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本レポートには国内での承認用法・用量外の情報が含まれています。
記載されている医薬品の使用にあたっては、医薬品添付文書等をご参照下さい。
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標準診断・治療のピットフォール
～押さえておきたい外科、内科、病理のポイント～
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GIST診療における術後補助化学療法に関する新たなエビデンスと新しい治療

薬としてレゴラフェニブが承認されたことを受け、GIST診療ガイドラインは3年

振りに見直しがなされ、昨年4月に第3版として発行された。新たなガイドライン

の運用と診断・治療の均てん化を目的に今回、第87回 日本胃癌学会総会におい

て「標準診断・治療のピットフォール～押さえておきたい外科、内科、病理のポイン

ト～」というテーマでシンポジウムを開催する運びとなった。

本シンポジウムでは、冒頭でGIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）

の重要なポイントを概説頂いた後、各領域のご専門の先生方からガイドライン

に沿ったGISTの標準治療や実臨床における問題点、また遺伝子変異検索など

新しい話題についてもご講演頂いた。

GISTのようなエビデンスが限られる希少がんの診療においては、ガイドライン

の運用において判断に迷うことがあるという話をよく聞く。本記録集の内容が、

GIST診療に携わる先生方の日常診療での悩みを解決する一助となり、さらには

GIST診療における2～3年先のあるべき姿を提示することができれば幸いである。
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独立行政法人
国立がん研究センター東病院

西田 俊朗 先生

記録集発行にあたって

昨年4月に発行されたGIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）では、

新たな再発リスク分類の記載や術後補助化学療法の適応や期間に関する推奨な

どが追加された。同時にGISTの病理診断においても、特異的マーカーとして

報告されているDOG1の有用性についてのコメントが追加され、GISTの診断お

よび治療アルゴリズムが見直されてきている。

一方、本ガイドラインの中には今後解決していかなければならない課題もいくつ

か含まれている。こうした観点も含め、本シンポジウムでは、病理診断や外科

手術、薬物治療、副作用マネージメントのあり方などにおける現状の問題点につ

いて、それぞれのご専門の先生方よりご講演を頂き、さまざまな議論がなされた。

本記録集が病理および臨床の先生方のGIST診療の手助けとなり、今後の

GISTの標準治療の普及ならびに治療の均てん化の一端を担うことできれば幸い

と考える。

兵庫医科大学 病院病理学

廣田 誠一 先生



ガイドラインにおけるSMTの治療方針図1

： オプション治療

内視鏡下生検の病理組織診断により、上皮性病変等を除外する。 漿膜側からの生検は禁忌。（エビデンスレベルⅥ、推奨グレードC1）
潰瘍形成、辺縁不整、増大。
経口・経静脈性造影剤を使用し、5mm スライス厚以下の連続スライスが望ましい。（エビデンスレベルⅥ、推奨グレードC1）
EUS-FNAB施行が望まれるが、必須ではない。
CTで壊死･出血、辺縁不整、造影効果を含め実質の不均一性、EUSで実質エコー不均一、辺縁不整、（リンパ節腫大）。（エビデンスレベルⅣa、推奨グレードC1）
術前組織診断ができていない場合は、術中病理診断を行うことが望ましい。

a）
b）
c）
d）
e）
f）

有症状または
生検にてGIST 手術適応f)

各々の治療指針に
準じる

相対的手術適応f)

（鏡視下手術を含む）

経過観察
1～2回/年

腫瘍径
2cm未満

腫瘍径
2～5cm

腫瘍径
5.1cm以上

増大傾向または
悪性所見b)あり

精査  CTc)、EUS、
EUS-FNABd)

悪性所見b)なし
無症状かつ
生検未診断

SMTa)

EUS-FNAB未施行かつ
悪性所見b, e）なし

悪性所見b, e）あり、
またはEUS-FNABでGIST

EUS-FNABでGIST以外

GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版） 日本癌治療学会 日本胃癌学会 GIST研究会／編.
金原出版より改変
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本邦のGIST診療ガイドラインは、2008年3月に第1版が
策定され、その後2回の改訂を経て、2014年3月に第3版1） 

が発行された。本改訂では、GIST診療における最新のエビ
デンスに基づいて新たな推奨が盛り込まれ、治療アルゴリズ
ムが一部改変された。本セクションでは、GIST診療ガイドラ
イン2014年4月改訂（第3版）の主な変更点についてガイドライ
ンの構成に沿って概説する。

本邦では、GISTは胃の粘膜下腫瘍（submucosal tumor：
SMT）として発見される頻度が高く、SMTの外観を呈する胃
癌との鑑別が重要であることから1）、GISTの診療アルゴリズ
ムにはSMTの治療方針が冒頭に掲載されている（図1）。有
症状またはGISTと確定診断されたSMT、および無症状かつ
生検未診断でも腫瘍径が5cmを超える場合は手術適応と
なる。また、無症状かつ生検未診断のSMTのうち、腫瘍
径2cm未満で悪性所見がない場合は経過観察となり、腫
瘍径2cm未満でも増大傾向または悪性所見がある場合や、

