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は じめに

｢眼部」すなわち眼球と結膜、眼瞼、

眼窩、涙道には、多くの種類のがんが

発生し、その治療も多種多様です。こ

こでは代表的ないくつかの「眼部のが

ん」の治療について解説します。

診 断

網膜芽細胞腫

眼底検査で乳幼児の眼内に白色腫瘤

があり、CTで石灰化があること、造影

CTまたは造影MRIで腫瘤が増強され

ます。眼内液のNSEを測定すること

で診断精度をあげることができます。

通常生検は行いません。

脈絡膜悪性黒色腫（ぶどう膜悪性

黒色腫）

眼底検査で黒色腫瘤があり、高さが

３mm以上、増大傾向がある場合に悪

性黒色腫が疑われます。確定診断のた

めに造影MRIやPET検査、ヨードアン

フェタミンを用いたSPECT検査を行

います。

眼内悪性リンパ腫

ステロイド治療抵抗性の眼内混濁

（硝子体混濁）がある場合、悪性リンパ

腫を疑います。診断は硝子体手術に

よって眼内液を採取し、眼内液の

IL-10/IL-6濃度や病理組織学的検査に

よって行います。

眼周囲（結膜、眼瞼、眼窩）の悪

性リンパ腫

この領域に発生する悪性リンパ腫の

多くは低悪性度MALT型ですが、とき

に高悪性度のマントル細胞リンパ腫や

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫が

発生します。肉眼的には被膜に包まれ

たサーモンピンク様の腫瘤を形成しま

すが、炎症との鑑別が困難な場合があ

ります。診断には腫瘍生検を行い、病

理組織学的検査・フローサイトメト

リー・免疫グロブリン遺伝子サザンプ

ロットの結果から診断します。

眼瞼癌

眼瞼には表面の皮膚から基底細胞癌

が、内部のマイボーム腺から脂腺癌が、

裏側の瞼結膜から扁平上皮癌が発生し

ます。頻度は基底細胞癌≒脂腺癌≫扁

平上皮癌となっています。肉眼的に基

底細胞癌は黒色調腫瘤、脂腺癌は黄色

調腫瘤、扁平上皮癌は表面に凹凸があ

り白色〜ピンク調腫瘤を形成します。
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診断は生検を行い、病理組織学的に行

います。

結膜癌と結膜悪性黒色腫

結膜癌には上皮内癌（前駆病変）の

場合と進行した浸潤癌の場合がありま

す。どちらも肉眼所見や生体顕微鏡検

査の所見でおおむね診断がつきます

が、必要な場合は生検を行います。大

型腫瘍の場合は後方への伸展をみるた

めにCTやMRIを行います。悪性黒色

腫の場合も、肉眼所見と生体顕微鏡検

査の所見および生検による病理検査で

診断します。

眼窩悪性腫瘍

涙腺、眼窩内、涙嚢などの眼窩内組

織にも悪性腫瘍が発生します。造影

CTや造影MRI検査所見で臨床診断し、

生検もしくは全摘出を行い、病理組織

学的に確定診断します。

外 科的治療

１．網膜芽細胞腫

重症眼では眼球摘出、結膜嚢を形成

し、義眼を装用します。

２．脈絡膜悪性黒色腫（ぶどう膜

悪性黒色腫）

15mmを超える大型腫瘍などでは眼

球摘出が推奨されます。結膜嚢を形成

し、義眼を挿入します。

３．眼内悪性リンパ腫

確定診断のため硝子体手術による生

検を行います。治療として硝子体切除

を行うこともあります。

４．眼周囲（結膜、眼瞼、眼窩）

の悪性リンパ腫

診断のために部分切除を行います。

低悪性度リンパ腫の場合、一塊摘出で

治療を終了することもあります。

５．眼瞼癌

３〜５mmの安全域をもうけた眼瞼

の切除、病状により術中冷凍凝固を行

います。眼瞼の欠損は上下対側の眼

瞼、耳介軟骨や口唇粘膜、外嘴切開、

前額皮弁などを利用して形成します。

６．結膜癌と結膜悪性黒色腫

冷凍凝固や薬物治療で腫瘍を縮小さ

せた後に切除、あるいは拡大切除を病

状に応じて選択します。結膜欠損が大

きい場合は羊膜または口唇粘膜の移植
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を行います。瞼結膜の腫瘍では眼瞼の

