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Abstract:
<Introduction> Since January 2013, the implantation of carmustine wafers for malignant gliomas was approved in
Japan. The new therapeutic means is expected to improve the prognosis of malignant gliomas. On the other hand,
there are several reports on the tips at the time of the implantation of the wafers, and on the adverse events after
implantation of the wafers. Furthermore, the long-term outcome of this drug has not yet been sufficiently examined
in Japan. We compared our experience of carmustine wafers with past reports in imaging findings, clinical courses,
and problems after use.
<Materials and methods> We examined 21 cases which were diagnosed as malignant glioma of WHO grade � or � by
intraoperative pathological diagnosis, and were implanted carmustine wafers in tumor removal space. 18 cases were
initial cases, and in other 18 cases, total or subtotal removal has been made. In earlier cases, we avoided the
implantation of the wafers to the eloquent areas because the brain edema was likely to deteriorate after surgery.
However, in the later cases, we have implanted the wafers also in the eloquent areas. The number of cases per defi-
nite pathological diagnosis were as follows; glioblastoma (GBM): 14, anaplastic oligoastrocytoma: 2, gliosarcoma: 2,
anaplastic astrocytoma: 1, GBM with oligodendroglial component: 1, diffuse astrocytoma: 1. In each cases, we
reviewed the changes of CT and MRI findings, and clinical courses.
<Results> The amount of gas which was derived from carmustine wafers reached a maximum at 1-2 weeks after
surgery in many cases. On the imaging findings, exacerbation of brain edema after surgery was observed in 8 cases.
In one case, short-term memory impairment was observed, and in another case, the symptoms caused by the supple-
mentary motor area were observed. However, in the both cases, the symptoms were temporary, and improved along
with the reduction of brain edema. In other cases, worsening of neurological symptoms such as motor weakness was
not observed except mild headache. There was no patients who needed second surgery for complications. In every
cases, brain edema was under control by hyperosmolar solution, and there was no cases who needed steroids.    
<Conclusions> Although we expect that carmustine wafers will prolong the survival of malignant gliomas, we need
to be careful about the adverse events such as brain edema after implantation of wafers. Since the effectiveness of
this drug has not yet been fully investigated in Japan, it is necessary to consider it in the near future.
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【はじめに】

2013年1月より、本邦でも悪性神経膠腫に対する

carmustine waferの使用が保険適応となった。これまで、

悪性神経膠腫に対しては、可能な限り腫瘍を摘出した後

でStupp regimenに則った放射線化学療法を行うという治

療法が主体となっていたが、新たな治療手段の登場によ

り、悪性神経膠腫の治療予後が改善されることが期待さ

れる。一方で、腫瘍摘出腔内にcarmustine waferを留置す

る際の工夫や、術後の有害事象などに関する様々な報告

があり、これらに注意して同薬を使用する必要がある。

また保険適応となってからの年数が浅いため、本邦での

長期的な治療成績に関しては、まだ十分な検討がなされ

ていない。これまでに当院で同薬を使用した症例に関し

て、臨床経過や問題点などを検討した。

【対　　象】

対象は2013年1月1日から2015年8月31日までに、術中

迅速病理診断にてGradeⅢ以上の悪性神経膠腫と診断し、

腫瘍摘出腔にcarmustine waferを留置した21例。21例のう

ち18例が初発例であり、男性が17例と多かった（Fig. 1）。

発症時年齢は中央値60歳（28-80歳）で、観察期間は中央

値252日（40−659日）であった。18例でgadolinium造影

範囲の全摘出または亜全摘出がなされた。永久病理標本

による確定病理診断はglioblastoma multiforme （GBM）:

14例、anaplastic oligoastrocytoma: 2例、gliosarcoma:2例、

anaplastic astrocytoma: 1例、GBM with oligodendroglial

component （GBMO）: 1例、diffuse  astrocytoma: 1例であ

った。diffuse astrocytomaはGradeⅡであり、本来は同薬

の適応はないが、再発症例であったためか、術中迅速病

理診断ではGrade Ⅲ以上と診断されたため同薬を留置し

た。

当院での同薬の使用法としては、初期の使用例では、

脳浮腫による症状の増悪を見込んでeloquent areaへの留

置を避けるようにしていたが、症例を重ねるにつれて、

外科的に積極的な摘出が困難となるeloquent areaにこそ、

積極的に留置するように方針を転換した。術後に薬剤が

移動しないように、留置したcarmustine waferの全面を酸

化セルロースで覆い、fibrin glueで腫瘍摘出腔に密着させ

ている。術後の抗脳浮腫療法としては、濃グリセリンや

マンニトールなどの浸透圧利尿薬の点滴静注を標準治療

としており、脳浮腫による症状の急激な増大を認めない

限りは、基本的にはステロイドを使用しない方針として

いる。

各症例における画像所見や臨床症状の経時的変化、治

療効果などに関して検討した。

【結　果】

画像所見の変化としては、carmustine wafer留置後に腫

瘍摘出腔内にgasが貯留したり、嚢胞が形成されやすいこ

とがこれまでに示されており（1）、また特に本邦での報告

では腫瘍摘出腔周囲の脳浮腫を認める症例が多いとされ

ている（2）。当院での使用例でも全例において、腫瘍摘出

腔のgas貯留を認めたが、gas貯留のピークは術後1−2週

間に認めることが多く、術後2週間以降にピークを認めた

のは2例のみであった（fig. 2）。これらのうち、gas貯留が

原因と考えられる症状が出現した症例は認めなかった。

今回の検討では、術直後または翌日のCTやMRIの脳浮腫

が最も強く、その後に脳浮腫が軽減した症例は脳浮腫な

しと判断し、手術の2日後以降に脳浮腫が最大となった症

例を脳浮腫ありと判断した。その結果、脳浮腫ありと判

断した症例は8例であり、このうち7例が術後1−2週間に

脳浮腫のピークを迎えた（fig. 2）。画像所見上は脳浮腫を

認めても、頭痛などの非特異的な症状を除けば無症候性

であることが多かったが、症候性と判断した症例も2例認

Fig. 1: The background of patients such as age distribu-
tion, gender, and lesion location is similar to usual
glioma group. In pathological diagnosis, GBM
accounted for 67%.