腫瘍径2～5cmの場合では所見に応じて経過観察ないし手術
の適応が考慮される。

画像診断の推奨に大きな変更はなく、存在診断には内視
鏡検査、消化管造影検査、およびCT（MRI）検査、病期診
断にはCT（MRI）検査およびPET検査、質的診断には（超音
波）内視鏡下生検が推奨される。モニタリング間隔は低再発
リスクの場合は6ヵ月～1年毎、中・高再発リスクの場合は4～
6ヵ月毎の実施が推奨される。治療効果判定は、造影CT検
査による腫瘍径とdensityの変化から判定するとされており、
PETは現時点では治療効果判定に対しては保険適用外である。
腫瘍内結節や新たな病変の出現、腫瘍の再増大が認められ
た場合には増悪と判定される。
病理診断の基本は免疫染色であり、KIT陽性またはCD34

陽性の場合はGISTと診断される。KITおよびCD34がいず
れも陰性の場合は、デスミンやS-100蛋白の陰性所見に基づ
いてGISTと判定を行う（p5、図1）。さらに今回の改訂では、

川崎医科大学 臨床腫瘍学　澤木 明 先生演者

GIST診療ガイドライン第3版のOverview

GISTの診療アルゴリズム

GIST診療ガイドラインの変更点

Keynote LectureKeynote Lecture



ガイドラインにおける再発GISTの治療アルゴリズム図3

ガイドラインにおけるGISTの外科治療アルゴリズム図2

イマチニブ耐性
GIST治療効果なし（PD）

： オプション治療

完全切除後の再発（イマチニブは未投与）
単発または数個までの切除可能肝転移、局所再発のみ（エビデンスレベルⅣa）

a）
b）

病理組織診断がついていること。
病理組織診断による評価。
Clinically malignantとは転移、偽被膜破損、腹膜播種、他臓器浸潤 などを有する場合。
中リスクGISTに対するイマチニブアジュバント治療の有効性は確立していない。EORTC/AGITG/FSG/GEIS/ISG研究から、イマチニブ2年間のアジュバント治療が、中リ
スクGIST全体において全生存を改善するとはいえない。
Z9001研究ならびにSSGⅩⅧ研究において3年までの術後イマチニブ投与の安全性が確認されている。 SSGⅩⅧ研究においては3年の術後イマチニブ投与によりprimary
endpointのrelapse-free survivalとともに、secondary endpointである全生存率の改善が示唆された。（エビデンスレベルⅡ、推奨グレードB）
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GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版） 日本癌治療学会 日本胃癌学会 GIST研究会／編.
金原出版より改変
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DOG1の免疫染色がKIT陰性GISTの相補的マーカーとして
追加された。またGIST診断の確認のためにc-kitおよび
PDGFRAの遺伝子変異検索も有用とされる。GISTのリスク
評価は術後補助化学療法施行を判断するために極めて重要で
ある。再発リスク分類の基本は腫瘍径と核分裂像数であり、
これら2つの因子に基づくFletcher分類と、そこに原発臓器
の概念を加えたMiettinen分類がこれまで用いられてきた。
今回、さらにリスク因子として腫瘍破裂の有無を加えた
modified Fletcher分類（Joensuu分類）が追加され、いずれ
の分類によっても再発高リスク群を効率よく特定することが可
能とされている。また、再発リスクを具体的な数値で示すこ
とができるcontour mapsが新たな手段として掲載されてお

り、患者に対し再発の頻度を具体的に説明するうえで有用と
されている。
外科治療については従来と同様、組織診断が確定した切

除可能な原発病変に対しては手術が第一選択であり、術後は
再発リスク評価に基づいて経過観察または術後補助化学療法
が行われる（図2）。外科治療の原則として、偽被膜の損傷を
避けること、部分切除の推奨、リンパ節郭清術が不要である
こと、イマチニブの術前使用時の注意などが掲載されている。
内科治療では、再発GISTに対しては従来と同様に手術適
応を検討し、手術が適応できない場合はイマチニブを投与す
る（図3）。一般に、再発・転移GISTは手術適応とはならない
ため、外科治療はオプション治療の位置付けである。



ガイドラインにおけるイマチニブ耐性GISTの治療アルゴリズム図4

イマチニブ投与開始180日までの一次耐性では、GIST診断の再確認を行う。c-kitやPDGFRA遺伝子変異の確認を行うことが望ましい。
多数ある転移病巣中、1～2個の病巣だけがイマチニブ耐性を示した場合
少数の病巣の増悪で、すべての耐性部分が切除可能であるイマチニブ耐性GISTに対して、外科切除、TAE、RFAなどでイマチニブ耐性病変を治療した後、イマチニブ治療を継続す
る。PFSの延長は8～10ヵ月程度で、全生存期間への影響は未確認である。本治療は肉腫専門分野をもつ病院で臨床試験として行われるべき治療である。（エビデンスレベル
Ⅳa、推奨グレードC1）
スニチニブ耐性時、部分耐性病変に対する局所治療とスニチニブ治療（またはイマチニブ治療）の報告はあるがPFSの延長はごく短期間で、全生存期間への影響は未確認である。
本治療は肉腫専門分野をもつ病院で臨床試験として行われるべき治療である。（エビデンスレベルⅣa）
TKI に耐性になった後も、比較的PS が良ければ忍容性の高いTKIを継続あるいは再導入すれば、何もしないよりQOLや予後が相対的に良いという報告がある。（エビデンスレベ
ルⅢ、推奨グレードC1）

a）
b）
c）

d）

e）

TKI：tyrosine kinase inhibitor
       （例えば、承認薬ではイマチニブ、スニチニブ、レゴラフェニブ）
BSC：best supportive care
PFS：progression-free survival
PS：performance status
QOL：quality of life

