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主要ニュース：COVID-19関連 

ウェビナーが閲覧可能－「COVID-19と脳腫瘍コミュニティ」 

国際患者アンケート調査：「COVID-19：脳腫瘍患者と介護／介助者の現状」（日本語） 

IBTAのCOVID-19に関する世界の情報ページは更新継続 

COVID-19発生中の脳腫瘍治療に関する緊急ガイダンス公開 

COVID-19：クロロキンとヒドロキシクロロキンの深刻な副作用に関する欧州医薬品庁（EMA）

の助言 

英国国立医療技術評価機構（NICE）がCOVID-19パンデミックにおけるがん治療ガイドライン

を更新（⇒「海外がん医療情報リファレンス（ブログ）」日本語訳） 

放射線治療の実施に関する別のCOVID-19迅速ガイドラインもNICEから公開されている。詳し

くはこちらを参照。 

  

COVID-19パンデミック中の脳腫瘍患者のトリアージに関するレビュー論文を発表 

治療ニュース 

FDA、脳転移のある乳がん患者にツカチニブを承認 

米国食品医薬品局（FDA）は、手術で切除不能、または脳を含む他の部位に転移のある進行H

ER2陽性乳がんの成人患者の治療に、化学療法と併用でtucatinib［ツカチニブ］（販売名：

Tukysa）の使用を承認した。この承認を裏付ける臨床試験の1つは、活動性の脳転移のある

特定の患者を登録したものであり、この患者集団における利益を実証した。詳しくはこちら

を参照（FDA公式声明）。（⇒日本語訳） 
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研究ニュース 

小児の低悪性度神経膠腫は国際的な研究チームにより2つの臨床サブグループに分類される 

国際的な研究チームは、小児低悪性度神経膠腫（pLGG）の転帰の良し悪しに対応する遺伝子

変異の詳細をCancer Cell誌で報告した。1,000人を超えるpLGG患者の画像検査、組織学的検

査、ターゲットDNAシーケンス、RNAシーケンス、臨床検査などのデータをまとめた結果、こ

れらの腫瘍が大まかに2つのグループに分類できることがわかった。比較的低リスクの小児

低悪性度神経膠腫症例にはDNAに再構成型の破壊が認められたが、中間リスクまたは高リス

クの小児低悪性度神経膠腫症例は、特定の種類に集中した遺伝子変異（一塩基変異として知

られている）を保有していた。著者らは、これらの腫瘍の分子的および遺伝的な全体像をよ

りよく理解することが、疾患の管理の改善と将来の研究の方向付けに役立つことを期待して

いる。詳しくはこちらを参照（無料登録が必要）。 

専門家のコンセンサスパネルが神経線維腫症1型の小児と成人における神経膠腫に関して推

奨事項を作成 

専門家のコンセンサスパネルは、ここ数十年に行われた多くの発見を、神経線維腫症1型（N

F1）の小児および成人における低悪性度神経膠腫（LGG）の分子基盤としてまとめ、学術雑

誌Neuro-Oncology誌に論文を発表した。実験室、動物、およびヒトの数多くの研究をレビュ

ーの対象として、神経線維腫症と神経膠腫の専門家グループは、神経線維腫症1型患者の3分

の1近くに影響を与える可能性のある神経線維腫症1型関連の低悪性度神経膠腫の診断、管理、

および治療について、これらの研究から実用的な推奨事項を引き出した。詳しくはこちらを

参照。 

  

