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G719A 変異陽性肺腺癌の癌性髄膜炎にアファチニブが奏効した 1 例
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要旨：53 歳，女性．脳転移を合併した EGFR G719A 変異陽性肺腺癌．20XX 年 5 月に嘔気と頭痛が出現し，
頭部造影 MRIで脳表に多発する造影効果を，髄液細胞診で腺癌を認め，肺腺癌による癌性髄膜炎と診断した．
アファチニブ（afatinib）を開始後，3 日目より症状の改善と髄膜播種病変の縮小，髄液の悪性細胞の消失を
3 ヶ月間得た．アファチニブの髄液移行率は 0.17％であった．本症例はアファチニブで EGFR G719A変異陽
性肺腺癌による癌性髄膜炎をコントロールでき，予後や PS の改善を得た．
キーワード：肺腺癌，EGFR G719A 変異，癌性髄膜炎，アファチニブ，髄液移行率
Lung adenocarcinoma, EGFR G719A mutation, Leptomeningeal carcinomatosis, Afatinib,
Cerebrospinal fluid (CSF) penetration rate

緒

現病歴：20XX−1年 4 月に多発脳腫瘍と肺腫瘍を近医で

言

指摘され，同月に精査加療目的で当院を受診した．経気管支

肺癌患者に占める上皮成長因子受容体（epidermal
growth factor receptor：

肺生検の結果，

G719A変異陽性肺腺癌（cT4N3M1c，

）遺伝子は common mu-

cStage ⅣB）と診断し，脳転移に対するガンマナイフ療

tation と uncommon mutation があり，G719A 変異は un-

法施行後に 1 次治療としてカルボプラチン（carboplatin：

common mutationである．

遺伝子変異陽性肺癌症

CBDCA）とペメトレキセド（pemetrexed：PEM）を 6

例に対して，2019 年現在わが国で使用できる EGFR チロ

コース，同年 9 月からは PEM単剤による維持療法を行っ

シンキナーゼ阻害薬（tyrosine kinase inhibitor：TKI）

ていた．20XX年 5 月下旬に嘔気と頭痛が出現したため外

は第一世代であるゲフィチニブ（geﬁtinib）
，エルロチニ

来を受診し，頭部造影 MRI で癌性髄膜炎が疑われたた

ブ（erlotinib）と第二世代であるアファチニブ（afatinib），

め，同日入院した．

ダコミチニブ（dacomitinib）
，第三世代であるオシメル
チニブ（osimertinib）の 5 種類である．

入院時現症：身長 158.3 cm，体重 60.0 kg，BMI 23.9 kg/
m ，意識清明，血圧 128/92 mmHg，脈拍 83 回/min，体
2

G719A変異陽性肺腺癌の癌性髄膜炎に対

温 36.4℃，経皮的動脈血酸素飽和度 97％（室内気）
，呼吸

してアファチニブが奏効した 1 例を経験し，アファチニ

音清，心雑音なし，腹部異常なし，四肢麻痺なし，Kernig

ブの髄液移行率を検討したため報告する．

徴候なし，jolt accentuation 陽性．

今回，

症

例

患者：53 歳，女性．

入院時検査所見：末梢血，生化学に異常は認めず．腫
瘍マーカーは CEA が 2.0 ng/mL，シアリル LeX-ⅰ抗原は
27.2 U/mL であった．

主訴：嘔気と頭痛．

胸部単純 X 線写真：右中肺野に索状陰影あり．

既往歴：特記事項なし．

胸部単純 CT：右肺中葉 S 5 の肺門部に浸潤影あり．

家族歴：父が脳腫瘍．
喫煙歴：20〜25 歳頃に 10 本/日×5 年の喫煙歴あり．

頭部造影 MRI：FLAIR 像．脳表に多発する造影効果
あり（図 1a，b）．
髄液検査：初圧は 11.5 cmH2O，外観はわずかに黄色透
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明．細胞診で腺癌を疑う大型異型細胞の出現があり，免
疫染色で TTF-1 と Napsin A がともに陽性であった．
臨床経過：頭部造影 MRIと髄液細胞診の結果より，肺
腺癌による癌性髄膜炎と診断した．入院後から 2 次治療
としてアファチニブ 40 mg/日とデキサメタゾン（dexa-
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図 1 頭部造影 MRI FLAIR 像．（a，b）診断時，
（c，
d）アファチニブ投与後 18 病日．診断時には脳表に多発する造影効果を
認めるが，アファチニブ投与後 18 病日では造影効果が改善している（丸印）
．