切除となるため眼瞼癌と同様の形成的

処置を行います。

７．涙腺癌

眼の耳上側皮膚を切開、眼窩側壁の

骨を切除、腫瘍を摘出し、切除した骨

片を再び縫合します（外方アプロー

チ）。または開頭して眼窩上壁の骨を

切除して行います（経頭蓋底アプロー

チ）。

内 科的治療

１．網膜芽細胞腫

眼球保存治療では当院で抗がん剤点

滴（VEC療法）と赤外線レーザー（経

瞳孔温熱療法）を行い、病状により国

立がん研究センター中央病院 眼腫瘍

科とともに抗がん剤の眼動脈選択動

注、小線源縫着などを行います。また

眼球摘出後に視神経浸潤や脈絡膜浸潤

があった場合には、全身化学療法を行

います。

２．脈絡膜悪性黒色腫（ぶどう膜

悪性黒色腫）

転移を生じた場合、抗がん剤（ダカ

ルバジンなど）の点滴や肝動脈動注を

行います。切除不能な転移症例に関し

ては、分子標的薬（ニボルマブなど）

を用いることもあります。

３．眼内悪性リンパ腫

抗がん剤（メトトレキサート）の局

所投与や全身投与を行います。脳病変

発生予防のため抗がん剤の大量投与

（点滴および髄注）などを行うことも

あります。脳病変があれば放射線治療

を併用することもあります。

４．眼周囲（結膜、眼瞼、眼窩）

の悪性リンパ腫

高悪性度リンパ腫の場合、および病

期Ⅱ以上の低悪性度リンパ腫の場合、

R-CHOPなどの全身化学療法を行い

ます。

５．眼瞼癌

脂腺癌や扁平上皮癌で再発や転移が

ある場合、抗癌剤内服治療を併用する

ことがあります。

６．結膜悪性黒色腫

術前、術後にインターフェロンβの

病巣周囲注を行います。冷凍凝固術を

併用することもあります。
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７．結膜扁平上皮癌

術前に抗腫瘍薬のマイトマイシン

（MMC）点眼やフルオロウラシル（５

FU）局所注射などで腫瘍を縮小させ

ることがあります。

放 射線治療

眼科領域は網膜・視神経といった視

力に関係する重要な組織や、水晶体の

ような放射線感受性が高い組織が存在

するため、この領域に放射線治療を行

うにあたっては、その組織の機能を温

存しかつ腫瘍制御をはかるために、よ

り精度の高い治療が要求されます。眼

科領域の悪性腫瘍は稀な疾患が多いで

すが、放射線治療が実施されているも

のとしては、眼付属器原発悪性リンパ

腫、眼内悪性リンパ腫、脂腺癌、脈絡

膜悪性黒色腫、転移性脈絡膜腫瘍など

が挙げられます。以下に各疾患に対す

る放射線治療に関して記述します。

眼付属器原発悪性リンパ腫

眼付属器に生じる悪性リンパ腫の多

くはMALT （mucosa associated

lymphoid tissue）リンパ腫です。

MALTリンパ腫は、遠隔転移が少なく、

原発巣が長年かけて緩徐に増大するこ

とから、原発巣制御が重要です。原発

巣の局所制御には、放射線治療が一般

的には用いられています。放射線治療

計画はCT画像上で行われ、当院では、

GTV（gross tumor volume）は病変

部分、CTV（clinical target volume）

は 眼 窩 全 体 や 結 膜 全 体、PTV

（planning target volume）はCTVに

１〜1.5cmのマージンを設定してい

ます。照射方法は、前方１門や前方斜

入２門照射などです。線量は腫瘤形成

のものは30Gy/20回、表在型のものは

24Gy/12回で行うことが多いです。

眼内悪性リンパ腫

中枢神経に再発する可能性があるた

め、基本的には全脳照射＋両側眼球の

範囲に照射が行われます。中枢神経病

変を化学療法にて制御する場合は、眼

内病変の制御目的に、病変のある眼球

に対してのみ放射線治療が行われま

す。病変が片眼のときには前方１門、

両側眼球に病変のある場合は左右対向

２門にて40Gyの線量が投与されます。

脂腺癌

病変の大きさ、行った手術によって

は、術後放射線治療が行われます。前

方１門や前方斜入２門照射にて
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50-60Gyの線量が投与されます。耳前

部や頸部のリンパ節転移再発病変に対

しては、郭清後照射を行うことがあり

ます。

脈絡膜悪性黒色腫

眼球温存目的に放射線治療が選択さ

れることもあります。当院では、ノバ

リスを使用し、病変部へ線量を集中す

るようにして治療を行っています。

脈絡膜転移

乳がんや肺がんからの転移の頻度が

多いです。症状は、視力低下・視野欠

損・疼痛などで、症状緩和や視力低下

回避目的に放射線治療を行います。

有害事象

急性期有害事象は、眼球・眼瞼結膜

の炎症による流涙・疼痛や眼脂症状を

認めます。晩期有害事象は、緑内障・

放射線白内障・眼球乾燥・結膜炎や角

膜潰瘍を認めることがあります。線量

によっては視力低下をきたす可能性が

あります。このような有害事象がなる

べく起こらないように治療の計画をた

てたり、症例によっては鉛で防護した

上で照射することもありますが、病状

によっては有害事象を避けられない場

合もあります。詳細については、担当

医にご確認ください。

院 内がん登録情報

組織型では基底細胞癌のほか、眼瞼

に特有の脂腺癌を多く扱っています。

部位別では眼瞼の腫瘍が最も多く、

ついで、母斑（ホクロ）や悪性黒色腫

などの脈絡膜も多くなっております。

その他、希少な涙腺、毛様体発生の腫

瘍も扱っております。
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眼部腫瘍 2007-2015年症例のう

ち悪性リンパ腫以外

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）
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