乳児期の高悪性度神経膠腫は小児期の神経膠腫と遺伝的に異なることが判明、異なる治療

アプローチが必要かもしれない 

Cancer Discovery誌に発表された大規模な国際共同試験において、乳児期（生後12か月まで）

の高悪性度神経膠腫は、それ以降の小児期の神経膠腫とは異なる遺伝的プロファイルを持つ

ことが明らかになり、乳児期の腫瘍のほうが侵攻性が低い傾向がある理由を説明できる可能

性がある。研究者らは、241の腫瘍検体のうち130（54％）が、顕微鏡下で非常によく似てい

たにもかかわらず、他の形態の小児脳腫瘍とはまったく異なる遺伝子構造を持っていること

を発見した。約65症例、つまりこの特徴的な形態の乳児脳腫瘍の小児の半数は、ALK遺伝子

融合およびNTRK遺伝子融合など、特定の分子の弱点が認められた。これは、既存の高精度医

療で標的にすることができる。詳しくはこちらを参照。 

ビタミンB3は細胞および動物実験で膠芽腫の増殖を遅らせる－実験室ベースの研究から 

Science Translational Medicine誌に発表された実験室ベースの研究では、ナイアシン（別

名ビタミンB3）が免疫細胞を刺激して、膠芽腫細胞をより効果的に攻撃し、破壊することが

わかった。膠芽腫のマウスを用いた実験では、ナイアシン療法のみ、およびテモゾロミド化
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学療法と併用した場合、腫瘍の増殖が遅くなり、生存期間が延長した。詳しくはこちらを参

照。 

NSPPは動物実験で放射線療法誘発性の認知障害を阻止する 

Neuro-Oncology誌に掲載された論文によると、1-[(4-ニトロフェニル)スルホニル]-4-フェ

ニルピペラジン（NSPP）という新規薬剤により、脳腫瘍の放射線療法の効果を弱めることな

く、放射線治療を受けたマウスの認知機能の低下を防ぐことができた。細胞および動物ベー

スの実験の両方について説明した研究チームは、健康な脳細胞において放射線被曝によって

引き起こされる細胞の変化の多くは、NSPPによって軽減できると結論付けた。さらに、脳腫

瘍のために全脳照射を受けたマウスに、予想される精神機能の低下に苦しんでいる様子は見

られず、NSPPはヒトにおいて放射線治療の有効性に影響を与えることなく、放射線誘発性の

認知機能低下の対処法になる可能性を示唆した。詳しくはこちらを参照。 

動物を用いたリアルタイムイメージング試験により、進展している神経膠腫細胞が発作に

関連した腫瘍増殖の悪循環をどのように誘発するかを示す 

マウスの脳に新しいリアルタイムイメージング技術を使用した実験により、増殖する神経膠

腫が、近くの健康な脳組織の正常な発火と血流をどのように混乱させ、失わせるかが示され

た。Cell Reports誌に発表された結果では、神経膠腫誘発性の発作に反応する分子と血流の

変化をプロットし、どのようにこれらの発作が腫瘍の増殖を加速させ、血流と微小環境を変

化させるかを明らかにした。この発作に関連した混乱のサイクルを標的にすることは、有望

な治療アプローチである可能性があると論文の著者は示唆している。詳しくはこちらを参照。 

  

核磁気共鳴画像（MRI）から神経膠腫のIDH変異状態を正確に予測するAIアルゴリズムを開

発 

神経膠腫のIDH変異の存在を検出する、人工知能ベースのMRI画像の分析技術について報告し

た試験が、Neuro-Oncology誌に発表された。重要な予後マーカーであるIDHの状態は、通常、

脳腫瘍組織の検体分析によって判断される。この試験では、がん画像アーカイブ（Cancer I

maging Archive）とがんゲノム・アトラスから取得した神経膠腫患者214人（うち94人はIDH

変異あり）の脳MRIデータと対応する遺伝情報を使用して、機械学習ソフトウェアをトレー

ニングした。この試験の著者らは、用いたアルゴリズムの精度は97％（感度は0.98、特異度

は0.97）であったと報告した。詳しくはこちらを参照。 

企業ニュース 

ONC201の臨床試験が日本で始まる 

Oncoceutics, Inc.社は、日本のライセンシーである大原薬品工業株式会社がOP-10（日本名

ONC201）の第1/2相臨床試験を日本で開始し、最初の患者にこの薬が投与されたことをプレ

スリリースで発表した。ONC201は経口で活性を有する小分子DRD2拮抗薬であり、現在、H3 K

27M変異型の高悪性度神経膠腫患者を対象とした後期第2相臨床試験中である。この試験がON
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C201の日本市場における承認に向けた取り組みの重要な要素となることが期待される。詳し

