
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

睾丸腫瘍の臨床的研究(2) --
Nonseminomatous testicular
tumor 30例の検討--

塚本, 泰司; 熊本, 悦明; 大村, 清隆; 恒川, 琢司; 山崎,
清仁

塚本, 泰司 ...[et al]. 睾丸腫瘍の臨床的研究(2) --Nonseminomatous testicular tumor 30例
の検討--. 泌尿器科紀要 1986, 32(7): 999-1011

1986-07

http://hdl.handle.net/2433/118863



999

匹囎欝，ず’〕

睾丸腫瘍の臨床的研究III
＿No．nSemihomatous testicular tumor 30例の．検討二
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CLINICAL STUDIES OF TESTICULAR TU）VIOR II

一ANALYSIS OF 30 PATIENTS WITH NONSEMINOMATOUS
                   TESTICULAR TUMOR一一一

． Taiji TsuKAMoTo， ・Yoshiaki KuMAMoTo， li〈iygtaka ・OHMuRA，．

         Takuji TsuNEKAwA and Kiyohito YAMA． zAKi

         Fto’m the DePartm．e．nt of Urolo．cr／， SaPPoro Medicdg・ ．Coglege

                    （1）1766渉0ア’Pプ（り己 ｝「．Kumamoto）

    αi・i・al丘・di・g・a・d re・ul…f…i・u・tre・tm・…were di・cussed f・・30 P・卿・with non’

seminomatous tegticular tumor （NSTT） who had been treated from August， 1968 to March， 1985．

Radioimmunoassays・ were positive for AFP ・i’n’ 19 of the 22 evaluated Patients （86．40／．） ’and were posi－

tive in 14 of the 19 evaluated patients （73．70／．）． These・positive ratesi are consistent with those

reported by others． Abnormal pre－treatment level of hCG－P diq not always indicate poor clinical

courses， since 1） in patients under stage ・MA pre－treatment level・of hCG－P did not correlate ．to ei－

ther treatment results or’ cl，inical’ courses， 2） even in pati．ents ・with ・bulky metastasis such as stage

皿Bl， B20r C their treatment．rcsults and clin三cal courses seemed to bc primarily detcr卑ined．by

the size and extent of metagtasis． However， pre－treatment measurement of hCG－B was usefu1 to ’pre－

diCt in ’primaicy ’andfbt Metastatic turnbr the presence ． of choriocarcinoma． elerpent which ceuld not

bc．衣）und With conveptional histopathologica正studies．

    Most of bur 14 patients at stage 1 were subjected to radical orchiectomy and retroperi’一

toneal lymph node dissection ． followed by post－surgical rnanagement with ．radiotherapy． or chemo－

th6rapY． With the呂e treatments． only． 盾獅?of the stagc I patients had a． recurrencc． However， ad一．．

juvant therapy may not be necessary for them because of・ a low recurrence rate following retroper－

itoneal lymph node dissection and the high cure rate with ’intensive chem6therapy including CDDP

for the early stage of recurrence， when a close follow－up would be possible．

    We・treated only 2 patients at stage ll A． One of these 2’patients became free of the disease

by intensive chemotherapy including CDDP （24 months・after the’ start of treatment）． ln stage I A，

a high recurrence rate． has been reported， following retroperitoneal lymph node dissection without

pest－surgical adjuvant chemotherapy， which indicates that these patients should be treated with ad－

juvant chemotherapy， including CDDP．
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  AII 4 patients in stage ll B or M treated mainly by chemotherapy without CDDP died of the

d量sease at around one year after treatment． However， the飾e－year survival rate was hnproved to

400／． in 10 advanced patients with these stages who had been treated mainly with recent chemo－

therapy regimen including CDDP． The recent development of chemotherapy regimen including

CDDP has been able to lead many patients with advanced stage to a curable status． However，

the approproate treatment for some patients with bulky and extensive metastasis remains to be esta－

blished． More aggressive treatment such as cytoreductive s・urgery may be necess ary for such patients．