＊病理組織結果の再確認
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・・イマチニブ継続

・・新薬の臨床試験
・・TKI再投与e）

・・BSC

・・レゴラフェニブ
・・新薬の臨床試験
・・局所治療＋TKI d）

・・BSC
・・イマチニブ再投与e）

BSC

GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版） 日本癌治療学会 日本胃癌学会 GIST研究会／編.
金原出版より改変
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　GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）における内
科治療の最も大きな改訂点は、イマチニブ耐性GISTの治療
アルゴリズムの変更である（図4）。従来と同様に薬物治療の
原則はイマチニブであり、イマチニブ耐性GISTに対しては二
次治療としてスニチニブが投与されるが、2013年8月よりレゴ
ラフェニブが使用可能となったことを受け、スニチニブ耐性
GISTに対するレゴラフェニブ投与が追加された。患者の予後
改善のためにはこれら3剤を使い切ることが望ましく、各々の
有害事象を考慮し、必要に応じて休薬や減量を行うなど、
投与継続のための工夫をしていくことが必要である。なお、
治療アルゴリズムには薬物治療と局所治療やBSC（best 
supportive care）などが併記されているが、その時点で考
慮できる選択肢という主旨であり、原則としてイマチニブ耐性
GISTに対してはスニチニブが、スニチニブ耐性GISTに対し
てはレゴラフェニブの投与が推奨される。
　今回の改訂では、内科治療の部分に術後補助化学療法が項
目として新設された。最近報告されたSSGXⅧ試験において、
Fletcher分類の再発高リスク群※または腫瘍破裂を認める
GIST患者に対する3年間のイマチニブ術後補助化学療法を行
ったところ、1年間の術後補助化学療法に比較して無再発生存
率および全生存率が有意に改善されることが明らかとなった
（RFS：p＜0.001、OS：p＝0.02、Log-rank検定）2）。この結果に
基づき、完全切除後のGISTでFletcher分類の再発高リスク群

または腫瘍破裂を認める症例に対して、3年間のイマチニブ
術後補助化学療法の推奨が追加された。画像検査によるモ
ニタリング間隔は、イマチニブ投与中は6ヵ月毎、イマチニブ
投与終了後2年間は4～6ヵ月毎、その後は1年毎が推奨され
ている。なお、現時点では術後補助化学療法の適応を判断
するうえで遺伝子変異を考慮すべき十分なデータはないとさ
れているが、イマチニブの有効性が期待できないPDGFRA
のD842V変異などが知られており、術後補助化学療法の施
行に当たっても遺伝子解析が有用である可能性がある。

　GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）では、画
像診断および外科治療の項目には大きな変更は加えられてい
ない。一方、病理診断では新たなリスク分類や、内科治療で
は三次治療薬としてレゴラフェニブがそれぞれ追加された。
また、術後補助化学療法として、最新のエビデンスに基づき
3年間のイマチニブ治療の推奨が追加された。

イマチニブ耐性GISTの治療と術後補助化学療法

まとめ

〈参考文献〉
1）GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版） 日本癌治療学会 日本胃癌学会 GIST
研究会／編．2014年4月: 金原出版
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※腫瘍径が＞10cm、強拡大50視野（50HPF）での核分裂像数が＞10、
腫瘍径が＞5cmかつ50HPFの核分裂像数が＞5



GISTの正確な病理診断のためのポイント図2免疫染色によるKIT陰性GISTの診断アルゴリズム図1

＊判断に迷う例、稀な亜型GISTが疑われる場合は、
　専門施設にコンサルテーションを行う。

提供：九州大学病院 病理診断科 山元 英崇 先生

このようなパターンを示す腫瘍にはsolitary fibrous tumorがあり、鑑別を要する。
このようなケースの診断にはc-kitやPDGFRA遺伝子の突然変異検索が有用となる。

a）
b）

KIT（+）

KIT（－）

CD34（+）a,b）

DOG1（+）

DOG1（+）

CD34（－） デスミン（+）

S-100蛋白（+）

平滑筋腫瘍

神経鞘腫

デスミン（－）b）
S-100蛋白（－）

GIST

GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版） 日本癌治療学会 日本胃癌学会 GIST研究会／編.
金原出版より改変

臨床所見（年齢、性、肉眼像）

細胞形態（紡錘形細胞、類上皮細胞）

リスク分類（腫瘍径、核分裂像数）

免疫染色（KIT, CD34, S-100, デスミン)

　  DOG1（とくにKIT陰性GIST疑い例）

　  SDHB（とくにSDH欠失GIST疑い例）

遺伝子変異解析（c-kit, PDGFRA)

非GISTの鑑別
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　GISTは、主に消化管に発生し、紡錘形または類上皮細胞
からなる間葉系腫瘍である。約95％がKIT蛋白（KIT）を発
現し、しばしばc-kit（約70％）またはPDGFRA遺伝子変異
（約10％）を認め、まれにコハク酸脱水素酵素（SDH）やBRAF
の変異も認められる1）。発生部位は胃が約70％と最も多く、
次いで小腸が約20％である2）。本セクションでは、胃に特有
なGISTとその鑑別診断における注意点について述べる。

