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TREATMENT OF ADVANCED UROGENITAL TRACT CANCERS
            WITH CIS－DIAMMINEDICHLOROPLATINUM

   Yuichiro AKAsAKA， Toyohei MAaHiDA， Fujio MAsuDA，

     Makoto MIKI， Takaaki MINAM正， Sachihiko．OHIs田，

Munetoshi YANAGisAwA， Shigeyuki KoTERA， Kazuya TAsHiRo，
              Jojiro NAKAtrA and Saku SiMADA

    Fr・m the 1）卿伽翻げ伽」・9」，ノ瓶Univer吻86加・1・f Medicine

                   （Director t Prof． T．’ Machida）

    A total of 28 patients with urogenitai tract cancers ．．． 17 non－seminomatous testicular cancers，

4 urinary bladder cancers， 1 renal pelvic cancer， and 1 penile cancer were treated with CDDP only

or three－drug combinatien consisting of’ bDDP， vinblastine， and bleoinycin．

    On the CDDP single therapy， platinum was given in 4 dosage of 25 mg／body as 2－hour intravenous

infusion for 5 consecutive days in a week for 3 weeks． This treatment unit was repeated for 3 times．

    On the CDDP combination therapy， platinum was given in the same manner as the therapy

with single CDDP， and vinblastine was given on the first and second days of 5 consecutive days in

a week in a dosqge of 10 mg／body for 3 weeks for 4 courses and then given as a single injection in a

dosage of 10’ 高〟^body for 4 weeks． This tre4tment was applied on and off for 2 years．

   Bleomycin was given weekly．f（）r l 2 weeks in a dosage of 30皿g／body by intravenous injection．

   Threc disseminated testicular cancers and one renal pelvic ．cancer were treated with CDDP．

The therapy with CDDP single was not sio effec’ 狽奄魔?for testicular cancers but a tumor regression was

observed endoscopically in renal pelvic cancer．

   F6粛t66h．．d五s66血inat6d．．te9亡icular ca漉ers，4urinary bladdbr cancers， and l penile cahcer were

treated with ’CDDP， vinblastine， ahd bleomycin given in combination．

   Two ofthe’ 14 testicular’eancers （140／．．） achieved complete response and 5 of the 14 （360／．） achieved

partial response． But the 3－drug combination therapy was not so effective for urinary bladder cancer

and penile cancer．

   On the toxicity of CDDP， the CDDP caused moderate to severe nausea and vomiting in almost

6f all patients during 5 days of treatment． ’None of these patients treated with CDDP showed pgphro－

toxity and ototQXity． But in the CDDP cornbination therapy， the most serious side effect is the myeJo－

suppression dUe tO vinblastine． LeukoPenia （below 1，000／rnm3） was observed in 5 of 19 patients．

   We believe the CDDP－combination therapy represents a great advance in the management of

patients i”rith disseminated testicular cancer．
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1 緒 言
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 睾丸腫瘍は，放射線療法による治療効率の良いセミ