Key words： NS’ITT， Tumor marl〈er， Adjuvant therapy， Survival rate

緒 言

 Nonseminomatous testicular tumor （以下

NSTTと略す）に対する治療法はcis－diammine－

dichloroplatinum（以下CDDPと略す）の臨床へ

の導入以来劇的な変化をとげ，CDDPを中心とした

多剤併用療法が遠隔転移を有する睾丸腫瘍の第1選択

となり，良好な治療成績を得られるようになってきて

いる．

 そこで，1968年以来過去17年間に経験した57例の成

人睾丸腫瘍のうち，seminomai）を除く30例のNSTT

症例における種々の治療法の成績を検討するととも

に，tumor markerの臨床的意義について検討した

ところを報告する．

対象と．菇@
 1968年8月より1985年3月までの17年間に札幌医科

大学泌尿器科において診断，治療を行なった30例の

NSTTの症例を対象とした．

 Stageは，泌尿器科・病理・睾丸腫瘍取り扱い規約

（第1版）2）に準じ，当科初診時の状態を基準とした．

生存率は，当科での治療開始日を起点としてユ985年王2

月までとし，Kaplan－Meier法を用いて算出した．

 なお，α一fetoprotein（以下AFPと略す）， human

ch・rionic gonadotr・pinβ一subunit（以下hCG一β

と略す）の測定方法，正常値は既報1）のとおりである．

結 果

 1）NSTT 30例の原発巣の病理組織学的所見

 NSTTの組織像を原発巣の病理組織学的所見より

分類すると，Table 1に示したように単一の組織像

を示す例が40％（12例，両側睾丸腫瘍症例を含む），

混合型が60％（18例）であった．前者ではembryo－

nal carcinomaの頻度が高く，後者ではembryonal

carcinoma十teratomaの割合が多かった．なお，異

なる組織像を示した両側性睾：丸腫瘍（左一embryonal

carcinoma，右一seminoma）．の1例を経験し，この

症例も今回の検討に加えた，

 2）NSTTにおけるtumor markerの測定（Fig．

IN4， Table 2）

 当科における種々の治療前にAFP， hCG一βの

radioimmunoassayが可能であったのはAFP 22例，

hCG一β19例であった．このうち1例は再発のため当

科を受診したstage皿Aの症例であった．

 Stage別のAFPの正常値例，異常値例の症例数

をFig．1に示した． AFPが治療前異常値を示した

のは19例（86．4％）であったが，残り3例は正常値を

示し，このうち2例は原発巣り病理組織像でembryo－

nal carcinomaのcomponentを含んでいたが，他

の1例では原発巣，転移巣ともpure choriocarcin－

omaの所見であった．

 一方，hCG一βの測定を行なった19例では14例

（73．7％）に異常喧が出現した（Fig．2）．これら19例

における治療前のhCG一βlevelと治療後の臨床経過

とを比較検討してみた．

 Stage I，■Aの9例中hCG一βの上昇は6例に，

正常例は3例に認められたが，前回の6例中2例に治

療後の再発が出現した．しかし，再発時にhCG一βの

上昇はなく，またいずれの例もCDDPを含む多剤併

用療法を中心とした治療で良好な臨床経過を示し癌死

した例はなかった．一方，hCG一βが正常であった3

例では，再発は認められなかった．

 Stage HB以上の10例では，8例にhCG一βの上

昇が認められた，hCG一βが上昇していた8例中

stage MA， MBIのそれぞれ1例は， CDDPを含む

化学療法を主体とした治療に良く反応し，治療後の再

発は現在まで認められていない．しかし，他の6例で

は治療効果は認められず全例癌死した．hCG一βが正

常であったll Bの1例，皿B1の1例の計2例は，

いずれも治療に良好な反応を示し，これまで再発は認

められていない．

 次に，hCG一β陽性例と原発巣あるいは転移巣の
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1． Histopathological findings of primary
   nonseminomatous testicular tumor

Iesion ．in 30 adult patients with
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Stage

Histology
in primary lesion

1

A

II
B A Bl

III
B2 c Total

（1）Unilateral

  ．Embryonal carcinoma

   Ernbryonal carcinoma

    ＋ SemiRoma

Einbryonal carcinoma

  ＋ Terstqma

’ Embryonal carcinopta

   ＋ Choriocarcinoma’

Embryonal carcino

 ＋ Choriocarcinoma
   ＋ Seminoma

Nnbryonal carcinoma

  十 Choriocarcinoma
   十 Teratoma

Choricarcinoma

5

2

4

1

1

1

1

1 1 1

1

3

1

1

1

1

1

2

IO（33．3Z）

3（10，0Z）

10（33．3Z）

2（ 6．7Z）

1（ 3．3Z）

2（ 6．7Z）

1（ 6．7Z）

（2）Bilateral

－
  Etnbryonal ・carcinoma；
  Seminoma 1 1（ 3．3Z）

Tota1 14 2 1 2 5 3 3 30（100Z）

’Table 2． Pre－treatment level of AFP and hCG－B
                                  ， nonseminomatous testicular tumor

in 19 patients with

Stage

Elevated AFP“ and／or I
EIevated hCG一一y6 eFce A

II
B A Bl

III
B2 c ’Total （％）

Both

Either

Neither

5

3

o

1

o

o

o

1

o

1

o

o．

1

正

1

1

1

o

3

o

o

12

6

1

（6302）

（31 ．．6）

（ 5．2）

Tota1 8 1 1 1 3 2 3 19 （IOO）

ee ＞10．0 ng／ml， ”sc ＞O．8 ng／ml

choriocarcinomaのcomponentの有無とを比較し

た．Fig．3に示したようにhGG一βが陽性であった

14例中7例では，通常の病理組織学的検討ではchg－

riocarcinomaのcomponentが認められたが，残り

7例では認められなかった．■一方，hCG一βが正常で

あった5例では，通常の病理組織学的検索ではcho－

riocarcinomaのcompone ntは見い出しえなかった．

  NSTT l9例において， AFP， hCG一βの両方の

markerを考慮してその陽性率を算出してみると，

Fig．4， Table 2のようにAFP，．hCG一βがともに

陽性であった症例の割合は12例，6JP． 2％であった．ま

た，これらのmarkerのいずれかが陽性となる割合

は6例，3．1．6％であり，したがってAFP， hCG一βの

両方あるいはいずれかが陽性となったのは全体の約95
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AFP （ng／mg）
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．
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．
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．

．

．
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．

．

Normal range
：

Stage 1 nA■B皿A皿B，皿B2 C〈’「etal＞

No et pts’ 9／9 2／2 1／1 1／1 1／3 2／3 3／3 19／22
                           （お4％）

Fig． 1 Pre－treatment level of AFP m 22 patients with

     nonsemmomatous testiculai tumor．
 （＊ No of pts． with elevated AFP／No． of pts， exdmmed）

 1000  hCG一β（ng／mの

100

1e

oE
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．

．

．

．

．

：

1

．

：

審

，

Stege 1

’