　胃ではPDGFRA変異GIST3）、KIT陰性GIST4）、SDH欠
失型GIST1）が特異的に認められ、いずれも類上皮細胞型で、
頻度はそれぞれ全GISTの10％、3～5％、5％程度である。
　PDGFRA変異GISTは中高年の胃や大網に好発し、予後
は比較的良好であるが、D842V変異例はイマチニブ抵抗性
である1）。免疫染色ではKITおよびDOG1陽性を示すが、ま
れにKIT陰性となる。
　KIT陰性GISTも中高年の胃や大網に好発し、PDGFRA
変異が多く、予後は比較的良好である。免疫染色ではKIT
陰性となるが、CD34またはDOG1陽性でGISTと診断でき
る。一方、KITおよびCD34がいずれも陰性の場合は、デス
ミンやS-100蛋白等のマーカーを用いて他の間葉系腫瘍と慎
重に鑑別する必要がある（図1）。また、胃の平滑筋腫瘍では
マスト細胞がKIT陽性を示すことや、増生または過形成した
カハール介在細胞がKITやDOG1にしばしば陽性を示すこと
があるため、GISTと誤診しないよう注意を要する。

　SDH欠失型GISTはほぼ胃に限られ、粘膜下に多結節分
葉状に増殖する。SDHを構成するサブユニットA、B、C、D
のいずれかの異常に伴って複合体全体が不安定化し、SDHB
発現が消失するため1）、免疫染色ではSDHB陰性となるが、
KITおよびDOG1は陽性を示す。ｃ-kitやPDGFRAの遺伝
子変異は認められない。小児や若年成人に好発し、女性
の発症が圧倒的に多く、孤在性、またはCarney-triadや
Carney-Stratakis症候群に合併する場合がある。リンパ節
転移が約50％と高頻度で認められるものの経過は緩徐であ
り、また転移や予後の予測におけるリスク分類に当てはまら
ず、イマチニブの有効性も低いことが知られている1）。SDHB
免疫染色についてはイマチニブ無効例の抽出やリンパ節転移
の予測において有用であるとの一定のコンセンサスは得られ
ているものの、現時点では推奨には至っていない。

　GISTの正確な病理診断のためには、臨床所見、細胞形態、
リスク分類、免疫染色によるGISTマーカーの確認と併せて
非GISTの鑑別が極めて重要であり、KIT陰性GISTや特殊
なGISTが疑われる場合には他のマーカーも併用し慎重に診
断する必要がある（図2）。また、遺伝子変異解析は可能な限
り実施すべきであり、判断に迷う場合は専門施設への積極的
なコンサルテーションが推奨される。

九州大学病院 病理診断科　山元 英崇 先生演者

胃GISTの特徴と病理診断上の注意点

GISTにおける病理的特徴

胃に特有のGISTとは
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術後機能フォローアップフローチャート図1

LECS

術後１ヵ月に診察 注1)

術後初回内視鏡 注2)

症状なし
内視鏡的残胃運動機能障害なし

術後３ヵ月に診察と内視鏡

症状あり
内視鏡的残胃運動機能障害 注3) あり

術後３ヵ月に診察と内視鏡

消化管運動改善薬を継続

症状なし
内視鏡的残胃運動機能障害なし

症状あり
内視鏡的残胃運動機能障害あり

術後6ヵ月に診察と内視鏡

術後12ヵ月に診察と内視鏡

消化管運動改善薬を継続

内服中止

内服中止

1ヵ月間の内服：
エソメプラゾールマグネシウム水和物20mg+イトプリド塩酸塩150mg/日

症状 or 内服 or 内視鏡的残胃運動機能障害あり
残胃運動機能障害と判断

症状・内服・内視鏡的残胃運動機能障害 全てなし
残胃運動機能温存と判断

注1）
注2）

注3）

症状, 摂取状況, 体重測定
内視鏡的観察項目：GERDの発症/
増悪, 胃内残渣, 変形(十二指腸への
内視鏡挿入困難の有無)
内視鏡的残胃運動機能障害：GERD
の発症/増悪または胃内残渣を認める

提供：石川県立中央病院 消化器外科
稲木 紀幸 先生
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　胃粘膜下腫瘍（SMT）の種類は多岐にわたるが、その中で
GISTは最も頻度が高い。従来、噴門、幽門、小彎などにかかる
部位の腫瘍摘出には、変形・狭窄が伴い、機能温存に課題が多
かった。そこで、本セクションでは、機能温存を踏まえた、胃SMT
における外科手術の適応と術式選択について述べる。

　切除可能なGISTにおける第一選択は外科的完全切除であ
る。この際、偽被膜を損傷することなく外科的に安全なマージ
ンを確保し、肉眼的断端陰性とする。臓器機能温存を考慮した
部分切除が推奨される。予防的・系統的リンパ節郭清は原則
不要である。
　胃SMTにおける外科治療は、腫瘍の発生部位や発育形式
（胃内発育型、胃外発育型など）によりアプローチ法を選択する。
腫瘍径が5cmを超える悪性度の高いものは開腹手術の適応と
なり、2～5cm程度までの腫瘍は腹腔鏡下手術の適応となる。
腹腔鏡下手術は低侵襲であり、生検未診断であってもtotal 
biopsyとしての切除も許容されると考える。ただし、腫瘍自体を
直接鉗子等で把持しないことに加え、1）画像上血流が豊富、2）
被膜が脆弱、3）臨床的に高悪性度などの条件を満たすGISTで
は開腹術が推奨される。また、腫瘍散布や被膜損傷せず全層切
除した場合でも、摘出腫瘍はバッグに入れるよう留意する。なお、

