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背景: 肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓術 (TACE) においてミリプラチンとエピルビシンの効果を

後ろ向きに比較検討した。

方法: 2009年11月から2011年6月までにTACEを施行した肝細胞癌患者34名 (60結節) を対象とし，
使用する抗癌剤によりミリプラチン群とエピルビシン群の2群に分けた。全TACEを単一手技者が施

行した。TACE施行後ダイナミックCTにて経過観察を行い，1〜3か月後の初回CTにおける局所再
発率とリピオドール集積率，TACE施行後1年間の局所制御率を検討した。
結果: TACE後初回CTにおける局所再発率はミリプラチン群26.4%，エピルビシン群7.7%で，統計

的有意差は認められなかったが，ミリプラチン群の方が高い傾向があった (P = 0.093)。初回CTで
の集積率はミリプラチン群67.7%，エピルビシン群92.3%で，ミリプラチン群の方が有意に低かっ
た (P = 0.027)。全結節の1年間の局所制御率には両群で有意差はみられなかった (P = 0.716)。初回

CTにて良好なリピオドール集積が認められた結節の1年間の局所制御率に有意差はみられなかった
(P = 0.204)。
結論: ミリプラチンはエピルビシンよりも治療早期での集積率は低く，TACE施行時に十分な注入

を行うことで局所制御率が向上する可能性が考えられた。
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序　　文

　肝動脈化学塞栓術 (TACE) は外科的切除やその他の

局所療法の適応とならない原発性肝細胞癌に対する治

療法として確立されている1,2。TACEの局所に対する主

な効果は抗癌剤とリピオドールの局所滞留と塞栓物質

による阻血効果であるが，選択される抗癌剤は様々

で，ドキソルビシン，エピルビシン，マイトマイシン

C，シスプラチン等がある。しかし，これらの使用に

は施設間でばらつきがあり，また有効性について特定

の薬剤の優位性は確立されていない3。

　近年，シスプラチンの誘導体であり，リピオドール

との親和性が高いミリプラチンが臨床使用可能となっ

た。ミリプラチンはリピオドールとの親和性が高いた

めに腫瘍局所の滞留性が高く，全身循環への移行は微

量で，腎毒性も低いとされており，有効性が期待され

ている。しかし，エピルビシンとマイトマイシンの併

用とミリプラチン単独での局所再発の比較ではエピル

ビシンとマイトマイシンの併用の方が良好と報告され

ており4，ミリプラチンとエピルビシンの局所制御率の

比較ではエピルビシンのほうが高い局所制御率が報告

されている5。一方，単発肝細胞癌に対する初回TACE

施行後の累積再発率の比較では，ミリプラチン，シス

プラチン，エピルビシンの3薬剤間に有意差は認められ

なかったという報告もある6。

　TACEの手技においてはマイクロカテーテルやガイ

ドワイヤー等のデバイスの進歩で，栄養血管を超選択

的に塞栓することが可能になり，局所制御は向上して

いる7。しかし，手技，カテーテルの選択等は手技者

間，施設間で統一は難しく，手技者の違いと抗癌剤の

選択の違いがTACEの成績に影響を及ぼす可能性があ

る。

　北里大学北里研究所病院では単一手技者がTACEを

施行している。抗癌剤は以前はエピルビシンを用いて

いたが，2010年9月からミリプラチンを使用してい

る。本検討では単一手技者によるミリプラチンとエピ

ルビシンを用いたTACEの治療効果を後ろ向きに検討

した。
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対象と方法

1. 対象

　2009年11月から2011年6月までに北里大学北里研究

所病院でTACEを施行した肝細胞癌患者39例 (69結節)

