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【トップニュース】 

いくつかの国でCOVID-19の症例が引き続き増加しているため、IBTAは世界のコロナウイ

ルス（COVID-19）情報をウェブページで更新継続 

多くの国で「ロックダウン」対策が緩和されつつあるが、世界でのCOVID-19の全症例数は引き続き増加

している。IBTAは、世界の脳腫瘍コミュニティ向け、COVID-19に関する情報のリストを、専用のウェブペ

ージで定期的に更新している。そこには、IBTAが積極的につながり、月刊のe-NewsやBrain Tumour 誌

の読者がいる111カ国ほぼ全てに向けた、各国毎の情報が掲載されている。ウェブリンクは、以下のさま

ざまな種類に分類される。（1）特集リンク、（2） グローバルリンク、（3）脳腫瘍患者や介護者の慈善団体

ならびに非営利団体が提供する情報へのリンク、（4）神経腫瘍学会からの情報へのリンク、（5）COVID-

19に関する情報を掲載する電子ジャーナルへの無料アクセス、（6）汎欧州組織からの情報、（7）その他

の組織からの情報、（8）Covid-19とがんの情報、（9）製薬業界、および（10）各国向けの情報。頻繁に更

新されるIBTAによるCOVID-19の情報ページはこちらからアクセスできる。 

このページに掲載されていない重要で国際的な情報リソースをご存知の方は、kathy@theibta.orgまで。 

 

【治療関連ニュース】 

ノボキュア社がオプチューン使用患者の利用データを遠隔でダウンロードできるMyLinkツ

ール提供開始を発表 

ノボキュア社は、患者がノボキュア社機器サポートスペシャリストの訪問を受けることなく、自宅にいなが

らにしてオプチューンの使用データをダウンロードできる新しいツール「MyLink」の提供を開始したことを

発表した。同社は、米国で30人の患者を対象に段階的に開始し、その後、数カ月で米国の全患者に広く

展開すると発表している。詳しくはこちらを参照（企業プレスリリース）。 
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RAPNOワーキンググループがびまん性橋膠腫（DIPG）のガイドラインを発表 

RAPNO（小児神経腫瘍学における治療効果の評価：Response Assessment in Pediatric Neuro-Oncolo

gy）ワーキンググループは、びまん性橋膠腫（DIPG）の臨床試験を最適化するためのコンセンサス勧告

を発表した。この国際パネルは、小児および成人の神経腫瘍医、臨床医、放射線科医、放射線腫瘍

医、脳神経外科医で構成され、脳腫瘍および中枢神経系腫瘍の小児患者の治療効果の評価および分

類における問題点と独自課題に取り組むために設立された。彼らの勧告は、脳と脊椎のMRI、神経学的

検査、抗炎症薬または抗血管新生薬による治療効果の評価を考慮したもので、The Lancet Oncology

誌に発表された。著者らは、過去のコンセンサス勧告と同様に、これらの勧告はプロスペクティブ臨床試

験により検証する必要があることを指摘している。詳しくはこちらを参照（支払／定期購読が必要）。 

 

【研究ニュース】 

オーストラリア政府が小児脳腫瘍研究のために資金援助 

オーストラリア政府は、4つの小児脳腫瘍の臨床試験に300万豪ドルを投資すると発表した。この総額の

うち、オーストラリア国立健康医学研究評議会（NHMRC）からの110万ドルの助成金は、シドニーのニュ

ーサウスウェールズ大学（UNSW）のDavid Ziegler准教授と小児がん研究所が主導する小児神経膠腫

の標的治療の試験に授与された。詳しくはこちらを参照。 

  

GBM AGILE試験にデルマー・ファーマシューティカルズ社のVAL-083を追加 

開発元のデルマー・ファーマシューティカルズ社は、「画期的医薬品」である低分子化学療法剤VAL-083

が、膠芽腫の適応型グローバル革新学習環境（GBM AGILE）試験に組み入れられることを発表した。こ

れは、Global Coalition for Adaptive Research (GCAR)からの誘致を受けたものである。GBM AGILE試

験は、初発膠芽腫と再発膠芽腫を対象とした国際的な試験で、FDAが承認したマスタープロトコルを用

いて、複数の薬剤で共通の対照群に対して長期にわたり同時に試験を行う。詳しくはこちらを参照（GCA

Rのウェブサイトを介して企業プレスリリースの入手が可能）。 

  

