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IVR関連

された試験のため現在の標準治療と比較すると分子
標的薬が前治療として使用されている割合が少ない。
DEBIRI群の方が肝外転移の出現が遅いという結果が
興味深い。

Randomized controlled trial of irinotecan drug-
eluting beads with simultaneous FOLFOX and 
bevacizumab for patients with unresectable 
colorectal liver-limited metastasis.
Martin II RCG, et al. Cancer. 2015, 15: 3649-58.
内　容
　DEBIRI＋FOLFOX±Bev vs FOLFOX±Bevのランダ
ム化第2相試験。比較試験に先立って10名の患者に対
してDEBIRI＋mFOLFOX6±Bevの第 1相試験が行わ
れており，安全に併用可能であるという結果が得られ
ている（J Gastrointest Surg 2012に掲載）。前治療とし
て化学療法歴がない患者60名が登録された。DCビー
ズ100−300㎛1Vにイリノテカン100㎎を含浸させ最大
1V。左右の肝動脈から投与。肝外転移のある患者が
DEBIRI併用群で55％，FOLFOX単独群で31％含まれ
ていた。DEBIRIは最低2回行われ，ベバシズマブは
7−9割の症例で使用された。オキサリプラチンの減量
はDEBIRI併用群で 21％，FOLFOX単独群では 10％
で行われた。治療開始2，4，6ヵ月後の全てにおいて
mRECISTにおける奏効率（CR＋PR）は有意にDEBIRI
併用群が良好であった。肝転移のPFSはDEBIRI併用
群が有意に良好（17ヵ月vs 12ヵ月）であったがOverall 
でのPFSは2群間に有意差はなかった（15ヵ月 vs 12ヵ
月）。腫瘍縮小による外科的切除移行率はDEBIRI併用
群が35％，FOLFOX単独群が6％であった（P＝0.05）。

考　察
　化学療法歴のない患者を対象として，標準治療であ
るFOLFOX±BevにDEBIRIの併用の上乗せ効果があ
るか否かを調査した興味深い論文である。論文中にも
記載されているが，DEBIRI併用群に肝外転移を有す
る症例が半数以上含まれていたためにPFSや切除移行
率で期待されていた結果がでなかったと考えられる。
肝外転移のない症例での比較試験が望まれる。

PARAGON II - A single arm multicentre phase 
II study of neoadjuvant therapy using irinotecan 
bead in patients with resectable liver metasta-
ses from colorectal cancer.
Jones RP, et al. Eur J Surg Oncol. 2016, 42: 
1866-1872
内　容
　切除可能な大腸癌肝転移（個数4つまで）に対して術
前治療としてDEBIRIを行い，R0切除率を調査した
単アームの第2相試験。外科的切除術4週間前に100−
300㎛ビーズ1V（2㎖）にイリノテカン200㎎を含浸した
ものを腫瘍区域に選択的に投与（イリノテカン投与量
の中央値は119㎎）。結果は74％がR0マージン，26％

はじめに
　2014年に本邦に2種類の薬剤溶出性ビーズ，DCビー
ズ（BTG，エーザイ），ヘパスフィア（Merit Medical，日
本化薬）が導入され臨床使用可能となった。共にイオン
交換機序により陽性電荷の薬剤が吸着可能であり，現
在，肝細胞癌に対してエピルビシンを含浸させたTACE
が広く用いられている。一方，海外では大腸癌肝転移を
代表とする転移性肝がんに対してイリノテカンを含浸さ
せた薬剤溶出性ビーズ（drug−eluting beads, irinotecan: 
DEBIRI）を用いたTACEが盛んに行われており，良好
な成績が報告されている。本邦においても今後期待が
もたれる治療法となり得るため，大腸癌肝転移に対す
るDEBIRIに関する主な海外論文を紹介する。

Intra-arterial infusion of irinotecan-loaded drug 
eluting beads（DEBIRI）versus intravenous ther-
apy（FOLFIRI）for hepatic metastases from col-
orectal cancer: final results of a phase III study.
Fiorentini G, et al. Anticancer Res. 2012, 32: 
1387-95.
内　容
　DEBIRI（TACE）vs FOLFIRI（全身化学療法）の第3相
試験。イタリアの多施設共同ランダム化比較試験で74
名が登録。前治療として2又は3ラインの全身化学療法
が施行されている（FOLFOX±Bevが施行されたのは約
7割）。イリノテカンは前治療で用いられていない。全
例で肝外転移なし。DCビーズ100−300㎛1Vにイリノ
テカン100㎎を含浸させ最大2Vまで使用。DEBIRI群
は平均2セッション，FOLFIRI群は平均4サイクル施行
された。奏効率（CR＋PR）はmRECISTで68％ vs 20％。
OSおよびPFSはDEBIRI群が有意に良好であった（PFS 
7 vs 4ヵ月，2年生存率56 vs 32％）。肝外転移出現まで
の期間もDEBIRIの方が長かった（13 vs 9ヵ月）。

考　察
　DEBIRIに関する唯一の第3相試験であり貴重なデー
タといえる。論文中にも記載があるが2005年に計画
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がR1であった。切除直前に撮像されたCTにおける
RECISTによる奏効率は2.5％であったが，組織学的に
は17％で完全壊死が得られていた。MSTは50.9ヵ月，
5年生存率は34.3％であり全身化学療法による術前治
療と遜色ないという結論。

