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DETECTION・OF POLYAMINES BY A NEW ENZY．MATIC
           DIFFERENTIAL ASSAY

 （5） STUDIES．ON POLYAMINE IN BLOOD OF PATIENTS WITH
       GENITOURINARY MALIGNANT DISEASES

   Takuya Koi．DE and Shunsuke SAKAi
’From the’ @DePartment of Urelogy， Gt：fru Prefectural Gz：fu Hospital

         （Chief： Dr． S． Sakai）

    Ikuo SHiNoD’A and Osamu SETsuDA

 From読8 DePartmen彦げUrotogy， Dのukai Firs彦茄吻彦al

         （Chief： Pr． T． Shinoda）

          Ka’hin ［”Ei

From the DePartment ’of Urolog），， IVagaha．ma Red Cross HosPital

         （（）hiげ’Pr．・K・Teの

    Akira HARA and Hideo SAwADA

乃備漉θ1）吻伽翻of Biocheinisの，，（穿醜Collllge 9ブP加7η陶，・

        （Dire吻；． Pr・f・H・Saωada）．

  Using the new ”enzymati6 elssay for isolation and determination of polyamine in blood presented

in Report 4， the polyamines ， in the blood were isolated and determined in 84 patients with gen－

itourinary cancer． In the early diagnosis， the positive rates of each fraction w’ere not so high，． but，

relatively high positive rates were d’emonstrated， when any one of the polyamines were found posi－

tive： namely， 85．7e／． in renal cell cancer， 66．70／． in renal pelvic and ureteral canger， 44．00／6 in blad－

der cancers．
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  These resuks seem to support the usefulness of the new method， and encourage further investi－

