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はじめに：

エストロゲンレセプター（ER）陽性の進行・
再発乳癌の治療は、ホルモン療法から治療をは
じめ、化学療法まであらゆる治療を総動員して、
QOLの良好な治療生活をなるべく長く維持でき
ることを治療の主たる目標とする。

この中で高齢者のER陽性乳癌の治療に関して
は、副作用の面から化学療法剤の使用には制限
があることからホルモン療法の重要性は際立っ
ており、より多くのホルモン治療法を持つ事が望
ましい。

エストロゲン療法は高齢者における有用性が
古くより認められているが、本来乳癌に対する
禁忌薬を使用する事、血栓症などの重い副作用
もあり得ることから、これまで用いられる機会は
少なかった。

我々は10年以上前から、高齢者進行・再発乳
癌を中心に少数ではあるが症例を選んでエスト
ロゲン療法を行ってきたので、この間、経験し
た著効例を中心に報告する。

エストロゲン療法の実際と症例の特徴：

エストロゲン療法施行例のうち、最初に著効
例を経験したのは2009年であり（症例1）、その
腫瘍マーカーの推移を図 2 に示す。その後、計
6 例に対して施行した。これらの症例は主として
高齢者であり、画像での定期的な経過観察は必
ずしも出来ていない。一方で、腫瘍マーカーは
定期的に測定されていること、本剤の有効症例
は、腫瘍マーカーの著明な減少を示していたた
め、全症例で本剤投与前における腫瘍マーカー
値で投与中最低値を除した値を求め、それを百
分率で表した数を「マーカー最大低下率」と定義
して求め、有効性判定の補助に用いた。

エ ス ト ロ ゲ ン 療 法 に は、 欧 米 で は
diethylstilbestrolを用いた成 績 が 報 告され て
いるが、わが国では入手困難であり、全症例
ethinylestradiol（プロセキソール®）を用いた。こ
れらの構造式をEstradiolと比較して図1に示す。

用量は添付文書の用法・用量にある、0.5㎎を
一日3錠～6錠で使用し、6錠を原則とした。

図1　Estradiolと比較したdiethylstilbestrol、diethylestradiolの構造式

diethylstilbestrolestradiol diethylestradiol

図１ Estradiolと比較したdiethylstilbestrol、diethylestradiolの構造式
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対象症例の特徴についてまとめ、表１に示す。
年齢は64歳から81歳までで平均73歳。投与前
の治療レジメン数は4から11レジメンと多く、再
発確認後エストロゲン療法開始までの期間は、2.6
年から16.7年であった。

治療効果および症例報告：

「マーカー最大低下率」について各症例の値を
表に示す。この中で、3例は特に低下が顕著で、
それぞれ6.5%、10.8%、10.5%と、前値の10分の
１前後までの低下がみられた。これら3例の年齢
は、それぞれ78歳、80歳、81歳と高齢であり、
その他の症例でもすべて低下を示した。Time to 
treatment failureは、終了した3例において3.7
か月、4.7か月7.7か月であり、副作用面でも投与
中重篤な副作用は見られなかった。これらのう
ち、画像による評価が可能であったのは、症例2
と4であり、これらについて症例提示を行う。
症例2：

2002年12月、68歳時に初診。右乳房皮膚の浮
腫があり、その部の生検で癌細胞が証明された
局所進行乳癌であり、化学療法（ドセタキセル）
後に、2003年3月手術を施行した。ｎ陽性（29/39）
ER，PRともに陽性であり、アナストロゾールに
て術後ホルモン療法を開始した。

経過中、2010年2月のCTにて肝転移が確認さ
れ、ホルモン療法、経口抗癌剤など施行したが、
徐々に腫瘍マーカーの上昇がみられ、また、CT
上肝転移病巣の悪化がみられた。

2015年1月（80歳時）よりエチニルエストラジ
オール（以下、本剤）の投与を行った。腫瘍マー
カー（CEA）の推移について図3に、CTにおけ
る肝転移病巣の治療前後の変化を図4に示す。

CEAは投与前に95ng/mlあったものが、投与
後一か月後の測定で27と3分の1以下に低下し、
3か月後には9.7ng/mlと、投与前の約10分の1
に低下した。MDCTは投与直前の画像がなく、
1 か月後の2月3日と6月16日の比較になる。主
な転移巣を含む2スライスについてこれら2回の
画像を比較すると、腫瘍が縮小し、また不明瞭
化しているところも多いため、正確な評価が困
難であるが、ほぼPRといえる縮小を示している。
症例4：

2003年12月初診（66歳時）。左C部の乳癌に
てBt+Ax施行。ｎは5/24陽性。ER，PRともに
陽性であり、補助療法として、FEC→Docetaxel
を施行した後に、Anastrozoleにてホルモン療法
を開始した。