ノーマ性睾丸腫瘍を除き，非セミノーマ性睾丸腫瘍は

一般に予後不良である．しかし最近になり，非セミノ

ーマ性睾丸腫瘍に対し比較的特異的に有効であるcis－

diamminedichloroplatinum（以下CDDPと略す）が

開発され，非セミノーマ性睾丸腫瘍に対するCDDP

を申心とする化学療法がにわかに注目されてきた．わ

れわれは最近，非セミノーマ性睾丸腫瘍17例を含む23

例の尿路性器悪性腫瘍に対し，単独あるいは，vinbla－

st三ne（以下V：Bしと略す）， bleomycin（以下BLM

と略す）とCDDPの併用化学療法を行なってきてい

る．まだ2年問の経験であるが，CDDP併用療法が

非セミノーマ性睾丸腫瘍にとくに良好な成績をえられ

ているのでここに報告する．

H 対象症例と投与方法

 CDDPによる化学療法は，1979年5月より1980年

5月まで慈恵医大泌尿器科およびその関連病院に入院

した尿路性器悪性腫瘍患者23例を対象として行なっ

た．これらの症例は以前の化学療法や放射線治療の無

効症例で，そのうえ本人および家族の諒解の得られた

症例である．疾患内訳は非セミノーマ性睾丸腫瘍17例

（明らかな軽移を有するもの14例），膀胱腫瘍4例（転

移を有するもの3例），再発肝腎腫ff 1例，再発陰茎

腫瘍1例である （Table l）． CDDP単独療法は，

cDDP 25 mg（16～i8 mg／m2）を5％糖液500 mlに

溶解し，2時間で静脈内投与を行なった．これを5日

間連続して行ない1コースとして，3週毎に計3回行

なった．

 CDDP併用療法では，原則としてEinhorn1）の

投与スケジュールに準じて行なった．すなわち上記

Tablc 1．症例の内訳（23例）

単独療法  併用療法

CDDP単独治療に加えて， VBL IOmgを治療週日

1日目と2日目に静脈内投与し，これを1コTスと

して3週毎に計4コース，および治療週日2日目に

BLM 30 mgを静脈内投与し，12週連続行なった．な

お維持療法としては，VBL lO mg静脈内投与を4週

に1回，2年間行なうことを目標にした．まt以前に

放射線治療を受けている症例や，骨髄抑制の強い症例

では，VBLの1回投与量を50％減として投与した．

さらにCDDP単独，併用療法いずれの場合にも腎障

害の防止のため，原則として1日2，500日目以上の補

液と，furosernideやmannito1などの利尿剤の負荷を

行なつt．

症 例

  胎児性癌

睾 胎児性癌十二ミノーマ

丸胎児性癌＋絨毛上皮癌＋セミノーマ

腫 胎児性癌＋絨毛上皮癌

蕩 胎児性心＋奇形癌

  奇形癌

1

2

7

4

1

ユ

1

皿 治 療 成 績

膀 胱 腫 瘍

腎 孟 腫 瘍

陰 茎 腫 瘍

1

4

1

 CDDP療法の前後には，α一fetoproteinや，人絨毛

性ゴナドトロピンなどの腫瘍マーカー，GOT， GPT，

LDH， A1－Pなどの血液化学，赤血球数，白血球数，

赤沈などの血液一般，さらに，BUN， creatinine，ク

レアチニンクリアランス（Ccr．）などの腎機能検査を

はじめ，胸部X－P，排泄性尿路造影（IVP）， CT．を行

ない，可能なものでは腫瘍の体外計測を行なった．化

学療法による効果判定には小山，斎藤班の分類を用い

た2）。すなわちcomplcte responce（CR）とは，測定

可能病変，評価可能病変および腫瘍による二次病変が

すべて消失し，新病変が出現しない状態が4週間以上

持続したものであり，partial responce（PR）とは，

2方向測定可能病変の縮小率が50％以上であるととも

に，評価可能病変および腫蕩による二次的病変が増悪

せず，かつ新病変の出現しない状態が少なくとも4週

間以上持続したもあとした．no change（NC）は，2

方向測定可能病変の縮小率が50％未満，．！方向測定可

能病変においては縮小率が30％未満であるか，または

それぞれの25％以内の増大にとどまり，腫瘍による二

次的病変が増悪せず，かつ新しい病変が出現しない

状態が少なくとも4週間以上持続した場合を言い，

progressive disease（PD）とは，測定可能病変の25％

以上の増大，または他病変の増悪，新病変の出現があ

る場合とした．

 尿路性器悪性腫瘍23症例に対するCDDP療法の治

療成績の総括をTable 2に示した．睾丸腫瘍は病期

を3群に分類したが，17例の睾丸腫瘍のうち3例は胸

部X－P，IVP， CT，リンパ管造影などで明らかな転移

巣を認めなかったが，転移の存在を疑わせる所見（除

睾術後もAFP， HCGなどの各種tumor markerの

下降ないし正常化を認めない）があるものはstage－Ila

と分類した．
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Table 2． CDDP療法における治療成績

