある．周囲の炎症が強い
腫瘍，粘液産生が高度な腫瘍，中心部線維化巣が広範な腫瘍では腫瘍細胞が採取されず偽陰性に
なることがある．割をいれその半分から採取し，対側の割面で組織標本を作成し，確認すること
が望まれる．
2．生検組織のパラフィン切片：切片を 5 枚作製，そのうちの 1 枚を HE 染色し腫瘍細胞の存在
を確認することが望まれる．特に TBLB 標本では，病理診断の後に再薄切して作成した標本では
組織自体がほとんどなくなったり，腫瘍細胞がなくなってしまうことがあるので注意を要する．
あらかじめ EGFR 変異検査を行う予定の場合は標本作製時に未染標本を余分に作ってもらうこ
とも有用である．また，病理診断報告書で腫瘍細胞があるといっても，その含有量は様々であり
病理医にどの程度の腫瘍細胞があるか診断書に記載するように依頼しておくのもよい．
検査会社によっては，厚めの切片（10 um）を要求される場合もあるが，5 um 程度で可能なこ
とが多い（多くの検査ラボでは，数枚の未染標本で検討できるはずであるが営業担当者が知らな
かったり，検査不能例では料金を取らないこともあり，多めに要求するのが常である．実施担当
者に直接聞くのがよい）
．
PCR を用いた高感度の検出系では DNA 中に 1％ 程度腫瘍細胞由来 DNA が含まれていれば変
異の検出が可能であり，ほとんどの生検病理標本で問題はない．直接塩基配列法では 20％ 程度腫
瘍の純度が要求される．
3．手術検体のパラフィン切片：連続切片を 5 枚作製，そのうちの 1 枚を HE 染色して腫瘍細胞
の存在を確認．DNA は固定の影響を受けやすく，長時間（1 週間以上）ホルマリンに浸漬してい
た検体では DNA は断片化されてしまい，検出不能である．手術検体は各施設により固定方法，時
間等がまちまちであるのに対し，生検材料では固定時間は 1 昼夜が一般的なので，腫瘍細胞の量
は少ないながらも，DNA 品質が保たれていることが多い．高感度法での生検標本を用いることも
考慮したい（図 4A）．
4．気管支洗浄液，胸水，心嚢液：腫瘍細胞の確認が必須である．細胞診等の臨床検査に提出し
た残りの液を遺伝子検査用に冷蔵・冷凍保存する場合と細胞成分を含む遠心沈渣にタンパク質変
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図4
. EGFR遺伝子検査に用いられる臨床検体とその取扱い．A.1
0ミクロンにスライスされたパラフィン包埋
標本．B.気管支鏡下ブラッシング検体を生食中で洗浄（サスペンド），このまま凍結保存可能，C.さらにその生
食を遠心し沈渣を ALバッファーに溶解．この状態では室温保存可能．

性剤を含むバッファー液（AL buffer（Qiagen 社）
）などを加えて混和し室温保存する場合がある．
細胞診検体では癌細胞含有量が低い場合があるため，高感度法を用いることが必須である．
5．経気管支擦過細胞，経気管支穿刺吸引細胞やリンパ節穿刺吸引細胞，喀痰：擦過ブラシや穿
刺針，喀痰を生食や PBS でよくサスペンドしたのち半分に分け，一方を細胞診検査に提出し，残
りを遺伝子検査用に冷蔵・冷凍保存する場合と，遠心して細胞成分を含む遠心沈渣にタンパク質
変性剤を含むバッファー液（AL buffer（Qiagen 社）など）を加えて混和し室温保存する場合があ
る．
喀痰は検体自体がすでに変性している可能性があるので，タンパク質変性剤を含むバッファー
液（AL buffer（Qiagen 社）など）を加えて混和し室温保存することが望ましい．検体間の腫瘍細
胞量の差が著しいため，上記のような検体格差をなくす操作とともに高感度法を用いる必要があ
．
る¶（図 4B，4C）
6．血液：容易に採取可能な検体であり，安定して変異が検出されるようになれば，理想的な検
体であるが，現時点ではまだ研究段階である．血漿あるいは血清からの可溶性の DNA からも変異
検出が可能であるとの報告があるが47），腫瘍由来の DNA は少なく Scorpion-Arms 法など非常に
高感度な検査を用いる必要がある．上皮特異抗体でコーティングしたマイクロポストによって血
中浮遊癌細胞（circulating tumor cell：CTC）をトラップし EGFR 遺伝子解析を行った報告が
2008 年になされている48）．この方法を用いると再現性よく EGFR 遺伝子解析を行うことが可能
であった．またこの方法の方が血漿より感度がよかったと報告されているが，現時点での臨床応
用は不可能である．
いくつかの検査会社が EGFR 変異を受託している．検査法は各社異なっており，ダイレクト
シークエンス法（SRL）
，PCR invader（BML）
，PNA-LNA PCR クランプ（三菱メディエンス），
Mutant enriched PCR（AVSS），Scorpion ARMS（国内でのキットの発売がロシュ・ダイアグノ

