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　新規タキサン系抗悪性腫瘍薬であるnab-パクリタキセルは，パクリタキセルにヒト血清アルブミ

ンを結合させ，ナノ粒子化した製剤である。アレルギー反応が少ないとされるが，本剤投与後に膨

隆疹などの発疹症例を多く経験したので，発疹の出現がアレルギー反応と関連があるか，発疹出現

時の好酸球値につき解析した。対象は本剤を投与した乳癌患者52例で，29例 (55.7%) に発疹を認め

た。このうち9例 (31.0%) で好酸球値が高値を示した。本剤投与と発疹出現との間に明らかなアレ

ルギー反応を示唆する所見は認められなかったが，アレルギーの関与は完全には否定できなかっ

た。本剤投与時の前投薬は不要とされるが，発疹出現を念頭におき前投薬の使用を検討すべきであ

ることが示唆された。
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序　　文

　従来のパクリタキセルは，ポリエキシエチレンヒマ

シ油と，無水エタノールを溶媒として含んでいる。そ

のため，パクリタキセル投与時に，ポリエキシエチレ

ンヒマシ油による重篤な過敏症 (呼吸困難，血圧低下，

頻脈など) が出現する。また，ポリエキシエチレンヒマ

シ油により，通常使用されるポリ塩化ビニルを含んだ

点滴セットからDEHP (フタル酸ジエチルへキシル) が

遊離される。このDEHPによりヒスタミンが放出さ

れ，アナフィラキシーを含む過敏症が引き起こされ

る。この副作用を予防するため，従来のパクリタキセ

ルを投与する際には，副腎皮質ステロイド薬，抗ヒス

タミン薬，H2ブロッカーの前投薬だけでなく，ポリ塩

化ビニル非含有の点滴セットを用いなければならな

い。このような対策を行っても，約40%の患者に，紅

潮や発疹のような弱い反応が出現すると報告されてい

る1。さらに，無水エタノールが含まれるため，アル

コール過敏な患者 (不耐例) への投与は，慎重に行わな

ければならない2。

　新規タキサン系抗悪性腫瘍薬であるnab-パクリタキ

セルは，パクリタキセルにヒト血清アルブミンを結合

させナノ粒子化した製剤であり，ポリエキシエチレン

ヒマシ油と無水エタノールが含まれていない。した

がって，nab-パクリタキセルは，アレルギー予防のた

めの前投薬が不要で，点滴セットの制限がなく，アル

コール不耐例にも投与可能であるとして開発された。

さらに，前投薬が不要であるため短時間で投与可能で

あり，親水性が増したため，1.5倍量のパクリタキセル

の投与が可能である1,3。本邦では，2010年に乳癌，

2013年以降に非小細胞肺癌，胃癌，切除不能膵癌にお

いて承認された。乳癌症例における本剤の有害事象と

して，骨髄抑制 (71.6%)，末梢性感覚神経障害 (63.7%)，

筋肉痛 (14.9%)，関節痛 (12.7%) などがあげられる4。

当科において，本剤の使用を開始したところ，膨隆疹

などの発疹症例を多く経験した。今回われわれは，ア

レルギー反応と関連性があるのではないかと考え，発

疹の出現と好酸球値，好酸球数につき解析した。

対象と方法

　対象は，2010年10月から2013年3月の間，nab-パクリ

タキセルが投与された乳癌患者52例である。投与方法

は，260 mg/m2を3週間毎，30分間で点滴静注した。副

腎皮質ステロイド薬などの前投与は行わなかった。血

液検査は，初回投与前，初回投与7日後，以降投与前に

行った。nab-パクリタキセル投与後の発疹の発現状

況，症状の程度，発現時期，好酸球値，好酸球数につ
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いて解析した。症状の程度は，Common Terminology

Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0を用いて評価

した。好酸球値と好酸球数は，初回投与7日後以降の

血液検査で1回以上高値 (好酸球値 >6.0%，好酸球数

≧500/μl) を認めた症例を「好酸球値高値」とした。初

回投与前 (baseline) が高値かつ投与後以降の数値が

baselineを下回る症例は除外した。解析は，chi-square

testにて評価した。

結　　果

1. 患者背景 (表1)
　対象症例の背景因子では，年齢が34〜80歳 (中央56

歳)，閉経前17例，閉経後35例であった。アレルギーの

既往歴を15例に，喘息の既往歴を9例に認めた。サブ

タイプ分類は，Luminal A like 14例，Luminal B like /

HER2陰性 10例，Luminal B like / HER2陽性 5例，Non-

luminal / HER2陽性 11例，Triple negative 12例であった。

nab-パクリタキセルは，Stage I 〜 IIIの31例には補助化

学療法として，Stage IVの21例には進行再発治療として

表1.  患者背景

n = 52

年齢　中央値 (範囲) 56 (34〜80)
閉経　前/後 17/35
アレルギー既往　+/- 15/37
喘息既往　+/- 9/43
サブタイプ

  Luminal A like 14
  Luminal B like/HER2陰性 10
  Luminal B like/HER2陽性 5
  Non-luminal/HER2陽性 11
  Triple negative 12
病期 (UICC第7版)
  I/IIA/IIB/IIIA/IIIB/IIIC/IV 1/4/12/6/3/5/21
補助化学療法/進行再発治療 31/21
先行化学療法　+/- 40/12
分子標的薬併用　+/- 32/20
投与コース数　中央値 (範囲) 4 (1〜23)

表2.  主な有害事象

n = 52

発疹 29 (55.7%)
  Grade 1 18 (34.6%)
  Grade 2 11 (21.2%
  Grade ≧3 0

その他の主な有害事象

  血液毒性　

    白血球減少 12 (23.1%)，(G3 : 10，G4 : 2)
    好中球減少 12 (23.1%)，(G3 : 4，G4 : 8)
    AST/ALT上昇 5 (9.6%)
  非血液毒性

    末梢神経障害 44 (84.6%)
    関節痛 40 (76.9%)
    筋肉痛 35 (48.6%)
  アナフィラキシー 0

G: Grade (CTCAEv4.0)

表3.  発疹の出現と好酸球，発疹への対応

発疹の出現

あり (n = 29) なし (n = 23) p value

好酸球値 (%) 0.4
  高値 (>6.0) 9 (31.0%) 10 (43.5%)
  正常 20 (69.0%) 13 (56.5%)

好酸球数 (/μl) 0.9
  増加 (≧500) 2 (6.9%) 1 (4.3%)
  正常 27 (93.1%) 22 (95.7%)

発疹への対応

  抗ヒスタミン薬投与

    あり 14 (48.3%)
    なし 15 (51.7%)
  外用剤使用

    あり 10 (34.5%)
    なし 19 (65.5%)

χ2 test
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投与した。nab-パクリタキセル投与前に他の抗悪性腫

瘍薬を40例に投与しており，nab-パクリタキセルを初

回化学療法として投与したのは12例であった。トラス

ツズマブ，ベバシズマブなどの分子標的薬を32例に併

用した。投与コースは，1〜23コースで，中央値は4

コースであった。

2. 有害事象 (表2)
　主な有害事象を表2に示した。発疹は，52例中29例

(55.7%) に認められた。症状の程度は，Grade 1 が18例

(34.6%)，Grade 2が11例 (21.2%)，Grade 3以上の重篤な

発疹は認められなかった。

3. 発疹と好酸球値，好酸球数 (表3，表4)
　発疹を認めた症例で，好酸球値が高値であったのは

9例 (31.0%) であった。発疹と好酸球値 (%)，好酸球数

(/μl) に，有意な相関は認められなかった (表3)。発疹

への対応として，抗ヒスタミン薬投与，外用剤使用に

より多くは継続投与が可能であった。発疹の出現と，

タキサン系薬剤使用歴，アレルギー既往歴，喘息既往

歴，分子標的薬併用の有無による相関は認められな

かった (表4)。

表4.  発疹の出現とその他の因子

発疹の出現

あり (n = 29) なし (n = 23) P value

タキサン系薬剤使用歴 0.5
  あり 4 (13.8%) 5 (21.7%)
  なし 25 (86.2%) 18 (78.3%)

