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TPN
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序章
がん化学療法に伴う悪心・嘔吐（chemothrapy-induced nausea and vomiting：CINV）
は、かつては患者が最も苦痛を感じる副作用だった[1]。その後、がん化学療法時の制吐対
策ガイドラインが種々の学会（米国臨床腫瘍学会[2]、国際癌サポートケア学会[3]、米国総
合がんネットワーク[4]）から発表され、CINV は患者が苦痛を感じる副作用の上位項目か
ら外れた[5]。がん化学療法時にガイドラインに準じた制吐対策を実施することで、CINV
はある程度制御可能となった。しかし、完全に制御可能となったわけではない。重度の場
合には経口摂取が不能となり脱水や栄養不良などの身体面の健康障害を招き、抗がん剤の
有効性を担保するための投与間隔が保てなかったり、合併症を招くばかりでなく、患者の
治療意欲を減退させ、その後の治療継続が困難になることもある。そのため、CINV に関し
ては現在でも「予防」が大切とされている。
抗がん剤は、CINV の起こしやすさで 4 段階に分類されている[6-8](Table 1,2,3,4)。制吐
剤を使用しない場合、抗がん剤投与後 24 時間以内に 90％以上の患者が嘔吐を経験する薬剤
を高度催吐性リスク、30～90％が中等度催吐性リスク、10～30％が軽度催吐性リスク、そ
れ以下を最小度催吐性リスクとしている。CINV は、1980 年代に分類され、抗がん剤投与
後 24 時間以内に起きるものを急性 CINV、24 時間から 120 時間に起きるものを遅発性
CINV と名付けられた[9]。
さらに、
予防を十分に行った後に生じる悪心・嘔吐は突出性 CINV
と呼び、一度 CINV を経験した患者が次のがん化学療法を受ける前に訴える悪心・嘔吐を
予期性 CINV と呼ぶ。予期性 CINV は、
「条件づけ」の機序が作用して発生する[10-12]と
されており、
予期性 CINV に対する最大の対策は一度も CINV を生じさせないことになる。
CINV のリスクには患者関連因子も知られており、女性[13]、若年[14,15]、過去の CINV
経験はリスクを上昇させ、飲酒習慣はリスクを低下させる[16]。遅発性 CINV は、急性期の
嘔吐を経験することもリスク因子の一つとされ、初回から適切な制吐療法を導入し CINV
を予防することが重要である。
一度発現した CINV が、どの程度持続するかは明確な解答がされていない。制吐療法に
関する海外のガイドラインでは、
「抗がん剤投与後、少なくとも 5 日間は持続」としており、
消失までの目安は示していない。日本のガイドラインでは、悪心・嘔吐が発症・持続する
可能性のある期間は、高度催吐性リスクの抗がん剤で「4 日間」としているが、その根拠は
示されていない。過去の報告では、観察期間を 120 時間（5 日間）としたものがほとんどで
あり、抗がん剤投与後 5 日間が研究者に注目されていたことが窺える。
CINV には複数の反射経路が関与していることが判明している。先駆的研究は Wang ら
により 1950 年に報告されている [17]。急性 CINV に関わる経路の一つは、消化管に多数
存在する 5-hydroxytryptamin 3 (5-HT3) 受容体で、抗がん剤の投与により消化管からのセ
ロトニン分泌が亢進することで活性化される。5-HT3 受容体からの信号は、直接あるいはニ
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ューロキニン 1 受容体を介して延髄の嘔吐中枢に作用する。また、中枢神経系においては
抗がん剤投与によりサブスタンス P の分泌が亢進することで嘔吐中枢に作用する経路も判
明している[18]。高度催吐性リスクの抗がん剤投与時の血中サブスタンス P 動態を解析した
報告があり、遅発性 CINV を呈した群では、投与 2 日目以降の血中サブスタンス P 濃度が
有意に高いとされている[19]。
1970 年代からがん化学療法に使用されていた cisplatin は、高度催吐性抗がん剤の代表で
ある。1980～1990 年代の制吐剤の臨床試験は、ほとんどが cisplatin に関するものであり、
1981 年には CINV に対するステロイドの有効性が報告されている[20] 。1980 年代にはス
テロイドに加えて metclopramide が使用されていたが、効果を発揮するためには大量投与
が必要となり、そのために錐体外路症状のような副作用が問題となった。1980 年代の後半
に登場した第一世代の 5-HT3 受容体拮抗薬は、1990 年代の臨床試験の結果、CINV 制御率
を大幅に改善することができた。ステロイドは、作用機序が未解明であるが、5-HT3 受容体
拮抗薬と併用することで急性 CINV の制御率を改善し、かつ遅発性 CINV に対しても有効
とする報告がある[20,21]。しかし、急性 CINV 制御率は 50％以上に達したのに対し、遅発
性 CINV は 50％以上に制御できていなかった。
2003 年にニューロキニン 1 受容体拮抗薬の aprepitant (Fig 1)と第二世代の 5-HT3 受容
体拮抗薬である palonosetron が米国食品医薬品局に承認された。aprepitant は、2004 年
には国際ガイドラインで高度催吐性リスク抗がん剤投与時の嘔吐予防薬として推奨されて
いたが、日本では 5 年間のタイムラグを経て 2009 年に使用可能となった。2010 年には
palonosetron も日本で使用可能となり、2010 年 5 月に日本癌治療学会から「制吐薬適正使
用ガイドライン」が出版された[6]。これにより、日本でも世界標準の制吐療法が可能とな
った。
急性 CINV と遅発性 CINV に対する予防効果は、薬剤により差がある。5-HT3 受容体拮
抗薬は急性 CINV に有効だが[22]、遅発性 CINV には効果が低いとされている[23]。一方、
ニューロキニン 1 受容体拮抗薬とステロイドの一つである dexamethasone は急性・遅発性
いずれの CINV にも有効とされ[24,25]、
ニューロキニン 1 受容体拮抗薬は特に遅発性 CINV
に有効とされている[26]。海外の第 III 相臨床試験では、aprepitant を第一世代の 5-HT3
受容体拮抗薬と dexamethasone に加えて 3 剤併用とすることで、高度催吐リスクのがん化
学療法（cisplatin 70mg/m2 以上投与）時の CINV を急性、遅発性のいずれも有意に改善で
きると報告されている[27-29]。また、国内第 II 相試験では、5-HT3 受容体拮抗薬＋
dexamethasone 併用時の嘔吐完全制御率（CR 率）が 50％であったのに対し、aprepitant
を加えて 3 剤併用とした場合の CR 率は 71％に上昇したと報告されている[30]。しかし、
いずれの試験においても cisplatin 70mg/m2 未満投与での aprepitant の有効性は明らかに
