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前立腺癌内分泌療法無効例と再燃例に対する化学療法の効果

 ．千葉大学医学部泌尿器科学教室（主任1島崎出教授）

秋元  ．晋，赤倉功一郎，正井 基之，島崎  淳

     RESPONSE TO CHEMOTHERAPY IN ENDOCRINE

THERAPY－RELAPSED AND 一RESISTANT PROSTATE CANCER

Susumu Akimoto， Koichiro Akakura， Motoyuki Masai

            and Jun Shimazaki

Fro〃3 the DePartt’leng’（プUrogogy， SahoolげMedicine， Chiba｛ノノt icrersめ’

  Effects of chemotherapy to endocrine therapy （castration with estrogen！antlandrogerr）一relapsed

（21 cases） or endocrine therapy－resistant （14 cases） prostate cancer were compared． Pretr．eatment

clinical stages in these groups were stage Dl （3 cases）and D2 （35 cases）． Reglmens of chemother－

apy in thi’s study were as． follows ： cis－platinum （CDDP） （1 case）， ifosphamide （8 cases）， combina－

tion of vincristine， ifosphamide and peplomycin （5 cases）， combination of cyclQphosphamlde，

adriamycine （ADM） and CDDP （8 cases） and combinatiolt of ifosphamide， ADM and CDDP （21

cases）． Response to chemotherapy and subsequent survival in these two groups were examined．

  When evaluated at 3 months after the start Qf the chemgtherapy，．partlal response and stable

cases were 50％o ’ ≠獅?36MO in endocr．ine therapy－relapsed and 一resistant groups， respectively． Because

the worse performarice status contained more cases in the’ ?獅р盾モ窒撃獅?therapy－resista．nt group， the

response was compared at the same base o｛i performance s．tatus・， and the response Was almost

eclual in the two groups， Survival in the endocrine therapyLrelapsed group was better than that

in the therapy－reg．istant group． When cQmpared at the same base of performance status， the differ－

ence in survival time between the two greups was not eviderit．．

  1’n conclusion， the response of chemotherapy was similar between endocrine therapy－relapsed

and 一resistant patients， and per’formance status was a main i’actor infiuencing the prognosis ofendo－

c．rine therapy－refractory prostate． cancer．

                                      （Acta Urel． Jpn． 37： 31－37， 1991）

Key words： Prostate cancer， Chemotherapy， Endoc．rine therapy一’ 窒?撃≠垂唐?пC Endocrine therapy－resis－

        tant， Performance status 一

緒 言

 前立腺癌病期D2における主要な治療は，内分泌

療法であり，80％以上が同療法に反応し制癌される1）．

反応をみない抵抗癌は化学療法の適応となるが，その

予後は一般に悪く大部分は1年前後で死亡するといわ

れる2）．内分泌療法に制癌されたものも，5年以内に．

約半数が再燃し3＞化学療法が用いられる．しかし，そ

の予後は再燃後1～2年といわれている4）．これより

最初より無効のものと，再燃癌とでは，同じ化学療法

を受けても，予後に差があるごとくみえるが，これに

ついての検討はほとんどみられない．

 今回，千葉大学における内分泌療法無効および再燃

癌に対して行った，化学療法の効果につき比較した．

対象および方法

 初回治療として内分泌療法を行い．1治療後6ヵ月の

National Prostatic Cancer Project（NPCP）5）判

定にてpartial response（PR）であり，そ．の後再燃

し化学療法を施行した24例（再燃群）およびobjec－

tively progression（P）であり，化学療法を施行した

14例（無効群）を比較した．なお，前者で，COmplete

response（CR）はみられなかった．．これらの初診

時病期はDl 3．例， D235例である．初回化学療法

は1980年から1989年までの間に行った．他院にて既に

内分泌療法が施行され効果が判定不能のものや，放射

線療法と内分泌療法との併用例は除外した．初圓治療

としての内分泌療法の内訳は，去勢＋エストロゲン6）
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Table 1． Regimens of initial chemotherapy

