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2）急性白血病長期生存例のQOL

―化学療法と骨髄移始との比較―
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Although the majority of adults with acute leukemia obtain a complete remission with

current induction therapies, most of them relapse within 1-2 years. In an attempt to

improve on these discouraging results, we have begun to offer bone marrow transplanataion

to patients with HLA-identical siblings. BMT long-term survivors appear to demonstrate

a quality of life that is slightly lower than that of chemotherpy long-term survivors.
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Quality ofLife（QOL）は，内科学用語集川本内

科学会編1993）によれば「生活の質，生き甲斐」と並

列して訳されている．すなわち，QOLは本来，通常の

日常生活がどの程度可能か（「生活の質」）という観点か

らだけではなく，患者の「生き甲斐」，主観的率福感も

含めて評価すべきであるが，今回の検討では前者のみに

ついてしか評価しえなかった．これは病名告知をしてい

ない患者も多く存在したためなどの理由による．

対象　と　方法

急性白血病の長期寛解維持例について同種骨醜移植群

と化学療法単独群とで生存率ならびにQOL（医師から

みたQO王。）を比較することを日的とし，1978年1月

から1992年12月までの間に新潟大学第一内科で治療さ

れた急性白血病愚老のうち，無再発生存期間が3年以上

の症例について現在のQOL状態を調査し，以下¢

Karnovskyscore（KS）であらわした．

1（沿％　正常，臨床症状なし

鮒％　軽い臨床症状があるが正常の活動可能

紡％　かなり臨床症状あるが努力して正常の活動可能

70％　自分自身の世話はできるが正常の活動をするこ

とは不可能

60％　自分に必要なことはできるがときどき介助が虚

要

50％　病状を考慮した看護および定期的な医療行為力

必要

亜夕　動けず適切な医療および看護が必要

30％　全く動けず入院が必要だが死はさし迫ってい戌

こ、

20％　非常に重症，入院が必要で精力的な治療が必要
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1000 死期が迫1ている

09.J死

結果および考察

化学療法単独群における長期寛解維持例の年齢中央値

柄 (ANLL)とて大きく異なっていた,寛解持続期間

(LL,ukt1111iuFreモチSur＼,i＼･,al:LFS13年以上の ALLは

12例 (男性 5例,女性 7例)で年齢分布は12かlTっ44歳ま

で (中央値18歳)であ一､た.すべて初回寛解例である.

表面抗原の検索では B-1ineage 9例 ､T一･lineage3例

で,3年以上寛解維持例に Plll陽性例はいなかった.

これら症例は麗解到達後3.1年から15年生存 したが,4

例がそれぞれ 3.1.3.5,6.4,7年後に再発し, 1例が

胃ガンで4年後に死亡した.のこりの7例は KSgO-･1(淵

.?io'で生存 している (表 11.LITS 3年以 上二の ANLL15

例 (男性10例,女性5例)の年齢分布は17か!､_-76歳,中

央値は51歳と ALL に比べ著 しく高年齢であ-･､た. 1

例で 1年後に初回再発 したのち再寛解iこはいり,第二寛

解期で5年寛解維持 しているが,他の16f鋸ま初回寛解例

である.FAB 分類上でも特筆すべき特徴があった.そ

れは M2,6例,M3,8例,併せて用例と農期寛解維

持例の9OQ/dJを M2,M3が占めていること.MLr=1.M5,

M6,M7に長期生存例はし､ないことである.ANLL長

期生存例は3.1-12年生存 したが,4例がそれぞれ寛解

導入後 3.1.4.1.Ll.2.7年後に再発 している.M3で

は寛解維持4年以降tこは再発はふi-1れていないのに対し

M2では4年以降も3例で再発がふFっわている.ほかに

.1例が9年後腎ガンで亡くなっているが.のこりの12例

は全例KS90-100 0｡で生存中である (表 l).一方,

骨髄移植群で3年以上無再発生存を続けた症例は22例で

男性11例,女性11例であ一･･つた.年齢分布は16から40歳で

年齢中央値は25歳であ･一､た.

ALL症例は8例で B-1ineage7例,1､-lineage 1

例であった.移植時期は初回寛解時が6例.第二寛解期

が2例で それぞれ1例ずつ Phl陽性例を含んでいた.

ANLL は14例で,FAB 分類および移植時斯は次のと

おりであった.

Ml.6例 (1stCR 3例.2ndCR 2例.2ndRelapse.

1例日 M2,1例 (lstRelapse.1例);M3,3作り(1st

CR l例,lstRelapse.1例,3rdRelapse.1例);

M4,4例 (1stCR 2例,2IldCR 2例).すなわち.

化学療法単独群と異なり,M4症例でも長期生存が得ら

れていること,また化学療法単独では到底長期生存が望

表 1 3年以上寛解持続例のその後.
化学療法群と骨髄移植群との比較

化学療法単独群 alloBM̀T
(29) (22)

3年後再発 8(29%) 1(5%)
(5年後再発 3 Oj

再発以外の死 2 1
(胃ガン,腎ガン) く放射線肺炎)

無再発生存例 19 20

KS90-lOOOJ 19日OOOoう 18(90%)

めない初回再発期以降CT)症例が8例含まれていた.これ

ら骨髄移植群は3,1年かi■-'12.8年無再発生存している.