されていない。aprepitant の効果は、他のがん化学療法（当時中等度催吐リスクの位置付
けだったドキソルビシン＋シクロホスファミド併用療法：AC 療法）に対しても検討され、
第一世代の 5-HT3 受容体拮抗薬と dexamethasone に aprepitant を併用することで CINV
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制御率を改善できると報告されている[31]。
第二世代の 5-HT3 受容体拮抗薬である palonosetron についても、日本で臨床試験が実施
されている。cisplatin あるいは AC 療法を使用する 1143 人を対象とし、dexamethasone
併用下で palonosetron と第一世代の 5-HT3 受容体拮抗薬である granisetron の効果を比較
したところ、palonosetron 群で遅発性 CINV の制御率が有意に優れ、急性 CINV の制御率
も劣らないと報告されている（PROTECT 試験）[32]。日本で行われた臨床試験である
PROTECT 試験には、いくつかの問題点が指摘される。対象患者が使用した granisetron
の用量は、国内承認用量である 0.04mg/kg であり、海外で通常使用される 0.01mg/kg より
も多い。また、palonosetron の用量は国内第 II 相試験の結果より 0.75mg と設定されてい
たが、海外のガイドラインで推奨されていた 0.25mg よりも多い。一方、dexamethasone
の用量は初日 16mg、2～3 日目は cisplatin 投与症例で 8mg、AC 療法症例で 4mg と設定
されたが、これは海外のガイドラインで推奨されている 20mg よりも少ない。これら用量
の問題点は、国内承認を得るため、第 I 相試験や第 II 相試験の追試験を要求されていたこ
とが影響していると思われる。PROTECT 試験における国内・国外の用量差はあるものの、
それぞれの用量での有効性はほぼ互角という報告があり[33,34]、受容可能と考えられる。
また、PROTECT 試験では aprepitant を併用していないことも問題点に挙げられるが、当
時は日本で aprepitant が承認されていなかったためと考えられる。
aprepitant、palonosetron、dexamethasone の 3 剤併用による制吐効果については、小
規模な第 II 相試験が報告されているが[35]、特に良好な結果は出ていない。そのため、よ
り大規模な試験が望まれていたが、その後日本で第 III 相試験（TRIPLE 試験）が行われ、
一部が米国臨床腫瘍学会で報告された[36]。TRIPLE 試験は cisplatin を含む高度催吐性化
学療法を受ける固形癌患者 842 例を palonosetron＋dexamethasone＋aprepitant または
granisetron＋dexamethasone＋aprepitant のいずれかを投与する群にランダム化割り付
けし、有効性と安全性を評価している。主要評価項目である全期間の嘔吐完全抑制率では
両群間に有意差は見られていないが、遅発期の嘔吐完全抑制率および全期間の悪心嘔吐総
制御率は palonosetron 使用群で有意に高かった。この結果より、高度催吐性リスクのがん
化学療法施行時における、palonosetron を含む 3 剤併用制吐レジメンの臨床的有用性が示
唆される。
近年、患者が苦痛を感じる事象は嘔吐から悪心に移行してきている。嘔吐と比して悪心
は客観的な評価が難しく、どのような尺度を用いて評価するかが問題になる。一般的には
有害事象共通用語基準（common terminology criteria for adverse events: CTCAE）を用
いて評価されているが、これは医療従事者側の客観的指標に基づく評価であり、患者自身
の主観を反映できない。患者側の主観的な症状を評価する方法としては、疼痛スケールで
ある numerical rating scale (NRS)、visual analog scale (VAS)、verbal rating scale (VRS)、
Wong-Baker face rating scale なども考えられる。また、悪心の経時的変化や生活に与える
影響などを評価するツールとして index of nausea, vomiting, and retching (INVR) [37]や
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Morrow assessment of nausea and emesis (MANE) [38]、functional living index-emesis
(FLIE) score [39]、MASCC antiemesis tool (MAT) [40]が提唱されている。それぞれの方
法には長所・短所があり、医療従事者が評価の必要性やその理由により評価方法を検討す
る必要がある。
受容体をはじめとする標的タンパクにリガンドが結合して生理作用を発現する場合の生
理活性は、標的へのリガンド占有率に依存するとされ、受容体遮断薬が効果を発現するた
めの占有率は一般的に 60～90％必要とされている[41]。第一世代 5-HT3 受容体拮抗薬の受
容体占有率を推測した報告があり[42]、これによると ondansetron の 5-HT3 受容体占有率
は、投与 24 時間後で注射薬が 20％、内服薬では 10％といずれも低く、日本の推奨用量で
は十分な制吐効果が期待できない可能性がある。一方、granisetron の 5-HT3 受容体占有率
は投与 24 時間後で注射薬、内服薬ともに 60％以上と考えられ、制吐効果が期待できる。ま
た、azasetron の 5-HT3 受容体占有率は投与 24 時間後で注射薬、内服薬ともに 80％以上と
報告されている。5-HT3 受容体占有率と制吐効果の関係には強い相関関係があり、80％の
制吐効果を発揮するために必要な 5-HT3 受容体占有率は 70～90％と推測されている[42]。
ニューロキニン 1 受容体拮抗薬である aprepitant についても同様の報告があり、制吐効
果を発揮するために必要な受容体占有率は 90％と推測されている[43]。さらに、受容体占
有率と血中濃度には相関関係があることも報告されており[43]、日本人において 90％の受
容体占有率を得るための血中 aprepitant 濃度は 331.1ng/mL とされている[44]。
aprepitant
の血中濃度には大きな個人差があることも知られているが、血中 aprepitant 濃度と制吐効
果を比較検討した報告は見当たらない。
そこで、本研究では、がん化学療法に伴う CINV を予防するための薬学的ケアを提案す
ることを目的に、白金系抗悪性腫瘍薬の一つである cisplatin を投与された患者における
CINV の出現頻度及び出現期間を調査し、現在推奨されている制吐薬の効果を検証し、
aprepitant の血中濃度と制吐効果の関係について検討した。

