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緒 言

本邦 にお ける肺癌の増加は近年特 に著 しく,産 業

文 明の発達 と相俟 って過去20年 間 を見て も飛躍的な

上昇 を示 してい る.そ して一方 では診断技術 の進歩

と相俟 って肺癌治療の成績 も或 程度 は改善 されて来

てはいる ものの,我 々は依然 として 眼前に横たわる

厚い壁 を意識せ ざるをえないのが現状で ある.

昭和42年 よ り当科 では肺癌に対 して早期発見,早

期治療 を目標 に肺癌の集団検診に始 ま り,そ の確定

診断か ら治療 と一連 のスケジュールの もとにその対

策 を行 なって来た.周 知の如 く肺癌 の増加 は放置出

来ない社会問題であ り,欧 米 の頻度か ら見て も更に

発生率 の上昇 は必定 と見 られ るだけにこの方面の早

急な処置 が望 まれ るところで ある.我 々の追及 も既

に数年 を経過 し,こ の間一応認むべ き成績 をえてい

るので,今 回 は現 在までの成果 を取 りまとめ述べ,

今後の この分野の重要性 を強 調 したい.

Ⅰ. 肺癌の早期発見について

1. 肺癌の集団検診 と確定診断の現況

昭和42年 か ら結核検診を利用 した肺癌検診及 び確

定診断 を行な っているが,そ の方式 は次の通 りで あ

る.即 ち,間 接撮影で肺癌を疑 うと出来 るだけ早 く

直接撮影 を行 い,診 察及 び断層撮影な ど必要 な検査

を行 う.そ の結果,臨 床 的に肺癌 と診断 した もの に

つ いて は直 ちに確定診断を実施 し,ブ ラッシング,

気管支 ファイバースコピー,経 皮的針生検 な どの方

法 を症例に応 じて選択 し,し か もいずれの場合 も80

%以 上の陽性率 で細胞診或は組織診が可能 であ った,

これ らの確定 診断法は検査 日を定 めて毎週数例 づつ

行 つてい るが,針 生検以外は原則 として外来 検査 で

よ く,安 全に実施で きる.

又,治 療 は確定診断の結果 によ り速かに適 切な方

法が とられ る様努力 してい る.即 ち,手 術 可能例 は

出来 るか ぎり手術 を実 施 し,完 全常除 を目的 とす る

が, Ⅲ, Ⅳ期の末期 癌で も化学療法或は放射線 との併

用 で,出 来 る限 り寛解 に導入せ しめる様に努力 し,

維持療法に もって行 く方法 をとってい る.

2. 肺癌の発 見率

住民検診で発 見 された肺癌 は十分な集計 の出来 た

昭和48, 49年度 について みると,昭 和49年 度 は56(原

発性49)例 で10万 対24.43と な ってい る.こ れを40才

以上 でみ ると10万1対34.21で,更 に40才 以上 の男性 で

み ると, 10万対41.71と な り,実 に2400人 に1人 とい

う高率 である.昭 和48年 度 の32(原 発性29)例 の肺 癌

について も同様の傾向が認め られてい る.(表1, 2)

住民検診の受診者の3/4が 女性で あ り, 48年度 と

49年度 の原発性肺癌78例 中45 (57.7%)例 が女 性で あ

るが,肺 癌の男女比 は3対1或 はそれ以上男性に多

いといわれて いることか ら, 40才以上 の男性の多 い

対象で行 えば,更 に多 くの肺癌が発見 され る もの と

思われ る.

又,胸 部X線 検 診で発見 される肺癌は早期 よ りX

線上 に陰影 として現 われ る肺野型が多いのは当然 で

ある.そ こで更 に肺野型で腫瘤陰影の大 きさの計測

できた ものについて発見時 の大 きさをみると2cm以

下 が34%, 2～3cmが26%で,約1/3が 小型 肺癌 と

して発見 されている.肺 癌対策 には特に早期発 見,

早期治療が必要 であ り,こ れ らの小型肺癌は自覚症

状 がほとん どない ことか ら,結 核検診 を利用 した肺

癌検診の意義 は大 きい1).(表3)

以上集団検診か ら治療 まで一貫 したル ー トで発見

か ら治療 までの期間 を短縮 す る様努力 を行 ってい る

が,集 団検診で発見 され る肺癌には小型肺癌が多 く

早期手術可能で良好な予後が期待 で きることを重 ね

て強 調 した い.

Ⅱ. 末期肺癌 の病態及 び治療成績の推移

昭和38年1月 か ら昭和48年9月 までに教室 に入院

した肺癌症例146例 と,昭和48年10月 か ら翌年9月 ま

でに教室 を中心 とす る癌化学療法 グルー プの各 施設
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において取扱か った肺癌化学 療 法症例21例 の計167

例 につ いて検 討 した.こ れらの症例 の多 くは組織診,

細胞診 あるいは剖検 による診断がな されて いるが,

一部 にはX線 検査 を主体 としたいわゆる臨床診断例

も含 まれてい る.