Normal range

一：一s

鞭・

ilA IB

     曝  略

セ選嚢癖
      零
 皿A  皿Bl 皿B2  皿C  ＜Total＞

No of pts＊ 5／8    1／1    0／1    1／1    2／3    2／2    3／3 14／19
（73 7％）

Fig． 2． Pre－treatment level of hCG－P in 19 patients with

    non－semmomatous testicular tumor．
（＊ No． of pts with elevated hCG－P／No． of pts． exammed）

％であった これらの割合とstageの進行度とには

明らかな関係は認められなかった

 3）各stageにおける治療法と冶療成績

 CDDPの臨床への導入前後て全体の症例の治療法

が多少異なることから，CDDP， vmblast・ne（以下

VBLと略す）， bleomycm（以下BLMと略す）に

よる併用療法（以下PVB療法と略す）が導入される

以前及び以後の症例に分け以下の検討を行なった な

お既述のように再発のため当科を初診した既治療例は

stage皿Aの1例のみであった
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hCG一β（ng／慮）     ■
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Fig’． 3． HCG－P and conventional histopatho－

    logical analysis of choricarcinoma com－

    ponent in primary and／or metastatic
    lesion of patients with nonseminomatous

    testicular tumor．
    （＊Choriocarcinoma was or was not found

    in primary and／or metastatic lesion with

    the conventional histopathological an－
    alysis）．
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 （A）Stage Iに対する治療法と治療成績（Tablc
3， Fig． 5）

 Stage I l4症例における治療法の内訳と治療結果

をTable 3に示した． PVB療法導入前の症例では

高位除睾術＋後腹膜リンパ節郭清術を8例中6例に施

行し，そのうちの4例では更に後腹膜に予防的照射を

追加した．PVB療法導入後の6例に対しては，1例

を除き後腹膜リンパ節郭清術を行ないその後VBL

による維持療法を行なった．後腹膜リンパ節郭清術を

拒否した1例に対しては，高位除睾術後CDDP，

VBL， peplomycin， adriamycinによる多剤併用療

法（以下PVPeA療法と略す）を施行した．

 これら14例における再発例は，Table 3に示した

ようにPVB療法導入後の6例中1例にのみ認められ

たが，この症例はその後PVPeA療法， surgicai

cytoreductionを施行し現在disease freeの状態で

るあ．他の15例では，これまで再発を認めず，治療後

78ヵ月目で脳血管障害のため1例が死亡したが5年生

存率はloo％と良好であった（Fig．5）．

 （B）Stage■A 2症例に対する治療法と治療成績

（Table 4， Fig． 5）

 Stage UAの症例は全体で2例と少なく，このう

ち高位除睾術十後腹膜リンパ節郭清術÷CDDPを含

まない化学療法を施行した1例では，18ヵ月後に肺転

移が出現し癌死した．一方，高位除睾術，後腹膜リン

AFP
（ng／mの

20000

1000e

1000

100

10

  upper llmlt ot
  nermal renge

．

’・ 1

・  1

．

4／19 pts

（21．1％）

．

．

．

．

．

12／19 pts．

（63． 2％）

．

．

．

e

．

．

Upper limit ot
normat range

． 1’

1／19 pts

（5．2％｝

2／19 pts．

（10．5％）

．

         e，s l lo loo looo
             hCG－Je （ng／m2）

Fig． 4． Correlation of AFP and hCG－P level in 19 patients

    with nonseminomatous testicular tumor．
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’Table 3．’ VarioUs treatmen’ts and their clinical results in 14 stage 1 patients

         with nonseminomatous testicular tumor

（工）Period」Prior to introductiQ傘 of PVB therapy

Treatmen．t No． of pts． Recurrence

Current status
（follow－up period）

Qrchiectomy only

Orchiectomy ＋ Chem6therapy i｝

Otchiect6my’ ＋ RPLND （ ・＋ XRT）

1ee

1

6（4）

o

o

o

NED

NED

NED

（ 78 rnonths）

（ 192 months）

（〉 96・months）

（2）Period post intro’duction of PVB therapy

                       2）
Orchiectomy ＋ Chemotherapy                            l

Orchiectomy ＋ RPLND ＋ Chemo－
                          3）
                   therapy                            5

o

1懲

NED （〉 24 months）

NED （9－55 months）

   （Orchiectomy：Radical orehieetomy， RPLND：Retroperitoneal lymph node
   disseetion， XRT：Radiation， NED：No evidence of disease）

1） various prophylactic chemotherapy， 2）prophylactic chemotherapy i－rith
PVPeA（CDDP ＋ vinblastine ＋ pepleomycin ＋ adriamycirp， 3）prophylactic

chemotherapy with vinblastine．

tc ［［1ie patient refused further treatment other than radical orchiectomy．
  He died of cerebrovascular disease 78 months after treatmerit．
iee The patient received PVPeA chemotherpay and surgical cytoreduction of

   lung metastasis at the time of’recurrence 12 months after the initial
   tteatment．