¶

三菱メディエンスによると 2007.4〜2008.9 の約 10000 例の検体別の EGFR 遺伝子変異の陽性率

は，DNA で受け取ったもの44％，組織を受け取ったもの39％，パラフィンスライド43％，パラフィ
ン切片40％，パラフィンブロック42％，胸水34％，気管支洗浄液24％ であった．
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スティックス社となり，現在，検査センターによる受託を準備中）などである＃．

保険診療上の留意点
2007 年 6 月 1 日付けの厚生労働省保険局医療課事務連絡により以下の項目について D004 の
13 の悪性腫瘍遺伝子検査を算定できるようになった．
肺癌における EGFR 遺伝子検査又は K-ras 遺伝子検査
膵癌における K-ras 遺伝子検査
悪性骨軟部組織腫瘍における EWS-Fli1 遺伝子検査，TLS-CHOP 遺伝子検査又は SYT-SSX 遺
伝子検査
消化管間葉系腫瘍における c-kit 遺伝子検査
家族性非ポリポージス大腸癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
2008 年 4 月の診療報酬改定では 1 人の患者に 1 回のみ算定でき，また検査の目的，結果および
選択した治療法を診療報酬明細書に記載するとされている＊＊．以下に明細書の実例をあげる．

＃

三菱化学メディエンスによる検体提出要領．新鮮組織，0.5 g，深凍結
（−70℃）
；パラフィン包埋

病理ブロック，0.5 g；パラフィン包埋病理切片，5 µM×5〜10 枚，室温；胸水，BAL 液，1 ml，
冷蔵，3 日以上は凍結（−20℃）
；血液，血漿，血清，本検査ではあまり推奨されない．予め，染
色，細胞診等で確認することを推奨．
BML による検体提出要領．組織（手術時切除）
，最大 50 mg（米粒大）程度まで，凍結−20℃
（できれば深凍結）
；組織（TBLB 生検）
，ゴマ粒大 1〜数個，凍結−20℃（できれば深凍結）
；胸水
（心嚢水，腹水など）気管支肺胞洗浄液（BAL）
，10〜50 ml 程度，冷蔵（3 日以内）
，気管支鏡下
擦過細胞診検体，できる限り，パラフィン病理標本
（未染色スライド）
パラフィン病理標本
（ブロッ
ク）
，必ず 1 個のみ，10 µm 厚×5〜10 枚程度，室温．検体中の癌細胞を存在確認することはでき
ないので，提出前に細胞診，組織診にてその確認をしてほしい．ホルマリン固定時間の長さ，ホル
マリンの pH，固定組織の大きさ，ブロックの保存時間などによっては，DNA の断片化が過度に
進行し，組織切片の大きさ，枚数の如何によらず，PCR 増幅が一切なされずに検査不能となるこ
とがある．いずれの材料も，上記の目安量より少なくても検査は実施するが，検出感度低下の恐れ
があり，
「変異陰性判定」につきましては慎重な解釈が必要．
＊＊

注

D004 穿刺液・採取液検査の 15 悪性腫瘍遺伝子検査 2,000 点
15 の悪性腫瘍遺伝子検査は固型腫瘍の腫瘍細胞を検体とし，PCR 法，SSCP 法，RFLP 法等

