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．泌尿性器悪性腫瘍患者におけるPPD， PHA

      およびSu・PS皮内反応に．ついて
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PPD， PHA AND SU－PS SKI．NT T．F一“，STS 1’N

 GENTITOURINTARY ］vlALIGNANCIES

Toshiyasu AMANo， Kiyoshi Kos田DA， Kazuyoshi NAKAJIMA，

       Katsusuke NAiTo and Haruo HisAzuMi

From the DePartment qf Urotogy，， Sahool o．f i｝4edici．ne， Kana4r aioa University

             （エ）irector：Prヅ：H・Hisazumの

  PPA， PHA and Su－PS skin tests were performed on 152 urogenital maligrnancy patients

and the results obtained were analysed in terms of clinicci！ course． The survival rate of 86

patients showing a positive response to the PPD skin test was significant／y higtier （1’〈O．OO5）

than that of 65 patients shoiKring a negative response to the PPD skin test． Among the 38

renal eumor patients， the positive rate of the 10 patients with stage 1 tumors to PPD slcin

test was significantly higher （P〈O．OS） than that of the 13 patients with stage IV tumors． ln

68 bladder tumor patients， the response rate to PPD sl〈in test in 47 patients with a low stage

tumor was significantly ’ ?奄№?（P〈O．05） compared．with that in 21 patients with a high stage

tumor． Out of 47 patients w’ho died durin．cr the 84－month observation period， IO （21．7％） and

3 （13．3％） shmved a response change from nettative to positive， in the PPD t，est and Su－PS

test， respectively．’It was assumed that 32 of the 46 patients （69．6％）， 4 of ．the 6 patients

．（66．7％）and 170f the 23 patients（73．9％）sub皿itted to the PPD， PHA and Su－PS tests，

respectively， showed a negative response at the time of their death．

Key words： Genitourinary cancer， PPD， ？HA， Su－PS

緒 言

 担癌生体において，非特異的細胞性免疫能が低下し

ていることは，一般によく知られている．さらに非特

異的細胞性免疫能の低下は臨床的にも癌の進行度とよ

く相関するという報告もあ．り，癌患者の細胞性免疫能

を検査することは，その予後を推測し，また治療効果

判定の一指標となると考えられる1－4）．細胞性免疫能

の診断パラメーターとしては，末梢血白血球数，末梢

血リンパ球数とそめT－cell比，末梢血リンパ球の幼

若化率，purified protein deri▽ate（以下PPD），

phytohaemagglutini11（．以下PHA）， polYsaccha－

ride extracted from Su－strain of s．treptococcus

pyogens（以下Su－PS）による皮内反応など種々の

ものがあげられる1・2．今回われわれは，簡便でかつ

反復し．て施行でき，さらに短期間で結果が判明するこ

となどの利点を有するPPD， PHA， Su－PSによる

皮内反応を細胞性免疫能診断のパラメーターとして用
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い，その結果につき検討したので報告する．

対象および方法

 1978年1月より1984年12月までの7年間に金沢大学

医学部泌尿器科に入院治療した泌尿性器悪陸腫瘍患老

において，PPD， PHAまたはSu－PS皮内反応が

施行された162症例のうち，予後が不明であった9例

ならびに自殺した1例を除く152例を対象とした．疾

患別では，腎細胞癌37例，腎孟尿管移行上皮癌9例，

膀胱移行上皮癌76例，尿道癌3例，陰茎癌2例，前立

腺癌16例，睾丸腫瘍8例，後腹膜悪性線維性組織球腫

1例であった．

 PPD皮内反癒は，一般診断用精製ツベルクリン液

。．5μ9／mlを患者の前腕屈側に。．1 ml皮内注射し，

48時間後に判定した．

 PHA皮内反応は， Phytohaemagglutinin 5μ9／

0．1 ml（中外製薬）O．1mlを同様に皮内注射し，24時

間後に判定した．

 Su－PS皮内反応は， SU－polysaccharide 100μg／

0．5ml／バイアル（中外製薬）O．1 mlを同様に皮内注

射し，24時間後に判定した．

 判定は発赤斑の長径と短径を測定し，その平均値を

求め，PPDおよびSu－PSでは10mm以上を，
PHAは25 mln以上を陽性とした．
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成 績

