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〔轡野晒3矯1野〕

喘息治療薬．Tranilastによる膀胱炎の4例．

国家公務員等共済組合連合会斗南病院泌尿器科（科長二．西田 亨）

西  田

草  階

大  ．越

     亨

佑  幸

隆  一

FOUR CASES OF CYSTITIS INDUCED BY THE

      ANTI－ALLERGIC DRUG TRANILAST

Tohru NisHmA， Yuko KusAKAi and Ryuichi OGosHi

      From the Departmbnt qf Urology， Tonan HosPital

               （Chiof： Dr． T． IVishida）

   First， the cases of two patients w，｛th intractable cystitis are presented．

   The first case Was a・72－year old man who was admitted to our clinic with b1adder symp－

toms （pollakisuria， pain on urination， hematuria and so forth） for about one month． These

symptoms were not relieved by several kinds of antibiotic therapy． For the previous three

months he had been suffering frorn asthma bronchiale． Rizabenpt （tranilast） was admipistered

for more than two months． An excretory urogram showed norfnal renal ’ ?浮獅メDtion， but a

small bladder with． trabeculation． Voiding cystourethrograms revealed bilateral VUR・

Cystoscopy disclosed remarkable red areas in the bladder mucosa． A bladder biopsy was

done and the pathological’ @finding was cystitis chronica． lntravesical installation of AgNO3，

steroid administration， anti－histamic and anti－allergic therapy did not resolve these symptoms．

However， Chinese medicines （Choreto and Ryutanshakant6） were effective．

   The second case was a 39－year old woman who visited our clinic complaining ofbladder

symptoms with hematuria for more than two months． ln the past， she had suffered from

asthma bronchiale． Rizaben＠ （tranilast） was administered forihree months． On cystoscopic

examination， a small amount of intravesical coagula and erythematous， edematous areas with

petechiae， were observed． The intravesical instailation of AgNO3， anti－histamic and aptial－

lergic therapy and r－globulin were not e’ffective， but Chinese medicine was effective．

   Two other cases of cystitis due to Rizaben＠ are presented briefiy．

   Including our cases， 24 cases of cystitis chronica or eosimophilic cystitis due to Rizaben＠

have been reported recently． These cases were analyzed 1）y sex， age， symptoms， urinalysis

and so forth．

Key words： Tranilast， Cystitis chronica
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             緒     言

  アレルギー性疾患の治療剤であるRizaben⑯（一般

名tranilast）は，肥満細胞からのヒスタミンや，

SRS－AといったChemi6al mediatorの遊離を抑制

することにより，気管支喘息に薬効を示すと．され，そ

の経口投与により気管支喘息の予防的治療を可能にし

た薬剤として1982年8月より内科，小児科領域を中心

に広く処方されているが，最：近その副作用として難治

性膀胱炎をおこすことが知．られてきたが，いまだT一般

医にこの副作用が広く知られているとはいいがたい．

 私達もこの薬剤が原因と思われる難治性膀胱炎の4
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例を経験したのて報告する

症

症例1 72歳 男子

例
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 1983年1月中旬から排尿時疹痛か出現 某医て膀胱

炎として治療を受けたか改善なく，その後抗生剤繁用

か原因と思われる肝障害て黄疸を併発 中毒性肝炎と

して冶療中に，膀胱刺激症状か悪化し，同年2月4日

当科に紹介された．

 既往歴・気管支喘息て1982年12月8日よりR・za一

Fi9． t，症例1 排泄性尿路造影像

benoP III（tramlastとして300 mg）を連日服用し

ていた

 現症：触診上前立腺はやや硬く軽度腫大していた．

 尿所見：蛋白（＋）て，無菌性血膿尿を示した．

 膀胱鏡所見：粘膜全体の発赤が著明て，前立腺は軽

度に膀胱内に突出していた なお膀胱容量は100ml

以下，残尿は45mlてあった

 入院時検査所見：中等度の貧血と肝機能障害およひ

軽度BUNの上昇かみられたか，尿細胞診，尿一般

培養およひ結核菌培養はいずれも陰性てあった．一般

検血の血液像て好酸球増多はみられなかった．

 IVP所見・腎排泄機能・形態は正常てあったか，

その膀胱像は肉柱形成が強く（Flg．1），排尿時造影

て両側膀胱尿管逆流を認めた

 入院後の経過・排尿回数は，最高1日36回と極度の

頻尿てあったか，膀胱腔内にAminoglucoside系抗

生剤（GM， AMK）を庄入し，漸次頻尿は軽減し，

1日15回程度となったため25日目に退院したか，退院

9日目に再度激しい頻尿のため再入院した．

 膀胱試切て，組織学的にはlymphocyte， plasmo－

cyteの浸潤か主体て， eosinophilsの・nfiltration

もみられたが，慢性膀胱炎と診断された（Flg．2）

 再入院後，硝酸銀の膀胱内注入，砒素剤（マファル

ノール2号），強力不オミノファーケノCの静注を続

け，さらに庚方薬（猪下湯およひ竜胆潟肝湯）の内服

を併用し頻尿は改善したが，正常な自排尿状態には至

らなかった

 症例2 39歳 女■

 1983年3月上旬，血尿をともなう膀胱刺激症状て，

某泌尿器科を受診膀胱炎の診断のもと，約20日間入

磁誤嚥1

Fig．2．症例1 組織像（H．E．染色，×40）
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院治療した．しかし同年4月25日，膀胱刺激症状再発