4

Fig. 1 Structure of aprepitant.
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Table 1 日本癌治療学会による注射用抗がん剤の催吐リスク分類（高度・中等度）

分類
高度催吐性リスク

薬剤・レジメン
AC 療法：ドキソルビシン＋シクロホスファミド
EC 療法：エピルビシン＋シクロホスファミド
シクロホスファミド（1500mg/㎡以上）
シスプラチン
ダカルバジン

中等度催吐性リスク

アクチノマイシン D
アザシチジン
亜ヒ酸
アムルビシン
イダルビシン
イホスファミド
イリノテカン
インターフェロンα（10 million IU/m2 以上）
エノシタビン
エピルビシン
オキサリプラチン
カルボプラチン
クロファラビン
シクロホスファミド（1500mg/㎡未満）
シタラビン（200mg/㎡未満）
ダウノルビシン
テモゾロミド
ドキソルビシン
ネダプラチン
ビラルビシン
ブスルファン
ベンダムスチン
メトトレキサート（250mg/㎡）
メルファラン（50mg/㎡以上）
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Table 2 日本癌治療学会による注射用抗がん剤の催吐リスク分類（軽度）

分類
軽度催吐性リスク

薬剤・レジメン
インターフェロンα（5～10 million IU/m2）
インターロイキン 2（12 million IU/m2 以下）
エトポシド
エリブリン
ゲムシタビン
シタラビン（100～200mg/㎡）
チオテパ
ドキソルビシンリポソーム
ドセタキセル
トラスツズマブ

エムタンシン

ニムスチン
ノギテカン
パクリタキセル
パクリタキセルアルブミン懸濁型
フルオロウラシル
ペメトレキセド
ペントスタチン
マイトマイシン C
ミトキサントロン
メトトレキサート（50～250mg/㎡）
ラニムスチン
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Table 3 日本癌治療学会による注射用抗がん剤の催吐リスク分類（最小度）

分類
最小度催吐性リスク

薬剤・レジメン
L-アスパラギナーゼ
インターフェロンα（5 million IU/ m2 以下）
オファツムマブ
クラドリビン
ゲムツズマブオゾガマイシン
シタラビン（100mg/㎡未満）
セツキシマブ
テムシロリムス
トラスツズマブ
ネララビン
パニツムマブ
ビノレルビン
ビンクリスチン
ビンデシン
ビンブラスチン
フルダラビン
ブレオマイシン
ベバシズマブ
ペプロマイシン
ペルツズマブ
ボルテゾミブ
メトトレキサート（50mg/㎡未満）
リツキシマブ
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Table 4 日本癌治療学会による経口抗がん剤の催吐リスク分類

分類

薬剤・レジメン

高度催吐性リスク

プロカルバジン

中等度催吐性リスク

シクロホスファミド
エトポシド
テモゾロミド
イマチニブ
ビノレルビン

軽度催吐性リスク

カペシタビン
ニロチニブ
テガフール・ウラシル（UFT）
ドキシフルリジン
S-1
メルカプトプリン（6-MP）
ソブゾキサン

最少度催吐性リスク

ダサチニブ
エルロチニブ
フルダラビン
ゲフィチニブ
ヒドロキシウレア
ラパチニブ
メルファラン
メトトレキサート
ソラフェニブ
スニチニブ
サリドマイド
トレチノイン（ATRA）
タミバロテン
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第１章 抗がん剤による悪心・嘔吐持続期間の検討
1.1