methasone：DEX）4 mg/日の点滴を開始した．第 3 病日

あり，その平均生存期間は 3.1 ヶ月であった．癌性髄膜炎

には頭痛は numerical rating scale（NRS）10 から 2 へ，

の診断は頭部 MRIと髄液検査でなされる．MRIの特異度

嘔気は 10 から 0 へ，パフォーマンスステータス（perfor-

が 77％であるのに対し，髄液細胞診の特異度は 100％で

mance status：PS）は 3 から 1 へ改善した．第 7 病日に

あるため，髄液細胞診で腫瘍細胞を認めた場合は確定診

DEXは 1 mg/日の内服へ漸減した．第 18 病日に再検した

断となる4）．しかし，髄液細胞診の陽性率は 1 回の穿刺で

頭部造影 MRI では，脳表および第 4 脳室，テント上，脳

は 50〜60％と言われ5），初回検査では陰性と診断される

梁の造影効果を示す播種病変はいずれも改善傾向を示し

場合もある．2 回目では 80％程度まで上昇するため，2 回

（図 1c，
d）
，第 20 病日に再検した髄液細胞診では，悪性細

以上の検査を推奨する報告もある5）6）．本症例では，診断

胞は消失していた．上記経過より，アファチニブが癌性

時に陽性であった髄液細胞診が，経過中に陰性となった．

髄膜炎に奏効したと考え，全身状態が安定していたため

外来通院中も症状コントロールが得られていたことや PS

第 22 病日に退院し，外来通院で治療を継続していた．し

が保たれていたこと，画像検査でも改善傾向を認めたこ

かし，第 90 病日に再び頭痛を訴えて外来を定期外受診し

とより，アファチニブが奏効したと判断した．

たため，頭部造影 MRIを施行したところ，第 18 病日と比

アファチニブが奏効した機序について．1 つは本症例

較して脳表および第 4 脳室，テント上，脳梁の播種病変

がアファチニブ感受性の遺伝子変異を持つ肺癌であった

はいずれも悪化しており，PS は 3 であった．癌性髄膜炎

ことである．LUX-Lung 2，3，6 試験の統合解析の結果，

の増悪と考えて緊急入院したが，PS 不良のため second

G719X変異群では，第一世代 EGFR-TKIに対する

biopsy は 施 行 で き な か っ た．3 次 治 療 と し て erlotinib

objective response rate は 32％であるのに対し，アファ

150 mg/日とベバシズマブ（bevacizumab：Bv）900 mg/日

チニブに対する objective response rate は 78％と良好で

を開始したが，症状改善は得られず，頭部造影 MRIでも

あった 7）8）．また，本症例と同じ

癌性髄膜炎の悪化傾向を認めた．第 110 病日に erlotinib

癌性髄膜炎に対してアファチニブが奏効した症例の報告

と Bvを中止し，症状緩和を中心とした治療に変更したと

がある9）．しかしながら，癌性髄膜炎の治療奏効率につ

ころ，第 160 病日に永眠された．

いて各 TKI別に比較検討した試験は現時点ではないため，

なお，第 65 病日に測定したアファチニブのトラフ値は，

G719X 変異群の

今後も検討が必要である．もう 1 つは，アファチニブは

血漿中の濃度は 29.4 ng/mL，髄液中の濃度は 0.05 ng/mL

髄液移行率が低いにもかかわらず，脳転移や癌性髄膜炎

（0.1 nM）であり，移行率は 0.17％であった．測定は既報 1）

に奏効する可能性があるということである．第一世代

で用いられた方法と同様に行った．髄液中の

遺伝

子変異は本症例では測定していなかった．

考

察

EGFR-TKI の髄液移行率（geﬁtinib：0.68〜2.79％，erlo2）
tinib：2.0〜6.9％）
と比較して，アファチニブの髄液移

行率は低いとされており（0.28〜1.65％）2）9）10），本症例で
は 0.17％と既報よりも低い数値であった．また，アファ

癌性髄膜炎は癌細胞が髄膜に転移した病態であり，原

チニブが奏効した症例について，髄液中の濃度を測定し

発巣は乳癌や肺癌，悪性黒色腫が多く，組織型は腺癌が

た報告はいくつかあるものの，約 0.05〜2.8 nM と数値に

多い．発生頻度は非常に少なく，非小細胞肺癌に限れば

幅があり2）9）10），本症例では約 0.1 nMと既報のなかでも低

1％ほどである2）．

遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患

い数値であった．しかしながら，Kawaguchi らの報告 2）

者を検討した報告 では，癌性髄膜炎の合併率は 9％で

では，本症例よりも低い髄液の濃度を示しながらもア

3）

肺腺癌の癌性髄膜炎にアファチニブが奏効した 1 例

ファチニブが奏効しており，その機序としてアファチニ
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Abstract

A case of EGFR G719A mutation-positive lung adenocarcinoma with
leptomeningeal carcinomatosis successfully treated with afatinib
Haruka Kanesada, Yoshihiro Taguchi, Takuyuki Koda,
Kotaro Kaziwara, Hideki Makino and Takanori Kanematsu
Respiratory-Center, Matsuyama Red Cross Hospital

We herein report a case of a 53-year-old woman who was diagnosed with adenocarcinoma of the lung with
brain metastases and G719A epidermal growth factor receptor mutation. She experienced headaches and nausea
in May 20XX. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) of the head revealed abnormal leptomeningeal enhancement on the brain surface. Cytology of cerebrospinal ﬂuid (CSF) revealed adenocarcinoma, and she
was diagnosed with leptomeningeal carcinomatosis. She was treated with afatinib, and the neurological symptoms improved from day three. On contrast-enhanced MRI scan, the area of abnormal leptomeningeal enhancement had reduced, and cytological examination of CSF was negative for three months. The CSF penetration rate
of afatinib was 0.17%. Her leptomeningeal carcinomatosis was controlled, which improved prognosis and performance status.

