
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

肺転移を伴う腎癌に対するα-
interferon療法中に生じた二次性拡
張型心筋症の1例

蔵, 尚樹; 児島, 真一; 筧, 龍二; 横山, 広行; 藤原, 忠通;
後藤, 修一

蔵, 尚樹 ...[et al]. 肺転移を伴う腎癌に対するα-interferon療法中に生じ
た二次性拡張型心筋症の1例. 泌尿器科紀要 1992, 38(9): 1051-1054

1992-09

http://hdl.handle.net/2433/117648



泌尿紀 要38:1051-・1054,1992 1051

肺転 移 を伴 う腎癌 に対 す る α一interferon療 法 中に生 じた

二次性拡 張型心筋 症の1例

国家公務員等共済組合連合会稲田登戸病院泌尿器科(医 長:筧 龍二)

蔵 尚樹,児 島 真 一,筧 龍二

国家公務員等共済組合連合会稲田登戸病院循環器内科(医 長:藤 原忠通)

横 山 広行,藤 原 忠 通

帝京大学医学部溝口病院泌尿器科(主 任:横 川正之教授)

後 藤 修 一

DILATED CARDIOMYOPATHY FOLLOWING ALPHA 

INTERFERON THERAPY TO A RENAL TUMOR WITH 

  PULMONARY  METASTASES  : A CASE REPORT

Naoki Kura, Shin-ichi Kojima, Ryuji Kakehi,

Hiroyuki Yokoyama and Tadamichi Fujiwara

From the Department of Urology, and Department of Cardiology, Inadanoborito Hospital

Syuichi Gotoh

 Flom the Department of Urology, Mizonokuchi Hospital, Teikyo University

   We report a case of renal cell carcinoma with pulmonary metastases treated with recombinant 
alpha interferon and subsequently presenting as congestive heart failure due to a dilated cardio-
myopathy. 

   A 66-year-old man presented himself to the department of internal medicine at our hospital 
with a complaint of persistent cough with sputum on August 27, 1988. Ultrasonogram, computed 
tomography and angiography showed a right renal cell carcinoma and chest x-ray films disclosed 
bilateral multiple nodular shadows, probably representing metastases of the renal tumor. After 
being transferred to our department, the patient underwent the ligation of the right renal artery 
and vein and the postoperative treatment with recombinant alpha interferon, achieving a 
complete response for pulmonary metastases and a partial response for the primary region. 

   On February 14, 1990 the patient was admitted to our hospital with a complaint of dyspnea 
to be diagnosed as congestive heart failure due to dilated cardiomyopathy. The interferon therapy 
was suspected to have caused the heart disease, and four months after discontinuation of inter-
feron therapy the heart failure symptoms had improved, but hypokinesis of the cardiac wall still 

persisted. 
   To our knowledge, this may be the first case of alpha interferon-related cardiomyopathy in 

Japan. 
                                               (Acta Urol.  kn. 38: 1051-1054, 1992) 
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緒 言

腎癌は手術 以外に有効 な治療法 の少 な い 疾患 で あ

り,初 診 時す でに遠隔転移を有す るこ と も稀 で は な

い.一 方,腎 癌 治療薬 と してのイ ンターフェロン(以

下IFN)の 有効性や副作用については すでに 数多 く

の報告がみ られる.今 回われわれ は,肺 転移を有す る

腎癌に 腎動静脈結紮 と α一IFNに よる治療を 行 った

ところ,肺 転移 の消失をみた ものの,IFN投 与が 誘

因 とな った と思われ る心筋症を生 じた1例 を経験 した
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ので報告す る.

症 例
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66歳,男 性.既 往歴に 胸膜炎(12歳),35歳 頃 より

