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諸　　言

上皮増殖因子受容体（epidermal growth factor recep-
tor：EGFR）遺伝子変異を有する非小細胞肺癌の症例
に対する，EGFRチロシンキナーゼ阻害剤（EGFR-tyro-
sine kinase inhibitor：EGFR-TKI）であるゲフィチニブ
（gefitinib）とエルロチニブ（erlotinib）の有効性はきわ
めて高い．一方で肺癌患者はその経過中に癌性腹膜炎を
発症することもあり，その腹水のコントロールに難渋す
る．今回，我々はgefitinib耐性後に癌性腹膜炎を発症し，
erlotinib を投与することで腹水コントロールが可能と
なった症例を経験したので報告する．

症　　例

患者：57 歳，男性．
主訴：腹部膨満感，食思不振．
既往歴：花粉症．
生活歴：喫煙歴 60 本/日×22 年（20～42 歳）．
家族歴：特記すべきことなし． 現病歴：2008 年 8 月に右 III 度気胸を発症（Fig. 1）．

胸腔ドレナージ後に再膨脹した右肺 S1 領域臓側胸膜直
下に 18×10 mmの腫瘍と右 S6 領域に 2ヶ所（6×6 mm，
7×4 mm）の淡い肺野濃度上昇を認めていた（Fig. 2）．
胸腔鏡下ブラ切除術を施行した際に S1 領域の腫瘍も部
分切除を施行した．病理組織で肺腺癌と診断し，2008
年 11 月に右上葉切除，リンパ節郭清と下葉部分切除を
施行した．右下葉部分切除肺にも腺癌細胞の増生があり
肺内転移と診断（pT1N0M1，stage IV）した．術後化
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Fig. 1　Chest radiograph at the first medical examina-
tion shows right pneumothorax.
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学療法として 2009 年 2 月カルボプラチン（carboplatin）
とパクリタキセル（paclitaxel）併用を 3コース行った．
2010 年 11 月に右胸水が確認され，胸水細胞から腺癌細
胞が検出され肺腺癌の再発と診断した．手術検体を用い
た EGFR 遺伝子変異解析（Cycleave 法，SRL 社）で
EGFR exon 18 G719X の変異が検出されていたため，同
月より EGFR-TKI である gefitinib の内服を開始した．
その後右胸水の減少が認められ（incomplete response/
stable disease：IR/SD）と診断した．2011 年 3 月に右
胸水の増加があり肺腺癌の再々燃と診断．同月OK-432 
10KE による右胸膜癒着術を施行し，その後ペメトレキ
セド（pemetrexed）投与を開始した．2 コース目の評

価で肺内に新たに多発転移の出現があり progressive 
disease（PD）と診断し同薬を中止した．2011 年 5 月か
らゲムシタビン（gemcitabine）を投与開始した．4コー
ス目の効果判定で右胸水の再増悪は認めらられなかった
が，新たに左胸水が出現したため PDと診断し同薬を中
止とした．2011 年 9 月からビノレルビン（vinorelbine）
の投与を開始した．4コース終了時腹部膨満感の訴えが
あり，腹部CTを撮影したところ大量腹水を認め PDと
診断し（Fig. 3a），2011 年 11 月に加療目的で入院となっ
た．
入院時現症：身長 170 cm，体重 65.5 kg，血圧 108/60 
mmHg，脈拍 90/min，体温 36.5℃，呼吸数 16/min・整，
SpO2 98％（room air），腹囲 89 cm，performance states 
（PS）3，食思不振あり，眼瞼結膜貧血なし，眼球結膜
黄疸なし，表在リンパ節触知せず，心雑音なし，右肺で
呼吸音の低下あり，手術痕あり，腹部膨満あり，圧痛な
し，腸蠕動は低下，肝脾腫なし，四肢に浮腫なし．
入院後臨床経過：入院当日左側腹部から 1,000 ml 腹水

穿刺を施行．性状は血性でTP 4.6g/dl，S.G．1.031，線
維素（＋），cell 4,050/μl，LDH 932 IU/L，PAS 陽性に
染まる淡い細胞質に，著明な核小体と大小不同性の偏在
核を有する悪性細胞集塊を認め腺癌と判定した（Fig. 4）．
入院 3 日後に erlotinib の投与を開始した．内服 7 日目
には試験外出も可能となり，内服 14 日目の CTで両側
の胸水の増悪もなく腹水量の改善も認め，食欲も改善し
PS 1 となり退院した．退院時の腹囲は 83 cm（－6 cm）．
体重は 59.65 kg（－5.85 kg）に改善していた（Fig. 3b）．
その後入院時の腹水から採取した癌細胞を用いて測定し
たところ手術検体と同様に EGFR exon 18 G719X の変
異を認めていたが，EGFR-TKI 耐性遺伝子の一つであ
るEGFR exon 20 T790Mは認めていなかった．外来に
て腹水穿刺を行わず経過観察していたが erlotinib 投与 9
週目に腹水の再増加等で PS 3 まで低下した．再入院後
に転移性肝癌も判明し，現在 carboplatin の腹腔内投与
と S-1 内服治療を行っている．

Fig. 2　Chest CT after pleural cavity drainage shows 
（a） tumor shadows at the right upper lobe beside the 
pleura and （b） two groundglass opacities in the right 
S6.

