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   Primary intracranial germ cell tumors, malignant lymphomas, and medulloblastomas 

have been proved to be very sensitive to chemotherapy (cisplatin-or carboplatin-containing 

 regimens). 

   Recently we tried the high-dose chemotherapy followed by autologous bone marrow 

transplantation and autologous peripheral blood stem cell transplantation for two patients 

with relapsed primary brain tumors. 

   It was consequently suggested that the  high-dose chemotherapy followed by autologous 

blood stem cell transplantation was very useful and  safe.
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自家骨髄移植L,7)応用

は じ め に

感性脳腫場は難治であり.手術手技や放射線治療(')進

歩をもってしても充分な掻癌の制御は困難であることが

多い.ところが.近年.CDDPなどの新 しい化学療法

剤の使用により,それまでより遇かiこ良好な治療成績を

きた.頭蓋内陸細胞性陸風 頭蓋内悪性 りンべ睦,髄芽

細胞腫などである. Lかし.これ吊Tl睦場では通常畳の

中には再発する症例も'L,,なくない. 我々は現在,それら

の再発例;pこ対して.造血幹細胞支援による題天爵化学療

法を試ふ,良好な感触を得ている.

これまでLT12倒し/1)経験に一一)し､て報告する.

症 例

症例 1 14才敷 脳宇内旺細胞性陸壕の再発および脊

髄播種.骨髄採取が間に合わず,渡髄および脳幹部の感

噴くこ対してそれぞれ 12Gy.6GI,の局所照射で神経症

状の増悪を防いだ後,骨髄採取 し.＼･･r-50による幹細胞

C7)分離を行った後凍結保存した.CPM ･CtirX｢-A･～/rP16

による超人量化学療法終了の習口無 菌治療室に収容,そ

の翌 日骨髄細胞を解凍 し輸血 した.翠 F7か吊 Ll血球数

100mm3以下に低下.10日後 5OO.･Lm m3 iこ改善,入室

か吊 8日後一一一一一般病棟に移1た.Gl:,SIr使用上 骨髄移

を採取 し凍結保存 した.通常量の Cl:31)CA･VP-16に

施行.解凍 PBSC移植後1OF=]には白血球数 500;:mm 3

中及び髄液中の AFP と_H(℃13は何Ilも正常化した.

症例2 26才男,松果体部弥細胞性腫壕の再発側脳室

内播種.骨髄か1､-採取 した造血幹細胞は V-50により

法を行い.骨髄移植後12日目に白血球数 500･nln13 に

改善.腫壕は Crl､上完全消失 した.18日目と19日目に

Pl:ミSC採取 したとこ7),それぞれで2回1て上上の造血幹

細胞移植iこ足るだけの白血球数.CFUイニM値が得t､っわ

九二.

考 察

題大量化学頼法を行うことによる副作用として巌も重

篤なものの一つに骨髄撤能抑制がある,患者を高密度 無

菌治療室iこ収容したとしても,末梢血白血球数が 5tY)･'llm 3
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以下(7)状態が長期間続 くことは,重篤な感染症を招来す

か汀能性が高く,決 して好ましくない,造血幹細胞輸血

による支援療法が必須となる. これは G-CSF在L/L:(f)

各種サLTトカインの利用が可能になった現在でも同様で

ある.

一般i･こ,造血幹細胞移植の手段としては同種骨髄移植

と自家骨髄移植,更には末梢血幹細胞移植がある.現在,

同種骨髄移植では提供者を確保することが容易で(･土たく.

自家骨髄あるいは末櫓血幹細胞移植では腫堵細胞の混入

が問題となる.とこ/)が.脳腫壕では骨髄を含め脳以外

i･こ腫壕細胞が遠隔転移することは極めて稀であり,また

末櫓血中iこ腫壕細胞が流人すか】丁能性も極めて低い.従っ

て,そ〔1')意味では,自己LJ)造血幹細胞利[削こ際 して,脳

腫壕患者は白血病や他描器瞳塙患者より極めて有利な立

場にあるといえる.

しかし ･方で.腫喝細胞自体iこ感受性があるかといっ

て,薬剤 が充分iこ脳腫境組織 に 到 達 可能かとし､･'1問題が

ある. 脳血管関門の存在の為の脳腫疲だけの特殊な問題

点 である. 確かに薬剤の種類によっては血液中かl∴-髄液

中へしり移行がt,しくないものもある. しかし脳陸揚に対せ

る抗佳境効果が薬剤の脳血管関門透過性だけによi､亘こい

ことは.これまでの化学療法iこよる治療成績ですでに明

i､'かとな一､ている.即ち通常量の化学療法でも感受性さ

えあれば,悪性脳腫癌でも一部の症例は CT などの画

像診断上完全寛解も来たし得るのである,そのような感

受性の高い腫藤では,より高い治療効果を求める場合,

薬剤を増量 したり投各方法を再検討することが考えられ

るべきである.

薬剤投与量を増やすことが結果として治療成績の改善

につながるかどうかは,症例を積､-L重ねてさ吊こ長期的

iこ観察する必要がある.また副作J乱 合併症t･T)問題や.

どのような症例に対して,{FT_l'nt時期iこ試ムるかといった

適応の問頓もある. Lかしこわまでの経験か畑土,一部

の脳腰痛をこ限られはするものの,投与慶を増やすことが

予後の改善につながる可能性は充分にあるのではないか

と考えている.

現時点で我々は.他の治療手段が無くなった再発脳陸

癌例に対 してのふ自家造血幹細胞移植支援による穏大量

い将来.初期治療の段階での導入も検討している.脳腫

壕のうち本棟法の適用となる症例は小児iこ多い.小児で

は通常最の化学療法剤による維持療法であー:,ても長期間

繰i)返すことiこなると精神的.肉体的負担も大きい.

今回の経験から,化学療法後の適切な時期に採取され
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わは,回収された末櫓血幹細胞は骨髄細胞にも充分TTL-.敬

ることもわかった.悪性脳腫壕に対する化学療法iこ於て.

末櫓血幹細胞を予め保存 Lておく擦会は今後ますます増

加するものと思われる.

脳腫場に対する造血幹細胞移植の適応症例は 新潟大

学で年間5--10例程度と見込まれる.今後増加するでJi㍉

)''う造血幹細胞移植に対応できるよ;)に.小児へLr)新た

な対応を含めた電動窪無歯治療室L')軽備拡充 SPE(rl~'RA

皮ll-:a)効率良いl)t3Se分離装置LT~)早期導入,更には細

胞凍結保存1ベ--:くLTl確保を望jtたい.

ま と め

再発脳腫壕に対する日豪骨髄移植およびEti家来的【Tn幹

細胞移植L])支援による超人量化学療法の経験を示し.チ

しr)適応十今後〔-Tl見通 しについて述べし

司会 と･')もありがLl･_･'7ございました.何故自棄骨髄

移植が必要にな-1､てきた(,r)か.とし､う過程までお話し頂

きました.今後自家骨髄移植L')応用によって脳腫壕 LTl根

治ができるかと思いますが,どなたかご質問 ござい ませ

んでしょうか.ないようであります. では またあ とで,

第6席 !.進行性精巣腫喝に k十卜そ:)造血幹細胞 移植 上L･_し､

うことで,泌尿器科(.71西i圧Jt･牛∴ fjE綿い します.
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