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UFTによる乳癌術前補助療法
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はじめに

　現在，原発性乳癌に対する術前補助療法neOad－

juvant　therapy（以下，　NATと略す）は，主

として全身化学療法あるいは局所動注療法により

乳癌の局所コントロールと微小転移巣の制御，あ

るいは　down　staging　による　quality　of　life

（Ω0：L）を目指した縮小手術適応拡大を目的とし

て施行されている1’4’。そこで今回われわれは，

根治可能なStage皿a以下の乳癌症例に対する

UFT単独NATを施行し，超音波検査による

治療前後の腫瘍縮小率を計測して若干の知見を得

たので報告する。

1．対象および方法

　対象は1993年11月より1995年2月までに広

島大学第二外科で根治術を施行した臨床病期1～

maの原発性乳癌症例のうち，術前に穿刺吸引細

胞診で確定診断の得られた21症例　（平均年齢

51．0±14．8歳）である。全症例におV・て術前化学

療法としてUFT投与を行うことに対するinfo・

rmed　consentを得た上で，その日より術前日夜

または当日朝までUFT　300　mgまたは600　mg／

日（7～44日間；平均投与期間14．8±6．5日）を

経口投与して以下の測定を行った。

　1．腫瘍径計測

　超音波検査により投与開始前および手術前日に

腫瘍最大径における縦・横径（cm）を計測した。

さらにその積（cm2）による面積比から各々の腫

瘍縮小率を求め，日本癌治療学会の固形がん化学

療法直接効果判定基準に準じて効果判定した。

　2．核DNA量測定
　術中凍結保存した腫瘍組織をホモゲナイズして

単離細胞浮遊液を作製，以下Hedleyら5，の方法

に準じてフローサイトメトリーにより核DNA

量を測定した。得られたヒストグラムから

DNA－index（DI）1．0をdiploidy，それ以外を

aneuploidyと判定した。

　3．腫瘍内濃度測定

　同様に可能なかぎり多くの症例において凍結保

存した腫瘍組織，正常乳腺組織および転移陽性ま

たは陰性腋窩リンパ節における各組織内　5－FU

濃度とともに，masked　compoundであるtega・

furおよび5一：FUの不活性化を阻害するuracil

各濃度も併せて測定した。なお　5－FU　および

uracil濃度はガスクロマト・マスフラグメントグ

ラフィーにより，tegafurは高速液体クロマトグ

ラフィーにて測定した6）。

　以下，対象21症例における病理組織型および

核DNA量と術前UFT投与の治療効果，また

各組織内5－FU濃度などとの相関性について検

討した。なお統計的処置はWilcoxonまたはt

検定を用いた。

＊広島大学医学部・第二外科

II．結　　果

　術前UFT投与21症例の各組織内5－FU濃

度では，正常部に対して腫瘍部で，また転移陰性
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Fig．　1　Concentration　of　5－FU　in　several　tissues

　0　　　　　5　lo　ls　20　25　（g）
　　　　　　　　Total　dosage　of　UFT
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Fig．　2　Concentration　of　5－FU　in　tumor　tissues

　　　of　two　groups　according　to　the　DNA－

　　　ploidy　pattern
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Fig．　4　Correlation　between　5－FU　concentration

　　　and　regressive　effect　of　tumors

リンパ節に比して陽性リンパ節内5－FU濃度が危

険率1％にお1，・・て有意に高値を示した（Fig．1）。

同様にtegafurおよびuracil濃度も測定し，5－

FUほどの有意差はみられなかったが同様の傾向

を示した。

　DNA－ploidyパターン別では有意差はないも

のの，aneuploid例で腫瘍内5一：FU濃度が高い

傾向がみられた（Fig．2）。なお組織型別には腫

瘍細胞量が比較的豊富と思われる充実腺管癌およ

び髄様癌でやや高値を示したが，症例数が少なく

有意差はなかった。

　次に腫瘍内5－FU濃度とUFT総投与量とは

相関性は低いものの正の関係がみられた　（Fig．

3）。しかし，全体的にはUFT総投与量が10　g

を超えても5－FU組織内濃度はあまり上昇せず，

点線のごとく0．1μg／g程度に落ち着くように思

われた。一方，腫瘍内5－FU濃度を0．05μ9／9

以上と未満の2群に分けて，腫瘍径を治療前後で

比較検討したのがFig．4である。両群間に有意

差はないが，特に高濃度移行　（＋）　と思われる

0．05以上群でより強い縮小傾向がみられた。し
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かし今回は，腫瘍縮小率と　UFT総投与量，投