leo

Per ¢ent

Survivat 50

   n

A．一．． L

   ：

   ：

   ：

  tsl

    l

    ，

ZL：：：：Z：一：：＝Z：：：，

；

；

1
5

d・つStege llA

 Stage 1 （14 pts．）

｛2 pts．）

               Stage 日B＋ltl （10 pts。）

               一一PVB chemotheratiy greup

iStage 11B’十M （4 pts．）

； 一一Nen－PVe chemotherapy group

             1 2 3 4 s Years

                Fallow．up Period

Fig． 5． Survival rate of patients with nonseminomatous

       testicular tumor． （Kaplan－Meier’s method）

パ節郭清後にPVPeA療法を4courses行なった症
例では，10ヵ月後に肺転移巣の出現が認められたが，

孤立性，限局性であったこと，更にAFP， hCG一β

が正常であったことからsurgical cytoreductionを

施行し，転移巣の完全消失をみた．以後etoposide

による維持療法を行なっているが治療後24ヵ月の現在

まで再発は認められていない．

  （G）Stage■B，皿に対する治療法と治療成績（Ta．

ble 5，6， Fig． 5）

  PVB療法導入前の4例に対する治療法は， Table

5に示したように高位除睾術後に化学療法を中心とし

た治療を行なったが，全例が1年前後で癌死し

CDDPを含む多剤併用療法以外の化学療法の効果は

全く認められなかった．したがって，これら4例の実

測生存率は，Fig．5のように極めて不良であった．

  PVB療法導入以後の10例に対しては， PVBA，あ

るいはPVPeA療法を施行した．更にこれらのうちの

2例に対しては放射線療法を追加し，また7例に対し
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（1）Period

            塚本・ほか：NSTT・臨床的検討

Various trea’tments and their clinical re．stilts in 2 stage EApatients

with nonseminomatous testicuJar tumor

prior to introduction of PVB therapy

1005

Treatment
 No． Recurrence
of pts．

Current status
（Follow－up period）

Orchiectomy ＋ RPLND ＋ Cheino－
                     therapy 1 1es

Died of
cance．r （20 mo皿ths）

（2）Pe；iod post introduction of PVB therapy

Orchiectomy ＋ RPLND ＋ Chemo－
                           1）
                              1                     therapy 1cece

No evidence of

disease （24 months）

   （Orchiectomy：Radical orchiectomy， RPLND：Retroperitoneal lymph riode
   dissection．）

1）PVPeA（CDDP ＋ vinblastine ＋ pepleomycin ＋ adriamycin） therapy

ee The patient had recurrepce in lung 18 months after the initial treatment

   and received non－PVB therapy．
eece The patient had recurrence in lung 12 months after the initial treatment

   and received surgical cytoreduction of lung metastasis with vinblastine

   malntenance．

Table 5． Various treatments for． P4 stage ll B皿．patients with nonsemino－
         matlous testi¢ular tumor

 （1） Period prior t；o introduction of PVB t二herapy

Sしage

Treatment
II

B A Bl
III

B2 c

Orchie．ctoniy i chemotherapy i）

orchiectomy ＋ chemotherapyi ）＋ cyto－

                           reduction， 1

1

1

1

Subtota1 1 2 1

（2） Period post introduction of PVB

                         2）
Orchiectomy ＋ Chemotherapy

Orclii／ecpoFny’ ＋ Chemotihera’py2 ）＋ XRT

’or6hiedtomy ＋ chemo．therapy2’｝＋’ @Cyto－

                            reduction

’cheinotherapy2．）＋’ ．cytoreductiones

1

1

1

2

1

1

1

2

Subtota1 1 1 3 2 3

・Totia1 1 2 5 3 3

   （Orchiectomy：Radical orchiectomy， Cytoreduction：Sufgical cytoreduction，
   XRT：Radiation．）

1）Various non－PVB chemotherapy． 2）PVPeA（CDDP ＋ vinblastine ＋ peplomycin
十弓dria皿ycin） therapy．．

ee Treatment for lymph node recurrence in the patieRts who had previously’

  received radical orchiectomy．
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 Table 6． Surgica｝cytdreduction． for stage ll B arld皿patients with
       nonseminomatous testicular tumor

