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はじめに
　非小細胞肺がんでは，がんの発生
や進展に直接的な関わりをもつ「ド
ライバー遺伝子」の異常が数多く同
定されており，このドライバー遺伝
子による患者層別化に基づいた分子
標的治療（個別化医療）が生存期間を
劇的に改善することが明らかとなっ
ている。また，ドライバー遺伝子陰
性例に対しては，免疫チェックポイ
ント阻害薬と殺細胞性抗がん剤を併
用する複合免疫療法が標準治療と
なっている。しかし，これらの薬物

療法は一時的に高い治療効果を示し
ても，経過中にほぼ全例で薬剤耐性
化をきたす。薬剤耐性となる機序は
さまざまであるが，耐性機序に基づ
いた個別化医療はまだ十分に確立し
ていない。本稿では，進行・再発非
小細胞肺がんにおける初回治療，お
よび薬剤耐性後の薬物療法の現状と
課題，そして耐性機序に基づいた個
別化医療の確立に向けた取り組みに
ついて述べる。

進行・再発非小細胞肺がんに
対する初回薬物治療
　ドライバー遺伝子陽性非小細胞肺
がんにおける個別化治療は，EGFR
遺伝子変異の発見を契機として，ド
ライバー遺伝子の同定および，各々
の分子標的薬の治療開発が行われ
た。2021年 4 月現在，EGFR遺伝子
変異，ALK融合遺伝子，ROS1融合
遺伝子，BRAF V600E変異，NTRK
融合遺伝子，METエクソン14スキッ
ピングを標的とした各々の分子標的
薬が承認されている。
　また，これら以外にもRET融合

　進行非小細胞肺がんに対する初回薬物
治療は，ドライバー遺伝子陽性例に対す

る分子標的治療と，ドライバー遺伝子陰性例に対する免疫
チェックポイント阻害薬＋殺細胞性抗がん剤の複合免疫療
法に大別される。これらの薬物療法は一時的に治療効果を
示しても，経過中にほぼ全例で薬剤耐性化をきたす。薬剤
耐性化の原因となる分子機序は多様であるが，薬剤耐性例
において，耐性機序に基づいた個別化医療は確立されてい
ない。われわれは，2020年９月より，耐性機序に基づい

た耐性克服治療の確立を目的として，新たに薬剤耐性遺伝
子スクリーニングプロジェクト（LC-SCRUM-TRY）を開始
した。2021年３月時点ですでに457例の非小細胞肺がん
患者が登録され，治療耐性後の検体を用いた次世代シーク
エンス解析によってさまざまな耐性関連遺伝子異常が同定
されている。今後は，初回治療前の遺伝子診断に基づいた
薬剤選択のみならず，薬剤耐性後においても，遺伝子解析
情報に基づく最適な耐性克服治療が確立されていくことが
期待される。

Molecular targeted therapy has been established as a standard of care for non-small cell lung cancer(NSCLC)patients with driver 
gene alterations. Chemotherapy including immune-checkpoint inhibitors(ICI)is also a standard therapy for driver gene-negative 
NSCLC patients. However, drug-resistance is inevitable, even if these standard treatments achieve an initial response. The molecular 
mechanisms causing the development of drug-resistanceare extremely diverse, and thus, molecularly-stratified precision medicine for 
resistant tumors have not been established. Since September 2020, we had started a new genome screening project, LC-SCRUM-TRY, 
to establish precision medicine for drug-resistant NSCLC. As of March 2021, 457 NSCLC patients were enrolled into this study, and 
a variety of drug resistance-related gene alterations have been detected by next-generation sequencing of resistant tumors. This new 
nation-wide screening will contribute to the development of precision medicine for drug-resistant NSCLC.
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Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics(C-CAT)was established in 2018 by the Ministry of Health, Labour and 
Welfare, Japan, as an institution to aggregate data for genomic and clinical profiles, manage securely them and facilitate their utilization 
by academia/industries under appropriate rules. Data of more than 13,000 cases who received comprehensive genome profiling test have 
been registered in the C-CAT repository database as of February 2021. C-CAT help tumor board meetings in hospitals by providing a 
report for each patient, which informs significance of detected gene alterations and promising treatment options. C-CAT is launching a 
new services for utilization of accumulated C-CAT data by academia/industries in 2021；C-CAT data utilization portal site which enable 
researchers to examine genome and clinical data of all registered cases. This service will strongly facilitate research and development 
of anti-cancer agents.
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