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【はじめに】

乳癌の全身療法は、エビデンスをもとに作られ
たガイドラインを参考に、それぞれの施設の事情
に合わせて施行されている。しかし臨床試験の
対象から外れることの多い高齢者乳癌の治療に
関してはエビデンスも少なく、特にホルモン非感
受性乳癌に対しては化学療法しか治療法が無い
ため、80歳を超える高齢者に対して、副作用面
からも実施、継続が困難な例が多い、そんな中で、
経口抗癌剤は治療選択肢の一つと考えられる。

最近、高齢者（80歳以上）のトリプルネガティ
ブ（以下TN）進行・再発乳癌の2症例に対し
て、初期治療として少量の経口抗癌剤持続投与

（metronomic chemotherapy）を行い有効であっ
たので、その経過について報告する。

【症例報告】

症例1　84歳女性
既往歴：

高血圧で服薬中であるほか、特記すべきこと
なし。
現病歴：

高血圧等で総合診療科に通院中、定期検査で
施行した胸部Ｘ線写真で「要精検」と判定された。
CT検査を行ったところ偶然右乳房の腫瘤を指摘
され、2012年8月に紹介受診された。
現症：

視触診にて右乳房DB部に2.0×1.6㎝の腫瘤

が触れ、腋窩リンパ節に著明な腫脹が見られた。
CTにてリンパ節転移は縦隔内まで見られたが、
肺、肝臓への転移は見られなかった。偶然2010
年10月5日に撮影されていたCTでは、右乳房の
腫瘤、腋窩および縦隔内リンパ節腫脹はみられ
なかった。乳腺腫瘤のCNBにて、浸潤性乳管癌
の診断が得られた。免疫染色結果は、ER陰性、
PR陰性、HER2陰性（1+）のTN乳癌であった。
癌の広がりから、手術適応はないものと考えられ
た。また、年齢を考慮すると通常の抗癌剤投与
は困難と判断し、一つの選択肢として経口抗癌剤
投与を提案して、本人および家族の同意を得た。
治療経過：

最初に、CPA（CPA）の50㎎/day単独投与と
し、2週間投与1週間休薬のスケジュールにて内
服を開始した。図に治療前および治療開始後の
腫瘍マーカーの推移（図１，２）および乳腺腫瘍、
リンパ節のCT、US上の変化（図３，４）につい
て示す。これらのうち、原発巣はCPAによる治
療開始後2か月ほどで著明に縮小した（図４）が、
その後再増大し、投与半年後に腋窩リンパ節の
腫脹によると思われる疼痛が強くなった。画像的
にはこの時点までNC状態が維持されたが、CPA
にcapecitabine 1200㎎/日を追加投与した。その
結果、腫瘍マーカーは減少をはじめ、半年間ほど
正常の範囲内で推移した（図１）。

2013年10月脳梗塞を発症し、3か月間経口抗
癌剤を中止し、2014年1月よりCPA単独投与で
治療を再開したが、その後腫瘍マーカーは上昇を
続け、癌性リンパ管症によると思われる呼吸困難
も進行し、治療開始から1年6か月後の2014年4
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月22日死亡した（図２）。

図１ 症例１の腫瘍マーカー(CA15-3)の推移１
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などによる

脳梗塞により休薬 CPA再開

図２ 症例１の腫瘍マーカー(CA15-3)の推移２

正常上限値

図1　症例1の腫瘍マーカー（CA15-3）の推移1

図2　症例1の腫瘍マーカー（CA15-3）の推移2
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症例２　84歳女性
既往歴：

全盲であるが、特記すべき既往症はない。
現病歴：

2009年左乳房腫瘤を自覚し、5月10日紹介受
診した。

左乳房CD領域に長径7㎝に達する大きな腫瘤
があり、皮膚浸潤が認められた。CNBにて浸潤
性乳管癌の診断が得られ、免疫染色でER, PgR
ともに陰性、HER2陰性のTN乳癌であった。腋
窩リンパ節も腫大していたため同6月30日、乳房
切除術＋腋窩リンパ節郭清術を施行した。病理
検査の結果、5㎝以上の浸潤性乳管癌で核グレー
ド３、組織学的異型度３、ｌｙ０、ｖ２、腋窩リン
パ節6/21に転移を認めた。ER陰性、PgR境界域、
HER２陰性と、CNBでの病理結果同様、TN乳
癌と言える結果であった。CTにて遠隔転移はみ
られなかった。