Na 年齢 性 疾 患 Stage投与方法 投与量 縮少率（％） 合器前田囲転帰離
1 26 ♂ 睾丸腫瘍（E，S）※皿b

2 33 ♂ 睾丸腫瘍（T） 皿b

3 21 ♂ 睾丸腫瘍（E，C，T）Ha

4 27 ♂ 睾丸腫瘍（E，S） 皿b

5 25 ♂ 睾丸腫瘍（E）

6 30 ♂ 睾丸腫瘍（E）

皿b

Nb

7 44 ♂ 睾丸腫瘍（E，S） 且a

8 34 ♂ 睾丸腫瘍（E）

9 32 ♂ 睾丸腫瘍（E）

10 27 ♂ 睾丸腫瘍（E）

11 26 ♂ 睾丸腫瘍（E）

皿b

豆a

且a

皿b

12 45 ♂ 睾丸腫瘍（E，T） lla

13 46 ♂ 睾丸腫瘍（E，S） 皿b

14 24 8

15 34 8
16 35 8

17 25 ＆
18 48 9
19 67 8
20 57 8
21 63 8
22 57 9
23 51 8

睾丸腫瘍（E）

睾丸腫瘍（E）

睾丸腫瘍（E，C）

睾丸腫瘍（E，C）

膀胱腫瘍（GIV）

膀胱腫瘍（G皿）

膀胱腫瘍（GH）
膀胱．腫瘍（G皿）

腎孟腫瘍（G皿）

陰茎癌

皿b

皿b

皿b

皿b
D
D
D
D
C
C

併

併

併

併

併

併

併

併

併

併

併

併

併

併

単

単

単

併

併

併

併

単

併

375

375

375

375

375

375

375

500

375

375

375

375

500

375

250

75

125

125

125

250

250

375

300

100

100

50％4

50％4

50％4

50％1｛

50％1｛

25％1！

25％4

増大

増大

増大

増大

不変

増大

増大

増大

増大

25％＞
25％N一一

12
2400

8600

1900

2000

190
3200

14800

10． 0

9900

10000

6600

2370

115
1200

 十

 十

 12
600 1

5．0

11． 8

22． 8

4．0

6001

 86

4．0

8． 0

4． 0

7． 2

1，5

7000
1200

十

十

CRsM

CR 6M ＋

PR 4M

PR 3M

PR 7M 十

PR IM  ＋

PR IM

NC 10M

・NC 3M

NC 8M

NC 1．5M

NC 3M

PD

PD

PD
PD
NC
PD
PD
PD
PD
NC 10M

NC IM

×

E：ernbrynal carcinoma， S：seminoma， T：teratocarcinoma， C：chol iocarcinoma

1，CDDP単独療法の成績

 CDDP単独療法は非セミノーマ性睾丸腫瘍3例，

腎孟腫瘍の1例に対して行なったが，睾丸腫瘍stage

IIIbの3例はCDDP投与開始後も病勢は進行し
た．腎孟腫瘍の1例は，右腎尿管全摘＋膀胱部分切除

施行後10ヵ月目に腫瘍床より再発し，膀胱右側壁の生

検で移行上皮癌grade－IVであり， CDDP単独療法

3コース終了後，膀胱内の腫瘍の療痕状消裾がみられ

たが，その後10ヵ月間内視鏡所見上変化がなく，抗腫

瘍効果分類でNC 10ヵ月と判断した．

2．CDDP併用療法の治療成績

 CDDPとVBL， BLMのCDDP併用療法による
非セミノーマ性睾丸腫瘍に対する抗腫瘍効果は著明で

あった．すなわち睾丸腫瘍14例（stage Ila 5例， IIb

1例，IIIb 8例）中， CRは2例14％， PRは5例

36％であった．PRのうち2例（No．3， No．4）は肺転

移巣の消失と，腹部腫瘤の縮小がCDDP併用療法終

了後1ヵ月以上持続しており，残存する腹部腫瘤摘出

術を行ない，全く腫瘍組織のない状態となった．すな

わちCDDP併用療法のみ，あるいは手術療法の併用

で腫瘍より解放された症例は4例（No．1，No．2， No．3，

No．4）であつた．
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 また初診時明らかな転移巣は認められなかったが，

