
綜　　　　　　　　　説

進行神経芽腫に対する

統一プロトコールによる集学的治療の検討

新潟大学医学部小児外科

岩渕真・大沢義弘・内山昌則・松田由紀夫

内藤真一・広田雅行･内藤万砂文・近藤公男

県立がんセソター弓師矧病院小児科

内 海 治 郎 ･ 浅 見 恵 子 ･ 笹 崎 義 博

新潟市民病院小児科

小 田 良 彦 ･ 佐 藤 雅 久

Multimodal Treatment of Advanced Neuroblastoma 

with Intensive Chemotherapy

Makoto IWAFUCHl, Yoshihiro OHSAWA, Masanori UCHIYAMA, 

Yukio MATSUDA, Shinichi NAITOH, Masayuki HIROTA, 

Masafumi NAITO and Kimio KONDO

ル、恒タ．！川用√（－ナ八一で五五五！諒0－gり‘＿l∴

上ヽ’J‘1°．臣7わrlJJ…．由ハ・Jrゾ川り！（げ．1、九一JJ‘（1°Jげ

Jiro UTSUMI, Keiko ASAMI and Yoshihiro SASAZAKI

J）り－“．抽r〃　可PlrブJ付けil、ヾ．M料柚Hh肌丁五油γ祐一津南！

Yoshihiko ODA and Yoshihisa SATO

rk♪“．！肌用！両㍉n骨壷／I．ん15∴＼宥和油ト㍊前面〃〃示華南／

Twenty－tWO pediatric patients with a stageIV－A orIV－B neurobiastoma have been

treated wiヤh multimodalther抑y COnSisting ofintensive chemotherapy and surgeⅣat Niigata

University Hospiもai since1985，

Repl－int requesはto：MakotoIWAぎUCH貰

DeparLmenノt Of Pediatric Sl汀ge叩．，

Nii卵胞Univem豆ty School ofMedicine，

Niigata City，951，JAPAN．

別刷蘭求先　〒鮎　新潟市旭町通1番町

新潟大学医学部小児外科　　岩渕　鼠



552 新潟医学会雑誌 第107巻 第7号 平成5年7月

'nlepatientsfirstreceivedsixcycliccoursesofint(msivechemothel･aPy ｢regimenAl].

Consistingofcyclophosphamid(i[1,2(氾mg:･･;'m当,vineristille[1.5mg:nil-｣. tetr'dlydr()pyranyl

regionallymphn()deswereremovedsometimeduring firstsixcycles()fchemotherapy.

Afterthesixcyclesof[二ⅠくeginlentAt].pati(mtsr･e(,eivedalt.eI-1･1(ltingtreat-m(､rltWitll

[RegimenA2]Consistingofcycloph()ph釘Ilide[1,500mg.;:m21,TtIp-adriamyeinl5()mg..､■m当,

cisplatin[90mg.､･l~m当,alldlRegimellC]ConsistingofcyelopllOSPhamide[1,500mg.;m2].

DTIC ｢250mg/m2].

Two-yearsurvivalratewas59%. Ninepatientshaヽ=,enow sur-vivedwithdiseasefree

at2yearsafterinitiationofthetreatment(sul･ヽ･,ivalrate:Lrl1%上

From theviewpointofprognosis､theinfluencingfactorsareasfollows:smallround

celltype,diploidy,VMA(一㌦ NSEmorethan lOOng.//ml,N-mycover8timesofnormal

value.

Keywords:こIdvancednet.u･oblastom'1,1llultimoda.Itl･eat.ment,こ1natioTlwidesingleprotoL101.

tw (ナyearSurVivこJrate

進 行 神経芽腫,薬学的治療,統一治療｢7LITlトコ--,｣,2年生存率

Ⅰ. は じ め に

神経芽腫は後腹膜の腫壕のた瑚糾帰ミ現れるのが遅れ

発見された時には進行した状態のことが多く.その結果,

治療成績 も悪 く.その予後は非常に悲観的なものであ-1､

た.

しかし,1985年かtT'全国的ミ･こ6カ月の乳児の尿中 ＼TMA

最の測定が massseree11iTlg法として実施されるよう

になi1,本障壕の早期発見.早期治療が可能となった11

2､. -刀.1985年か王7-_)進行神経芽腫に対 しても強力な

化学療法を主体とする集学的治療の研究が厚生省の研究

班を中心に行われ その結果,最近になり,比較的良好

な治療結果が報告されている31'.

