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【トップニュース】 

「脳腫瘍患者の権利憲章」を世界中で80以上の団体が支持 

 

IBTAは、国際的な7つのがん患者団体ととともに、COVID-19に関する声明を発表 

 

【研究ニュース】 

低悪性度神経膠腫試験の追跡調査で、低線量放射線療法と比較して高線量放射線療

法にさらなる有益性は確認されず 

低悪性度神経膠腫の成人患者を対象に高線量（64.8Gy）と低線量（50.4Gy）の放射線療法を比

較評価した第3相臨床試験NCCTG 86-72-51の最終報告がNeuro-Oncology誌で発表された。

1986年から1994年の間に、203人の患者が、程度を問わない腫瘍切除後に50.4Gy／28分割ま

たは64.8Gy／36分割の放射線照射を受ける群に1対1の割合で無作為に割り付けられた。2003

年に発表された最初の報告では、高線量放射線療法による生存率の改善は認められなかった。

今回の最新の報告では、高線量放射線療法の利益がないことが確認され、15年の全生存率は、

高線量放射線療法で22.4％であったのに対し、低線量放射線療法で24.9％であった。この長期

追跡調査では、放射線量にかかわらず、長期的な神経認知機能の低下を経験した患者はほとん

どいなかったことも明らかになった。「本試験から、この患者集団には低用量の放射線で十分

であり、従って放射線療法に関連する有害な作用の一部を減らせる可能性があると示唆されて

います」と、Omar Iqbal Khan医師は述べ、これらの結果の要約をPractice Updateで発表

している。詳しくはこちらを参照。 
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膠芽腫の生存に重要な遺伝子が明らかに 

Nature Communications誌に発表された研究では、膠芽腫細胞が生き延びるために不可欠

であると研究者がいう、AVILと呼ばれるがん遺伝子（がんを引き起こす遺伝子）が同定された。

この遺伝子は通常、細胞が大きさや形を維持するのに役立っている。AVILは正常細胞ではほと

んど発現しないが、膠芽腫細胞では100％過剰発現しており、AVILの高発現は患者の治療成績

の悪化と相関している。この遺伝子の活性を阻害すると、実験用マウスで膠芽腫細胞は破壊さ

れたが、健康な細胞には効果がなく、この遺伝子を標的にすることが将来有効な治療選択肢に

なる可能性があることを示唆している。詳しくはこちらを参照。 

  

PARグリコヒドロラーゼ（PARG）阻害剤がIDH変異神経膠腫における化学療法を

強化する可能性－基礎研究から 

Cancer Discovery誌に発表された研究は、IDH変異を有する神経膠腫に対する新しい薬剤戦

略の可能性を示唆している。研究チームは、実験室での一連の実験において、また彼らの以前

の実験結果の積み上げにより、DNA損傷の指標であるポリ（ADP-リボース）、すなわちPARと

呼ばれる物質の濃度を上げると、化学療法のがん殺傷効果が高まることを明らかにした。著者

らは、PARを分解する酵素（PARグリコヒドロラーゼまたはPARGという）を阻害する薬剤が、

既存の化学療法薬の効果を高める可能性があることを示唆している。詳しくはこちらを参照。 

  

膠芽腫患者の生存率に人種民族間で差があることがシステマティックレビューで判

明 

Clinical Neurology and Neurosurgery誌に掲載された膠芽腫と膠肉腫を対象としたシス

テマティックレビューにより、膠芽腫患者の臨床試験への参加と全生存期間の両方において、

人種民族集団別に大きな違いがあることが明らかになった。データは、アジア系および黒人非

ヒスパニック系の人は他の人種よりも膠芽腫患者の生存率が高いことを示唆しているが、膠肉

腫ではそうではないことも示唆している。これら2種類の神経膠腫には、人種で異なる生存の傾

向があることが報告で明らかになった。詳しくはこちらを参照。 

  

脳腫瘍における「マイクロビーム放射線療法」の基礎を築く研究 

Scientific Reports誌に発表された論文によると、オーストラリアの研究者チームは、脳腫

瘍に対する個別化マイクロビーム放射線療法（MRT）の長期非臨床試験 を完了したという。M

RTでは、粒子加速器（シンクロトロンと呼ばれる）を用いて、超高線量率のX線を微細なビー

ムにして腫瘍組織に照射する。従来の放射線治療技術よりもはるかに高いエネルギーで照射さ

れるMRTは、より精密で効率的な腫瘍破壊を可能にすると考えられる。本試験の著者らは、新

しいイメージングおよびモニタリング技術と組み合わせた、この一連の細胞および動物を用い
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た実験により、MRTの臨床試験に向けた国際的な研究の取り組みが前進することを期待してい