高位除睾術後2週間を経てもなおtumor markcrの

低下傾向のなかった3症例も，CDDP， VBL， BLM

による併用療法により4週から5週後には全例tumor

markerの正常化を認めた．一方CDDP併用療法に

全く反応しなかった無効症例は2例（No．13， No．14）

であった．以上睾丸腫瘍例に対するGDDP併用療法

の有効率（CRおよびPR）は50％であっt：’一

 進行膀胱腫瘍（stage－C 1例， stage－D 3例）に対

してはCDDP併用療法でも抗腫瘍効果は低く，1

例はCDDP I 25 mg（25 mg／day）投与後，1例は

CDDP 250 mg（25 mg／day）投与後死亡した．残る2

例においても2コース施行しても抗腫瘍効果は認めら

れず，CDDP併用療法を中止し，他の化学療法に変

更した．

 また再発性の陰茎腫瘍に対してCDDP， VBL，

BLM併用療法を行なったところ，右腸骨窩腫瘤は

12×3・8cmから，10．5x3．5 cmと約20％縮小し，右

下肢痛などの自覚症状も一時軽快したが，2コース目

に入る頃から腫瘤の増大と再び下肢痛も増強した．

3．副作用

 CDDPの副作用に関しては，その開発当初から腎

毒性が最も懸念されていたが，自験例23例中13例に

CDDP 3コース計375 mg投与したが，血清尿素窒

素，クレアチニンなどの上昇をみた例はなく，クレア

チニンクリアランスについて検討しても腎機能障害例

は1例もなかった．また2例にCDDP総量500 mg

（CDDP 8 mg／kg）投与したが腎機能に関しては375

mg投与群と同様に全く問題はなかった．

 またCDDP投与に伴いGOT，．GPT， LDHなど

の血液化学所見の変動を認めた例はなく，1例に23．2

×lo4／mm3と軽度の貧血を認めたがCDDPの投与の

終了とともに正常化した．

 CDDP投与に伴う嘔気や嘔吐などの消化器症状は

単独，併用にかかわらずIOO％1（発現し， CDDPのコ

ースをくり返す毎に症状の程度や持続期間は延長して

いく傾向にあった．しかしmetocropramideやchrol－

promadineなどの制吐剤や， diazcpamなどのminor

tranquilizerの使用でその症状は緩和され， CDDP

の投与終了後3～4日程で消失した．

 CDDP， VBL， BLM併用療法の19例では， CDDP

自体の副作用に加うるに，VBLの骨髄抑制や神経毒

性が問題となった．すなわち骨髄抑制は，5例（26％）

に1，000／mm3以下の臼血球減少，1例（5％）に5×

104／mm3以下の血小板減少を認めた．また神経毒性

に関しては，2例（10％）に麻痺性イレウスが出現し

た．また臨床的に問題となる程の第8脳神経障害など

は認めなかった．

 その他CDDP併用療法｝こよる脱毛は18例（95％）

に認められtが，治療終了後2～3ヵ月で発毛し，も

とに回復している（Table 3＞．

Table 3． CDDP療法による副作用（23例中）

副 作 用 単独療法（4例） 併用療法（19例）

嘔気，口区点

食思不振

脱 毛

．．腎障害（Ocr．60以下）

イレウス

白血球減少（1，000Y］下）

貧血（25x104以下）

血小板減少（5×104以下）

聴力障害

4

4

0

0

0

0

1

0

0

（ 100 ％）

（100彩）

（ 25 ％）

19 （ 100 ％）

19 （ 100 ％）

18 （ 95 ％）

0

2（ 10 ％）

5（ 26 ％）

0

1 （ 5％）

o

IV 症 例

 ここで代表的な2症例を供覧する．

 症｛列一1 ：25歳  38－8490 （Fig．1）．

 主訴：左鎖骨上窩の腫瘤

 現病歴．：1979年4月頃より左鎖骨上窩の腫瘤を自覚

