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プロローグ

ROS1ders, Inc.1は、ROS1+がんを患う患者さんとその家族から成る国際的な団体を1つにまとめる非営
利の公益法人です。そのメンバーは、各自の専門スキルと情熱を活かして他のROS1+患者や家族を
サポートし、研究を促進します。2021年1月現在、30ヵ国で500人以上のROS1dersのメンバーが活動し
ています。ROS1dersは、オンコロジーや患者支援団体のコミュニティにおいて、それらの疾患の専門
家として国際的に認識されています。2,3,4,5,6

ROS1dersは、ファシリテイテッド・ワークショップのバーチャル・ミーティング（標題：ROS1der研究円卓
会議）を2020年10月14日と22日の2回計画し、開催しました。これらのイベントでは、ROS1dersの患者
コミュニティのメンバーと、ROS1の第一線の臨床医や研究者らが集まりました。

このミーティングの目的は、ROS1研究における障壁を特定し、ROS1研究を継続・促進する方法につ
いて話し合い、ROS1dersがROS1研究を前進させるために実施可能な優先度の高いプロジェクトを特
定することでした。研究資金の調達は研究促進に効果的な方法であるとROS1dersは認識しています
が、ROS1dersは、ROS1の診断と治療におけるアンメットニーズや患者にとって重要な研究課題に特
化して取り組むプロジェクトを開発し実行するための提携オプションを模索したいと考えています。

招待された参加者は、ROS1dersおよびROS1専門家ならびに3大陸のROS1dersを熟知している共同
研究者から選定されました。より参加率の高い会議を実現するために、2つのミーティングで協議が行
われました。招待された研究者および臨床医15名のうち10名が参加しました。各2時間のZoomミー
ティングは、がん支援団体コミュニティの経験豊富な患者研究支援者によって進行され、同じ議題に
従って実施されました。

● ミーティングの目的
● ROS1dersは患者主導の研究をどう見るか
● 研究者によるプレミーティング調査の結果
● ROS1研究の持続－ディスカッション
● ROS1研究の促進－ディスカッション

この白書は、専門家とのミーティングおよびその後の話し合いからの主要なテーマをまとめたもので
す。推奨事項は、ROS1がん研究を前進させるための「行動喚起」として統合されています。
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ROS1+がんの概要
ROS1陽性のがん、すなわちROS1+がんは、検査でROS1遺伝子の融合が陽性となるがんです。ROS1
融合またはROS1再構成がんと呼ばれることもあります。ROS1陽性がんは、非小細胞肺癌（NSCLC）の
1%～2%で発現し、他の種類のがんにも多く認められています（図1参照）。7

図1 ROS1融合が認められたがんの種類。8

（Springer Nature Customer Service Centre GmbHの許可を得て転載）

ROS1+がんは、ROS1という遺伝子が近くの遺伝子と融合し、DNAの一部が入れ替わることで発生しま
す。これまで20以上の異なる遺伝子が、ROS1と融合してROS1+がんを誘発することが確認されていま
す。融合遺伝子によって発現するタンパク質は、異常な機能およびシグナル伝達を示します。ROS1
がんは侵攻性である傾向があり、骨や脳に広がることがあります。

患者主導研究の概要

ROS1dersが患者主導研究をどう見ているかについて、ROS1dersを代表してJanet Freeman-Dailyがご
説明して、ミーティングの参加者に状況をお伝えしました。

これまで、多くの研究者が、患者や支援団体による研究への主な貢献は研究資金を集めることだと考
えています。これは重要かつ必須のタスクですが、患者研究の支援団体ができる唯一の貴重な貢献
というわけではありません。患者研究の支援団体は、例えば治験への組入れ数を増やすために治験
実施計画書を調整する方法に関する洞察など、研究に対して患者の視点を提供することができま
す。また、いくつかの種類の研究プロジェクトの開発および実施において積極的なパートナーとなるこ
ともできます。
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研究者とROS1dersのような団体の共同プロジェクトは、非臨床研究、橋渡し研究、臨床研究、社会的
研究、観察的研究に貢献することができます（図2）。このうち、がんの非臨床研究（基礎研究または実
験室での研究とも呼ばれます）は、細胞や動物モデルの挙動の研究などがんの基本生物学の理解
や分子解析のため、研究室で実施されます。橋渡し研究は、非臨床研究から得られた知識を応用
し、患者のニーズを満たす治療法やツールを開発します。臨床研究では、治験実施施設でヒトを対象
として薬や治療法を試験します。社会的研究は、がんが介護者にもたらす心理的な影響など、社会
や社会を構成する人々の関係について研究します。観察的研究は、患者の治療終了後の身体活動
に関する縦断的研究など、時間の経過とともに疾患や行動を追跡します。