CDDP lfosphamide

remgX5 2g X 5

Vincn’stine lmgX2

1飾hamido
 鱒一50mg／kgx3
隔1鱒㎝vcin
   smgX6

Cyc唇opho印hamide  謄05ph8mきde

  loomgX5 2g X 3
Adriemycin Adriamycin

   釦rng      30mg
 CDDP semg CDDP 50mg

retapsed“    lb
 （24）

2 3c 6d．e．g 12f・h

置ogi5舳撤
    o

（14）
1 2 2 9

＝：譜認膿’鷲織鷲鵬。，，．

二1灘剛麟篇罐鵠欝認！’
1、翻：器無漏認謎綴品等鵬鷹器，，

1〕：膿8嵩総髭1濃四品ommited＾DM

27例，去勢十酢酸クロルマジノン7例，LH－RHアナ

ログ（ブセレリン）3例，去勢＋アナンドロン1例で

ある．低分化腺癌またはR1881結合蛋白7）陰性の8

例は，内分泌療法と共にフトラフール600mg／日を化

学療法開始時まで施行した．再燃は，局所増悪や新転

移病変の出現もしくは，自覚症状の出現，増悪とマー

カー等の総合判定で判定した．LH－RHアナPグ施

行後無効もしくは再燃した例は全例去勢を含む強力な

内分泌療法を追加し，内分泌療法抵抗性を確かめた．

また19例に初回治療無効および再燃後燐酸エストラマ

スチン投与を数ヵ月行い，これにも抵抗性であること

を確認し，化学療法に移った．

 化学療法の近接効果は，赤座ら8）の効果判定基準に

よった．初回化学療法をTable lに示す。初回化学

療法後薬剤を変更したときは，クール数の多い方に分

類した。

 宿主側因子として，化学療法開始時の年齢，perfor－

mance status（PS），ヘモグロビン， GPT，クレアチ

ニンを測定した．psは小山・斉藤班の5段階分類を

とり，臨床検査での正常限界値は，ヘモグロビンl1

9／dl， GPT 40 mu／m1，クレアチニン1・5 mg／dlとし

た．腫瘍側因子として，原発巣の初診時の組織学的分

化度を，前立腺癌取扱い規約9）にて分類した．化学療

法開始時の前立腺性酸性ホスファターゼ（PAP）を

R．IA法（栄研キット）により正常上限を3 ng／mlと

して測定した．転移骨数を骨X線または骨シンチグラ

フィーにて計測した．骨盤全体に転移を認めた場合

は，腸骨（2）＋恥骨（2）＋坐骨（2）＋仙骨（1）＝7とし，

椎体骨はそれぞれ1個として算出したlo）．

 群内の分布をMean±SDで示し，2群間の有意差

の検定は，t検定， X2検定を用いた．生存率はKap一

lan－Mcier法にて算出し，有意差の検定は，

lized Wilcoxon法によった．

結 果

gene「a回

1．背景因子

 宿主側因子PSは，再燃群ではPSO，4例， PSI，

8例，PS2，6例， PS3，6例であり，無効群では，

PSI，1例， PS2，7例， PS3，6例であった．したが

って，無効群は再燃群とくらべて悪いPSが含まれ

ていた．Hbはllg／dl未満のものが，無効群により

多くみられた．年齢，GPT， Crには両州間に差を認

めなかった（Table 2）．以上より，化学療法開始時

は，無効群は再燃群よりも，全身状態の不良な例が多

く含まれているとみなされた．

 腫瘍側因子 組織学的分化度は，不明の各群1例ず

つを除いて，低分化腺癌の占める割合は両群間で差を

みなかった．PAP値の高低，転移骨数の多少および局

所増悪の有無の3項目も，両群間に差を認めなかった．

 2．化学療法の近接効果

 化学療法による効果判定を，各クールごとのものと

して比較した．複数回施行している場合には，最も良

いものを1症例1効果として選んでTable 3に示した．

各項目ごとの効果をみると，前立腺ではPRは少な

く，ほとんどがStableであった．骨転移巣は，無

効群にPDが多い傾向にあった． PAPでは， CR

は：再燃群にのみ認められた．総合評価では，PR十

Stableが再燃群にやや多い傾向をみた， PSおよび

癌性三品，排尿困難の2つの自覚症状について調べた，

化学療法開始時，癌性晶晶を認めないもの10例，排尿

困難のないもの15例，TURや尿路変更がなされ，評

価不能のもの8例はそれぞれ除外した．いずれの項も，
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不変が最も多く，両世間にPS，自覚症状の改善につ

