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Figure 1.  Computed tomography (CT) findings of renal cell carcinoma (RCC)
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腎細胞癌の分子機構と分子標的薬治療
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　腎細胞癌は抗癌剤や放射線に対する感受性が低く，従来，進行性腎細胞癌に対する治療選択肢が

免疫療法に限定されていたため，多数例が治療に難渋していた。von Hippel-Lindau病の原因遺伝子
と腎細胞癌発癌との関連が明らかにされて以降，腎細胞癌の分子機構が解明され，分子標的薬の関

発が急速に進んだ。2013年現在，欧米に引き続き本邦でも，ソラフェニブ，スニチニブ，エベロリ
ムス，テムシロリムス，アキシチニブの5剤が使用可能である。臨床試験の良好な成績のみなら
ず，実臨床でも優れた治療効果が得られている。
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はじめに

　腎細胞癌 (Figure 1A) は，成人癌全体の2〜3%，腎臓

に発生する充実性腫瘍の70〜80%を占める。罹患症例

の40%以上は癌死するとされており，これは他の泌尿

器癌と比較して高頻度である。限局癌は，根治的腎摘

除術や腎部分切除術といった手術療法によって根治可

能であるが，根治手術後の再発・転移巣 (Figure 1B) や

手術不能の進行性腎細胞癌に対する治療選択肢は，従

来非常に限られたものであった。腎細胞癌は抗癌剤や

放射線に対する感受性が低いため，進行性腎細胞癌に

対する治療は，インターフェロンやインターロイキン

といった免疫療法に限定されていた。免疫療法は歴史

があるものの，その治療効果は決して高いとはいえ

ず，進行性腎細胞癌の多数例が治療に難渋していた。

　von Hippel-Lindau (VHL) 病の原因遺伝子と腎細胞癌

発癌との関連が明らかにされて以降，腎細胞癌の分子

機構が明らかにされてきた。それに伴い，分子標的薬

の開発が急速に進み，欧米に引き続き本邦でも各種薬

剤が承認・販売に至っている。さらに，臨床試験の報

告のみならず，実臨床においても優れた治療成績が得

られている。

A. Abdominal CT showed enhanced large mass in the
right kidney.

B. Chest CT showed multiple lung metastases from RCC.
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分子機構

　腎細胞癌に関連する遺伝性の症候群は以前より認知

されており，それらの中で最も頻度の高いVHL病の原

因遺伝子であるVHL遺伝子が分子遺伝学的解析によっ

て単離された。その後，mesenchymal-epithelial transition

(MET) 遺伝子，fumarate hydratase (FH) 遺伝子，Birt-

Hogg-Dubé (BHD) 遺伝子が明らかにされた。これらの

遺伝子背景より，組織学的分類の再構築がなされ，現

在，淡明細胞腎癌，乳頭状腎細胞癌，嫌色素細胞腎

癌，オンコサイトーマに大きく分類されている1。

淡明細胞腎癌

　腎細胞癌の約75%を占め，肉眼的に境界明瞭な黄色

ないし黄白色の腫瘍である。組織学的には，グリコー

ゲンが豊富で淡明な細胞質を有する腫瘍細胞が胞巣状

配列をとり，間には類洞状腫瘍血管が発達する。発生

母地は，近位尿細管上皮細胞である。

　腎細胞癌を好発する遺伝性症候群としては，VHL病

が以前より認知されており，常染色体優性遺伝性に淡

明細胞腎癌を好発する。V H L病の連鎖解析から

positional cloning法にて，染色体3p25.3領域に存在する

VHL遺伝子が単離され，遺伝性腎細胞癌の原因遺伝子

としての実態が明らかになった2。