し，近医で受診．面部の生検により胎児性癌と診断さ

れ，actinomycin－D， Vincristine， Cyclophosphamide

などによる化学療法を受けたが反応せず，1979年7月

3日に当科へ入院した，入院時の胸部X－Pですでに

多発性の肺転移巣を認め（Fig．4左），1979年7月13日

左高位除睾術を施行した．組織学的所見はadult type

の胎児性睾丸腫瘍で （Fig．2左），睾丸腫瘍stage－

IIIbと診断し，同日よりただちにCDDP併用療法

による化学療法を開始した，除睾術前の血清AFP値

は，190ng／ml，尿中HCGは3，2001U／lであったが，

CDDP併用療法3コース終了後2週間でAFP 40
ng／ml， HCGは6001U／l以下と正常下し，腹部腫瘤

も6×6，8×7，7×6cm，から4×4，6×5，5×5cm，

とほぼ50％減少した．

 左頸部の腫瘤は（Fig・3），治療前（7月13日）7×

8x6cmで， CDDP併用療法1コース終了後から軟

化，縮小し3コース終了2週後（8月26日）には，

4×4×3cmとほぼ50％縮小した．

 胸部X－Pでは，治療前（7月13日）両肺野に直径

4・cmの円形陰影をはじめとして，8個の肺転移巣を

認めたが，CDDP併用療法2コース終了後より肺転

移巣の縮小，消失を認め，CDDP併用療法終了後1

ヵ月後の9月の胸部X－Pでは肺転移巣は全く消失し

た（Fig．4右）．その後も胸部X－P， CT，触診所見で
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      Fig．2． CDDP併用療法施行前後の組織像（症例一1）

測定可能病変の50％以上縮小，およびAFP， HCGな

どのtumor markerの陰性化が1．5ヵ月持続したので，

salvage therapyとして10月31日に，頸部，腹部の残

存腫瘤摘出を試みた．摘出頸部腫瘤は6×4×3cm；

45gで，その割面は海綿状，嚢腫状の構造を呈して

おり（Fig．5），組織学的に悪性像はみられなかった．

すなわち，併用療法施行前の睾丸腫瘍組織は典形的な

adult typeの胎児性癌であるが，併用化学療法後の摘
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 Fig．3． CDDP併用療法施行前後の頸部腫瘤（症例一1）
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CDDP併用療法施行前後の胸部X－P（症例一1）

四

出頸部腫瘤の組織所見は一部に胚細胞が認められ，腸

管上皮や前立腺組織に類似した比較的分化した組織

で，全割面を検索してもどこにも悪性所見を認めなか

った（Fig。2右）．

 一方腹部腫瘤は大動脈，左腸骨動脈を巻き込んだ後

腹膜腫瘍となっており摘出不可能であった．

 その後，維持化学療法としてVBL 10 mg／4 week

静脈内投与を行なっていたが，1980年5月の胸部X－P

にて再び2cm径の円形陰影が出現した．この間の

PR持続期間は7ヵ月で，血清AFPの上昇はみられ

ていない．そこで再びCDDP， VBLによる併用化学

療法を1コース行ない経過観察中であるが，肺転移巣

は縮小傾向にあり，血清AFPは8ng！ml前後におち

ついている．

 すなわち本症例は，頸部，腹部の腫瘍と睾丸腫瘍で

あったが，化学療法で多発性肺転移巣は消失し，頸部

腫瘍は良性化し，腹部腫瘍は残存しているが，GT所

見では依然としてcystic patternを保っており， AFP
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Fig．5．症例一1の摘出頸部腫瘤