腫瘍性SMTと同様、GISTでは核出術（shell-out切除）は避ける。
　具体的なケースとして、発生部位が小彎、噴門、幽門にかか
らない胃SMTでは、比較的簡単な部分切除が可能である。
一方噴門、幽門、小彎にかかる部位の腫瘍摘出のように、変
形・狭窄、機能障害が問題となる場合、必要最低限のマージ
ンで切除し、かつ繊細な縫合閉鎖が求められる。その手段
として、臓器機能温存の観点から腹腔鏡内視鏡合同手術
（Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery：
LECS）が有用と考える。従来、LECSの適応は悪性の粘膜病
変がないものに限られていたが、当院では陥凹などを伴い腫瘍
散布の可能性のある症例に対しても非開放式LECSを積極的に
実施している。
　術後はGIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）に基
づき、リスク分類に応じてフォローアップを行う。さらに当院では
LECS後における機能障害のフォローアップも重要と考え実施し
ている（図1）。

　腫瘍径5.1cm以上の大きなGISTは原則的に開腹手術の適
応となるが、腫瘍径5cm以下で、悪性度が比較的低く、腫瘍の
脆弱性がなく、壁在性で壁が厚いものは腹腔鏡手術の適応とな
る。一方、胃の機能温存が問題となる場合、LECSは優れた選
択肢となり得る。腫瘍の部位、発育形式、諸性質を総合し、
これらの手術の適応・術式を慎重に検討するよう心掛けたい。

石川県立中央病院 消化器外科　稲木 紀幸 先生演者

胃SMTの外科手術

胃SMTに対する外科手術の課題

胃SMTにおける外科手術および術式の適応基準

まとめ



リスク分類とその因子図1 術後補助化学療法前後の経過観察図2

提供：大阪大学大学院 医学系研究科 消化器外科 髙橋 剛 先生 提供：大阪大学大学院 医学系研究科 消化器外科 髙橋 剛 先生

腫瘍径

核分裂像数

原発部位

腫瘍破裂

Miettinen分類

Fletcher分類

modified Fletcher分類(Joensuu分類)

contour maps
（術後10年での再発確率）

・ ・ 補助化学療法期間中の再発が少ないことから、6ヵ月毎。
（無治療であれば、4～6ヵ月毎）

・ ・ 補助化学療法終了後2年間は、再発のリスクが高く、4～6ヵ
月に1回。その後は1年に1回の経過観察。
（無治療であれば、6ヵ月毎）

補助化学療法期間中の再発は、イマチニブ耐性と考える一方、
終了後の再発に関しては、イマチニブの再投与が原則。
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本邦のGIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）で
は、GIST完全切除後にリスク評価を行い、高リスクまたは
Clinically malignantの場合、術後補助化学療法の実施が
推奨されている（推奨グレードB：科学的根拠があり、行うよ
う勧められる）。本セクションでは、術後補助化学療法施行
に際しガイドラインで提示された3つのリスク分類のいずれを
用いるべきか、またその適応となる症例について考察する。

前述の通りガイドラインの改訂により術後補助化学療法が推
奨されるようになったが、これは、Z9001試験1）とSSGXⅧ試
験2）の結果に基づいている。Z9001試験では腫瘍径3cm以上、
KIT陽性GIST切除後1年間のイマチニブ投与とプラセボを比
較し、その結果イマチニブ投与で無再発生存期間（RFS）が有
意に延長することが示された（p＜0.0001、Log-rank検定）。
また、SSGXⅧ試験ではFletcher分類における高リスク群あ
るいは腫瘍破裂を認める患者において、イマチニブ術後投与
1年間と3年間を比較したところ、3年間の術後投与でRFSが
有意に延長することが示され（p＜0.001、Log-ｒank検定）、
全生存率の改善も示唆された。
GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）には3つのリ

スク分類が収載されている。腫瘍径と核分裂像数に基づく
Fletcher分類と、リスク因子に原発部位を加えたMiettinen分
類、原発部位と腫瘍破裂の評価を加えたmodified Fletcher
分類である（図1）。我々の検討3）では、modified Fletcher分
類が最も再発リスクに対する感度が高く、再発例の取りこぼし
が少ないと考えられた。一方、近年、術後10年間の再発確率

を高い精度で予測でき、視覚性にも優れるcontour maps4）

が開発され、リスク分類と併せてGIST診療ガイドライン
2014年4月改訂（第3版）に収載された。当院では、術後補助
化学療法の施行に際しmodified Fletcher分類を用いてリス
ク評価を行い、contour mapsを用いて術後再発のリスクに
ついて患者説明を行っている。なお、イマチニブの効果予測
には遺伝子解析（c-kit、PDGFRA遺伝子変異検索）が有用
であり、術後補助化学療法の施行に当たっては遺伝子検索を
行うことも重要であると考える。
最後に、術後の経過観察については、補助化学療法期間中