　VHL遺伝子は癌抑制遺伝子に分類され，Knudsonの2-

hit機構で2つのアレルに変異が起こることで，不活性

化，機能消失が起こる。VHL家系では，100%近くに

VHL遺伝子の遺伝的変異が検出される3。一方で，散発

性の腎細胞癌でもVHL遺伝子の変異検出が行われ，結

果，変異は淡明細胞腎癌のみに特異的で，腫瘍化過程

の早期の変化であること，変異パターンとしては遺伝

子coding領域の小変異が約50%，遺伝子promoterのメチ

ル化が5〜10%，ヘテロ結合性消失は80〜100%と非常

に高率であることが判明した4。

　VHL蛋白は，正常酸素分圧下で低酸素反応誘導のた

めの転写因子 (hypoxia inducible factor: HIF) をユビキチ

ン-プロテアソーム系を介して分解するためのユビキチ

ンリガーゼ複合体を形成する5。VHL蛋白が遺伝子変異

を起こし異常をきたすと，正常酸素分圧下でのHIFに

よる低酸素反応が生じるため，異常な血管新生，グリ

コーゲンの細胞内蓄積が生じ，腎細胞癌細胞の腫瘍化

に結びついていると考えられている6。

乳頭状腎細胞癌

　腎細胞癌の約15%を占め，肉眼的に境界明瞭で硬い

被膜を有し，内部は泥状，茶褐色ないしは黄金色を呈

する。組織学的には，腫瘍細胞の大部分が乳頭状構造

からなり，その表面を腫瘍細胞が被覆する。腫瘍細胞

の性状からtype 1とtype 2に分類される7。Type 1では，

腫瘍細胞は小型，単層配列を示し，核異型は軽度で，

細胞質は好塩基性であることが多い。Type 2では，腫

瘍細胞は大型，核異型は高度で，偽重層が認められ，

細胞質は好酸性であることが多い。発生母地は，近位

尿細管上皮細胞とされている。

　遺伝性乳頭状腎細胞癌家系の原因遺伝子が，染色体

7番長腕上のMET遺伝子であることが検出された8。

MET遺伝子は癌遺伝子に分類され，HIFの受容体であ

る。家族例及び散発例の乳頭状腎細胞癌で発見された

変異は，機能が亢進するような活性型変異であり，

METシグナルが恒常的に活性化されている。

　一方，悪性度の高いtype 2乳頭状腎細胞癌を遺伝性に

発症する稀な家族性平滑筋腫症腎細胞癌家系があり，

その原因遺伝子が染色体1q42にあるFH遺伝子であるこ

とが検出された9。Type 2乳頭状腎細胞癌の腫瘍では，

2-hit機構でFH遺伝子が不活性化されており，結果，フ

マル酸が異常蓄積され，HIF prolyl hydroxylaseの抑制経

路で，転写因子HIF-αの分解抑制，活性化が生じてい

る10。

嫌色素細胞腎癌

　腎細胞癌の約5%を占め，肉眼的に大型で，ベージュ

色の均質な腫瘍であることが多く，出血や壊死傾向に

乏しい。組織学的には，腫瘍細胞は大型で，多角形，

細胞膜が強調された植物細胞様所見を示し，核は不整

卵円形でレーズン状である。細胞質は豊富で，混濁網

目状であり，時に好酸性顆粒状を呈することもある。

発生母地は，集合管介在細胞とされている。

　同じ集合管介在細胞を発生母地とする良性腫瘍とし

て，オンコサイトーマが分類されている。肉眼的にマ

ボガニー色を呈し，中心瘢痕を伴う境界明瞭な腫瘍で

ある。組織学的には，豊富な好酸性顆粒状の細胞質を

有する異型性の低い腫瘍細胞からなる。

　嫌色素細胞腎癌やオンコサイトーマなどの遠位系腫

瘍を好発する稀な遺伝性疾患としてBHD症候群があ

り，この責任遺伝子がBHD遺伝子として染色体17p11

領域より単離された1,11。BHD症候群では約20%に腎腫

瘍の発症が認められ，近位系の淡明細胞腎癌や乳頭状

腎細胞癌の発症も報告されている11。

mTORシグナル伝達経路

　TORとはtarget of rapamycinの略であり，マクロライ

ド系抗生物質として発見され，免疫抑制作用が確認さ

れたrapamycinの細胞内における標的物質として同定さ

れた。Rapamycinは，イースター島の土壌から採取さ

れた放線菌が産生するマクロライド系抗生物質であ

り，抗真菌薬としての研究の後12,13，免疫抑制作用が認

められた14。TORは真核生物に広く存在し，哺乳類に

おける相同物質がmTOR (mammalian target of rapamycin)

