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【概説】
　脳腫瘍は頭蓋内の組織から発生する原発性脳腫瘍と他
臓器癌からの転移性脳腫瘍に分けられる。原発性脳腫瘍
は 10万人に年間 11～ 12人発生するといわれる。組織分
類別の発生頻度は神経膠腫（28%）、髄膜腫（26％）、下
垂体腺腫（17％）、神軽鞘腫（11％）である。原発性脳腫
瘍は、組織分類別にその病理組織学的な悪性度と予後の
組合せによって良い方から悪い方へGrade l ～ Grade 4
に細分類される。一般的に、Grade 1 および 2は分化型
と呼ばれ予後が比較的に良好であるのに対して、Grade3
および 4は悪性とも呼ばれ予後が不良である。
　一方、小児脳腫瘍は、全小児がんのなかで白血病に次
ぐ第２位の発生頻度（20%）であり、小児期の固形がん
の中では最大である。組織別発生頻度としては、星細胞
腫（19%）、髄芽腫（12%）、胚芽腫（10%）、頭蓋咽頭腫（9%）、
退形成性星状細胞腫（6%）、上衣腫（5%）、膠芽腫（4%）
などが上位を占める。脳腫瘍の治療法は、基本的には手
術による全摘出が基本であるが、悪性脳腫瘍の場合には、
術後の補助療法は必須である。
　次に、悪性脳腫瘍のなかでも、放射線化学療法などの
集学的治療法が有効な代表的疾患とその具体的な治療レ
ジメンを紹介する。

A．Glioblastoma multiforme （GBM）（膠芽腫） 
　神経膠腫は神経細胞の支持組織であるグリア細胞から
発生すると考えられている原発性脳腫瘍であり、そのな
かで最も頻度の高い星細胞腫は神経膠腫の約 80％を占
める。特に悪性神経膠腫（grade III ～ IV）は浸潤性に
発育する傾向が強く、膠芽腫（Glioblastoma multiforme; 
GBM、grade IV）の生存期間中央値は 14.6 ヶ月、5年生
存率は僅か 6%で治癒不能な疾患である。
　近年、腫瘍の遺伝子解析による予後分析に関する報
告が多数散見されるようになった。特にDNA修復酵素 
O6-methylguanine-DNA methyltransferase （MGMT） の
プロモーター領域メチル化が放射線化学療法後の腫瘍

の縮小、及び全生存期間（OS）および無増悪生存期間
（PFS）の延長に関連し、年齢や一般状態（KPS）よりも
強い予後因子であるとされる。一方、神経膠腫の遺伝子
の網羅的解析の結果、IDH1 という解糖系酵素の遺伝子
変異が膠芽腫の 12％に認められた。この遺伝子異常は二
次性膠芽腫（Secondary glioblastoma）の大多数に認めら
れるが、一次性膠芽腫（Primary glioblastoma: de novo 
glioblastoma）にはほとんどこの変異は観察されず、また、
IDH1 遺伝子変異のある膠芽腫は変異のない膠芽腫に比
べて生存期間が有為に長く、IDH1 遺伝子変異も有用な
予後因子であることが判明している。さらに、近年The 
Cancer Genome Atlas （TCGA） project として、神経膠
腫遺伝子発現のプロファイリング解析を施行して 4種の
亜分類を試みており、今後の解析結果にては、急速に個
別化医療へ進展する可能性を秘めている。

【治療方針】
1．手術療法
　脳腫瘍に対する手術では、90 年代に導入が始まった
ニューロナビゲーションを基本技術とする画像誘導手術
の発展が目覚ましい。多様な画像とコンピューター工学
の進歩により、3D virtual image などの画像解析技術が
手術技術の向上に多大な貢献をしている。術中診断モダ
リティーとして、1995 年に Peter Black が Brigham and 
Women’s Hospital, Harvard Medical School に世界で初め
て術中MRI を導入。その後、全世界に 200 台以上の術
中MRI 手術室が設置されている。手術時には、術直前
に撮影したMRI 画像、PET画像等の融合画像をニュー
ロナビゲーションへ登録し、これを用いて手術計画の立
案を実施。その後、ナビゲーションの誘導に従って、開
頭、顕微鏡下手術を順次遂行し、あらかじめ設定した標
的に向かって手術を進める。必要に応じて、神経生理学
的なモニターおよび覚醒下開頭術下の言語マッピングに
ついても施行することで、機能予後の向上を図る。この
操作により、正確に腫瘍摘出を行う事が可能となり、生
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命予後改善と機能予後の向上が見込まれている。更に、
5- アミノレブリン酸（5-ALA）蛍光診断を併用した腫瘍
摘出術は、MRI 画像上の造影領域の全摘出を支援する。
膠芽腫に対する摘出度と生命予後の検討から、全摘出し
た場合とそうでない場合の全生存期間中央値はそれぞれ
16.7 ヶ月と 11.8 ヶ月であり、全摘出により 4.9 ヶ月の生
存期間延長が得られるとの報告もある。2011 年に Sanai
らは、摘出度が 78%以上であれば生命予後は改善し、 
95-100%といった高い摘出度になっても摘出度に応じて
段階的に予後は良好となるという報告がなされた。この
報告より、膠芽腫では手術による摘出度が高く残存腫瘍
量が少ない程、良好な治療予後が得られると考えられる。