る。詳しくはこちらを参照。 

  

次世代シーケンシング・プロジェクトが膠芽腫発生の「ロードマップ」を描き、新

たな創薬標的の可能性を示す 

Nature Communications誌に発表された論文によると、単一細胞RNAシーケンスと呼ばれ

る次世代のシーケンス技術を用いて、正常なヒト脳細胞22,637個とともに成人の膠芽腫細胞53,

586個の遺伝物質を解析し、膠芽腫腫瘍が単一種類のがん細胞（progenitor glioblastoma 

stem cellsまたはprogenitor GSCという ）からどのように発生するかについての遺伝的な

「ロードマップ」を明らかにした。研究者らは、各腫瘍には5種類の主ながん細胞が存在し、こ

れらのがん細胞は正常なヒトの脳に存在する種類の細胞と類似していることを発見した。腫瘍

全体に占める割合は比較的小さいにもかかわらず、progenitor GSCは成熟したがん細胞より

もはるかに分裂回数が多く、腫瘍内の分裂細胞の大部分を占めていることが実験で明らかにな

った。progenitor GSCを標的とすることで、動物モデルにおいても腫瘍の増殖が抑制され、

この方法が将来の治療戦略となる可能性を示唆している。詳しくはこちらを参照。 

  

小細胞肺がんからの脳転移患者における初回治療の定位放射線手術と全脳照射で生

存期間に差はないことが判明 

JAMA Oncology誌に発表された、小細胞肺がんからの脳転移患者710人を対象としたコホート

研究の結果によると、初回治療に定位放射線手術（標的を絞った放射線治療）を受けた患者と

全脳照射を受けた患者で生存期間に差がないことが明らかになった。全患者の平均全生存期間

は8.5カ月であったが、全脳照射を受けた患者では、脳腫瘍が進行するまでの期間がわずかに長

くなった。これらの結果を検証するためには前向き研究が必要であるが、本研究は定位放射線

手術の治療成績の基準を示し、この治療法のみが特定の小細胞肺がん患者にとって選択肢とな

る可能性があることを示唆していると、JAMA Oncology誌で述べている。詳しくはこちらを

参照。 

 

上衣腫において個々の腫瘍細胞間の分子的差異を同定 

単一細胞RNAシーケンシングなどさまざまな遺伝子シーケンシング技術が、上衣腫腫瘍内に存

在する多くの異なる種類の細胞を区別し、それらがどのように増殖、発育、成熟するかを示す

ために使われてきた。Cancer Cell誌に発表された結果は、個々の腫瘍が異なる振る舞いをす

る理由を説明するのに役立つものである。例えば、悪性度の高い腫瘍には急速に成長する未熟

な細胞が多い傾向にあるのに対し、予後が良好な成長の遅い腫瘍は成熟したがん細胞の割合が

多い。著者らは、これらの知見は、より有効な上衣腫治療法の開発に役立つ可能性があると結

論づけている。詳しくはこちらを参照。 
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神経膠腫手術後の神経脱落症状の時間経過を図示 

神経膠腫手術後の転帰予測を向上させるために、Acta Neurochirurgica誌に発表された研究

では、神経膠腫の脳外科手術後に発生する神経脱落症状の時間経過を分析し、グラフに示した。

2016年8月22日から2017年12月7日までの期間に、スウェーデンのウプサラ大学病院脳神経外

科で手術が予定されていた神経膠腫（WHOグレードII～IV）と推定される患者100人を追跡調査

した。術後の神経脱落症状（または術前の脱落症状の悪化）は41％で発生し、6％の患者では3

カ月以上持続した。腫瘍の部位と悪性度は、神経脱落症状の可能性の強い予測因子であること

が判明した。詳しくはこちらを参照。 

  