1．初回入院時の皮内反応と予後

 a．PPD皮内反応
 152症例のうち，初回入院時にPPD皮内反応を施

行された151例においてPPD陽性群86例と， PPD

疑陽性または陰性群65例とに分類し，生存期間，生存

率を比較検討した．生存期間は，PPD皮内反応施行

時から死亡までの月数で表し，生存率の検討には

K：aplan－Meire法を用いCox－Mantel法1）にて検定

した．PPD陽性群の生存率は，12ヵ月で84，1％，36

ヵ月で65． 0％であり，いっぽう疑陽性または陰性群に

おいてはそれぞれ61．2％，30，6％であり危険率0．5％

にて両群団に有意差が認められた（Fig．1）．

 b．PHA皮内反応
 初回入院時に31症例に対しPHA皮内反応が施行

された．発赤瑳の長径と短径の平均値が25mm以上

を陽性とすると，陽性群10例，陰性群21例であった．

両群問の生存率をPPD皮内反応と同様に比較した

が，有意差は認められなかった（Fig．2）．

 c．Su－PS皮内反応

 同様に初回入院時の陽性群35例と陰性群49例との間
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には，生存率において有意差は認められなかった
（Fig． 3）．

2．初回入院時の皮内反応と各疾患の進展度

 a．腎細胞癌

 腎細胞癌37例中，進展度の判明した33例をRobson

ら5）の分類に従い忌tage I～Wに分類し，各皮内反

応の結果と予後について検討を加えた．

 PPD皮内反応は33例に施行され，その発赤斑の．平

均径は，stage Iの10例では13．3±6．3 mm（mean

±SE以下同じ）， stage Hの4例では7．0±6。7 mm，
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 Comparison of PPD skin test in patients

    with ’renal tumor （ Stage）
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Comparison of PPD skin test in patients

   with bladder tumor （ Stage ）
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stage皿6例では工Ll±11．O mm， stage IV 13例で