表1.　 集 団検診 による肺癌の発見率

表2.　 集 団検診で発見 された肺癌の性年令 分布

表3.　 集団検診 で発見 された原発性肺癌の肺野型腫瘤陰影 の大 きさ

化学 療法の効果判定 はX線 上腫瘤径 の25%以 上 の

縮小 を有効(+)と し, 50%以 上 の縮小 を もって著効

(〓)と したが,最 近行 なってい るFOBEM療 法症例

については,現在本邦で広 く行 なわれてい るKarnof

skyの 判定基準2)に従 って効果の判定 を行 な った.生

存期間の検討 では他院 あるいは自宅死亡例 について

はアンケー ト調査 を行 ない,腫 瘍死 と判定 された症

例のみを対象 とした.

昭和38年 か ら昭和48年 までの期 間に入院 した肺 癌

症例 の臨床病期別 の治療 内容 と組織型の内訳,性 比

を示す と,臨 床病期 Ⅰ, Ⅱ,期 に化学療 法あ るいは

放射線療法 が比較的 多いの は年令的要素な どで手 術

適応 か ら除外 された症例 のほか に手術拒否症例 な ど

が含 まれてお り,内 科 の特殊性 を表わ してい る.組

織型の明 らかな112例 では扁平 上皮 癌が45.5%と 最

も多 く,次 いで腺癌(29.5%)未 分化 癌(25.0%)の 順

で あった.性 比 は 全症 例で3.4:1と 男性 に高 率で
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あ り,扁 平上皮癌で最 も大 きな比率が得 られたが,

他の報告3)ではさらに大 きな数字が示 されている.

臨床病期別生存期 間は図に示す ごとく50%生 存期

間で見 ると Ⅰ期20.0ヶ 月, Ⅱ期9.9ヶ 月, Ⅲ期4.2ヶ

月, Ⅳ期3.8ヶ 月 で,全 国集計4)によ る成績 とよ く類

似 した.し か もⅠ期 とⅡ期, Ⅱ期 とⅢ期 の生存期間

には明瞭な差が示 されたが, Ⅲ期 とⅣ期 には全 く差

が認め られて おらず, TNM分 類 を基準に新 たに設定

され た臨床病期分類5)の有用 性を支持する成績 と思 わ

れ る(図1).

図1　 肺癌症例Stage別 の生存期間

Ⅲ, Ⅳ期化学療法症例の組織型別 の生存期間 は図

の ごとく扁平上皮癌が最 も短か く, 50%生 存期間で

は腺癌 と未分化癌が全 く等 しい成績 を得 た.し か し

比較的長期間生存 した症例 は未 分化 癌に多 く,こ れ

らはいずれ も化学療 法 によ く反応 した症例 であった.

最近 の報告で も手術不能症例の長期生存例 には未 分

化癌,特 に小細胞型未分化癌が多い ことが指摘 され

てお り6),これ らに対 する化学療 法の有用性が強調 さ

れている7)(図2).

次にⅢ, Ⅳ期化学療法症例 について昭和43年 以前

と昭和44年 以後 の生存期間を比較検討 した.昭 和43

年以 前 の症例 に行 なわれた治療 法 はMitomycin C

 (MMC)の 少量連続投与が最 も多 く,次 いでCyclo

phosphamide (CPA), Merphyrin, 5FUな どの少量

連続投与が行 なわれてい る.昭 和44年 以後 ではBl

eomycin (BLM), MMCあ るいはCPAの 中等量 ない

しは大量間歌投与, MMCと5FUの 併用療法な どの

他 にCPAの 誘導体 であるIfosfamide8)の 間歇大量療

法 とか,後 述 の5FU, Vincristine (VCR), BLM,

 CPAお よびMMC5者 併用 によるFOBEM療 法が行

なわれている.そ の結果 昭和44年 以後の症例 に若干

の延命傾向が見 られたが,推 計学的有意差 は認め ら

れなかった.し か し化学療 法有効例 と無効例 の生存

期間 には明 らかな差が得 られてお り,効 果的 な化学

療法が行なわれればそれが延命 につながる ことが示

された(図3, 4).

図2　 Stage Ⅲ. Ⅳ 化学療法症例,組 織型 別の生存 期間

図3　 肺癌(Stage Ⅲ, Ⅳ)の化学療法 による生存期 間

Ⅲ 最近試みている肺癌の新 しい化学療法

先 に述べ だ如 く最近 われわれは5FUあ るいは,

 FT-207 (Futraful), VCR, BLM, CPA , MMCに

よる5者 併用FOBEM療 法 とCPAの 誘 導 体 で ある

Ifosfamideの 間歇大量療 法を主 として肺癌症例 に試

みてお り,比 較的優れた成績 を得て いるので この点

について述べ る.