のうち，除外基準に該当した患者を除いた34患者 (60結

節) を対象とした。肝細胞癌の診断はダイナミック造影

CTまたはダイナミック造影MRIで行った。除外基準

は，腫瘍径が5 cm以上の場合や浸潤型で意図的に不完

全なTACEを施行した場合，TACEと経過観察の初回

CTの間隔が4か月以上の場合，経過観察のCTが行われ

ていない場合，以前TACEを施行された部位の再発に

対するTACEの場合とした。
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2. 方法

　対象患者をTACEに使用した抗癌剤により，ミリプ

ラチン群とエピルビシン群の2群に分けた。エピルビシ

ンを用いたTACEは2009年11月から2010年8月に施行さ

れ，ミリプラチンを用いたTACEは2010年9月から2011

年6月までに施行された。

　全例において，亜区域またはさらに末梢の栄養血管

で塞栓を行う超選択的TACEを施行した。大腿動脈を

Selginger法で穿刺して4Fイントロデューサーを挿入

後，4Fカテーテルを挿入し，コアキシアル法にて2Fマ

イクロカテーテルを栄養血管まで進めてTACEを施行

した。エピルビシンを用いたTACEでは，エピルビシ

ン1バイアル10 mgを非イオン性造影剤1〜2 mlで溶解

し，最大でエピルビシン20 mgとリピオドール2〜6 ml

を2本のシリンジ間で10から20回ポンピングして懸濁

Table1.  Patient characteristics

Miriplatin Epirubicin P value

No. of patient 18 16
M/F 14/4 9/7 0.166
Age 71 (60-87) 73 (38-84) 0.931

HBV/HCV/nonB nonC 2/11/5 0/14/2 0.170
Previous TACE 2 (1-6) 1 (1-6) 0.252

T factor (T1/T2/T3) 4/11/3 5/9/2 0.821
AST (IU/l) 50 (19-200) 62.5 (22-218) 0.149
ALT (IU/l) 40 (10-122) 45.5 (17-216) 0.321

T-Bil (mg/dl) 0.96 (0.54-1.94) 0.82 (0.31-1.67) 0.505
Plt (×103/μl) 63 (14-195) 75.5 (17-211) 0.679

ALP (IU/l) 292 (157-897) 239 (162-866) 0.678
SCr (mg/dl) 0.76 (0.57-1.03) 0.80 (0.42-1.21) 0.665
Alb (g/dl) 3.7 (2.5-4.6) 3.8 (2.5-4.8) 0.842

Median (range) is presented.

Figure 1.  Local control rate for all tumors
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肝動脈化学塞栓術におけるミリプラチンとエピルビシンの比較