術後補助療法として、年齢を考慮してゼロー
ダを投与するも食欲不振が強く、継続を断念し
た。その後は無治療で３ヶ月毎に外来にて経過
観察した。

2012年1月11日、口周囲のシビレを自覚した
ため脳神経外科を受診し、MRIにて多発脳腫瘍
が確認された。同時に施行したCTで多発肺腫瘍
も認められ当科に紹介された。
現症：

脳病巣によると思われる意欲および食欲の減退
がやや感じられた。また図５に示すように、胸部
CTにて一年半前には全く見られなかった大きな
肺腫瘍が、3個確認でき、多発肺転移と判断した。
治療経過および効果：

乳癌脳転移、肺転移の診断のもとに入院にて
全脳照射を施行し、シビレなどの神経症状はほ
ぼ消失した。肺転移病巣に対しては、早急な腫
瘍増殖の抑制が必要であったが、年齢、全身状
態から通常の化学療法の実施、継続は困難であ
り、またcapecitabineは術後に補助療法として使
用した際、副作用で内服が困難であったため、１
日１錠（50㎎）のCPAの投与を、1週間投与、1
週間休薬のスケジュールで開始した。

治療開始前からのCT上の経過を図６に示す。
腫瘍は徐々に縮小し、ほぼ半年後には、肺転移

診断当初のCT検査における腫瘍長径に比較し
て、右上様、右下葉、左下葉の腫瘍それぞれ
55%、40%、39%まで縮小した。その頃、家人の
事情にて自宅に近い施設に移ることになり、退院
の時点で治療は打ち切りになった。その後暫くし
て入所先で死亡した。

【考察】

高齢者乳癌においてもER陽性率は高く、ホル
モン療法で長期にコントロールできるも例もしば
しばみられる。一方、TN乳癌やHER2乳癌に代
表されるホルモン非感受性乳癌では、注射剤に
よるdose intensityを高めた化学療法は一般に適
応がなく、十分な治療が行えない例も少なくない。

metronomic chemotherapyという言葉が最初
に使用されたのは、D. Hanahanらの“Less is 
more, regularly: metronomic dosing of cytotoxic 
drugs can target tumor angiogenesis in mice” 
というタイトルの論文 1）においてとされる。今
回報 告した2症例については、2005年のSan 
Antonio Breast Cancer Symposium（SABCS）
にてDana-Farberから報告されたmetronomic 
chemotherapyのレジメン2）として用いられた
methotrexateとCPAの経口抗癌剤による治療法
から、CPA 50㎎/dayのみでの治療を行った。

この治療は、低濃度で血管内皮細胞を傷害す
ること、他の治療方法に比較して有効期間が長
いこと、などの特徴がいわれ、それを示す実験
結果が報告されている。以下にこれらの報告例
を紹介する。

図７に示したのは、in vitroでvinblastineを
用いた実験結果であり、神経芽腫細胞および血
管内皮細胞の増殖抑制効果が示されている。培
養癌細胞（神経芽細胞腫）は用量依存性に［3H］ 
thymidine摂取率でみた増殖率が抑制されるが、
ヒト臍帯血管内皮細胞（HUVECs）では、腫瘍細
胞では増殖抑制がほとんど見られない極めて低
濃度で急激な増殖抑制がみられる3）。

図８はEMT-6 Breast Cancer株 を 用 い たin 
vivoの実験結果を示しているが、CPA（CTX）
のconventional schedule（21日 間 に 隔 日3回、
１回150 ㎎/㎏ 投 与。総 投 与 量は450 ㎎/㎏）、
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図３　原発巣、リンパ節のCT画像上の変化

