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cis－Diamminedichloride Platinum（CDDP）による

非セミノーム睾丸腫瘍の化学療法：症例とヌード

    マウスを用いた抗癌剤感受性試験について

京都大学医学部泌尿器科学教室（主任：吉田 修教授）
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CHEMOTHERAPY WITH CIS－DIAMMINEDICHLORIDE PLATINUM FOR

  DISSEMINATED NONSEMINOMATOUS TEST工CULAR TUMOR：
    PRESENTATION OF A CASE AND SENSIVITY TEST OF

        ANTICANCER AGENTS BY TRANSPLANTED

        TESTICULAR TUMOR IN THE NUDE MICE

Osamu YosHmA， Ken－ichiro OKADA， Syuz6 MAcHmA and Asaki SoEDA

       エ）ePartmentげUrolog））， Faculty〔ゾM6砒ゴη6，κアoto Univei’sめ，

           （Chairman： Prof． O． Yoshida， 214． D．）

  A 17－year－old man with disseminated nonseminomatous testicular tumor had been treated with

combination chemotherapy regimen of actinomycin D， vincristine， bleomycin and methotrexate and

cobalt－60 irradiation to the lung and the para－aortic lymph nodes． The patient responded well to the

therapy， however in 12 months metastatic lesions in the lung and the para－aortic lymph nodes devcloped

again． Then the patient was placed on chemotherapy with the regimen of CDDP， vinblastine and

bleomycin． The patient markedly improved both subjectively and objectively，

  The original testicular tumor was transplanted in the nude mice and CDDP and the regimen of

vincristine， actinomycin D， bleomycin were tested for sensitivities． The results obtained from the experi－

ment closely corresponded with the clinical course．

  The purpose of this report is to present the case and discuss the CDDP regimen and sensitivity test

of anticancer drugs using the transplanted testicular tumor in the nude mice．

緒 言

 睾丸腫瘍の臨床における最近の進歩は目覚ましいも

のがあるが，特筆すべきものの1つはラジオイムノア

ッセイの発達によりα一フェトプロテイン（以下AFP

と略）やHG（〕のβ一サブユニットがngの単位で測

定できるようになり，臨床経過を観察するのにきわめ

て有用となったことであり，他の一つは新しい抗癌剤

の開発と多剤併用療法の研究による化学療法の進歩で

あろう．特に化学療法の進歩は，かつては絶望視され

ていた遠隔転移を有する非セミノーム睾丸腫瘍例を延

命はもとより救命をも期待できるほどにしたといって

もいいすぎではないD．

 この多剤併．甲療法のうちで最近注目を集めているの

がcis－diamminedichloridc platinum（以下CDDPと

略）を用いたものである2・3）． 本剤はわが国において

＊現在：倉敷市中央病院泌尿器科
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は入手困難であるためいまだ臨床成績の報告をみない