考　察
　DEBIRIの効果を切除標本で組織学的に確認した貴
重な前向き試験といえる。DEBIRI後の効果判定は腫
瘍サイズ（RECIST判定）では評価できないことも証明
された。

Transarterial treatment of colorectal cancer 
liver metastases with irinotecan-loaded drug-
eluting beads: technical recommendations.
Lencioni R, et al. J Vasc Interv Radiol 2014, 25: 
365-369.
内　容
　2012年4月に欧米8人のコアメンバーが参加したミー
ティング内容をもとに作成。DEBIRI患者選択は肝以
外に転移がないか肝転移主体（全身の腫瘍体積の8割
以上を占める）の症例。経静脈性鎮痛薬および動脈リド
カイン投与にて疼痛コントロールを行う。ビーズサイ
ズは100−300㎛のDC Beadか70−150㎛のDC Bead M1
が推奨。2㎖のビーズにイリノテカン100㎎を含浸させ
る。片葉病変の場合100㎎イリノテカンを3−4週間間
隔で2回行う。両葉の場合は片葉の治療を2週間間隔
で4回繰り返す。ビーズ1バイアルを造影剤または蒸
留水10−20㎖で希釈。塞栓のエンドポイントはnear−
stasis（2−5心拍）。全量投与された場合でも追加塞栓は
行わない。効果判定は4週間後に造影CTで行う（効果
があると腫瘍が膨隆しサイズがむしろ増大して描出さ
れることがある）。

考　察
　疼痛コントロールの必要性やTACE 1セッションの
最大使用量など合併症予防に関する内容が含まれてお
り，DEBIRIを導入する IVR医は参考にすべき内容で
ある。

Efficacy and toxicity of hepatic intra-arterial 
drug eluting（irinotecan）bead（DEBIRI）therapy 
in irinotecan-refractory unresectable colorectal 
liver metastases.
Bhutiani N, et al. World J Surg. 2016, 40: 1178-
1190.
内　容
　DEBIRIを行った多国籍・多施設からの登録296患者
を後ろ向きに検討。前治療の全身化学療法としてイリ
ノテカンが使われていたかどうかで2群に分けて評価。
イリノテカン使用群は全例でFOLFIRI±Cetuが行わ
れ，そのうち約6割ではFOLFOX±Bevも行われてい
た。イリノテカン未使用群は大部分でFOLFOX±Bev

が行われていた。3ヵ月の奏効率は44％ vs 45％（うち
CRは16％ vs 17％）であり差は認めなかった。次に前治
療の化学療法ライン数による比較を行い，3ヵ月の奏効
率は未治療47％，1ライン39％，2ライン46％，3ライ
ン以上39％と差は認めなかった。

考　察
　本邦で開発された 5FUを用いたリザーバー動注
（WHF療法）は，FOLFOX/FOLFIRI施行後の症例に対
する奏効率が18％程度と報告されている（Nishiofuku 
et al. CCC2010, 9: 305 -310）。それと比較するとDEBIRI
は前治療でのイリノテカン使用の有無や化学療法ライ
ン数に影響されず，標準的治療不応後の症例において
も十分効果が期待できる治療といえる。

Review of the clinical evidence for the use of 
DEBIRI in the treatment of colorectal metastat-
ic disease.
Young S, et al. Cardiovasc Intervent Radiol. 
2017, 40: 496-501.
内　容
　2017年までに論文掲載されたDEBIRIの臨床試験の
レビュー。RCTはMartin et al.の無作為第2相試験と
Fiorentini et al.の第3相試験。前向きの単アーム試験
もしくは前向きレジストリーのデータを用いた論文は
9編ある。後ろ向き試験ではNarayanan et al.の論文の
みが紹介されている。DEBIRIの現況と展望として次
の内容が述べられている。1. 対象症例を肝転移主体（全
腫瘍の50％以上または80％以上と定義）とされている
が，肝外転移有りの症例に対するDEBIRIの有用性の
エビデンス構築が必要。2. リコメンデーションでは
TACEセッションあたりのイリノテカン使用量を最大
100㎎と定めているが，増量計画に基づく臨床試験や
比較試験はない。3. 小さいサイズのビーズが効果，有
害事象ともに優れているとされているが，前向きに比
較した臨床研究ははい。4. 潜在的な肝転移に対する効
果やSN38への活性化のため左右肝動脈の中枢側から
の投与が推奨されているが，根拠となるデータはない。

考　察
　DEBIRIは欧米では約10年の使用経験があるが，RCT
や前向き試験に関する論文は限られている。今後解明
すべき重要な研究テーマも多く残されている。

最後に
　転移性肝転移に対するDEBIRIの安全性と有効性は
海外論文から読みとることができるが，現時点で本邦
では普及に至っていない。その理由としてイリノテカ
ンが点滴静注のみの適用となっていることが挙げられ
る。臨床現場では標準的化学療法に抵抗性の肝転移患
者は少なくなく新規治療法の開発・導入が望まれてい
る。今後，IVR学会の働きかけにより多くの国内の施
設でDEBIRIが公的に施行可能となることを願う。


