
49

　特　　集 北里医学 2011; 41: 49-54　

特集「第20回北里腫瘍フォーラム」

中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する標準治療とその限界

─今後への展望をふまえて─
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北里大学医学部脳神経外科学

　中枢神経系原発悪性リンパ腫 (primary central nervous system lymphoma; PCNSL) は，高齢者や免
疫不全状態者に好発し，近年増加傾向にある。本邦での現在の標準治療は，high-dose methotrexate
(HD-MTX) 療法とそれに続く全脳照射 (whole brain radiotherapy; WBRT) とされ，これらにより治療

成績の向上が認められている。しかし全身性悪性リンパ腫の治療成績と比較すると，依然として予

後不良と言わざるをえず，有害事象に遅発性神経毒性を高率に認め，その結果として機能的側面に

も問題は多い。背景にある高齢化，臓器移植やacquired immune deficiency syndrome (AIDS) 患者の

増加とともに，今後も増加することが予測され，さらなる有効な治療法の確立が早急に必要とされ

る腫瘍である。
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はじめに

　中枢神経系原発悪性リンパ腫 (primary central nervous

system lymphoma; PCNSL) の発生率は原発性脳腫瘍の

3%と比較的稀であるが，近年増加している腫瘍の一つ

である。高齢者に好発することや免疫不全状態，特に

臓器移植後やacquired immune deficiency syndrome

(AIDS) のような免疫不全状態での発生の関与が知られ

ており，発症率増加の一因となっている。

　病理組織学的分類では，B細胞リンパ腫が90〜95%

と圧倒的であり，悪性度はintermediated gradeのdiffuse

large B-cell typeを呈することが多い。

　治療に関しては，C H O P  ( c y c l o p h o s p h a m i d e ,

Hydroxydaunorubicin, Oncovin, Prednisone) (D) 療法 (シ

クロフォスファミド，ドキソルビシン，ビンクリスチ

ン，デキサメサゾン) など他の部位の悪性リンパ腫に有

効とされる化学療法には抵抗性を示すことが多く1，現

在ではその標準治療としてhigh-dose methotrexate (HD-

M T X )  療法とそれに続く全脳照射 ( w h o l e  b r a i n

radiotherapy; WBRT) の併用療法の有用性が示されてい

る。これらにより生存期間中央値 (median survival time;

MST) は30〜40か月と延長2,3したものの，依然として課

題は多い。高い再発率のほか，特に高齢者では遅発性

神経毒性が生じることも多く，白質脳症での認知症の

進行など機能的予後への影響も問題となっている4,5。

　本稿では，最近のPCNSLの動向とAIDSや全身性悪性

リンパ腫との関連につき，画像診断，病理組織学的特

徴を踏まえ，この疾患に対する治療の現状と今後予期

される治療法を含め検討する。

1. 定義・疫学

　PCNSLは中枢神経系組織原発の節外性non-Hodgkinリ

ンパ腫で，そのほとんどがB細胞由来である。我が国

の全国脳腫瘍集計では原発性脳腫瘍に占める発生率

は，1993年に1.9%，2003年で2.9%，2009年では3.1%と

増加しており，世界的にも増加傾向にある。性差はや

や男性優位であり，全年齢に発症するが，80%以上が

50歳以上での発症となり，そのピークは60歳代にあ

る6。したがって，高齢化という社会現象自体も腫瘍発

生率上昇に関与するであろう。ほかにも免疫能低下時

の発症が知られており，特にAIDS患者全体では1.6〜

9.0%にPCNSLが発症している7,8。現時点で日本での

AIDSの発生は稀と考えられているが，既に欧米では

PCNSLの増加の一因となっている。

　またPCNSLは臨床的に症状出現からの進行が早いこ

とが特徴であり，それが早期の診断や治療を困難とし

ている。本来，リンパ組織の存在しない中枢神経系に
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A. 拡散 B. Gd造影T1 C. Gd造影
強調画像 強調画像 FLAIR強調画像

D. 拡散 E. Gd造影T1 F. Gd造影
強調画像 強調画像 FLAIR強調画像

図1.  PCNSLのMRI画像所見

A-C; 右手脱力発作および一過性運動性失語で発症したPCNSLの63歳女性症例。左前頭葉の小病変だが，周囲に比較的広範
な浮腫を伴う。

D-F; 意識障害の進行で来院したAIDS関連PCNSLの26歳男性症例。両側基底核を中心とした多発性病変を認める。周囲の浮
腫は非常に強い。Ring enhanceを呈し，DWIでは病変内はhigh intensityを認めない。
Gd, gadolinium; FLAIR, fluid attenuated inversion recovery