図4　 化学療法症例(Stage Ⅲ, Ⅳ)有効例

と無効例 の生存期間の比較
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FOBEM療 法の1サ イクルの治療 スケジュールは

図に示す如 く少な くとも4サ イクルの治療 を目的 と

し, 6サ イクルの治療 を一応1コ ースとしてい る.

本療法 を各組織型の肺癌49例 に試 みた結果Karnof

skyの 判定基準で約半数 にO-B以 上の効果が見 られ,

 1-A以 上 の明 らか な臨床 効果 は28.6%の 症例 に得

られて お り,か つて教室で行なった各種制癌剤 によ

る単独療法の効果 との比較において明 らか に優れて

いた.本 併用療 法は小細胞癌に最 も優れた効果 を発

揮 し次 いで扁平上皮癌 に多 くの有効例 を得たが,腺

癌 に対す る効果 はやや不十分 であった.こ の事実 は

小細胞癌に対 するVCRとCPAの,又 扁平上皮癌に

対す るBLMの 関 与 を示す もの と思 われるが,い ず

れの薬剤 も6サ イクルの治療 では最少有効 量に達す

るか否かの量 である所か ら,併 用各薬剤の相加的 な

い しは相乗的 の効果 もあず かってい ると思 われ る.

現在本併用療 法で効果不十分の腺 癌症例 に対 して は

FT-207, Carbazilquinone, Ifosfamideの 併用療法

(FQI療 法)あ るいはAdriamycin, VCR, Ifosfami

de併 用療法(AVI療 法)を 試 みており有効例 を得 つつ

ある.(図5,表4).

図5　 One cycle of FOBEM therapy

本併用療法の 自覚 的副 作用 として は食思不振,悪

心 な どの消化器症状が約3分 の1の 症例 に見 られた

ほか全身倦怠が比較的高 頻度 に認 め られた.血 液学

的副 作用 は軽微で あ り,こ れが本療 法のdose lim

iting factarと な った症例 はまれで あった.し か し

高令 者において はBLMに よると思 われるPaO2の 低

下が,検 索 された24例 中6例 に出現 し,う ち2例 に

X線 上肺線維症 が見 られた所か ら,現在BLMは 筋肉

内投与 を行 なっているけれども,高令者肺癌症例 にお

けるBLMの 一回 投与 量,総 投与量 は さらに検討 さ

れ る必要 がある.こ のほか脱毛 と末梢神経炎症 状が

約20%の 症例 に出現 したが,こ れ らはいずれ も可逆

的であった.

Ifosfamide療 法の詳細 は他にゆず るが8,9),現在まで

に50mg/kg, 3日 連続投与 を1コ ースとす る間歇大

量療 法 を20例, 20mg/kg,週2回 投与 を10例 の肺癌

症例 に試み,間 歇 大量投与 法で小細胞癌9例 中4例

に著 しい効果 を得てい る.

図6　 小細胞型未分化癌 に対す るFOBEMあ る

いはIfosfamide大 量療 法の効果

表4.　 肺癌 に対するFOBEM療 法の効果

小 細胞 癌症例 にお いてFOBEM療 法またはIfosf

amide間 歇大量療 法,あ るいはこれ ら両 者の治療 を

受 けた症例 はそれ以前のCPA, MMCな どの少量投

与症例 または放射線療法症例 に較べ明 らかに延命 し

てお り, FOBEM療 法 とIfosfamide間 歇 大 量 療 法 の

小 細胞癌 に対す る有用性 が示 されてい る.(図6)

以上簡単 に昭和38年 以来当教室で経験 した肺癌症

例 につ いて化学療 法を中心 とした成績を述 べたが
,
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新制癌剤 の開発 とその至適投与法の確立,更 にこれ

らを基盤に した多剤併用療法 によ り,局 所療法不能

の進 行肺癌症例の治療成績 も次第 に向上 しつつあり,

腫瘍効果 を論ず るのみでな く,治 療成績 を延命効果

で比較検討 し得 るまでになって来たよ うに思 われる.

Ⅳ. 肺癌における化学療法 と放射線療法の併用

放射線療法 を肺癌化学療 法に併用す る場合の方 法

については現 在一定の見解 がない様 に思われ る.太

田 らは同時併用は化学療法後 の併用 よ りは腫瘍効果

は大 であるが長期の延命に関 して は,必 ず しも満足

すべ き成績 をえていない10).

当科の成績では化学療法前,或 は後 に局 所療法 と

して兎 に角併用 した もの と,しない ものとを比較検討

した ところ,併 用群 に優 れた成績 をえ,特 にこの傾向

は扁平上皮癌で明瞭に認 め られた(図7).

