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転移性脳腫瘍へのアプローチ
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　転移性脳腫瘍の発現は，各種がん領域ではstage IVにあたる末期状態と捉えられ，基本的に根治

を望める状態ではない。しかし各領域のがん治療では，手術手技の向上，分子標的薬を含めた化学

療法の進歩，それに種々の放射線治療技術の開発など目覚ましいものがあり，これに伴い治療成績

の向上がみられ，長期生存例も増加している。このような原発巣自体の良好なコントロール下での

相対的な転移性脳腫瘍発生の増加が予測されるなか，今後の転移性脳腫瘍の発生や治療の展望につ

いて考察する。
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序　　文

　がん治療成績の向上による長期生存例が増加する

中，転移性脳腫瘍も相対的な増加が見込まれる。がん

患者の9%前後に脳転移が出現し，さらに剖検による脳

転移の発見率は20〜30%ともいわれている。さらに本

邦でのがん死亡者数は年間30万人以上に上ることか

ら，この剖検による発見率によると，脳転移を有する

患者数は年間6〜9万人と推定される。しかし，日本脳

神経外科学会の脳腫瘍全国統計調査1では，転移性脳腫

瘍の年間登録数は，毎年ほぼ1,000件前後で推移してい

る。この数値の解離には，手術適応となる症例は非常

に限定されており，多くは放射線療法が行われている

か，あるいはすでに積極的治療の適応ではなく，終末

期医療の段階の症例と思われる。

　現在，中心的役割を果たしている放射線療法では，

全脳照射が標準治療法の一つとされるものの，ノバリ

スやサイバーナイフに代表される定位照射を主体とし

た新たな治療法の有効性も示されてきている。また，

従来無効とされてきた化学療法でも，分子標的薬の出

現により転移性脳腫瘍に対する薬物治療の可能性を示

す報告もなされてきており，治療環境の変化が現れて

きている。

　そのような環境下で，最近我々が経験した脳転移症

例を呈示し，転移性脳腫瘍に対する新たな側面につい
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て考察する。

症例提示

症例1: 60代女性

原発巣: 乳がん

組織型

　浸潤性乳管癌

　T1 N2 M0 (Stage IIIA); ER (-)，PgR (-)，HER2 (+)

経　過

　術後補助化学療法として，FEC療法 (エピルビシン，

クロフォスファミド，5-フルオラシル) を6コース施行

後にtrasutuzumabで治療開始した。原発巣はCRも，開

始10か月後に右側頭葉 (直径4 cm，図1A) と小脳 (直径

7 mm) の2か所に腫瘍性病変が出現し，転移性脳腫瘍と

診断した。右頭頂葉腫瘍に対する開頭腫瘍摘出術を施

行した結果，病理組織学的には乳癌からの転移性腺癌

の所見を示し，原発巣同様にHER-2は陽性 (図1B) で

あった。

　術後は摘出部周辺と右小脳病変に対し，サイバーナ

イフでの定位放射線照射を追加し，原発病巣に対する

trasutuzumabでの加療を再開した。小脳病変は縮小を示

し，摘出部を含めた中枢神経系へは再発なく (図1C)，

術後2年経過中である。なお原発巣ならびに他臓器への

再発も生じていない。



40

図2.  症例3: 20代男性，慢性骨髄性白血病の硬膜内出血合併例

図1.  症例1: 60代女性，乳がん脳転移症例

萩原　宏之，他

症例2: 60代女性

原発巣: 乳がん

組織型

　浸潤性乳管癌

　T1 N2 M0 (Stage IIIA); ER (-)，PgR (-)，HER2 (+)

経　過

　診断目的での生検術後，患者自身から化学療法およ

び放射線治療に対する拒否のなか，2年後に多発性骨転

移を来たし，これに対して疼痛緩和目的もあり，放射

線治療を施行した。その際にも他の抗がん剤使用の拒

否はあったが，trastuzumabの使用開始となった。その

7か月後には小病変 (直径5 mm以下) であるものの，小

脳へ多発性脳転移が確認され，trastuzumabの継続下に

脳転移に対する全脳照射を追加した。一旦，脳転移病

変の縮小がみられたが，照射から7か月後の画像診断で

は再増大が観察された。同時期には腫瘍マーカーも再

A. MRI T2WI (sagital image): C2 level
に腫瘤性病変が確認される。

B .  MRI T2WI (sagi ta l
image): 脳幹症状出現時に

小脳下面からC3 levelへの

病変の波及がみられる。

C. MRI T2WI (axial image): 硬膜内髄外

腫瘤による頸髄圧迫所見が認められ

る。

A. 造影T1WI: 術前画像。右側頭葉に

腫瘤性病変を認める。

B. 摘出した脳腫瘍に対す

る免疫染色 (HER-2): 大部

分の腫瘍細胞に強陽性を

呈した。

C. 造影T1WI: 術後2年経過し，再発は

認めていない。
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上昇していた。そこで薬剤をlapatinib + capecitabineに

変更し，治療再開した。その6か月後には肺転移巣及び

脳転移病変の縮小がみられ，腫瘍マーカーの改善も観

察された。

症例3: 20代男性

原発巣

　慢性骨髄性白血病 (chronic myeloid leukemia; CML)