を用いて，悪性腫瘍の詳細な診断および治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して
行った，肺癌における EGFR 遺伝子検査または K-ras 遺伝子検査，…中略…について，患者 1
人につき 1 回に限り算定する．悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては，その目的，結果およ
び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載する．
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D004-15 悪性腫瘍遺伝子検査
【対象】肺生検標本（P）
【目的】EGFR 遺伝子変異はゲフィチニブやエルロチニブの奏効と高い相関を示すことが知
られ，奏効率は 80％ 程度と報告されている．また，重篤な間質性肺炎が 6％ に生じることか
ら，利益と予測される危険を十分検討するため本検討を行った．EGFR 遺伝子変異がない症例
の中に K-ras 遺伝子変異を有する症例があり，これらの症例での奏効率は 0％ であることが
報告されている．このような症例にゲフィチニブを投与する際はよりいっそうの慎重さが望
まれる．
【方 法】パ ラ フ ィ ン 切 片 よ り DNA を 抽 出 し，EGFR CODON858，K-RAS CODON12 を
CYCLEAVE 法で点突然変異を，EGFR EXON 19，EXON 20 は FRAGEMENT 解析により
遺伝子欠損もしくは遺伝子挿入を検討した．
【結果】
1．EGFR 遺伝子：Exon21，L858R の突然変異を検出した．
2．K-RAS 遺伝子：コドン 12，13，61 に変異は検出されなかった．
【治療法との関連】
本検査の結果からは EGFR チロシンキナーゼ阻害剤治療の効果が期待され，この情報を基に
してイレッサの投与を開始した．

Quality assurance
正確な遺伝子検査が保証された検査施設での実施が望まれる．標準操作手順書（SOP）を作製し
た上で実施されている施設であることが必要である．推奨される検査法の QA のパラメーターは
検査法の感度，特異度，方法の検定，Success rate（成功率），コスト等である．これらは，原則
的に OECD Guide-lines for Quality Assurance in Molecular Genetic Testing（http: www.oecd.
org dataoecd 43 6 38839788.pdf）
に準拠していることが望まれる．検査間の感度や特異度の比較
検討は喫緊の課題である．

!

!!

! !!

