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テーマ：肺腫瘍
●特集：肺がん研究の動向

小細胞がんの化学療法
九州大学大学院附属胸部疾患研究施設
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順治

小細胞肺癌は非小細胞肺癌に比べ，化学療法，放射線療法に感受性がある．進展型小細胞肺癌の治療は，

PE 療法または PE!
CAV 交替療法が標準的とされている．一方，限局型小細胞肺癌については，化学放射線療
法（特に，PE 療法と加速分割放射線療法の同時併用）が標準的とされている．これらの治療による state of the
art として進展型小細胞肺癌では MST 10 カ月，3 年生存率 10％，限局型小細胞肺癌では MST 23〜27 カ月，2
年生存率約 50％，5 年生存率約 25％ と考えられる．高齢者・PS 不良例に対する化学療法，再発症例に対する化
学療法，大量化学療法，新規抗癌剤を含めた現在の治療成績を紹介する．
キーワード：小細胞肺癌，化学療法，放射線療法，治療成績
Small-cell lung cancer, chemotherapy, radiotherapy, state of the art

はじめに

療法単独と，化学療法＋放射線療法併用の比較試験が行

わが国の平成 11 年の統計によると年間約 52,000 人が

われ，これらのメタアナリシスでは化学放射線併用療法

肺癌で死亡しており，2010 年には肺癌死亡数は 10 万人

が死亡リスクを 13％ 減少させ，3 年生存率を 5％ 向上

を越えると予測されている．そのうち約 7,000 人〜10,000

させるとされた4）．これを受けて化学放射線併用療法が

人が小細胞肺癌で死亡すると推測される1）2）．

LD-SCLC に対して標準治療と考えられるようになった．

小細胞肺癌（SCLC）は非小細胞肺癌（NSCLC）と比
較し腫瘍の進展が早く，早期にリンパ行性，血行性に進
展し，リンパ節転移や脳，骨，肝臓などに遠隔転移を認
める．その反面抗癌剤，放射線治療に対し感受性が高く，
NSCLC とは異なった臨床像を呈する．

1990 年代にはいると，放射線照射の時期や照射方法に
ついて検討が加えられた．
進展型小細胞肺癌（ED-SCLC）
SCLC は NSCLC にくらべ腫瘍の進展が早く，著しく
異なる臨床的特徴を有している．悪性腫瘍の病期分類で

従来の化学療法

は TNM 分類が一般的に用いられるが，SCLC に関して

ED-SCLC については 1970 年代にシクロフォスファミ

は病変が片側胸郭内に限局する限局型（limited disease ;

ドを中心とした併用化学療法，特にシクロフォスファミ

LD）と，LD の範囲を越えて進展している，（extensive

ド，ドキソルビシン，ビンクリスチンを併用した CAV

disease ; ED）とに分類されることが多い．遠隔転移を

療法が標準レジメンとして広く行われた．その後 80 年

有する ED に対しては全身療法としての化学療法単独が

代にはエトポシドやシスプラチンが登場しこれらを含む

選択される．

併用化学療法が試みられたが，シスプラチン，エトポシ

1970 年代には SCLC に対する標準的な併用化学療法

ドによる EP 療法が奏効率，副作用の面において CAV

は CAV 療法，PE 療法または CAV!
PE 交替療法と考え

療法と同等の成績を認め，標準療法として CAV 療法，

られていたが，CAV 療法を大きく越えるものではなく

PE 療法，CAV!
PE 交替療法3）が推奨されるようになっ

新規抗癌剤の出現が期待されていた．カナダの Murray

た．しかし，明らかな延命効果は認めるもののほとんど

ら5）が ED-SCLC 48 例に対して CDDP，VCR，ADM，ETP

の症例において再発を認め，ED-SCLC の MST は 8〜10

の 4 剤を weekly に投与する CODE 療法を施行し，CR ;

カ月，3 年生存率は数％以下であった．したがって優れ

40％，奏効率：94％，MST : 14 カ月の優れた成績を報

た新薬の導入による強力な化学療法の確立が必須とされ

告した．JCOG では ED-SCLC を対象として CODE＋G-

た．

CSF と CAV!
PE 交 替 療 法 と の 第 III 相 試 験 を 施 行 し

LD-SCLC についても 1970 年代に化学療法が標準的治

PE 群において奏効 率 は 85％：
た6）．CODE 群：CAV!