めた。内訳としては、28歳男性の左側頭葉に発生した

anaplastic astrocytomaの1例で短期記憶障害を認め、また

63歳男性の右前頭葉に発生したgliosarcomaの1例で補足運

動野由来の症状を認めた。しかし、いずれも一時的な症

状であり、浸透圧利尿薬の強化により脳浮腫を軽減させ

ることで症状も軽快した。

他の合併症として、脳脊髄液漏、創傷治癒遅延、頭蓋

内感染なども報告されている。これらに関しても、car

mustine waferを留置していない症例でも認めることがあ

るため、これらの事象の全てが同薬の影響とは断定でき

ないが（3）、今回の検討では、同薬の使用との因果関係が

疑われるようなこれらの有害事象により、再手術が必要

となった症例は皆無であった。

治療効果の検討に関しては、観察期間の中央値が252日

（40−659日）とまだ十分ではなく、21例のうち少なくと

も14例が生存しており、9例では再発が確認されていない

ため、現時点ではOverall Survival（OS）やProgression

Free Survival（PFS）の有意な比較検討はできなかった。

参考までに2007年4月1日から2009年12月31日の期間に当

院で開頭腫瘍摘出術を行い、後療法としてStupp regimen

に則った放射線化学療法を行ったmalignant glioma

（GradeⅣ）35例の治療成績をまとめたデータとKaplan-

Meier曲線を比較すると（fig. 3, fig. 4）、これまでの観察

期間内ではcarmustine wafer留置群でOSの延長を認める

ようであったが、有意ではなかった（p=0.35）。この比較

検討は背景となる条件が異なるものであり、いずれにし

ても統計学的に有意なものではないが、症例数が増加し、

観察期間が延長したところで、改めて同薬の治療効果に

ついて検討したい。

【考　察】

carmustine wafer留置後の画像所見の変化として、脳浮

腫の出現頻度が本邦では特に高いとされている。国内第

Ⅰ／Ⅱ相臨床試験では、25.0％の症例で脳浮腫を認めた

とのことであり（2）、今回の我々の検討でも、21例中8例

（38.1％）で脳浮腫を認めた（fig. 5）。海外の臨床試験で

はプラセボ群と比較して、脳浮腫の頻度に差が見られな

かったとの報告もあり、この差の原因としては、術後の

ステロイド投与の有無やwaferの腫瘍摘出腔への固定の強

さ、術後の画像検査の頻度や精度の違いなどが挙げられ

ている。

ステロイドに関しては、本邦でも使用する施設が多い

ようであるが、当院では副作用出現の可能性を考え、基

本的にはステロイドの投与を行っていない。ステロイド

を使用しない方針でも、脳浮腫による症状が持続した症

例を認めておらず、今後もステロイドの使用は、脳浮腫

の程度などを見ながら適宜判断していく方針である。

−21−

Fig. 2: With regard to gas storage of tumor removal space,
90% of the cases have reached a peak within two
weeks after surgery. The brain edema also reaches
a peak within two weeks. Fig. 3: Kaplan-Meier curve shows that carmustine wafer

tends to prolong OS, but not significant.

Fig. 4: Kaplan-Meier curve shows that the implantation of
carmustine wafer does not significantly affect PFS.



waferの腫瘍摘出腔への固定に関しては、術後にwafer

が移動することにより有害事象を起こす可能性を考慮し、

当院では留置したcarmustine waferの全面を酸化セルロー

スで覆い、fibrin glueでしっかりと固定させている。しか

し、この固定が強固であるとgasが外部に逃げにくくな

り、腫瘍摘出腔内に貯留する原因となっているという指

摘もあり、またwaferを強く抑えつけることが、炎症反応

の誘引となり、術後の脳浮腫を増悪させるという報告も

ある。実際に我々の経験の中で、waferの固定が不十分で

あったために合併症が生じたという経験はなく、これに

関しては、今後も最適な使用法を検討していきたい。

waferをeloquent areaに留置するか否かに関しては、症

例の蓄積と共に当科での方針が変遷している。初期の使

用例では、wafer留置部の脳浮腫増悪により症候性となる

可能性を考慮して、eloquent areaへの留置は避けていた

（fig. 6）。しかし最近は、eloquent areaは外科的に積極的

な摘出を行うのが困難であるからこそ、同薬を積極的に

留置すべきであると考えている。特に悪性神経膠腫の治

療においては、開頭腫瘍摘出術からStupp regimenに則っ

た放射線化学療法を開始するまでに2週間程度の治療空白

期間があることが多く、この空白期間中に、残存してい

る腫瘍細胞が増殖するのを抑制させる手段の一つとして

同薬留置の意義があるものと考えられる。

治療効果に関しては、海外の報告などを見ると、car

mustine waferの留置は生存期間の延長に寄与するとさ

れる（4）（5）（6）。今回の我々の検討では、症例数が少な

く観察期間も十分ではないため、生命予後への寄与に関

しては統計学的に有意な検討を行うことができなかった

が、傾向としては、結果にて示した通り、生存期間の延

長につながっている可能性が十分にあり、今後も症例を

蓄積して改めて検討したい。

【結　論】

当院でのcarmustine waferの使用経験について報告し

た。新たな治療手段の登場により、悪性神経膠腫の治療

効果改善が期待される一方で、同薬使用による有害事象

の発生を防ぐために術中・術後に留意すべき点もある。

特に画像所見の推移などに関しては十分に理解していな

いと、脳腫瘍の再発や感染症の合併などと誤解され、本

来は不要であるはずの追加の外科的治療が行われる可能

性もある。また、同薬は本邦で使用可能となってからの

期間がまだ短いため、治療効果に関しては、まだ十分な

検討がされていない。今後、症例を積み重ね、同薬の治

療効果に関しても改めて検討したい。
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Fig. 5: The amount of gas storage in the tumor removal
space and perifocal brain edema have gotten worse
up to 10 days after surgery. Fortunately, there was
no appearance of any symptoms during the course.

Fig. 6: In earlier cases, we have avoided the implantation
of the carmustine wafers to the eloquent areas.
Since the red circle is supplementary motor area,
we avoided the implantation of the wafers.
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