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はじめに

　チロシンキナーゼは細胞の増殖・生存・分化を制御する
重要なシグナル伝達機構に関与しており，その活性型変異
や過剰発現は多くの悪性腫瘍細胞において認められる。そ 
のためチロシンキナーゼは有力な治療標的として認識され， 
その阻害薬の開発が進められてきた1）。急性骨髄性白血病 

（acute myeloid leukemia；AML）の約30％に活性型変異を 

認めるFMS様チロシンキナーゼ（FMS-like tyrosine kinase； 
FLT）3は最も有力な治療標的の 1 つであり，多くのFLT3
阻害薬が開発されてきた。その結果，2017年に変異FLT3分 
子を標的としたmidostaurinが化学療法との併用において
米国で承認され，そのほかにもquizartinibやgilteritinibな
ど有望なFLT3阻害薬の実用化が見込まれる状況となって
いる。本稿では，FLT3阻害薬開発の現状と問題点につき概 
説する。
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　受容体型チロシンキナーゼ（RTK）であるFMS 
様チロシンキナーゼ（FLT）3の活性型変異は急 
性骨髄性白血病（AML）において最も高頻度にみ 
られる遺伝子変異の 1 つであり，AMLの発症・ 
進展に重要なドライバー変異である。特に，FLT3 
の遺伝子内縦列重複変異（FLT3-ITD変異）は予
後不良と関連することから，これまでに多くの
FLT3阻害薬が開発され，臨床試験が行われてき 
た。開発初期のFLT3阻害薬（第 1 世代FLT3阻害 
薬）単剤では十分な有効性が得られず，また心 
肺毒性など重篤な有害事象が明らかになった。そ 
のためFLT3阻害薬は，阻害薬そのものの改良，

および他剤との併用により有効性の改善と有害
事象の軽減が試みられた。その結果，2017年
に米国にて，midostaurinが標準化学療法との併
用により良好な効果を示し，FLT3阻害薬として
初の適応承認に至った。また，FLT3阻害薬そ 
のものの開発も進んでおり，第 2 世代FLT3阻害 
薬であるquizartinib，crenolanib，gilteritinibなど 
多くの新規阻害薬が開発され，臨床試験にてそ 
の有効性と安全性が検討されている。今後，予 
後不良であるFLT3変異陽性AMLに対してmido- 
staurinを含むFLT3阻害薬が使用可能となり，
その予後の改善につながると期待がもたれる。

Activating mutations of the receptor tyrosine kinase FLT3 are one of the most frequently occurring genetic 
abnormalities in acute myeloid leukemia (AML), and is a representative driver mutation. In particular, 
internal tandem duplication mutations (FLT3-ITD) are associated with poor prognosis, and have thus been 
considered to be a therapeutic target. Many FLT3 inhibitors have been developed thus far, and clinical trials 
are ongoing. Initially, several kinase inhibitors, which were potent enough to inhibit the FLT3 (first-generation 
FLT3 inhibitors), were evaluated in clinical trials; however, limited efficacy was shown and several adverse 
effects, such as cardio and pulmonary toxicities were observed. For this reason, attempts have been made 
to improve the efficacies of first-generation FLT3 inhibitors and to reduce associated toxicities by using 
these compounds in combination with other agents. In 2017, midostaurin (a first-generation FLT3 inhibitor) 
was used in combination with standard chemotherapy and showed good efficacy in the treatment of newly 
diagnosed AML patients with FLT3 mutations. This led to midostaurin being the first FLT3 inhibitor approved 
for clinical use in the United States. Currently, the development of FLT3 inhibitors is advancing, and many 
new inhibitors (second-generation FLT3 inhibitors), such as quizartinib, crenolanib, and gilteritinib, are being 
evaluated in clinical trials. In Japan, in the near future, poor prognosis AML patients with FLT3 mutations 
will be able to receive treatment with FLT3 inhibitors, such as midostaurin, which is expected to lead to better 
clinical outcomes.
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