経　過

　発熱，腹痛で発症。白血球数 (WBC) が470,000/μl，

Hb値8.4 g/dlと異常を認め，骨髄生検にてCMLと診断さ

れた。腹部CTでは著明な脾腫を認めた。Imatinib (400

mg/day) 投与が開始となり，1か月後にはWBC 140,000/

μlまで改善した。しかし加療2か月後には発熱，腹痛

が再燃し，WBC 590,000/μlと再増悪した。Imatinib耐性

CMLの診断でdasatinib (100 mg/day) 内服に変更となっ

た。その4か月後，頭痛，嘔吐およびWBC 421,000/μlと

症状の増悪があり，MRIで頸髄C1-C3レベルでの硬膜

内髄外病変が指摘された (図2A)。なお怠薬もあったと

のことで入院後は内服継続し，保存的に経過観察中，

10日目に不整脈と呼吸障害が出現した。MRI画像では

小脳へも病変が波及し，頸髄圧迫所見も強くなってい

た (図2B，C)。血液生化学検査で血小板や凝固機能系

には異常値がないことを確認後，脳幹圧迫症状の解除

による救命目的に手術施行に至る。術中所見では，硬

膜を切開すると血腫が噴出し，MRIでの腫瘤は，粘稠

黒色調の血腫であった。これらを病理組織として提出

後，血腫除去を十分に行った (図3A)。病理診断では

CMLの転移による硬膜下出血が最も考えられた (図4A-

D)。しかし術後早期より，次第に創部から皮下出血が

多量となり，意識障害が出現した。術部への硬膜下お

よび硬膜外血腫の貯留を認めており (図3B)，再手術を

図3.  症例3: 術後経過CT

A. 術直後: 血腫は解除されている。 B. 術後8時間: 血腫除去部に硬膜下およ

び硬膜外血腫が発生し，それらによる

閉塞性水頭症の出現がみられる。

C. 術後6日目: 皮下出血の持続と重度の

脳腫脹が出現した。
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要した。その手術所見は初回手術と全く異なるもので

あり，皮膚，筋肉とあらゆる部位からの出血が顕著と

なり，十分な輸血下にも出血コントロールが全く不可

能な状況であった。術後7日目に脳ヘルニア (図3C) お

よび肺水腫の合併のため，死亡された。

考　　察

　がん治療の成績向上に伴い，長期生存が見込まれる

一方，脳転移例も増加し，現在治療中のがん患者の9%

前後に脳転移を有するとされている。

　他臓器がんとの相違として，転移性脳腫瘍には正常

脳組織に血液脳関門 (blood brain barrier: BBB) が存在

するため，原発がんに有効な化学療法であっても効果

が得られにくく，転移が存在する時点で，がんの病期

はstage IVとなる。

　転移性脳腫瘍が直径2 cmで発見された場合，致命的

になりうる5 cmとなるまでの期間の成長解析では，最

大で4か月を有するとされる。したがって脳以外のがん

病巣の状態から予想される生存期間が3か月以内なら

ば，延命目的にはステロイドや浸透圧利尿剤などによ

る保存的治療が考慮され，原則として手術や放射線療

法などの積極的治療の適応にはなりにくい。

　また脳以外の病巣の状態から生存期間がおよそ6か月

以内の場合，すなわち原発巣のコントロールが不可能

な状態では，たとえ単発性病変であっても摘出手術を

行うことを支持するエビデンスは存在しない。

　現在掲げられている脳転移に対する治療指針では，

脳転移がないと仮定し，6か月以上の生存が見込まれる

患者に対する1年間の脳転移巣の局所制御が目的であ

る。

　そこで脳以外のがん病巣がコントロールされてお

り，生存期間が6か月以上見込める症例に対しては，単

発脳転移であれば，手術摘出後の全脳照射 (計30 Gy/10

回)，あるいは病巣が3 cm以下なら定位放射線照射に全

脳照射の追加が推奨されている。さらに4つまでの多発

性脳転移に対しては，可能であれば定位照射を施行

し，全脳照射を追加することが有効と考えられてい

る。

　これらのエビデンスには，Patchellら2による，単発

の転移性脳腫瘍術後の全脳照射には頭蓋内再発予防効

果があり，中枢神経死を回避する効果が認められたと

する多施設共同ランダム比較試験が引用されることが

多い。

　しかし，長期生存に伴い放射線による遅発性の高次

脳機能障害のリスクは無視できない問題であり，全脳

照射後の白質脳症や脳萎縮の結果，認知症の進行がみ

られ，患者のQOLを妨げることも報告されている。そ

図4.  症例3: 硬膜内髄外病変の手術摘出による病理免疫組織学的所見

H&E染色: Blood clot，炎症性滲出物と骨髄球細胞の混在を認める。核腫大を伴う

blastic cellが存在している。

CD34: 陰性を示す。

myeloperoxidase (MPO): 部分的に陽性を示している。

MIB-1: MPO陽性部分に一致して陽性を示し，高値である。

萩原　宏之，他
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の中でAoyamaら3は生存期間中央値が7か月前後なら