図2 患者が連携してがん研究を促進できる方法。

患者主導の研究パートナーシップは、患者と研究支援者を以下のような活動に従事させるよう促し、
権限を与えることができます。

● がんモデルの作製やバイオバンクの提供のために検体を提供する
● 患者が治療や治験の選択肢を見つけるのを助ける
● 治験に参加する
● レジストリ、調査、バイオレポジトリー（医療記録、ゲノムデータ、実経験など）でリアルワールド
データを共有する

● 学際的ながんセンター（運営委員会や作業部会など）で、患者代表として活動する
● 患者の権利、データ保護、およびゲノム医療の実施に重点を置いた専門家諮問委員会や政
府委員会に参加する

Ms. Freeman-Dailyは、様々な患者と研究者の共同研究で学んだ教訓から開発された、良好な患者と
研究者のパートナーシップに関する7つの重要な評価基準を発表しました：9

1. プログラムのあらゆる面に患者と患者団体が最初から関与する
2. 患者にとって重要な疑問に取り組む
3. 患者中心の評価（患者報告アウトカムなど）を開発する
4. 患者の臨床的な現状を受け入れる（標的療法で患者は2週間のウォッシュアウトを必要としな
いなど）

5. ソーシャルメディアと患者団体を活用する
6. 治験参加者と進捗状況を頻繁に共有する
7. 結果を迅速かつ自由に利用できるようにする
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またMs. Freeman-Dailyは、患者団体と研究者の間の研究パートナーシップの成功例についても説明
しました。この一例がROS1がんモデルプロジェクト10,11,12で、これは2017年に開始され現在も継続中で
す。ROS1dersは非営利組織、学術界、業界と協力し、前臨床がんモデル（ROS1細胞株および患者
由来異種移植マウス、つまりPDXマウス）を、医学的に必要な手順で採取した新鮮腫瘍組織または胸
水検体を提供した米国ROS1dersと共に作製しました。
残念ながら、5回の組織提供を実施したものの、ROS1+融合を発現したPDXマウスモデルは作製され
ず、プロジェクトのこの群は中止されました。しかし、このプロジェクトでは9つの新たなROS1+肺癌細
胞株の作製に成功し、現在、このモデルの特性評価が進行中です。ROS1 TKI（チロシンキナーゼ阻
害剤、経口標的療法の一種）に対する獲得耐性におけるこれらの細胞株の挙動に関する複数の研
究論文が発表されています。13,14,15これらの細胞株はTKIに対する耐性を獲得したROS1の生物学に
関する研究のために他の機関と共有され、バイオマーカー検査の改善につながっています。

図3 ROS1がんモデルプロジェクトの概要。

ベルギーのバイオインフォマティクス研究者であるROS1derは助成金を受けて、13の既知かつ予測さ
れたROS1 TKI耐性変異に関してin silico構造予測を行い、それらの構造予測をがんモデルプロジェ
クトで作製された患者由来ROS1ders細胞株の遺伝子操作によって複製しています。

オランダのROS1derであるMerel Henninkは、欧州の研究者と協力する財団16を設立し、ROS1やその
他のがん遺伝子による肺癌に由来する細胞株を培養し、TKIであるロルラチニブに対する耐性機序
を検討しています（図4）。
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誰が 何を 研究 研究チーム

フローニンゲン大学医療セ
ンター（UMCG）

EGFR、ALK
、ROS1など

• 組織レポジトリー
• 詳細な解析
• 3D モデリング

• 主任研究者
• 微生物学者
• 病理医
• ポスドク
• 博士

ハンゼ応用科学大学 ROS1 • 細胞株の培養
• 耐性機序（ロルラチニブ）

• 博士号取得学生
• ポスドク
• 学生（生命科学技術）

図4.オランダのROS1derであるMerel Henninkが開始したROS1プロジェクトの目的。

ROS1dersおよびその他の患者団体は、患者の経験に関する見解を得るために、メンバーの非公式な
調査を行うことがあります。これらの調査は倫理委員会（治験審査委員会など）による承認を受けてい
ないため、ほとんどの科学雑誌では掲載できません。しかし、このようなデータは研究者が将来の研
究の仮説を立てる上で役立つ可能性があります。図5は、民間のFacebookグループ「ROS1陽性（
ROS1+）がん」17で実施された、患者がROS1 TKIであるザーコリ®（一般名クリゾチニブ）の投与を継続
した期間に関する非公式な投票の結果を示しています。2016年にROS1dersに対して実施された非公
式の投票により、コロラド大学の治験実施施設で患者の後向き解析が促され、これが、ROS1+がんに
おける脳転移の発生頻度が以前考えられていたよりも大幅に高いという認識につながりました。18