2．放射線治療
　Walker らは退形成星細胞腫または膠芽腫に対する術
後補助療法として、化学療法単独に対して放射線治療
（全脳照射 60Gy）を含むレジメンが生存率にて統計学的
に有意差をもって上回っていることを報告した。この結
果より、術後放射線治療を実施することが標準治療と
なった。照射範囲としては、現在は全脳照射ではなく局
所照射が一般的に行われている。膠芽腫での再発は原発
巣から 2cm以内の局所再発が大多数を占めると報告し
ており、日常診療においても局所再発がほとんどである
ことから、現在では、全脳照射を行う意味は少ないと考
えられている。総線量については、高線用量（80-90 グ
レイ）放射線治療の観察研究の結果から有効性を示唆す
る報告もあるが、総線量の増加に伴い、脳壊死の発生頻
度が高まるが生存割合の向上が見られないとの報告もあ
り、現時点では、70才以下の成人患者の場合、一日一回
照射、1日線量 2Gy、総線量 60Gy 前後の照射が一般的
とされる。ところで、初発の膠芽腫に対してテモゾロミ
ドと放射線併用治療後 1ヶ月の時点でのMRで病変増大
が観察された症例においてテモゾロミドをさらに 2コー
ス継続した後にMRで評価すると病変が縮小している症
例を経験することがあり、pseudoprogression（症状増
悪を伴なわない評価病変増大）と定義し、progressive 
disease（症状増悪を伴う評価病変増大）との鑑別が必要
となった。その結果、MGMTプロモーター領域のメチ
ル化されていた症例の多くが pseudoprogression を認め、
pseudoprogression であることとMGMTプロモーター領
域のメチル化との間に有意な相関が示され、無増悪生存
期間と生存期間延長に有意に影響した。プロモーター領
域メチル化症例では、pseudoprogression が高率に観察さ
れるのは、腫瘍細胞のMGMTプロモーター領域のメチ
ル化がテモゾロミドや放射線治療の有効性と相関する結
果であると考えられる。

3．化学療法
　悪性神経膠腫の化学療法の幕開けは、1980 年の
nitrosourea 系薬剤（BCNU）と放射線治療を含むレジメ
ンの予後が良好であったことから、この報告以降、全世
界でnitrosourea系薬剤が脳腫瘍の中心的な化学療法剤と
なった。本邦でも、ACNU（ニドラン）やMCNU（サイ
メリン）が広く行われていたが、この治療成績を凌駕す
る新規薬剤の出現がなく、30年間向上しなかった。近年、
テモゾロミド（Temozolomide:TMZ）（テモダール）の出
現で、化学療法の併用で、治療成績にも新たな進展が見
られ始めた。初発膠芽腫に対するTMZの放射線治療と
の上乗せ効果でおよそ２ヶ月間のPFS（Progression free 
survival）の延長と２年生存率の有意な改善を認めるに
至り、現在の世界的標準治療とされているものは、この
Stupp レジメンである。放射線単独群のmedian survival 
time は 12 ヶ月に対して、放射線治療（60Gy）+TMZ併
用群の median survival time は 15 ヶ月となり、この両者
間に有意な差がみられた。さらに、2009 年には登録症例
の 5年間に及ぶ追跡調査の結果が報告され、長期間に及
ぶ生命予後の改善も報告された。本邦では、2006 年 9月
より認可され臨床使用が可能となった。

【処方例（Stupp レジメン）】
1．初期寛解導入療法
　テモダール及び放射線治療を同時に行う。テモダール
は治療第 1日より第 42 日まで 1日 1回連日投与とし、1
日投与量は 75mg/m2 とする。催吐作用抑制目的で、投
与 30分前に 5-HT3 受容体拮抗制吐薬の投与を推奨する。
放射線治療は拡大局所照射 40 Gy + 局所照射 20 Gy （1
日 2Gy, 30 回）とする。

2．維持療法
　テモダール（100mg ～ 200mg/m2）を 1 日 1 回連日 5
日間内服する。これを 4週毎に繰り返し、6コース施行
する。一日の投与量については、初回治療は 150mg/m2

