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はじめに
　サイトカイン療法が転移性進行腎細胞癌に対する薬物
療法の中心であった時代、外科手術と全身療法（薬物療
法）の統合がベストな対処法であると考えられてきた 1。
しかし、腎癌の治療の基本が手術療法であることに疑う
余地はなく、この流れは分子標的薬の出現以降も変わら
ないと思われる。なぜなら、分子標的薬による治療では
complete response が少ないので、転移巣が一度縮小して
も、再度増大してくることが予想されるからである。本
セッションでは腎癌に対する外科治療において、
1）腎部分切除術：どこまでやるのか？
2）術前および術後補助療法の現況と展望
3）転移巣切除術の現況と展望
という非常にホットな 3点について概説する。

１．腎部分切除術：どこまでやるのか？
　そもそも腎細胞癌に対する標準術式は Robson らに
よって提唱された根治的腎摘除術であった 2。しかし
1990 年代に入り、4㎝以下の小径腎癌に対する腎部分切
除術の癌特異的生存率が根治的腎摘除術と遜色ないこ
とが多施設から報告された 3。その上、chronic kidney 
disease （CKD）の概念が広く提唱され、CKDの患者は
心血管系の疾患の罹患率が高く、生存期間が短いことが
報告され 4、根治的腎摘除術を行った患者の多くがCKD
を患っているが、腎部分切除術を施行した患者では腎
機能が保たれていることも示された 5。以上の結果よ
り、本邦の腎癌診療ガイドラインでは、腫瘍径 4cm以
下（T1a）の腎癌患者において、腎部分切除術の制癌性
は根治的腎摘除術と同等で、特に腎機能保持の面で有用
であり、推奨グレードBで推奨されている 6。この流れ
を受けて、最近ではT1b や T2といったより大きな腎癌
や腎門部付近の腎癌や完全埋没型の腎癌等の難易度が高
い症例に対する腎部分切除術が試みられている。実際に
retrospective study ではあるが、T1b や T2 以上の腎癌
患者に対する腎部分切除術で、腎機能を温存しつつ、根

治的腎摘除術と同等あるいはそれ以上の生存期間が得ら
れたとする報告もあり、T1b や T2 腎癌であっても技術
的に可能な患者を慎重に選択すれば腎部分切除術は有用
な術式であるとの意見もある。その一方で、5㎝以下の
小径腎癌に対して腎部分切除術か根治的腎摘除術のいず
れかを無作為に行い、予後を比較する prospective trial 
（EORTC 30904）の結果が最近報告され、予想に反して、
腎部分切除術の全生存期間における優位性は示されな
かった 7。この結果は腎部分切除術による腎機能の優位性
がこれまで考えられていたほど大きくないかもしれない
ことを示唆しており、T1bや T2腎癌に対して無理に腎
部分切除術を行う必要はない可能性を示した。これより
2つの術式を選択する際には、年齢、comorbidity、期待
余命等を慎重に検討することが重要であると考えられる。

