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特別講演（第 142 回東邦医学会例会）
総

説

前立腺癌に対するホルモン療法のパラダイム・シフト
鈴木

啓悦

東邦大学医学部泌尿器科学講座（佐倉）教授

要約：1940 年代に Huggins 博士が，前立腺癌患者の両側精巣摘除をしてアンドロゲンを低下させると，
癌による症状が緩和されることを発見し，この功績により，1966 年にノーベル医学生理学賞を受賞した．
以来 70 年にわたり，前立腺癌に対するホルモン療法の基本的な概念は変わっていない．しかしながら，外
科的精巣摘除術のみであったホルモン療法も，徐放性 luteinizing hormone-releasing hormone（LH-RH）ア
ゴニストやアンチアンドロゲン剤などの開発などが進み，間欠的ホルモン療法や combined androgen blockade（CAB）療法など多様な選択肢が用意されてきた．ホルモン療法が多様化したこともあり，再燃癌の定
義自体困難になってきた．このような背景の中，2008 年頃から，去勢抵抗性前立腺癌（castration-resistant
prostate cancer：CRPC）という用語が広く用いられるようになってきた．さらに精巣のみならず，アンド
ロゲン産生臓器である副腎や前立腺でのアンドロゲン抑制をターゲットとした androgen targeted therapy
という概念も新薬の開発によって浮上してきた．本稿では，ホルモン療法の現状と，新薬の登場によりいか
にその概念が変化してきたかに関して述べる．
東邦医会誌 60（4）
：204―212，2013
索引用語：前立腺癌，ホルモン療法，去勢抵抗性前立腺癌，間欠的ホルモン療法，androgen

targeted

therapy

1940 年代にシカゴ大学の Huggins CB 博士が，前立腺

いったん再燃癌と診断されたものが，セカンドラインのア

癌患者の両側精巣摘除をしてアンドロゲン（男性ホルモン）

ンチアンドロゲンや低用量グルココルチコイド療法などに

を低下させると，前立腺癌による症状が緩和されることを

も反応することが報告されてきており，再燃自体を定義す

発見し，この功績により，1966 年に同博士はノーベル医

ることが困難になりつつある．

学生理学賞を受賞した．正確に言えば，ホルモンをふくめ

つまり，以前はホルモン療法が外科的去勢のみであった

た化合物が癌を制御できることを初めて示した功績に対し

ので，再燃を一度するとそれは臨床的に再燃癌を意味して

ての受賞である．

いた．ところが，上述したように，ホルモン療法が多様化

以来 70 年にわたり，前立腺癌に対するホルモン療法の

したこともあり，再燃癌の定義自体困難になってきた．こ

基本的な概念は変わっていない．しかしながら，外科的精

のような背景の中，2008 年頃から，去勢抵抗性前立腺癌

巣摘除術のみであったホルモン療法も，徐放性 luteinizing

（castration-resistant prostate cancer：CRPC）という用語

hormone-releasing hormone（LH-RH）アゴニストや非ス

が広く用いられるようになってきた．さらに精巣のみなら

テロイド性アンチアンドロゲン剤の開発などが進み，間欠

ず，アンドロゲン産生臓器である副腎や前立腺でのアンド

的ホルモン療法や combined androgen blockade（CAB）療

ロゲン抑制をターゲットとした androgen targeted ther-

法など多様な選択肢が用意されてきた．以前は「再燃＝ア

apy という概念も新薬の開発によって浮上してきた．

ンドロゲン不応性」と単純に考えられていたが，最近では
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かにその概念が変化してきたか「パラダイム・シフト」に