アレルギー既往 0.3
  あり 10 (34.5%) 5 (21.7%)
  なし 19 (65.5%) 18 (78.3%)

喘息既往 0.4
  あり 4 (13.8%) 5 (21.7%)
  なし 25 (86.2%) 18 (78.3%)

分子標的薬併用 0.5
  あり 19 (65.5%) 13 (56.5%)
  なし 10 (34.5%) 10 (43.5%)

χ2 test

表5.  発疹の出現時期

コース数 n = 29 Grade 1 Grade 2

1 14 9 5
2   9 5 4
3   3 2 1
4   1 0 1
5   0 0 0
6   1 1 0
7   0 0 0
8   1 1 0

図1.  平均好酸球値 (%) の推移
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4. 発疹の出現時期 (表5)
　発疹の初回出現時期は，23例 (82.1%) が1〜2コース

目で出現し，3コース目以降での出現は6例 (17.9%) で

あった。

5. 平均好酸球値の推移 (図1)
　発疹発症例と非発症例に分けて平均好酸球値 (%) の

推移を示した。発疹発症例では投与前の平均好酸球値

が非発症例より高値であった。投与7日後では両者とも

baselineより上昇を認めた。投与後以降も平均好酸球値

は発疹発症例が非発症例より高値で経過した。

考　　察

　薬疹は，薬剤やその代謝産物によって誘発される皮

膚・粘膜の発疹であり，さまざまな皮膚病変を呈す

る。発症機序から，アレルギー性と，非アレルギー性

に大別されるが，発症機序が明確でない場合もある。

アレルギー性では，薬剤あるいは血清タンパクなどと

結合した複合体が抗原となり，免疫学的な機序を介し

て発症する。特定の抗原に反応する抗体や，リンパ球

が生成された個体のみに生じるI〜IV型アレルギーのほ

か，制御性T細胞 (Treg) が関与する機序などが考えら

れている。非アレルギー性では，副作用，過剰投与，

不適切投与，蓄積作用，薬物相互作用，生体側の条件

(不耐症，特異体質など) などにより出現する。診断

は，詳細な薬剤使用歴の聴取，皮疹の経過，パッチテ

ストや薬剤リンパ球刺激試験 ( d r u g  l y m p h o c y t e

stimulation test; DLST) などの検査を行い，原因薬剤を

同定する。治療は，原因薬剤の中止がもっとも重要で

あり，症状・重症度に応じて副腎皮質ステロイド薬

や，エピネフリンなどの投与を行う5。

　nab-パクリタキセルによる薬疹は，医中誌で検索し

えた範囲 (2010〜2015年「nab-paclitaxel」「薬疹」で検

索，会議録含む) で，本邦報告例は3例であった (表6)。

また，Chenらによる中国での臨床試験の報告では，進

行乳癌73例に，nab-パクリタキセルとシスプラチンの

併用投与を行い，27例 (37.0%) に発疹が認められた。

多くは初回導入2日後に出現し，抗ヒスタミン薬投与で

速やかに軽減した。Chenらは，使用したnab-パクリタ

キセルが中国国外で製造され，アルブミンも欧米で精

製されるため，このアルブミンが中国人にとって抗原

性を有し，アレルギー反応を起こしたのではないかと

推察している9。

　今回の検討の結果，nab-パクリタキセル投与後の発

疹出現と，好酸球増加に相関は認められなかった。し

かし，図1では，発疹症例の平均好酸球値は非発症例と

比較し，nab-パクリタキセル投与前より高値で経過し

ており，投与前からのアレルギー性素因を反映してい

る可能性は否定できない。

表6.  nab-パクリタキセルと薬疹の本邦報告例

症例 発症までの期間と症状 治療内容 発症機序

初回投与2日後に発疹， 抗ヒスタミン薬 遅発性アレルギー疑い
鬼窪ら6 44歳女性

頭痛，関節痛など ステロイド (ドセタキセルのアレルギー既往)

