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特集／乳癌一診断・治療の新しい展開

最近の化学・内分泌療法

片 岡 健

ま‘ じ め 一
」

　わが国では，食生活の欧米化やホルモン環境の

変化などによって乳癌罹患率が漸増しているが，

一方で，マンモグラフィを併用した乳癌検診の普

及によって，早期乳癌発見率も高くなっている。

また，乳癌の治療法が多様化するに伴って，単に

疾患の有無を診断するだけでなく，各種画像所見

による正確な拡がり診断のもとに，至適切除範囲

を設定し，リンパ節転移度（n因子）やエストロ

ゲンレセプター（ER），プロゲステロンレセプ

ター（PgR），増殖因子レセプター（HER2など），

細胞核異型度（NG），脈管侵襲（ly，　v）などの

生物学的指標により，腫瘍の持つ性格を幅広い側

面から評価した適切な治療選択（テーラーメイド

治療）をする時代になった。

　原発性乳癌の治療は根治手術と化学・内分泌療

法が中心となる。一方，進行・再発乳癌は身体

的・精神的な緩和医療を中心に置いて，様々な治

療選択で対応しなければならない。治療法の最

終決定は，十分なインフォームド・コンセント

（IC）のもとに，当該患者が選択することが原則

であるが，そのためには医療者側からのエビデン

スに基づいた科学的で正確な情報提供が必要であ

る。2004年に日本乳癌学会から乳癌診療ガイドラ

イン1）が発表された。わが国では，このガイドラ

インなどを参考に治療法の組み立てがなされてい

ると思われるが，実際の臨床現場では多々迷う場

面に遭遇する。そこで，本稿では紙面の関係上，

特に，術前・術後補助療法の薬剤選択と化学・内

分泌療法の併用効果，再発乳癌の治療選択につい

て述べることとする。

1．術後補助療法について

原発性乳癌の術後補助療法のうち，全身的には
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化学療法（抗癌剤）と内分泌療法があり，局所療

法として放射線療法がある。現在，乳癌の術後補

助療法は多岐にわたっており，乳癌患者の個々に

適した治療法を提供するには十分な知識がないと

困難な状況になってきた。特に乳癌はその後の

フォローアップも重要で，万一再発した時のこと

を考えれば，はじめから乳癌専門医を受診するの

が良い。それでは，どのような患者が術後補助療

法を受ける必要があるか？　全ての乳癌患者が術

後補助療法を受ける必要はないが，その目安とし

ては，リンパ節転移（n）がある，n（一）でも組織学

的悪性度が高く（核異型度やHER2など）再発の

危険性が高い，などであろう。ちなみにn（一）乳

癌の10年生存率は約90％である。

　一般に，全世界的に容認されている術後補助療

法の標準的ガイドライン基準（St．　Gallenコンセ

ンサス会議）を参考に治療選択していく場合が

多い2）3）。2003年のSt．　GaUen会議では，全ての

n（＋）で化学療法を推奨し，n（一）でもER（PgR）

陰性，t≧2．　Ocm，核異型度2および3，年齢35歳

未満のいずれかは化学療法が推奨された2）。まず

化学療法を約3～6ヵ月行い，その後，内分泌療

法を行う。通常，抗癌剤は点滴で行い，1サイク

ルが約3～4週間4～6サイクルを必要とする。

内分泌療法はERまたはPgR陽性の場合に効果

が期待できる。内分泌療法で最もよく使われてい

る薬剤は抗エストロゲン剤であるタモキシフェン

（TAM）で，約5年間投与の有効性が示されて

いる3）。この薬剤は長期投与により子宮体癌が発

生する可能性があり，長期投与例では年1～2回

の定期的婦人科検診が勧められている。その他の

内分泌療法薬については後述する。

　1．　術後補助化学療法

　現時点で乳癌治療の第一選択は外科的切除であ

ろう。しかし進行期乳癌や炎症性乳癌では，第一

選択が抗癌剤や放射線照射とする場合もある。外
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表1　St．　Gallenコンセンサス会議における術後補助療法治療指針の要点