脳腫瘍微小環境のマッピングにより、腫瘍特異的な免疫反応が明らかに 

Cell誌に発表された論文では、脳腫瘍を取り囲む組織（脳腫瘍微小環境と呼ばれる）で生じる

顕微鏡的・分子的変化を調査した一連の評価と実験について述べられている。その結果から、

神経膠腫や転移性脳腫瘍の脳腫瘍微小環境には免疫細胞が豊富に存在することが明らかになっ

た。免疫細胞の種類は、腫瘍の種類や神経膠腫のIDH突然変異の状態によって異なる。著者らは、

この資源が将来の治療法の開発や個別化に役立つことを期待している。詳しくはこちらを参照。 

 

膠芽腫細胞の「アトラス」が個別化治療の指針となる可能性が示される 

Cell Reports誌に発表された論文では、研究者チームが膠芽腫患者100人の腫瘍検体を分析し、

どの薬物治療が最も効果を発揮するかを予測できる包括的な「アトラス」を作成した。各膠芽

腫検体は実験室で培養し、遺伝学的に分析し、1,544種類の薬剤に対して試験を行い各種細胞が

どのように反応したかを調べた。機械学習コンピュータアルゴリズムの助けを借りて、これら

の薬剤感受性を特定の遺伝子変異と対応させた。その結果、膠芽腫細胞は、プロテアソーム阻

害薬（ある種のがんに使用され、現在膠芽腫において臨床試験が行われている）に対して感受

性か耐性かによって、主に2つの薬理学的サブグループに分類されることが示された。これらの

知見は、膠芽腫の担癌マウスを用いた実験でさらに裏付けられた。このような手法とエビデン

スは、将来個々人の膠芽腫治療をより良く個別化するために利用されるかもしれないと期待さ

れる。詳しくはこちらを参照。 

 

上衣系腫瘍の新しい分類システムが発表される 

Brain Pathology誌の最新号では、上衣系腫瘍の分類システムが更新されたことが特集されてい

る。それには2016年に前回の世界保健機関（WHO）分類が発表されて以来の、この多様性のある

腫瘍の生物学的・分子的特徴の理解における多くの進歩が盛り込まれている。これらの推奨事
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項は、cIMPACT-NOW（中枢神経系腫瘍分類学に対する分子的・実践的方法を伝えるコンソーシア

ムーWHO非公式版）によって作成されたもので、上衣系腫瘍の予後や治療に重要な意味を持つ。

上衣系腫瘍を含む中枢神経系（CNS）腫瘍の新しいWHO分類は、2020年後半または2021年前半に

予定されている。詳しくはこちらを参照。 

 

HER2陽性乳がんから転移した脳腫瘍患者にT-DM1が臨床効果を示す－臨床試験デー

タから 

Annals of Oncology誌に発表された論文によると、脳転移を有するHER2陽性乳がん患者を対象

にした、腫瘍標的化抗体と化学療法剤の複合体であるトラスツズマブ エムタンシン（T-DM1）

の探索的解析の結果、T-DM1には臨床的に重要な有用性があり、さらに研究が必要であることが

明らかになった。解析対象となった乳がん患者398人は、現在進行中のHER2陽性乳がん患者を対

象としたT-DM1の第2b相KAMILLA試験に参加していた。ベースラインで測定可能な脳転移を有す

る患者では、21.4％が治療に奏効した。詳しくはこちらを参照。 

 

【企業ニュース】 

再発性膠芽腫を対象とした高強度版オプチューンの臨床試験を開始、ノボキュア社

が発表 

ノボキュア社は、再発膠芽腫を対象に、高強度版の腫瘍治療電場（TTF）療法を検討する第2相

パイロット試験（EF-33）において、最初の患者が登録されたことを発表した。この試験では、

オプチューンの電場強度を高めるために、同社は14個のセラミックディスクを備えた高強度ア

レイを設計した（従来のモデルでは9個）。本試験には25人の患者が登録され、最低6カ月間の

追跡調査が予定されている。アレイの表面積を増やすことで、治療の安全性を維持しつつ、よ

り高い電場強度を提供できるようになると期待されている。詳細はこちら（同社プレスリリー

ス）を参照。 

  