みてみると，病理所見で癌が臓器限局であった症例の方が，

関して概説する．

そうでない症例と比較して，血清テストステロン値が有意
に高いことが報告されている４）．また転移症例では初回治

アンドロゲンの産生経路と作用

療として，ホルモン療法が施行されるが，血清テストステ

精巣におけるステロイド産生経路は基本的には副腎皮質
におけるものと変わらず，コレステロールから各種の酵素

ロン値が高い症例群の方が，ホルモン療法反応性が良好で，
優れた予後を示すことが明らかになっている２）．

の作用を受け，最終代謝物のステロイドホルモンが生合成

以上，前立腺癌の発症・進行における血清テストステロ

される．精巣ではテストステロン，
卵巣ではエストラジオー

ンの臨床的意義についてまとめると，血清テストステロン

ル，副腎ではコルチゾール，アルドステロンが最終代謝物

値が高いほど，前立腺癌に罹患しやすく，病期進行しやす

として血中に分泌される．この間の中間代謝物もまたそれ

いが，同じ病期の患者群で比較すると，血清テストステロ

ぞれの臓器で分泌される１）．

ン値が高いほど，手術やホルモン療法への奏効率は優れる

アンドロゲンの主な構成要素である精巣からのアンドロ

ということになる．
いずれにしろ，
前立腺癌の発症・進行に

ゲンであるテストステロンはアンドロゲンの 95〜97％ を

おいて，
アンドロゲンは重要で，
進行期のみならず，
早期で

占めるとされるが，残りの主なアンドロゲンは副腎皮質に

もアンドロゲンは治療効果などに関与すると考えられる．

由来する．また，前立腺・精嚢・精管・精巣上体・陰茎・
陰嚢・体毛毛根などのアンドロゲンの標的臓器において，
テストステロンは 5α―レダクターゼ（還元酵素）の作用を

前立腺癌の進行におけるアンドロゲン受容体
（androgen receptor：AR）の重要性

受け，より活性の強いジヒドロテストステロン（dihydro-

アンドロゲンは，アンドロゲン受容体（androgen recep-

testosterone：DHT）に変換される．この DHT は核内に

tor：AR）
に結合して作用発現する．
腫瘍マーカー prostate-

あるアンドロゲンレセプターと結合し複合体をつくる．こ

specific antigen（PSA）自体が，ARE を有するアンドロ

の 複 合 体 は 染 色 体 上 の androgen

element

ゲン制御蛋白である．前立腺癌可移植性組織片モデルにお

（ARE）に結合し，ribonucleic acid（RNA）ポリメラーゼ

いて microarray-based profiling を用いた解析では，アン

による deoxyribonucleic acid（DNA）の転写，messenger

ドロゲン不応性となる過 程 に お い て 唯 一 の 変 化 は AR

RNA（mRNA）の産生を促進し，新しい蛋白質を合成さ

mRNA の増加であったとの報告もあり５），AR の異常は前

せる．アンドロゲンの作用は，男性副性器の発育肥大，第

立腺癌の進行，特にホルモン療法抵抗性の分子機序の重要

二次性徴発現促進，性欲亢進，造精作用，視床下部中枢抑

な 1 つと認識されている．AR 蛋白の発現は前立腺癌組織

制，蛋白同化作用，脂質代謝作用，赤血球増生作用などで

中において，どんな病期でも AR は一定以上の割合で発現

ある．アンドロゲン作用により，前立腺，精巣上体，精管，

しており，乳癌とは異なる．

responsive

精嚢，陰茎は発育し，音声は低くなり，陰毛，ひげなどの

最近では，前立腺癌と同様にホルモン療法が施行される

増生がみられる．体の中心線に沿った領域の発毛はアンド

乳癌の治療体系において，エストロゲン受容体・プロゲス

ロゲン依存性と考えてよい．

テロン受容体・Her2 の 3 つの受容体の状況で，治療薬が
選択されてきている．一方，前立腺癌では，key player と

前立腺癌の発症や進行におけるアンドロゲンの
重要性

なる受容体が AR のみである（Fig. 1）
．しかしながら，AR
は，ホルモン療法抵抗性を獲得する過程において，増幅し

前述したとおり，アンドロゲンの主な構成因子である血

たり，ステロイド受容体の結合特異性が低下するような点

清テストステロン値に関しては，前立腺癌患者に関して，

突然変異がおきたりするなど，複数の異常が惹起されるこ

２）

さまざまな解析がなされている．Imamoto et al. の検討

とが知られる６）．

でも，治療前の前立腺癌患者の臨床病期別にみた血清テス

つまり，乳癌と異なり，前立腺癌では AR のみが重要な

トステロン値は，より早期癌で低く，転移癌など進行した

ステロイド受容体であるが，進行に寄与する複数の異常様

症例では高い傾向がある．前立腺生検を施行された患者の

式により，ホルモン抵抗性を獲得すると考えられている．

うち，血清テストステロン値の低い患者についてみてみる

言い換えると，AR を活性化させないようなアンドロゲン

と，生検で癌が発見された患者では血清テストステロン値

除去の強化が，新薬開発のターゲットとなる可能性が示唆

３）

の高い傾向が見いだされた ．これらの患者で悪性度との
関連をみてみると，悪性度の高い症例ほど，血清テストス
テロン値は低い傾向があった．

されている．

Combined androgen blockade（CAB）療法

実際の治療成績と，治療前血清テストステロン値の関連

現在，わが国におけるホルモン療法の約 70％ で施行さ

についてでは，前立腺癌に手術療法を施行された症例群で

れているものが，CAB 療法である．これは，外科的去勢

60 巻 4 号
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Fig. 1 Difference in steroid receptor status between breast cancer and prostate cancer.