図5 民間のFacebookグループ「ROS1陽性（ROS1+）がん」内の非公式な2020年の投票。

バイオマーカー患者団体によってリアルワールドデータが収集されれば、その結果は医薬品開発と
患者ケアに関するリアルワールドエビデンスの創出に役立つ可能性があります。治験データは、治療
を受けている実際の患者にとって、最も優れた代理ではありません。治験は、必要なリソースとサポー
トを有する参加者を引き込む傾向があります。そして患者は、対処できない副作用のために治験が中
止されることを恐れる場合、副作用について正直に伝えてくれないかもしれません。EGFR陽性肺癌
の患者団体であるEGFR Resistersは、LUNGevityと協力し、治療におけるメンバーの実際の経験を捉
えた調査であるProject PRIORITY19を実施しました。図6は、タグリッソ®（オシメルチニブ）を服用した
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EGFR Resistersメンバーが経験した副作用を、タグリッソ®のFLAURA臨床試験20で報告された副作用
と比較したものです。「疲労」の行を見るとわかるように、リアルワールドコホートの副作用は、治験中よ
りも有意に重度かつ広く経験されました。残念ながら、治験において患者コホート全体で平均的な副
作用に関するデータを集めても、人口統計学的特性によって副作用（SE）がどう異なるかについての
情報は得られません。

リアルワールドデータには、患者の経験の調査に加え、医療記録、ゲノム検査の結果や、血栓の頻度
の増加や薬の承認後に副作用により必要となった用量漸減などの患者グループの懸念事項に焦点
を当てたデータが含まれます。このような研究は、至適な治療順序、副作用管理、標的療法による長
期治療中の良好な生活など、患者にとって重要な疑問に答えるための、リアルワールドでのエビデン
スの開発に役立ちます。リアルワールドデータは、ROS1患者にとって重要な臨床的疑問に対応し、治
療選択肢を比較する厳格な治験データを入手できない場合（対象集団が規模が小さく大部分の第3
相臨床試験で検出力が得られないため、ROS1dersでは繰り返し生じる問題）に患者が治療を決定す
るのを支援します。

図6. EGFR Resistersの患者グループにより収集されたリアルワールドデータの解析。

ROS1研究において、患者の観点から緊急に必要とされるものには以下のものがあります。
● 化学療法と比較して、患者はどのくらいの期間、良好な生活の質と腫瘍増殖のコントロールを
もってTKIを継続しますか？

● ROS1療法の最適な順序は何ですか？ 忍容性はどのように比較されますか？
● ROS1 TKIの長期的なベネフィットを予測する要因は何ですか？ 例外的なレスポンダーの特
徴は何ですか？ 長期および遅発性副作用は何ですか？

● ROS1の患者には抗凝固剤の予防的投与のベネフィットがありますか？
● ROS1+がんに対する免疫療法の役割は何ですか？
● 併用療法では、耐性の発生を減らすためにどのような選択肢がありますか？

これらの質問の全てに、患者主導研究プロジェクトを通じて回答できるわけではありません。（抗凝血
剤の予防的投与に関する質問のように）前向き臨床試験が必要なものもあります。しかし、これらの質
問に関する研究はすべて、患者の視点を組み込むことや研究支援者からの積極的な参加によって恩
恵を受けます。

プレミーティング調査
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ミーティングの前に、ROS1dersはSurveyMonkeyで5つの質問からなる調査案を作成し、円卓会議に招
待された15名のROS1を専門とする臨床医と研究者に送付しました。回答は1週間にわたって収集さ
れました。

この調査は、以下の3つの質問を行って、円卓会議に参加する参加者の専門家としての関心と研究
の観点についての洞察を得ようというものでした。

1. ROS1がんについて専門家として何に関心がありますか？（複数選択）
2. ROS1がん研究の最も有望な分野は何だと思いますか？（複数選択）
3. ROS1dersはROS1がん研究の促進においてどのような点で最も役立つ可能性がありますか？