が最近われわれは米国国立癌研究所より本剤の提供を

うけ，actinomycin D（以下ACDと略）vincristine

（以下VCRと略）bleomycin（以下BI・Mと略）

による化学療法を行なった後再燃した進行せる非セミ

ノーム睾丸腫瘍例に使用し，他覚的および自覚的に明

らかな効果を認めることができた．また本症例の腫瘍

組織はヌードマウスに継代移植中であるが，この実験．

モデルでCDDPの腫瘍感受性試験を行なったところ

臨床成績ときわめてよく一致した．

 本稿においては，この症例の経過とヌードマウスの

実験結果を中心に報告する，

CDDPについて

 詳細は塚越4）が紹介しているのでここでは概略を述

べる．本剤はFig・1に示すようにプラチナ原子を中

      C2一一一一一一・一一一一”一一一一一rNH3

      ，；，tx．．／／

     膨∠竺＼乙

Fig． 1． Structure of cl’s－diammincdichloride platinutn．

心にアンモニアおよび塩素が平面に対しシス位に相対

した錯体である．Rosenbergらは1965年白金化合物

が大腸菌の増殖を抑制することを発見し，ついでその

抗腫瘍性を実験腫瘍（マウスサルコーマ180，L 1210）

において見出した5・6）． その後有効性の示された実験

腫瘍としてはWalker 256 carcinosarcoma， Dunning

ascitcs leukemia， Lewis肺癌， Ehrlich腹水腫瘍，

P388白血病細胞， BI6メラノーマおよび化学物質

で発癌さ世た乳癌や膀胱癌などである．

 臨床成績については非セミノーム睾丸腫瘍に関する

ものがもっとも多い．特に本剤とvinblastine （以下

VBLと略）BLMとの併用によるEinhornらの成績

がきわだって良いものである3）．非セミノーム睾丸腫

瘍以外にはHodgkin病，リンパ腫，頭頸部癌，甲状

腺癌，膀胱癌，前立腺癌などにも効果があると報告き

れている7一一9＞。

 毒性についてはイヌとサルを用いた実験で著しい腎

毒性が認められている．その他消化器系障害，骨髄の

形成不全，リンパ組織，睾丸，唾液腺などの萎縮，膵

炎，心筋炎，聴力障害などがみられる4）・

臨 床 成 績

 現病歴：1976年12月初旬，何らの誘因と思われるも

のなく右陰嚢内容の腫大および歩行時の終痛をきたし

たが，落痛はすぐに消失したため放置していた．12月

下旬にはさらに腫大し落痛がはげしくなったので某

医を訪れ感染症として治療をうけた．しかし症状は軽

快しないので，1977年1月某病院泌尿器科を訪れ睾丸

腫瘍と診断され当科を紹介きれた．1977年1月19日入

院．

 既往歴，家族歴ともに特記すべきことなし．

 入院時所見：栄養良．体格中等度胸部に聴打診上

異常なく，腹部に腫瘤を触れず．右陰嚢は超鶏卵大に

腫大し，内容は表面平滑，弾性硬，均質の腫瘤を触知

する．直腸内触診は異常なし．

 一般検査成績：赤血球496×IG4／mm3， Hb 14．89／

dl（92．5 ％）， Hct．44．o ％，白血球数7，400／mm3，栓

球数 17．6×104／mm3．

 GOT 27mU／ml， GPT 71UII， LDH 274 mU／ml，

Al－P 53 mUfml， total bilirubin O．5 mgfdl， albumin

4．6g／dl， total protein 7．0 gfdl， cholesterol 122 mg／dl，

尿酸5．7mg／dl， BuN lo mg／dl，糖88 mg／dl， P 2．7

mg／dl， Ca2“ 9．3 mg／dl， Na 144 mEq／1， K 4．2 mEq／1，

Cl 106 mEq／L

 出血時間3ノ，凝固時問9ノ，血清梅毒反応陰性，血沈

値9mm（1時間）．

 AFP 3，000～4，000 ngfm1（赤血球凝集法一HA法），

尿HCG陰性．
 臨床経過：1977年1月25H右高位除睾術を行なった，

摘出標本は超鶏卵大で重量は130gmであった．病理

組織学的診断は絨毛癌およびセミノームを伴う胎生期

癌であった．1977年2月8日目りTable lに示した

Eastem Cooperative Oncology Groupのプロトコー

ル10）を基本とし（以下VAB療法と略），本症例には

Table 1． Eastern Cooperative Oncology Group regi－

     men for treatment of disseminated tcs－

     ticular tumorsio）．

Cycle 1 （days 1－21）

 Act D O．4rrig／m’ IV／days l Ns

 BLM 15．Omg／m’rv；days 1，8，15．
 VCFI 1．Omgfmi iV ；days l， 8，
Cycle 2 （days 22－42）
 same as Cycle 1

Cycle 3一一6（days 43－126）

 Act D O，4mg／m’ IV；days 1 Ns
 BLM 10．Omg／m： tV／days l， 8， 15．

 VCR 1．Omglmi JV：daYs l， 8，
Maintenance
 Act D O．4mg／m’IV；days 1～5

 vcR 1，0mg／mi lv：daY 1

 Bepeat every 50 days for 6 courses．

 丁hen every 60 d（］ys．

症例：Y．T．17歳男子（1959年3月15日生れ）．
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絨毛癌の組織がみとめられたのでmethotrexate（以