図４　治療に伴う原発巣の超音波像の変化
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図３ 原発巣、リンパ節のCT画像上の変化
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antiangiogenic schedule（170㎎/㎏、6日毎の継
続投与）の腫瘍増殖抑制効果の比較である。後者
の方が、腫瘍増殖を長期にわたりよく抑制してい
ることが分かる。尚、21日間の総投与量は後者

が多くなる4）。
著者は、SABCSでDana-Farberからの報告が

あって以降、本療法を、ホルモン耐性になった症
例に対してCPA併用などの形で使用し、有効症

2010/5/27

2012/1/13

図５ 術後１年後と２年半後のCT画像
(ほぼ同じ面での断層画像の比較)

図６ CT上の肺転移巣の変化

2010/5/27
2012/1/13 2012/3/13

2012/5/23 2012/7/17

図5　術後1年後と2年半後のCT画像（ほぼ同じ面での断層画像の比較）

図6　CT上の肺転移巣の変化
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図７　血管内皮細胞（HUVEC）は癌細胞があまり抑制されない低濃度の化学療法剤との接触で増殖
が抑制される

図8　血管新生阻害スケジュールでは耐性になりにくい

J. Clin. Invest. 105:R1–R8 (2000).

図７ 血管内皮細胞(HUVEC)は癌細胞があまり抑制されない
低濃度の化学療法剤との接触で増殖が抑制される

Figure 1
Differential in vitro sensitivity to vinblastine of HUVECs and human neuroblastoma cells (SK-NMC and SK-
N-AS). Proliferation rates of the 3 cell lines were assessed by measuring [3H]thymidine incorporation 
across a wide range of vinblastine concentrations. The most significant differences in sensitivity to 
vinblastine are evident at lower concentrations, whereas both neuroblastoma cell lines continued to 
incorporate thymidine at 80–90% of control rates, whereas HUVECs rates fell to 6.2% of control. Averages 
of 8 wells per dose and the corresponding SDs are shown.

図８ 血管新生阻害スケジュールでは耐性になりにくい

Browder T et al.  Cancer Res 2000;60:1878-1886

J. Clin. Invest. 105: R15-24, 2000.

Browder T et al.  Cancer Res 60:1878-1886, 2000.
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例があることを確認してきた。しかし、TN乳癌
の様な増殖の速い癌は、無効の場合のリスクを
考えると、治療の選択肢には加えにくい。今回、
偶然2例の進行・再発高齢者TN乳癌症例を経
験し、いずれも80歳を超えていたため積極的な
治療は困難であり、図らずも、経口抗癌剤、特に
metronomic chemotherapyを応用する機会を得
た。その結果いずれの例においても有効性が確
認できた。

TN乳癌やHER２乳癌など、増殖速度の大き
な癌はより多くの酸素、栄養が必要であることか
ら血管新生への依存度がより大きいと考えられ
る。実験結果で示されているように、低濃度の抗
腫瘍剤が血管内皮細胞の増殖を抑える事で効果
を発揮するとすれば、これら悪性度の高い腫瘍
は、むしろantiangiogenic scheduleの良い適応と
なり得るのかもしれない。

この様な高齢者のTN進行再発乳癌症例を治
療する機会はそれほど多くないが、今後も機会
があれば、重要な治療選択肢の一つとして本療
法の使用を考えたい。

【結語】

１．80歳以上の高齢進行再発TN乳癌２症例
に 対して、CPAの 少 量 投 与を主 体とした
metronomic chemotherapyを施行し、いずれ
も有効性が確認できた。

２．metronomic chemotherapyによる乳癌治療
は、これまで併用効果のみられる薬剤の組み
合わせ（ホルモン療法との併用など）により、
増殖の緩徐な腫瘍に対して使用される例が一

般的であったが、今回、高齢者進行・再発乳
癌患者で、conventional MTD chemotherapy
以外に治療法の無いＴＮ乳癌症例に使用して
有効性が認められたことで、治療法の少ない
この領域の乳癌に対する新しい治療方法とし
て、その応用が期待させる。
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