は7．3±5．4mmであり， stage Iとstage】V との

間に危険率5％にて有意差が認められた（Fig．4）．

 PHA皮内反応は2例と施行症例が少なく十分な検

討はできなかった．Su－PS皮内反応は23例に施行さ

れ，各stageにおける発赤斑には有’意差が認められ

なかったが，high stage群において発赤斑がまった

く認められない症例が多くなる傾向にあった．

 b．膀胱腫瘍

 膀胱移行上皮癌76例をTNM分類G）に従ったT2以

下をstage I， T3以上でMoのものをstage貝，

M1のものをstage皿として分類し検討を加えた．

stagcが確i認されたものは68例であった．

 PPD皮内反応は68例すべてに施行されており，

stage Iは47例で発赤斑の平均値は13．0±8．8 mm，

stage llは・正7例で7．2±8．9 mm、 Stage皿は4例で

4．3±3・8mmであった．

 Stage iとstage且およびstage Iとstage I丑

の間に，それぞれ危険率5％にて有意差が認められた

（Fig． 5）．

 PHA皮内反応はstage I 11例の平均発赤斑は

23．3±12．5m・nであった1が， stage Hは2例（平均

12．5mm）およびstage mは1例（13．5 mm）と施

行症例数が少なく，今回は検討を加えなかった．Su－

PS皮内反応は36例に施行されており， stage Iでは

9．5±8，3mm， stage JIでは5．4±8．4 mmで同門間

 1   潤   1開
（n：47） （n・17） Cn：4）

    Stage

   ITig． 5

に有意差は認められなかった．なおs亡age IUは1例

で発赤斑の平均径は4．Ommであった．

 c．その他の腫瘍

 前立腺癌症例はWhitmorcの分類7），睾丸腫瘍症

例はBodcnらの分類s）によってstagc分類をおこ

ない，各皮内反応との相関性を検討したが，各stagc

の症例数が0から10例と少数であり，また各疾患にお

けるstage間に発赤斑の有意差は認められなかった．

3．死亡症例における皮内反応の推移

 観察期間中に死亡した47症例において皮内反応の推

移を検討した．（Table．1）．

 PPD皮内反応は，46例に施行されており，初回入

．院時陽1生であった19例のうち8例が経過観察中に陰性

化しており，初回入院時陰性であったが手術などの治

療によりいったん陽性化し，再度陰性となった2例と

あわせて10例（21．7％）に死亡前にPPD皮内反応の

陰性化が認あられた．PPD陰性化から死亡までの期

間は平均5．5±5．1ヵ月であった．初回入院時より

PPD皮内反応陰性の症例および観察期間中にPPD

陰性となり，死亡時にPPD陰性と考えられた症例

は32例（69．6％）であった．

 PHA皮内反応は，施行症例数が6例と少なく，陽

性化あるいは陰性化した症例は認められなかった．死
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Table l．死亡症例（47例）