は再発が少ないことから6ヵ月毎に行うこととし、補助化学療
法終了後2年間は再発リスクが高いことから4～6ヵ月に1回、そ
の後は年1回が推奨される。なお、補助化学療法期間中におけ
る再発はイマチニブ耐性GISTと考えるが、化学療法終了後の
再発についてはイマチニブ再投与が治療の原則である（図2）。

ガイドライン改訂により、Z9001試験とSSGXⅧ試験を踏
まえ、Fletcher分類の高リスク群あるいは腫瘍破裂に対して
3年間のイマチニブ術後補助化学療法が推奨されることと
なった。なお、Fletcher分類の高リスク群以外の症例に関し
ては、modified Fletcher分類やcontour mapsを参考に
症例毎のリスクを評価し、術後補助化学療法の適応を判断す
る必要がある。また、導入の判断材料として遺伝子変異検査
を実施することが望ましいと考える。

大阪大学大学院 医学系研究科 消化器外科　髙橋 剛 先生演者

GIST術後補助化学療法 ―適応と期間―

第87回日本胃癌学会総会 シンポジウム 記録集

GIST術後補助化学療法における課題

術後再発リスクの評価にはmodified Fletcher分類が有用

まとめ



再発・転移GISTにおける外科的介入に関するまとめ表

「検討事項」に対する結論

提供：浜松医科大学 外科学第二講座 菊池 寛利 先生

再発GISTは外科切除のみで治療可能か？
　→  ごく一部の症例を除き、原則イマチニブ投与

イマチニブ投与中の外科的介入の適応とタイミング
　→  R0切除可能ならば、有効である可能性はある

イマチニブ耐性GISTに対する外科的介入の意義
　→  耐性病変の完全切除が有効である可能性はある

スニチニブ投与以降の外科的介入の限界
　→  原則、三次治療（レゴラフェニブ）投与

1.

2.

3.

4.

主な方針

再発GISTの治療の原則はイマチニブ投与である。

ごく稀であるが、不完全切除に伴う局所だけの再発は再手術の適応であり、外科治療が推奨さ
れる事がある（エビデンスレベルⅥ；推奨グレードC1）。

イマチニブ奏効中に完全切除を行うことにより予後を向上させる可能性があるが、十分なエビ
デンスは存在しない。

イマチニブ反応後の手術時期は、イマチニブが最大の効果を示した時点が望ましいと考えら
れている。

イマチニブ治療中に部分耐性になった病巣に対し、外科切除を行ったというretrospective 
studyの結果が報告されているが、その安全性や有効性は確立していない。

本治療は、専門チームによる臨床研究レベルの医療で、経験を積んだがんの集学的治療チー
ムによってなされるべきある。

・・

・

・

・

・

・
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〈参考文献〉
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　再発・転移GISTに対する治療の原則はイマチニブ投与であ
る。しかし、二次耐性を高率に生じるため、治癒は困難であ
り、近年、外科的介入の意義が議論されている。そこで、本
セクションでは、1）再発GISTは外科切除のみで治療可能か、
2）イマチニブ投与中の外科的介入の適応とタイミング、3）イ
マチニブ耐性GISTに対する外科的介入、4）スニチニブ投与
以降の外科的介入について検討したい。

　「1）再発GISTの外科切除」については、単発または数個ま
での切除可能肝転移、局所再発のみの場合は手術適応とな
り得るが、エビデンスレベルは低い。また、イマチニブ登場
以前のデータにおいて、肝切除術後80～90％以上の患者が
再々発を来すことが示されており1）、外科手術のみでの治癒
は難しいといえる。なお、不完全切除に伴う局所再発は再手
術の適応とも考えられるがごく稀なケースであり、本邦の
GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）にある通り、
再発GIST治療の原則はイマチニブ投与である。
　「2）イマチニブ投与中の外科的介入の適応とタイミング」に
ついては、イマチニブ奏効中に完全切除を行うことにより予
後を向上させる可能性があり、手術時期はイマチニブが最大
効果を示している間が望ましいとされる2）。しかし、イマチニ
ブ投与中の外科的介入はエビデンスが不十分であり、臨床研
究レベルの医療として専門病院で経験を積んだがんの集学的
治療チームによってなされるべきであろう。

　また、「3）イマチニブ耐性GISTに対する外科的介入」につい
ては、GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）では部
分耐性の場合、薬物療法と並列で局所療法＋イマチニブと表
記されているが、エビデンスレベルは低く臨床研究レベルの
医療であり専門性が求められる。Retrospective studyの結
果よりR0切除が可能であれば予後の延長が期待されるが、
その安全性や有効性は確立していない。
　「4）スニチニブ投与以降の外科的介入」については、明確な
エビデンスを示した報告はさらに少ない。当院の経験より、
スニチニブ耐性後、外科的切除を施行した場合、術後のスニ
チニブ内服のコンプライアンス低下が問題となる可能性があ
る。また、c-kit exon 11変異に二次変異としてexon 13変
異のある症例において、周術期のスニチニブ休薬期間におけ
る急激な腫瘍増殖を経験した3）。GIST診療ガイドライン
2014年4月改訂（第3版）にある通り、スニチニブ耐性例にお
ける三次治療は、レゴラフェニブ投与が原則である。