この調査への回答の選択肢は、ミーティングに先立ち、ROS1の有望な分野やROS1dersが最も役立
つ可能性のある方法をROS1dersが理解していることを反映していました。7名の参加者がこの調査に
回答しました。この調査の結果はミーティングで共有されました。

回答者の大部分（85.7%）は、胸部がんを専門とする臨床医や研究室で橋渡し的研究に従事する臨
床医でした。同じ割合が、獲得耐性の機序に関心を示しました。専門家としての関心の範囲を図7に
示します。

図7. ROS1がんにおける専門家としての関心に関する調査の回答。

ROS1がん研究で、最も有望な分野のトップ3を特定しました（図8）。
● 新しい併用療法の開発
● ROS1 TKIに対する標的外獲得耐性の生物学的性質の特定
● がん遺伝子駆動型の複数のがんによく見られる耐性機序の探索

図8. ROS1がん研究の最も有望な分野関する調査の回答。
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研究の促進にROS1dersが最も役立つと考えられる方法のトップ4（図9）は、以下の通りです。
● ROS1がん患者のリアルワールドデータの収集
● ROS1+患者検体の提供
● 患者報告アウトカム（PRO）の評価項目の共同開発
● 研究助成金の提供

図9. ROS1dersが最も役に立つ可能性がある方法に関する調査の回答。

この調査から得られた情報を使用しては、円卓会議におけるディスカッションのトピックを作成しまし
た。しかし時間的制約のため、この調査で特定された最大の関心項目がすべて円卓会議で取り上げ
られたわけではありませんでした。

患者主導の研究および調査への回答を検討した後、参加者はROS1研究の最も生産的な分野、生産
的な研究に対する障壁、およびそれらの障壁にどのように対処できるかの考えについて、司会進行役
の管理の下でディスカッションを行いました。プレミーティング調査の回答よりも幅広く詳細な主要テー
マが出されました。

ROS1研究の障壁に関する主要テーマ
ROS1が、がんが検出されたがん患者に占める割合はごくわずかです。そのため、研究にはいくつか
の障壁が生じます。

● 研究を行うほとんどの病院や診療所では、ROS1の患者がいたとしてもごく少数です。
● 小規模集団では、研究やがんモデルの作成のための患者検体が多くは得られません。
● 小規模集団は、（治療選択肢を比較し、最善の治療順序を特定するための）第3相試験への
組入れが容易ではありません。

● 一部の研究センターでは、同時に実施を許可する治験の数に上限を設けています。つまり、
対象集団が小さいがんの治験は優先されない可能性があります。

● ROS1がんを患っている／患っていた生存者は広範囲に散在しているため、縦断的データの
収集を要する研究課題に対処することは困難です。

● まれなROS1がんのモデル、検体、研究データの一部は、狭い範囲での研究では入手できな
いことがあります。

● 入手可能な縦断的検体はほとんどありません。
● 影響を受ける患者はごく少数であると資金提供者が考えるため、研究資金の入手が困難な場
合があります。
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臨床研究の分野では、ROS1の生物学および治療の選択肢により、さらに次の障壁が生まれます。
● ROS1患者の約半数が、現在利用可能な技術では理解されていないまたは検出できない「標
的外」の耐性機序を発現しています。

● 臨床試験の登録を希望する多くのROS1患者は、前治療歴が多いため適格性要件を満たし
ていません。

● 限定的な臨床試験データでは、ROS1肺癌患者のオプジーボ（ニボルマブ）やキイトルーダ
（ペムブロリズマブ）のような免疫チェックポイント阻害薬の単剤投与に対する全奏効率は低い
ことが示されています。

● 免疫療法の有効性を評価するための免疫能力のあるがんモデルはほとんどありません。

ROS1研究の促進に関する主要テーマ
● 全ての固形腫瘍に対する普遍的なROS1検査を促進する。現行のNCCNガイドラインでは、

NSCLC以外のがんを有する患者に対しては、ROS1バイオマーカー検査は推奨されていませ
ん。医療機関では、ROS1で認められた「最善の」検査はありませんが、NCCNガイドラインは
非小細胞肺癌（NSCLC）患者における広範なバイオマーカー検査を推奨しています。

o ROS1融合の頻度を特定し、理解するため、様々な種類のがんを対象としてROS1が
んを研究する。

o 患者特性やバイオマーカーの同時発現など、各種がんに共通する因子を探索する。
● ROS1の検体、がんモデル、および試験結果へのアクセスを拡大し、学術研究のために利用
することで、助成金の申請や前臨床研究の成功をサポートする。