のため，5月10日，当科に紹介された．

 既往歴：気管支喘息のため，steroid hormonを

服用していたが，1983年2月7日より，Rizaben⑧III

（tranilastとして300 mg）を併用していた．

 感症：とくに坊門をみず

 尿所見：蛋白（升），血膿尿で，自排尿のためか桿

菌を認めた．

 膀胱鏡所見：粘膜のいちじるしい発赤と浮腫がみら

れ，膀胱容量は100ml以下であった．

 入院時一般検査所見：一般検血の血液像で，軽度の

好酸日増多（7％）がみられ，CRP（十）．尿細胞診

・尿一般培養および結核菌培養はいずれも陰性であっ

た．ヨード過敏症のため腎シンチとレノグラムを施行

し，腎排泄機能形態は正常で，尿流停滞もみられなか

ったが，排尿時造影で両側の膀胱尿管逆流がみられ

た．

 入院後の経過ll日30回以上の頻尿と膀胱テネスム

スのため，マーカインあるいは，キシPカインを硬膜

外腔に持続注入した．

 膀胱試切の組織所見は症例1と同様，lymphocy－

te， plasmocyteを主とした細胞浸潤で， specificな

所見はみられず，慢性膀胱炎と診断された．

 硝酸銀の膀胱腔内注入，強力ネオミノファーゲン

C，r－globulin製剤の静注および漢方薬を併用し約

2ヵ月の入院治療で膀胱刺激症状は改善した．しかし

完治には至らなかった．

 この2症例は，1984年4月，気管支喘息治療薬の

Rizaben⑪（一般名tranilast）に基因する難治性膀

胱炎と推定されたため，ただちに患者に連絡をとり，

この薬剤の服用を中止させた結果，1ヵ月以内に症状

はすべて消失した．

 症例3 フ3歳 女子

 ユ970年来，気管支喘息として加療していたが，1984

年1月より頻尿があり，最近血膿尿をきたしたとのこ

とで，1984年8月1日当院内科より紹介された．

 尿所見＝蛋白（＋），無菌性血膿尿

 膀胱鏡所見1前記2症例とほぼ同様

 IVP所見＝正常

 ただちに内科の処方内容を調べ，Rizaben⑪が含ま

れていたため，内服を中止した．

 1週後の尿所見と膀胱鏡所見はほぼ正常で，2週後

に膀胱刺激症状はまったく消失した．なおこの症例の

血清IgEは，1801u／ml（正常4001u／ml以下）

であった．

 症例4 75歳 男子
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 1984年8月より，頻尿，排尿痛があり，数ヵ所の泌