いては差を認めなかった（Table 4）．

 総合評価にて，PR＋Stableが再燃群に多い傾向を

みたので，PS2と3の症例のみに限定し，総合評価

を比較した．PR十Stableの占める割合は，再燃群，無

効群ともほぼ同じとなった．また，PSOと1の群と

PS2と3の群に分け， PSの大小による総合評価を行

うとPSOと 1の群に， PR・＋Stableが多い傾向を

みた（Table 5）．

 3・化学療法の遠隔成績

 再燃群と無効群の化学療法開始からの予後を比較し

た結果，再燃群が良い生存を示した（Fig．1）r死亡例

の生存期間は，再燃群，無効群それぞれ15±8ヵ月

（19例），8±5ヵ月（12例）であり，有意差を認めたn

 背景因子として，PSが両群に差をみたので再燃群

をPSの良いもの（PSO，1），悪いもの（2，3）に分

けて検討すると，PSOと1はPS2と3のものよりも

生存期間が長かった（Fig．2）． PS2と3のものに限定

し，再燃群と無効群の予後をみると，両群に差をみな

かった（IT i g・2）e以上より，再燃群と無効群との間に

Table 2． Patients and tumor characteristics
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relepsed resistant

Age 〈Meen±SD）

PS （酬●on土SD）

Hb （11g／dt＞）

GPT（40Uく）

Cr （1．5mg／dt〈’）

73，2ヨヒ6．5（24）  70．4土0．6（14）  閥．S．

1．6±1．1 （24）

 4／23

 1／24

 1／24

2．4±O．6（14） p〈O．OS

 S／13 p〈O．05

 0／14     腎．s，

 1／14 N．S．

histologicel grade

（b伽ol劇n●therapv）

wetl

moderetety

poorly

PAP

6ng／mt〈

6ng／mt’v Normet

Normal

No， of metastetic bone

 e－4
 5’v9

10 一一

local regrovvth

O／23

12／23

11／23

15／24

1／24

8／24

了／24

4／24

13／24

14／24

1／13

3／13

9／13

11／14

3／14

4／14

4／14

6／14

7／14

閥．S．

麗．s．

N．S．

N．S，

Table ‘5， Response judged by criteria described by Akaza et al．8）

Primety          overallbone crthers PAP
         response

    CR   O
    PR   3
relapsed
   Stable 21
    PD   O

o

o

16

4 1

2

1

3

10

1？1 ］ 4 ％］ so “／．

12

    CR

 ．． PRreS15給調電
   Stable
    PD

o

o

了

4

0

1

3

9

i ］ o ％］ 36 o／．

9

CR：Cemptete Response

PR：Peniel Response ・．

PD ： Progressive Diseese

Table 4． Changes of performance status （PS），
     pain and dysuria

Table 5． Performance status
     chemotherapy

and response of

relapsed
（％）

resistant   PS 2，3
relapsed resistant O．1

ps
   improve

PS no change

   werse

8

67

25

21

50

29

2，3

PR o o

   improve
pain no change

   wotse

19

43

38

2了

36

37

Stable

PD

5

7

5

s

1
］ （54 ％）

     10 （40％｝6

   improve
dysuria mo ehange

   worse

10

60

30

0

75

25

6 15

化学療法の遠隔成績に差をみたのは，PSの相異によ

るものであり，再燃群と無効群との間の化学療法の反

応性は，近接効果の結果と併わせると，同等であると

推測された。

 再燃群において，化学療法の種類別の予後をみた．
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cyclophosphamide （CPM）， adriamycin （ADM），

CDDP併用療法（CAP）あるいは， ifosphamide，

ADM， CDDP併用療法 （IAP）を行った19例（vin－

cristine， ifosphamide， peplomycin（Pep）併用療法

（VI．P）後に， CAP療法を行った1例を含む）と

ifosphamideあるいはVIP療法を実施した5例
（CDDP療法後， ifosphamide療法を行った1例を

含む）の予後には差をみなかったが，長期生存例は

CAPあるいはIAP療法施行群に．多かった（Fig・3）・

 PSと化学療法の施行回数を再燃群，無効群別に調

べた．無効群でPSOと1のものは1例のため除外す

ると，再燃群，PSOと1．のもの，再燃群， PS2と3

のもの，無効群，PS2と3の順に，施行回数は少な

かった．すなわち，PSの悪いものは，化学療法が少

ししか施行できなかった（Table 6）．

 近接効果の良好なPR十Stableと，不良なPDと

の遠隔成績をみた．PR十StableはPDのものより，

予後が良い．傾向をみた（Fig．4）．これより，近接効果

は，予後をよく反映することがわかった．
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 前立腺癌に対する化学療法の検討は，1973年に