下MTXと略）10mg／day毎日経口投与を追加する

4者併用療法（以下VABMと略）を開始した．化学

療法開始前のAFPはHA法で200～400 ng／ml，ラジ

オイムノアッセイ（RIA）で320 ng／ml以上であった．

 本療法2サイクル終了時GOT 261 mU／ml， GPT

3671U／しと肝機能障害が出現したためMTXの投

与を中止し，3サイクルはACD， VCR， BLMの3

者併用療法を行なった．4サイクル開始時（4月19日）

にはAFPはRIAで5ng／ml以下となり，肺転移

巣も断層撮影7cmで1．8×1．6cmと縮小， GOT，

GPTも正常値になった．4サイクルはMTX 5 mg

を隔日に経口投与し4者併用とした．

 6サイクルを6月14日終了しACD， VCRによる維

持療法に入った．6月15日AFPは陰性， LDH 186

mU／mlと正常であったが，胸部断層撮影で転移陰影

は2・5×2・Ocmと増大の傾向を示した．維持療法第2

回目開始時（7月28日）肺転移陰影はきらに増大した

ので，化学療法を一旦黙止し同部に200rads×17回，

計3，400radsのコバルト照射を行なったところ，8

月17日の胸部レ線検査では肺転移巣は消失しAFP，

LDHも正常値となった．

 しかし9月29Hリンパ管造影上，第3～4腰椎の左

側傍大動脈リンパ節腫大が認められたので10月19日よ

り200rads×25回．計5，000 radsのコバルト照射を

行なった．終了時（11，月30日）AFP 200 ng／ml以下

（HA法），1．DH 147 mU／mlであり，レ線上胸部およ

び腹部に異常をみとめなかった，

 1978年1月23日，維持療法のため再入院したが

AFP 200 ng／m1以下， LDH 313mU／ml，赤沈17mm

（1時間値）であり，レ線上両肺野に新たな転移巣が

認められた．VABないしVABM療法はもはや無効

と考えられたのでTable 2に示す5者併用療法を行

なった．しかし効果は認められず，4月19日には，

LDH 570 mU／ml，．AFP I 33 ngfml（RIA）となり胸

部レ線上転移陰影の増大と数の増加が認められた．

23

Tab］e 2． Regiinen of VACAM chernotherapy

     undertakcn after VAB chemotherapy．

Dose and schedule

 かねて依頼しておいたCDDP 300mgが米国国立

癌研究所よりとどいたので一Table 3に示す3者併用

療法を行なった．2コース終了時（6月9日）LDH

162mu／ml， AFP 17ng／m1となり，肺転移巣のある

ものは消失，あるものは著明に縮小した．3コース終

了後（3コースはCDDP 80 mgのみ投与．合計280

n19）BLM， VBRの2者による維持療法に移った．

自覚症状は本療法開始前は腰痛を訴えていたが開始後

軽快し6月中は全く訴えなかった（Tablc 3， Fig．2）．

Table 3． Regimen with CDDP， VBI． and BI．M．

 CDDP 20 mg／Mm， i，v． （during 15 minutes） aa“y tor 5 days，

 once evefy 5 weeks for 3 courses

2． BLM 30mg， i，v． weekly for 12weeks

3． VBL Q2 mg／kg， i，v． daily for 2 doys every 5 weeks

a． VBL given 6 hours prlor to BLM

b． Aftef 5 course．s “2weeks ｝ of VBL， mointenonce theropy

 consited of VBL O．5 mg／kg， i．v． every 4 weeks

c， Therapy to be contlnued for 2 years

しかし7月初旬より再び腰痛を訴えるようになり，8

月14日にはLDH 565 mu／ml， AFP 186 ng／mlとな

った．CDDPをさらに入手することができなかった

ので，cyclophosphamide類似のZ4942（iphospha－

mide）を1日目29，5日連続で投与した． AFP値はZ

4942投与前186ng／mlであったものが投与後71ng

／m1となったが，自覚症状の改善はみられず9月23日

死亡した．治療開始より死亡までの全期間は21ヵ月で

あった（Fig．3＞．

ヌードマウス移植実験

 移植の方法：1977年1月25日症例Y．T．より摘出

した手術標本から無菌的に数ヵ所より組織片を採取し，

MEM－E培養液（10％胎児仔牛血清添加）に浸潤さ

せた後PBSにて数回洗浄し，虹彩勇力にて細切，エ

ーテル麻酔下にヌードマウスの背部皮下に移植した．