療とされるようになり，治療成績が向上した．1980 年

76％，CR は 16％：15％，MST は 11.6 カ 月：10.9 カ 月

に入り，以前より SCLC の治療として行われていた胸

でありいずれにおいても両群間に差を認めなかった．

部放射線療法との併用が試みられるようになった．化学

1997 年 の ASCO に お い て Murray ら は ED-SCLC の
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１

症例数

CR

CR+PR（%）

MST（month）

CPT-11: 60mg/m dl, 8, 15
CDDP: 60mg/m2 dl 4 週毎

77

2

64（83）

13.0 ＊

VP-16: 100mg/m2 dl, 2, 3
CDDP: 60mg/m2 dl 3 週毎

77

7

52（68）

9.6 ＊

2

＊

: p ＝ 0.0021

219 例 を 対 象 と し て CODE 療 法 と CAV!
PE 療 法 の 第
7）

III 相試験を報告した ．この試験では化学療法後に 30

していた．この結果により放射線治療の意義に対する議
論に終止符を打つことになった．

Gy の TRT を一部の患者に追加している．CODE 群：

化学療法と TRT の併用方式には sequential 法，alter-

CAV!
PE 群において奏効率は 87％：70％，MST は 51

nating 法，concurrence 法などがあるが早期に放射線療

週：46.3 週，2 年生存率は両群とも約 20％ であり，奏

法を開始した試験ほど 3 年生存率が高いと報告されてい

効率では有意差を認めたものの生存率では有意差を認め

る9）．JCOG は 231 例の LD-SCLC に対し て 化 学 療 法 と

なかった．CODE 群では 9.1％ の高い治療関連死を認め

TRT を治療初期から同時投与する concurrence 法と化

た（CAV!
PE 群で は 1.0％）
．こ の 結 果 よ り Murray は

学療法後に TRT を行う sequential 法の第 III 相比較試

CODE 療法を標準的な治療として行うべきでないと結

験を行った．化学療法は PE 併用療法で，concurrent 群

論づけた．

では 4 週間隔，sequential 群では 3 週間隔で両方とも 4

1990 年代のもっとも注目すべき新規抗癌剤としてイ

コース投与した．TRT は，1.5 Gy×2!
day total 45 Gy

リノテカン（CPT-11）があげられる．シスプラチンと

を concurrent 群では第 1 コースの化学療法の第 2 日目

イリノテカンの併用療法（IP 療法）の第 II 相試験が Ku-

から，sequential 群では 4 コースの PE 療法後に照射さ

doh らにより報告され，ED-SCLC 35 例に対し CR 35％，

れた．生存期間中央値は concurrent 群で 27.2 カ月，se-

8）

MST 13 カ月と良好な成績が得られた ．これに引き続

quential 群で 19.7 カ月であり concurrent 群が有意に優

いて JCOG の肺がん内科グループは，ED-SCLC を対象

れていた．

に EP 療法と IP 療法の比較試験（JCOG 9511）を実施
した（表 1）
．
当初両群あわせて 230 例の症例集積を予定していた

さらに Turrisi ら10）は PE＋1 日 2 回 TRT の pilot 試験
で良好な成績が報告されていることから 417 例の LDSCLC に対して，PE 療法と TRT 1.5 Gy×2!
day を 3 週

