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肺転移に対するスニチニブの奏功期間中に

脳転移が出現した腎細胞癌の 1例

森澤 洋介，百瀬 均，豊島 優多

高田 聡，藤本 健，大山 信雄

星ヶ丘厚生年金病院泌尿器科

BRAIN METASTASIS WHICH APPEARED DURING COMPLETE

RESPONSE OF LUNG METASTATIC LESION BY SUNITINIB

TREATMENT IN A PATIENT WITH RENAL CELL CARCINOMA

Yosuke Morizawa, Hitoshi Momose, Yuta Toyoshima,
Satoshi Takada, Ken Fujimoto and Nobuo Oyama

The Department of Urology, Hoshigaoka Koseinenkin Hospital

A 59-year-old man underwent radical nephrectomy for left renal cell carcinoma with multiple lung

metastases (cT3bN0M1) in May 2010. Pathological diagnosis was clear cell carcinoma, G2 and pT3b.

After sunitinib treatment for 7 months computed tomography (CT) revealed complete response of lung

lesions and the treatment was continued. After 10 months, the patient complained of right hemiplegia.

Brain magnetic resonance imaging (MRI) revealed a 3 cm tumor in his frontal lobe of cerebrum. He

underwent surgical resection of the tumor and pathological diagnosis was metastatic renal cell carcinoma.

He has been well without local recurrence or distant metastasis for 18 months.

(Hinyokika Kiyo 59 : 791-793, 2013)
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緒 言

近年，いくつかの分子標的薬において腎細胞癌に対

する有効性が報告され，腎細胞癌に対する治療戦略は

様変わりしつつある．特に，従来手術療法以外に有効

な治療手段を持ちえなかった転移病巣に対しては，分

子標的薬が第一選択として位置付けられ，その有用性

に関する報告が多数見られる1~3)．

しかし一方で，各種分子標的薬の効果的な投与順序

やその効果における臓器特異性の有無など，今後明ら

かにされるべき多くの課題が存在することも事実であ

る．今回われわれは，腎細胞癌術後の肺転移巣に対し

てスニチニブを投与し，CR が維持されていたにもか

かわらず，新たに脳転移が出現した症例を経験したの

で報告する．

症 例

患 者 : 59歳，男性

主 訴 : 肉眼的血尿

既往歴 : 高血圧

現病歴 : 2010年 4月，肉眼的血尿にて当科を受診．

左腎細胞癌および多発性肺転移 cT3bN0M1・MSKCC

intermediate risk と診断され，2010年 5 月に根治的腎

摘除術を施行，病理組織診断は clear cell renal cell

泌59,12,05-1

Fig. 1. Chest CT showed lung metastases.

carcinoma，G2＞G1，pT3b であった．術後，肺転移

病巣 (Fig. 1) に対するインターフェロン α あるいは

分子標的薬による治療を検討したが，患者の仕事の都

合上，医療機関への頻回の通院を継続することが困難

であることから，同年 7月からスニチニブ 50 mg/day

の投与を開始した．その後，14日投与した時点で

grade 3 の肝障害・grade 2 の血小板減少 (CTCAE Ver

4.0) が見られたため 37.5 mg/day に減量し， 4週投

与 2週休薬を 1コースとしてスニチニブ投与を継続す

ることとし，その後さらに 37.5 mg/day 2 週投与 1
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Fig. 2. Chest CT showed complete response of lung
metastases.

週休薬に投与法を変更した上で投与を継続した．2011

年 2月の胸部単純 CT 検査にて肺転移病巣は消失し

(Fig. 2) たが，その後もスニチニブ投与を継続し，

2011年11月まで計18コースを施行した．なおその間も

肺転移病巣は CR を維持していた．同年12月初めの

受診時に右上肢の震え，右下肢の脱力を訴えたため，

泌59,12,05-3-1 泌59,12,05-3-2

Fig. 3. Brain MRI showed no evidence of metastasis before nephrectomy (left). Brain MRI
showed a 3 cm tumor in the frontal lobe and severe peritumoral edema (right).
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Fig. 4. Microscopic findings of left renal tumor (A) and metastatic brain tumor (B). Histopathological features of
both lesions were of clear cell carcinoma (HE stain ×200).