与期間または腫瘍内5－FU濃度に相関はみられ

なかった。

　以上，．短期間の術前UFT単独投与のみでも腫

瘍縮小効果が得られた症例もあり，その治療効果

をまとめると縮小率50％以上（partial　response；

PRに相当）が3例，奏効率は14，3％であり，

25％以上50％未満　（minimal　response；MR

に相当）も4例（19．0％）みられた。特に腫瘍

径3．Ocm以上でNATにより3．Ocm未満まで

縮小し得た症例も4凋みられた。一方，わずかな

がら増大した症例は2例（9．5％）のみであった。

　UFTによるNATの副作用は，　Grade　2の

消化器症状で休薬したものが1例（4．8％）みら

れたのみで，他の症例では特に副作用は認めなか

った。なお組織学的治療効果についても併せて検

討したが，低用量かつ短期間投与であったためか，

これまでGrade　I【以上の組織学的著効例は認

めていない。

m．考　　案

　原発性乳癌に対する術前補助療法（NAT）は，

これまで主として局所進行乳癌に対して行われて

きた1’4’。特にわが国では全身化学療法とともに

局所動注療法が盛んに行われ3・4’，その有効性も高

く評価されている。Bonadonnaら2’はNATの

主な目的および利点として，①局所コントロール

にて切除不能を可能とする，②早期全身治療によ

りmicrometastasisを抑制する，③薬剤耐性クロ

ーンの出現を抑える，④残存腫瘍の急速な分裂増

殖を抑える，⑤薬剤感受性を知り得る，⑥局所療

法により乳房温存療法breast　conservative　ther・

apy（以下，　BCTと略す）が可能となる，など

と報告してV・る。しかし下妻ら4’はNATでは

down　stagingによる治癒切除率の向上は得られ

ず，むしろその微小転移の抑制において　NAT

はより貢献していると論じた。近い将来，局所進

行乳癌に対するNATの評価はもう少しデータ

がそろった上で結論づけられる，あるいはより改

良された方法で行われるものと期待する。

　一方最近では，欧米を中心として根治可能な

Stage皿乳癌に対してもBCTへの適応拡大を

371

目指したNATが盛んに行われつつある。　Jac・

quillatら7’は今後NATによりほとんどの症例

でBCTが可能となると報告し，またSchwartz

ら8）もStage　ll・皿乳癌において十分な縮小効

果が得られた症例では積極的に　BCT　を行い得

る，としている。

　当教室でも1990年はじめに開始したBCT施

行例はこれまですでに70例を超え，幸い現在ま

で1例の再発も認めていない。　しかしいずれも

Stage　ll以下（No．1a；t≦3．Ocm）の乳癌症例

を対象としたものであった。そこでわれわれは

Stage　H～皿aであっても，　NATにより腫瘍径

3．Ocm未満に縮小し得た乳癌症例ではBCT希

望時に対して積極的に本法を試みようと考えた。

したがって，今回NATの有用性を確認する目

的で，まず一つのregimenとしてStage皿a以

下の原発乳癌21症例を対象とした低用量　UFT

経口投与（300～600mg／日）によるNATを施

行し，以下の結果を得た。すなわち，①腫瘍およ

び転移陽性リンパ節では高い5－FU濃度を示し，

特にn（＋）乳癌ではNATとして術前UFT

投与の有効性が示唆された。②UFTによる直接

効果（PR）は21例中3例14．3％にみられ（MR

は4例），特に腫瘍径3．Ocm以上が3．Ocm未満

となった症例も21例中4例に認めた。　したがっ

て，当教室BCT適応基準のうちt因子だけから

考えれば，今後NATによってさらに約20％の

症例でBCTへの適応拡大が可能になるものと

推測された。

　フッ化ピリミジン系抗癌剤であるUFT　は乳

癌に対しても有効率は高く，現在は主に術後補助

化学療法の一つとして選択されている。しかし今

回の検討から，根治可能乳癌に対する　UFTに

よるNATは，副作用も少ないために手術時期

を遅らせることなく比較的安全かつ容易に施行し

得るものと思われた。また約1／3の症例において

はMR以上の腫瘍縮小効果が得られ，したがっ

てより縮小手術への適応拡大の可能性が示唆され

た。今後われわれは他のNAT－regimenについ

てもさらに症例を重ね，より有効なNATの選

択と，それによるBCTへの適応拡大の可能性

について検討していくつもりである。
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