（1） Period prior to introduction of ’PVB・therapy’（for 2 patients）

Stage

Site（s） of cytoreduction

II
B A Bl

工II

B2 c

Supraclavicular lymph node

RetroperitoReal lymph node

1

，1

（2） Period post introductioh of PVB therapy （for 7 patient二s）

Brain

Lung

Supraclavieular lymph node

Retroperitoneal lymph node 1

1sc一

lxth 2

2

1scx

1縦

ac， scX Site of surgical cytoredUction in the same patient・i ’respectively．

てはsurgical cytoreductionを追加して治療した．

 Surgical cytoreductionの内訳をTable 6に示

したが，PVB療法導入前の症例と比較すると，導入

後の症例ではsurgical cytoreductionを行なった転

移巣の部位が脳，肺など広範囲に及んでいるのが特徴

であった．

 PVBAあるいはPVPeA療法を中心に治療を行な

ったこれら10例の実測生存率は，1年目70％，2年目

以後は40％であった（Fig．5），この成績をPVB療

法導入前の症例のそれと比較すると，PVB療法導入

後の症例の生存率が向上する傾向が認められた．

考 察

 1）NSTTにおけるtumor marker

 NSTTにおけるAFP， hCG一βのtumor marker

としての意義に関しては，これまでも報告がありその

臨床的有用性も確立している．今回の検討においても

AFP， hCG一βの治療前の陽性率はそれぞれ86％，64

％と高かった．200例以上の症例でこれらのmarker

の陽性率を検討したJavadpour3）の報告では， em－

bryonal carcinoma あるいは embryonal carci－

noma十teratomaでのAFPの陽性率はそれぞれ
70．3％，64，2％であり，hCG一βの陽性率はそれぞれ

60・ 0％，57・O％，pure ch・ri・ca・cin・maでは100％

であったと報告している．これらの結果より，AFP，

hCG一βのどちらかが陽性となる割合はembryonal

carcinomaで87． 5％， embryonal carcinoma十tera－

tomaで85．7％となっている．これらのmarkerの

治療前の陽性率が高いことは，治療後の残存転移巣の

有無の確認に有用で，特に高位除睾術後のre－stag－

ingに重要な情報を午之る可能性を示している．

 更に，hCG一βにおいて認められたように，通常の

病理組織検索では謡い出しえないch・riocarcinoma

のcomponen．tの有無を， hCG一βの検索を行なうこ

とである程度推測しうることを示していると考えられ

る．原発巣あるいは転移巣のすべての腫瘤の病理組織

学的検討を，stepsectionを用いてルーチンに行なう

ととは必ずしも容易でないことを考え併せれば，上記

の点は臨床上重要である．

 ところで，これまで治療前のhCG一βの上昇は

poor progngstic factorの一つではないかと推定さ

れてきた．確かにstage皿B以上でhCG一βが上

昇している例での臨床経過が不良であることは，今回

の検討からも明らかである．しかし，これらの症例の

多くは大きな転移巣を有していて，むしろこの状態が

治療効果ひいては臨床経過に影響を与えていると思わ

れる．また，stage皿A以下の進行度の症例でも，治

療前のhCG一βが上昇していても必ずしも不良な臨

床経過をたどるとは限らず，hCG一βの値と臨床経過

とは余り平行しないと思われた．なおこの点に関して

は，stagingの方法の質的向上あるいはPVBなどの

有効な化学療法の導入なども関与しているものと考え

られる．以上のことから，正確なstagingと適切な

治療法の選択の前提があれば，．治療前のhCG一βの

上昇は必ずしも予後不良の因子ではないと結論でき

る．
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Table 7． Recurrence and survival rate of stage 1 nonseminomatous testicular

     tumor paticnts with or without adjuvant therapy following． retro－
     peritoneal lymph node dissection

I． without any adjuvant therapy

1007

AuじhQr Adjuvant Reccurrence
therapy rate

Survival rate

Pearse，et al（1982）

Staubitz， et al（1974）

Williams， et al（1982）

Bredael， et al（1983）

Pizzocaro， et al（1981）

Weissbach， et al（1984）．

Johnson，et al（1976）

Fraley， et al（198S）

Pontes， et al（1982）

none甚

none

none

none

none

none

none

none

none

1／23（4％）

3／ 45（ 7 ％）

5／63（8鬼）

12f138（ 9 ％）

6／ 62（10 ％）

工3／ 93（12 落）

10／ 72（14 ％）

9／ 57（17 ％）

3／ 13（23 7e）

100 ％（1－yr．）

93 Z（3－yr．），86 70（5－yr．）

100 ％（2－yr．一）

96 ％（3－Yr．）

      95 ％（5－yr．）

100 ％（2－yr．）

73 ％（2－yr．）

91 ％（5－yr．）

Tota1 62／566（11 ％）

2． with somme adjuvant chemotherapy

Pontes， et al，（1982） ACM－D

Leiskovsky， et al（1984） ACM－D

1／ 46（ ．3 7e） 97 7e（2－yr）

5／106（ 5 ％） 100’ ％（2－3－yr）

Tota1 6／152（ 4 Z）

 （ACM－D：Actionomycin D．）

tt A few patients received ACM一一D

 HCGJ陽性成人睾丸腫瘍19例を臨床的に検討した桜

本ら4）』の報告でも，hCG陽性例は進行例が多いため

に全体として予後が不良になっているが，stage Iの

症例では予後は不良ではないとし，hCGの陽性の有

無よりやはりstageのほうが予後規制因子であると

している．

 2）Stage I，HA症例に対する治療法と治療成績

 Stage Iの症例に対しては，高位除睾術，後腹膜リ

ンパ節郭清術のみで良好な治療成績が得られ，術後の

adjuvant therapyは必要としないとする報告が多

い．その理由は，①Table 7に示したようにこれら

の治療法による再発率が10％内外とほぼ一定している

こと5’“13），更に，②再発の多くは血行性転移であり後

腹膜での再発はほとんど認められないこと，③治療後

注意深い経過観察を行なえば再発を早期に見い出すこ

とが可能でCDDPを中心とした多剤併用化学療法

でほぼIOO％のresponscを得ることができること，

などがあげられている．しかし，Lesikovsky， Skin－

ner14）のようにstage Iの症例に対してもadjuvant

therapy（che・notherapy）を施行することでこの群

の再発癌を5％に抑制できたとし，むしろその必要性

を強調している報告もある．

 われわれはこれまで，PVB療法導入前の症例に対

しては術後放射線療法を，PVB療法導入後の症例に

対してはVBLによる維持療法を行なっている．そ

の結果再発は16例中後老の治療群の1例に認めたのみ

であった．

 後腹膜リンパ節郭清術後のadjuvant thcrapyの

有無による再発率に関しこれまでの報告をまとめTa－

ble 7に示した． adjuvant chemotherapy，あるいは

術後放射線療法の有無15）による再発率並びに生存率の．

差はそれ程明らかなものではない，したがって，現時

点でのstagingの正確度あるいは化学療法の効果を

考えれば，adjuvant therapyは必ずしも全例に必要

ではないと思われる．むしろ，10％に認められる再発

例の臨床上の特徴，すなわち再発に関与するr三sk fa－

ct・rの検討が今後必要である．

 しかし，NSTTのnonbulky stage■（泌尿器
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科・病理・睾丸腫瘍取り扱い規約ではstage HA，欧