序

制吐療法の実施期間を検討するうえで、CINV の持続期間に関する知見は重要と考えられ
るが、この点についてガイドラインに明確な根拠は示されていない。しかし、抗がん剤投
与時に制吐療法を実施する期間はガイドラインに示されており、高度催吐性リスクの抗が
ん剤を投与する場合で 4 日間あるいは 5 日間とされている[6]。制吐療法に関する多くの報
告で観察期間は 120 時間とされているが、これらの報告での観察期間終了時に CINV は消
失しておらず、症例によっては 120 時間以降も持続する CINV（以下「超遅発性」CINV）
が存在することが予想される。実際にベッドサイドで患者指導を行うと、120 時間経過後も
持続する CINV にしばしば遭遇する。
抗がん剤の催吐リスクが 4 段階に分類されることは序章で述べたが、このうち高度催吐
性リスクに分類される薬剤の代表が cisplatin である。cisplatin は食道がんや胃がんといっ
た上部消化管腫瘍に対してよく用いられる。たとえば、日本臨床腫瘍研究グループは、食
道がん患者に対する術前化学療法として cisplatin＋5-fluorouracil の使用を標準治療と位
置付けている[45]。また、進行胃がん患者に対する第 3 相試験では、cisplatin と S-1（テガ
フール、ギメラシル、オテラシルカリウム配合剤）の併用が標準治療と位置付けられてい
る[46]。
高度催吐性リスクのがん化学療法施行時に推奨される制吐薬は、aprepitant＋5-HT3 受容
体拮抗薬＋dexamethasone の 3 剤併用療法とされている。この 3 剤併用療法は、がん化学
療法開始後 120 時間までの CINV 予防効果が高いことが示されている。しかし、120 時間
経過後の CINV に対する予防効果に関してはほとんど報告されていない。
悪心・嘔吐の評価にはさまざまなものがあるが、 CTCAE を用いる方法もその一つであ
る[47]。CTCAE によると悪心と嘔吐は明確に区別され、重篤度で分類されている。悪心の
場合は摂食習慣に影響のない食欲低下が grade 1、顕著な体重減少・脱水・栄養失調を伴わ
ない経口摂取量の減少を grade 2、経管栄養療法・中心静脈栄養療法・入院を必要とした場
合を grade 3 としている。嘔吐の場合は 24 時間以内の嘔吐エピソード数が 1 回～2 回が
grade 1、3 回～5 回が grade 2、6 回以上もしくは中心静脈栄養療法や入院を必要とした場
合を grade 3、緊急処置が必要な場合を grade 4、死亡した場合を grade 5 としている（Table
5）
。
患者の悪心・嘔吐エピソードは、多くの場合診療録に記録され、保管される。診療録は
外来・入院に大別される。入院患者の場合、担当医師による診療記録が記載されることに
加え、担当看護師による看護記録が日々記載されており、このなかに食事摂取量、悪心・
嘔吐の有無が記載されることが多い。よって、過去の診療記録および看護記録によって
CINV の発現頻度と発現期間を調査することができる。
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本章では、著者が担当していた消化器センター専門病棟において、初めてがん化学療法
を施行された入院患者のうち、使用レジメンに cisplatin（50mg/㎡以上）が含まれていた
患 者 を 抽 出 し 、 CINV の 発 現 頻 度 と 発 現 期 間 、 aprepitant 、 palonosetron お よ び
dexamethasone 3 剤併用療法の効果を調査した。
1.2

方法

1.2.1

概要

cisplatin 投与患者における CINV 発現頻度および発現期間について、aprepitant、
palonosetron が承認される前後での差異をレトロスペクティブに調査した。
1.2.2

調査対象患者

東邦大学医療センター大森病院で 2010 年 7 月から 2012 年 6 月までに治療を受けた食道
がん、胃がん患者のうち、以下に該当する患者を調査対象とした（3 剤併用群）
。
1) 20 歳以上の患者
2) 50 mg/m2 以上の cisplatin を使用した患者
3) 過去にがん化学療法の経験がない患者
4) cisplatin 投与前の 24 時間に嘔気・嘔吐エピソードがない患者
5) 脳転移がない患者
6) 消化管通過障害がない患者
ヒストリカルコントロールとして、aprepitant、palonosetron 承認前の 2009 年 1 月から
2010 年 6 月に治療を受けた患者を同様に調査した（従来治療群）
。
本調査のプロトコールは東邦大学医療センター大森病院倫理委員会にて審査を受け、承
認された後に実施した（承認番号 23-2）
。
1.2.3

がん化学療法

食道がん患者は、
化学療法開始日に 80 mg/m2 の cisplatin を 2 時間で点滴静注された（day
1）
。また day 1 から day 5 にかけて 800 mg/m2 の 5-fluorouracil を持続静注された。
胃がん患者は、S-1 を day -7 から day 14 にかけて連日経口投与され、day 1 に 60 mg/m2
の cisplatin を 2 時間で点滴静注された。S-1 の投与量は体表面積により決定された。すな
わち、体表面積 1.25m2 未満の場合は 1 回 40 mg、1.25 m2 以上かつ 1.5 m2 未満の場合は 1
回 50 mg、1.5 m2 を超える場合は 1 回 60 mg とされた。
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食道がん患者の抗がん剤投与レジメン
day 1