尿器科医に治療を受けるも改善なく，同年1工月21日当

科初診す．

 尿所見：蛋白（＋），無菌性血膿尿，残尿は，lls

ml．

 X－P上中等度の前立腺肥大を認めたため検査後の

出血を恐れてあえて膀胱鏡は施行しなかった．

 既往歴15～6年前から気管支喘息があることを知

り，某内科医の処方内容をチェックしたところ，Ri－

zaben②IIIを内服していた．ただちに服薬を中止し

て1週間後，尿所見はまったく正常となり，膀胱刺激

症状も消失した．なおParaprostおよびEviprostat

の服薬で3週後に残尿は24mlとなった．

考 察

 Rizaben③（trani王ast）が原因と考えられる膀胱炎

症例は，平野1）によりeosinophilic cystitisとして

報告された39歳，男子例が最初と思われる．

 その後この1例を含むil例が， tranilastによる膀

胱炎症状として，1983年10月，厚生省医薬品副作用情

報に掲載されている．

 その後われわれの渉猟しえた限りでは，三浦ら2）が

2例信野ら3）が7例を報告している。

 今回われわれの4症例を加えた計24例1～3・JF）につい

て，その副作用の内容に検討を加えてみた．

 年齢は37歳から79歳におよび，平均年齢は48歳で，

男子10例，女子14例，原疾患は中等症以上の気管支喘

息がおもであるが，ほかに肺気腫の1例が含まれてい

る．

 投与量はおおむね1日200mgから300 mgで，

膀胱炎様症状は比較的初秋から冬期にかけて発症し，

一般の膀胱炎と同様に，寒冷による血流障害も二次的

誘因と考えられる．

 服薬開始から症状発現までの期間は，最短10日から

最長9ヵ月におよび，かなり個人差がみられる．

 尿所見は，記載のあるものでは，ほとんど無菌性膿

尿ないし血膿尿で，膀胱鏡所見は，発赤・浮腫状隆起

を主体とするが，なかには膀胱腫瘍（とくにcarci－

noma in situ）との鑑別がつきにくい症例もみられ

る3），

 予後は良好で，服薬を中止すれば，ほぼ1カE前後

で症状は消失している．

 なお末梢血好酸球増多症は，原疾患がアレルギー性

疾患の気管支喘息であるにもかかわらず，約半数にそ

の所見を欠いている．

 CycloPhosphamideの尿中代謝産物による出血性
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膀胱炎の発生のごとく，医薬品によるアレルギー性機

序以外の膀胱に対する障害作用は皆無ではない．した

がって，tranilastによる膀胱炎様症状の機序を解明

するため，キツセイ薬品工業株式会社中央研究所にお

いて，数種の動物実験がおこなわれてぎたが，現在

tranilastおよびその主要尿中代謝物には，膀胱粘膜

への直接障害作用は認められていない4・6・7）．

 しかしtranilastの副作用発現患者の臨床所見か

ら，薬剤アレルギーを示唆する症例もみられるため，

患者の新鮮血のリンパ球を分離培養し，tranilastお

よびその代謝産物（tranilastが脱メチル化され，さ

らに硫酸抱合したもの）によるリンパ球幼若化の有無

を健康人と比較検討した．その結果，薬物アレルギー

を完全には否定できなかったが，これらの物質による

ウサギや，モルモットを使用した皮膚一次刺激試験，

皮膚感作性試験では，両物質がアレルギー反応を惹起

する可能性は低いと結論されており8，9），なおその機

序は，明確にはされていない．

 Tranilastに基因する膀胱炎は，膀胱生検上，その

粘膜下に著明な好酸球浸潤を示すeosinophilic cysti－

tis type1）と，中等度の好酸球浸潤はみられるが，非

特異的な膀胱炎の所見をでないもの2・3）とあるが，こ

の違いは発病から生検に至るまでの期間にもよると思

われる．

 すなわちtranilastが喘息発作の予防的効果を発

揮するまでに，少なくとも2～4，週間の投与が必要と

されているので2），今までの報告ではtranilastは

通常数ヵ月間投与されていることが多い，そのためか

症状が発現したときには，eosinophilic cystitisの急

性期に認められる粘膜の浮腫や著明な好酸球浸潤は，

すでに慢性炎症像や多量の線維化により置換されてし

まい10），膀胱生検上は，eosinophilic gystitisとして

の特異的な所見が得られないのであろう．

 Eosinphilic cystitisの補助的診断として，好酸球

増多血症を指摘するものもあるが10），tranilastは

喘息の治療薬であるため，このアレルギー性疾患に由

来する好酸球増多血症も考慮されなければならず，同

様に補助診断のひとつとされる尿中の好酸球増加や，

血清IgEの上昇11・12）も，原疾患の影響を無視する

ことはできない．また単に膀胱生検の組織所見で，好

酸球増多を認めたとしても，今まではどの程度の好酸

球の浸潤で，eosinophilic cystitisと診断するのか，

一定の条件下で好酸球数を規定したものはなかった．

 この点に疑問を持った山田ら13）は，最近eosino－

philic cystitis・の5例をnon specific cystitisと比

較検討した結果，eosinophilic cystitisでは生検上

好酸球が増加している部位では光顕による200倍拡大

で，その5視野を観察し，1視野平均の好酸球数は，

20～50個の範囲にあり，全円形細胞数における好酸球

の割合が50％以上であったと述べ，eosinophilic

cystitisの診断のひとつの規準を示した．

 今後eosinophilic cystitisと診断するためには，

前述のごとく組織の好酸球を一定の規準のもとで算定

するとともに，免疫複合体沈着の証明，局所に対する

アレルゲンの皮内テストの結果などを重視すべきであ

ろう2）．

 tranilastによって発症する膀胱炎は一般に難治性

であり，ときに膀胱腫瘍（とくにcarcinoma in situ）

との鑑別も困難なものがあり3），事実over treatment

に至った症例もあると聞いている．とくに北海道のよ

うな広い地域では，過疎地の一般医には早期に医薬品

副作用情報がおよぼぬ懸念もあり，三浦ら2）も強調す

るごとく喘息などのアレルギー疾患の患者で膀胱炎症

状を訴えた場合，必ず服用薬のチェックをおこなうべ

きである．

結 語

 喘息治療薬の tranilastが原因と考えられる膀胱

炎の4例を簡単に報告し，自験例を含め本邦の24例に

ついて若干の文献的考察を加えた．

 本論文の要旨は、’ng 272回日本泌尿器科学会北海道地方会

において報告しf．
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