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分担研究報告書 

 

骨肉腫の長期生存者の予後と QOL に関する研究 

 

分担研究者 米本 司 千葉県がんセンター整形外科主任医長 

 

研究要旨 

 我々は、骨肉腫の長期生存者の QOLを評価することを目的にして研究を行ってきた。今年度は、

骨肉腫の長期生存者の結婚と生殖能の状況について調査し、その問題点を探った。当院で治療を

行なった骨肉腫の長期生存者 46 名にアンケートを郵送し、結婚と生殖能の状況を調査した。患

者の兄弟姉妹 52名をコントロールとした。患者の結婚率（結婚した人数/全体の人数）は 63.0％

（29/46）で、兄弟姉妹の結婚率は 63.5％（33/52）であった。患者の生殖能率（子どもを持っ

た人数/結婚した人数）は 58.6％（17/29）で、兄弟姉妹の生殖能率は 81.8％（27/33）であった。

男性患者で生殖能率が低い傾向がみられた。特に、高用量の抗がん剤治療が行なわれた男性患者

の生殖能率は兄弟の生殖能率より統計学的に有意に低かった（p=0.018）。近年の強化された骨肉

腫の化学療法は男性患者の生殖能に悪い影響を与えていることが示唆された。 

 

A. 研究目的 

 近年の化学療法を中心とする集学的治療に

よって、骨肉腫の治療成績は大幅に改善し、

骨肉腫治療後の長期生存者が増加した。また、

四肢発生の骨肉腫に対する手術療法では、切

断術だけでなく患肢温存術も日常的に行なわ

れるようになった。骨肉腫をただ治せば良い

という時代は終わり、治療後の QOL が問われ

るようになった。我々は、骨肉腫の長期生存

者の QOL を評価することを目的にして研究を

行ってきた。今年度は、骨肉腫の長期生存者

の結婚と生殖能の状況について調査し、その

問題点を探ることを目的に研究を行った。 

 

B. 研究方法 

 1976 年から 2002 年までに、千葉がんセン

ターで治療を行なった 25 歳未満の高悪性度

の骨肉腫患者は 142 患者であった。そのうち、

治療終了から 5 年以上無病で経過している患

者は 62 患者であった。この 62 患者に郵送に

より結婚と生殖能に関するアンケート調査を

行った。62 患者のうち 46 患者から回答を得

た（回答率 74.2％）。この46患者を本研究の

対象とした。患者の 25 才以上の兄弟姉妹 52

名をコントロールとした。 

 骨肉腫に対する治療が結婚に影響している

かを検討するため、骨肉腫の長期生存者の46

患者の結婚率（結婚した人の数/全体の人の

数）を調査した。コントロールとして、患者

の 25 才以上の兄弟姉妹（52 名）の結婚率を
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調査した。 

 受けた手術法の違いが結婚に影響している

かを検討するため、切断群（25患者）と患肢

温存群（21患者）に分類し、それぞれの群の

結婚率を調査した。 

 化学療法が患者の生殖能に影響しているか

を検討した。生殖能は、結婚した患者が子供

を持っているかどうかで判断した。長期生存

者のうちの結婚した 29患者の生殖能率（子供

が生まれた人の数/結婚した人の数）を調査し

た。コントロールとして、患者の25才以上の

兄弟姉妹（33名）の生殖能率を調査した。ま

た、出産時のトラブルの有無や生まれた子供

の異常の有無を調査した。 

 さらに、長期生存者のうちの結婚した31患

者 を 、 1976 年 か ら 1986 年 ま で の

moderate-dose chemotherapyが行なわれたMC

群（12 患者）と 1987 年から 2002 年までの

intensive-dose chemotherapy が行なわれた

IC群（17患者）の 2群に分類し、それぞれの

群の生殖能率を比較した。 

 

（倫理面への配慮） 

 同意を得られた患者にのみアンケート調査

を行なった。書面による同意書を得た。結果

の公表についてはプライバシー保護に十分配

慮した。施設内倫理委員会の承認を得た。個

人情報は漏えいすることの無いよう厳重に管

理した。 

 

C. 研究結果 

 患者全体の結婚率は 63.0％（29/46）で、

兄弟姉妹全体の結婚率は 63.5％（33/52）で

あった。各群間に統計学的な有意差はなかっ

た。 

 患者全体の生殖能率は 58.6％（17/29）で、

兄弟姉妹全体の生殖能率は 81.8％（27/33）

であった。男性患者で生殖能率が低い傾向が

みられた。特に、IC群の男性患者の生殖能率

は兄弟の生殖能率より統計学的に有意に低か

った（p=0.018）。 

 17 患者から 29 名の子供（男 14 名、女 15

名）が生まれていた。出産時のトラブルはな

く、生まれた子供に先天奇形などの問題はな

かった。 

 

D. 考察 

 切断群と患肢温存群の結婚率には有意差は

見られず、手術法の違いが結婚に及ぼす影響

は少ないと思われた。 

 高用量の抗がん剤治療を受けた男性患者の

生殖能率は兄弟の生殖能率より有意に低く、

近年の強化された骨肉腫の化学療法は男性患

者の生殖能に悪い影響を与えていることが示

唆された。 

 出産時のトラブルはなく、生まれた子供に

先天奇形などの問題もみられず、骨肉腫に対

する化学療法が出産や生まれた子供に悪い影

響をあたえることはなさそうである。 

 今回の調査では、症例数が少ないうえに治

療に様々な抗がん剤が用いられているので、

抗がん剤ごとの影響を検討できなかった。

Williams らは ifosfamide が生殖能に影響す

ると述べている。また、Longhi らは、

ifosfamideによる不妊は男性に多いとしてい

る 。 骨 肉 腫 の 化 学 療 法 の 中 で も 特 に
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ifosfamide が、男性の長期生存者の生殖能に

悪い影響を与えていることが疑われる。今後、

男性患者では化学療法開始前に精子の凍結保

存なども考慮する必要があるだろう。 

 

E. 結論 

 近年の強化された骨肉腫の化学療法は男性

患者の生殖能に悪い影響を与えていることが

示唆された。 
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