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現 代 の が ん 化 学 療 法 は、 悪 性 リ ン パ 腫 に 対 す る
nitrogen mustard の有効性を端緒としている。このこと

B

A

腫は十分に、通常の化学療法薬の併用で治癒可能な疾患
である。本稿では、各病型の悪性リンパ腫について、そ
の治癒率を一層向上させることに寄与し、或いはそれが
期待される分子標的薬剤について概説する。
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1．B 細胞リンパ腫
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が示唆する如く、分子標的薬の開発以前から悪性リンパ
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a． びまん性大細胞型リンパ腫

1.DLBCL

（Diﬀuse large B-cell lymphoma, DLBCL）
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  Rituximab 
3

rituximab は、マウス由来可変部 IgG と、ヒト由来定
常部 IgG のキメラ型抗 CD20 抗体である。様々な作用機

b．濾胞性リンパ腫

序により抗腫瘍効果を発揮するが、代表的なものとして、

日本では、その頻度は増加傾向にあるものの、なお低

ADCC，CDC やアポトーシスを起こす直接作用などがあ

頻度である。

る。CD20 陽性 B 細胞リンパ腫に有効であり、悪性リン

まず限局期の濾胞性リンパ腫については、 watch and

パ腫に対し、最も広く用いられ、標準治療にも組み入れ

wait（W&W），放射線療法，化学療法，R ±化学療法

られている。DLBCL においては、従来の標準療法であ

が選択肢として考えられる。これらを比較した十分なエ

る CHOP 療法（cyclophosphamide,doxorubicin,vincristine,

ビデンスは出ていない。特に R+ 化学療法

prednisolone）
への rituximab
（R）
の併用効果が検討された。

を比較した十分な報告はないが、W&W 対 R 単剤の比較

その結果初発の限局期 DLBCL に対しては R 併用の有用

が英国より報告された 6,7）。それによれば、R 投与群（R

性が示された１）が、晩期再発の持続が問題点として指摘

維持療法併用群 , 非併用群とも）と W&W 群とは 3 年全

された。
R-CHOP 3 コース後に区域照射療法
（involved-ﬁeld

生存率で有意差を認めなかった。また RESORT 試験で

radiation therapy, IFRT）を行うか、R-CHOP を 3 コー

は R 4 回投与群を、以後の R 維持投与群と非投与群に分

ス追加し計 6 コース行うかは今後の課題である。

け比較された。非維持群（増悪後に R を使用する群）と

と W&W

一方初発進行期 DLBCL に対しては、仏での 60 才以上

維持群で、全生存率に差はなく、R 使用量は非維持群が

80 才以下の高齢者に対する検討において、R-CHOP 8 コー

若干少なく、QOL にも両者の差はなく、R による維持の

2）

スが CHOP 8 コースを上回る結果を得た 。独の 18 才以上

有用性は認めなかった。

3）

60 才以下の若年者の検討でも同様の結果であった（図 1） 。

一方、初発進行期濾胞性リンパ腫については、全生存

なお、再発例に対する R の効果は、初回治療時の R 使

率でみる限り、無症候性の患者では、W&W も視野に入

用例では期待できないとの報告がある 4）。また、R 併用

りうる。一方、代表的な併用化学療法においては、多く

に加えて化学療法の強度を高める治療の有用性について

の大規模比較試験で R 併用群が非併用群に優る結果が出

5）

ており、R-CHOP 8）
（図 2）や R-CVP

は今の所否定的である 。

9）

で R 非併用群に

比べ、併用群は全生存率 , 無増悪生存率で優れた成績を
示し、推奨すべき治療と考えられた。但し、寛解後の再
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発も多く、治癒率向上には更なる戦略が必要である｡ こ
の意味で最近本邦でも用いられている bendamustine は、
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1960 年代に東独で開発されたプリン骨格を持つユニーク
なアルキル化薬であり、R-bendamustine の R-CHOP を
上回る成績も報告されており 10）、今後の展開が期待され
る。CR や PR に導入後の R による維持療法も有効との
11）
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Median PFS=1.1y
8-y PFS=22%
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報告を認める（図 3） 。
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粘膜関連リンパ組織を原発とする低悪性度 B 細胞リン
パ腫である。全 B 細胞リンパ腫の 6 − 8％を占め、原発
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部位には胃（＞ 50％）
、肺、頭頸部、眼付属器などがある。
本疾患の進行期には、R 単独療法、R 併用化学療法が行