小児脳腫瘍を対象にAd-RTS-hIL-12+veledimexの第1/2相試験で最初の患者が

投与を受けたことをZiopharm社が発表 

Ziopharm Oncology社は、びまん性内在性橋グリオーマ（DIPG）の小児脳腫瘍を対象に、v

eledimex（Controlled IL-12）と併用したAd-RTS-hIL-12の第1/2相試験において、最

初の患者が投与を受けたことを発表した。現在も患者を募集している本試験は、神経膠腫の小

児患者を対象に、Ad-RTS-hIL-12を腫瘍内に単回注射し、最大14日間のveledimex経口投

与を行った場合の安全性と忍容性を評価することを目的としている。詳細はこちら（同社プレ

スリリース）を参照。 
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Denovo社のDB102（エンザスタウリン）が初発膠芽腫の治療薬としてファスト・

トラック指定 

米国食品医薬品局（FDA）は、新たに膠芽腫と診断された患者の治療薬として開発が進められ

ているDB102（enzastaurin［エンザスタウリン］）を、ファスト・トラックに指定したと、

Denovo Biopharma社が発表した。エンザスタウリンは、がん細胞の増殖に関与するいくつ

かの細胞経路（PKCβ、PI3K、AKT経路）を阻害する経口薬である。ファスト・トラック指定

は、FDAによる医薬品の審査を迅速化することを目的としている。詳細はこちら（同社プレス

リリース）を参照。 

 

【コミュニティニュース】 

英国の2つの脳腫瘍慈善団体、Brain Tumour CharityとMeningioma UKが合併

へ 

 

【学会ニュース】 

現在のCOVID-19パンデミックの影響で、世界中の多くの対面式の会議や学会が中止、延期、

またはバーチャルイベントに変更されている。私たちはこのニュースに遅れを取らないように

最善を尽くしているが、予定されているイベントの状況については、必ず会議主催者に確認の

こと。 

 

カナダ脳腫瘍財団ウェビナーシリーズ 

カナダ脳腫瘍財団（Brain Tumour Foundation of Canada）では、研究、治療、事前のケアプラ

ン、脳腫瘍診断後の職場復帰、脳腫瘍サバイバーや介護／介助者の体験談などのトピックを含

むさまざまな無料ウェビナーを年間を通して開催している。各ウェビナーは午後2時から3時に

（米国東部標準時）開催され、講演日から1週間は財団のウェブサイトで視聴することがでる。

詳細はこちら。 

  

BNOSは2020年9月9日に神経腫瘍学におけるバイオマーカーの無料ウェビナーを開

催 

https://www.prnewswire.com/news-releases/fda-grants-fast-track-designation-for-db102-in-patients-with-newly-diagnosed-glioblastoma-gbm-301095274.html
https://thirdforcenews.org.uk/tfn-news/cancer-charities-announce-merger
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https://thirdforcenews.org.uk/tfn-news/cancer-charities-announce-merger
https://www.braintumour.ca/helpful-information/webinar-series/


英国神経腫瘍学会（British Neuro-Oncology Society、BNOS）の年次総会の代わりに、

BNOSは2020年9月9日（水）に「神経腫瘍学におけるバイオマーカー」をテーマにした無料の1

日ウェビナーを開催することを発表した。この日の目的は、世界中から注目を集めている講演

者を招いて、分子病理学、イメージング、およびリキッドバイオプシーの手法を用いた臨床的

に関連性のあるバイオマーカーの最新情報を提供することである。内容は、臨床医、検査技師、

その他医療従事者を対象としている。翌日の9月10日（木）には、Children's Brain Tumou

r Drug Delivery Consortium（CBTDDC）と共同で、「神経膠腫における薬物送達」に関

する無料オンライン研究ワークショップも開催する。詳しくはこちらを参照。 

  

2020年の患者向けの会議およびイベント（抜粋） 

2020年米国脳腫瘍協会（ABTA）全国総会 

今回はバーチャルで開催 

2020年9月11日～12日 

（米国イリノイ州ローズモント） 

 

 

国際脳腫瘍啓発週間 

2020年10月24日～31日 

 

2020年の学術会議（抜粋） 

 12月 

第19回国際小児脳腫瘍シンポジウム（ISPNO 2020）－ハイブリッドミーティング 
詳細はウェブサイトを参照のこと。（紹介動画はこちらから） 

2020年12月13日～16日 

長野県軽井沢、オンライン 
 

  

 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：坂下美保子／JAMT（ジャムティ）翻訳チーム＝＝ 
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https://theibta.us8.list-manage.com/track/click?u=9487f42621af3144e7c7ddc6e&id=5b811b0c8d&e=acba922eeb


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.theibt

a.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@theibta.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 Tumour 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。 

  

 