o 企業が依頼したROS1試験で採取された組織検体の利用可能性に関する透明性を向
上させる。がん遺伝子駆動型のがんの組織検体は厳密に収集され、臨床的な注釈も
付いており、重要な研究に使用可能であるにもかかわらず、業界はこの宝の山を活用
できずにいます。ファーストライン試験で最初に行われる生検検体は、一般的に製薬
会社に送付されます。耐性を調べるためには、治療前の診断用の生検検体と耐性出
現時の生検検体の両者を対として用いる必要があります。

o 一連の血漿検体を採取し、疾患の進行、微小残存病変（MRD）、血漿に基づくエンド
ポイントの研究を支援する。

● リアルワールドデータを活用し、ROS1コミュニティにとって最も差し迫った質問への回答を支
援する。

o 治療の順序が転帰にどのように影響するかを評価する。これは、小規模なROS1患者
集団における課題であり、第3相試験の組入れが問題なく実施される可能性は低いで
す。

o この集団における脳転移の適切な管理に関する理解を深める。
o 長期治療における副作用と生活の質に対処する。
o 異なるTKI薬剤の忍容性を比較する。
o 抗凝血剤の予防的投与によりROS1患者にベネフィットがあるかどうか判断する。
o この分野における既存のリアルワールド・データベース（Flatironなど）およびデータ共
有プラットフォーム（GENIEやORIONなど）の価値を評価する。

● 耐性に関する新しい機序を研究する。
o 縦断的な血漿および組織採取を評価し、標的の点突然変異の先に進み、二次的に
耐性が発現する要因を特定する。

o 複数のがん遺伝子および標的療法に対する耐性機構として小細胞形質転換を研究
する。

o 薬物耐性が持続する細胞の機序を研究する。
● リキッドバイオプシーおよびその他のバイオマーカーの使用を探索し、治療に対する患者の
反応の可能性を迅速に評価し（特に併用療法の場合）、再発のリスクを推定し、進行を早期に
検出する。
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o 因子と潜在的バイオマーカーを評価して、治療による長期的なベネフィットを予測す
る。

o 治療の早期段階で高リスク群および低リスク群を定義するのに役立てるため、治療反
応や予後の早期マーカーとして循環血中 DNA の減少を評価する。

● ヒト生物学におけるROS1の役割に関する基礎研究を発展させる。
o ヒトの発達へのROS1の寄与を理解する
o 小児と成人におけるROS1の挙動を理解する
o 様々な臓器におけるROS1の挙動を理解する

● 新しい治験薬の臨床試験に使用する患者報告アウトカム（PRO）の評価項目を作成する。副
作用プロファイルの共有は、ROS1のような小規模集団において、固有のTKI有害事象および
全体的な毒性データを評価する上で重要です。

● 臨床試験の合成対照を探索する。
o 特定の集団におけるTKIの有効性の評価に使用するため、過去のROS1患者特性お
よびアウトカムを検索可能なデータベースに収集する。例えば、脳透過性TKIを投与
されなかったROS1患者とエヌトレクチニブ（脳を治療するTKI）を投与されたROS1患
者における脳転移のコントロールを比較するため、FlatironデータベースからROS1合
成対照群が作成されました。21

● 免疫療法の橋渡し研究へのアプローチを拡大する。
o さらに免疫能力のあるROS1マウスモデル（動物は免疫系が正常で、肺組織において
誘導されたROS1がんを発現）を開発し、潜在的な免疫反応および免疫療法を研究す
る。

o 現在の医薬品開発で見られるTKI飽和を回避することを目的として、腫瘍微小環境
や、免疫系がROS1やその他のがん遺伝子によって生じる肺癌とどのように相互作用
するかを研究する。

o 免疫療法に対する反応を改善するため、「cold tumor」を「hot tumor」に変換する方法
を探索する。

o TKI免疫療法の併用療法や細胞ベースの治療など、チェックポイント阻害薬以外の免
疫療法のモダリティを探索する。

ROS1研究の持続に関する主要テーマ

円卓会議の参加者らは、学術研究機関におけるROS1研究の研究者やリソースを引き付け、開発し、
保持する方法や、ROS1研究において業界や国際的な共同研究が果たす可能性のある役割につい
ても議論しました。これにより生じた主要テーマを以下に示します。