　再発・転移GISTにおける外科的介入に関する主な方針と、冒
頭の検討事項に対する結論を表にまとめた。重要な点は、転移・
再発GISTに対する外科的介入のエビデンスは不十分であり、高
度な知識と経験に基づいた、慎重な対応を要するということであ
る。特に、二次治療以降はc-kit、PDGFRA遺伝子変異情報に
基づいた、個別化治療が可能な専門施設での対応が求められる。

浜松医科大学 外科学第二講座　菊池 寛利 先生演者

再発・転移GISTに対する外科的介入の
位置付け
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再発・転移GISTにおける外科的介入の可能性と限界

再発・転移GISTにおける外科的介入の課題



切除不能・転移性GISTに対する薬物療法表1 スニチニブの長期投与のためのポイント表2

患者への情報提供
患者に、スニチニブをうまく継続できれば腫瘍のコントロールが可能となり
延命が期待できることを伝えて理解して頂く。

患者の副作用に対する理解

副作用の予防・マネージメント

医師の工夫
イマチニブ耐性GIST治療は、現時点でスニチニブを投与するしかない。
投与量を少しでも高く保ちながら、長く投与することが必要。スニチニブの
投与方法を工夫しながら長期継続させることが長期生存に繋がる。（EBMを
理解してスニチニブを使いこなすための指標とする。）

レゴラフェニブへの引き継ぎ
提供：北海道大学病院 腫瘍センター 小松 嘉人 先生提供：北海道大学病院 腫瘍センター 小松 嘉人 先生

1.

2.

3.

4.

5.

再発・転移性GISTの内科的治療
①イマチニブ（グリベック®）

耐性GISTに対する治療
①イマチニブ耐性：スニチニブ（スーテント®）

②イマチニブ／スニチニブ耐性：レゴラフェニブ（スチバーガ®）

③イマチニブ再投与

1.

2.

ガイドラインに基づく治療戦略
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北海道大学病院 腫瘍センター　小松 嘉人 先生演者

切除不能・転移性GISTに対する
分子標的療法

〈参考文献〉
1）Blay JY. Ann Oncol 2009; 20（Suppl 1）: i18-i24
2）スーテント®カプセル12.5mg 特定使用成績調査 最終報告書 2012年3月作成
3）Demetri GD et al. Lancet 2006; 368: 1329-1338
4）Sawaki A et al. Gastroenterol Res Pract 2014; 2014: 342986

現在、切除不能・転移性GISTに対する分子標的薬としてイマチ
ニブ、スニチニブ、レゴラフェニブの3剤が使用可能である。本セ
クションでは、GIST診療ガイドライン2014年4月改訂（第3版）を踏
まえ、3剤を「十分に使いこなす」ためのポイントについて概説する。

術後再発または切除不能・転移性GISTに対しては、遺伝子型
にかかわらず、イマチニブが第一選択である（表1）。投与に先立
ち、患者に効果・有害事象について入念に説明し、400mg/日か
ら投与を開始する。安易な減量は行わず、有害事象の程度を確
認しながら治療を継続することとし、適宜イマチニブ血中濃度を
測定し、参考にするとよい。イマチニブの治療効果判定は、造影
CT（FDG-PET）でイマチニブ投与開始後１ヵ月以降に評価し、
以後は3ヵ月毎にフォローする。RECISTで明らかにPDとなった
場合、イマチニブ耐性GISTの治療アルゴリズムに従う。
イマチニブ耐性GISTでは、部分耐性、全身耐性にかかわら
ず基本的にスニチニブへの切り替えが考慮される。一部の部分
耐性例では再手術も選択肢となり得るが、耐性腫瘍のサイズが
大きく、外科的介入では広範な切除を要し、臓器機能障害を伴
う場合や転移が多臓器に及ぶ場合などはスニチニブの適応とな
る。さらに、スニチニブ耐性を示した場合はレゴラフェニブへ切
り替える（表1）。なお、スニチニブはPSが良好（0～1）な患者で、
より生存期間の延長が期待できる1）。
次にスニチニブ長期投与のためのポイントについて述べる。特

定使用成績調査では、登録症例の約１/6が投与開始6週間以内
で中止に至り、理由の6割が有害事象によるものであった2）。この
ことから、病勢コントロールが得られる前に投与中止に至っている
と考えられる。投与継続のためには、スニチニブで予後改善が期
待できること3）を事前に十分患者に説明するとともに、有害事象に
ついて理解を得ておくことが必要である（表2）。また、「1日1回

50mgを4週内服2週休薬」という投与スケジュールだが、医師は
患者の状態に応じて適宜減量・休薬を試みることが大切である。
有害事象のマネージメントは、スニチニブによる血小板減少症対
策として、投与開始後は2週毎の来院ではなく、必要に応じて3週
目も採血し、2週目の採血結果がGrade 1であっても、その後の
降下率が大きければ、減量・休薬を考慮する。スニチニブとレゴラ
フェニブに共通してみられる有害事象として手足症候群（HFS）や高
血圧がある。HFSに関しては、高確率に起こり得ること、発現時
期や休薬により消失すること等を前もって写真を交えて説明してお
く。また、保湿・除圧の処置を徹底し、事前に角質除去や保湿ク
リームを処方することや、患者の仕事・趣味等を踏まえ除圧のアド
バイスを行う。HFSが発現した場合は、痛みが伴う前に対処し、
適切に休薬を行いたい。また、高血圧に対しては、内服開始時に
血圧計を患者に用意してもらい、毎日測定・記録するよう指導する。
血圧が140/90mmHgを超えた場合は、降圧剤による治療を開始
し、症状に応じてスニチニブやレゴラフェニブの減量・休薬を行う。
また、高血圧緊急症など急な症状出現時の対処を説明しておく。
レゴラフェニブ特有の有害事象として、特に肝機能障害に注意
する必要がある。投与開始の2サイクルは肝機能検査を毎週行う。
なお、スニチニブ／レゴラフェニブ耐性後はイマチニブ再投与