ば，全脳照射による再発予防効果は有効と考えられる

が，長期生存者の増加に伴い，進行性の高次脳機能低

下は無視できないと問題喚起している。

　そこで近年，ガンマナイフ，サイバーナイフやノバ

リスを用いた定位放射線照射単独での腫瘍抑制効果

が，全脳照射と比較しても差異がなかったとする報告4

も増加している。症例1のように術後の定位照射のみで

あっても，原発に対する加療の継続と併せ，再発およ

び機能障害のない経過が観察されており，QOLの重視

という観点から選択に値する治療と考えられる。

　エビデンスとしての全脳照射の有効性は高いが，患

者の予後予測も含め，そのQOLに即した個々の症例で

の検討が必要と考えられる。転移性脳腫瘍の治療方針

決定に際しては，生存期間の延長と機能予後との両者

への対応が重要な課題として挙げられる。

　一方，新たに分子標的薬治療が加わったことで，

BBBの存在する頭蓋内病変へも薬物療法での治療効果

が期待されている。

　その代表的疾患の1つである乳がんでは，HER-2陽性

例に対しtrasutuzumabが原発巣に対する再発防止効果を

もたらしており，相対的に脳転移が増加している6-8。

症例1，2にみられるように，HER-2陽性乳がんでの脳転

移の発症率は約30〜40%と高率8-10であり，trasutuzumab

は頭蓋内病変に対してBBB非通過性であるため無効で

あるとする報告6,11,12が多い。一方，同様にHER-2とさ

らにEGFRを標的とし，imatinibに比較し低分子量でも

あるlapatinibでは，BBBを通過し，脳転移にも有用と

する報告がなされている13。米国のlapatinibを用いた多

施設共同phase II studyで，CNS病巣体積の50%以上の縮

小効果が得られたものが6%に観察され，ある程度の

C N S 抗腫瘍効果があることが確認された 1 4 。特に

capecitabineとの併用投与で，よりCNSへの効果が期待

される結果であったことを追加報告している15。この

ような分子標的薬治療が始まり，HER-2陽性乳がん脳

転移に対して，trasutuzumabによる頭蓋外病変のコント

ロールが生命予後を延長させ，さらにlapatinibの投与が

生存期間延長に関与する単独因子となることをParkら
16も報告しており，乳がんの脳転移に対し，薬剤での

治療の可能性が示唆されている。

　また同様に肺がんでは，gefetinibやerlotinibで癌性髄

膜炎への治療効果17も報告されている。

　しかし，症例3に代表されるように中枢神経系への出

血に関する分子標的薬の副作用についても，近年徐々

に報告されてきている。

　症例3のようなCML疾患のimatinib加療中に合併した

硬膜下出血に対しては，Songら18が121例中7例に生じ

たことを報告している。うち4例は病期が急性期であ

り，出血または疾患により4例が死亡となった。また手

術症例では4例中2例の死亡が報告されており，これら

からも一旦出血が生じると重篤になりやすいことが示

唆される。ほかhigh-dose imatinibでの硬膜下出血の症例

報告19や，Ph陽性急性リンパ球性白血病でのimatinib加

療中の硬膜下出血例の報告20もあり，一般的に重度な

副作用は少ないとされるものの有害事象の1つとして，

硬膜下血腫への喚起が促されている。

　また今回の症例3における出血合併の機序を推測する

にあたり，まずCMLの疾患自体の特徴である急性転化

が生じたことが予想される。この際，腫瘍細胞が異常

増殖し，赤血球や血小板に作用して，造血機能抑制が

働き，出血が生じたかもしれない。しかし，引き続き

手術後にも出血が持続したことに関しては，Gratacap

らによる報告21にあるように，このチロシンキナーゼ

阻害薬が引き起こす血小板機能抑制により，なお異常

な出血傾向が生じた可能性を十分に考慮せねばならな

い。dasatinibの有害事象である血小板機能阻害を強く

認識すべき症例であった。

　今後益々，このような分子標的薬での治療症例は増

加するものと予測されるが，その加療中に生じた出血

合併症例には，脳神経外科領域での手術に際しても各

薬剤の特性を認識するとともに，手術適応には十分な

注意が必要と思われる。

結　　語

　転移性脳腫瘍では，定位放射線照射を含めた放射線

治療が果たす役割が大きい。現在の標準治療の一つで

ある全脳照射では，がん疾患の生存期間の延長に伴

い，脳の高次機能面への影響が危惧されること，ある

いは脳転移再発時の治療方針に制約が生じるなど，今

後の大きな課題となることが予測される。

　また，分子標的薬の出現による新たな脳転移に関す

る検討も重要事項である。各領域で新規治療薬が登場

したことで，転移性脳腫瘍への効果の発現も期待され

る一方，出血など重篤な副作用が生じる可能性もあ

る。

　治療に関しては，原発巣の再発のみならず，脳転移

に対しても早期発見と早期治療が望まれるが，今後も

個々の症例でQOLを鑑みた個別化対応が必要と考えら

れる。
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