ける局所制御率をKaplan-Meier法で比較検討し，log

rank検定で評価した。局所制御率とは観察期間中の全

結節に対する再発しなかった結節の割合とした。P <

0.05を有意差ありとした。

結　　果

　ミリプラチン群には18例34結節が，エピルビシン群

には16症例26結節が登録された。除外症例は5例で，

内訳は初回CTがTACE後4か月以上だったのが1例，経

過観察が不十分であったのが3例，再発に対するTACE

が1例であった。詳細な患者背景をTable 1に示す。結節

径の中央値 (範囲) はミリプラチン群で12.5 mm (4〜45

mm)，エピルビシン群で10 mm (5〜32 mm) であり，

有意差は認められなかった (P = 0.903)。リピオドール

の量はミリプラチン群で4 ml (1〜7 ml)，エピルビシン

群で2.5 ml (2〜6 ml) で，ミリプラチン群の方が有意に

多かった (P < 0.001)。

　TACE後初回経過観察CTにおける局所再発率はミリ

プラチン群26.4%，エピルビシン群7.7%で，統計的有

意差は認められなかったが，ミリプラチン群の方が高

い傾向にあった (P = 0.093)。初回経過観察CTにおける

リピオドール集積率はミリプラチン群67.7%，エピル

ビシン群92.3%で，ミリプラチン群の方が有意に低

かった (P = 0.027)。TACE後1年間の局所制御率を全結

節について比較したところ，ミリプラチン群とエピル

ビシン群の間に有意差は認められなかった (P = 0.716，

Figure 1)。初回CTで良好なリピオドール集積が認めら

れた結節に限定して1年間の局所制御率を比較すると，

有意差はみられなかった (P = 0.204，Figure 2)。

液を作成した。ミリプラチンを用いたTACEでは，ミ

リプラチン1バイアル70 mgを4 mlのリピオドールで溶

解し，最大でミリプラチン140 mgとリピオドール8 ml

の懸濁液を作成した。両群において懸濁液の使用量は

結節の大きさに応じて決定した。すべての手技で，抗

癌剤とリピオドール懸濁液の注入後，ゼラチンスポン

ジ細片 (1〜2 mm) を混合した非イオン性造影剤を，栄

養血管が完全に塞栓されるまで注入した。塞栓後は多

方向からの血管造影にて，腫瘍濃染がなく，リピオ

ドールが腫瘍に集積していることを確認した。

　TACE施行後，経過観察のためのダイナミック造影

CTを施行し，再発を調査した。初回のCTはTACE後1

〜3か月の間に施行された。初回CTで局所再発および

リピオドールの集積を評価し，その後のCTで局所再発

を調べた。以下のいずれかの場合に局所再発と判定し

た。1) 治療後腫瘍内でリピオドールが集積していない

部分が造影早期相で造影され，遅延相で低吸収を示す

場合，2) リピオドール集積部に接して造影早期相で造

影され，遅延相で低吸収を示す領域がみられる場合で

ある。リピオドール集積部から少しでも離れた部分の

病変は局所再発としなかった。

3. 統計学的解析

　男女比はFisher検定で，背景疾患やT因子はχ二乗検

定で，結節数，結節の大きさ，リピオドール量，

AST，ALT，T-BIL，Plt，ALP，SCr，Alb値はMann-

WhitneyのU検定で比較した。TACE施行後1〜3か月の

初回経過観察CTにおける局所再発率と良好なリピオ

ドール集積がみられる結節の割合 (集積率) をFisher検

定で評価した。また，その後1年間の経過観察期間にお

Figure 2.  Local control rate for tumors showing favorable accumulation on the first follow-up CT
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考　　察