Fig. 3　Pelvic CT （a） indicates a diagnosis of malignant peritonitis （before erlotinib treatment）, 
（b） obtained 2 weeks after （the initiation of） erlotinib treatment.
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考　　察

我々の調べた限りでは，肺癌患者での癌性腹膜炎合併
や治療の報告はあまり多くなかった1）～5）．しかし，肺癌
における腹膜転移の頻度は，剖検症例 399 例中で 10.5％
に認められたとする報告があり決してまれとはいえな
い6）．本症例では gefitinb 投与による progression free 
survival（PFS）が 3ヶ月と短期間であり，gefitinib 耐
性後に癌性腹膜炎を発症していたことから，erlotinib が
奏効する余地があると判断し投与を開始した．実際 ge-
fitinib の奏効期間が短い症例群で，その後の erlotinib
の奏効率が良かったとする報告があり7），本症例でも
gefitinib 耐性後に erlotinib で腹水コントロールが可能
となった．これまでにも gefitinib 耐性後に発症した局
所再発に対して erlotinib への変更が有効であった報告
がなされており8），治療に難渋する癌性髄膜炎でも良好
な結果が報告されている9）．この理由としては，gefitinib
と erlotinib は化学構造や作用機序がきわめて類似して
いるものの，gefitinbはmaximum tolerated dose（MTD）
の約 1/3 が標準用量であるのに対して10），erlotinib は
MTDが標準用量とされていることや11），erlotinib の体
液への移行が良いことが挙げられる12）．また gefitinib 耐
性株を用いた in vitro の実験で，6ヶ月以上の休薬で耐
性が低下する報告や13），gefitinb 耐性後に化学療法や放
射線照射を加えると，その後の erlotinib の病勢コント
ロール（CR＋PR＋SD）が改善するという報告もあり14），
本症例では gefitinib 耐性後に殺細胞性抗癌剤で半年間
治療を行えたことも 9週間の間 erlotinib の治療が有効
になったことに寄与した可能性が考えられる．gefitinib
投与後に増悪した症例で erlotinib へ投薬を変更するこ
とで病勢コントロール率は 28.6～45％と報告されてお
り7）15）16），順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医

療センターでも EGFR 遺伝子変異を有する非小細胞肺
癌で gefitinib 投与後増悪した症例で，erlotinib へ投与
を切り替えることにより病勢コントロールが 50％（n＝
10）で得られており，過去の報告例と一致していた．ま
た，本症例では比較的短期間で gefitinb と erlotinib が
いずれも耐性化しているが，この点については EGFR
遺伝子変異の中で exon 18 G719X の変異が比較的 EG-
FR-TKIs に対する感受性が低いことや17），耐性化の機序
として，EGFR exon 20 の T790M 変異を代表とした
EGFR遺伝子の二次的変異以外のMET遺伝子の増幅や
hepatocyte growth factor（HGF）過剰産生18）などによる，
獲得耐性が原因と考えられた．
gefitinib 耐性後に発症した癌性腹膜炎による腹水のコ

ントロールにerlotinibを用い，成功した症例を経験した．
EGFR遺伝子変異を有する症例では，gefitinib 耐性後で
も erlotinib を選択することで治療効果が期待される可
能性が推測された．
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Abstract

Erlotinib contributed to the amelioration of malignant peritonitis as a result of  
lung adenocarcinoma after gefitinib failure

Osamu Nagashimaa, Toshifumi Yae a, Atsuko Tsutsui a, Yuichi Fujimoto b, 
Akihiko Iwase a and Kazuhisa Takahashi b

aDivision of Respiratory Medicine, Juntendo Tokyo Koto Geriatric Medical Center
bDivision of Respiratory Medicine, Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine, Juntendo University

We describe a case in which erlotinib treatment contributed to amelioration of malignant peritonitis as a 
result of lung adenocarcinoma after gefitinib failure. A 57-year-old man underwent right upper lobe resection, 
lymph node dissection, and partial lower lobe resection of multiple primary cancer for lung adenocarcinoma 
（pT1N0M1 stage IV）. The operative sample was positive for the EGFR mutation （exon 18 G719X）, and right 
malignant pleural effusion increased one year later. After gefitinib treatment, the pleural effusion was decreased, 
but three months later, it again increased. Thus we diagnosed his condition as gefitinib failure. We attempted 
various antineoplastic drugs, but he ultimately developed malignant peritonitis, and his condition deteriorated. 
We treated him with erlotinib; the ascites then decreased and the patient’s condition improved, although liver 
metastasis was shown. But we experienced a case in which erlotinib treatment contributed to amelioration of 
malignant peritonitis as a result of lung adenocarcinoma after gefitinib failure.
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