我 々の施設でも研究班の一員として 1985年以降厚生

省研究班の統--ザロトコーJLを用い集学的治療を行って

きた.今回,これらの症例を集計 し.新たな知見を得た

ので報告する.

ⅠⅠ. 対 象

治療開始後 1年以上を経過した進行神経芽腫 st.ageⅣ-A.

R の24症例中,肝不全と間質性肺炎で失った2例を除

いた22例を対象とした. 性別では男14例,女8例で,午

齢は生後6カ月から9歳である.原発鷹揚の摘除は221札

全例に行われたが.primaryoperationで摘除が行わ

れたのは 9例LT)もで,残 E')13例は delaycdprimary

opeL･ation(二〕例)とsecondlook op(汀ation (lo削)

で摘除が行われtL.

化学療法は厚生省研究駅の統一-一･イt]卜:I-′L,が22例全

例に行われた.しかし,うち7例は抗癌剤が無効か再発

LT)たれ または副作用が強いたA').治療を初期の段階で

中止せざるを得在か-.1た.照射療法は7例に再発時にの

II私行われ 再発瞳壕Eこ対する手術は6例iこ行われた.

ⅠⅠⅠ. 方 法

1) まず,治療結果より抗癌剤の効果,治療期間.CR

の判定などについて検討 した.2う次に予後田子として

腫痔の組織型.病期,術前の尿中 vanilylmalldericacid

(VMA),血清 neuronsr肥Cifieenolase(NSE),LDH.

腫壕細胞核の r)NA ヒストゲ;L7ムより求めた PIoidy,

廠壕の癌遺伝子として N111yCの増幅の有無などを取

り上作,各々の因子について2年生存率との間での関連

を検討 した.

IV.統一治療プロトコー ル

案が作成され,さ吊こ検討が加 え Irゝ'オl完成したものであ

る21(図 日.まず,ゾr-トニトー′LAlを3-4週毎に

6'7-ノし行 うが,その後､ブr-.lトニトー′LA2 とプllト

コ--′LBを∠1-･6週毎をこ交互に行うコー11を選択する

か,またはブtl卜:トー′LA2と-'frL7卜二1-1--′LCを4-
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図 1 厚生省神経芽腫研究放プロトコ-ル

6週毎に交互に行う二L--く2を選択するかば施設の裁量

をこ任せられている.我々の施設では最敬 数例にのみコー

ス1を行ったが副作周が魂いため,その後はほとんどの

症例(こコー･･r-ス2を行一｢た.手術(･T)多くはプロトニー ′L.Al

を3回施行 したところで行った.なお,コース3は我々

の施設で行っていないので,説明を省略する.

V. 治 療 結 果

1) 22例の累 積 生 存 曲線をKaplanMeiel一法にて示

す (図 2).治療開始後死亡例が断続的にふと吊1.32カ

月時の生存率は約50%を示し,さ吊こ.50カ月を過ぎて

から1例が再発,死亡し,80カ月以上生存している症例

は1例のムである.

2) 生存例と死亡例に分け､両群で生存駅間を検討し

てふた (図 3).死亡例10例では7例が2年以内に死亡

し,また.2例は2年3カ月,2年9カ月で死亡,残i)

1例のjTLが4年6カ月で死亡した.症例ュ,症例5は CR
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と判定された後Cこ再発,死亡 し,症例16は PR の判定

後に再発をきたしており,CR の判定の難しい症例であっ

た.

割 波プロトコールの治療クール数と生存率の関係を

ふた.totalで18ウーJL以上の治療が可能であった12例

では9例が生存 しており.こL')うì･),現在まで discasp

freeの症例は8例で.生存率は6700であった.こかに

対し.12-17fJ-JLLか施行できなかった6例では生存

例は2例で､この･-)ち,deseasefreeの症例は l例の

存例は1例もみられなかった.

4) 2年以上生存した9例に-ついて化学療法の期間と

治療内容を検討 した (図 鯨 症例15の N-B, 1歳未満

例を除き,全例が駅~1､ロト二- ′Lを2年以上iこわたり施

行され さ吊こ1年間.cycloph(満Phanlideと vincllstine

を隔週毎に投tj･する James療法が追加さ!,Lている.多

くの症例は治療終了後の期間も短 く,この治療期間と内

る必要があるが本プロトコ-ルを最後まで受けることが

できた症例の予後はよいと考えられた.

5) 一方､死亡例についてみると多くの症例は放プロ

トコ-ルが無効で継続できず失った (図 5).ただし,

症例 1,症例5,症例16は治療がブロトコ一一一′L通りiこ行

われ2年後に CR と判定され治療を終了した後に甘発,

または,死亡 しており, これらの症例については CR

の判定と治療期間それをこ抗癌剤の選択など多くの問題が

残った.