米軍医療システムによるユニバーサルケアが脳腫瘍の生存率の改善と関連していること

が、研究で明らかに 

Cancer誌に掲載された研究によると、米国の一般集団の神経膠腫患者とフリーアクセス可能な米軍医

療システム（MHS）で治療を受けた神経膠腫患者の転帰を比較したところ、フリーアクセス可能な米軍医

療システム（MHS）で治療を受けた患者では、さまざまな種類の脳腫瘍で有意に生存率が改善している
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ことが明らかになった。論文著者らは次のように述べている。「MHSにおけるユニバーサルケアが神経

膠腫患者の生存成績の改善につながった可能性があります。今後の研究では、MHSにおける生存成績

の改善に寄与する可能性のあるヘルスケアおよび提供に関わる因子を特定する必要があります」。詳し

くはこちらを参照。 

  

セルメチニブが手術不能な叢状神経線維腫の小児に対して有効で忍容性の高い治療薬

であることが、第2相臨床試験の結果で明らかに 

MEK1阻害剤である本剤の第2相臨床試験の結果により、セルメチニブが1型神経線維腫症（NF1）患者

の手術不能な叢状神経線維腫に対して有効で忍容性の高い治療薬として浮上してきた。PracticeUpdat

eに掲載されたMinesh Mehta医師によるNew England Journal of Medicine誌の論文の分析によると、NF

1型で手術不能な叢状神経線維腫を有するほとんどの小児患者において、セルメチニブによる持続的な

腫瘍縮小と臨床的有益性が認められたことが明らかになった。患者報告アウトカム（PRO）では、全患者

のほぼ半数で、全般的健康関連QOL（生活の質）および筋力や可動域などの機能的転帰が改善したこ

とが示された。詳しくはこちらを参照。 

  

AIアルゴリズムによりMRIで低悪性度神経膠腫と高悪性度神経膠腫を分類することが98％

の精度で可能であることを、研究論文が報告 

新しい機械学習アルゴリズムによりMRIスキャンで神経膠腫脳腫瘍を低悪性度または高悪性度に高精

度で分類することが可能であると、研究者らがIEEE Access誌で報告している。インドと日本の研究チー

ムは、臨床的意義を持つ可能性のあるMRIスキャン上でかろうじて識別可能な変化を検出するように設

計された特別なソフトウェアを作成した。高悪性度神経膠腫患者210人および低悪性度神経膠腫患者75

人のセットでそのシステムに学習させたところ、そのシステムは神経膠腫を低悪性度と高悪性度に97.5

4％の精度で分類した。詳しくはこちらを参照。 

  

TNF-免疫療法の併用が髄芽腫に希望をもたらすことが、動物実験で明らかに 

マウスを用いた実験で、腫瘍細胞を免疫系から見えやすくすることにより、腫瘍壊死因子（TNF）が小児

の髄芽腫腫瘍の免疫療法に対する感受性を高めているように見えることを研究チームが明らかにした。

Nature Neuroscience誌に発表されたこの結果は、TNFを薬剤として免疫療法と併用することが、非常に

治療抵抗性の高いp53変異型の髄芽腫において腫瘍の破壊につながったことを示している。「近い将

来、TNFと免疫療法を併用することにより、脳腫瘍と闘う小児に対する免疫療法の有効性が高まること

を期待しています」と、研究著者のRobert Wechsler-Reya博士はニュースリリースで述べている。詳しく

はこちらを参照。 
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「音響力学療法」の膠芽腫に対する殺傷効果が実験室で証明されたことを、研究が報告 

本研究は、Journal of Neuro-Oncology誌で発表され、音響力学療法（SDT）に膠芽腫細胞に対する腫瘍

殺傷効果があることが実験室での一連の実験で明らかになった。このアプローチでは、集束超音波（FU

S）と「超音波増感」剤である5-アミノレブリン酸塩酸塩（5-ALA）を併用している。実験室でさまざまな種

類の膠芽腫細胞を試験したところ、SDTは5-ALAやFUS単独と比較して「相当数の」細胞死をもたらすこ

とがわかった。研究著者らは、このアプローチは2つの米国FDA承認の技術を併用したものであり、SDT

についてはさらなる研究が必要であることを指摘している。詳しくはこちらを参照。 

 