米文献ではstage EAないしはstagg別，あるいは

stage ll Bないしはstage B2）に対しては， adju－

vant cl／・L・rnotheraρyの有用性が考えられている．す

なわち，nonbulky stage fiの症例に対し，高位除

睾術，後腹膜リンパ節郭清術後に何らのadjuvant

chem・therapyを行なわなかった場合，その再発率

は50％にも達することが報告されているぐfab互。 8・

1）7・16，17）．しかし，何らかのadj uv ant cnemother apy

を行なった場合には，その再発率を0％～47％，平均

15％に抑えるとされている（Table 8－2）7・14・18・22）．殊

にCDDPを中心とした多剤併用療法をadjuvant

chemothcrapyとして行なった場合の再発率は10％

以下であり，最終的な生存率も90％以上となってい

る．一方，nonbulky stage Hの症例に対し， adj u－

vant chemotherapyを必ずしも必要としないとする

意見の根拠としては，次のような点があげられてい

る．すなわち，①仮りに再発が認められたとしても

stage I同様早期であればCDDPを中心とした化

学療法によりTable 8－2に示したように80％以上の

生存率を得ることができる，②adjuvant chemo－

thcrapyによる種々の副作用を無視できない17），など

である，しかし，後腹膜リンパ節郭清術後の血行性転

移による再発率が高いことや，充分な経過観察が不可

能な症例もあることなどを考慮すれぽ，nonbulky

stage Jの症例に対しては， CDDPを中心とした

多剤併用療法の2courscs程度は必要であると思わ

れる．今後更に，stage Iの症例の場合と同様に再

発に関与する要因を詳細に分析し，治療方針決定に必

要な知見を見い出すことが重要である．

 現在…NCIにおいてstage豆あるいはstage B

全体の症例に対しPVB療法によるadjuvant che－

mothcrapyのcontrolled studyが進行中であり23），

その結果が注目されるところである．

 3）Stagc■B，皿に対する治療法と治療成績

 これらの症例に対するPVB療法導入前，後の治

療成績の差は明らかで，今回の検討においてもPVB

療法導入前の4症例は治療開始1年前後で全例癌死し

たのに対し，導入後の症例では5年生存率は40％と向

上していた．

 PVB療法の進行例に対する著明な効果は本邦でも

多数例での検討結果があるが24），Einhorn25）が集計し

た297例での結果では，comPlete resPonse「ate lま

68％に，2年以上の生存率も69傷に達している．ま

た，Southwest Oncology Group StudyでのSa－

msonら26）の143例での検討においても， complete

response rateは59％に，2年生存率も51％に達して

いる．したがって，stage亙Bあるいは皿の進行例

であっても，PVB療法により転移腫瘍の完全消失が

得られた場合にはその予後は良好であり，PVB療法

の効果は明らかである．

 しかし，このPVB療法によっても転移巣の完全：

消失が得られない症例もある，すなわち，転移巣が平

ぎくかつ広範囲に及んでいる場合には，PVB療法に

よっても転移巣が完全に消失し難いことがある．例え

ば，Einhorn25’は，肺のminimal metastasisある

いはこれに後腹膜リンパ節のminimal metastasisが

加わった場合でも，そのdisease frce rateは93％～

Table 8－1． Recurrence and survival rate of nonbulky stage II nonsemino－

      matous testicular tumor patients without adjuvant therapy follow－
      ing retroperitoneal lymph node dissection

1． without any adjuvant therapy

Author Stage Adjuvant Recurrence
   therapy rate

Survival rateee

Williams， et al（1982） IIA＋B none

VQgelzang， et al（1983） IIA

IIB

Pizzocaro， et al（1984） IIA

IIB

none

none

none

none

11／30（37 Z）

5／11（4S 7．）

15／16（94 ％）

4／11（36 70）

5／15（45 7e）

97 7e（2－yr．）

83 7e（5－yr．）k“

94 7e（5－yr．）rr“

91 Z（12－36 mo．）

IOO 7e（15－36 mo．）

Tota1 40／73（55 Z）

sc A11 ef the patients were treated with intensive chemotherapy tncludiBg
 CDDP when they had recurrence of disease following retroperitoneal lymph

 node dissection．
一一 quoted from ref． 12．
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Table 8－2． Recurrence and survival rate of nonbulky stage E nonsemin．b－

      m．atous testicular tumor patients with so皿e adjuvant chemothcrapy
      following retroperitoneal lymph node dissection