もしくは LH-RH アゴニスト・アンタゴニストによる薬物

るが，転移癌症例に対する治療ベネフィットは十分ではな

的去勢に加えて，経口のアンチアンドロゲンを併用する治

い．おそらく，より強力なホルモン療法の開発や，骨転移

療である．外科的・薬物的去勢では，精巣からのアンドロ

症例にはゾレドロン酸やデノスマブといった bone modify-

ゲンを抑制する．さらにアンチアンドロゲンが副腎由来の

ing agent の併用の必要性が示唆される．

アンドロゲンを抑制することで，従来の去勢単独よりも，
より強いホルモン療法として開発された． 1980 年代から，

間欠的ホルモン療法

CAB 療法の有効性を示唆する小規模試験の報告がされて

1977 年に Noble 博士が，ホルモン療法を間欠的に施行

きた．2000 年に，第 2 回 Prostate Cancer Trialistsʼ Collabo-

することで，持続的に施行するよりもホルモン療法感受性

rative Group（PCTCG）meta-analysis によってアンチア

の期間を延長できるのではないかという概念を提唱した．

ンドロゲンでも非ステロイド性のものに有意に生存率の改

1980 年代にも，同様な考え方のもと，合成エストロゲン

善効果が示唆された７）．

を用いて，症状の有無などで間欠的にホルモン療法を施行

わが国において，病期 C!
D（局所進行例および転移症

した小規模臨床試験の結果が報告された．残念ながら，こ

例）に対する，去勢単独群と，非ステロイド性アンチアン

の時代には徐放性 LH-RH 製剤や，腫瘍マーカー PSA は

ドロゲンのビカルタミド錠併用療法群（CAB 療法群）の

存在しておらず，現実的に間欠的ホルモン療法をマネジメ

８）

前向き比較試験が行われた ．その結果，全体の解析では，

ントすることはできなかった．しかしながら，1990 年代

CAB 療法群の全生存率が去勢単独群と比較して優れるこ

に入り，徐放性 LH-RH 製剤が開発され，PSA が前立腺癌

とが示された．しかしながら，サブグループ解析では，サ

治療のモニタリングに広く普及したことで，真の意味での

ブ解析において，病期 C および D1 症例の全生存率は CAB

間欠的ホルモン療法の時代が到来した．

療法群で有意に高かったが，D2 症例（大部分が骨転移）で

間欠的ホルモン療法の利点としては，アンドロゲン依存

は全生存率に両群間で有意差を認めなかった．このことか

性（感受性）の期間を長く維持できることが動物実験など

ら，2012 年に発刊されたわが国における前立腺癌診療ガ

で示されていることから，生存期間の延長の可能性がある

イドラインでは，
「CAB 療法は，去勢単独療法と比べて優

こと，休薬期間における性機能・quality of life（QOL）
・

れているか？」という clinical question に関して，推奨グ

骨塩量の改善効果が期待できること，治療コストが軽減で

レード A となっているものの，
「ただし，骨転移症例では

きること，などがあげられる．間欠的ホルモン療法の欠点

CAB 療法の優位性は必ずしも示されていない」と付記さ

としては，頻回な PSA およびテストステロンのモニタリ

９）

れている ．
これらより，CAB 療法は実際の臨床現場において，進
行性前立腺癌に対するホルモン療法の第一選択となってい

ングが必要であること，休薬期間中の病状進行の危険があ
ること，何よりも治療法として方法論や有効性を含めて完
全には確立されていないこと，などがあげられる．
東邦医学会雑誌・2013 年 7 月
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Treatment strategies for each stage of prostate cancer.

しかしながら，最近ではいくつものエビデンスが明らか

てのみならず，補助療法としても使用されている（Fig. 2）
．

になってきている．適応としては，転移症例よりも，手術・

たとえば限局癌（病期 A-B）前立腺癌に対するホルモン療

放射線療法後の PSA 再発症例などに適していること，ホ

法は，限局癌で発見されて手術などの根治治療をされない!