くはこちらを参照（会社のプレスリリース）。 

膠芽腫に対するCXCL12阻害薬NOX-A12の試験に、患者の登録が開始されたことをNOXXON Pha

rma社が発表 

ドイツのNOXXON Pharma社は、初回投与コホートの3人の患者全員が、膠芽腫に対して放射線

療法を併用した、CXCL12阻害薬NOX-A12の第1/2相膠芽腫の臨床試験に登録したと発表した。

この試験では、MGMTプロモーターがメチル化されていない手術不能または部分切除を受けた

初発膠芽腫患者を対象に、NOX-A12の3つの用法（200、400、600 mg /週）を検討しており、

それぞれ放射線外部照射と併用している。詳しくはこちらを参照（会社のプレスリリース）。 

再発膠芽腫に対するオプチューン単独療法の承認後の新たなEF-19試験のデータは、以前の

肯定的な結果を裏付ける 

再発膠芽腫（GBM）に対する単独療法としてのオプチューンのEF-19承認後登録試験データか

らの結果が、2020年米国がん学会バーチャル年次総会I（2020年4月27〜28日）で発表された。

このFDAにより義務付けられた臨床試験では、患者192人を対象に再発性膠芽腫に対する単独

療法としてオプチューンが検討され、その結果が、以前のEF-11試験の再発膠芽腫患者117人

のデータと比較された。Novocure社はプレスリリースで、これらの新しいデータによって、

単独療法としてのオプチューンの有効性と安全性が確認され、再発膠芽腫におけるオプチュ

ーンの臨床プロファイルをさらに強化していると報告した。詳しくはこちらを参照（プレゼ

ンテーションの要約）。 

Tocagen Inc.社の複製遺伝子治療プラットフォーム全体（Toca 511とToca FCを含む）をDe

novo Biopharma社が買収することを発表 

Denovo Biopharma社は、Tocagen Inc.社のレトロウイルス複製ベクタープラットフォーム

（DB107に名前が変更されたToca 511とToca FCを含む）の全体を取得すると発表した。2019

年、再発高悪性度神経膠腫患者を対象としたToca 511およびToca FC（現在はDB107）の「To

ca 5」第3相多施設共同ランダム化比較試験の結果は全体的に否定的なものであったが、一

部の患者集団において治療によって有益な活性の徴候が認められた。詳しくはこちらを参照

（会社のプレスリリース）。 

コミュニティ・ニュース 

上衣腫啓発デー（Ependymoma Awareness Day）は2020年5月3日 

今年で9年目を迎える上衣腫啓発デーは、2020年5月3日に開催される。これは、CERN（Colla

borative Ependymoma Research Network）財団が世界中の医療専門家、患者、介護/介助者

と協力して立ち上げた国際的な取り組みである。今年はコロナウイルス危機により、イベン

トや記念式典の形式を変更する必要があった。しかし、CERN財団の毎年恒例の蝶のリリース

は、5月3日午後3時30分（東部標準時）に行われ、Facebookでライブ中継される。繊細で美
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しい蝶は、変化による希望の象徴として、上衣腫コミュニティの精神を表すために選ばれた。