● 新たにROS1患者検体を採取し、ROS1がんモデルをさらに作成する方法を共有する。
● がん遺伝子によって生じる複数の肺癌に対する薬剤耐性に関する研究を広範に実施し、共
通するバイパス機序を特定する。

o より希少ながん遺伝子（ROS1、RET、NTRK、METなど）をまとめて研究し、影響を受
ける可能性のある患者数を増やすことによって、助成金申請の影響力と最終的な成
功率を高める。これにより、助成金提供者から「影響は十分ではない」あるいは患者グ
ループが「小さすぎる」というフィードバックが頻繁に生じることを回避できます。

● ROS1の治験責任医師の分野を構築する。
o 若い研修員のキャリアの初期段階で、特にバイオマーカー研究に関心を持っている
研修員に、トピックを紹介する。

o 若い研究者に、研究課題を広範な一連の細胞株に拡大し、共通の耐性機序を探索
するよう促す。

o 若い治験責任（分担）医師に対して、より多くの指導と教育を行う。
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● 医師主導治験における相関研究の資金提供を含める。
● 学術界と業界の橋渡しをして、「Win-Win」の戦略的パートナーシップを構築する。これには、
学術的な検体とモデル、および臨床試験中に採取した検体から業界が入手した検体とモデ
ルの両方を利用する共同研究が含まれます。

● 研究者と製薬企業による大規模な無作為化試験の実施につながる可能性のある、予備的な
結果が得られるようなスマートな早期試験を計画する。

● 他国のROS1研究者間の国際共同研究を促進する。

ROS1dersが研究の促進に役立つ可能性のある方法
ディスカッションでは、ROS1dersが研究の促進に役立つ可能性のあるいくつかの方法が強調されまし
た。

1. 患者由来のROS1検体とがんモデルをより多く生成するのに役立つ。
o がんモデルを作成するため、より新鮮な検体（組織および胸水）を提供する。
o 他国に拡大できる組織採取モデルを開発する。
o リキッドバイオプシーおよび／または免疫療法に役立つ可能性のある独自の抗原の
研究のために、ROS1患者から採取した血液検体のバイオレポジトリーを開発する。

o 診断時に生検検体を採取し、適格な検査機関でバイオマーカー検査を行うための取
り組みを支援する。

o 進行したら、腫瘍専門医と再生検の選択肢について協議し、治療の指針として必要
でないすべての検体を研究に寄付する。

2. リアルワールドデータ収集と調査を可能にする。
o 複数の言語に簡単に翻訳できる基本的な質問を含め、国際的なROS1レジストリを確
立する。

o 代表的な集団からデータを収集し、部分集団間の差を探すことを目指す。
o 他国の組織と協力し、国際的な共同レジストリ、モデル、およびデータへのアクセスを
探索する。

o 支援団体と協力して、大規模な登録研究を活用するために、相関研究のための研究
推進モデルを導入する。

3. ROS1プロジェクトに研究費を提供する。
o 早期のキャリア（およびその他の）治験責任（分担）医師を支援するための助成金を創
出し、活動の場を構築する。

PROは、プレミーティング調査においてROS1dersが研究の促進の一助となり得る方法として言及され
ましたが、ROS1dersがPRO開発に貢献するための方法は、円卓会議では明確に特定されませんでし
た。

行動喚起

上述の通り、ROS1dersが疾患に関する研究の促進に役立つ可能性がある主要な領域は、以下の3つ
です。

1. 患者由来のROS1がん検体およびモデルを生成するのに役立つ。
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2. リアルワールドのROS1データ収集および調査を可能にする。
3. ROS1プロジェクトに研究費を提供する。

本報告書はROS1+がんを対象としていますが、これら3つの領域（および上述した研究の障壁の大
半）は、RET、EGFRおよびHER2エクソン20挿入、MET、NTRK、BRAFなど、その他のまれでゲノム駆
動型のがんにも同様に適用されます。

これらの分野に取り組むため、私たちは官民パートナーシップの構築を提案します。このパートナー
シップは、ゲノム駆動型のがんの分野（患者、患者団体、支援団体、非営利組織、学術界、業界）の
すべての利害関係者を対象とします。その目的は、以下のとおりです。

● 新鮮な検体の採取と処理の基準を特定または定義し、生存がんモデルを作成する最良の機
会を提供する

● まれな腫瘍遺伝子駆動型のがんモデル（細胞株や患者由来異種移植マウスなど）の作成、特
性評価、共有を促進する

● まれながん遺伝子駆動型のがんに関するリアルワールドデータを生成する
● 患者や患者団体による研究への参加および資金提供を可能にする
● 各種の腫瘍遺伝子の全体で共同研究を行う仕組みを提供し、影響力を高める