M4の第一寛解期に移植 した l例が3.2年後に再発 した

が,再発例はこの 1例の品であ一､た. しかし1倍頼;放射

線肺炎. 2例が慢性 GVHl)tT)ため KS70%以下と在

例ではその後日常生活が可能となっているが.放射線肺

炎をおこした 1例では5年後より息切れなどの自覚症状

が出現,その後徐々に進行 し,12.8年後の 1996年 1月

に肺炎を合併 し死亡 した.

図 1は3年以上寛解維持群の生存曲線を化学療法単

独群と骨髄移植群とで比較 したものであるが,移植群が

有意に (p<().01generali,zedWilcoxon.logrank)高

い生存率を示 している.これは移植群が再発時など予後

絶対不良群を数多く含んでいることを考え合わせると,

生存率改善に骨髄移植が果たしている役割の大きさを再

すなわち入院せずに日常生活が持続できた症例の割合で､

化学療法群と骨髄移植群との間で差はない.なお化学療

法単独群では3例で寛解持続の時期に児が得られている

が､骨髄移植例では検索 した症例では全例性腺機能の低

下が人られている (表 l上

結 論

鋸 骨髄移植群は3年以降の再発例はまれであったが,

化学療法群では3年後も309,./の症例で再発がLLられた.

(21 骨髄移植群では KSの低い例が3例 (1例は

radiationpneumonitis,2例は chronicGVHDト ち

られたが,いずれも移植療法に特異的な合併症をこよるも

のであった.

潮 化学療法群では3例で児が得られたが,骨髄移植

群では検索 した症例全例で性腺機能の低下がみられた.
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図 1 3年以上寛解持続例の生存曲敵 化学療法群と骨髄移植群との比較･

骨髄移植群で有意に生存率の向上がみられる.
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図 2 3年以上寛解持続例の karnovskyscore(KS)からみた QOL.KS80%以上の

割合を化学療法辞と骨髄移植群とで比較 したもの.有意差なし.

(4) 今後上記 鶴 桝 のごとく骨髄移植症例の QOL

を低下させる因子についてその対策をたてていく必要が

ある.
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司会 最近,造血器悪性腫壕の治療成績は.著 しく

改善 しているわけですが.その改善に大きく貢献 してい

る骨髄移植に伴 う QOL の問題等を,提示 していただ

135

きました.

私から質問させていただきますが,今回は,医師の側

かF-,見た QOL iこついて.発表 していただいたわけで

す.ご発表のように造血器腫壕の治療成績が上ってきま

すと,その後の人生をどう生きるか.といったことが問

題になって くると思 うのですが.精神的なケアなどにつ

いて主治医の先生方がお困 りになった例や対応がうまく

いった例はありますで しょうか.

小池 やはり,それはございます.例えは,患者さん

iこは言わないでやっていきますけども,特に若い人で,

結婚前で骨髄移植を受けた方が.今後,結婚の相手に言

うべきかどF)か.その辺 りも非常に,主治医に相談され
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るのですが,主治医としては答えようがないということ

で,こかは,主治医だけではだめなんではないかなと.

もう少し,周りのバラ･メデ でカ′しの人に,そういう体

制が必要ではないかと思ったわけですが.

司会 はい,内海先生,お節いします.

内海 同種末輸血幹細胞移植 も,最近行なわれるよう

になりましたけIlとも, メ))L:J卜は,やはりドナー-の メ

リり卜だけで しょうか.患者さんそのものは,やっぱり

TBIをやって,化学療法,前処置をやるということで,

やっぱり同種骨髄移植と同じような運命と言 うか,QOL

になるので しょうか.

小池 同種の末梢血幹細胞移植ですか.回復が甲1､と

いうことが言われていますので,感染(')危険が減るので

はないかと思っていますが.

内海 しかし,やっぱり内分泌の問題とかは.

小池 それは変わりがないと思います.患者さんに対

する前処置は変わりがありませんので.

内海 はい,ありがとうございました.
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ToevaluatequalityoflifeinpatientswithcervicalCancerandmalignantovariantum or

afterpreservativeoperation.their･prognosiswer.eanalyzed. Thesubjectsweretreated

atourdepartmentbetween1985and1995.

Thenumberofconizationspelイormedforcervicalcancerincreasedfrom theyearof

1983whenthelaserknifewasintroducedandreached21in1995. Inthatyear,70percent

()fcaseswithcarcinomainsituunder,Wenteonizationforuterinepreservation. After

conizationpregnancywasobservedin2caseswithseveredysplasia(6.9/9,,dr~㌦ 15with

carcinomainsitu(18.1% p) and2withmicroinvasivecarcinoma(66.7%上 Sevenrecurrent

casesunderwenthysterectomyandhavesurvived.Asf()rstageImalignantovariantum or,

12ofthe48casesunderwentpreservativeoperationand4pregnantcasesand3recurrent
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