2．術前および術後補助療法の現況と展望
　分子標的薬の出現以前は大まかに分ければ、stage I-III
の腎癌については根治的腎摘除術を行い、stage IV の腎
癌には根治的腎摘除術＋全身療法を行ってきた。全身療
法としてはインターフェロンやインターロイキン－２と
いった免疫療法がその中心的役割を果たしてきた。
　術後補助療法についてはこれまで、放射線療法、ホル
モン療法、サイトカインによる免疫療法、サリドマイド
等の様々な試みがなされてきたが、残念ながら高いレベ
ルの evidence を有する有効な補助療法の報告はこれまで
のところない。2013 年の ASCO で腫瘍特異抗原 CAIX
に対する抗体である RENCAREX® を用いた Phase 
III ARISER trial の結果が報告されたが、残念ながら、
RENCAREX®の術後補助療法としての有用性を示すこ
とはできなかった 8。現在、分子標的薬による術後補助
療法として、ASSURE、S-TRAC、SORCE、EVEREST、
ATLAS等の様々な trial が進行中であり、今後その結果
が待たれるところである。
　しかし、一部の trial では用いた分子標的薬による有害
事象のため、早期に薬物の服用を中止する症例が 4割近
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く出現しており、今後の推移に注視が必要である。
　術前補助療法 neoadjuvant （presurgical） therapy の領 
域が分子標的薬の出現でたぶん最も大きく変わりつつあ 
る。サイトカインによる免疫療法の時代にもneoadjuvant 
（presurgical） therapy といった考え方が全くなかったわ
けではないが、その効果は限定的であったと言わざるを
得ない。分子標的薬による強力な抗腫瘍効果を経験した
結果、我々も含めた多くの施設で、手術不能症例、下大
静脈腫瘍塞栓症例、単腎症例等で試験的に neoadjuvant 
（presurgical） therapy が行われているのが現状であ
る。それら結果についてはこれまでのところ、症例報告
あるいは少数例の報告がほとんどであったが、2013 年
の ASCO である程度まとまった数の報告がなされた。
Axitinib を neoadjuvant  therapy として用いた phase II
試験では、RECIST による原発巣の奏効率が 47％で、
Axitinib 投与中の病勢の進行例は認められなかったとい
う極めて良好な結果であった 9。Pazopanib を mRCC患
者の腎摘除術前に投与する phase II 試験でも、全体の
約 81％の患者が clinical benefit を得て、原発巣の奏効率
は 14％だったが、病勢の進行のために手術不能となっ
た症例はなかったという良好な結果が報告された 10。し
かし、いずれも比較試験ではなく、現在行われている分
子標的時代の cytoreductive nephrectomy の意義を検討
する Phase III 試験（Carmina study）や分子標的薬と
cytoreductive nephrectomy の順序を比較する EORTC
の phase III study の結果が待たれるところである。

３．転移巣切除術の現況と展望
　そもそも、転移性腎癌に対するmetastasectomy の意
義が初めて報告されたのは 1939 年までさかのぼる 11。そ
の症例では、根治的腎摘除術と孤在性の肺転移の摘除に
て、23年以上の長期生存が得られ、それ以降、転移巣に
対して可能ならばmetastasectomy を行うという流れに
繋がったと考えられる。metastasectomyを行う選択基準
として、以下の事項が重要であると報告されている 12。
・転移巣の場所と数
・完全切除できるかどうか
・患者の performance status （PS）
・ 原発巣の治療から転移巣の診断までの disease-free 
interval
　Metastasectomyについては、腎摘後の再発性腎癌患者の
OSにおいて、患者のMSKCC risk scoreとmetastasectomy
の有無は独立した予後規定因子であるとする論文からも、
その重要性が示されている 13。また本邦で行われたサイト
カイン時代における転移性腎癌患者の大規模な予後調査
においても、metastasectomyの有無は重要な予後規定因
子であった 14。この本邦の調査においては、転移臓器に

よる予後の違いが明らかになった 14。リンパ節、骨、肝、
脳に転移を有する患者では、そうでない患者と比して、
有意に予後不良であった 14。これより、本セッションで
は転移臓器別のmetastasectomy の意義についても概説
する予定である。
　しかし、転移性腎癌に対するmetastasectomy の重要
性の根拠となっている多くの study はサイトカイン療法
が標準治療であった時代のものである。このため分子標
的治療薬が主流になった現在、metastasectomy による
予後延長効果が本当にあるのかについては今後検証して
いく必要がある。ただ、前述したように分子標的薬によ
る治療では complete response が少なく、転移巣が一度
縮小しても、再度増大してくることが予想されるので、
metastasectomyの意義は依然としてあると思われる。こ
れについては分子標的薬時代の大規模な予後調査で明ら
かになってくると思われる。ただ、腫瘍縮小効果がより
強い分子標的治療薬の出現により、metastasectomy を
行う際にも前項で述べた術前治療（presurgical therapy）
という可能性が言及されている。簡単に述べると、当初
切除不能と考えられた転移巣が術前治療により摘除可能
となり、予後の改善に繋がる可能性がある。実際、転移
性腎癌患者に対する術前治療で、原発巣より転移巣に対
する抗腫瘍効果が良好であったとの報告もある 15。現状
では、metastasectomyを行う際に分子標的薬を用いた術
前治療を施行した報告は限られており、今後のさらなる
症例の集積が待たれる。

６．終わりに
　本セッションでは腎部分切除術、分子標的時代におけ
る術前および術後補助療法、転移巣切除術という腎癌に
対する外科治療において、非常にホットな３点について
最新のAUAやASCOでの話題も含めて発表する予定で
ある。参加される先生方の腎癌診療の一助になれば幸い
である。
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