EGFR-TKI のその他の効果予測因子
EGFR 遺伝子変異以外にも EGFR-TKI の感受性にかかわる因子がいくつか報告されている．そ
の中には間接的に EGFR 遺伝子変異の存在と関連をもっているものもあると思われる．
1．リガンドレベルの変化
ゲフィチニブの奏効例と非奏効例で発現が異なる遺伝子を発現プロファイリングで検討したと
ころ，非奏効例でリガンドである Amphiregulin と TGFα の発現が高いことが示された49）．また，
血中のこれらのリガンド濃度の上昇はゲフィチニブの感受性と逆相関していた．
HER ファミリーのリガンドは細胞表面に結合した形で合成され，sheddase といわれる蛋白分
解 酵 素 で 切 り 出 さ れ る．ErbB リ ガ ン ド の sheddase は ADAM（a disintegrin and metalloprotease）ファミリーに属し，特に ADAM10 と 17 の関与が強い．多くの肺癌細胞株が ADAM17
を発現しており，このような細胞では ERBB3 のリガンドである heregulin が増加している50）．
ADAM の阻害剤である INCB4298 はこの autocrine ループを切ることでゲフィチニブの感受性
を高くすることから，ADAM17 は EGFR-TKI の効果を抑制していると考えられる50）．
2．EGFR 遺伝子増幅
Cappuzzo らは EGFR 変異よりも Fluorescent in situ hybridization（FISH）によって検索された
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EGFR 遺伝子のコピー数の増加の方が変異よりゲフィチニブの有効性の予測により有効であると
51）
．ここで注意
報告した（全生存期間に対する P 値は変異で 0.09 に対して増幅は 0.03 であった）
しておくべきことは，遺伝子増幅のほかに 40％ 以上の腫瘍細胞が 4 倍体以上となっている場合
（high polysomy）をふくめて FISH 陽性としている点である．8 研究の 663 例の結果をまとめてみ
るとコピー数増加症例の奏効率は 35％，増加のない症例では 9％ であった11）．BR21 試験におい
てはコピー数のみが予測因子であり，遺伝子変異は無関係であったと報告されている37）．また
ISEL 試験においてもコピー数が生存の予測因子であると報告されている38）．奏効率においては
変異の方に分がありそうであるが，全生存期間の予測因子としてコピー数なのか変異なのかとい
う問題については結論がでていない．日本や韓国からの報告では EGFR 変異が有効というものが
圧倒的に多い．一般に，
EGFR 遺伝子変異がおこったあと腫瘍の進展により遺伝子増幅がおこると
52）
考えられるので ，増幅（high polysomy ではない）がある場合は変異も同時にあることが多い．
したがって変異のみある症例，コピー数増加のみある症例の臨床的なふるまいが問題である．
欧米の研究者に増幅がより効果予測因子としてすぐれていると考えている者が多いが，日本や
アジアの研究者は変異がより重要とするコンセンサスが確立しつつある．
3．他の HER ファミリー
EGFR 変異がある症例において，HER2 FISH が陽性の場合では陰性の場合とくらべて有意にゲ
フィチニブ投与後の生存期間が長いと報告されている53）．また，EGFR 変異の有無にかかわらず
ゲフィチニブの感受性の細胞では ERBB3 の発現が増加していて ERBB3 を介して PI3K-AKT 経
路が活性化されているが，耐性細胞では ERBB3 を介していないことが示されている54）．
ERBB2 遺伝子の変異は肺腺癌の 3％ 程度に存在する55）．比較的頻度の高いエクソン 20 の挿入
変異である G776YVMA 変異は野生型とくらべ EGFR のリン酸化能が高く， 細胞の生存， 浸潤，
腫瘍原性などについて活性化している56）．また HER2 変異のある細胞は EGFR-TKI に抵抗性で
あり，ERBB2 をノックダウンすると感受性となる．このような細胞はラパチニブやトラスツズマ
ブなどの HER2 を標的とする治療に感受性となる56）．
4．その他の遺伝子変化と TKI 感受性
KRAS，EGFR，ERBB2 遺伝子変異は排他的な関係があるが，KRAS 遺伝子変異があるような
症例は EGFR-TKI に不応である57）．カルボプラチン＋パクリタキセルへのエルロチニブの上乗
せ効果をみた TRIBUTE 試験の付随研究において，KRAS 変異がある症例では，エルロチニブ＋
化学療法治療をうけた群は化学療法単独群より生存曲線が下回っている34）．しかしながら，
KRAS 変異のある症例は EGFR 変異がないので，EGFR 変異がない症例での KRAS 遺伝子の意
義をみる必要がある．エルロチニブの第 IV 相試験である TRUST 試験では EGFR 変異陰性の症
例での KRAS 変異の negative なインパクトはなかった．
PI3K（ホスファチジルイノシトール 3 キナーゼ）の触媒サブユニット p110a をコードする遺伝
子が PIK3CA であり，この遺伝子の変異は肺癌では 1〜4％ に認められる．PIK3CA 変異は EGFR
変異との排他的な関係はなく，ゲフィチニブ奏効ともあまり関連しないようであった．一方，PI3K
の逆の作用をもつのが PTEN 腫瘍抑制遺伝子であり，PTEN 発現低下があると相対的に AKT
が活性化され EGFR-TKI 感受性が低くなるとされている．一方，リン酸化 AKT の陽性率が高い
とゲフィチニブの感受性が高いとの報告もあるが58），一定の結論は得られていない．間接的に変
異を含む EGFR の活性化をみている場合と，一次的な異常が PTEN にあって AKT が活性化して
いる場合とは結果がことなると解釈できると思われる．
接着分子である E-カドヘリンは EGFR と相互作用があることが知られているが，この蛋白発現
と EGFR-TKI の感受性に相関があることが報告されている59）．
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おわりに…実地診療と EGFR 変異
実際に EGFR-TKI 適応を決定する際には，臨床背景や EGFR 変異の有無から想定される臨床
的ベネフィットと，臨床背景から想定される急性肺障害のリスクのバランスをよく考慮すべきで
ある．
EGFR の欠失あるいは L858R 変異をもつ非喫煙女性にはリスク，ベネフィットの両方の観点か
らファーストラインを含む早い段階から EGFR-TKI を考慮してもよい．まれならず存在する男性
の重喫煙者で EGFR 変異陽性患者に対しては他の治療選択肢を考慮しながら EGFR-TKI をおそ
めのラインで使用する．同時にこのようなリスクの高い患者において EGFR 遺伝子検査の意義が
とくに高いと考えられる．実際，Inoue らは細胞障害性の化学療法の適応がないと考えられる，PS
不良 and or 高齢の患者のうち EGFR 変異陽性患者 30 名
（うち IV 期 27 例，PS 3 22 例，喫煙者
7 名を含む）にゲフィチニブをファーストラインで投与する第 II 相試験の結果を報告してい
る60）．奏効率は 66％，全生存期間は 17.8 月というすぐれた成績であった60）．一方，肺障害のリス
クが高い患者で変異が未知あるいは存在しないような場合はより一層慎重な対応が必要である，
といった使い分けが現時点では妥当だと考えられる．
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