小児脳腫瘍の動物モデルを世界中の研究者が利用可能に 

米国テネシー州セントジュード小児研究病院の研究者らは、さまざまな小児脳腫瘍モデルを作成した。

これらの「モデル」は、ヒト患者の腫瘍サンプルから採取した小児脳腫瘍を持つ若齢マウスのモデルで

ある。Acta Neuropathologica誌に掲載されているように、研究チームは合計85の患者腫瘍組織を免疫

不全マウスに移植したが、そのうち37がヒト腫瘍の安定したモデルとなった。このモデルとその関連デー

タは、St. Jude Cloudの一部として、インタラクティブなウェブベースのポータルを通じて世界中の研究者

が利用できるようになっており、小児脳腫瘍治療の試験初期に役立つことが期待されている。詳しくはこ

ちらを参照。 

 

膠芽腫細胞が脳のミクログリア免疫細胞を利用してどのように体の免疫系から「隠れる」

かが、実験室の研究で明らかに 

The EMBO Journal誌に発表された研究により、膠芽腫細胞が、免疫細胞の一種である周囲のミクログ

リア細胞を利用して、体の免疫システムの他の要素を回避する方法が明らかになった。この研究では、

実験室での一連の実験により、膠芽腫幹細胞がミクログリア細胞のmTORシグナル伝達経路を活性化

する因子を分泌し、これらの通常有益な細胞をT細胞浸潤など免疫応答の他の部分を積極的に抑制す

る因子に変化させることを示した。詳しくはこちらを参照（論文全文あり）。 

  

【企業ニュース】 

Ziopharm Oncology社の「Controlled IL-12プラットフォーム」とセミプリマブ（商品名：Libtay

o）の併用による再発・進行膠芽腫を対象とした第2相試験の登録完了を発表 

Ziopharm Oncology社は、成人の再発・進行膠芽腫を対象とした第2相臨床試験において、36名の対象

患者が登録されたことを発表した。本試験はAd-RTS-hIL-12+veledimex（Controlled IL-12）とRegeneron

社のPD-1阻害剤セミプリマブ（商品名：Libtayo）の併用療法を評価することを目的としている。対象患者
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は全米の脳腫瘍治療を専門とする7つの病院から登録され、本免疫刺激遺伝子治療試験の主要評価

項目は安全性と有効性である。詳しくはこちらを参照（企業プレスリリース）。 

  

VBI Vaccines社がVBI-1901のデータをAACR 2020で発表：研究により部分奏効が確認さ

れ、有望なバイオマーカー戦略が明らかに 

VBI Vaccines社は、2020年6月22～24日に開催された2020年米国がん学会（AACR）バーチャル年次総

会IIで、再発膠芽腫を対象としたVBI-1901（腫瘍ワクチン候補）の進行中の第1/2a相試験のパートB（第

2a相）の更新データを提示したことを発表した。同社は、ベースラインのCD4+/CD8+ T細胞比が正常な

患者で進行遅延や腫瘍縮小の可能性が高いことを示唆する新たなデータが出てきたと報告している。

詳しくはこちらを参照（企業プレスリリースにビデオ更新とePosterのpdfへのリンクを掲載）。 

  

米国FDAが悪性神経膠腫治療薬ベルビシンを希少疾病用医薬品に指定 

米国食品医薬品局（FDA）は、CNSファーマシューティカルズ社が開発したベルビシンを悪性神経膠腫の

治療薬として希少疾病用医薬品に指定した。FDAの希少疾病用医薬品指定は、希少な疾患や症状を持

つ患者の治療成績を改善する可能性がある治療法の開発と審査を促進することを目的としている。CN

Sファーマシューティカルズ社のプレスリリースによると、ベルビシンは第1相の膠芽腫の試験で評価さ

れ、第2相試験が計画されている。詳しくはこちらを参照。 

  