である。mTORは栄養が良好な状態において細胞増殖

や代謝の中心的な事象をコントロールする。インスリ

藤田　哲夫，他
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ン，栄養素，及び増殖因子によって活性化され，結

果，蛋白合成を促進し，細胞を増殖させ，細胞周期を

G1から進展させる。

　mTORは主にPI3K/Aktシグナル伝達経路によって制

御されている。細胞の分裂，増殖に不可欠な経路で，

細胞内外のエネルギー環境により制御を受けている15。

ヒト癌においてmTORの変異は報告されていないが，

mTORの活性を抑制するPTENの遺伝子変異や，mTOR

の活性を促進するPI3Kの活性亢進とAktの過剰発現が

報告されている。腎細胞癌においても，PTENの欠失

や変異，Aktの発現亢進が報告されている16-20。

分子標的薬

　2006年の米国食品医薬品局での分子標的薬承認に遅

れること2年，本邦でも2008年に1剤目が承認された。

2013年現在，進行性腎細胞癌に対してソラフェニブ，

スニチニブ，エベロリムス，テムシロリムス，アキシ

チニブの5剤の分子標的薬が使用可能である。

ソラフェニブ (ネクサバール)
　ソラフェニブ (ソラフェニブトシル酸塩) は，腫瘍細

胞の増殖に関わるシグナル伝達を遮断することに加

え，腫瘍細胞表面の血管新生を抑制することで癌の増

殖を抑える，腫瘍細胞と腫瘍血管の両方を標的とする

経口マルチキナーゼ阻害薬である。前臨床試験では，

癌細胞の増殖と血管新生の両方に関係する2つのクラス

のキナーゼであるRafキナーゼ，血管内皮増殖因子受容

体 (vascular endothelial growth factor receptor: VEGFR)-

2，VEGFR-3，血小板由来増殖因子受容体 (platelet-

derived growth factor receptor: PDGFR)-β，幹細胞因

子受容体 (c-KIT)，fms様チロシンキナーゼ3 (FLT-3) を

阻害していることが報告されている21。

　腎細胞癌に対するソラフェニブの第Ⅲ相臨床試験の

結果は，Escudierら22によって2007年に報告された。1種

類の全身治療後に進行した淡明細胞腎癌を対象とし

て，プラセボとの二重盲検試験によって行われた。

903例を対象とし，400 mgを1日2回内服のソラフェニブ

群451例と，プラセボ群452例で比較検討された。結

果，プラセボ群では部分奏効 (partial response: PR) が

2%であったのに対し，ソラフェニブ群では10%と有意

差を認めた。また，無増悪生存期間の中央値が，プラ

セボ群の2.8か月に対しソラフェニブ群の5.5か月，全生

存期間の中央値が，プラセボ群の15.9か月に対しソラ

フェニブ群の19.3か月と，ソラフェニブ群で有意な延

長効果を認めた22。最終報告23によると，全生存期間の

中央値は，プラセボ群の15.2か月に対しソラフェニブ

群で17.8か月と，有意差を認めなかった。しかし，本

試験期間中にプラセボ群の48%がソラフェニブの投与

に切り替えられており，これらの症例を打ち切ると，