2010年12月のCT、骨シンチにて左肩甲骨の
転移が証明され、ビスフォスフォネートを開始す

表1　エストロゲン療法施行例の背景

※症例１は前出症例
　ER，PRの数字は％

表2　エストロゲン療法施行例のまとめ

　※症例1は前出症例
※※投与直前地に対する最低値の比率
TTF: time to treatment failure

症例 生年月日 ER PR HER2 転移確認日 初転移部位
前治療

レジメン数
E2開始時
年齢(歳)

1 1930/12/04 +ve -ve - 1992/06/15 リンパ節、肺 5 78.3 

2 1934/07/24 50 30 - 2010/02/23 肝、軟部 11 80.5 

3 1949/11/13 100 0 0 2012/07/15 骨、肝 7 65.3 

4 1937/01/25 70 20 - 2010/12/02 骨、肝 7 78.1 

5 1945/08/22 +ve -ve - 2003/04/15 肺、肝、LN 7 70.0 

6 1951/07/03 100 95 1+ 2013/01/16 肺、骨 8 64.1 

表１ エストロゲン療法施行例の背景

※ 症例１は前出症例

ER,PRの数字は％

※

症例
E2開始時
年齢(歳)

直前治療 TTF(M) 追跡マーカー
マーカー最大
低下率(%)

1 78.3 LET 5.9 CA15-3 9.4 

2 80.5 LET 7.7 CA15-3 10.8 

3 65.3 LET 3.7 CA15-3 66.0 

4 78.1 LET 4.7 CEA 6.5 

5 70.0 EXE - CA15-3 55.4 

6 64.1 MPA 1.9 CA15-3 72.9 

表２ エストロゲン療法施行例のまとめ

※ 症例１は前出症例

※※ 投与直前地に対する最低値の比率

TTF： time to treatment failure

※※

※

2009年2月16日からE2を開始

図2 症例1の腫瘍マーカーの推移とエストロゲン投与の効果
図2　症例1の腫瘍マーカーの推移とエストロ

ゲン投与の効果
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るとともに、ホルモン療法、経口抗癌剤など施行
した。この間徐々に腫瘍マーカーの上昇、左肩か
ら頸部リンパ節、皮下に腫瘍が進展してきた。

2015年2月（78歳時）より本剤の投与を行った。
腫瘍マーカー（CEA）は本剤投与前に徐々に上

昇し、直前には62.3ng/mlであったものが、投与
後速やかに減少し、3か月後（5月）には5.6ng/
mlと10分の1以下に低下した（図5）。10月の
CTでは、右胸水、左肺転移、左肩の筋肉内進展、

肝転移などが認められたが、本剤著効時の5月に
は、右胸水や左肺転移巣が著減し、左肩の筋肉
の断面積も半分ほどに縮小し、肝転移もほぼ消
失しており（図6）、PRに入ったものと考えられた。

考察：

閉経後ホルモン感受性乳癌の治療において、
本療法は、エストロゲン産生阻害（aromatase 
inhibitors）や、エストロゲンとERとの結合阻害

（antiestrogen）などの作用機序を有する一般のホ
ルモン療法とは正反対の治療であり、場合によっ
ては乳癌増殖を促進する事、血栓症などの重篤
な副作用がありうること、さらに我が国では、欧
米での報告にある合成エストロゲン剤が使用で
きないことなど、具体的な治療を考えた時に使
い難い要因が多く、それがこれまで乳癌に対す
る治療法として積極的に用いられてこなかった
理由の主なものと考えられる。

高用量エストロゲン療法は、長い歴史のある
治療法であり、1944年のBRITISH MEDICAL 
JOURNALにHaddowらが報告したのが最初と
される1）。この中で使用されたのは、合成ステロ
イド剤であるTriphenylchlorethyleneおよび先

図4　症例2の肝転移病巣に対するEE2の効果
図４ 症例2の肝転移病巣に対するEE2の効果

2015/02/03

2015/06/16

図3　症例2の腫瘍マーカーの推移図３ 症例2の腫瘍マーカーの推移
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述のstilbesterolであり、それぞれ、22例（一例
は男子乳癌）、14例の症例を報告している。これ
らの症例では、評価病巣は、原発巣や皮膚転移、
リンパ節転移などで、stilbesterolを使用した14
例のうち31歳から50歳までの6例はいずれも無
効であり、51歳以上の8例のうち5例について腫
瘍の縮小など何らかの効果があったことが記載
されている。本論文では、乳癌のみならず、泌
尿器科の癌やHodgkin病にも使用され、有効例
があったことは、作用機序を考察する上で興味
深い。

我々は十数年前から、ホルモン療法として
tamoxifen、aromatase inhibitorなどが無効にな
り、治療に行き詰った高齢者の進行・再発乳癌
患者を中心に本療法を試みてきたが、2009年に
最初の著効例を経験した。その後同年末に、Ellis
らがstilbesterolを用いて、高用量（30mg/day）
と低用量（6mg/day）を比較したphaseⅡ試験の
結果を報告した2）。その主な結果は、効果におい
て両群の差が無い事、副作用は低用量の方が少
ないこと、であった1）。