このイニシアチブによって得られる産物は、米国内および国際的の両方において他の組織によって
適応可能であり、以下のための研究の枠組みが含まれます。

● プライバシーのリスクを最小限に抑えながらリソースを最大限に共有する、患者の検体とデー
タの収集のための患者の同意、治験実施計画書、物流上および契約上の検討事項

● ゲノム駆動型のがんの細胞株の特性評価
● 学術および業界施設に分布する、まれな遺伝子駆動型のがんのモデルの場所および利用可
能性の追跡

● 既存のプラットフォームおよびツールを介したがんモデルとその特性評価および関連データ
の公開アクセス共有プロトコル

● 管理上の負担を増大させることなく参加を奨励するため、すべてのパートナーに対する透明
性を確保し、進捗を更新するためのプロセス

● 患者、学術界、および業界にとって注目すべき研究課題に対処するバイオマーカー患者団
体と協力したリアルワールドデータ収集モデル

● 各種がん遺伝子の全体で、耐性の機序、治療、患者ケアの研究における国際共同研究およ
び資金提供を促進するためのメカニズム

● 患者による自らの疾患の研究への資金提供を可能にすること

まず、あらゆるまれながん遺伝子駆動型のがんにおけるイニシアチブ概念の証明を目的として、テスト
ケースとしてROS1dersに着目します。

● がんモデル。コロラド大学のROS1がんモデルプロジェクトで作製された細胞株は、現在特性
評価が行われていますが、一部の出版物を除いて、各細胞株のゲノム特性については共有
されていません。最初のステップは、まれながん遺伝子駆動型のがんを研究する学術機関か
ら研究者を集め、モデルの特性評価のための標準的な枠組みを開発し、情報共有のため既
存のデータ共有プラットフォームやツールの使用を検討することです。米国および他の国々
の両方で、まれなゲノム駆動型がんの研究支援者がイニシアチブの開発に参加し、イニシア
チブを拡大して自身が罹患している種類のがんが確実に含まれるようにできる可能性がありま
す。

● リアルワールドデータ。国際的な患者団体の間でリアルワールドデータを収集するための既
存のモデルとプラットフォームを探索します。作成されたRWDが、治療および患者ケアの改善
のために患者、学術界および業界に役立つリアルワールドエビデンスを生み出すことができる
ことを確実にするため、患者と研究者の協力を促進する方法を検討します。

患者がこのイニシアチブに参加する動機となるのは、次の可能性があるためです。
● 研究支援者の参加を可能にする
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● プロジェクトと進捗の透明性と更新を提供する
● 共有リソースとデータを使用して研究を促進する
● 患者の研究用検体およびデータを信頼できるブローカーに提供する手段を提供する
● 患者にとって意味のある質問の研究を可能にする
● 研究プロトコルに患者の視点を取り入れる
● 患者と患者団体が研究に資金を提供する仕組みを提供する
● 結果の公表内容にオープンアクセスを確保する
● 可能であれば、検査結果を患者に返却する

研究者がこのイニシアチブに参加する動機となるのは、次の可能性があるためです。
● 患者が検体とデータを寄付することを奨励し、可能にする
● 患者の研究支援者との連携を可能にする
● まれながん遺伝子駆動型のがんの研究リソースへのアクセスを提供する

o 検体および関連するEHR
o 特性評価したがんモデル
o まれながん遺伝子駆動型のがん患者からのリアルワールドデータ

● まれながん遺伝子の研究のための資金を提供し、リソースへのオープンアクセスを提供する
o モデルの作成および特性評価
o リアルワールドデータ分析
o がん遺伝子別および各種がんの耐性機序
o 治療順序および患者ケア
o 早期キャリアの研究者のための機会

● 研究のより広範な普及のためにオープンアクセス公開をサポートする

このイニシアチブが完全に実施される場合に、どのようにがんモデルの開発を支援するかのビジョン：
1. 患者が、指定された同意組織（CO）に連絡します。この機関は、検体の最適な取扱いに関す
る情報を医師に提供し、発送キットを送付します。また、COは、すべての同意、検体および医
療記録の採取、ならびに、検体をモデリング施設（MF）に輸送するための物流も行います。複
数のMFが利用可能な場合、患者は提供した検体を受け取る施設を指定することができます。
COは、匿名化された検体を患者の選択したMFに送付し、今後のオープンアクセスデータバ
ンクへの配置のために診療記録を処理します。