ここで,症例5に--)いて簡単に述べる.症例は2歳の

女児で.昭和60年12射こ腹痛と発熱で発鼠 左副腎より

発生した円形細胞塾の神経芽腫と診断され骨髄と肝をこも

転移を認めた.61年 1月.腫煽摘除が行われ その後,

本ブロト:-･′Lによる治療が開始された.2年後の63年

3月の時点でもL)37--′しの治療が終了し,同年4月豪族

の希望もあり,腹腔内に腫壕しっ残存および再発がないこ

の生検を行い,手術的にも,また病理組織学的iこも CR

と判定 した.その後.予防の目的で JanleS療法を6カ

月間行し､,63年10月をもって治療を終了した.ところが

それから5カ月後の平成元年3月に発熱,腹痛をきたし,

4月に開腹術を行い,肝左葉切駄 胃部分切除を行--ー1た

軌 完全掃除はできず,その後,化学療法を再開,さら

をこ温熱療法を加え治療にあたったが,その効果もなく全

経過4年7カ月で死亡 した.
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図 3 StこIgeⅣlJl.B 症例の治療成績



図 魂 2年以上生存例 (CR)の化学療法

- 期間と治療内容-

1年 2年

図 5 死亡例の化学療法

- 期間と治療内容-
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ⅤⅠ. 予後を左 右 す る因子

さて,次に神経芽腫の予後を左右する因子について検

討を加えた.

1う まず.年齢についてjjLると, 1歳未満では4例中

3例,1歳では4例中2例. 2歳では4例中 0例, 3歳

では3例中1例.･･1歳では 1例中 1例. 5歳以上では4

例中3例がdiseasefI･eeで生存 t.,生存率の うえでは

2歳.3歳児に死亡例が多くムiT)わたが,年齢の偏 i=よ

みられず,特をこ年齢が予後をこ影響を与えてはいなかった.

2) 病期別にムる上 骨転移をきた した stこ･lge Ⅳ-A

16例では2年生存は10例.63Q.で､現在でも (liseasefree

の症例は7例.!11LIOoであるのに対し.骨転移を認めない

stageⅣ-B4例では2年生存は3例,75%で. この う

ち現在も diseasefreeの症例は2例.5000で両者の問

をこ叢は認められなかった串

3) ここで,綿.織型と化学療法後の腫壕L')縮小率に-つ

し､て検討 してふたとこノー,興味ある傾向がしん1､.)わたので

報告する (図 61.

A-B
縮小率 Lq･O)- 二二十二----×loo

A

A:化学療法施行前cI')陸揚L')横径 x縦径

B:化学療法施行後の瞳壕の横径 ×縦径

すなわち.比較的分化度の高い況成型神経節芽腫 (2い

では化学療法を行っても50%以上の縮か率を認め難いの

に対 し, 多 くLT)rj用手細胞型神経芽腫 (:3b)では600b土人

上の縮小率を認めた.すなわち,後者は前者に比べ化学

んどの症例がそLIT)後,陸揚摘除と りンべ節郭清が施行さ

2b 38 3b

銅 損 巌線型と化学療法後の腰痛縮小率

わたにもかかわl十ヂ死亡 してお り,悪性度の高い腫壕ほ

ど化学療法によく反応するが,それは--I--･時的なもので耐

性ができるの も早いと思われた.

4) 次に組織型と予後Cこ-～)いてふる上 混成型神経節
芽腫6例と花冠細線推型神経芽腫 6例では各々5例の2

年生存を認めたが,そL-71後,前者は 1例.後 者は2例が

死亡 した.-.一方,fl用手細胞型神経芽腫 8例では再発生存

例を含めて も2年生存は3例の滋で (うち2例はその後

死亡 した).前 2者Cこ比べ予後が悪い傾向がふL.･-Ilた.

51 ploidyに関 しては既に数室の内藤が報告 してい

るがLllその諭文中,予後がよいとされている Aneuploidy

は今回LT)症例では8例であった. この うち2年生存は 6

刺.750｡で.現在 も diseasefl･eeで生存 しているもの

は 5例,63%である.これに対 し, 予後不良とされてい

る l)iploidy,症例は11例で. こtJ)･H:)2年生存は6胤

5500で,現在 discasefl･eCで生存 しているものは3例.