HCGのtumor markerは正常値であり，現在経過

観察中の症例である．

 症例一2＝33歳 39－8490（Fig．6，7）．

 初診：1979年9月28日．

 主訴＝陰嚢内容の腫脹．

 現病歴：1979年9月頃より左陰嚢内容の腫脹が出

現，9月28日当科で受診した．9月29日入院し，同日

の胸部X・Pで両肺野に直径4・cmの円形陰影をはじ

めとして，5個の肺転移巣が有り，血清AFP値は

8，600 nglmlと高値であった．ただちに左高位除睾術

を施行し，組織学的に奇形癌と診断し，1979年10月6

口よりCDDP， VBL， BLMによる併用化学療法を開

始した。CDDP併用療法1コース終了2週間後，胸

部X－Pにて転移巣は5個から3個に減少し，AFP

値も1，190ng！mlと低下した．

 併用療法2コース終了2週間後には，胸部X－Pで

肺転移巣は全く消失し，AFP値も7．O nglm1と正常

化した．そしてCDDP併用療法を3コースまで施行

した．その後，12月27日より，高位除睾術施行時に精

索断端の腫瘍浸潤があったため，左腸骨動脈域～傍大

動脈域にLinac 2，500 rads照射を行ない，以後維持

療法としてVBL 10 mg14 week静脈内投与を行ない

経過観察中であったが，1980年7月再び両肺野に多発

性転移巣が出現し，CDDP， VBL併用化学療法をさ
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’79年9月                   ’79年ll月

  Fig・7・CDDP併用療法施行前後の胸部（症例一2）

らに1コース追加したが結局12月13日死亡した．CR

持続期間は7ヵ月であった．

V 考 察

 CDDP（cis－diamminedichloroplatinum II）は中心

のPtイオンと2つのNH2イオンと2つのC1イオ

ンを持つ水溶性の化合物で，1965年Rosenbergら3）に

よりE，coliの増殖抑制作用があることが報告されて

以来，種々の実験腫瘍において抗腫瘍効果を有するこ

とが明らかとなった4・5）．そして1971年以来National

Cancer Instituteを中心としてヒト悪性腫瘍に対する

抗腫瘍効果の基礎治験が行なわれてきた薬剤である．

抗癌剤としての作用機序については，動物腫瘍におい

ては，CDDPはDNAの2本のらせんの間にcross－

linkを作ることによりDNAの合成を阻害し6），また

ヒト腫瘍細胞に対するin－vitroの実験では，細胞周

期に対してnon－specificに傷害を与えると言われてい

る7）．

 現在CDDPの臨床的使用方法としては，単独投与

法と，VBL， BLM， ADMなどの抗癌剤と組合せる併

用投与法があり，睾丸腫瘍，卵巣腫瘍，尿路上皮腫

瘍，頭頸部の悪性腫瘍などに対しての報告が欧米を中

心に近年増加している1，s’一13）．

 睾丸腫瘍に対するCDDP単独療法については，

Higbyら9）は散布性の転移を有する非難ミノーマ性睾

丸腫瘍に対して，cDDP l8～24 mg／m2静脈内投与

5日間／月，および100mglm2静脈内投与1回／月な

どのさまざまなスケジュールで実施し，その60％の症

例に寛解を得たことを報告し，またMerrinら13）は平

均539mgのCDDP単独投与により35％の症例に部

分寛解を得たことを報告している．われわれは散布

性の転移を有する六曜ミノーマ性睾丸腫瘍に対し，

CDDP 25 mg（16～18mglm2）静脈内投与5日間／週，

3週毎3コース投与を目標として行なったが，いずれ

の例に対しても無効であった．これはわれわれの投与

量がHigbyらの量よりかなり少ないこと，および症

例が全体的に比較的high－stageのものに投与したこ

とにもよるものと思われるが，とくに投与スケジュー

ル，投与量の差異が有効率にちがいを生じた原因であ

ろう．

 CDDP併用療法について， Einhornら28）はCDDP，

VBL， BLM併用療法で，散布性の転移を有する非セ

ミノーマ性睾丸腫瘍に対し，62％にCRを，34％に

PRを得，しかも54％の患者が25ケ月間にわたって再

発を認めず生存しているとの衝激的な治療成績を報告

した．そこでわれわれもEinhornら1・8）のregimen｝こ

準じて，転移を有する非セミノーマ性睾丸腫瘍に対し

てCDDP併用化学療法を行なったが，その成績は前

述したごとく14症例中CR 2例14％， PR 5例36％，

両者合せ50％の有効率であった．またPR中の2例

に対して残存腫瘍摘出を行ない，結局4例（28％）

にtumor freeの状態を得た．これはmethotrexate

actinomycin－D， cyclophosphamide， vincristine， bl－

eomycin， predonisoloneなどの既存の抗癌剤の単独
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または併用治療によるいかなるregimen14・15）を用い