100

われる。
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を 用 い、12 例 中 10 例 が CR と な り、 大 部 分 で 眼 窩
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外の再発を長期認めなかったとの報告があり注目さ
れる 15）。
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である 16）。

3. Rituximab  0"123(&'()*+  45678
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(11/

e．マントル細胞リンパ腫（mantle cell lymphoma, MCL）
本疾患には、細胞毒性を有するレベルの放射性同位元

難治性のリンパ腫であるが、R 併用の有用性がほぼ認

素を結合させた抗体により、標的抗原を発現する腫瘍細

められており、R-CHOP 17） や R-hyperCVAD 18）、高齢者

胞を攻撃する放射免疫療法（radioimmunotherapy, RIT）

を中心とした R-bendamustine 19）などが行われる。

も行われる。本邦でも 90Y-iburitumomab tiuxetan が使用
f．バーキットリンパ腫（Burkitt lymphoma）

可能である。R 抜きの化学療法後の本薬の使用により、

元来腫瘍増殖が急速で、予後不良であったが、CODOX-M/

非使用群に比べ、OS には有意差を認めなかったが PFS
12）

131

に 有 意 差 を 認 め た（ 図 4） 。 I-tositumomab に よ る

IVAC 療 法（cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin,

RIT については、SWOG S0016 試験が行われた。CHOP 6

methotrexate, etoposide,cytarabine）が著効し予後良好

コース＋

131

の疾患となった。R 併用時には遅発性好中球減少症が報

I-tositumomab と R-CHOP 6 コースとの比較で

は奏効率，PFS，OS 全てに有意差を認めなかった

告されている 20） が R 併用での EFS,OS の有意の延長も

13）

。

認める 21）。
c．intravascular large B-cell lymphoma

2．T 細胞リンパ腫

本疾患においても、化学療法群と比較しての R 併用群
の有用性が報告されている

14）

a．末梢 T 細胞リンパ腫（peripheral T - cell lymphoma）

。

標準療法は CHOP であるが、B 細胞型に比して一般に
治療抵抗性であり、このため、分子標的薬も含め、新薬
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の開発が活発である。

4．ホジキンリンパ腫（Hodgkin lymphoma）

すでに市販されているものとして、ヒストン脱アセチ
ル化酵素（HDAC）阻害薬である vorinostat

22）

結節性リンパ球優位型（nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma, NLPHL） で は、L&H（lym-

がある。

phocytic and histiocytic）細胞は細胞表面に CD20 抗原を

同じく HDAC 阻害薬である romidepsin も米国で承認さ
れた

日本癌治療学会学術集会 Educational Book

22）

有し、そのため R による治療が試みられており、10 例の

。また d で述べる抗 CCR4 抗体 mogamulizumab
23）

。最近米国で承認さ

NLPHL を含む再発 14 例に用い、86％と優れた有効率を

れた ALK（anaplastic lymphoma kinase）陽性の ALCL

認め、中央奏効期間は＞ 20 ヶ月と報告された 28）。他の

（anaplastic large cell lymphoma, 未分化大細胞リンパ腫）

施設においても同様の成績が報告され、さらなる症例の

が再発例の 34％に有効であった

及びホジキンリンパ腫に有効である brentuximab-vedolin
も期待される

集積と、初回治療での検討が待たれる。

24）

古典ホジキンリンパ腫（classical Hodgkin lymphoma）

。本薬は抗 CD30 抗体に抗チューブリン

作用を有する monomethyl auristatin が結合した構造を

で は、Reed-Sternberg 細 胞 や Hodgkin 細 胞 は CD30 を

有し、再発・難治性 CD30 陽性リンパ腫に、41％の奏効

発現していることより、それを標的とする薬剤 brentuxi-

率を示した。

mab vedotin（SGN-35）が開発された。本薬は抗 CD30
抗 体 に 微 少 管 阻 害 薬 で あ る monomethyl auristatin E

抗 CD52 抗 体 alemtuzumab（Campath-1H） と CHOP
の併用も試みられている

24）

（MMAE）が結合した薬剤で、第一相試験の結果では有

。

効性が期待される 24）。
b．血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫
（angio-immunoblastic T-cell lymphoma, AITL）
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