2． with some adjuvant ’chemotherapy

工009

Author Stage Adjuvant Recurrence
chemotherapy rate

Survival rate“e

Vugrin， et al（1981）

’（1981）

（1982）

IIA

IIB

IIB

IIB

mini－VAB

mini－VAB

VAB－1工1

VAB－VI

0／33（ O 7．）

10／29（34 ％）

O／29（ O Z）

1／42（． 2 ％）

100 ％（3一一yr．）

66 ％（3－yr．）

．100 7e（2一一yr．）

98 ％（2－yr．）

biilltams， et al（1982） IIA＋B ACM－D

IIA＋B PVB

14／30（47 Z）・

0／13（0露）

97 Z（2－yr．）

一 IOO ％（2－yr．）

Osafune， et al（1982） IIA＋B PVB 1／ 6（17 鬼） IQO ％（2－yr．）

Vogelzang， et’ al（1983） IIA’ VB or PVB OIIO（ O ％）

IIB VB or PVB 2／ 8（15 ％）

100 ％（5－yr．）ft“

100 7e（5－yr．）X“

Pizzocaro， et al（1984） IIA

ITA

IIB

VB

PVB

VB

IIB PVB

o／ 2（ o 7．）

O／ 4（ O Z）

2／10（20 Z）

1／14（ 7 ％）

’Leiskovsky，．et al（1984） BI

B2

ACM－D， VAB

  or
  VB

5／13（19 7e）

9／56（16 ％）

94 ％（2－yr．）

93 7e（2－yr．）

Tota1 45／309（15 ％）

（V；vinblastine， Aor．ACM－D：act二inomycin D，

P：cis－diamminedicholoroplatiRum．）
B：Bleomycin，

ee All of the patients were treated with intensive chemdtherapy inqluding
 CDDP when they had recurrence of disease following retroperitoneal lymph

 node dissection．

eees quoted from ref． 12．

100 ％であったのに対し，肺あるいは後腹膜リシパ節

．のadvanced metastasisでは65％～66％と低下し，特

に，肺と後腹膜リンパ節の両方にまたがる’adマanced

diseaseの場合でぽ治癒率が50％以下であったとして

いる．

 今回の検討においても，PVB’（Pe）A療法後最終

的に癌死した6症例は全て肺あるいは後腹膜，又は両

方，更に脳に，大きな転移を有していた．これらの

症例に対しては，．更．に積極的ないわゆるsurgical

cytoreductionなどが必要となるが，この点に関する

検討は第3報において詳述する予定である．

結 語

1968年8月より1985年3月までの17年間匠，札幌医

科大学泌尿器科で経験したNSTT 30例について臨床

的検討を行ない以下の結論を得た．

 1）NSTT 30例中AFPは22例で， hCG一βは19

例でradioimmunoassayによる検討が可能であっ

た．AFP， hCG一βの治療前の陽性率はそれぞれ86．4

％，73．7％で，いずれかが陽性となる．場合は約95％で

あり，これまでの報告と同様の結果であった．

 2）HCG一βの治療前の値は，特にstage皿Aま

．での症例では，治療効果あるいは臨床経過とは関係せ

ず，またstage皿B 1以上の症例でもこれらはむしろ

転移巣の大きさやその範囲に直接関係し，したがって

hGG一βの治療前の異常値は必ずしもp・or progno－

stic factorではないと考えられた．

 3）治療前のhCG一βを測定することにより．，．通常
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の病理組織学的検索では見いだしえないchoriocar－