gation of po正yamines in the blood as tumor markers．

Key words： Polyamines in blood， A new enzymatic method

緒 言

 近年，悪性腫瘍に対して種々の腫瘍マーカーの検討

がなされている．ポリアミンもその一つとして検討さ

れ，悪性腫瘍患者の血中及び尿中のポリアミン量が正

常者に比し増加していることが知られている1’”3）．し

かし，高速液体クロマトグラフ法などの既存の方法は．

特殊な機器及び複雑な手技を必要とし，臨床的に汎用

されにくい面があった．第4報にて報告した新しい酵

素法はいずれの測定法よりも簡便に血中ポリアミンを

分別定量することがでぎ，一般臨床検査レベルでの測

定が可能である．今回，われわれはこの新しい測定法

を用いて泌尿器科領域の悪性腫瘍患者における血中ポ

リアミンの分別定量を検討したので，その結果を報告

する．

対象および方法

 対象は主として岐阜県立岐阜病院に入院し，組織学

的に悪性腫癌と診断された治療前の84症例である．癌

め深達度はUICC分類に従った．その内訳は，腎細

胞癌13例，腎孟尿管腫瘍12例，膀胱腫瘍35例，前立腺

癌19例，睾丸腫瘍5例である，なお良性腫瘍ではある

が組織学的に前立腺肥大症と診断された20例について

も検討を加えた．

 一方，対照群は明らかな炎症性病変を伴わない泌尿

器科的良性疾患17例及び健常人25例である．泌尿器科

的良性疾患の内訳は，尿路結石症12例，神経因性膀胱

3例，遊走腎2例である．

 測定方法は第4報において報告した酵素法による血

中ポリアミン分別定量法にて行なった。検体はヘパリ

ン加血液を採」血後4℃にて冷所保存し，約12時間後

に測定した．

成 績

 血液中のポリアミンは，95％以上が血球成分中に含

まれていると報告されている4～6）．これまでTakami

ら7）をはじめとして血中ポリアミンをHt値で補正す

ることにより血球中ポリアミン値とし，そのうえで臨

床的検討を加えていた．われわれは今回，Ht値で補

正する前後にてその陽性率を比較検討した．その結果，

睾：丸腫瘍5例のdiamineのみを例外として，悪性

腫瘍群のすべての分画でHt補正後のほうが高い陽

性率を示し，泌尿器科的良性疾患二二び前立腺肥大症

群のspermidine・spcrmineでは補正前のほうが補

正後よりも陽性率が高かった．これらのことから Ht

値による補正を加えた測定値のほうが悪性腫蕩のマー

カーとして適していると思われ，血液1 mlあたりの

ポリアミン量をHt値にて補正し，血球mlあたり

のnmolとして測定値とした．

 結果をTable 1に示す．

Table 1． Polyamine level of blood in urological disease （corrected by Ht． value）

n
Mean±SD（n而ol／嗣の

Dia Spd Spm Spd／Spm ratio

Norma1 25 3．31±1．95

Renal cell Ca， 13

Renal pelvic

＆ ureteral Ca

2．89 ±3．66

12 3．49±3．25

Bladder Ca． 35 5．74±4．80

Prostatic Ca． 19

Testicular Ca． 5

BPH

Urological
benign disease

20

17

2S7 ± 2．89

8．95 ±5．92

2．71 ±2，81

1，79±2．27

18．49± 3．72

31．37±10．11

27．14± 8．45

26．16±26．63

29．sa ± 12．18

24．97± 8．98

18．75± 5．57

21，09± 3．62

11．90± 2．51

15．64± 6．28

14．e9± 3．ss

15．46二d＝ 9．26

19．65 ± 15．04

22．26± 9．70

9．68± 2．45

ID，99± 2．73

1．64±O．54

226 ± O．sa

1 ．98 ± O．oo

1 ．77 ± O．84

1．93±1．03

1．38±O．81

2．03 ± O．70

2．04±O．56 ’
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Fig． 1． Diamine level ef blood in uro｝ogical disease （corrected by Ht． value）

 Diamine

 健常人25例の平均は3．31±1．95nmol／mlであっ

た。泌尿器科的良性疾患17例のそれは1．79±2．27

nmol／m1であり，前立腺肥大症20例のそれは2．71±

2．81nmol／mlであった．

 腎細胞癌13例の平均は2．89±3．66nmol／mlであり，

健常人群に比し有意の差を認めなかった．深達度別に

検討すると，low stage群7例の平均は1．72±2．48

nmol／m1であり， high stage群6例のそれは4．25

±4．30 nmol／mlであった． low stage群， high sta－

ge群ともに健常人群に比し有意の差を認めなかった．

 腎孟尿管腫瘍12例の平均は3．49±3．25 nmol／mlで

あり，健常人群に比し有意の差を認めなかった．深達

度別に検討すると，Iow stage群6例の平均は3．96

±3．20 nrriol／皿1であり， high stage群6例の平均

は3．02±3．24 nmol／mlであった．10w stage群，

high．@stage群ともに，健常人群に比し有意の差を認

めなかった．

 膀胱腫瘍35例のそれは5．74±4．80nmollmlであり，

健常人群に比しP＜0．05で有意の差を示した．深達

度別に検討するとlow stage群25例の平均は4．54±

3．89 nmol／mlであり， high stage群10例のそれは

8．77±5．48nmol／mlであった． low stage群は健常

人群に比し有意の差を示さなかったが，high stage

群はP〈O．Olで有意の差を示した．

 前立腺癌19例の平均は2．97±2．89 nmol／mlであり，

健常人群に比し有意の差を示さなかった．深達度別に

検討すると，low stage群6例は1．00±1．44 nmol／

m1であり， high stage群13例は3．88±2．86 nmol／

mlであった．ともに健常人群に比し有意の差を認め

ず，low stage群はむしろ低値を示した．

 睾丸腫瘍5例の平均は8．95±5．92 nmol／mlであり，

健常人群に比しP＜0．Olで有意の差を示した．

 健常人25例の平均は3．31±1．95 nmol／ml（mean±

SD）であった． mean＋2SD＝7．21 nmol／mlを越え

るものを有意の高値として検討すると，健常人群及び

泌尿器科的良性疾患群では，7．21 nmol／mlを越える

ものは認められなかったが，前立腺肥大症では20例中

1例5・0％の陽性率を示した．腎細胞癌は13例中3例

23． 1％の陽性率を示し，それを深達度別に検討する

と，Iow stage群では7例中1例14．3％high stage

群では6例中2例33．3％の陽性率であった．腎孟尿管

腫瘍は12例中4例33．3％の陽性率を示し，深達度別に

検討すると，low stage群6例中2例33．3％， high
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Fig． 2． Sperimidine level of blood in urological disease （corrected by Ht． value）