初回入院時

 判定   判定；一定の症例

入院後経過

判定；変更のあった症例  死亡時陰性と考えられた症例

PPD   ＋ 19例

46例     27例

＋  11例

  22例・

十 t一一t 一

一N ¥”v－

mtv ¥

8例ゆ

2例・

3例

零 32例

（69．6％）

PHA
6例

＋  2例

一  4例

十 2例

4例＊・

“＊ 4例

（66．7％）

SU－PS  十  8例

23例   一 15例

＋   5例

   14例事二

十Ai一

一一v ¥N一
十N 一一 ”v 十

2例事紳

1例寧騨

1例

纏・17例

（ 73，9％ ）

島上にPHA陰性と考えられた症例は4例（66．7％）

であった．

 Su－PS皮内反応は23例に施行されており，3例に

陰性化が認められ，これらの死亡までの平均期間は

8．7±10．8ヵ月であり，17例（73．9％）が死亡時に

Su－PS陰性と考えられた．

考 察

 癌免疫皮膚反応検査法として，PPD， Mumps，

Candida， Varidase， Histoplasmin抗原， PHA皮

膚反応，DNCB（dinitrochlorobenzene）反応など

があげられ9），いずれも癌免疫に特異的なものではな

いがこれら皮内反応のいくつかを組み合わせて検査す

ることにより，担癌生体の免疫能を知ろうとする試み

がなされている．津島ら4）は，泌尿性器悪性腫瘍患者

97例におけるPPD， PHAおよびSu－PS皮内反応を

泌尿器科的良性疾患患者におけるそれらと比較し，治

療前の状態ではいずれのパラメーターも両者間に有意

差はないと報告している．今回われわれの検討におい

ては，良性疾患患者群との比較はおこなわなかった

が，初回入院時のPPP皮内反応において，陽性群は

疑陽性またほ陰性群に比べ生存率が有意に高かった．

われわれの今回の結果はSokalら10）のPPD反応に

よって患者の臨床経過を正確に予測できるという報告

に一致するものと思われる．さらにPPD皮内反応

は，腎腫瘍ならびに膀胱腫瘍症例において，進展度の

間に相関関係が認められ，他の泌尿器悪性腫瘍患者に

おける報告2・3）とほぼ同様な結果が得られ，stage決

定のさいに有用なパラメーターのひとつになりうると

思われた，すなわちPPD皮内反応は癌患者の免疫

能に対しては非特異的であるが，泌尿器悪性腫瘍にお

ける予後判定ならびに進展度判定の指標のひとつとな

りうることが示唆された．いっぽう古江ら11）は，癌患

者の生存期間とPPDに対する反応性との間虻は相

関が認められないと報告しており，今後さらに症例を

重ねて検討する予地がある．

 PHA皮内反応に関しては，施行症例も少なく，生

存率，進展度などとの問に相関性は認められなかった

が，島田12）は，全血培養法を応用してPHAに対す

るリンパ球の幼若化反応を調べることは，ヒトの細胞

性免疫能を知るうえでひとつの指標となりうると述べ

ている．PHAは皮内反応よりもリンパ球幼若化反応

を通してその有用性を発揮できるものとも考えられる

が，PHA皮内反応はさらに多くの症例において検討

すべきであると考える．

 Su－PS皮内反応は， OI〈一432による免疫能賦活療

法にさいして，患者の免疫能を反映するパラメーター

として重要視されている13）．われわれの教室において

は積極的にはOK－432をはじめとする癌の免疫療法

を施行していないので，免疫療法によるSu－PSの変

化の追跡ができないため，他の報告と比較するのは困

難である．今回の検討では，初回入院時のSu・PS皮

内反応とその予後との間には有意な枳関性は認められ

なかった．

 死亡症例47例の検討においては，死亡時にPPD，

PHA， Su－PSいずれも高率に皮内反応陰性を示し

た．初回入院時の皮内反応の結果では，PPDのみが

生存率と相関関係を示したが，死亡時にはいずれの皮

内反応も陰性を示す症例が増加し，末期癌患者の細胞

性免疫能の低下をうかがわせた．さらにPPD， Su－PS

では，経過観察中に陰性化する症例もあり，これらの

症例においてPPD陰性化より平均5・5ヵ月， Su－PS

においては平均8．7ヵ月後に死亡しており，症例数は

少ないものの，末期癌患者の予後推定の一助となりう

るものとも考えられた．

 皮内反応は，現在のと．aろいずれも癌に対する免疫

能という点では非特異的であり，また悪性腫揚患老の

細胞性免疫能の低下は，リンパ球自身の機能低下に加

えて体液性免疫能の関与も推測されている12）．したが

って皮内反応のみで正確に細胞性免疫能を測定し，予
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．後判定をおこなうことはきわめて困難であることはい

うまでもない．しかしながら，簡便で反復しておこな

え，結果も迅速に判明し，末期患者にも施行できうる

などの利点がある．臨床的には皮内反応を測定し，そ

の結果より患者の予後を推測することはきわめて重要

であり，今回のわれわれの検討よりPPDの有用性

はとくに高く，今後とも臨床店用していけるものと思

われた，

結 語

 ．金沢大学医学部附属病院泌尿器科にて入院加療した

泌尿性器悪性腫瘍患者152症例を対象としてPPD，

PHAおよびSu－PS皮内反応を施行し，次のような

結果が得られた．

 L初回入院時のPPD皮内反応において，陽性
群86例と疑陽性または陰性群65例の12ヵ月および36カ

月の生存率は，それぞれ84．1％，61．2％，および65。0

％，30． 6％であり，両無間に有意の差が認められた

（p〈O．005）．

 2．腎細胞癌症例においては，stage I IO例と

stage IV13例の両群聞に， PPD皮内反応において有

意の差が認められた（P＜O．05）．

 3．膀胱腫瘍症例において，low stage群はhigh

stage群に比して， PPD皮内反応に対する陽性率が

有意に高かった（P＜0．05）．

 4．死亡症例47例の検討では，経過観察中に皮内反

応の陰性化を示した症例がPPDでは10以下21．7％），

Su－PSでは3例（13．0％）認められ，死亡時皮内反

応陰性と考えられた症例は，PPD 32例（69．6％），

PHA 4例（66．7％）， Su－PS l7例（73．9％）であっ

た。

 本論文の要冒は1984年12月，第324回Fl本泌尿器君／学会北

陸地方会において発表した．
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