Npcpmにより系統的臨床試験が開始されてからで

ある．現在まで多くの報告がなされてきたが，内分泌

療法無効あるいは再燃癌に対する化学療法の反応性は

悪く，無作為試験の評価可能例の集計では，CR＋PR

の合計は4．5％であり，Stableは20％であったとい

う12）．対照試験では，多剤併用化学療法の単独以上の

有用性は未だ認められてはいないが13），本邦において

も，種々の薬剤を用いての併用化学療法の報告は，3980

年以降多くなされてきた．化学療法の効果が低率であ

る理由として，1）すでに初回全身治療法に失敗してい

ること．2）ほとんどの前立腺癌は，growth fraction

が5％未満であり12），そのために抗癌剤が主として作

用する分裂期にある細胞が少ないこと，また，倍加時

間が長いことのために（腫瘍の増殖が遅いために），化

学療法の短期間における評価が困難であること．3）ホ

ルモン抵抗性となった時点では，すでに腫瘍容積が大

ぎなものとなっていること12）などが考えられている．

 化学療法の反応性の判定の問題点として，Stable

に対する評価の混乱がある．Stableを，癌の増悪を

抑えているとして効果を認める報告4）と，前立腺癌の

多くは増殖が遅いために，判定期間中には増悪が認め

られないだけで，化学療法の効果のためではないとす

るもの14）もある．

 千葉大学における内分泌療法無効および再燃癌に対

する化学療法は，CDDP単独療法，ついでifospha．

mide単独療法15）， VIP療法16）， CAP療法17），現在

ではIAP療法と変化してきた． NPCPによる近接

効果でPR＋Stablcは， ifosphamide療法では40～

45％151i6）， VIP療法では45％i6）， CAP療法では58

％17）であった。VIP療法の他報告での成績は18－20）

33～70％，CAPもしくはIAP療法では，62～68

％21・22）と千葉大学における成績と大差ないようであ

る．他の薬剤を用いた多剤併用療法の報告はCDDP

ADM，5－FU併用23）， CDDP， CPM， Pep併用24），

CDDP， ifosphamide，5－FU併用15）， ADM， mito－

mycin C，5－FU併用とVIPとの交替療法2D）など

がありPR．＋Stableは29～80％と，若干の治療成績

の優劣がある．

 内分泌療法無効例と再燃例に対する化学療法の反応

性の相異を論じた報告は少ない．古武ら26）は，内分泌

療法無効例は再燃例よりも近接効果は良好であり，両

群に対する化学療法の効果の差を示唆している：今回

の検討では逆に，再燃群の予後は無効群よりも良好で
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あったが，PSをそろえるとこの差がなくなった．内

分泌療法に対する反応性が大きく異なるこれらの両群

は，化学療法を実施する際にはいずれの群においても，

内分泌療法無反応性癌細胞集団は，ほぼ同程度に大き

な容積となっているため，これらの担癌生体に対する

化学療法の効果は同等であったと考えられる．Eisen－

bergeri3）は，前治療の内容PSおよび癌の進展

度が化学療法の最も大きな予後因子と述べているが，

PSの悪化は癌の進展度をよく反影すると考えられ，

化学療法実施の際のPSの重要性を再認識した。再

：燃群の中で，PSの良いものの予後はPSの悪いもの

よりも良好であったことから，再燃後早い時期に，す

なわちPSの良い時より強力な多剤併用化学療法を

行うべきと考えている．

 再燃および無効群に対する化学療法が予後を延長す

るかについては，意見が分かれている．井坂ら2ηは，

新臨床効果判定基準8）にてPRとStableは，平均生

存期間がそれぞれ2工と19ヵ月であり，その後PD と

なった生存期間8～9ヵ月より長いとしている．PD

の期間は，従来の再燃癌の予後が10ヵ月28）であり，こ

れと変わりないので化学療法の効果持続は生存期間の

延長となるとみなされるとしているtしかし，化学療

法は予後を延長しないとする報告29）もある，今回の検

討においては，PR＋Stable例の化学療法開始から死

亡までの期間は15±7ヵ月であり，従来の再燃癌の予

後より若干良い．しかし，再燃群，無効群死亡全例で

は，ユ2±7ヵ月であり大差ない成績であった．滝川

ら22）もPR＋Stableの予後は，9±5ヵ月と不良で

あることを報告しており，高齢者で，腫瘍容積の大き

な既治療例への化学療法は困難であり，生存期問の延

長に結びつきにくいと考える．

結 語

 内分泌療法反応（PR）後再燃した群と，内分泌療

法無効（P）の群に対する化学療法の効果を比較検討

し，以下の結果を得た．

 1．近接効果は，再燃群により多く治療効果の良い

のを含み，その結果再燃群の方が予後は良好であった。

 2． 両無間にPSや貧血に差をみたので， PSを2

と3として両老を比較したところ，両群間の近接効果

と予後に差をみなかった．

 3． 以上より，内分泌療法再燃群と無効群の化学療

法に対する反応性は同等であり，両群とも予後はPS

に影響されると考えられた。
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