糖尿病を 指摘 されている が特別 な 治療 は 行っていな

い.1988年8月 治療抵抗性 の咳漱,喀 疾を主訴に 当院

内科を受診,胸 部 レ線で両側多発性結節性陰影,腹 部

エコーで右腎 に腫瘤を認め,同9月1日 泌尿器科転科

とな った.入 院時検査では,血 圧120/70mmHg,空

腹時血糖値157mg/dl,血 沈 の 高度促進,軽 度 の 貧

血,γ一GTPお よび α一2グ ロブ リンの軽度上昇がみ ら

れた.心 電 図に 異常は み られなか った.腹 部CTで

は右腎上極に径15×12×13cmの 腫瘤が 認め られた

(Fig.IA).腎 動脈造影 では右腎上部に中心部hypo-

vascularで 周辺部に異常血管の増生を 伴 う腫瘍が 造

影 された.以 上の結果か ら肺転移 を伴 う右腎癌の診断

で,1988年9月12日 手術を行 った.全 麻下,腹 部正中

切開で後腹膜腔 に達 し,ま ず腎茎部 の剥離 を試 み た

が,腫 瘍が大 きく腎茎部に突 出 し,周 囲 との癒着 と異

常血管か らと思われ る出血 がはなはだ しく腎摘出を断

念,右 腎動静脈 の結紮のみで手術を終 了 した.10月6

日よ りIFN一 α2a300万U/連 日投与(筋 注)を 開始 し,

同27日 か らは600万U/週3回 投 与に変更 した.IFN

投与開始後数 日は38。C前 後の発 熱がみ られ,イ ンダ

シン坐薬を使用 した が,以 後は平熱 とな り,2週 目以

降坐薬の使用 は中止 した.発 熱以外に 目立 った初期副

作用 は見 られ なか った.lI月6日 退院 し,以 後 は外来

通院 でIFN投 与を継続,同 時に糖 尿病 の経過観察を

当院 内科で行 った.lI月19日 の胸 部断層撮影では肺野

の結節状陰影 は消失 していた.ま た1989年8月 のCT

では腫瘍径は6×6.5×5cmま で縮小 した(Fig・1B).

血糖値はおおむねIlo～170mg/dlで 推移 し,ほ ぼ食

事療法のみで コン トロールされていた.

1990年2月(IFN投 与開始72週 後),呼 吸困難 が出

現 し内科 を 受 診,血 圧160/90mmHg,末 梢静脈圧

160mmH20,胸 部 レ線 でCTR55.2%,胸 水貯留,

肺 うっ血 があ り(Fig.2A),ま た心電図で 高度 の左室

肥大 ・左房負荷を認めたため(Fig.2B),う っ血性心

不 全の診断で入院 とな った.入 院後 行った心 エ コーで

は左室 拡 張 終 期 内 径56mm(正 常値46±4mm以

下)と 左室の拡張を認 め,駆 出率18.1%(同35%以 上)

と高度の低収縮 を示 したが心筋の菲薄化は認めなかっ

た(Fig.3).心 臓 カテ ーテル検 査では冠動脈 に狭窄な

どはな く,左 室 の広汎な低収縮がみ られた.左 室心 内

膜,心 筋生検では非特異的な軽 度の心筋肥 大と心内膜

の肥厚 を 認めた.以 上 よ り拡張型心筋症 と診断 され

た.臨 床経過お よび各検査結果 か ら,心 筋症 の発症に

IFNが 関与 した と考えIFNの 投与 を 中止す るとと

もに,利 尿剤,強 心剤な どで治療 したところ,同6月

までには左室肥大や肺 うっ∬旺の所見は ほぼ改善 した,

しか し心エ コーでは依 然と して 左室低収縮は持続 して

いる.IFNは 以後中止 した ままで あるが,こ れ まで

のところ原発巣の増大や,新 たな転移の出現はみ られ

ていない.
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Fig。 王.A:術 前腹 部CT.右 腎 上 極 に 腫 瘤 を認 め

る.B:IFN投 与 後 の腹 部CT.腫 瘍 の 著

明 な縮 小 を 認 め た.

Fig.2.A:う っ血性心不全発症時 の胸部 レ線像 .心

拡 大 と両側胸水を認める.B:同 心電 図.高

度の左室肥大 と左房負荷を認 める.



'

,t

蔵,ほ か:腎 細 胞 癌 ・イ ン タ ー フ ェ ロ ン α

ぜ

・∫

lVS.LV

し　　　一 一
しVDd54mmLVEF18100

Ds49mmMRm"d

IVSTgmm

LVPWT10mm

Fig.3.心 エコー図.左 室 の拡張,低 収

縮,軽 度 の僧帽弁閉鎖不全を示

したが心筋 の菲薄化は認めなか

った.

考 察

腎癌およびその転移巣に対す る α一IFNの 治療効果

については,す でに多 くの検討が行われ てお り,有 効

率17%前 後 といわれてい る1・2).転移巣では 肺 に 最 も

有効で,特 に原発巣が摘除 されている症例 に効果が高

い との報告 もある3)本 症例では 原発腫瘍,肺 病巣 と

もに組織学的診 断は行 っていないが,画 像診断で右腎

癌お よびその肺転移 と診断 し,術 後 α一IFNを 使用 し

た.そ の結果,投 与6週 後に肺転移は消失,原 発巣に

対 して も投与23週 目の1989年3月 に はpartialres-

pOnseを うることができた.た だ し,腎 動静脈 の結紮

も行ってお り,IFNが どの程度有効であ ったか は 判

断 しえない

IFNの 心毒性 につ いてはわが国では 報告が 少 ない

が4).Kirkwood5)はIFN投 与患者 の5%,Spiege16)