stage群6例中2例33．3％の陽性率を示した．膀胱腫

瘍は135例中10例29．O％の陽性率であり，深達一別に検

討すると，low stage群では25例中5例20． O％， high

stage群では10一中5例50． O％の陽性率を示した．前

立腺癌では19例中3例16． 0％の陽性率を示し，深達度

別に検討すると，low stage群で7．21 nmol／mlを

越えるものは認められなかったが，．high stage群で

は13例中3例23．0％の陽性率を示した．睾丸腫瘍5例

では3例陽性で60． 0％の陽性率であった．悪性腫瘍群

全体では，84一中23例27．4％の陽性率を示した．深達

度別に検討すると，low stage群47例中10例21．2％，

high stage群37例中13例35．1％の陽性率を示した．

 Spermidine

 健常人25例の平均は18．49±3．72 nmol／mlであっ

た．泌尿器科的良性疾患17例のそれは21．09±3．62

nmol／mlであり，前立腺肥大症20例のそれは18，75

±5．57 nmol／mlであった．

 腎細胞癌13例のそれは，31．37±lo．11nmol／mlで

あり，健常人群に比しP＜0．Olで有意の差を示した．

深達度別に検討すると，low stage群7例のそれは

28．86±7．54nmol／mlであり， high stage群6例の

それは34．30±11．81 nmol／mlであった． low stage

群，high stage群ともにP＜O．Olで有意の差を示し

た．

 腎孟尿管腫瘍12例のそれは27．工4±8．45 nmol／ml

であり，P＜O．Olで有意の差を示した．深達度別に検

討すると，low stage群6例のそれは23． 68±5，38

nmo1／m1であり， high stage群6例のそれは30．61

±9．48 noml／mlであった． low stage群及びhigh

stage群は健常人群に比しP〈0．05及びP〈0．01で

有意の差を示した．

 膀胱腫瘍35例の平均は26．16±26．63nmo1／皿1であ

り，健常人群に比しP＜0．01で有意の差を示した．

深達度別に検討するとlow stage群25例のそれは

18．96±6．20nmol／mlであり， high stage群10例の

それは44．16±43．96nmol／mlであった． low stage

群は健常人群に比し有意の差を示さなかったが，high

stage群はP〈0．01で有意の差を示した．

 前立腺癌19例の平均は29．98±12．18nmol／mlであ

り，健i常人群に比しP＜0．01で有意の差を示した．

深達度別に検討すると，low stage群6例のそれは

18．14±3．47nmol／mlであり， high stage群13例の

それは35．45±10．80nmol／mlであった． low stage

群は健常人群に比し有意の差を示さなかったが，high
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Fig． 3． Spermine level of blood in urologicai disease （corrected by Ht． value）