移植後44日目に腫瘍を摘出して別のヌードマウスに再

移植．現在13代目継代移植中である．

 組織学的には原腫瘍の形態がよく保たれている
（Fig． 4， 5， 6， 7）．

Drugs

Vlncristine

Adriamycin

Cyclephosphamiae

Actinomycin D

Methotrexate

Lsmg／m2
DGy i （and Day 8 and 15 in 1 st course）

50 rng／m， Day 2

500mg／m， Day 2

（）．3mg／m／doy， Dqy 2～4

5mg orally q 2 days

 CDDPの移植腫瘍への効果

 実験方法：第10代目の症例Y．T．移植睾丸腫蕩を

摘出し，前述の方法で細切した後，湿重量約50mg

を移植針にてヌードマウス背部皮下に移植した．移植

後6日目，腫瘍の大きさが約0・lcm3になった時，

各実験群に下記の薬剤を0・1ml蒸溜水に溶解して腹

腔内に注射した．対照群には溶媒のみを注射した．

 腫瘍の縦径（acm），横径（bcm），高さ（ccm）を2
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Fig． 3． Clinical course of the case presented．

Fig． 4． Transplanted tcsticular tumor in a nude mouse， 74 days after 6 th and

    174 days after the initial transplantation． Tumor weight： 70 gm．

           
日おきに測定し，V一一6－a×b×c（cm3）を求め大き

さとした．

 実験1：CDDP単剤の効果

 CDDPを1．5mg／kg投．lj群と3。o mg／kg投与群に

分け5日間連続投与した．

 実験II；VAB療法後のCDDPの効果

 ACD O．03 mg／kg 5「i間連口投与， BLM O．75 mg

／kgを第1，3，5日， vcR O．09 mg／kgを第1，3［1投与．

このうち腫瘍の増大する2匹に，第1匹目は10rl後よ

りvAB療法を繰返し，第2匹目にはcDDP 3 mg／

kgを5日連続投与した．

 実験結果

 実験1で1．5mg／kg CDDP投与群（6匹）では

投与開始5日目より縮小がみられ，13日目には最小と

なるが再び増大がみられ，以後この増大は実験終了日

（32目目）まで続いた．一方3．O mg／kg投与群（2

匹）では投与開始3日目より縮小しはじめ，15日目に

は腫瘍を全く触れなくなりその後腫瘍を全く認めない



26 吉田・ほか 非セミノーム睾：丸腫瘍・CDDP

膨

拠

纏灘
、繊麗

響

難

饗鱒
Fig． 5． Embryonal carcinoma． Photomicrograph of the tEsticular tumor （H ＆ E， reduced from x 100），

Fig． 6． Embryonal carcinoma． Photomicrograph of the transplantcd t｛sticular tumor 59 days after th（

     3rd transplantation and 143 days after initial transplantation （H ＆ E， rcducEd from x 100）．
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Fig． 7． Embryonal carcinoma． Photomicrograph of the transplanted testicular tumor 66 days after the

      4th and 209 days after the initia］ transp］antation （H ＆ E， rcducEd from× 100）．
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まま長期間（6ヵ月以上）生存した（Fig．8）．

1
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Fig． 8． The effect of CDDP to the tcsticular tumor

    transplanted in nude mice．

 実験HでVAB療法を繰返したマウスでは腫瘍の

増大が抑制きれたが，CDDPを投与したマウスでは

著明な縮小が観察され，この結果は臨床経過と一一致し

た （Fig。9）．
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 睾丸腫瘍は青年ないしは壮年層にみられる悪性腫瘍