おいて，なぜリンパ腫が発生するかという議論はいま

だ不詳である。近年不顕性 (全身性) リンパ腫との関連

も示唆されているが，その理由として，①リンパ腫細

胞が脳以外で発生し，何らかの機序で脳の血管内皮に

対して特異的な抗体や接着因子などを獲得し，脳血管

内皮に接着して脳血管外に浸潤増殖した，②ウイルス

感染などの炎症によって脳内に侵入した反応性のリン

パ球 (polyclonal lymphocytes) が腫瘍細胞 (monoclonal

neoplasm) に進展していった，③リンパ腫細胞が脳以外

の体内では免疫学的に排除されたが脳内だけは排除さ

れずに増殖した，などの考察がなされているものの，

発生機序の解明が待たれている。

2. 診断

2-1. 臨床・神経学的診断

　この疾患に特徴的な症状・神経所見はないが，初発

症状として50〜80%に脳局所症状，20〜30%に精神症

状，10〜30%に頭蓋内圧亢進症状，5〜20%にけいれん

発作がみられる9。また5〜20%に眼内浸潤によるぶど

う膜炎での進行性視力低下があり，診断のきっかけに

なることがある。逆に眼内PCNSLの80〜90%に脳実質

にも病変が認められるとされ，眼科での精査も必要で

ある。

2-2. 画像診断

　PCNSLは脳室や脳表くも膜下腔など髄液腔と接して

発生することが多い。前頭葉，側頭葉，小脳を中心

に，基底核や側脳室周囲，脳梁など脳深部にも発生す

る。また25〜50%は多発性病変として診断される8。

Magnetic resonance image (MRI) では周囲に広範な強い

脳浮腫を認め，病変は造影剤による均一で強い増強効

果を示すことが多い。増殖する腫瘍細胞が小さく，細

胞密度が高いことから，細胞密度を反映する拡散強調

画像 (diffusion weighted image; DWI) でのADC値は低値

となり，高信号となることが挙げられる (図1A-C)。

　画像での鑑別診断には他の悪性腫瘍，神経膠芽腫や

転移性脳腫瘍のほか，非腫瘍性疾患 (多発性硬化症，感

染症)，あるいは全身性悪性リンパ腫の脳内転移などが

ある。

　一般的に全身性悪性リンパ腫の脳実質内転移は稀で

あり，逆に中枢神経系リンパ腫の他臓器転移も少ない

が，頭蓋内病変と全身性病変では治療戦略が異なり，

全身精査も重要と考えられる。18F-fluorodeoxy glucose-

positron emission tomography/Computed Tomography

(FDG-PET/CT) の有用性は高く，不顕性リンパ腫の存

在が隠されている可能性もある (図2)。

　また，AIDS関連PCNSLでは一般的な上記所見とは異

なる点もあり，その鑑別には注意を要する。多発性病
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図3.  免疫組織学的にCD10，Bcl-6，Mum-1発現による亜型分類 (文献10より引用)

DLBCLはGCBとnon-GCBに分類される

図2.  全身性悪性リンパ腫の脳転移を生じた63歳女性症例

初発症状は痙攣であった。FDG-PETにて，左鎖骨上窩リンパ節，右肺門リンパ節を始め，全身に及
ぶFDGの異常集積を認める。
病理診断において，頸部リンパ節病変がfollicular typeであったのに関わらず，頭蓋内病変はDiffuse
large B-cell lymphoma (DLBCL) と診断された。
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変はさらに60〜85%と高率であり，病変内部には壊死