stage群ではP＜0．Olで有意の差を示した．

 睾：丸腫瘍5例のそれは，24．97±8．98 nmol！mlであ

り，健常人群に比しP＜O．05で有意の差を示した．

 健常人25例の平均は18．49±3．72nmol／m1（mean

±SD）である． mean十2SD＝25．93 nmol／mlを越

えるものを有意の高値として検討すると，健常人群で

は25．93nmol／mlを越えるものは認められなかった．

泌尿器科的良性疾患群では17例中1例5．9％，前立腺

肥大症では20例中2例10．0％の陽性率を示した．腎細

胞癌では13例中9例69．2％の陽性率であり，深達度別

に検討すると，low stage群では7例中5例71．4％，

high stage群では6例中4例66．7％と高い陽性率を

示した．腎孟尿管腫瘍は12例中6例50．0％の陽性率で

あり，深達度別に検討すると，Iow stage群では6例

中2例33．3％，high stage群では6例中4例66．7％

の陽性率を示した．膀胱腫瘍は35例中9例25．7％の陽

性率であり，深達度別に検討すると，10w stage群25

例中4例16。0％，high stage群10例中5例50． O％の

陽性率を示した．前立腺癌は19例中IO例52．6％の陽性

率を示したが，low stage群では6例全例が25．93

nmol／ml以下であり， high stage群では13例中10例

76．9％の陽性率を示した．

  睾：丸腫瘍は5例中3例60． 0％の陽性率であった．悪

性腫瘍群全体では，84例中37例44．0％の陽性率を示

 し，深達度別に検討すると，low stage群では47例中

12例25．5％，high stage群では37例中25例67．6％の陽

 性率を示した．

  Spermine

  健常人25例の平均は11．09±2．51 nmol／mlであっ

 た．泌尿器科的良性疾患17例のそれは10． 99±2．73

 nm・1／mlであり，前立腺肥大症20例のそれは9．68±＝

 2．45 nmol／mlであった．

  腎細胞癌13例の平均は15．64±6． 28 nmol／mlであ

 り，健常人群に比し有意の差は認められなかった．深

 達度別に検討すると，10w stage群では13．48±3．90

 nmol／mlであり， high stage群では18．16±：7．47

nmol／mlであった． low stage群は健常人群に比し

有意の差を示さなかったが，high stagc群は健常人

 群に比しP＜0．01で有意の差を示した．

  腎孟尿管腫瘍12例の平均は14．09±3．56 nmol／ml

 であり，健常人群に比しP〈0．05で有意の差を示し

た．深達度別に検討すると，low stage群のそれは

 12．84±2．62 nmol／mlであり， high stage群のそれ

は15．34±3．91 nmol／mlであった．健常人群に比し
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十2SD

10w stage群は有意の差を認めなかったが， high

stage群はP〈0．01で有意の差を示した，

 膀胱腫瘍35例の平均は15．46±9．26nmol／mlであ

り，健常人群に比し有意の差を認めなかった，深達度

別に検討すると，Iow stage群は，12．16±3．85 nmol／

mlであり， high stage群は，23．69±12．96 nmol／m1

であった．low stage群は健常人群に比し有意の差を

認めなかったが，high stage群はP＜0．01で有意の

差を示した．

 前立腺癌19例の平均は19．65±15．04 nmol／mlであ

り，健常人群に比し有意の差は認められなかった．深

達度別に検討すると，low stage群のそれは12．78±

4．18nmol／mlであり， high stage群のそれは22．18

± 17．06 nmol／mlであった． low stage群は健常人

群に比し有意の差を示さなかったが，high stage群

はP＜0．01で有意の差を示した．

 睾丸睡瘍5例の平均は22．26±9．70 nmol／mlであ

り，P＜O．Olで健常人群に比し有意の差を示した．

 健常人25例の平均は11．90±2．51 nniol／ml（mcan

±sD）であるr mcan±2sD＝16・92 nmol／m1を越

えるものを有意の高値として検討すると，健常人群，

泌尿器科的良性疾患群及び前立腺肥大症で16．92

nmol／mlを越えるものは認められなかった、腎細胞

癌では13例中6例46．2％の陽性率であり，深達度別に

検討すると，low stage群では7例中2例28．6％，

high stage群では6例中4例66．7％の陽性率であっ

た．腎孟尿管腫瘍は12一中3例25．O％の陽性率であ

り，深達度別に検討すると，low stageでは6例中1

例16．7％，high stage群では6例中2例33．3％の陽

性率を示した，膀胱腫瘍では35例中14例40．O％の陽性

率であり，深達度別に検討すると，10w stage群では

25例中『フ例28．0％，high stage群では10例中7例70．0

％の陽性率であった．前立腺癌では，19例中10例52．6

％の陽性率であり，深達度別に検討すると，low stage

群は6例中1例16、7％，high stage群は13例中6例

46・ 2％の陽性率であった，睾丸腫瘍では5例中3例

60． 0％の陽性率であった．悪性腫瘍群全体では84例中

28例33．3％の陽性率を示し，深達度別に検討すると，

low stage群は47例中9例19．1％， high stage群は

37例中19例51．4％の陽性率であった．

 Spermidine／Spermine ratio

 Spermidineをspcrmineで除したものについて
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検討を加えた．健常人25例の平均は1．64±0．54であっ