薬剤名

用量

シスプラチン

80mg/m2

5-FU

800mg/m2

day 2

day 3

day 4

day 5

day 1

・・・day 14

胃がん患者の抗がん剤投与レジメン
Day -7 ・・・ day -1

薬剤名

用量

シスプラチン

60mg/m2

S-1

40～60mg/m2

1.2.4

予防的制吐療法

従来治療群では、
第一世代の 5-HT3 受容体拮抗薬（granisetron 3 mg、
ramosetron 0.3 mg、
azasetron 10 mg のいずれか）と dexamethasone 静注 9.9 mg が、cisplatin 投与の約 30
分前に使用された。
3 剤併用群では、aprepitant 125 mg 経口、palonosetron 0.75 mg 静注、dexamethasone
9.9 mg 静注が、cisplatin 投与前に使用された。aprepitant は続く 2 日間も 80 mg が経口
投与された。dexamethasone は続く 3 日間も 8mg が経口投与された。
3 剤併用群の予防的制吐療法
薬剤名

用量

投与経路

aprepitant

125mg 経口

aprepitant

80mg

palonosetron

0.75mg 静注

day 2

day 3

day 4

経口

dexamethasone 9.9mg

静注

dexamethasone 8mg

経口

1.2.5

day 1

観察期間と CINV 判定法

観察期間は cisplatin 投与後 21 日間とした。cisplatin 投与日を day 1 とした。day 1 を
急性期、day 2 から day 5 を遅発性期、day 6 から day 21 を超遅発性期とした。CTCAE v4
に則り、grade 1 以上の嘔吐あるいは grade 2 以上の嘔気を認めた場合に「CINV あり」と
した。
1.2.6

統計解析

患者背景の比較にはカイ二乗検定あるいは Mann-Whitney の U 検定を用いた。CINV 発
現頻度の比較には Fisher の直接確率検定あるいはカイ二乗検定を用いた。p 値が 0.05 未満
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のときに「有意差あり」とした。これらの解析は SPSS Ver.16.0J（エス・ピー・エス・エ
ス（株）
、東京）を用いた。
1.3

結果

1.3.1

患者背景

患者背景を Table 6 に示す。対象患者は、3 剤併用群 36 名、従来治療群 66 名であり、3
剤併用群は従来治療群に比べて食道がん患者の割合が高かった。また、3 剤併用群では従来
治療群に比べて cisplatin 使用量が多かった。
1.3.2

CINV 発現頻度

超遅発性 CINV は、両群いずれにも見られた（Fig. 2）
。
3 剤併用群では day 6 から day 10 の期間で 25～42％に CINV が記録され、最も高頻度
（42％）が記録されたのは day 7 だった。3 剤併用群の CINV 発現頻度は day 8 以降徐々
に減少したが、day 14 に至ってもなお 10％程度の患者に CINV が記録されていた。
従来治療群では、CINV が最も高頻度（63％）で記録されたのは day 4 だった。従来治
療群の CINV 発現頻度は day 5 以降徐々に減少したが、超遅発性期に入る day 6 において
もなお 39％の患者で CINV が記録されていた。
急性期（day 1）では、CINV 発現頻度は両群間で有意な差を認めなかった。遅発性期（day
2 から day 5）では、day 5 を除いて 3 剤併用群の CINV 発現頻度が有意に低値だった。超
遅発性期（day 6 から day 21）においては、CINV 発現頻度は両群間で有意な差を認めなか
った。
1.4

考察

本研究により、cisplatin を投与された食道がん患者および胃がん患者において、cisplatin
投与後 6 日目以降にも残存する超遅発性 CINV が存在することが示された。
この結果から、
高度催吐性リスクの抗がん剤に対して推奨されている制吐療法は、超遅発性 CINV に対す
る効果が十分とは言えないことが示唆された。
本研究においては、3 剤併用群の cisplatin 投与量が従来治療群の cisplatin 投与量より多
かった。にもかかわらず、3 剤併用群では急性 CINV および遅発性 CINV がともに効果的
に予防されていた。このことは、推奨されている制吐薬 3 剤併用療法の予防的制吐効果が
従来治療より優れていることを示唆する。
aprepitant を 3 日間服用した場合、その効果は 5 日目まで持続することが報告されてい
る。しかし、6 日目以降の効果は報告がなく、薬効が消失する可能性が高い。従来治療群で
も同様に、6 日目以降の制吐効果は消失している可能性が高い。両群ともに薬効が消失して
いるのであれば、CINV 出現頻度は同程度となるはずである。しかし、超遅発性期において
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は、有意な差こそないものの、3 剤併用群の患者で従来治療群より強い CINV が現れる傾向
があった。従来治療群で 6 日目以降まで持続する制吐効果が得られた可能性も考えられる
が、3 剤併用群にも従来治療群と同様の 5-HT3 受容体拮抗薬および dexamethasone が含ま
れていることから、その可能性は低いと思われる。
さらにもう一つの要因として、3 剤併用群では急性 CINV および遅発性 CINV が強力に
抑制された結果、6 日目以降に現れた CINV に対して患者がより敏感に反応した可能性があ
る。6 日目以降に制吐効果が消失しているのであれば、制吐効果を持続させることで超遅発
性 CINV の予防が可能かもしれない。Herrington らは、aprepitant の投与期間が 1 日目の
みの患者と 3 日間連続投与の患者を比較し、cisplatin 投与後 4～5 日目については
aprepitant を 3 日間連続投与した場合の有効性が高い傾向があると報告している[48]。こ
の報告によれば、aprepitant を 4 日間以上投与することによりさらに有効性を持続させる
ことができる可能性が高く、超遅発性 CINV 予防効果を得られる可能性が示唆される。
aprepitant の投与期間を延長する方法以外に、新たな制吐薬を導入することも考えられ
る。近年、その制吐効果が注目されている薬剤の一つに olanzapine がある。olanzapine は
抗精神病薬として使用される薬剤であり、2014 年 9 月時点で制吐薬としての適応を持って
いないが、オピオイド投与時に生じる嘔気に対して用いられることも多い。olanzapine＋
palonosetron＋dexamethasone の併用療法が急性 CINV および遅発性 CINV の制御に有効
とする報告もある[49]。また、別の第 III 相試験では、突出性の CINV に対する治療効果を
olanzapine 対 metoclopramide で比較しており、olanzapine 投与群で有意に効果が高かっ
たと報告されている[50]。
我が国での aprepitant は、現在 5 日間を超える投与が想定されておらず、有効性と安全
性が確認されていない。olanzapine は連日投与が可能な薬剤であるが、制吐薬としての適
応を持っていない。いずれかの薬剤を、抗がん剤投与後 5 日間を超えて継続服用させるこ
とが今後の検討課題である。