プラセボ群の14.3か月に対しソラフェニブ群の17.8か月

と，ソラフェニブ群で有意な延長効果を認め，免疫療

法抵抗性の進行性腎細胞癌に対する二次治療としての

ソラフェニブ治療の有用性が証明された23。

　本邦での第Ⅱ相臨床試験は，免疫療法抵抗性の転移

性腎細胞癌129例を対象に施行された24。淡明細胞腎癌

が86.8%であった。結果，PRを12.4%，安定 (stable

disease: SD) を72.1%に認め，全体の80.5%に腫瘍縮小

効果を認めた。無増悪生存期間の中央値は224日 (約7.5

か月) であった24。その後の最終報告25によると，PRを

19.4%，SDを67.4%に認め，無増悪生存期間の中央値は

7.9か月，全生存期間の中央値は25.3か月であった。

　特徴的な有害事象として，手足症候群等の皮膚毒性

が報告されているが，本邦における皮膚症状の出現は

欧米より高頻度である24,25。さらに，当院でのソラフェ

ニブ投与症例36例を検討した結果，投与中断を余儀無

くされる多形紅斑の出現が高頻度であった26。36例中

28例 (78%) に皮膚毒性を認め，9例 (25%) に多形紅斑

を認めた。多形紅斑は全例皮膚生検によって診断さ

れ，貼付試験も陽性であったため，その後のソラフェ

ニブ投与は禁忌とされた26。

スニチニブ (スーテント)
　スニチニブ (スニチニブリンゴ酸塩) は受容体型のチ

ロシンキナーゼ阻害薬として開発された低分子化合物

であり，腫瘍増殖と血管新生に関与する受容体型チロ

シンキナーゼ，特にPDGFR，VEGFR，KIT，及びグリ

ア細胞由来神経栄養因子受容体 (RET proto-oncogene) に

てコードされた受容体の活性阻害が報告されている27。

前臨床試験は，ヌードマウスを用いた癌細胞培養株の

マウス移植モデルによって腫瘍縮小効果が確認され

た27。

　臨床試験では，単回投与を含むいくつかの投与方法

が試みられたが，有害事象の発現頻度を勘案した上

で，腫瘍縮小効果が期待できるとされる血漿濃度50〜

100 ng/mlを達成できる投与方法として，1日1回50 mg，

4週間内服，2週間休薬のサイクルが設定された28。

　腎細胞癌に対するスニチニブの第Ⅱ相臨床試験の結

果は，Motzerら29によって2006年に初めて報告された。

免疫療法後に進行した63例を対象とした臨床試験で，

淡明細胞腎癌が87%であった。結果，PRを40%，3か月

を超えるSDを27%に認め，無増悪生存期間の中央値は

8.7か月であった29。

　この結果をもとに，106例の免疫療法抵抗性淡明細

胞腎癌を対象とした多施設共同第Ⅱ相臨床試験が施行

された30。PRを34%，3か月以上のSDを29%に認め，高

い腫瘍縮小効果が示された。無増悪生存期間の中央値

は8.3か月であった30。

　一次治療としてのスニチニブの治療効果は，イン

ターフェロンαとの第Ⅲ相前向き無作為化試験によっ

腎細胞癌の分子機構と分子標的薬治療
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て検討された31。全身未治療の淡明細胞腎癌750例を，