は同 じく12%に 何 らかの心血管系 の副作用 がみ られた

としている.そ の大部分は投 与初期 におけ る一過性の

頻脈,血 圧低下 または上昇,不 整脈 な どであ り,重 篤

なものは稀 とされている7).し か しCohenら8)は 腎

細胞癌 にIFNを 投与 した ところ,投 与開 始6日 目に

拡張型心筋症を発症 し,死 亡 した 症例 を 報告 して い

る.ま たFoonら9)は 冠動脈疾患 の既往 のある非 ポジ

キンリソパ腫 の患者において,α 一IFNの 初回投 与直
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後に致 死的 な心筋梗塞を起 こした例 を報告 している.

quesadaら10)に よれば,IFNの 初期投与時の急性作

用 と して急激 な発熱反応があるが,そ の際患者 の心予

備能が一時的に低下 し,急 速に うっ血性心不全 を生ず

る危険があ るとい う.ま たIFNが 冠動脈 にspasm

を起 こし,心 筋の虚血状態を引 き起 こす可能性 も指摘

され ているII)一 方,長 期投与例 で はDeytonら12)

が,エ イズに よるカポジ肉腫に 対 しIFNを11～103

週 にわた って投与 した ところ,二 次性の心筋症 を発現

した3症 例を報告 している.

IFNの 心筋 におよぼす作用 につ いては,Lanpidis

ら13)が,invitroでIFNが 心筋線維 の応答性を変化 さ

せたが細胞形態に変化はみ られなか った と報告 してい

る.ま たZbindenら11)は,ratに 対す る大量 の α一IFN

の投与 がさまざまな タイプの不整脈 を 引 き起 こ した

が,時 間経過 などか ら考 えてこれは 庄Nの 心筋へ の

直接作用ではな く,免 疫反応の可能性が強い としてい

る.一 方Blalockら14)は,invitroでrat心 筋細胞

の拍動 がIFNのdose-depcndentで 増加 した とし,

IFNの 直接心毒性の可能性 を示唆 している.しか し実

際の臨床上,IFNが 心筋 にいかな る作用を およぼ す

かについては,は っき りした ことはほ とんど判 ってい

ない.本 症例 では,心 筋症 の発症 までIFNを72週 間

投与 していたが,IFN投 与前には 心疾患の既往 がな

く,他 に 心毒性 を有す る薬剤の投与 もな く,IFN投

与後心不全 が発症 し,投 与中止後軽快 した こと,心 エ

コー,心 臓 カテーテル検査,心 筋生検の結果が非特異

的心筋 疾患 の所見を示 し,心 不全を起 こす特異的疾患

が 見出せなかった ことか ら,IFN投 与を 誘因 とする

二次性の拡張型心筋症 と考 えた.し か しその発症機序

が,IFNに よる直接的な 心筋抑制作用なのか,あ る

いは何 らかの免疫機構や何 らか の物質が関与 した間接

的な ものかは明 らかではない.ま た本症例 では基礎疾

患 として糖 尿病があ ったが,心 筋症の発症 までの コソ

トロールは 比 較 的 良 く,臨 床経過 を 見 る か ぎ り,

IFNが 特に糖 尿病を悪化 させた形跡はない.し か し

経過の長 い糖 尿病は,コ ソ トロールの良悪 にかかわ ら

ず,稀 に心筋症を併発する ことが知 られ ている.本 症

例では,心 筋症 の発症が比較的急激であった ことな ど

の臨床経過 か らみて,糖 尿病単独で心筋症 を引 き起 こ

した とは考 えに くいが,IFNま たは そ の免疫増強作

用が糖尿病 になんらかの影響をお よぼ した可能性は否

定で きない.ま た腎癌 とのかかわ りにつ い て も不 明

である.

IFNは 心毒性の 他に さまざまな副作用が 見 られる

が,い ずれ も一過 性で可逆的であ り,比 較的軽微な も
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のと考え られ ることが多い.し か しIFNの 薬理作用

についてはなお未解 明の部分 も残 されてい る.心 毒性

は予 後を直接左右す る可能性 を秘めてお り,特 に初回

投与直後 および長期大量投与時,心 疾患既往歴者,糖

尿病 な ど全身性の基礎疾患を有す る例,高 齢者あ るい

はPSの 悪 い例,doxorubicinの よ うな 心毒性を 有

す る薬剤 との併用時 などには注意 が必要 と思われ る.

本論文の要旨は第477回 日本泌尿器科学会東京地方会で発

表した.
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