2. MFは、がんモデルの作成に進みます。このモデルのステータスはCOに伝達され、これによ
り、ドナーおよびROS1患者ネットワークに通知されます（ドナーの名前は記載されません）。モ
デルが正常に作成された場合、そのモデルおよび関連する匿名化された医療記録は、イニ
シアチブのデータ共有プロトコルを通じて利用可能になります。イニシアチブは、モデルの物
理的な場所と利用可能性を追跡します。

3. 希望する研究者は、イニシアチブのモデル特性評価フレームワークの定義に従って、モデル
の特性評価を依頼できます。イニシアチブが患者またはその他の資金源から資金を得た場
合、モデル特性評価に資金を提供する助成金を提供できます。

4. 審査された関心のある研究者は、研究プロジェクトのために、モデルおよび匿名化された
データにアクセスできます。研究者は、指定された期間（例えば、12ヵ月間）後に、完了した研
究結果が、イニシアチブのデータ共有ポリシーに従ってオープンアクセスプラットフォームに
保管され、どの雑誌が原稿を受理しても、すべての出版物がオープンアクセスとなることに同
意します。

5. このイニシアチブは、モデル開発、モデル特性評価、およびモデルを用いて実施される研究
プロジェクトに資金を提供する、患者と患者団体のためのメカニズムを提供します。

同様のプロセスが、研究者が特定の質問に回答するためにアクセスできる、分析され匿名化されたリ
アルワールドROS1データの作成のために開発されます。ROS1の患者と研究者が共同で、科学雑誌
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への掲載に十分な科学的な厳密性を裏付ける形で、関心のある問題に対処できる、IRBが承認した
調査を開発します。

この概念は、パートナーシップのすべての利害関係者が参加の条件と利益を確実に理解できるように
さらなる開発が必要であり、すべての構成要素は、広く適用できすべての倫理および規制要件に準
拠している方法で開発されます。その他のまれな肺癌のがん遺伝子（RET、MET、NTRKなど）に関与
する臨床医、研究者、患者団体が利害関係者に含まれ、共同で開発したフレームワーク、選択された
インフォマティクスプラットフォーム、および組織に対して意見が提供されます。

期待値の管理

「行動喚起」で述べられているイニシアチブは、ROS1dersだけでなく、すべてのまれながん遺伝子のコ
ミュニティに利益をもたらす新たな研究を推進するための、野心的な協力を表しています。しかし、こ
のモデルを成功させるためには、様々な利害関係者の集団、特に患者と研究者の期待を管理するた
めに、私たちは注意を払う必要があります。

患者にとって、時間は非常に重要です。これらの構造をいかに迅速に配置するかの必要性を認識し
ながら、このモデルを全関係者で運用する現実（および課題）と科学プロセスの現実のバランスをとる
ことも必要です。モデルの作成には時間がかかります。組織の収集から、良好ながんモデルの作成ま
での期間は、モデル特性評価を含めず、1年以上かかることが多いのです。患者は、提供することで
自身の治療に役立つモデルが生まれる可能性もそうでない可能性もあることを十分に認識した上で、
この事業に取り組まなければなりません。科学的なプロセスの促進には限りがあります。

また、全関係者のニーズと利益を代表するガバナンス構造の構築には細心の注意が必要です。継続
性が重要であり、モデルをできるだけ効率的に前進させるためには、高度なステージ診断を実施する
人の課題と限界を超えるようにイニシアチブがリーダーシップを発揮する必要があります。また、将来
の資金調達のニーズと機会について考えるにあたって、がん遺伝子ベースの幅広いイニシアチブの
リーダーシップは、どのグループにも直接関係すべきではありません。

ここで提案されるような患者との共同研究により、研究者はしばしばさらに責任感が高まっていると感
じます。彼らは、科学が危険にさらされることを恐れることなく、可能な限り患者の期待を満たすことが
できると感じなければなりません。さらに私たちは、提案されたフレームワークのさまざまな構成要素を
調整することに伴う複雑性についても認識しています。共同研究を成功させるには、すべての利害関
係者における知的財産、データおよびモデルの保管、および調整に関連するすべての課題を考慮
に入れます。また、倫理的、規制上、コンプライアンス上の問題を国内外問わず対処するよう注意を
向ける必要があります。まれながん遺伝子に関する今後の広範なイニシアチブの構築にあたり、私た
ちはNCIの「PDXNet」や「小細胞肺癌コンソーシアム」など、すでに成功を収めているフレームワーク
に目を向けることができます。

___________________________
1 https://ros1cancer.com
2 ROS1+ Cancer Patients Partner to Increase Research, https://www.cancer.gov/about-
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