無作為にスニチニブ治療群375例とインターフェロンα

治療群375例に割り付け，1日1回50 mg，4週間内服，

2週間休薬のサイクルでのスニチニブ治療，又は，1回

900万単位，週3回のインターフェロンα治療を施行し

た。結果，インターフェロンα治療群ではPRが6%で

あったのに対し，スニチニブ治療群では31%と有意差

を認めた。無増悪生存期間の中央値も，インターフェ

ロンα治療群の5.0か月に対しスニチニブ治療群では

11.0か月と，有意な延長効果を認めた31。さらに，その

後の最終報告32によると，全生存期間の中央値は，イ

ンターフェロンα治療群の21.8か月に対しスニチニブ

治療群では26.4か月と延長を認め，全身未治療の進行

性腎細胞癌に対する一次治療としてのスニチニブ治療

の有用性が証明された。

　本邦での第Ⅱ相臨床試験は，転移性の淡明細胞腎癌

51例を対象に施行された33。全身未治療が25例，免疫

療法抵抗性が26例であった。1日1回50 mg，4週間内

服，2週間休薬のサイクルでのスニチニブ治療を施行し

た。結果，完全奏効 (complete response: CR) とPRによっ

て規定される奏効率は，未治療群で48%，免疫療法抵

抗群で46.2%，全体で47.1%であった。また，無増悪生

存期間の中央値は，未治療群で46.0週 (約11.5か月)，免

疫療法抵抗群で33.6週 (約8.4か月)，全体で46.0週 (約

11.5か月) であった33。その後の最終報告34によると，無

増悪生存期間の中央値は，未治療群で12.2か月，免疫

療法抵抗群で10.6か月，全生存期間の中央値は，未治

療群で33.1か月，免疫療法抵抗群で32.5か月であった。

グレード3または4の有害事象として，疲労を24%，手

足症候群を18%，血小板減少を55%，好中球減少を

53%，リパーゼ上昇を49%に認めた34。

　当院においても2008年よりスニチニブの投与を開始

し，臨床試験と同等の治療成績が認められている35。

投与初期症例20例を検討した結果，35%のPR，25%の

SDを認め，1年無増悪生存率は61.4%であった (Figure

2)35。その後の投与症例を重ね，C反応性蛋白 (C-reactive

protein: CRP) の予後予測因子としての有用性を検討し

た36。スニチニブ投与前のCRP値0.30 mg/dlにて，0.30

mg/dl以下のCRP正常群と0.30 mg/dlを超えるCRP高値群

の2群に分け，比較検討を行った。C R P正常群は

31.7%，CRP高値群は68.3%であった。結果，CRP高値

群ではPRとSDによって規定される疾患制御率が35.7%

であったのに対し，CRP正常群では84.6%と有意に良

好であった (P = 0.0022)。また，無増悪生存期間の中

央値は，CRP高値群の6.0か月に対しCRP正常群では

19.0か月と，CRP正常群で有意な延長効果を認めた (P

= 0.0361，Figure 3)。これらの結果より，スニチニブ投

与前のCRP値が，予後予測因子として有用である可能

性が示唆された36。

エベロリムス (アフィニトール)
　エベロリムスはラパマイシンの誘導体として開発さ

れ，mTOR阻害薬としての作用を有する。初期は，成

人の心臓・腎臓移植の免疫抑制剤として承認された

が37，その後，悪性腫瘍に対する効果が明らかになっ

た。

　腎細胞癌に対するエベロリムスの国際第Ⅲ相臨床試

験の結果は，Motzerら38によって2008年に報告された。

スニチニブやソラフェニブに抵抗性を示した淡明細胞

腎癌を対象として，プラセボとの二重盲検試験によっ

て行われた。410例を対象とし，10 mgを1日1回内服の

エベロリムス群272例とプラセボ群138例で検討した結

Figure 2.  Kaplan-Meier estimates of progression-free survival

A total of 20 patients with advanced RCC were treated with
sunitinib.  One-year progression-free rate was 61.4%.
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Figure 3.  Kaplan-Meier estimates of progression-free survival
for patients grouped by CRP level

The normal CRP (≤0.30 mg/dl) cohort showed significantly longer
progression-free survival time than the elevated CRP cohort (log-
rank P = 0.0361).
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果，無増悪生存期間の中央値がプラセボ群の1.9か月に