膠芽腫を対象としたセレネキソールの第1/2相臨床試験において最初の患者が投与を受

けたと、カリオファーム社が発表 

カリオファーム・セラピューティクス社は、初発膠芽腫患者または再発膠芽腫患者を対象とした、標準治

療との併用療法によるセレネキソールの第1/2相臨床試験において、最初の患者が治療を受けたことを

発表した。本臨床試験は、米国、欧州、イスラエルの各臨床施設において、約400名の患者を対象に実

施される予定である。細胞タンパク質XPO1を阻害する経口剤セレネキソールは、現在、米国食品医薬

品局（FDA）により再発・難治性多発性骨髄腫患者の治療薬として承認されている。詳しくはこちらを参

照（企業プレスリリース）。 

 

FDAが、低悪性度神経膠腫患者のIDH1およびIDH2変異を同定するサーモフィッシャーサ

イエンティフィック社のOncomine Precision Assayを画期的医療機器/デバイスに指定 

米国食品医薬品局（FDA）は、サーモフィッシャーサイエンティフィック社の「Oncomine Precision Assay」

を画期的医療機器/デバイスに指定した。同製品は、がん増殖に関連する遺伝子変異を検出する遺伝
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子配列決定技術で、IDH1/IDH2阻害剤ボラシデニブ（AG-881）の適応となる可能性があるイソクエン酸

デヒドロゲナーゼ1および2（IDH1およびIDH2）変異を有する低悪性度神経膠腫（LGG）患者の同定を目

的としている。詳しくはこちらを参照（企業プレスリリース）。 

  

【コミュニティニュース】 

WECANバーチャルリソースセンターを開設 

IBTAが設立メンバーであるWECAN（ヨーロッパがん患者擁護団体ネットワーク・ワーキンググループ、W

orkgroup of European Cancer Patient Advocacy Networks）が、「バーチャル会議のリソースセンター」を

立ち上げた。同センターは、患者擁護団体がバーチャル会議、総会、ウェビナー、オンライン・ブレインス

トーミング会議を成功させるのに役立つガイド、指示書、チェックリスト、テンプレートを提供している。CO

VID-19の状況が近い将来に変わることはないと思われるため、WECANバーチャルリソースセンターは、

患者擁護団体がオンラインイベントの「新常態」に適応するための貴重で実用的なツールを提供してい

る。詳しくは以下を参照：https://wecanadvocate.eu/virtual-meetings/ 

 

2020年7月22日は膠芽腫啓発デー（GBM Awareness Day） 

米国では毎年13,000人以上の人々が膠芽腫（GBM）と診断されている。第2回目となる「膠芽腫啓発デ

ー」（#GBMDay）は、この悲惨な疾患で命を奪われた人々を追悼し、「敬意-学習-行動」という原則のも

と、より良い結果を得るために啓発を行うことを目的として、7月22日にバーチャルで開催される。全米脳

腫瘍学会（NBTS）は、膠芽腫と診断された人々が直面している課題に対する認識を高めるため、米国

議会の支持者、膠芽腫患者、家族、ケアパートナー、研究者、医療提供者とともに、すべての人々に7月

22日の参加を呼びかけている。詳しい情報はこちらで参照可能。 

 

【その他のニュース】 

覚醒下開頭手術中の女性がイタリアの伝統的な詰め物オリーブのスナックを準備 

60歳のイタリア人女性は、左側頭葉の脳腫瘍を摘出するための覚醒下開頭手術を受けている間、1時

間もかからずに90個の（「アスコリ風オリーブ」と呼ばれる）詰め物オリーブを作り、手術チームが手術中

に損傷の危険性が高い重要な脳領域の機能をモニターすることができるようにしていた。オリーブが食

べられたかどうかは報告されていないが、報道によると、2時間半に及ぶ複雑な手術は成功したという。

詳しくはこちらを参照。 

 

https://theibta.us8.list-manage.com/track/click?u=9487f42621af3144e7c7ddc6e&id=d3abf32121&e=c94437f8b6
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【学会ニュース】 