　息sktt
Category

　ホルモン反応性　』

閉経前「　　　　閉経後tt

反応性不明（含弱陽性〉

閉経前・・、　　　閉経律・

　ホル茎ンネ友応性・

閉経前　∴、「匹今回後：

Lower TAM　or

無治療

TAM　or　AI

or無治療

TAM　or

無治療

TAM　or　AI

or無治療

Intermediate ET　（TAM±OFS）　TAM　or　AI

　　or　　　or化療→TAM
化療→TAM　　or朝畠→AI

　（　±　OFS）

（AI　＋OFS　？）

竿掛→TAM　　化療→TAM
（±OFS）　　or化療→AI

　　　or底流単独
　　（化療→AI＋OFS？）

　　化療　　　　　化療
（AC，　CEF　or　CAF，　FEC±taxane）

High 化療→TAM　　化工→TAM　　二二→TAM　　化療→TAM　　　　化療　　　　　　化療

　±OFS　　　or管轄→AI　　　±OFS　　　化療→AI　　（AC，　CEF　or　CAF，　FEC＋Taxane）

ET：ホルモン療法，　OFS：卵巣機能抑制，　TAM：tamoxifen，　AI＝アロマターゼ阻害剤，化野：化学療法

表2　われわれが行っている乳癌の化学療法

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EC（EPI　60または75㎎／m2＋CPA　600㎎／m2　iv　3qwks）

CMF（CPA　100㎎／日×2wks　po＋MTX／5－FU　50／500㎎／m2　day　1，8iv　4qwks）

CEF（CPA　100㎎／日×2wks　po＋Epi－ADM／5－FU　50／500㎎／m2　day　1，8iv　4qwks）

FEC　（5’FU／Epi－ADM／CPA　500／75／500mg／m2　iv　3qwks）

Paclitaxel（PTX　210㎎／m2　iv　3qwks　or　80mg／m2　iv　weekly　3投1休）

Docetaxel（DTX　70㎎／m2　iv　3qwks　or　40品目m2　iv　biweekly）（主として再発例）

PTX　4　cycle　一　EC　4　cycles

UFT　300～400㎎／日or　5’一DFUR　600～800㎎／日

Capecitabine（Xeloda⑪）またはVinorelbine（Navelbine②）（anthracycline耐性再発例）

EPI：epirubicin，　CPA：cyclophosphamide，　MTX：methotrexate

科的切除が可能な乳癌例では，その後どのように

治療選択して行くべきか？　St．　Gallenコンセン

サス会議（2005年1月）での治療指針（表1：未

発表）は，ホルモン不応性乳癌のうちhigh　risk

群ではanthracycline系を含むレジメン（AC，

CEF，　CAFなど）にtaxane系を加えることが推

奨された。しかしホルモン反応性でn（＋）例では

taxane系抗癌剤を併用することの意義には同意

が得られていない。一方，従来のCMF療法に関

しては今回議論されなかったが，一般に高齢者や

心疾患患者，脱毛拒否の患者には考慮すべき治療

法であり，ICにおいても治療選択の一つとして

説明する必要がある。従って特にn（＋）乳癌術後

補助療法の基本は，現時点ではanthracyclineを

含むレジメンが基本とされているように思われる。

　術後補助化学療法の是非がcontrol　studyとし

て厳密に行われたのは，比較的近年のことである。

数多くの試験を総合した分析結果から，無再発生

存率（DFS）の改善は，必ずしも全生存率（OS）

の改善につながらない，という原則が示された4）5）。

しかしながら，閉経前では再発の減少が死亡率減

少につながっていることも示されている。わが国

では現在，CMFのM（methotrexate）にかえて，

doxorubicinやepirubicin（EPI）などの抗癌剤が

使用されることが多い（CAF，　CEFまたはFEC）。

欧米では，経口抗癌剤はあまり使われていないが，

わが国ではフッ化ピリミジン系の経口剤である

UFT，5’一DFUR，5－FUなどの薬剤が多く用いら

れている。表2に，われわれが頻用している化学

療法投与法を紹介した。

　2．　術後補助内分泌療法

　最近，たとえ閉経前であっても，ER，　PgR陽

性ならば内分泌療法単独も投与方法によっては有

効な治療法になり得るとの報告がある。閉経前に

化療が効果的であることに関して，化療中のエン

ドキサンに卵巣機能を抑える働きがあり，これに

よってエストロゲン分泌が抑えられるとする見解

もある。従って，閉経前の乳癌患者にもエストロ

ゲンを抑えるLH－RHアゴニスト（Zoladex⑧，　Le－

uplin⑪）を使って卵巣機能を抑え，更にエストロ

ゲンをブロックするTAMを用いれば，より大

きな効果を挙げると考えられ，ER（＋）閉経前乳
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表3　われわれが行っている乳癌の内分泌療法