当院脳神経外科に診察を依頼した．

現 症 : 血圧 145/95 mmHg，心拍数79回/分，体温

36.5°C，意識清明．頭痛なし．右下肢の脱力あり，

右半身優位に膝蓋腱反射・上腕二頭筋反射が亢進．

血液検査所見 : 血清クレアチニン値 1.09 mg/dl と

軽度の腎機能障害を認める以外は，血算と血液生化学

検査所見に異常を認めず．

頭部単純 MRI 検査 : 術前 MRI 検査では異常の認

められなかった左前頭葉に約 3 cm 大の腫瘍を認め，

周辺は広範囲に浮腫を伴っていた (Fig. 3）．

経 過 : 転移性脳腫瘍と診断され，2011年12月脳神

経外科にて開頭腫瘍摘出術が施行された．摘出された

腫瘍の病理組織診断は左腎細胞癌と同じ clear cell

carcinoma であり腎細胞癌からの転移であると考えら

れた (Fig. 4）．脳神経外科での手術施行前からスニチ

ニブを休薬し，その後も経済的な理由に基づく患者の

希望にしたがって無治療経過観察中であるが， 1年以

上経過している2013年 6月現在，頭部単純 MRI で軽

度の脳浮腫は認めるものの腫瘍の再発所見を認めず，

明らかな神経脱落症状も確認されない．また，胸腹部
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単純 CT においても再発は認められていない．

考 察

根治切除不能または転移性の腎細胞癌治療において

はチロシンキナーゼ阻害剤 (TKI) を中心とした分子

標的治療が推奨治療とされており4)，2010年の EAU

guidelines ではスニチニブが第一選択薬として位置づ

けられている5)．本症例でも腎摘除術後にスニチニブ

投与を開始し，肺転移巣は画像上 CR となったにも

かかわらず，投与中に新たに脳転移巣が出現した．

Verma ら3)は脳転移のない転移性腎癌症例338人に

ついての検討で，肺転移巣の存在がその後の脳転移出

現の危険因子 (HR9.61) であり，また TKI による治

療がその後の脳転移発症のリスクを下げることを報告

している．さらに，脳転移が出現した症例では他臓器

の転移巣に対して TKI が無効であったことから，脳

転移出現の病態として，TKI に抵抗性を有するク

ローンが出現した可能性について言及している．

Shablak ら6)もスニチニブ投与中の転移性腎癌患者に

新規病変が出現した 2症例を報告し，このような場合

はスニチニブに対する抵抗性を獲得したクローンが転

移病巣で増殖したのではないかと考察している．マウ

スを用いた基礎研究ではスニチニブの血液脳関門通過

性は良好であり，単回静脈内投与されたスニチニブは

速やかに脳内に高濃度で移行することが明らかとなっ

ている7)．ヒトにおいても同様にスニチニブが血液脳

関門を通過するとすれば，本症例においてもその臨床

経過から，脳転移巣を形成していた癌細胞はスニチニ

ブに対する抵抗性を獲得していた可能性が高いと考え

られる．一方，別の考え方として腎癌における肺転移

巣の一般的な特殊性を考慮すると，スニチニブ投与後

に肺転移巣が CR となった現象が，スニチニブの効

果ではなく腎原発巣摘除による自然消褪8)であった可

能性も否定できない．分子標的薬の臓器特異性に関し

ては不明な部分が多く，今後の研究の成果が待たれ

る．

腎癌に関する各種診療ガイドラインでは，転移性腎

癌患者や根治的腎摘除術後患者のフォローアップに際

しての定期的な脳転移のスクリーニング検査は推奨さ

れておらず，有症状となった場合に頭部 MRI などで

精査をすすめることとしている4,5,9~11)．しかし，先

に触れた Verma らの研究では，脳転移患者の約半数

は定期的な画像検査で発見された無症候性のものであ

り3)，脳転移を早期診断できれば低侵襲な定位放射線

治療が可能であることから，脳転移の定期スクリーニ

ングの必要性を強調している報告もある12)．特に本

症例のような肺転移を有する症例ではその後の脳転移

出現リスクが高いといわれているため3)，より慎重な

フォローアップが必要であると考えられる．

結 語

転移性腎癌では標的病変が TKI 治療により CR を

維持していても，他臓器に新病変が出現する可能性が

ある．特に肺転移例では脳転移が出現する危険性が高

く，慎重にフォローアップするべきである．
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