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緒　　言

肺多形癌は原発性肺癌のうちまれな腫瘍であるが，病
勢の進行が速く，化学療法に抵抗性であることが多い．
ヒト型抗ヒト programmed cell death 1（PD-1）抗体で
あるニボルマブ（nivolumab）は，肺非小細胞癌の二次
治療において良好な生存期間の延長効果を示したが，肺
多形癌に対する報告は少ない．今回我々は，肺多形癌に
対してニボルマブ投与を行い抗腫瘍効果が得られたが，
経過中にニューモシスチス肺炎（pneumocystis pneumo-
nia：PCP）を発症した症例を経験したので報告する．

症　　例

患者：40 歳，男性．
主訴：下腹部痛．
現病歴：2015 年 6 月に下腹部痛を主訴に前医を受診．

その際の造影CTで右肺上葉腫瘤・縦隔リンパ節腫大，
小腸腫瘤を指摘された．気管支内視鏡検査および空腸部
分切除術を施行され，肺多形癌，転移性小腸腫瘍（cT2b-
N2M1b，臨床病期 IV期）と診断された．EGFR遺伝子
変異，ALK融合遺伝子はいずれも陰性であった．カルボ

プラチン（carboplatin）とnab-パクリタキセル（nab-pa-
clitaxel）併用療法，シスプラチンとビノレルビン併用療
法，S-1［テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
（tegafur-gimeracil-oteracil potassium）］とゲムシタビン
併用療法を施行されたが，いずれも progressive disease
（PD）となった．
既往歴，家族歴に特記事項なし．喫煙歴：20 本/日×
20 年間．飲酒歴：ビール 500 ml/日．
身体所見：体温 37.9℃，心拍数 94/min，血圧 100/60 

mmHg，経皮的動脈血酸素飽和度 99％（室内気）．眼瞼
結膜に軽度貧血あり．眼球結膜に黄染なし．肺音は清で
ラ音を聴取せず．心音は整，雑音を聴取せず．腹部正中
に約 10 cm大の腫瘤を触知し，軽度の圧痛あり．下肢に
浮腫なし．
血液検査：Hb 7.0 g/dl と貧血を認めた．LDH 300 U/

ml，CRP 11.28 mg/dl と上昇していたが，いずれも腫瘍
性変化と考えられた．腫瘍マーカーはCYFRA 3.7 ng/
ml（基準値 2.8 ng/ml 未満）と軽度上昇がみられたが，
CEA，ProGRP は基準値内であった．
造影CT：右肺上葉に 92 mm×77 mmの腫瘤を認め，
縦隔リンパ節と一塊となり，内部に造影効果の乏しい領
域を認めた．腹腔内には結節が連なり一塊となった形で
124 mm×68 mm大の腫瘤を認め，同様に骨盤内にも 87 
mm×48 mm大の腹膜播種病変を認めた（図 1）．
頭部造影MRI：脳転移なく，その他明らかな異常は認
めなかった．
臨床経過：4次治療としてニボルマブ投与を開始した．
2回目の治療後には，右肺病変，腹膜播種病変の増大，右
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胸水の出現を認めたが，腫瘍熱は解熱傾向にあり，「pseu-
doprogression」と考え継続した．3回目の治療後の胸部
X線写真で肺病変は縮小し，胸水も減少したが（図 2，
3），腫瘍マーカーはほぼ不変であり，腹腔内リンパ節は
緩徐に増大傾向にあった．2回目の治療後より倦怠感の
緩和目的でデキサメサゾン（dexamethasone）1 mgの併
用を開始したところ，1ヶ月後に左肺野にすりガラス様
陰影が出現した（図 4）．呼吸数 20/minと頻呼吸を認め，
経皮的動脈血酸素飽和度は 89％（室内気）と低下し，身
体所見上は左肺野に捻髪音を聴取した．動脈血ガス分析

ではpH 7.45，PaO2 56.8 Torr，PaCO2 35.1 Torr，HCO3－ 
24.0 mEq/Lであり，I型呼吸不全の状態であった．血液
検査所見は白血球 18,400/μl，LDH 533 U/ml，CRP 18.99 
mg/dl，KL-6 365 U/ml（基準値 500 U/ml 未満）であっ
た．薬剤性肺炎も鑑別として考えられたため気管支鏡検
査を施行したところ，気管支肺胞洗浄液よりPneumo-
cystis jirovecii DNAを検出し，β-Dグルカンも 17 pg/ml
（基準値 11 pg/ml 未満）とやや上昇していたことから，

図 1　ニボルマブ投与前の造影CT．右肺上葉腫瘤は縦隔リンパ節と一塊となり，内部に造影効果の乏しい領域を認める．
腹腔内，骨盤内には結節が連なり一塊となった形で腹膜播種病変を認める．
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図 2　胸部X線写真．（A）ニボルマブ投与開始前，右上肺野縦隔側に腫瘤陰影を認めた．（B）ニボルマ
ブ投与 2コース施行後，肺病変は増大し，胸水の出現を認めた．（C）ニボルマブ投与 4コース施行後，
肺病変は縮小し，胸水も減少した．

図 3　ニボルマブ投与前後の原発巣長径変化．

図 4　ニューモシスチス肺炎発症時．左下葉に小葉間隔
壁の肥厚，すりガラス様陰影を認める．
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ニボルマブ投与中に生じたニューモシスチス肺炎の 1例