1
2
3
4
5
6
7
8

TAM　20㎎／日またはTOR　40㎎／日po×5yrs）

ZOL　3．6㎎またはLEU　3．75mg　sc　4qwks×2～3yrs）

ZOL　or　LEU×2yrs　＋　TAM×5yrs

TOR　120㎎／日

ANA　1㎎／日またはEXE　40㎎／日po×2～3yrs）

MPA　600～800㎎／日

ANA　or　EXE×2yrs　．　TAM　or　TOR×3コ口s

TAM　or　TOR×3yrs　．　ANA　or　TOR×2yrs

　　（閉経前・後）

　　　（閉経前）

（閉経前，high　risk群）

　　　（再発例）

　　　（閉経後）

（再発例，血栓症に注意）

　　　（閉経後）

　　　（閉経後）

TAM：tamoxifen，　TOR：toremifen，　ZOL：goserelin　（Zoladex），　LEU：leuprorelin

ANA　：　anastrozole，　EXE　：　exemestane，　MPA　：　medroxyprogesterone　acetate

癌でCMFまたはECと比較して，　LH－RHアゴ

ニスト＋TAMが同等以上の効果を示す成績も報

告されている2）3）。またしH－RHアゴニストにAI

を加え，total　estrogen　blockageを行う試験：も海

外では行われているが，まだ確かなエビデンスが

なく，わが国ではAIは閉経前乳癌に保険適応外

である。このような複合内分泌療法の考え方は，

理論的に有効性があると思われ，日本でも幾つか

の臨床試験が行われている。

　現在最も頻用されている内分泌療法薬は抗エス

トロゲン剤のTAMであるが，その他に作用機序’