た時よりも高い寛解率であったが，Einhernら1・s）の成

績には遠くおよばなかった．この理由、としてはCDDP

単独療法の場合と同じくEinhornらのGDDP使
用量20mg／1n2に比べ，われわれの使用量が16～18

mgfm2と少ない点が影響しているのかも知れない．

 またわれわれの経験ではCDDP， VBL， BLM併用

療法に反応しなかった症例も2例（症例No．13 No．14，

絨毛上皮腫瘍の成分は含んでいない）あり，かつVBL

による維持療法中の再燃例も2例（14％）あったこと

は，投与法をはじめとして腫瘍組織型と薬剤感受性，

人種的な薬剤感受性など今後さらに検討の余地が残さ

れている．

 CDDPの使い方としてCDDP， VBL， BLM併用

療法の合理性は，CDDPがDNAのadenineと
crosslinkを形成し6），かっcell cycie non－specific

agentであるが，そのうえBLMのごとくcell cycle

をsynchronizeさせる薬剤や16）， VBLのようにSl期

に有効なcell cycle specific agent17）を組合せると，

各種の抗癌剤の相乗効果を引き出すことになり，抗腫

瘍効果は一層増強する点にある，ただ問題となるのは

BLMで， BLMは副作用として肺線維症があ1） iS），

Einhorn1・8）のCDDP併用療法における寛解導入時

にすでに統計360mgのBLMが投与されたことにな

るので，治療期間が長期におよべば他の薬剤への変更

を考えねばならないであろう．

 GDDPの投与量に関しては，腎機能に対する影響

がそのdose limiting factorであるとされており，投

与量の上限を拡大するためには投与スケジュール，

hydrationの量や併用する利尿剤に対して配慮が必要

となろう．

 つぎに副作用に関しては最も重大な問題として，つ

ねに腎機能障害が警告されてきたが，われわれの経験

ではCDDP総計375mg投与群について，投与終了

後4週から8週まで血清尿素窒素，クレアチニン，

Ccrなどの腎機能に関して追跡したが，1例も腎機能

障害を認めず，またCDDP総計500 mg投与した2

例でも同様であった．ただ計750mg投与した1例

で，Ccrの40％の減少を認めた例があったにすぎな

い．Merrinら10）も総投与量150～2，060 mg（平均

539mg）では問題となるほどの腎機能障害は認めな

かっtと言っており，投与形式にもよるが750mg程

度なら特に腎機能は聞題ないと考えられる．しかし一

方Dentinoら19）は， cDDP 20 mg／m2，5日目／週，

3週毎3コース投与で，投与後6ヵ月で全例にCcr

の低下と，1例の急性腎不：全を経験し，腎の組織所見

585

では尿細管上皮の水腫様変性，基底膜の肥厚と間質の

中等度の線維化を認めたと報告しており，GDDPの

腎に対する影響の問題は，投与量，期間などの問題を

含め今後一層科学的な検討を要すると考えている．

 CDDP， BLM， VBLの併用療法の副作用では，

GDDP自体の副作用に加うるに， とくにVBLの骨

髄抑制や神経毒性が問題であると思われた．VBLの

骨髄抑制は症例によっては重篤であり，われわれの例

でも5例26％にi，OOO／mm3以下の白血球減少症が発

現した．癌化学療法の成否は，完全寛解に導入できる

か否かという点とともに，癌化学療法に伴う白血球減

少による感染をいかに防止するかにかかっており，わ

れわれは白血球数2，0eo／mm3以下となった場合，個

室に移しガウンテクニックを施行し，頻回の尿培養や

咽頭培養を行ない，感染に対して厳重に注意した．さ

らに白血球数工，ooo／mm3以下となった場合には，白