この研究では、両群間における本療法の効果
比較のために、insulin-like growth factor 1（IGF 
1）の血中濃度の測定を行っており、治療前後で
2用量群間ともに有意の低下がみられ、その低下
程度に差が見られなかったことが報告されてい
る（図7）。

また、FDG-PET/CTを用いて、metabolic flare
と効果予測の可能性についても検討されており、
治療開始前のFDG-PET/CTと治療開始後24時
間のPETで、腫瘍部分のSUVによる変化を見
た結果、12%以上の上昇がある場合、estrogen 
stimulation test陽性と判定され、有意に本療法
の有効例が多い結果であった。更にこの結果は、

図6　症例4の転移巣におけるEE2の効果 : 
 左胸水の消失、中央筋転移病巣の縮小、右

肝転移の縮小

図６ 症例4の転移巣におけるEE2の効果：
左 胸水の消失、中央 筋転移病巣の縮小、右 肝転移の縮小

2014/10/22

2015/05/13

図5　症例4の腫瘍マーカーの推移図５ 症例4の腫瘍マーカーの推移
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fulvestrant、aromatase inhibitor（tamoxifenは例
外）などの効果予測に応用できることを示した。

わが国では、岩瀬らが閉経後転移乳癌症
例 に 対 し て、aromatase inhibitor治 療 後 に
ethinylestradiolを用いるデザインでの前向き試
験を18例に対して行い、response rate 50%、
clinical benefit rate 56%エストロゲン療法を閉
経後の良好な成績を報告している3）。

Haddowらの報告でも示されているように、
本療法は閉経前乳癌には無効である。本来、
estrogen dependentな乳癌に対して、大量の
estrogenが腫瘍を縮小させる機序に関しては不
明な点が多いが、Haddowらの報告にもある様に、
必ずしもエストロゲン依存性乳癌だけではなく、
乳癌以外の腫瘍にも有効性が示されていること
はその機序を考える上で興味深い。

Estrogen有効の機序については明らかでない

が、Lewisら4）は本療法による、FASの関与に
よるアポトーシス、NF-kappaBの抑制、PI3K/
Aktなどの関与の可能性を示した。他剤耐性に
なった腫瘍の耐性獲得機序によって、本剤の有
効性が異なるのかもしれない。また、比較的少
量のestrogenで有効性が発揮されることが示さ
れているが、大量の方が有効な腫瘍が存在する
可能性もあり、量の使い分けによって、Haddow
らが示したように、ホルモン非（あるいは低）依
存性腫瘍への効果についても興味深いテーマと
考える。

最近のいくつかの新薬登場によって、本剤を
使用する機会はあまり多くはないが、本療法に
よってきわめて有効な結果が比較的高率に得ら
れることは、これまでの報告、我々の今回の経
験から示されている。

幸い今回の治療経験例に、重篤な副作用は見
られなかった。今後も、適応条件を十分検討し
ながら症例を選んで本療法を適切に使用してい
きたい。

結語：

進行再発乳癌のうち、既に多くの治療がなさ
れた高齢者乳癌患者を中心にethinylestradiolの
投与を行った結果、約半数に腫瘍マーカーの著
明な低下がみられ、これらの症例では半年以上
の治療継続が可能であった。著効例はいずれも
80歳前後の後期高齢者であった。

今回投与した症例では、心血管系などの重篤
な副作用はみられなかった。

ER陽性の進行・再発乳癌で、既に現在使用可

図8　diethylstilbestrolの投与量およびPETでのmetabolic flareと治療効果：
 6㎎と30㎎投与において有効率に差がなく、PET検査におけるmetabolic flareの発現は、投与

量に関わらず効果と良く相関していることが分かる。
 Ellisらの報告（JAMA 302 : 774–780. 2009）から引用

Ellis らの報告（JAMA 302: 774–780. 2009）から引用

図８ diethylstilbestrolの投与量およびPETでのmetabolic 
flareと治療効果：

6㎎と30㎎投与において有効率に差がなく、PET検査におけるmetabolic 
flareの発現は、投与量に関わらず効果と良く相関していることが分かる。

図7　diethylstilbestrolの6㎎と30㎎投与における
IGF 1, estradiol, FDG-PETのSUV値の比較 : 

 Estradiolの血中濃度は両者間で大きな差が
あるが、IGF 1の低下率およびSUVでみる
metabolic flareは同等

 Ellisらの報告（JAMA 302 : 774–780. 2009）から引用
Ellis らの報告（JAMA 302: 774–780. 2009）から引用

図７ diethylstilbestrolの6㎎と30㎎投与における IGF 1, 
estradiol, FDG-PETのSUV値の比較：

Estradiolの血中濃度は両者間で大きな差があるが、IGF 1の低下率
およびSUVでみるmetabolic flareは同等
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能な主なホルモン療法が無効になった症例に対
しては、本療法は試す価値のある有用な治療と
考えられる。

エストロゲン投与で懸念される血栓症をはじ
めとした重篤な副作用を念頭に症例の選択を行
い、慎重に治療を行う必要がある。
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