た．泌尿器科的良性疾患群17例のそれは2・04±α56で

あり，前立腺肥大症20例のそれは2．03±0・70であり，

いずれも健常人群に比しP＜0．05で有意の差を示し

た．

 腎細胞癌13例の平均は2．26±0．98であり，健常人群

に比しP＜O．05で有意の差を示した．深達予断に検

討すると，！ow stage群7例のそれは2．17±0．38であ

り，high stage群6例のそれは2．37±1．37であった．

10w stage群では健常人群に比しP＜0．05で有意の

差を示したが，high stage群は有意の差を示さなか

った．

 腎孟尿管腫瘍12例では，平均が1．98±0．60であり，健

常人群に比し有意の差は認められなかった．深達万別

に検討すると，IQw stage群6例のそれは1．92±0．58

であり，high stagc群6例のそれは2．05±0．60であ

った．low stage群， high stage群ともに健常人群

に比し有意の差を示さなかった．

 膀胱腫瘍35例では平均が1．フ7±0．84であり，健常人

群に比し有意の差は認めなかった．深達度別に検討す

ると，low．stage群25例のそれは1．76±0．79であり，

high stage群10例のそれは1．・80±0．95であった． low

stage群， high stage群ともに，健常人群に比し有

意の差を示さなかった．

 前立腺癌19例では，平均が1．93±1．03であり，健常

人群に比し有意の差は認めなかったH深達度別に検討

すると，low stage群6例のそれは1．64±0。フ0であ

り，high stage群13例のそれは2．06±L13であった．

low stage群， high stage群ともに健常人群に比し

有意の差を示さなかった．

 睾丸腫瘍5例の平均は1．9． S±O．81であり，健常人群

に比し有意の差を示さなかった．

 健常人25例の平均は1．64±0．54（mean圭SD）で

あり，mean＋2SD＝2．72を越えるものを有意の高値

として検討した．泌尿器科的良性疾患群では17例中1

例5． 9％の陽性率であり，前立腺癌では20例中3例

15・O％の陽性率であった．腎細胞癌では13例中3例

23・1％の陽性率であり，深達度別に検討すると，low

stage群7例中1例14．3％の陽性率であり， high

stage群では6例中2例33．3％の陽性率であった．腎

孟尿管腫瘍では12例中1例8．3％の陽性率であり，深

達度別に検討すると，low stagc群では6例中1例

16・7％の陽性率であり，high stage群では6例中陽

性を示すものは認めなかった．膀胱腫瘍では35例中6

例17．1％の陽性率であり，深達度別に検討すると，10w

stage群では25例中3例12．0弩の陽性率であり， high

・925

stage群では10例中3例30．0％の陽i生率であった．前

立腺癌では，19例中4例21．1％の陽性率であt） r深達

戸別に検討すると，low stage群では6例中1例16．7

％の陽性率であり，high stage群では13例中3例23．1

％の陽性率であった．睾丸腫瘍では5例中1例20．0％

の陽性率を示した，

考 察

 1971年遅ussellら1）の報告以来，ポリアミンは腫

瘍マーカーとして注目を集め，尿をはじめとして血

液。脳脊髄液・胃液など種々の体液が測定され，検討

されている．

 これまで泌尿器科領域の血液中のポリアミンに関し

ては，湯浅らのダンシル化薄層クロマトグラフ法を用

いた全血中ポリアミン測定の報告8，前林らのHPLC

を用いた赤血球内ポリアミン測定の報告9）があるにす

ぎない，われわれは今回，従来の方法とは異なる新し

い簡便な酵素法によって，尿路性器癌患者の血中ポリ

アミンを測定した．本法を用いた尿中ポリアミンの分

別定量については第1報～第3報10～12）で報告し，第