が，中間解析の時点で有意差を認めたため，プロトコー

間，総線量 45 Gy の加速多分割放射線療法（1 日 2 回群）

ル規定に基づいて途中で試験が終了した．1995 年 11 月

の 同 時 併 用 と 1 日 1 回 1.8 Gy を 5 週 間，総 線 量 45 Gy

から 1998 年 8 月の間に PE 群 77 例，IP 群 77 例が登録

の標準的分割照射（1 日 1 回群）の同時併用の無作為比

さ れ，奏 効 率 は IP 群 65％，EP 群 52％ で あ り，MST

較試験を行った．奏効率は各群に差を認めなかったもの

は IP 群が 12.8 カ月，EP 群が 9.4 カ月と有意差が認めら

の，1 日 1 回群と 1 日 2 回群の比較ではそれぞれ，MST

れた．2 年生存率は IP 群 19.5％，EP 群 5.2％ であった．

19 カ月：23 カ月，2 年生存率 41％：47％，5 年生存率 16

この結果は 2002 年の New England Journal of Medicine

％：26％ であり，1 日 2 回群が有意に予後良好であった

に報告され，現在欧米にて 3 つの追試験が進行中であり，

（p＝0.04）
．毒性では grade

3 の食道炎の頻度が 1 日 2

抗腫瘍効果に関するデータは 2004 年 ASCO で発表され

回群で有意に高かったが，grade 4 の食道炎の頻度には

る見込みである．

差を認めず，持続的な食道狭窄の報告はなかった．血液

限局型小細胞肺癌（LD-SCLC）

毒性，感染症，消化器毒性には各群間に差はなかった（表

SCLC に対する併用化学療法の有用性が証明された

2）
．

1970 年代以降，LD-SCLC に対しての胸部放射線療法

TRT 併用のタイミングに関しては Murray ら11）が 308

（TRT）追加の有無を検討した比較試験がいくつか行わ

例の LD-SCLC に対して CAV!
PE 交替療法を 3 サイク

れた．しかしこれらの試験の多くは 5 年生存率で 5〜10

ル行う化学療法において，TRT（3 週間で総量 40 Gy を

％の改善を証明するにはパワーが不足していた．そこで

照射）を最初の PE 投与時（3 週目）から開始する群と，

Pignon ら4）は化学療法単独と化学療法＋胸部放射線合併

最後の PE 投与時（15 週目）に開始する群の無作為化

療法に関するメタアナリシスを行った．その結果，化学

比較試験を行った．MST はそれぞれ 21 カ月，16 カ月

療法単独と比較し，合併療法群の死亡相対危険率は 0.86

であり早期群が有意に予後良好であった（p＝0.008）
．

（p＝0.001）
，3 年生存率は合併療法群で 5.4±1.4％ 改善

以上より PS 良好な LD-SCLC に対しては PE 療法と
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２