組織がより多く存在することから，先のDWIでの高信

号は必ずしも認められない (図1D-F)。この疾患を疑っ

た際には即時，HIV抗体検査を追加することも重要で

ある。

2-3. 病理免疫組織学的診断

　確定診断には病理組織診断が必須である。悪性リン

パ腫の組織分類は複雑であるが，WHO Classification of

Tumors of the Central Nervous System (第3版，2007年)8

ではlymphoma and hematopoietic neoplasmのmalignant

lymphomaは，diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)，

low-grade B-cell lymphoma，marginal zone B-cell

lymphoma，plasmacytoma，intravascular B-cell

lymphoma，other types of B-cell lymphomaがあり，T-cell

lymphoma，anaplastic large-cell lymphoma，NK/T-cell

lymphoma，Hodgkin's lymphomaに分類されている。

　これらのうち92〜98%はnon-Hodgkinリンパ腫でB細

胞由来であり，その95%以上がDLBCLとされる。すな

わちPCNSLの90%以上がDLBCLであることは特徴的で

ある。免疫組織学的には，B細胞マーカーである

CD20，CD22，CD79aやBcl-6，Mum-1の陽性率が高

く，一部にCD10陽性をみることが多い。また亜型分類

として，正常な胚中心B細胞で発現しているCD10，

Bcl-6と，正常では形質細胞で発現しているMum-1の3

つのマーカーの発現から検討がなされている。Hansら10

は，CD10+あるいはCD10-，Bcl-6+，Mum-1-となる胚

中心B細胞型 (germinal center B-cell pattern; GCB型) と

CD10-，Bcl-6-あるいはMum-1+となる非胚細胞中心B

細胞型 (non-GCB型) の2群に分類した際，DNAマイク

ロアレイの結果と同等に免疫染色で，GCB型が有意に

予後良好であることを示した (図3)。また同様にChang

ら11も免疫染色によって，GCB-cell pattern (CD10+ and/

or Bcl-6+でactivation markerのMum-1/CD138は-)，

activated GCB-cell pattern (GCB markerの1つとactivation

markerの1つが+)，activated non-GCB-cell pattern (Mum-

1 and/or CD138+でGCB cell marker-) の3つに分類し，

GCB-cell patternが他の2群に比較し，予後が良いことを

報告している。さらにCamilleri-Broëtらの報告12から，

PCNSLではBcl-6とMum-1の共発現 (non-GCB型) が

51.2%と全身性のDLBCLの15〜30%に比較して高かっ

たことから，これらの発現が予後不良に影響している

可能性を示している。すなわち，PCNSLではnon-GCB

型が多くみられることが，生物学的にも予後不良であ

る要因の一つと考えられる。

　また通常のPCNSLにはほとんどみられないが，AIDS

関連PCNSLでは高率にEpstein-Barr (EB) virusが陽性に

なることから，免疫染色でのEpstein-Barr virus-encoded

萩原　宏之，他

図4.  AIDS関連PCNSL症例の病理免疫組織学的診断

病理診断はDLBCLである。CD10-，Bcl-6-でありnon-GCB typeとなる。EBER-ISHは強く陽性となっ
た。



53

RNA in situ hybridization (EBER-ISH) 法での陽性が特徴

的である (図4)。

3. 治療

　PCNSLに対する治療ガイドラインは現在本邦では作

成されていない。増加傾向にあるとはいえ，発生頻度

が低く，randomized studyはほとんどないことも背景に

ある。さらに保存的治療のみによるMSTは2〜3か月13

と予後不良である。

3-1. 手術，ステロイド剤投与

　神経膠芽腫と異なる点に，腫瘍摘出率は生存期間の

延長に寄与せず，手術治療のみでのMSTは1〜4か月と

不良であることが報告されている13。したがって，手

術の目的は病理組織学的診断の確定にある13。画像で

は一見境界明瞭にみえるものの，周囲への腫瘍浸潤性

が非常に強く，手術は治療の主体とはならない。

　またステロイド剤に速やかに反応し，画像上ではあ

たかも消失したような経験をするが，効果持続は短期

間のみであり，診断を遅らせる一因にもなる。またス

テロイドのみの治療ではMSTは4〜5か月5であり，根治

性はない。術前に不用意なステロイド剤の投与は慎む

べきである。

3-2. 放射線治療

　放射線感受性が高い腫瘍であり，初期治療としての

放射線治療の奏効率は60%と有効である。しかし放射