の異なる薬剤がある。一般に，閉経前ではしH－

RHアゴニストあるいはTAMまたはその併用が，

閉経後ではアロマターゼ阻害剤（AI）またはTAM

が使用されるが，患者背景をも考慮した薬剤選択

がなされている。LH－RHアゴニストは，卵巣摘

除と全く同等の効果を示し，閉経前の乳癌症例に

有効である。またAIはエストロゲンのアンドロ

ゲンからの合成を阻害して，この供給を絶つこと

で乳癌の増殖をおさえる働きがあり，ATAC

tria16）でも閉経後9，366例を対象としてAIが

TAMより有効であることが証明されている。特

にHER2陽性例やER（またはPgR）染色性の低

い症例（Alred　score）では，　TAMよりAIが有

効との報告が多い。また最近，TAM耐性のメカ

ニズムも解明されつつあり7），今後はpure　anti－

estrogen剤の登場など，新規ホルモン剤と併せ

て，より適切な内分泌治療薬の選択がなされるで

あろう。表3にわれわれが使用している乳癌内分

泌療法薬投与スケジュールを記載した。

　3．　術後補助療法における化学・内分泌療法併

　　　用効果

　原発性乳癌に対する術後補助療法としての化

学療法と内分泌療法併用は，それが同時か逐次

かの違いのみでも，術後長期生存に及ぼす効果

に差が認められることが最近明らかとなった3）。

しかし，乳癌の特性や化学療法の種類によっては，

これは必ずしも当てはまらない。例えばEarly

Breast　Cancer　Trialists’　Collaboration　Group

（EBCTCG）による1985年～2000年の，世界194

施設での大規模比較対照試験結果4）5）では，ER

（＋）乳癌とER（一）乳癌で，化療に対する感受性

が異なることが明らかにされている。即ち，ER

（一）乳癌は化療に感受性が高く，ER（＋）乳癌で

は低い。これは閉経前後を問わず同様の傾向で

あった。また化療と内分泌療法の組合せは，単純

に考えると相乗効果が出そうに思われるが，閉経

前患者に対しては，むしろ内分泌療法では癌細胞

を細胞分裂休止期に入れてしまい，抗癌剤の感受

性を落とすために抗癌剤単独より効果が低下する，

むしろ逆効果となる可能性もある。その詳細につ

いては，今後更に検討される課題と思われる。し

かし，治療選択は治療効果のみならず副作用発現

の有無・程度も考慮して行うべきであることは言

うまでもない。

　長い歴史を持つCMF療法とTAM併用に関す

る効果について，これまで数多くの臨床試験が行

われた。1990年前後に行われた臨床試験：（SWOG，

NCICなど）ではCMFとTAMの同時併用の有
用性が検証されたが，いずれも併用による付加的

効果は認められていない3）。一方，閉経前ER（＋）

乳癌では，CMF後のLH－RHアゴニスト投与が

優れた選択肢の一つとされている。

　Anthracyclineを含む多剤併用化学療法と

TAM併用効果についても数多くの報告がなされ

ているが，2002年のASCOにおいて報告された

Inter－group　trialでは，　ER（またはPgR）陽性

の閉経後乳癌において，CAFからTAM逐次併
用が最も優れていた。St．　Galenコンセンサス会

議（2003年）においても，ホルモン感受性がみら
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れる乳癌に対するTAM投与は化療終了後に逐次

