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はじめに
　近年，肺がんの領域ではdriver mutationの解析が進んで 
おり，遺伝子変異を標的とした多くの薬剤の開発が行われ， 
臨床導入されている。肺腺がんでは，上皮成長因子受容体

（EGFR）遺伝子変異，ALK遺伝子転座，ROS1遺伝子転座と 
いった遺伝子変異を測定することが日本のガイドラインで
推奨されており，治療を決定する際に遺伝子変異の有無を 
測定することが重要である1）。EGFRチロシンキナーゼ阻害 
薬（TKI）はEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対して 
良好な成績を示すが，約10～14ヵ月で獲得耐性が生じ，獲
得耐性例の約50～60％の症例でEGFR T790M変異を認め 
ることが報告されている2）-9）。2016年には，EGFR-TKI既治 
療EGFR T790M変異陽性非小細胞肺がんに対する初回治 

療として，オシメルチニブとプラチナ製剤併用化学療法の 
治療成績を比較した第Ⅲ相臨床試験（AURA3試験）の結果が 
報告され，オシメルチニブが有意に無増悪生存期間（PFS） 
を延長することが示された10）。この結果を受けて，EGFR-TKI 
に対して獲得耐性となった症例においてEGFR T790M変
異を測定することが重要となっているが，組織の再生検が 
困難な症例も多く，低侵襲で簡便な血液検体を用いたリキッ 
ドバイオプシーが注目されている。本稿では，EGFR T790M 
変異測定におけるリキッドバイオプシーの利点と限界につ
いて述べる。

リキッドバイオプシーについて
　リキッドバイオプシーとは，一般的に，血液，尿，髄液 

Recently, an analysis of driver mutations has progressed in patients with lung cancer. The recommendation is to test for EGFR mutations, 
ALK gene rearrangements, and ROS1 gene rearrangements in patients with lung adenocarcinomas. Although EGFR-TKIs showed 
high efficacy in patients with EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer, acquired resistance is observed in approximately 
10-14 months. At the time of progression, approximately 50-60% of patients are found to have an EGFR T790M mutation. In 2016, 
osimertinib treatment was associated with high efficacy in patients with EGFR T790M-positive advanced non-small-cell lung cancer. 
From this result, the analysis of EGFR T790M mutations using specimens such as blood and circulating tumors in the blood from 
patients whose disease had progressed after EGFR-TKI therapy is now considered important. Recently, liquid biopsy, which allows the 
analysis of circulating tumor DNA (ctDNA) using a liquid specimen such as blood, has attracted attention. Although liquid biopsies are 
a convenient and noninvasive biopsy method, there are issues associated such as false negative results. At present, the procedure should 
be performed only for patients for whom tissue re-biopsies are difficult. Trials that will assess the efficacy of osimertinib for patients 
with EGFR T790M mutations using liquid biopsies are warranted in the future.
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　近年，肺がんでは driver mutation の解 
析が進んでおり，肺腺がんでは上皮成長

因子受容体（EGFR）遺伝子変異，ALK 遺伝子転座，ROS1遺
伝子転座といった遺伝子変異を測定することが推奨されて 
いる。EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対してEGFR 
チロシンキナーゼ阻害薬（TKI）は高い有効性を示すが，約
10〜14ヵ月で獲得耐性が生じ，獲得耐性例の約50〜60％ 
でEGFR T790M変異を認めることが報告されている。2016 
年に EGFR T790M 変異陽性非小細胞肺がんに対するオ
シメルチニブの有効性が報告された。この結果を受けて，

EGFR-TKI に対する獲得耐性例では EGFR T790M 変異を
測定することが推奨され，血液などの液性検体を使用して
血中循環腫瘍 DNA（ctDNA）を解析するリキッドバイオプ
シーが注目されている。リキッドバイオプシーは簡便かつ
低侵襲な生検方法であるが，偽陰性などの問題があり，現
時点では組織の再生検が困難な症例を対象に実施されるこ
とが望ましいと考えられる。今後，リキッドバイオプシー
による EGFR T790M 変異陽性例に対するオシメルチニブ
の有効性を検討した前向き試験の結果が期待される。
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