対しエベロリムス群の4.0か月と，エベロリムス群で有

意な延長効果を認めた38。

　その後の最終報告39によると，無増悪生存期間の中

央値がプラセボ群の1.9か月に対しエベロリムス群の4.9

か月と，エベロリムス群で有意な延長効果を認めた。

また，全生存期間の中央値は，プラセボ群の14.4か月

に対しエベロリムス群では14.8か月であったが，プラ

セボ群の80%がエベロリムスに切り替えていたことよ

り，スニチニブやソラフェニブに抵抗性の進行性腎細

胞癌に対する二次治療としてのエベロリムス治療の有

用性が示された39。

　国際第Ⅲ相臨床試験38,39に本邦の症例も含まれていた

ため，本邦の症例での解析結果が2011年に報告され

た40。本邦24例中，15例がエベロリムス群，9例がプラ

セボ群であった。無増悪生存期間の中央値は，プラセ

ボ群の3.6か月に対しエベロリムス群の5.8か月と，全体

と比較して遜色のない結果が得られた40。

　特徴的な有害事象として，間質性肺疾患の発生が報

告されている38-40。当院での投与症例においても，グ

レード4の間質性肺炎を経験しており，今後の間質性肺

疾患への対応が検討すべき重要な課題と考えられる。

テムシロリムス (トーリセル)
　テムシロリムスもラパマイシンの誘導体として開発

され，mTOR阻害薬としての作用を有する。静脈内投

与，及び経口投与が可能な薬剤として開発されたが，

現在，唯一の静脈内投与薬として承認されている。

　腎細胞癌に対する第Ⅰ相／第Ⅱ相臨床試験の結果

は，Motzerら41によって報告された。71例の進行性腎細

胞癌を対象に，テムシロリムスとインターフェロンα

の併用療法での治療効果が検討された。結果，PRを

11%，SDを35%に認め，無増悪生存期間の中央値は9.1

か月，全生存期間の中央値は18.8か月であった41。

　第Ⅲ相臨床試験42は，全身未治療の進行性腎細胞癌

626例を対象に，テムシロリムス群，インターフェロ

ンα群，テムシロリムスとインターフェロンαの併用

群の3群で比較検討された。なお，試験の組み入れにあ

たっては，予後不良因子である治療前の，①血液中

L-lactate dehydrogenase値が正常上限の1.5倍以上，②血

液中ヘモグロビン値が正常下限以下，③血液中補正カ

ルシウム値が10 mg/dl以上，④腎細胞癌の診断から全

身治療開始まで1年未満，⑤Karnofsky performance score

が60〜70，⑥多臓器転移，のうち3つ以上を満たす高

リスク症例を対象とした。テムシロリムス群は209

例，インターフェロンα群は207例，テムシロリムスと

インターフェロンαの併用群は210例で，淡明細胞腎癌

は各々81%，82%，78%であった。結果，無増悪生存

期間の中央値がテムシロリムス群で3.8か月，インター

フェロンα群で1.9か月，併用群で3.7か月と，テムシロ

リムス群で有意な延長効果を認めた。さらに，全生存

期間の中央値がテムシロリムス群で10.9か月，イン

ターフェロンα群で7.3か月，併用群で8.4か月と，テム

シロリムス群で有意な延長効果を認め，高リスク症例

に対するテムシロリムスの有用性が証明された42。

アキシチニブ (インライタ)
　アキシチニブは，indazole誘導体である経口のレセプ

ター型チロシンキナーゼ阻害薬であり，VEGFR，

PDGFR，c-KITを主なターゲットとする。VEGFR-1，

VEGFR-2，VEGFR-3に対する選択的な阻害薬である

が，PDGFR-βとc-KITの阻害作用も有するため，血管

内皮細胞に対する阻害作用に加え，血管周皮細胞に対

する阻害作用も期待できる。前臨床試験では，マウス

のヒト結腸癌細胞移植モデルとLewis肺癌同種移植モデ

ルに対し，用量依存的な腫瘍増殖抑制効果を示した。

腫瘍内血管内皮細胞のアポトーシスと中心性壊死が確

認され，増殖抑制効果は血管に対する障害であること

が示唆された。さらに，腫瘍血管に対する作用を形態

学的に検討した結果，既存の血管に対しても作用し，

アキシチニブの効果として新生血管の阻害のみではな

く，既存血管の維持に対する阻害作用を有することも

示唆された43。

　第Ⅰ相臨床試験は，標準的治療に抵抗性あるいは治

療方法のない腎細胞癌を含む進行固形癌を対象に施行

された44。36例が組み込まれ，腎細胞癌は6例であっ

た。結果，全体で3例のPRを認め，腎細胞癌6例中2例

のPR (奏効率33%) を認めた。効果持続期間は18週で

あった。有害事象は，高血圧を61%に認め，その他，

蛋白尿が認められた。なお，本試験において用量規制

毒性と最大耐用量が検討され，第Ⅱ相臨床試験への推

奨用量は，空腹時の5 mgの1日2回投与と決定された44。

　腎細胞癌に対するアキシチニブの第Ⅱ相臨床試験の

結果は，Rixeら45によって2007年に報告された。免疫療

法抵抗性の転移性腎細胞癌52例を対象として，5 mgを