線単独治療でのMSTは10〜18か月程度13,14であり，さら

に照射野内にしばしば再発を生じる13,14ことから，放射

線単独での治癒は困難なことが多い。また高齢者に多

いことから，再発以外にも遅発性神経毒性，白質脳症

の発生率が高い4,5ことが問題となり，進行性認知症の

合併によってquality of life (QOL) を低下させる一因に

なる。

　ただし，AIDS関連PCNSLなど免疫能低下から化学療

法が危険と考えられる際は放射線治療が第一選択とな

ることも多い。放射線およびステロイド併用治療で

50%程度の初期奏効率が報告されているが，一般的に

中枢病変の発見時には全身に及ぶAIDSの進行があり，

当然予後は不良となる。同じ治療方針でHIV陽性例と

陰性例の治療成績を比較した結果，生存期間に大きな

差が認められたことも報告されている15。一方，最近

になり，本邦から3年生存率64%と良好な治療成績が報

告され，30 Gy以上のWBRTが独立した予後因子となる

ことが強調されている16。ただし抗ウイルス治療であ

るhighly actively antivirus retorotherapy (HAART) あるい

はEB virusに対する加療など全身疾患に対する治療反応

が良好であることが大前提であり，全身管理が予後に

より重大な影響を持つことは明らかである。本邦でも
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1997年にHAART導入がなされたが，このような治療に

よる全身状態の改善により，中枢神経性病変への積極

的な介入も可能となってきた。

3-3.化学療法

　現在のPCNSLに対する標準的治療はHD-MTX (3.5 g/

m2) を含む化学療法とそれに続く全脳照射 (少なくとも

30 Gy/15〜17回) である。これにより腫瘍縮小率は80〜

90%にみられ，MSTが40か月前後に延長することが示

された2,3。

　MTXの分子量は454で脂溶性が低く，少量投与では

血液脳関門を通過しないが，大量投与によってBlood-

brain barrier (BBB) を超え，髄液へ移行することが知ら

れている。標準的にはMTX濃度は2〜3.5 g/m2で，3時

間の急速点滴静注を2〜3週毎に3〜5コースの治療を行

うことが推奨されている。この際の留意点として，1つ

には，MTXは腎排泄のため尿phが7.0以下の酸性に傾

くと，MTXが尿細管内で析出し，急性腎不全を起こす

ことがある。したがって，メイロンを使用しながら尿

pH管理と尿量維持に努めることが重要である。2つめ

には，正常組織が長時間MTXに曝されることから葉酸

救援療法を必要とすることである。

　このようなHD-MTX療法であるが，導入療法として

の役割を果たすことは確かなものの，次の維持療法の

必要性や意義は不明である。

　また投与量に関しても明確な容量依存性は確認され

ておらず，MTX濃度を8 g/m2とした投与では治療効果

の上乗せ効果は認められなかった17。

　さらに再発時やMTX抵抗例に対する治療に対する問

題点も多いため，次のステップとしてMTXをkey drug

にHD-MTXとの多剤併用療法が報告されてきている18-23。

HD-MTXにプロカルバジン，ビンクリスチンを加えた

MPV療法18や，HD-MTXにAra-C大量療法の併用23な

ど，これら治療の優位性が報告されている。しかし骨

髄抑制など有害事象の問題，どの薬剤の組み合わせが

よいかなど未だ一定の見解は得られていない。

　またMTX以外の薬剤としては，アルキル化剤である

temozolomide (TMZ) による化学療法24,25やrituximabを併

用した抗体化学療法26,27などの報告がなされてきてい

る。PCNSLの約半数がmethylguanine methyltransferase

(MGMT) 遺伝子プロモーターのメチル化を有してい

る28ことから，分子量が小さくBBBを通過可能なTMZ

が期待されている。再発例での奏功率が31%であった

とするprospective phase II studyがある29。また初期治療

では，高齢者に対する遅発性神経毒性を避けるため

に，放射線治療をせずにMTXとTMZの併用療法のみの

治療で，MST 35か月と現在の標準療法に匹敵する成績

も報告21されており，今後への課題としてMSTのみな

らず，QOLの向上が望まれている。
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おわりに

　PCNSLの標準治療であるHD-MTX + WBRTでの現状

の問題点の一つに，遅発性神経毒性が挙げられる。こ

の副作用を軽減させた上で，再発率を抑え，生存期間

の延長をいかに図るかが，今後の治療の課題である。

　可及的に放射線治療を遅らせること，そのために

HD-MTXを中心とした多剤併用療法，あるいは新規薬

剤による強力な治療が必要である。

　そのためにもPCNSLの発生のメカニズムの解明が望

まれる。
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