ISPNO2020は12月に変更され、バーチャル/対面の混合型イベントに 

第19回国際小児脳腫瘍シンポジウム（ISPNO2020）の主催者は、開催日程を当初の2020年6月から202

0年12月13日～16日に変更し、対面とバーチャルの会議を組み合わせた混合型イベントになることを発

表した。参加登録は8月に再開される。対面会議は、日本軽井沢町の軽井沢プリンスホテルウエストで

開催される。対面で参加できない場合、オンラインでのバーチャル会議に参加できるようになる。詳しく

はこちらを参照（ISPNO2020公式ウェブサイト）。 

  

eEANOウェビナーの詳細が発表 

COVID-19の脅威によりスコットランドのグラスゴー市で開催される2020年度欧州神経腫瘍学会（EANO）

総会が延期されることが先に発表されたのに続き、EANOはグラスゴー会議の一部を2020年9月9日、10

日、11日に開催される3つの一連のウェビナー（eEANO）に移行することを発表した。これらのウェビナー

では、それぞれ「がん脳神経科学」、「標的療法時代の脳転移性疾患」、「抗腫瘍治療による神経毒性」

が取り上げられる予定である。EANO会員のみが参加できるeEANOウェビナーはすべて継続医療教育

（CME）の認定を受けており、無料で開催される。会員にはイベントの１カ月前に登録用リンクを記載した

メールが送付される。詳しくはこちらを参照。 

  

【イベントに関する注意】 

現在のCOVID-19の危機のため、世界中の多くの大会や会議が中止または延期されている。私たちは

こうしたニュースに対応するよう最善を尽くしているが、予定されている会議の状況に関しては、必ず会

議主催者に確認のこと。 

 

2020年の患者向けの会議およびイベント 

米国脳腫瘍学会（ABTA）2020年全国総会  – 

オンライン開催 

2020年9月11～12日 

米国イリノイ州ローズモント村 バーチャルで開催 

 

 

国際脳腫瘍啓発週間 

2020年10月24～31日 
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2020年の学術会議 

8月 

第2回ハーバード大学医学大学院アジア太平洋神経腫瘍学継続医療教育（CME）会議 

2021年8月に変更  – 

詳細はウェブサイトを参照 

2020年8月3～7日 

米国ハワイ州ラハイナ市 

 

 

2020年度米国臨床腫瘍学会(ASCO)年次総会教育プログラム 

2020年8月8～10日 

バーチャルで開催 

 

  

脳腫瘍 - コールド・スプリング・ハーバー講座 – 中止 -詳細はウェブサイトを参照。2021年に開催予定 

2020年8月4～10日 

米国ニューヨーク州コールド・スプリング・ハーバー 

  

  

第2回SNO年次大会：脳転移 -バーチャル開催 

詳細はウェブサイトを参照 

2020年8月14日 

カナダトロント市 

  

  

サブサハラ・アフリカ神経腫瘍学会（SNOSSA）バーチャル総会2020 

2020年8月22～23日 

  
  
9月 
第15回欧州神経腫瘍学会（EANO）総会 - 現在は一連のウェビナーに変更、次回の対面のEANO総会

は2021年にロッテルダム市で、2024年にグラスゴー市で開催予定 
2020年9月9、10、11日 
一連のウェビナー（EANO会員限定） 
  
  
2020年度欧州臨床腫瘍学会（ESMO） -完全バーチャル会議。詳細はウェブサイトを参照 
2020年9月18～22日 
スペインマドリード市 
 

 

第10回脳転移・新規承認薬会議年次総会 
2020年9月23～25 日 
フランス共和国パリ市 
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10月 
脳腫瘍会議2020総会 
2020年6月から変更 
2020年10月14～16日 
ポーランド共和国ワルシャワ市 
 

 

英国王立マースデン病院神経腫瘍学会議：低悪性度神経膠腫-全体像 
2020年10月15日 
英国ロンドン市 
 

  
第13回神経腫瘍学共同臨床試験グループ（COGNO）年次学術総会 現在、2021年10月24日~26日に変

更 
2020年10月18～20日 2021年10月24～26日 
オーストラリア連邦メルボルン市 
  
  
 11月 
欧州がんサミット2020 – 
対面またはバーチャルのいずれか。最新情報はウェブサイトで確認 
2020年11月18~19日 
ベルギー王国ブリュッセル市またはバーチャル 
（開催形式はこれから確定） 
  