1日2回の内服とした。グレード3または4の有害事象が

生じた場合は減量の対象とし，逆にグレード2以下の有

害事象しかなく腫瘍の縮小が観察されない場合には

20%の増量とした。結果，44.2%の奏効率が認められ，

無増悪生存期間の中央値は15.7か月，全生存期間の中

央値は29.9か月であった。有害事象として，高血圧が

57.7%に認められたが，蛋白尿の発現は第Ⅰ相臨床試

験と比較して低頻度であった45。

　その後の第Ⅲ相臨床試験は，ソラフェニブとの前向

き無作為化試験によって検討された46。スニチニブや

インターフェロンαを含む一次治療に抵抗性を示した

進行性の淡明細胞腎癌723例を対象とし，5 mgを1日2回

内服のアキシチニブ群361例と，400 mgを1日2回内服の

ソラフェニブ群362例で比較検討された。なお，アキ

シチニブは第Ⅱ相臨床試験と同様に増減量可能とし

腎細胞癌の分子機構と分子標的薬治療
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た。結果，PRはソラフェニブ群で9%であったのに対

し，アキシチニブ群では19%と有意差を認めた。ま

た，無増悪生存期間の中央値は，ソラフェニブ群の4.7

か月に対しアキシチニブ群の6.7か月と，アキシチニブ

群で有意な延長効果を認めた46。

　本邦での第Ⅱ相臨床試験47は，免疫療法抵抗性の転

移性腎細胞癌64例を対象に施行された。淡明細胞腎癌

が97%であった。アキシチニブは5 mgを1日2回の内服

で開始し，最大10 mgを1日2回の内服まで増量可能とし

た。結果，PRを50%，SDを45.3%に認め，無増悪生存

期間の中央値は11.0か月であった。有害事象として，

高血圧を84%，蛋白尿を58%に認めた。アキシチニブ

の投与量は8%で増量可能であったが，66%で減量を要

し，平均1日投与量は7.1 mgであった47。

ま  と  め

　各種分子標的薬の導入により，欧米のみならず本邦

のガイドライン48においても，進行性腎細胞癌の一次

二次治療として位置付けられている (Table 1)。但し，

本邦での免疫療法の良好な結果49と，分子標的薬が高

額なことを考慮すると，進行性腎細胞癌全例に安易に

分子標的薬を導入するのではなく，症例個々の状態に

合わせた治療薬の選択が必要であることは言うまでも

ない。今後，さらに治療効果予測因子等が検討され，

より適格な治療戦略が得られることを期待する。
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Molecular mechanisms and targeted therapies in renal cell carcinoma
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Advanced renal cell carcinoma (RCC) is one of the most challenging malignancies to treat, showing nearly
universal resistance to all cytotoxic chemotherapeutic agents and limited sensitivity to radiation therapy.  A
majority of patients with advanced RCC could not receive any effective treatment due to relatively limited
treatment option such as cytokine therapy.  Since the clarification of molecular mechanisms of RCC after
finding the relation between the causative gene for von Hippel-Lindau disease and RCC, molecular targeted
therapeutic agents for RCC have been developed.  In 2013, sorafenib, sunitinib, everolimus, temsirolimus, and
axitinib have been able to use in Japan.  Several phase II and III clinical trials revealed superior efficacies of
these agents in patients with advanced RCC.  Many patients received clinical benefits from these targeted
agents in daily clinical use.
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