14

Table 5 CTCAE ver.4 における悪心・嘔吐の重篤度分類

悪心

嘔吐

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

摂食習慣に影響のない食欲低下

顕著な体重減少、脱水または栄養

カロリーや水分の経口摂取が不十分；

－

－

失調を伴わない経口摂取量の減少

経管栄養/TPN/入院を要する

24 時間に 1-2 エピソードの嘔吐

24 時間に 3-5 エピソードの嘔吐

24 時間に 6 エピソード以上の嘔吐（5 分

生命を脅かす；

死亡

（5 分以上間隔が開いたものをそ

（5 分以上間隔が開いたものをそれ

以上間隔が開いたものをそれぞれ１エピ

緊急処置を要する

れぞれ１エピソードとする）

ぞれ１エピソードとする）

ソードとする）；TPN または入院を要する
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Table 6

Patient characteristics
Antiemetic therapy regimen
First-generation Aprepitant plus
5-HT3RA

palonosetron

p value

No. of patients

66

36

Duration of data collection (months)

18

24

Age (years), median (range)

62 (31–84)

67 (46–77)

p = 0.06§

Sex (M/F)

58/8

29/7

p = 0.32†

Cisplatin dose (mg/m2), median (range)

60 (56–80)

70 (60–80)

p = 0.01§

32/34

28/8

p < 0.01†

Primary cancer diagnosis
Esophagus/Stomach
§Mann–Whitney U test
†Chi-square

test

5-HT3RA: serotonin type 3 receptor antagonist
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Fig. 2

CINV incidence. CINV was defined as grade 1 or higher vomiting or grade 2 or higher
nausea. The first day after cisplatin infusion was set as day 1. Each patient was
evaluated on day 1 (acute phase), days 2 through 5 (delayed phase), and days 6 through
21 (late phase). Group differences were analyzed using Fisher’s exact probability test or
the chi-square test.
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第2章
2.1

aprepitant 血中濃度と制吐効果に関する検討

序

ニューロキニン 1 受容体拮抗薬である aprepitant は、急性 CINV および遅発性 CINV 双
方に効果があるとされ、主に遅発性 CINV に対する制吐効果が期待される。制吐効果を発
揮するために必要な受容体占有率は 90％と推測され、受容体占有率と血中濃度には相関関
係があることも報告されている[43]。日本人においては、90％の受容体占有率を得るための
血中 aprepitant 濃度は 331.1ng/mL とされ[44]、承認用量である初日 125mg、2 日目以降
80mg の投与で、血漿中濃度のトラフ値は 331.1ng/mL を超えるとされているが、血中
aprepitant 濃度と制吐効果を直接比較した報告は見当たらない。
この章では血中 aprepitant 濃度と制吐効果の相関関係について報告する。
2.2

方法

2.2.1

概要

患者の血中 aprepitant 濃度を LC-MS にて測定し、331.1ng/mL を超える群と超えない群
で制吐効果に差がみられるかをプロスペクティブに調査した。
2.2.2

被験者

2012 年 1 月から 2013 年 4 月の間に東邦大学医療センター大森病院で、初めて cisplatin
ベースのがん化学療法を受ける胃がんまたは食道がんの患者を対象とした。
登録基準は 20 歳以上の入院患者で、50mg/㎡以上の cisplatin を投与される患者とした。
以下の条件に１つでも当てはまる場合は除外した。
・オピオイド使用中の患者
・化学療法開始前より制吐作用のある薬剤を常用している患者
・cisplatin 投与前の 24 時間以内に嘔気または嘔吐を訴えた患者
・その他、医師が適当でないと判断した患者
2.2.3