も選択肢となり得る（表1）4）。

切除不能・転移性GISTに対する薬物療法は、イマチニブ、ス
ニチニブ、レゴラフェニブの順に用い、3ヵ月毎の画像評価で切
り替えの要否を検討する。これらの薬剤は多様な有害事象を発
現するため、長期投与のためには各薬剤の特性を踏まえて管理
することが重要である。

切除不能・転移性GISTに対する分子標的療法の課題

分子標的療法継続のポイント

まとめ



AEマネージメントの例：手足症候群（HFS）の
治療アルゴリズム

図1 外来でのチームサポート図2

治療延期時

提供：がん研有明病院 消化器センター 尾阪 将人 先生提供：がん研有明病院 消化器センター 尾阪 将人 先生

薬剤師外来

看護師外来

受付 採血

診察会計
薬剤部

外来
治療センター

治療開始時

予防目的で以下の外用剤2剤を投与日
より塗布開始
手：ヘパリン類似物質
足：尿素配合クリーム

手足症候群
出現

手足症候群の治療として、ステロイド剤
（クロベタゾールプロピオン酸エステル
軟膏）の塗布開始

手足症候群
持続・増悪

その他の軟膏の塗布開始
皮膚科へコンサルト

症状緩和：二次治癒フォーム状創傷被覆・保護材
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GIST治療で用いられる分子標的治療薬は薬剤毎に様々な
有害事象（AE）を有し、治療効果を最適化するために適切な
管理を要する。多様なAEの管理を担当医が一人で対処するに
は限界があり、コメディカルも一丸となって対処していく必要
がある。本セクションでは、当院で実際に行っているAEの管
理におけるチーム医療の取り組みについて紹介する。

チーム医療の目的は、医師・薬剤師・看護師よりなる医療
チームが情報共有し、安全で効果的な治療環境を提供するこ
とにある。そのためには、担当医だけでなく、患者に関わる
すべての医療者が、薬剤に精通し、それぞれの立場でAEに
対応できることが重要である。チーム医療の実施に当たって
重要と考えられる要素を4つ示す。
　「知識の共有」：当院では新規薬剤導入に際し医師・薬剤師・
看護師で協力して院内マニュアルを作成している。マニュアル
によって知識を共有するとともに、その作成を通して薬剤の
知識を深めることもできる。また、患者説明に必要な資材、
服用方法、AE、注意事項などが記載された薬剤師向け説明
書を別途作成し、指導内容の統一化を図っている。
　「治療品質の維持」：各薬剤のAE管理において必要な検査
項目を電子カルテにセット登録することで治療品質を維持し
ている。これにより、忘れがちな甲状腺機能や心機能の定
期評価も徹底することができる。また、薬剤毎に有害事象の

テンプレートを作成し、具体的な薬剤名を明記したAE管理の
アルゴリズムを作成することで、AEに対し医師間で統一した
対応を取ることができる（図1）。
　「有害事象情報・問題点情報共有」：定期的にミーティングを
実施し、情報の共有に努めるとともに、実臨床のデータを評
価し、適宜患者説明書の改訂などを行っている。
　「他職種間での分業・協力」：コメディカルで協力し、チーム全
体で一人の患者を診る体制とフローを創出することが最も重要
な点である（図2）。具体的な取り組みとして、医師の診察前後
に「薬剤師外来」、「看護師外来」を実施している。「薬剤師外来」
では、経口抗がん薬のコンプライアンス確認、非血液毒性の
AE評価、薬剤の提案などを担う。「看護師外来」では、治療
前後の患者の全身状態の観察、治療導入における患者の不安
の理解、疾患・薬剤に対する患者の理解度の向上、AEの予
防・対応のための指導を担う。例えばイマチニブ服用時の食事
時間の指導、スニチニブ、レゴラフェニブでみられる手足症候
群（HFS）の外用薬指導などである。HFSの外用薬指導は、
DVD等を用いて予防介入が重要なこと、薬剤投与当日より外
用薬を使用すること、具体的な投与方法を解説する。また、外
来受診毎にきちんと外用薬が使用されているかチェックする。

担当医のみで分子標的治療薬の多様なAEを適切にマネー
ジメントすることは難しい。そのため、チーム医療で一人の患
者を診る体制を作ることが重要であり、これにより医師は薬
剤の特性に応じたより細かい治療を行うことができる。

がん研有明病院 消化器センター　尾阪 将人 先生演者

分子標的治療薬の有害事象マネージメント

まとめ

チーム医療の目的と推進：当院の取り組み

GIST治療薬における有害事象管理の問題点
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