　TACEには，ドキソルビシン，エピルビシン，マイ

トマイシンCなどの抗癌剤が従来から使用されてお

り，これらの単剤もしくは組み合わせによる多剤併用

が行われる。また近年，白金製剤の出現により抗癌剤

の選択の幅は広がっている。白金製剤の中でも2010年

1月から我が国で販売が開始されたミリプラチンは脂溶

性白金錯体であり，担体配位子に1,2-ジアミノシクロ

へキサン，脱離基としてミリスチン酸を配位している

親油性の抗癌剤である。親油性であるためリピオドー

ルとの親和性が高く，リピオドールに懸濁して肝動脈

内投与することで，腫瘍局所に滞留し，白金成分を徐

放する特徴を持つ8-10。

　TACEの治療効果は，腫瘍における抗癌剤の徐放効

果と塞栓物質による疎血効果に基づく。従来から使用

されてきた水溶性抗癌剤と比べ，ミリプラチンはリピ

オドールとの親和性が高いため，腫瘍に長く留まり徐

放効果が高いと考えられている。また，全身循環への

移行も少ないことから，全身性の副作用も軽減される

と考えられている8-10。

　本検討ではTACE後1〜3か月の初回経過観察CTにお

ける局所再発率は，有意差は認められなかったもの

の，ミリプラチンの方がエピルビシンよりも高い傾向

にあった。リピオドールの集積率に関してはミリプラ

チンとエピルビシの間に有意差が認められ，ミリプラ

チンのほうが有意に低かった。Miyayamaらは局所再発

の形式を治療部位内の再発と治療部位辺縁の再発とに

分類して検討し，治療部位内の再発に関しては不完全

なTACEの可能性を述べている4。本検討においてミリ

プラチンを用いたTACEで初回CT時に集積率が低かっ

た原因として，不完全なTACEの可能性が考えられ

る。エピルビシンは非イオン性造影剤に溶解した後に

リピオドールと混和するのに対し，ミリプラチンはリ

ピオドールのみで溶解させるため粘稠度が高い11。そ

のため亜区域枝より末梢を超選択的に塞栓する場合，

血管径がより細くなるため少量の懸濁液で栄養血管の

血流が途絶えてしまい，十分な量の懸濁液が腫瘍に入

らないことが想定される。実際の手技でも，ミリプラ

チンを用いた場合，少量の懸濁液注入で血流が途絶え

るため，予定の懸濁液全量を腫瘍に注入するには時間

がかかる印象であった。また，腫瘍栄養血管と関係な

い近傍の血管にも懸濁液が漏れ出る印象があった。さ

らに，粘稠度の高い懸濁液により血流が途絶えるため

にゼラチンスポンジによる塞栓も不十分になると思わ

れ，初回CTでの集積率の低下を招いていると考えられ

た。

　TACE後1年の経過観察における局所制御率にはミリ

プラチンとエピルビシの間に有意差は認められなかっ

た。初回CT時に良好な集積が認められた結節に限定し

た1年の経過観察における検討では，有意差はみられな

かった。

　これらの結果から単一手技者が施行し，手技者間の

違いを排除した本検討では，ミリプラチンはエピルビ

シンに劣らない局所制御を達成できるものの，ミリプ

ラチン懸濁液の適切な注入に注意が必要と考えられ

た。既報で，比較的太い血管でもミリプラチン懸濁液

は停滞し，動注に加えて施行される塞栓術が不十分に

終わる可能性が指摘されている12,13。高良らは懸濁液を

加温することで粘稠度を低下させ，十分な量の懸濁液

を注入できると述べている11,14。ミリプラチンを用いて

TACEを施行する際には，ミリプラチン懸濁液を腫瘍

に到達させ，十分な塞栓を達成するために懸濁液に対

する工夫が必要と思われた。今後，この工夫を加える

ことによりミリプラチンを用いたTACEは局所制御率

を向上させる可能性があると考えられた。しかし，現

時点では既報で述べられている懸濁液の加温の他に有

効な方法は我々の検索し得た中には見いだせず有効な

方法を開発することは今後の課題と思われる。
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Comparison between miriplatin and epirubicin in
transcatheter arterial chemoembolization for

hepatocellular carcinoma performed by a single operator
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Background: We retrospectively compared therapeutic efficacy of transcatheter arterial chemoembolization
(TACE) for hepatocellular carcinoma between miriplatin and epirubicin.
Methods: Thirty-four patients (60 nodules) with hepatocellular carcinoma who underwent TACE from
November 2009 to June 2011 were enrolled in this study and divided into two groups, miriplatin group and
epirubicin group, according to the anticancer drug used.  All patients were followed up by dynamic CT and
underwent the first follow-up CT at 1 to 3 months after the TACE procedure.  Local recurrence rate at the first
follow-up CT, accumulation rate of lipidol at the first follow-up CT, and 1-year local control rate were evaluated.
Results: Local recurrence rate at the first follow-up CT tended to be higher in the miriplatin group (26.4%)
than in the epirubicin group (7.7%) with no statistical significance (P = 0.093).  Accumulation rate was
significantly lower in the miriplatin group (67.7%) than in the epirubicin group (92.3%, P = 0.027).  One-year
local control rate of all tumors was not significantly different between the two groups (P = 0.716).  One-year
local control rate of tumors showing favorable accumulation on the first follow-up CT was not significantly
different between the two groups (P = 0.204).
Conclusions: Accumulation rate of lipiodol early after TACE is lower for miriplatin than for epirubicin, and
sufficient delivery to the tumor with careful infusion appears to be essential to improve local control by TACE
using miriplatin.

Key words: hepatocellular carcinoma, transcatheter arterial chemoembolization, miriplatin, epirubicin
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