臨床試験

3 日目の aprepitant 投与直前に採血し、血漿中濃度を測定した。測定結果に基づき、高
濃度群（血漿中濃度 331.1ng/mL 超）と低濃度群（血漿中濃度 331.1ng/mL 以下）に振り分
けた。
本試験のプロトコールは、東邦大学医療センター大森病院倫理委員会にて審査を受け、
承認された後に実施した（承認番号 23-104）。また、実施に先立ち大学病院医療情報ネット
ワ ー ク （ University hospital Medical Information Network ： UMIN ） に 登 録 し た
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（UMIN000007048）
。患者に対しては事前に試験の内容を文書で説明し、同意する意志を
確認し署名を得た。
2.2.4

測定機器・試薬

測定装置は LCMS-2010EV（島津製作所）
、データ解析ソフトは LCMS solution（島津製
作所）を用いた。分析用カラムは Synergi Hydro-RP100A ODS 2.5μm 2.0×50mm
（Phenomenex, USA）を用いた。
aprepitant は、US Pharmacopenia（Rockville MD，Lot. F0K081）から購入した。HPLC
グレードの acetonitrile および HPLC グレードの Distilled Water は、和光純薬工業から購
入した。その他の試薬類は特級品を和光純薬工業から購入した。
LC-MS 分析モードは Electrospray ionization（ESI）法で行った。移動相は 0.2％酢酸（pH
3）を含むアセトニトリル：Distilled Water （2：3）を用い、流速は 0.5mL/min で行った。
2.2.5

検体の処理方法

aprepitant 測定に際し、サンプルは高橋ら[19]の方法に変法を加え調製した。
2 回目の aprepitant 投与の 24 時間後（3 回目の aprepitant 内服直前）に、EDTA-Na
入り採血管を用いて 10mL 採血した。血液は室温条件下、3000rpm で 10 分間遠心後、血
漿を分離してマイナス 20℃で保存した。血漿 500μL にジエチルエーテル 3.5mL と内標準
物質を加え、3000rpm で 5 分間遠心分離後に上清を分取し、50℃の温浴上で、窒素ガス気
流下で蒸発乾固した。残渣を移動相 500μL で溶解し、0.22μm のフィルターを通した後に
測定用サンプルとした。
2.2.6

測定精度

測定精度は 5 種類の濃度（0.05、0.1、0.5、2、4 μg/mL）を設定し、日内に連続的に 5
回 aprepitant 濃度を測定した場合の変動係数（coefficient of variation：CV％）、および異
なる 5 日間に測定した場合の CV％を、それぞれ日内再現性（Within-day variation）
、日間
再現性（Between-day variation）として評価した。
2.2.7

測定法（嘔気）

嘔気の測定には、MASCC antiemesis tool（MAT）を使用した。MAT スコア≧3 の時に
「CINV あり」と判断した。
2.2.8

統計解析

患者背景の比較には Mann-Whitney の U 検定および Fisher の直接確率検定あるいはカイ
二乗検定を用いた。両群間の CINV 発現率の比較にはカイ二乗検定を用いた。p < 0.05 を
有意差ありとした。これらの解析は SPSS Ver.16.0J（エス・ピー・エス・エス（株）
、東京）
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を用いた。
2.3

結果

2.3.1

血中 aprepitant 濃度測定法の正確性

精度管理用血清をマトリックスとして使用し、50～4000 ng/mL の濃度範囲において検量
線を作成した。決定係数は R2=0.9996 であり、良好な直線性が得られた (Fig. 3)。
日内変動は、すべての試料において CV％は 3.8％以下だった。日間変動は、すべての試料
において CV％は 7.5％以下だった (Table 7)。
2.3.2

患者背景

患者背景を Table 8 に示す。年齢の中央値は、高濃度群が有意に高かった。脳転移を指摘
された患者はいなかった。また、CYP3A4 誘導薬（phenytoin、carbamazepine、rifampicin
など）や、CYP3A4 阻害薬（itraconazole、clarithromycin など）とされている薬剤を服用
している患者はいなかった。胃切除術後の患者はいなかった。
2.3.3

臨床成績

MAT スコアを Fig. 4 および Fig. 5 に示す。33 名中 18 名の患者は、7 日間の観察期間中
に全く CINV を訴えなかった（MAT = 0）
。高濃度群（6 名）では、aprepitant 服用期間（day
1 から day 3）に CINV を訴えた患者はいなかった。しかし低濃度群（9 名）では、aprepitant
服用期間（day 1 から day 3）に 4 名の患者が CINV を訴えた。
急性期（day 1）と遅発性期（day 2 から day 7）で、CINV 発現率は高濃度群と低濃度群
で差は認められなかった(Fig. 6)。しかし、CINV（MAT スコア 3 以上）を訴えた 13 名の
患者のみで見ると、
aprepitant 服用期間中に高濃度群で有意に CINV が制御されていた(Fig.
7)。
2.4