であるので，この年齢層の男子が社会においてはたし

ている役割を考えると，数字にあらわれるもの以上に

重要な意味をもつ無熱である．またほとんどの症例が

生体のもつ治癒力にもっとも期待できる年齢層にあり，

大きな侵襲にも耐えうるので，泌尿器科領域における

悪性腫瘍の中で完全治癒を目指すことができるチャレ

ンジングな課．題でもある．

 精上皮由来の睾丸腫瘍では，セミノ・一・ Aeの治療に関

してはほぼ確立されたものがあるが1），非セミノーム

睾丸腫瘍には臨床的に多くのきわめて困難な問題があ

る．．特に非セミノーム睾丸腫瘍の進行例はつい最近ま

ではほとんど絶望的であった．しかしはじめにも述べ

たごとく，近年の新しい抗癌剤の開発と多剤併用療法

の進歩は治療成績を大きく改善した．その中でも特に

CDDPの成績が注目される．

 われわれの症例ではCDDPの量に制限があったた

め充分な延命効果をあげることができなかったが，自

覚的にも他覚的にも著明な効果をみとめることができ

た．また副作用も著しいものはなかった．しかし今後

副作用についてはきわめて慎重にかつ重要な問題とし

て取り扱わねばならない．最近Dentinoら11）は

GDDPによる化学療法を行なった15例の睾丸腫瘍患

者の腎機能につき追跡調査し，施行前112±12 mlf

min．のクレアチニン・クレアランスが6ヵ月後には

68．5±12 ml／min．に低下し24ヵ月にわたって回復し

なかった，つまりCDDPによる腎機能障害は不可逆

性であると述べている．さらに，この腎機能障害はク

レアチニン・クレアランス以外に尿検査や一般的生化

学検査では指摘でない，また，腎毒性の病変は遠位お

よび近位尿細管に認められたことを報告している．

 またGonzalez－V三talcら12）は乳癌症例4例に

GDDPを投与した後に， gentamicin， cephalQthinを

感染に対して投与したところ急性腎不全をきたしたと1

報告している．腎に対する副作用の防止に種々研究が

なされなければならないが，腎機能の低下している症

例には使用しないこと，腎毒性の知られている抗生物

質などの併用は行なわないこと，腎機能正常者でも治

療中あるいは治療後腎機能を厳重にチェックしなけれ

ばならず，検査はクレアチニン・クレアランス法を用

いることなどの注意が必要である．

 主たる副作用の標的臓器は腎であるが，このほかに

も高周波部難聴をきたすといわれているので，本剤に

よる化学療法申は聴力測定も行なう必要がある．特に
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小児においては厳重に注意しなければならない．

 その他に骨髄抑制，悪心，嘔吐など抗癌剤一般によ

くみられる副作用がある．またCDDPを一度投与し

たことのある患者に本剤による治療を行なう場合には，

アナフィラキシー様反応をおこすことがあるので注意

が必要である．

 さて，本症例の原腫瘍組織をヌードマウスに移植し，

本剤の効果を検討したが，その結果は臨床成績ときわ

めてよく一致した．

 ヌードマウスはBALB／c系の無毛マウスで1966年

Flanaganにより報告きれ， Pantelourisがこのマウ

スは先天的に胸腺を有せず免疫能欠損であることを発

見し，Rygaard＆Povlsen13）がヒト癌の移植に成功

した．その後ヒトの癌をヌードマウスに移植し，各種

抗癌剤の効果を検討する試みがなされた．泌尿器科領

域においては著者の一人岡田14）がヒト前立腺癌組織の

移植に成功し，また各種抗癌剤の効果についても検討

している15）．

 われわれのいままでの睾丸腫瘍ヌードマウス移植実

験より考えて，1＞移植率がよい2）増殖がはやい3）

原腫瘍組織の性質がよく保たれている4）抗癌剤感受

性の評価が容易，などの点より，睾丸腫瘍ヌードマウ

ス移植実験は基礎的研究の実験モデルとしてはもとよ

り，結果を臨床へ直結できるという見地よりしても，

大きな期待をもつことができるといえる．

結 語

 1）症例．17歳男子，胎生期癌，絨毛癌，セミノー

ムが組織像であるstage III睾丸腫瘍にVABM療法

を行ない再燃VCR， adriamycin， cyclophosphamide，

ACD， MTXの5者併用療法にも無効であったが，

CDDP， VBL， BLMの3者併用療法を施行し自覚的，

他覚的に著効をみた．

 2）本症例の原腫瘍組織をヌードマウスに移植し，

本症例に行なった化学療法の感受性実験を行ない，そ

の結果は臨床経過ときわめてよく一i致した．

 3）CDDPは使用上細心の注意が必要であるが，進

行せる非セミノーム睾丸腫瘍に対し有用な抗癌剤たり

うると考える．
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