Ⅴ. 肺癌の免疫療法 について

以上 の化学 療法で寛解 に導入出来 た寛解例に対 し

ては, Mathe11), Sokal12)らの成 績 が示 す如 く維持療

法 として免疫療 法のあずかる所 も大 きい と思 われ る.

この点 に関 して現 在 溶連 菌剤OK-43213)と か担子 菌

由来 の多糖 類であ るPS-K14)に よ る非特異的免疫療

法 を実施中であ り,肺 癌症 例において目下溶連菌 に

よる維持療法 を実施 し,新 たにImmuno-chemothe

rapyの 形 で免疫賦活処置の有効性が延命の形 で既 に

得 られている.又,こ れに関連 して溶連 菌剤 を用 い

た免疫療 法併用 による宿主免疫能 については,リ ン

パ球の機能 に関連 してPHA test, PPD反 応 でその

賦活作用 が裏付 け られてい る13).本免疫療法 は再発防

止的 に働 くもの と考 え られ,化 学療 法 との併用 によ

って効果 を発 揮す るものと思われ,今 後 に期待 出来

る治療 法である と思われ る(図8).

図7　 扁平上皮癌症例,化 学療法症例と化療 ・放射
線療法併用症例の生存期間の比較

図8　 肺癌 ・Stage Ⅲ, Ⅳ症例の生存 期間におよぼす

化学療法 とOK-432併 用の効果

結 語

1) 昭和42年 以来8年 に亘 り肺癌の集 団検診 か ら確

定診断 までの一連 の早期癌の発 見に関す る検討 を行

ない,集 計出来 た48年 及 び49年 の発見率 は夫 々32例

(原発 性29)及 び56例(原 発性49)で あ り,近 年 におけ

る肺癌の増加傾向が如実 に示 された.

2) 昭和38年 か ら昭和48年 に至 る11年間 に教室関係

で経験 した肺癌症 例167例 につ いて化学 療法 を中心

に検討 を加 えた結果,化 学療法有効例 は無効例 に較

べ明らかに延命す る成績 を得 た.ま た昭和43年 以前

の化学療 法症例 と,質 量 ともに十分 な化学療 法が行

なわれた昭和44年 以後 の症例 を比較す ると,後 者 に

若干 の延命傾向が認め られた.

3) また最近試 みつつ ある5FU, VCR, BLM, CAP

お よびMMC併 用 のFOBEM療 法は従来 の単独療法

に較べ明 らかに有効率が高 く, Ifosfamide間 歇大量

療 法 と共 に肺癌 に対 し試み るべ き治療 であることが

示 された.そ して特 にこれ らの化学療 法が行 なわれ

た小 細胞癌症例 には従来の症例に較べ明 らかな延命

効果 が認 め られた.

4) 放射線 を局所療法 として化学療 法に併用 した群

では明 らかに延命 がえ られた.

5) 溶連菌剤 による免疫療 法 をImmuno-chemothe

rapyの 形で併用することによ り肺癌の延命 を促進 さ

せ ることが判明 した.

擱筆に臨 み,平 木教授 の御指導 と御校 閲を深謝 す

る.な お本研究 は当科早期肺癌診断 グルー プ及 び癌

化学療法 グループ各位の協同研究に よるものである.

(本稿 の要 旨は第12回 日本癌治療学 会総 会 シンポ

ジウム,第12回 日本肺癌学会中国四国地方 会 シンポ

ジウム及 び第14回 日本肺癌学会中国四国地方 会特 別

講演において発表 した.)
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Clinical studies on lung cancer

-Recent progress in diagnosis and therapy-

Ikuro KIMURA

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School 

(Director: Prof. K. Hiraki)

Mass X-ray surveys for detecting lung cancer were conducted by our research group since 

1967. Thirty-two cases of lung cancer (16.5/100,000) were detected in 1973 and 56 cases (24.4/

100,000) in 1974.

Chemotherapeutic effects were examined on 167 lung cancer cases from our hospital recor

ds from 1963 to 1973. The effective cases of chemotherapy apparently survived longer compared 

with ineffective cases. Cases after 1969 with sufficient chemotherapy were reviewed for survival 

compared to cases before 1968.

Our combined FOBEM therapy (5FU, vincristine, Bleomycin, cyclophosphamide and Mitomy

cin C) showed a high percentage of survival in comparison with the earlier single-agent admini

stration. In lung cancer patients the FOBEM protocol or Ifosfamide massive intermittent therapy 

is recommended. The use of either of these two methods resulted in higher survival of small 
cell cancer cases compared to cases treated prior to FOBEM treatment.

Patients on chemotherapy combined with radiotherapy survived longer compared to patients 

on chemotherapy alone.

Survival of lung cancer patients was prolonged by immuno-chemotherapy with a streptococcal 

agent.