考察

第 2 章では、血中 aprepitant 濃度と臨床的な制吐効果の関係を検討した。著者の知り得
る限り、血中 aprepitant 濃度と臨床効果を直接比較した初の報告となる。
血中 aprepitant 濃度が上昇・維持されていることが見込める day 1～day 3 で、CINV を
訴えたのは低濃度群の患者のみであった。これにより、aprepitant の制吐効果が血中濃度
と関連があることが示唆された。しかし、aprepitant の血中濃度には大きな個人差があっ
た。個人差が生じる原因については明確にされていないが、aprepitant が主として CYP3A4
により代謝されることから[16]、遺伝要因あるいは環境要因に基づく CYP3A4 活性が影響
している可能性がある。また、CINV のリスク因子として性別、年齢、cisplatin 投与量な
どが知られており、過去の報告では高齢者は若年者に比べて CINV 制御率が高いとされて
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いる。本研究での患者背景において、高濃度群は低濃度群に比べて高齢の患者が多かった。
Nakade らは、年齢が aprepitant のクリアランスに与える影響を報告しており、高齢にな
ると aprepitant のクリアランスが低下するとしている[51]。このことは、高濃度群の年齢
が有意に高くなるという事象を説明する理由と考えられる。
。
本研究では、aprepitant 服薬期間（day 1 ～day 3）に着目して血中 aprepitant 濃度と
制吐効果の関係を検討したが、day 4 以降については血中 aprepitant 濃度を調査しなかっ
た。採血自体が侵襲的な処置であるため、むやみに採血点を増やせなかったが、aprepitant
の半減期を考慮することで day 4 以降の血中 aprepitant 濃度測定の必要性について考察す
ることができる。すなわち、Majumdar らは、aprepitant を 3 日間投与した後の半減期を
8.6 時間と報告している[52]。この値が日本人にも適用できるとすれば、最終服用から 24
時間以上が経過している day 4 以降の血中 aprepitant 濃度が 331.1 ng/mL を上回っている
とは考えにくく、少なくとも day 5 以降には全ての患者で同濃度を下回っていたと考えら
れる。aprepitant の制吐効果が血中濃度に依存するのであれば、ガイドラインで示されて
いる投与期間である 3 日間を延長するか、あるいは１回投与量を増量することで、制吐効
果が得られる可能性がある。
がん化学療法時の制吐療法は、主に予防的投与について検討されており、治療的投与に
ついては知見が乏しい。aprepitant を突出性 CINV に対して治療的に投与することが可能
か否か検討するためには、aprepitant とニューロキニン 1 受容体の結合親和性についても
確認が必要である。高度催吐性リスク抗癌剤投与時には、嘔吐中枢に作用するサブスタン
ス P の血中濃度が高い群で遅発性 CINV を呈することが報告されている[19]。今後、
aprepitant とサブスタンス P それぞれについニューロキニン 1 受容体との結合親和性を比
較することができれば、aprepitant を突出性 CINV の治療に用いるという選択枝につなが
る可能性が考えられる。
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Table 7 Results of quality control samples abtained during within-day and between-day validation
Nominal concentration (μg/mL)

0.05

0.1

0.5

2

4

Mean ± SD (μg/mL)

0.048 ± 0.002

0.107 ± 0.003

0.555 ± 0.017

2.010 ± 0.017

4.141 ± 0.127

Precision (CV%)

3.8

2.4

3.1

0.9

3.1

Accuracy (%)

4.1

6.8

10.9

0.5

3.5

Mean ± SD (μg/mL)

0.049 ± 0.001

0.104 ± 0.004

0.520 ± 0.039

2.099 ± 0.133

3.925 ± 0.258

Precision (CV%)

2.7

3.6

7.5

6.3

6.6

Accuracy (%)

2.8

4.1

4.1

4.9

1.9

Within-day

Between-day
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Table 8 Patient characteristics
Characteristic

Low concentration group

n
Age (years)

High concentration group

21

12

62 (54.0–68.0)

Gender (male/female)

p

70 (68.0–73.5)

0.01§

16/5

7/5

0.28†

15/6

5/7

0.09†

Cisplatin dose (mg)

100 (90–120)

95 (80–100)

0.07§

Body weight (kg)

54.4 (48.6–62.0)

54.8 (47.0–62.2)

0.97§

Body mass index (kg/m2) 20.7 (19.0–23.4)

21.4 (20.8–22.8)

0.34§

Primary cancer site
(esophagus/stomach)

Aprepitant (ng/mL)

198.2 (142.4–259.5)

653.8 (516.2–796.9)

Data are expressed as median and interquartile range unless otherwise stated.

§The Mann–Whitney U test
†

Fisher’s exact probability test or the chi-square test
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Fig.6 Percentage of CINV prevention. MAT score of >3 is considered to represent CINV.

The observation period was divided into two distinct phases: acute phase, day 1;
delayed phase, days 2–7 after cisplatin administration
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Fig.7 Percentage of CINV prevention during aprepitant administration term (days
1–3) at 13 patients who experienced CINV during overall term (days 1–7)
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総括
本研究により、以下の知見が得られた。
・ cisplatin を投与された食道がん患者、および胃がん患者において、ガイドラインに示さ
れた予防的制吐療法の投与が終了する day 6 以降にも、40％程度の患者に CINV が見ら
れ何らかの対応が必要と考えられた。
・ ガイドラインに従い予防的制吐療法を施行された患者では、CINV 出現頻度のピークが
day 7 と考えられた。少なくとも day 7 までを見据えた嘔気対策をとる必要性が示唆さ
れた。
・ 同一内容の予防的制吐療法を施行された患者でも、CINV が発現する患者と発現しない
患者に分かれた。両群の血中 aprepitant 濃度を測定し比較したところ、CINV が発現
した患者での血中濃度がより低値だった。これより、血中 aprepitant 濃度が低いこと
が制吐効果を示さない一因である可能性が示唆された。
これらの知見より、CINV の予防効果をさらに高めるために aprepitant 投与期間の延長あ
るいは aprepitant 投与量の増量が有効である可能性が示唆された。
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