詳しくはこちらを参照（CERN財団のウェブサイト）。 

米国のHead to the Hill 2020は、5月3〜4日にバーチャルで開催 

米国脳腫瘍学会の恒例イベント「Head to the Hill」は5月3日（日）と5月4日（月）に開催

される。COVID-19（コロナウイルス）の現状のため、今年のイベントはバーチャルなものと

なる。参加者は、米国の脳腫瘍コミュニティが直面している主要な公共政策問題について学

び、議会指導者に連絡を取り、脳腫瘍コミュニティの問題、ニーズ、優先事項に対する認識

を高め、バーチャル会議を通じて他の脳腫瘍支援者とつながり、脳腫瘍とともに生きる何十

万人もの米国人やこの病気の影響を受けた人々の生活に変化をもたらすだろう。詳細とイベ

ントへの登録はこちら（NBTSウェブサイト）を参照。  

5月は各国で脳腫瘍啓発・脳腫瘍行動月間 

カナダ、米国、オーストラリアなどでは、5月に全国的な脳腫瘍啓発月間を迎える。ここで

は、創造的な募金活動や啓発活動などの機会が提供される。今年は、ライブ活動がCOVID-19

の世界的流行の影響を受けているため、最新情報は近くの脳腫瘍の慈善団体/非営利団体に

確認のこと。 

学会ニュース 

COVID-19、米国臨床腫瘍学会（ASCO）およびキャンサーリサーチUK脳腫瘍会議にも打撃 

2020年米国臨床腫瘍学会（ASCO）年次総会は、米国イリノイ州シカゴで2020年5月29日～6月

2日に開催される予定であったが直接参加イベントであるとして中止された。しかし、同学

会の学術コンテンツはバーチャルな形式で提供される予定である。詳しくはこちらを参照。 

キャンサーリサーチUK脳腫瘍会議も、英国ロンドンで2020年5月12日～14日に開催される予

定であったが、コロナウイルス危機を取り巻く公衆衛生の懸念から中止された。当会議は、

日程変更される予定である。詳しくはこちらを参照。 

第6回欧州神経アカデミー（EAN）はバーチャルで開催 

第6回欧州神経アカデミー年次総会は、フランスのパリで2020年5月23日～26日に、バーチャ

ル会議として開催される。EANのメンバーは、5月27日以降からすべてのセッションをオンデ

マンドでオンライン閲覧することが可能になる。既に支払われた参加費は払い戻しされる予

定である。詳しくはこちらを参照。 

第19回国際小児脳腫瘍シンポジウム（ISPNO 2020）は日程変更 

COVID-19（コロナウィルス）を取り巻く現状および世界的な不確実性のため、第19回国際小

児脳腫瘍シンポジウム（ISPNO 2020）の日程は、（当初は2020年6月21日～24日の予定であ

ったが）2020年12月13日（日）～16日（水）に変更された。同じ会場で、すべてのホテル代

金および参加費用はそのままの予定である。詳しくはこちらを参照。 

https://www.cern-foundation.org/awareness/event/ependymoma-awareness-day-2020
https://braintumor.org/your-voice/head-to-the-hill/
https://meetings.asco.org/am/asco-statement-novel-coronavirus-covid-19
https://www.cancerresearchuk.org/funding-for-researchers/research-events-and-conferences/brain-tumour-conference-2020
https://www.ean.org/paris2020/6th-Congress-of-the-European-Academy-of-Neurology-Paris-2020.3833.0.html
http://ispno2020.umin.jp/


2020脳腫瘍疫学コンソーシアム（BTEC）が延期 

2020脳腫瘍疫学コンソーシアム（BTEC）会議は、当初フランスのリヨンで、2020年6月10

日～12日に開催される予定であったが、現在のCOVID-19の世界的流行のため、延期された。

参加者および講演者にはEメールで新しい日程が連絡され、各種変更は当会議のウェブサイ

トに掲載される予定である。 

2020年の患者向けの会議およびイベント（抜粋） 

国際脳腫瘍啓発週間 最新の情報はWebサイトで確認のこと 2020年10月24日～31日 

COVID-19の状況が許せば、世界中の患者支援団体が脳腫瘍啓発の促進活動を行う予定である。 

2020年の学術会議（日本で開催のもののみ抜粋） 

12月 第19回国際小児脳腫瘍シンポジウム（ISPNO 2020）  

［2020年6月から日程変更］（紹介映像はこちらから） 

2020年12月13日～16日 （日本・長野県軽井沢） 

IBTAウェブサイトのカンファレンスページで、今後の学術会議やイベントの最新情報を確認

のこと。 

翻訳者：坂下美保子（JAMT・ジャムティ翻訳チーム） 
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https://sites.usc.edu/braintumorcause/events/btec2020/
https://sites.usc.edu/braintumorcause/events/btec2020/
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