270｡の.んであ り.進行神経芽腫においても Aneuploidy

症例は l)iploi巾,症例に比べ予後がよい傾向があらIlた.

6) 続いて塵癌で-め-と考えられる尿中 VMA,血

清の NSIl:,陸海Lr)N111yC遺伝子Lr)増幅(1])有無,それ

と血清L川1LT)(酎 こLL:!-_2年生存率の関係を検討 した し表

呈).

(い ます,尿中 VMA が陽性を示 Lた11例では9例,

8200が2年以 f･.生存 し, 8例.73q｡が,現在 も disease

rreeで生存 している. これに対 し.Vh/･IA 陰性の 9例

では L,1例,/140もカミ2年牛拝 し,現在 も diseasef1-eeで

生存 しているものは 1イ札 119｡のんで,両者を比較する

と尿 中 VMA 陰性例 をこ予後 が惑 い廃 園がみ られた

(p-0.2()4で,有意差はない1.

未満に/Jjlけ検討 して右 ヒとこ;I-, NSEICX)未満L里定例

1()例で(112年生存は9例,90qoで. この うち. 7例.70

/06rカて現在 も diseasefreeで生存 しているのに対 し,loo

表 l 予後因子と2年生存率

( ):2年以降死亡澄たぼ再発例
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以上の10例では･.･1例,4OO.1LT)ムが2年生存し.現在も

diseasefret､tJl症例は2f札 2OOoLf〕L-ll..で,NSE高値の

症例に予後が悪い幌向がふと､_'わた LP-0.057で,有意

差はない),

(3) 渡藤の癌遺伝子と考えられている N-myc遺伝

子の増幅と予後についてみると,増幅のみられなかった

8例では7例,880｡が1)年生存し,こし'lrlち5例,6二iOo

が現･ff二三も diseこlSefreeで生存しているのに対L.8倍

以上の増幅がみられた4例では1例が2年生存している

のみ で,増幅例の予後が惑いとの他の報告と一致した諾)5)

(p--:二0.133で,有意差はない1.

([11 最後に Ll)I-Iを1.000未満と1.(Wt日､tJ二し')2群

にわけ,予後との関係を検討した.その結果,1,000未

満の6例では全例が2年生存し,食倒が現在も disease

餓 50%が,2年生存し,3例,21%のみが現在もdisease

freeで生存している〔')んで.LDH が1,00(川上上二(IT)高値

を示す進行神経芽腫では予後が惑い傾向がみられた

(p-0.089で,有意差はなト).

考 案

1985年に厚生省がん研究助成金による進行神経芽腫

をこ対する統一治療プロトコ-ルの研究はそれまで治療が

困難と考えられてきた stageⅣ一一̂.BLT)進行神経芽腫

の治療成鱗を大きく変えることとなった2),

我々の施設でも1985年からこの統一治療プロトコ-

ルを行ってきたが,それ以前の報告と比べ,明らかをこよ

い結果を得ている6)7)

陸揚摘除とりンべ節郭清については priman,orx,ration

ができたものは9例のみで,13例は腫癖が進展していた

ため,プロトコ～ル Aiを3-5ク-ル施行後,藤癌

摘除を行った.遠隔転移症例に対する擁鳴切除について

は批判8)もあるが,外科医として,神経芽腫の治療に

参画できるのは手術で藤癌を掃除することであり,これ

らの症例の中闘 ま掃除が困難なものもあったが,全力を

挙げて,全例iこ陸揚摘除を行った.全例n摘除は全国集

計例での掃除率85%をこ比べても高率であり9),我々の優

れた技術と意欲の表れと考えている.しかし,今後も藤

痴摘除の意義については検討されていく必要があると思

ラ.

照射療法は多くの症例が,骨をはしこめとして全身に転

移があったことより適応はないと考え,局所再発に限り

局,全例死亡した.
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化学療法に関しては今回,統一-治療ゾロトこトー′Lを唱

いたが,鷹癖によってはほとんど効果を認めないものも

本イrlトコ一一,Lがr･定通り終了した症例は比較的予後が

よく,2年以上生存し,有効であったと考えている.た

だし,治療が長い期間をこ及ぶと効果を認めながらも各々

の抗癌剤の副作用が強 く現,tt.骨髄障宵や肝機能障害,

それに腎機能障害などのため,回復をこ時間がかかったり,

中止せざるをえなくなり,治療の障害となった7).