投与することが推奨されている2）。一一方，taxane

系抗癌剤と内分泌療法，特にTAM併用に関し

ては，現在NSABP　B－28試験：（AC×4＋TAM×

5yrs　v　s　AC×4＋TXL×4＋TAM×5yrs，

3，060例登録）が進行中で，2005年の報告8）では

DFSは有意に改善が見られるもOSには有意骨

なしとされているが，それ以外には併用効果を検

証したデータはまだない。従って，現時点では化

療と内分泌療法は同時併用より，逐次投与または

個別投与が望ましいように思われる。

　　　皿．術前補助療法Primary　systemic

　　　　therapy　（PST）

　乳癌の多くは早期に全身病化していると言われ，

局所療法は，生存期間の延長には大きな影響を与

えず，原発巣の除去も，実質的には転移の危険性

を低下させないとされている。これまで術前補助

療法PSTは進行期乳癌を中心に行われてきたが，

最近，中期乳癌においても適応拡大されている。

その背景には先の全身病説と，新規薬剤の開発や

個別化治療などの研究が注目されてきたためと思

われる。PSTの利点は，　in　vivoで抗腫瘍効果が

判定できる，腫瘍のdown　stagingにより縮小手

術可能症例がある，治療効果が予後予測の指標と

なる，などであろう。欠点は正確な病期分類が困

難となる，局所コントロールの開始が遅れる，正

確な温存術が困難となる，などである9）10）。

　PSTとして，化学療法剤ではanthracycline系

またはtaxane系を含んだレジメンが選択される

ことが多い。例えばACまたはEC療法4サイク

ルやCAFまたはCEF療法の6サイクル，また

はtaxane系薬剤併用などが行われる。　NSABP

B－18試験9）は，術前のAC療法は温存術導入や乳

癌の生物学的特性を捉える観点からも有益な情報

が得られるが，予後などについては今後の課題で

あるとした。一方，anthracyclineとtaxaneの同

時か逐次かを比較したエビデンスは未だないが，

anthracycline　4サイクルとtaxane　4サイクルの

逐次投与が有効性や安全性の面から現時点では推

奨される傾向にある。なお，いずれを先行が良い

かのエビデンスも現在のところ得られていないが，

われわれの経験ではQOLおよびcomplianceの

面からtaxane先行の方が良いように考える。ま

た術前化療に加えて術後化療を施行すべきかどう

かについても，現時点では答えは得られていない

一臨林と研究・82巻10二一

が，NSABP　B－27（2001年目が術前のみAC4サ

イクル，術前AC　4サイクル＋術後TXT　4サイ

クル，術前AC　4サイクル＋TXT　4サイクルの

3群比較を行っているので，まもなく一つの回答

が得られるであろう3）8）。

　一方，術前内分泌療法に関しては，一般にホル

モン感受性のある高齢者あるいは手術不可の閉経

後乳癌を対象とした研究報告が多い。内分泌療法

薬は化学療法薬に比べ副作用が少なく，使用薬剤

によっては短期間に腫瘍縮小効果が得られるとの

報告もあるが，術後補助療法12）と同様，現在のと

ころAIがTAMより効果が優れていることが示

されている6）11）。しかし至適投与期間や化療によ

る組織学的治療効果の判定基準がそのまま当ては

まるか否かなど，化療ほどには未だ十分には検討

されていない。

　更に，今後は患者のbenefitとなるPSTの適

応決定と，集学的治療をより安全に遂行する上で

のco－medicalの協力およびその教育が緊急課題

である。一方，病期皿やIVなどの進行期乳癌に対

する明確なガイドラインがない。現時点では症例

に応じた集学的治療を行っているが，一般に術前

CAFまたはtaxaneなどの抗癌剤治療を行い，乳

房切除（縮小例では温存術）後も，放射線治療や

化学・内分泌療法を追加する。なお，補助療法

としてHER2過剰発現例に対するtrastuzumab

（Herceptin⑪）の有用性については，まだ臨床デー

タがない。わが国において，これら薬剤選択が適

切に行われるためにも，積極的な臨床試験が行わ

れることを期待する。

皿．再発乳癌に対する薬剤選択

　遠隔転移を有する再発乳癌では薬物療法を行っ

ても最終的に治癒することは殆どなく，主たる目

的は延命効果と症状緩和である。化療や内分泌療

法による生存期間は平均2～3年であり，5生率

は30～40％，10生率は一般に10％未満である。

従ってHortobagyiの転移性乳癌に対する治療ア

ルゴリズム14）の如く，hfe　threateningでない症例

では，ホルモン感受性がある場合に内分泌療法を

第一選択とし，抵抗性となった場合に化療へ変更

する。ホルモン感受性が無いか生命の危険がある

場合は，最初から一斗より開始するのが基本概念

であろう。しかし最近，H：ER2や癌の発育速度

（DFI）などを考慮した治療指針も示されている

ことから，われわれは以下のような治療選択を
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行っている。即ち，原発巣あるいは転移巣の生物

学的特性（ER，　PgR，　HER2），　DFI，転移部位，

PS，年齢，臓器機能などを総合的に評価した上

で決定する。例えば，ER（＋）肺単独転移例であっ

ても，HER2（＋）であれば内分泌療法単独かHer－

ceptin⑧単独，あるいはHerceptin＋内分泌療法の

治療選択もあり得る。また化療先行による副作用

出現例あるいはPS悪化例では，内分泌療法単独

に変更することもあり得る，などである。

　一方，再発乳癌に対する治療は全身的薬物治療

が基本であるが，手術や放射線治療など局所療法

を選択する場合もある。例えば脳転移例ではγナ

イフや定位脳照射，あるいは全脳照射か手術療法

を選択する。骨転移によって骨痛を訴える症例で

は，骨折を来たす前に放射線治療またはbisphos－

phonate薬剤あるいはそれら併用治療を積極的か

つ早期に行うこととしている。なおわれわれは

bisphosphonate剤投与を単独では行わず，必ず

他の治療法と併用することとしている。局所再発

や単発肺転移例では，外科的摘除により10年以上

再々発を認めていない症例も経験している。また

対症療法として，放射線照射，脳外科的治療，胸

水排除などは，症状の緩和を主眼に選択される。

お わ ）レ 一
」

‘

　本稿では，特に術前・術後補助療法の薬剤選択

と化学・内分泌療法の併用効果，再発乳癌の治療

選択を中心に述べた。最近，分子標的療法である

Herceptinや骨転移例に対するbisphosphonate

90㎎投与，更にはcapecitabine（Xeloda⑪）やvi－

norelbine（Navelbine③）など新規抗癌剤が保険

収載され，pure　anti－estrogen剤も開発されてき

ている。今後は更に乳癌治療選択が拡大し，患者

特性を重視した分子生物学的治療選択が一般的に

なるものと期待される。また，より安全で患者に

適した治療選択を行い得るためにも，チーム医療

の実践と共に，医療者全体の教育も重要になって

くると考える。
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