4報13）で血中ポリアミン分別定量の基礎的検討を加

え，臨床的に充分応用可能との結論を得た．本法では

血中ポリアミン測定の臨床的意義について検討した．

mean十2SDを越えるものを陽性として検討したと

ころ，悪性腫瘍84例では，diamine 27．4％， sper－

midine 44．0％， spermine 33．396の陽性率を示した．

これを，われわれと同様にmean＋2SDを陽性値の

基準としたTakamiら7）及び早瀬ら14）の報告と比較

すると，Takamiらが固型癌患者における血球中ポ

リアミン測定で得たdiamine 6L 1％， spermidine

62．O％， spermine 67．6％という陽性率より低いが，

早瀬らが婦人科悪性腫瘍患者の赤血球中ポリアミン測

定で得たspermidine 26．5％， spermine 30． 6 ％よ

りは高値を示した．d三amine， spermidine， spermine

のいずれか一つが陽性を示す率でも，われわれの測定

では51．2％で，Takamiらの89．0％よりも低く，早

瀬らの49．2％よりも高かった．これは測定法の違い，

症例の癌の種類や深達度の違いによる影響が大きいも

のと思われる．

 血液中のポリアミンに関しては，その95％以上が血

球成分中に存在すると報告されている4一一6）．血球成分

中でも特に赤血球中に多いという報告が多く，Cohen

ら4）はsper皿idineの90％以上， spermineの70％以

上が赤血球中に存在すると報告し，植原ら2）もsper－

midine， spcrmineの70～90％が赤血球中に，残りの

大部分は白血球に存在すると報告している．そのた



926 泌尿紀要 32巻 7号 1986年

目，血液中ポリアミンは赤血球中ポリアミンとして測

定した報告が多い．しかし，白血球中にもポリアミン

が相当量存在するというCooperら5）の報告もあり，

悪性腫瘍患者で増加するポリアミンが，血球成分中の

どの部分に多いかは不明である．したがって今後1赤

血球中ポリアミン，白血球中ポリアミンなどを個々に

測定していく必要があると思われる．

 ポリアミン分別定量の，癌の早期診断における意義

に関しては否定的な意見が多い8，15）．われわれも尿中

ポリアミンに関して，low stagc群で陽性率30％を越

えるものは，腎細胞癌におけるdiamineの43％，前

立腺癌における spermidineの40％のみであると報

告した．血中ポリアミンでも，腎細胞癌のspermi－

dineで71．4％と例外的な高値を示した以外は，腎孟

尿管腫瘍のdiamine， spermidineでともに33．3％を

示したにすぎなかった．ポリアミンの分別定量で，そ

れぞれの分画の値を癌の早期診断に利用することは困

難と思われた．

 早期診断の試みの一つとして，血中のspermidine／

spermine比について検討した． spermidine／sper－

mine比は，前林ら9）は前立腺癌のstage D群で有

意の上昇を示したとし，植原ら2）は一定の傾向が調い

出されなかったとするなど，種々の報告が見られる．

今回，われわれの検討で健常人群に比し有意の差を示

したのは，腎細胞癌全体，腎細胞癌のlow stage群，

前立腺肥大症群，泌尿器科的良性疾患群の4群のみで

あり，いずれもP＜o．05であった．前立腺癌のhigh

stage群も有意の高値を示さず，植原らと同様一一定の

傾向は見い出せなかった．

 分別定量の特徴を生かし，早瀬ら14）は，HPLCを

用いて婦人科領域の悪性腫瘍患者における尿及び赤血

球中ポリアミンの分別定量を同時に測定し，それらの

ポリア．ミン分画のいずれか一つが陽性を示す場合の陽

性率が80％と非常に高いことを示している．今回のわ

れわれの検討でも，血中ポリアミンの各分画のいずれ

か1種が陽性を示す場合の陽性率を検討した結果，