化学療法

放射線療法

症例数

Takada

PE
PE

Concurrent
Sequential

114
114

Turrisi

PE
PE

Twice-daily
Once-daily

211
206

MST（月）

生存率（%）

P値

2年

5年

27.2
19.7

54
35

24
18

0.097

23
19

47
41

26
16

0.04

同時併用で TRT を早期から 1 日 2 回の加速多分割照射

法により，PS の改善が期待でき長期生存例も報告され

法で治療することが標準的治療と考えられる．この療法

ている17）．しかし，PS-4 の症例では治療関連死の危険性

による現在の治療成績は MST が 23〜27 カ月，2 年生存

が大きく，PS の改善などの効果も期待しがたい17）18）．し

率が約 50％，5 年生存率が約 25％ と考えられる．

たがって，PS-4 の症例に対しては原則的に，対症療法

高齢者と PS 不良症例の化学療法

が考慮されるべきである．

SCLC は化学療法に高い感受性を示すため，高齢者で
あっても積極的に治療法が検討されるべきである．

再発症例の治療
SCLC の 95％ は初回治療後に再発・再燃し，その場

LD-SCLC の場合高齢者においても化学療法＋同時放

合，MST は 2〜4 カ月程度である．再発例では，腫瘍細

射 線 治 療 が 検 討 さ れ た．Jeremic ら12）は 70 歳 以 上 の

胞が抗癌剤および放射線治療に対して耐性を獲得してい

Karnofsky PS 60％ 以上を対象にカルボプラチン＋経口

る場合が多く，その治療は初回治療に比較して著しく困

エトポシド併用療法に 45 Gy の多分割照射を行い，奏効

難である．再発・再燃 SCLC の化学療法への response

率 75％，MST 15 カ月と良好な結果を報告した．しかし

は初回治療から再発・再燃までの期間に高く相関する．

Yuen ら13）によると，シスプラチン＋エトポシド併用療

再発・再燃までの期間が 6 カ月以上の場合は初回治療と

法に同時放射線治療を行い，多分割照射と通常照射を比

同じ化学療法を行うのが一般的である．この場合，50〜

較した第 III 相試験のサブセット解析では，70 歳以上の

60％ の奏効率が期待できる．初回化学療法に奏効しな

高齢者には血液毒性が多く見られ，奏効率は非高齢者と

かった，または再発・再燃までの期間が 6 カ月以内の場

遜色なかったが，5 年生存率は不良傾向であった．現在

合は標準的な治療がなく新薬の臨床試験を含め他の化学

のところ高齢者 LD-SCLC に化学療法＋同時放射線療法

療法を考慮することとなる．

を行う意義についてエビデンスは十分とはいえず，今後
の検討が必要である．

再発 SCLC に対する標準治療はまだなく，散発的に
症例数の少ない報告がでているだけである．Masuda

ED-SCLC の場合は腎毒性が少なく，神経，消化器毒

ら19）や Kudoh ら20）によると初回化学療法として PE 療法

性も少ないなどの毒性の面からシスプラチンよりカルボ

または CAV!
PE 交替療法を受けた症例に対しては，イ

プラチンが適しているとの考えの下に，カルボプラチン

リノテカン単剤もしくはシスプラチン＋イリノテカンに

＋エトポシド併用療法の第 II 相試験がいくつか報告さ

よる化学療法を行うのもひとつの方法であると報告して

れ て い る．70 歳 以 上 の prospective な 検 討 で は Quoix

いる．

14）

15）

ら は MST が 8 カ月，Okamoto ら は MST が 10 カ月

新規抗癌剤による治療

であったと報告している．その他の報告も総合すると，

1990 年代に入り SCLC に有効なパクリタキセル，ド

70 歳以上の化学療法はプラチナ併用レジメンで投与量

セタキセル，イリノテカン，トポテカン，ゲムシタビン，

と，投与回数を減量調節することにより，70 歳未満に

ビノレルビン，アムルビシンといった薬剤が新たに登場

匹敵する予後が得られる可能性がある．

した．単剤における第 II 相試験が次々に行われた
（表 3）
．

一方，PS 不良症例に対しては 1990 年代まで経口エト

併用療法では主にプラチナ製剤との併用が検討されて

ポシド単独療法が毒性も少なく簡便で有効な治療として

おり，新規抗癌剤を含んだ併用療法の第 II 相試験の結

十分なエビデンスがないまま汎用されてきた．しかし

果を示す（表 4）
．

16）

Souhami ら は経口エトポシド単独療法と多剤併用化学

イリノテカン，トポテカン，パクリタキセルは化学療

療法との生存および QOL における比較試験を施行し，

法治療例には 30％ 以上，再発治療症例に対しては 20％

経口エトポシドは生存率において劣っており QOL も良

を越える奏効率が示され，SCLC に有効な薬剤であるこ

好とはいえないと報告している．

とが示された．注目すべきはアムルビシンが単剤投与に

初回治療例であれば，PS-3 の症例に対しても化学療

て未治療の ED-SCLC

33 例中 CR 5 例を含む 79％ の奏
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効率が認められ，しかも MST は 11.7 カ月と多剤併用化