血球輸血やCBPC，（〕ETなどの腎毒性の低い，殺菌

性の広範囲抗生剤の投与を行ない感染予防および治療

に努めた．それにもかかわらず，E． coliによる敗血

症を併発したものが2例あっアこ．

 白血球の減少は，VBL静脈内投与後7日目から10

日目頃出現し，一般に14日置ら20日目になると回復：し

てくるが，症例によっては急激に減少したり，あるい

は白血球減少が遷延した例もあり，たえず白血球数の

監視と白血球輸血などの対策を考えておく必要があ
る．

 副作用のうち嘔吐を主とする消化器症状について

は，CDDP単独，併用療法のいずれにかかわらずほ

ぼ全例に発現し，CDDP療法のコースをくり返す

毎にその症状は増悪していく傾向にあった．Talley

ら20）もCDDP投与量と消化器症状の問にはdosc

dependentの傾向にあったと報告している．また

Litterstら21）のCDDPの生体内分布に関する実験で

はSgualgttS acanthusにCDDP l mg／kg投与し71とこ

ろ，血中CDDP濃度は投与直後に較べ，6日目では

約8％に，十二指腸組織内濃度では約60％に低下する

のに対し，髄液中では300％に増加，脳組織中では200

％に増加したと報告しており，特定臓器への蓄積は

ヒトにも注意が必要であろう．われわれの経験でも

CDDP 375 mgを越えて追加投与した症例ではchrol－

promadineなどの中枢性制吐剤やdiazepamなどの

・ninor tranquilizerもその効果が低下していく傾向に

あった．これはおそらくCDDPの中枢神経系への蓄

積のためと考えている．

 以上非セミノーマ性睾丸腫瘍を中心として，CDDP

の多剤併用療法の治療成績をのべたがCDDP併用療
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法は進行性睾丸腫瘍に対しても50％以上の寛解率を示

し，従来みられない好成績を示した．

w 結 語

 尿路性器悪性腫瘍23例（うち非セミノーマ性睾丸腫

瘍17例）に対して｝こCDDPよる化学療法を行なっ
た．

 CDDP単独療法は，非セミノーマ性睾丸腫瘍3例，

再発腎孟腫瘍1例に対して行なったが，腎孟腫瘍症例

に内視鏡所見で若午の改善を認めたのみで，有効例は

なかった．

 CDDPとVBL， BLMの併用療法は，非セミノー

マ性睾丸腫瘍例，膀胱腫瘍4例，陰茎腫瘍1例に対し

て行なった，非セミノーマ性睾丸腫瘍に対する抗腫瘍

効果はCR．2例14％， PR 5例36％で，有効率は50

％の好成績を得た．一方膀胱腫瘍，陰茎腫蕩に対する

効果は認めなかった．

 副作用に関しては，CDDP総計750 mg投与した

1例にのみCcrの40％低下した例がある以外，充分

なhydrationにより上記1例以外の症例に腎機能に

関しては問題はなかった．また，CDDP， VBL， BLM

併用療法では，VBLによると思われる骨髄抑制が5

例26％に認められ，白血球減少による敗血症と思われ

る症例が2例みられた．

 副作用として，嘔気，嘔吐などの消化器症状は

CDDP単独，併用療法のいずれにかかわらず，ほと

んど必発であったが，制吐剤の投与で抑制され，臨床

上問題とはならなかった．

 以上非セミノーマ性睾丸腫瘍の治療として，CDDP

多剤併用療法はきわめて優れた効果が期待され，今後

投与量，投与形式，副作用対策な．どの確立によって，

一層睾丸腫瘍の治療成績は向上するものと思われる．

 本論文の要旨は第18回日本癌治療学会総回（東京1980年9

月）において発表しt．

 またCDDPはブリスDレ製薬の提供をうけた．ここに謝

意を表する．
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