小豆澤ら7 67歳女性 開始1か月半後に紅斑 1か月休薬 細胞毒性疑い (皮膚生検)

抗ヒスタミン薬 非アレルギー性の反応疑い
真鍋ら8 60歳女性 初回投与1日後に紅斑・丘疹

ステロイド (DLST陰性)

表7.  nab-パクリタキセル投与と発疹の頻度

発疹 Grade 3以上

乳癌　海外第III相試験 (CA012) 7.9% 5.8%
　　　国内使用成績調査 0.3%

胃癌　国内第II相試験 (J-0200) 54.5% 3.6%

非小細胞肺癌 (CBDCA併用)
　　　国際共同第III相試験 (CA031) 全体　  7.0% 0

日本　33.3% 0

膵癌 (GEM併用)
　　　国内第I/II相試験 (J-0107) 41.2% 5.9%
　　　海外第III相試験 (CA046) 22.1% 1.7%

信太　昭子，他
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　DRES症候群 (Drug-reaction eosinophilia and systemic

symptoms) は，好酸球増加を認め，発熱やリンパ節腫

脹，内臓機能障害など，全身の症候を伴う重症の薬疹

である10。DRES症候群のように重症度が高ければ，好

酸球増加を認めるかもしれない。一方，今回の検討で

は，有害事象がGrade 1〜2であったことも，好酸球増

加との関連性が乏しかった一因と考えられる。いずれ

にせよ，今回の結果からは，発疹出現と，アレルギー

との関連性を明らかにすることは困難である。診断の

ためには，DLSTやパッチテストなどによる検査が必

要と思われるが，重症例もなく対症療法で投与を継続

できており，検査の意義は少ないと考えられる。

　当院でのnab-パクリタキセル投与に伴う発疹出現頻

度 (55.7%) は，本剤使用調査集計結果における皮膚障

害の頻度 (12.4%: のべ116例/934例，脱毛症除く。発疹

のみでは5.2%: 49例)4と比し，高率であった。この使用

成績調査と，当院の使用状況を比較すると，当院では

初回から260 mg/m2を投与していたが，使用成績調査で

は，初回投与量として，240〜300 mg/m2を投与された

症例が62.1%であり，残り37.9%は，240 mg/ m2未満で

導入されていた。また，当院では前投薬を使用してい

なかったが，使用成績調査では，前投薬の有無が規定

されておらず，併用薬 (化学療法・内分泌療法・分子標

的薬を除く) の使用が，66.2%となっていた。投与量や

前投薬が，発疹出現に影響した可能性がある。

　他の癌腫での臨床試験におけるnab-パクリタキセル

投与時の発疹頻度を，表7に示した11。投与方法や，併

用抗腫瘍薬，前投薬の有無にばらつきがあるが，胃

癌，膵癌における国内試験 (J-0200，J-0107) や，肺癌

における国際共同試験での日本人 (CA031) において，

比較的発疹の頻度が高い傾向にあった。前述したChen

らが推察したように，本剤に含まれるアルブミンが，

東洋人に対して抗原性を有する可能性もある。しかし

ながら，Grade 3以上の発疹頻度が少ないため，詳しく

調べられてはいない。今後，当院では，乳癌患者に対

しnab-パクリタキセルを投与する際，副腎皮質ステロ

イド薬の前投薬を検討している。また，1〜2コースで

の症状出現に注意し，発症後に十分な対応を行えば，

安全に継続可能であると考えられる。
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