ルモン療法の期間は 6〜9 カ月間くらいが優れていること，

できないということは，余命が短い症例と考えられるので，

一般に間欠的ホルモン療法は休薬期間における QOL に優

QOL がよく，合併症の少ないホルモン療法が望ましい．

れ，全生存率に関しても遜色ない可能性などが示されてい

したがって，間欠的ホルモン療法・アンチアンドロゲン単

る１０）．

独療法が選択されるべきであろう．また，局所進行癌（病

2012 年に発刊されたわが国における前立腺癌診療ガイ

期 C）
前立腺癌に対するホルモン療法は，先述したとおり，

ドラインでは，
「ホルモン療法の間欠的投与は，持続的投与

わが国発の臨床試験で CAB 療法の優位性が報告されてお

と比較して推奨されるか？」という clinical question に関

り，CAB 療法を選択すべきと考える．一方，転移性（病

して，長期的予後や方法論の確立の観点から，持続的投与

期 D）前立腺癌に対するホルモン療法は，全生存率でみた

に比して推奨されるだけの根拠が明確でないため，推奨グ

場合，CAB 療法でも不十分で，より強力な新規ホルモン

「有効性を示唆するエビデ
レード C1 となった９）．ただし，

療法の必要性が示唆されている．

ンスが蓄積されつつあり，EAU ガイドラインでは，もは
や実験的治療ではなくなったとしている」と付記されてい
る．

ホルモン療法の多様化と病期による使い分け

前立腺癌に対するホルモン療法のとらえ方の
パラダイム・シフト
従来，ホルモン療法抵抗性となった場合，再燃前立腺癌
（hormone-refractory prostate cancer：HRPC）と呼んで

以上述べてきたとおり，前立腺癌のホルモン 療 法 は

きた．2008 年頃から，去勢抵抗性前立腺癌（castration-

Huggins 博士の外科的去勢主体の時代から，LH-RH 製剤・

resistant prostate cancer：CRPC）と用語が変更された．

アンチアンドロゲンの開発や PSA の普及とともに，より

CRPC の定義が記載されたトピックな論文は，2008 年の

強力なもの，より QOL の高いものといったさまざまなホ

Journal of Clinical Oncology に掲載された The Prostate

ルモン療法が考案され，多様化してきた．患者の病状に合

Cancer Clinical Trials Working Group（PCWG2）に発表

わせていかに個別化して使い分けるかという時代に移行し

したものである１１）．PCWG2 までの経緯を経時的に述べる

てきている．

と，1999 年に PCWG1 が前立腺癌の臨床試験に関するコ

前立腺癌の治療体系において，限局癌・局所進行癌・転

ンセンサスを報告したところから始まる．2000 年に新た

移癌のさまざまな病期においてホルモン療法は主治療とし

に Response Evaluation Criteria in Solid Tumors（RE-

60 巻 4 号
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Fig. 3 Paradigm shift in hormonal therapy for prostate cancer.
PCa: prostatic cancer, HRPC: hormone-refractory prostate cancer, CRPC: castration-resistant
prostate cancer