cinomaのcomponentの存在を推定するこ．とが可

能であり，臨床上有用であった．

 4）Stage I l4例では，原則的ee高位除睾術，後腹

膜リンパ節郭清術に予防照射あるいはVBLによる．

維持療法を行ない，再発は1例に認められたのみであ

った．後腹膜．リンパ節郭清術による治療後の再発率は

10％前後とほぼ一定していて，再発した場合も早期で

あれば，CDDPを含む多剤併用療法有効性が期待で

きることを考慮し，充分なfollOW－upが行なわれれ

ば，stagc Iに対する術後のadjuvant thcrapyは必

要としな．いと思、われた．

 5）Stage IIAは2例のみで．あったが， CDDPを

含む多剤併用療法を中心に治療した1例は治療後24カ

月の現在再発を認めていない，．stage．ll Aにおいて，

後腹膜リンパ節郭清術後にadjuvant chemotherapy

を行なわなかった場合の再発率はほぼ50％と高い．し

たがって，これらの症例に対してはCDDPを中心

としたadjuvant chcmotherapyが必要と思われた．

 6）Stage EB，皿の14例では， PVB療法導入前

の4例は全例1年前後で癌死したのに対し，導入後の

10例での5年生存率は40％と向上し，これらの進行例

に対するCDDPを含む多剤併用療法の効果は明らか

であった．しかし，大きなかつ広範囲な転移巣を持つ

症例に対する効果は充分でなく，surgical．cytore－

ductionの併用も．積極的に考慮されるべきものと考え

られた．

．文 献

1）塚本泰司・熊本忌明・大村清隆・恒川琢司・山崎

  清仁：睾丸腫瘍の臨床的検討1，Scminoma 27

  例の検討，特にstage I seminomaにおける

  hdG一β測定の意義と．stage I． seminomaに対

  する．後腹膜リンパ節郭清の検討．泌尿紀要32 ’：

  989’v997， 1986

2）泌尿器科・病理・睾：丸腫瘍取り扱い規約，日本泌

  尿器科学会．日本病理学二二，．第1版，金原出版，

  東京，1984

．3）Javadpour N．：R．ole of bio正ogical tumor

  markers in testicular cancer． Cancer 45：

  1755N1761． 1980
        ，

4）桜本敏夫・木原和徳・河合恒雄＝成人睾丸腫瘍の

  検討，第2部hCG陽性例について．泌尿紀要

  30：639”一649， 1984

5） Pearse HD and Fuchs EF ： Adjuvant che－

  motherapy with vinblastine and bleomycin

  in stage B nonseminomatous germ cell

  tumors of the．testis． J Urol 128： 712一“714，

  1982

6） Staubitz WJ， Early KS， Magoss IV and

  Murphy GP： Surgical management of testis

  tumor． J Urol 111： 205一一209， 1974

7） Williams SD and Einhorn LH ： Clinical

  stage 1 testis tumors： The medieal oncolo－

  gist’s view． qancer Treat Rep 66： 15一一18，

  1982

8） Bredael JJ， VUgrin D and Whitmore Jr

  WF： Recurrences in surgical stage 1 norise－

  minomatous germ cell tumors of the testis．

  J Urol 130： ’476－g－478， 1983

9） Pizzocaro G，・ Durand JC， Fuchs WA， Merrin

  CE， Musumeci R， Schmucki O， Vahlensieck

  W， Whitrnote．Jr WF qn．d Zvara VL ： Sta－

  ging arid surgery ih testicular cancer． Eur

  Urol 7： ltvlO， 1981

10） Weissbach L， Boedefeld EA and Vah1ensieck

  W．： Therapy in stage 1 nonseminomatous

  testicular tumor7 A．’ critical review ofcurrent

  strategies． Eur Urol 10： lrs－9， 1984

11） Johnson DE， Bracken．RB and Blight EM ：

  Prognosis for pathological stage 1 non－

  seminomatous germ cell tumors of the testis

  rpanaged by rg“roperitonea！ lymphadene－

  ctomy． J Urol 116： 63一一65， 1976

12） Fralcy EE，・Narayan ・P， Vogelzang NJ， Ke－

  nnedy BJ and’Lange PH：Surgical treatment

  of patients with stage 1 and II nonsemino－

  matous testicular cancer． J Urol 184： 70・v

  73． 1985・
   e ：

13） Pbn．tes JE， Magoss 1， Staubitz W and

  Murphy GP ： The treatment of stage 1 and

  II nonseMinomatous testicular tumors： The

  Buffalo experience from 1970 to 1979． J Urol

  128： ．1201一一1204，． 1982．

14） LeiskoVsky G， Weinberg ． AC and Skinner

  DG： Surgical management of early－stage

  nonseminomatous germ cell tumor of testis．

  Sem Urol 2： 208一一一216， 1984

15） Vugrin D， Cvitkovic E， Whitmore Jr WF

  and Golbey RB： Adjuvant chemotherapy in

  resected nonse血inomatous． germ．cell t血mors

  of testis： Stage 1 and II． Sem Oncol 6 ： 94



                             塚本・ウまカ・；

   一」98， 1979

16） Vogelzang NJ， Fraley EE， Lange PH， To－

   rkelson J， Levitt S and Kennedy BJ ： Stage

   II noriseminomatous testicular caricer ： A

   10－year experience． J Clin Oncol 1： 171一一

   178， 1983

17） Pizzocara G and Monfardini S：No adjuvant

   chemotherapy in’selected ’patientS with pa－

   thologic stage II nonseminomatous germ cell

   tumors of testis． J Urol 131：677一一679， 1984

18）’ Vpg． rip D， Whitmore Jr WF， Cv． itkovic E，

   Grabstald H， Sogani P， Barzel｝ W and Go－

   lbey RB ： Adjuvant chemotherapy combina－

   ion of．vinblastine， action皿ycin D・， bleomyciロ

   tan．d chlor．ambu．cil ． following ． retroperitonFal

   lymph node dissection for stage II testis tu－

   mor． Cancer 47： 840一一844， 1981

19） Vugrin D， Whitmore Jr WF， Cvitkovic E，

   Grabstald H， Sogani P and Golbey RB ：

   Adjuvaht chemotherapy with VAB－3 of stage

   II－B testicular cancer．’Cancer 48： 233・v237，

   1981

20） Vugrin D， Whitmore Jr WF， Herr H， Sogani

   H and Golgey RB ： AdjuVant vinblastine，

   actinomYcin’ D， b1eomycin， cyclophospha－

   mide and cisplatinum chemotherapy regirnen’

   “Tith and without maintenance in patients

   wi．Fh re．secged Ftage ．IIB ・・．testis cancer． J Urol

   128： 715N717，・ 1982

NSTT・臨床的検討                                     1011

2D．長船匡．男・園田孝夫。高羽 津・佐川史郎・松田

   稔・有馬正明・藤岡秀樹・小出卓生・中野悦次・

   岡本新司・生駒文彦・並木幹夫・板谷 宏・神田

   英憲・坂口 洋・西本直光・瀬口利信・水谷修太

   郎：Stagc II－AおよびII－B．の睾丸非精上皮種

   に対する予防的化学療法．．西日泌尿44：969～

   976． 1982
      ，

22） Pizzo6aro G， Piva L， Salvi6ni R， Pasi M，

   Pilotti S and Monfardini S ： Adjuvant che－

   motherapy in’re＄ected stage－II nonsemino－

   matous germ ceJl tumors oftestis． Eur Urol

   10： 151N158， 1984

23） Javadpour N ： Cbmmentary， Adjuvant che－

   motherapy for． stage II．nonseminomatous

   testicular． cancer． J Urol 131： 1019， 1984

24） CIPDIAMMINEDICHLOROPLATINUM
   （II．）による尿路性器悪性腫瘍の治療．泌尿紀要

   28 （suppl）： ’1 一138， i982

25） Einhorn LH ： Testicylar cancer as a mode1

   for a curable neoplasm． Cancer Res 41：3275

   一一3280， 1981

26） Samson MKi Fisher，． R， Stepheng．．RL．． ．Ri一

   ．vkin S， Opipari M， Maloney T and Groppe

   GW ： Vinblastine b1eomycin and cis－diam－

   minedich！oroplatinum in disseminated te－

   sticular cancer：Responses to treat皿ent and

   prognostic correlations． Eur J Cancer 18 ：

   1359一一1366． 1980

                （1986年3月4日迅速掲載受付）