から開始し、骨髄抑制などの有害事象の程度に従って
200mg/m2 ～ 100mg/m2 までの用量調整を行う。

B．Germ Cell Tumor（胚細胞系腫瘍）
【病態と診断】
　主として小児期と青年期に発生する稀な中枢神経系原
発腫瘍である。男児に圧倒的に多い。発生部位は、松果
体部が最も多く（52.9%）, トルコ鞍上部（19.8%）。基底
核部（5.5%）と続く。germ cell tumors はある種の蛋白
を分泌するので、血清中の AFP（alpha-fetoprotein）・
HCG-beta（human chronic gonadotoropin beta-subunit）
の測定は、診断のための重要検査となる。
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【治療方針】
　治療分類により方針が異なる。
1．Good Prognosis 群（Germinoma）
　Carboplatin-etoposide （CARB-VP）2 コース後、全脳
室照射 30Gy/15fraction を施行。更に化学療法を合計３
コース施行する。
2． Intermediate Prognosis群（Germinoma with STGC、Im-
mature teratoma、teratoma with malignant formation）

　CARB-VP １コース後、手術にて可及的に全摘出を行
う。術後全脳室に放射線治療 30Gy/15fraction を施行。
その後、化学療法は合計 6コースまで行う。
3． Poor Prognosis 群（Choriocarcinoma、york sac tu-
mor、endodermal sinus tumor、embryonal carcinoma）

　IFOS（ifosfamide）-carboplatin-etoposide（ICE）2コー
ス後、まず腫瘍部に放射線治療 30Gy/15fraction を施
行。次いで手術にて可及的に全摘出を行う。全脳 30Gy+
全脊髄 30Gy（全脳、全脊髄照射は同時に施行しwhole 
neuraxis 照射とする）後、ICEを少なくとも合計６コー
ス施行する。

【処方例】
1．Carboplatin-etoposide （CARB-VP）
　Carboplatin（300mg/m2）+ etoposide（60mg/m2） の
5日間連続投与の1コースを3～4週間間隔にて施行する。

2．IFOS （ifosfamide）-carboplatin-etoposide （ICE）
　Carboplatin（CBDCA）（300mg/m2）+ etoposide 
（100mg/m2）+ ifosfamide（1,500mg/m2）を3日間投与する。
なお、CBDCAのみは初日のみの投与となる。骨髄抑制
等の重篤な副作用が出現しない場合、あるいは回復した
場合には、3～ 4週間後に再度同一量を繰り返す。

C． Primary Central Nervous System Lym-
phoma（PCNSL）（頭蓋内原発悪性リンパ腫）

【病態と診断】
　中枢神経系原発悪性リンパ腫は、診断時に中枢神経系
以外に他の病巣を認めない中枢神経系に限局した節外性

リンパ腫を指す。近年増加傾向にあり、日本脳腫瘍統計
によると全脳腫瘍の 2.9%を占める。欧米では、AIDS に
関連して発生する率が高くなっているが、本邦では少
なく、殆どが免疫不全を合併しない症例である。50 歳
代から 70 歳代の高齢者に高頻度で見られ、95％以上の
PCNSL は非ホジキンリンパ腫で瀰漫性大型B細胞リン
パ腫である。眼球内リンパ腫はしばしば合併する。好発
部位は大脳半球、大脳基底核、及び脳梁である。臨床的
に予後因子とされるのは、1）年齢、2）PS、3）血清 LDH 
値、4）髄液蛋白濃度、5）深部脳病変、が挙げられる。

【治療方針】
　放射線単独治療にて、90％以上の腫瘍に治療効果を認
め、50Ｇｙ以上の照射にて５年生存率が 42. 3％との報告も 
みられるが、その殆どの症例で比較的早期に再発を認め
ている。また再発、髄腔内播種及び多臓器転移が合併す
るため、大量の化学療法や髄腔内投与などの強力な併
用化学療法投与が検討されて来ている。薬剤としては、
Methotrexate （MTX）やCytosin arabinoside （AraC）な
どが頻用されているが、頭蓋外のリンパ腫に頻用されて
いるCHOP （Cyclophosphamide, Adriamycin, Vincristine, 
Prednisone）療法を頭蓋内腫瘍に試み、その有効性が確
認されている。最近、MTXの投与量を増量することで
髄液内移行がみられることから、大量MTX療法の有効
性の報告があり、放射線単独療法より生命予後の有意な
延長が示唆する報告も見られる。

【処方例（大量MTX-LV救援療法）】
1） メソトレキセート　100mg/kg 体重を day 1 に 6時間
で投与

2）2週間間隔で 4コース施行
3） その後、2週間経過後放射線治療開始（全脳照射
30Gy以上、局所にBoost 20Gy）。 
残存腫瘍があれば、さらに大量MTX療法を最大 8回
まで繰り返す。大量MTX療法施行の際には、かなら
ずロイコボリン（LV）救援療法を併用のこと。