PCP と診断した．スルファメトキサゾール-トリメトプ
リム（sulfamethoxazole-trimethoprim：ST）合剤および
ステロイドの投与で速やかに軽快したが，その後もイン
フルエンザウイルスなどによる感染症に罹患し，治療継
続が困難となり，原病の悪化のため死亡した．

考　　察

今回の症例から，肺多形癌に対してニボルマブが有効
である可能性があること，およびニボルマブ投与中に
PCPを発症しうることが示唆された．
本症例においては，通常の化学療法はいずれも無効で

あったが，ニボルマブは胸部X線写真で縮小効果を示し，
肺多形癌に対する治療として有効である可能性が示唆さ
れた．肺多形癌は原発性肺癌のうち 0.1～0.3％のまれな
腫瘍であり1），肺非小細胞癌のなかでも病勢の進行が速
く予後不良な疾患である．一般に化学療法に抵抗性であ
り，奏効率は少数例の検討であるが 0～17％と低く2）3）定
まった化学療法のレジメンはない．ニボルマブは抗
PD-1 モノクローナル抗体であり，既治療再発・進行肺非
小細胞癌に対する有効性が証明されている．PD-1阻害作
用を介してCD8 陽性T細胞を含む免疫細胞の増殖，活
性化および細胞傷害活性の増強により抗腫瘍効果をもた
らすとされている4）．PD-L1発現と生存期間との関連が指
摘されており，PD-L1 の陽性率が高いほど，生存期間の
延長効果を認めたことが報告されている5）6）．肺多形癌の
PD-L1 陽性率は 70.5～90.2％と高く7）8），ニボルマブが有
効である可能性がある．肺多形癌に対するニボルマブ投
与に関する報告はこれまでに 1例9）のみであり，今後，さ
らなる症例の集積や前向き臨床試験が必要であると考え
られる．
また，ニボルマブ投与中にPCPを発症しうることも示

唆された．本症例では，デキサメサゾンの使用量は 1 
mg/日×1ヶ月間であった．PCPの予防にあたり，プレ
ドニゾロン（prednisolone）換算で 20 mg 以上の用量を
1ヶ月以上投薬する際に ST合剤の予防投与が推奨され
ているが10），それと比較すると決して多い量ではなかっ
た．それにもかかわらず PCPを発症した機序について
以下のように考察した．後天性免疫不全症候群やCush-
ing 症候群などの免疫不全患者において，原疾患の治療
を行い免疫系の改善がみられたところで PCPなどの日
和見感染症を発症する，免疫再構築症候群（immune 
reconstruction inflammatory syndrome：IRIS）が知ら
れている11）12）．機序として免疫系が回復した際に，病原
体に対する過剰な免疫応答が誘導されることが報告され
ており，今回も IRIS と同様の機序で PCPを発症した可
能性が考えられる．肺癌などの呼吸器疾患患者の気管支
肺胞洗浄液を用いた検討では，18％で肺内にP. jirovecii

の定着を認めており，特に副腎皮質ステロイドを投与さ
れている患者では高頻度であった13）．またPCPの肺傷害
についてCD8陽性T細胞の関与が示唆されている14）．肺
癌の罹患によりP. jiroveciiの定着が起き，ニボルマブ投
与によるPD-1 阻害作用からCD8 陽性T細胞の活性化が
起きたことで過剰な免疫応答が誘導され，PCPを発症し
た可能性が考えられた．また，本症例では pseudopro-
gressionをきたしているが，これもT細胞の過剰な免疫
応答が関与しているとの報告があり15），宿主の免疫応答
により両方の事象が起きた可能性がある．ニボルマブの
使用成績調査では，2016 年 10 月 31 日までで 11,761 人中
5例に PCPの合併が報告されている（https://www.op-
d i v o . j p / c o n t e n t s / p d f / o p e n / s i d e _ 
effect.pdf）．ニボルマブを投与するにあたり，本症例の
ようにステロイドの投与量が少量であった場合でも，ST
合剤の予防内服を検討する必要があると考えられた．
今回，肺多形癌に対してニボルマブを投与した症例を
報告した．同様の報告はこれまでに 1例のみであり9），
我々が検索した範囲では本報告が 2例目となる．多形癌
は化学療法抵抗性であることが多いが，ニボルマブ投与
が有効である可能性が示唆された．本症例では 4次治療
での投与となったが，今後同様の症例があった場合には，
より早い段階での投与を検討するべきと考えられた．ま
た，ニボルマブ投与中にすりガラス様陰影が出現した場
合には，薬剤性肺炎だけでなく，ニューモシスチス肺炎
も鑑別として考慮する必要があると考えられた．
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Abstract

Case report: A case of pulmonary pleomorphic carcinoma treated  
with nivolumab that developed into pneumocystis pneumonia

Satoru Senooa, Toshio Kubob, Hirohisa Kanoa, Kazuya Nishii a, Masahiro Tabatab and Katsuyuki Kiura a
aDepartment of Allergy and Respiratory Medicine, Okayama University Hospital

bCenter for Clinical Oncology, Okayama University Hospital

A 40-year old man who had a mass in his right lung and abdominal cavity and lymphadenopathy of the me-
diastinum was diagnosed with pulmonary pleomorphic carcinoma （PPC）. He received three regimens of chemo-
therapy; however, all of them led him to progression. He underwent nivolumab treatment as a fourth regimen. 
First, the tumor in his lung became bigger and then began shrinking. Three months after starting nivolumab, he 
was diagnosed with pneumocystis pneumonia （PCP）. Nivolumab may be a good choice for PPCs; however, we 
should pay close attention to PCP during nivolumab therapy.

286