死亡例10例では7例が2年1､日勺に死亡 しており.死亡

例の多くは2年以内をこ死亡すること,-克 治療開始後

2年生存すれば69% (9/13)はその後生存する可能性が

あることを示 した.しかし,これを言い替えると2年の

時点で CR としてもその後約30%の症例は再発,死亡

する危険性が存在するということで3年の生存で予後を

判定したほうがよいとも考えられた.

我櫓の施設では2年間統一プロトコ-ルを行い,その

級,1年 James療法を行う方針をとってきたが,18ク-

ル以上の治療が可能であった症例は70%近い症例が2年

以上 diseasefTeeで生存 しており,約20夕-ルの本治

療プロトコ-ルの継続施行は明らかをこ有効なることを示

した.

今後,治療途中で無効のため中止せざるを得なくなっ

た症例に対し,どのような新しい抗癌剤を使用するか,

いかなる新しい治療法を導入するべきか検討が必要であ

ろう.

また, 2年以上経過 し CR の判定を受けた後をこ死亡

した3例をこついては,治療の完了時期の問題や,何をもっ

て C配 と判定するか,今後さらなる検討が必要である.

CR 後の再発は骨,および骨髄に多くみられると報暫さ

れているが10､,我々LT)症例･JI例L')I"lち, 3例は局所再

発であった. 今後,治療中止後の再発例がみられること

よりJameS療法を1年から3年に延長することなども

考えて.吊こい.

予後を左右する因子をこついて,病期については髄の報

告11㌦日司しこくstagⅣ-A,1号の間で差がなか･一､た.

組織型と本ブt,卜二1-′l･による陸将Lり縮小率について

は,低分化型の肺晦は高分化型の腫痔に比べ縮′ト率は明

らかに大きかったが,予後に関してはむしろ悪 く,前者

するが早期をこ耐性ができると考えられ,本渡癌の治療の

難しさ,現在使凋している抗癌剤の効果の限界を感じて

おり,新しい抗癌剤の開発が望まれる.

組織塾では円形細胞型の神経芽腫がそのほかの組織の
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神経芽腫に比べ∴ チ後の悪い可能性がか ).また.ploidy

については Diploidyが AlletlPloidyに比べ,予後が

悪い可能槙:.を示 した.

中 NSE が 100ngrnll:/LLf札 睡鳴(:ATIN-1nye遺伝子

が8倍以上L7li翻Fl議を示 した帆 そ,1日こIfll清 Ll)H が l.OOO

以上例で予後が悪い[.l'能性が:ll1､一かた)ll.

しかし,症例数が′折 こいこともあり,各群の間に有意

もう少し症例が増えれば有意差がみられる可能性 を示 し

た.いずれにし/i,症例が少ないた入㍉ 行啓差 はなか･-1

たが,ある程度の健闘 孟みられたことは今後の治療のう

えで役立つものと考えられた.

進 行神経芽腫L7)治壇上(])今後nP,.q題点上して:卜∵)LJlこ

とをあげてみた.① 予後不良と考えられる因子をもっ

た神経穿腰 に対 し,いかなる治療を行うか,② 治療を

どの時点で中止するか,③ 劇作周をこよる永見的不可避

的在障害 を残 さないで強力封じ学療法を完丁させ七日二は

ど うした らよいか,等さらなる検討が必要と考えられて

いる.

ま と め

Il 今回.Ⅳ-A,Ⅳ-B神経苦闘鮎17例に対し腫鳴摘除

と班イIl卜二.I1-,Lによる繁学的治療をテ｣1､,1十トり結果

を得た.

(17 2年生存率は22例年713fgU.5900でか 〝､たが.13倒

中11例はそ机 ､人後に再発をきたしこ1例が轄t二 現在 dise;岱P

fTeeで2年以上生存 しているものは9例で,生存率は射

%である.

rT卜:トー′LをhL'1､.そしり後. 1年間 Ja111eS療法を行っ

た症例n現在の distjLISPrreL,生存例は12例中 H例で.

生存率は670｡である.

郎 予後因子についてまとめてみると,組織塾でぼか

rl]lr一相打胞型,ploidyでは [)iploidy.尿中 ＼{r九r-lA では

陰性例,血清 NSE では 10OIlgml以上を示す例, 普

た.N1-m).Cでは8倍廿_L.ハ増幅を示す例.そ して u)I-.I

では 1,0榊 以上の高値を示す例の予後は有意差はなかっ

たが悪い傾向を示 した.

最後iこ,本研究は平成 2年度有壬基金による新潟

大学医学研究助成金を受けてなされたものであるこ

とを記 し,ここに深謝致 します.

なお.本研 究cl)結果は第480回新潟医学会で発表

しました.
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