  
第 25回米国神経腫瘍学会年次総会（SNO2020） 
2020年11月18～22日 
米国テキサス州オースチン市 
  
  
 12月 
第19回国際小児脳腫瘍シンポジウム（ISPNO2020） 
（紹介動画はこちらから） 
2020年12月13~16日 
日本国長野県軽井沢町 

 

 

2021年 

 
3月 
国際対がん連合（UICC）世界がん会議 –2021年度は中止 
2021年3月16~18日 
オマーン国マスカット市 
 

 5月 
第6回世界脳腫瘍学会連合総会（WFNOS、4年に1回開催）および第18回アジア脳腫瘍学会(ASNO)会

議 

http://braintumorswarsaw.pl/
https://www.royalmarsden.nhs.uk/royal-marsden-neuro-oncology-conference-low-grade-gliomas-bigger-picture
https://www.cogno.org.au/content.aspx?page=cognoasm-home
https://www.europeancancer.org/summit
https://www.eventscribe.com/2020/sno/
http://ispno2020.umin.jp/index.html
http://bit.ly/2p2aiCM
https://www.worldcancercongress.org/
http://www.wfnos2021.org/
http://www.wfnos2021.org/


2021年5月6~9日 
大韓民国ソウル市 
  
  
  
 2020年または2021年に開催予定の脳腫瘍患者やその擁護団体によるイベントまたは学術会議や企画

しているまたはご存知の方は、kathy@theibta.orgまで イベントページに掲載可能。 
  
  
   
 IBTAウェブサイトの会議ページで、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：会津麻美／JAMT（ジャムティ）翻訳チーム＝＝ 

  

IBTA（国際脳腫瘍ネットワーク）について 

私たちについて 国際脳腫瘍ネットワーク（The International Brain Tumour Alliance：IBTA）は2005年に設立されまし

た。各国の脳腫瘍患者や介護者を代表する支援、提唱、情報グループのネットワークであり、脳腫瘍の分野で活躍

する研究者、科学者、臨床医、医療関係者も参加しています。詳細は www.theibta.org をご覧ください。 

ご意見をお聞かせください。IBTAコミュニティで共有したいニュースがあれば、ぜひお聞かせください。宛先：chair@th

eibta.org月刊ニュースレターやホームページを通じて、ご購読者の皆様にできるだけ多くの情報を中継していく予定

です。メールニュース記事の選択は、編集者の裁量で行われます。Copyright © 2020 The International Brain Tumo

ur Alliance, All rights reserved. 無断複写・転載を禁じる。  

（免責事項）国際脳腫瘍ネットワーク（IBTA）は、e-News（あるいはIBTA向け、またはIBTAに代わって作成されニュー

ス内でリンクを提供しているすべての資料、報告書、文書、データ等）に掲載される情報が正確であるよう尽力してい

ます。しかし、IBTAはe-News内の情報の不正確さや不備について一切の責任を負いません。また、その情報やリン

ク先のWebサイト情報など、第三者の情報の不正確さに起因する損失や損害についても一切の責任を負いません。

このe-Newsに掲載される情報は教育のみを目的としたものであり、医療の代替となるものではなく、IBTAウェブサイ

ト上の情報は、医療上のアドバイスや専門的サービスを提供することを意図したものではありません。医療や診察に

ついては、主治医にご相談ください。臨床試験のニュースを掲載することは、IBTAの特定の推奨を意味するもので

はありません。IBTA e-Newsからリンクされている他のウェブサイトは、IBTAは管理していません。したがって、その

内容については一切責任を負いません。IBTAは読者の便宜のためにニュース内でリンクを提供しているものであ

り、リンク先のウェブサイトの情報、品質、安全性、妥当性を検証することはできません。IBTAのプロジェクトに企業

が協賛することは、IBTAが特定の治療法、治療レジメン、行動の推奨を意味するものではありません。（スポンサー

の詳細については、スポンサーシップ・ポリシーをご覧ください）。e-Newsに掲載されている資料の見解や意見は、必

ずしも国際脳腫瘍ネットワークのものではない場合があります。 
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