＋PR 95％，MST 36.4 カ月，3 年生存率 55.6％±11.7％

学療法と同等の効果が示された点であり今後の展開が期

と良好な成績を認めた．これらの成績は PBSCT 下の

待される21）．

high-dose

chemotherapy の有用性を指示するものであ

大量化学療法

るが，症例選択の偏りやいずれも小規模の第 II 相試験

1990 年以前にも自家骨髄移植を併用した大量化学療

であることが問題である．この点を明らかにするために

法は試みられてきたが，骨髄抑制の回復が遅く，補助療

現 在 本 邦 で PBSCT 下 の high-dose

法も不十分であったため治療関連死が高率に認められた

LD-SCLC に対する標準的治療を比較する試験が開始さ

こと，胸部放射線照射が併用されなかったため胸郭内病

れている．一方，現時点では ED 症例に対してはあまり

変の制御が不十分であったことからあまり良好な結果は

良好な成績は得られていない．

報告されていない．しかし 1990 年代に入り PBSCT を

まとめ（現状と今後の展開）

併用した high-dose chemotherapy の有用性を示唆する

ED-SCLC については，PE 療法または PE!
CAV 交替

ような報告がいくつか認められている．

chemotherapy と

療法による成績により，MST 10 カ月，3 年生存率 10％

近 年，限 ら れ た 対 象 症 例 で の 成 績 で あ る が，Elias

が state of the art と考えられる．しかし JCOG におい

ら22），Fetscher ら23）は LD 症例に対して大量化学療法を

て奏効率 65％，MST 12.8 カ月，2 年生存率 19.5％ の結

行い，5 年生存率がそれぞれ 53％，50％ と非常に良好

果を認めた IP 療法が今後の標準的治療として認知され

な成績を報告している．また我々の施設を含めた多施設

つつあり，3 つの追試験が進行中である．一方，単剤で

共同研究においても LD 症例 21 例に対しシスプラチン

高い奏効率を示したアムルビシンにシスプラチンを併用

＋エトポシドにて導入療法を行い，イフォスファマイド

するレジメンも今年の ASCO の中間報告において良好

＋カルボプラチン＋エトポシドにて大量療法を施行する

な成績が報告されており，シスプラチン＋イリノテカン

プロトコールにて第 II 相試験を行った．CR

との比較は，今後興味深い課題のひとつである．

63％，CR

LD-SCLC に関しては，PE 療法と同時併用で TRT を
早期から 1 日 2 回の加速多分割照射法で治療することが
表
薬剤

前治療

標準的治療と考えられる．この療法による現在の治療成

３
症例数

績は MST が 23〜27 カ月，2 年生存率が約 50％，5 年生

奏効率
（%）

存率が約 25％ と考えられる．化学療法レジメンは，ED-

パクリタキセル

なし
あり

75
24

45
29

SCLC で有効性が確認されたシスプラチン＋イリノテカ

ドセタキセル

なし
あり

58
28

22
25

dose の投与が困難なことから，シスプラチン＋エトポ

イリノテカン

なし
あり

8
59

50
24

を投与するアプローチが進められている．すでに，この

トポテカン

なし
あり

48
362

39
17

後シスプラチン＋エトポシドを繰り返し投与するレジメ

ゲムシタビン

なし
あり

26
36

27
14

なし
あり

47
83

26
14

なし
あり

33
―

79
―

ビノレルビン
アムルビシン

ン療法の導入が試みられ，放射線との同時併用では full
シド＋放射線同時併用後にシスプラチン＋イリノテカン
レジメンとシスプラチン＋エトポシド＋放射線同時併用
ンとを比較する無作為化比較試験が JCOG よって進行
中である．
近年の化学療法を中心とした治療法の著しい進歩によ
り，小細胞肺癌の治療成績は向上し，治療による明らか
な延命効果が期待され，少数ではあるが治癒する症例も
認められている．しかし依然として ED 症例の長期生存

表
報告者

治療法

４

症例数

奏効率（%）

CR 率（%）

MST

Kudoh

CDDP+CPT-11

LD: 40
ED: 35

83
86

30
29

14.3 mo
13 mo

Hainsworth

CBDCA+ETP+oral
ETP

LD: 41
ED: 38

98
84

71
21

＞ 16 mo
10 mo

Gridelli

CBDCA+VRB

ED: 43

74

23

37 wk

小細胞がんの化学療法

は期待しがたい状況であり，今後の化学療法の発展や，
本稿では述べなかったが分子標的学的治療の進歩が期待
される．
文
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