CIST）が導入されるも，前立腺癌の評価にはマッチして

ことに起因する．この残留アンドロゲンが，アンドロゲン

いないとされた．その後 2004 年に，Saad et al. の報告し

受容体を活性化して，癌増殖することが，
「再燃」の重要な

たゾレドロン酸の大規模試験１２）と，TAX-327 と the South-

機序の 1 つであり，現在の CRPC に対する最もホットな

west Oncology Group 9916 trial（SWOG99-16）の 2 つの

開発のターゲットは，より強力なホルモン療法の開発に向

ドセタキセルの大規模試験データが報告された１３，１４）．前者

かっている．

が，骨関連事象（skeletal-related event：SRE）の発症抑
制をエンドポイントにしているのに対して，後者は，全生

CRPC 治療の今後の展望：新規薬剤の動向

存率をプライマリー・エンドポイントとしている．一体，

ここ数年にわたって，CRPC に対するより強力なホルモ

前立腺癌の臨床試験は，どのような基準で行われるべきで

ン療法を目指した新規薬剤が米国などで複数認可され，わ

あるのかに関して，米国の食品衛生局が，PCWG1 の評価

が国においても数年のうちに保険適応になることが予想さ

方法の改定を要求し，この PCWG2 の提言がなされた．

れる１５，１６）．

plot

たとえば，アンドロゲン合成に必要な酵素である cyto-

の使用の推奨なども記載されており，新薬の臨床試験の取

chrome P450 17α-hydroxylase!
17,20 lyase（CYP17）を阻

り扱いに関する規約が記されている．

害するアビラテロン酢酸エステルが開発された１７）．本薬剤

PCWG2 の論文には，各臓器の評価方法や waterfall

こういった CRPC という用語への変更の背景としては，

は，精巣のみならず，副腎や前立腺などすべてのアンドロ

これまでの精巣からのアンドロゲンを抑制する従来のホル

ゲン産生臓器をターゲットにアンドロゲン産生をより強く

モン療法から，より強力なアンドロゲン制御を目指して，

抑制可能である．従来 LH-RH 製剤などでは去勢の定義と

精巣のみならず，副腎・前立腺内のアンドロゲン産生をす

して血清テストステロン値 50 ng!
dl 以下とされるが，こ

べて抑制する新たなホルモン療法の考え方がある（Fig. 3）
．

の薬剤を使用すると 2 ng!
dl 以下にテストステロンが制御

学 問 的 に は，内 分 泌

in-

される．海外の臨床試験では，一般に CRPC 治療の標準

tracrine へ移行したと考えられる．これは，2000 年代に

的な化学療法剤ドセタキセルの前および後の設定で，プラ

入って，ホルモン療法中の前立腺癌組織において，コレス

セボ群に対して有意に全生存率を改善したことから，米国

テロールから性ステロイド（アンドロゲン）への代謝酵素

ではすでに食品衛生局が認可している．しかしながら，

が活性化しており，ホルモン療法中でも，前立腺癌組織中

CYP17 阻害により，deoxycorticosterone 濃度が上昇し，

でのアンドロゲン産生はそれなりにあると報告されてきた

副作用として高血圧・低カリウム血症・体液貯留が高率に

endocrine

から組織内分泌
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発現するため，基本的にプレドニゾロンとの併用が必須で
ある．また，ほぼ似たような機序の TAK-700（orteronel）
の開発も進んでおり，残留アンドロゲンのさらなる制御は，
今後の CRPC 治療の 1 つのターゲットである．
また最近，MDV3100（エンザルタミド）と呼ばれるア
ンドロゲン受容体に対する親和性がビカルタミドの約 10
倍高い「第二世代」の経口抗アンドロゲン薬が開発され
た１８）．MDV3100 はアンドロゲン受容体に結合し，細胞培
養やマウスモデルにおいてアンドロゲン受容体の発現レベ
ルが上がっている状況下においても前立腺癌に対する抗癌
活性を維持する．MDV3100 は，アンドロゲン受容体のテ
ストステロン結合阻害作用を有し，核内へのアンドロゲン
受容体の移動を抑制する．また，DNA の転写活性を減少
させることにより強力な抗癌作用を有する．現在，CRPC
患者を対象に国際的な臨床試験が行われ，2012 年 9 月に
ドセタキセル後の患者群での使用が米国・食品衛生局に認
可され，わが国においても承認申請済である．本剤は，ア
ビラテロンなどと比較して有害事象が少なく，非常に忍容
性に優れた薬剤として期待されている．
さらに，ドセタキセルの類似体であるカバジタキセルの
有効性もすでに大規模ランダム化比較試験で証明されてい
る１９）．このように CRPC に対する有力な新規薬剤の開発が
複数進んでいる．しかしながらホルモン非感受性癌の状態
に対する抜本的な対応についてはまだ解決していない．今
後，ゲノム創薬やバイオインフォマテックスなどの発展に
より，個々の患者に応じたオーダーメイド型の治療戦略な
どが期待される．
文
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A Paradigm Shift in Hormone Therapy
for Prostate Cancer
Hiroyoshi Suzuki
Professor, Department of Urology (Sakura), School of Medicine, Faculty of Medicine, Toho University

ABSTRACT: Since the discovery of the clinical effects of androgen deprivation therapy for prostate cancer by the 1966 Nobel Prize winner Charles Huggins, the basic concepts of hormone therapy have not
changed. However, in addition to surgical castration, development of novel hormonal agents such as
luteinising-hormone-releasing hormone (LH-RH) analogues and antiandrogens has yielded new hormonal
treatment modalities [intermittent hormonal therapy and combined androgen blockade (CAB)], and it is in
this medical context that a new medical term―castration-resistant prostate cancer (CRPC)―has been
widely used since 2008. In addition, androgen-targeted therapy was developed to suppress androgens produced by the adrenal glands and prostate, in addition to those produced by the testes. This review describes
the current status and future direction of hormone therapy for prostate cancer.
J Med Soc Toho 60 (4): 204―212, 2013
KEYWORDS: prostate cancer, hormone therapy, castration-resistant prostate cancer, intermittent
hormonal therapy, androgen-targeted therapy
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