10w stage群で，前立腺癌は16．7％と低値を示したも

のの，腎細胞癌は85．7％，腎孟尿管腫瘍は66．7％，膀

胱腫瘍は44％といずれも30％以上の陽性率であった．

われわれは回報において，尿中ポリアミンでも，いず

れか1種が陽性を示す場合の陽性率は，low stage群

で，腎細胞癌は57％，膀胱腫瘍は30％∫前立腺癌は40

丁目比較的高い結果を得ている12）．そのため，血中及

び尿中ポリアミンを同時に測定し組み合わせて評価す

ることにより，ポリアミンの癌の早期診断における意

義が高まることが予想され，現在検討中である．

 泌尿器科領域における血中ポリアミンの検討はほと

んど行なわれていないが，湯浅ら8）の報告では，膀胱

腫瘍・前立腺癌・睾：丸腫瘍の3種の癌患者で正常者に

比しやや高値を示したが有意の差は認められず，末期

癌及び前立腺肥大疾患者で極めて高値を示し正常者に

比し有意の差を認めた，としている．

 川井ら15）は肝炎患者22例の赤血球中ポリアミンを測

定し，putrescine及びspermineの82 ％， spermi－

dineの96％で有意の上昇を示したと報告しており，

炎症とポリアミンの関係についても検討を加えること

が必要であるが，今回の検討では泌尿器科的良性疾患

群に明らかな炎症を有する症例は含めなかった．その

ためか，陽性を示したのはspermidineの1例のみ

であった．

 湯浅ら8）は，前立腺肥大症患者が癌患者よりも血中

ポリアミン濃度で高値を示レ腺腫におげるポリアミ

ン産生の可能性を示唆すると報告している．しかし，

今回のわれわれの検討では，健常人と比較して，dia－

minc， sPermidine， spermineのいずれも有意の上昇

は認められなかったばかりでなく，陽性を示した症例

も，20例中diamincの1例， spermidineの2例の

みであり，腺腫とポリアミン産生の関係についてはは

っきりしなかった．

 腎細胞癌に関しては，尿中ポリアミンでも非常に有

用と報告したが12），血中ポリアミンにおいても，sper－

midineが69。2％， spermineが46．2％と高い陽性率

を得た．さらに，いずれか1種が陽性を示す率は，

low stage群で85．7％， high stage群でIOOg，の高値

を得ていることより，泌尿器科領域の他臓器癌と比較

して診断が困難なことや，有力な二三マーカーが存在

しないことなどから，腎細胞癌における血中ポリアミ

ン分別定量は有用なものと思われた．

 腎孟尿管腫瘍は，膀胱腫瘍と比較して早期診断がつ

け難く，ポリアミンの有用性が期待されるものの，尿

中ポリアミンでの有用性は期待が薄かった．しかし，

血中ポリアミンでは腎孟尿管腫瘍全体で，diamine

33．3％，spermidine 50． 0％， spermine 25．0％であ

り，いずれか1種が陽性を示す率は83．3％で，そのう

ちlow stage群が66．7％， high stage群が100％で

あった，いずれか1種が陽性を示す率更に尿中と血中

を組み合わせることにより腎孟尿管腫瘍の早期診断に

有用である可能性が期待できる．

 膀胱腫瘍は血中でdiamine， spermidine， sper一．

mineのいずれもが30％以下の低い陽性率を示した．

特にlow stage群では10～20％と下値ttあり，尿細

胞診など既に早期診の確立した感のある膀胱腫瘍で
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は，尿中ポリアミンと同様血中ポリアミンの測定は余

り高い意義を持たないものと考えられる．

 前立腺癌に関しては，low stage群の陽i生率は低く

spermidine l例のみが陽性であった．それに比し

high stage群ではspermidineの76．9％をはじめ，

diamine 23％， spermine 46． 2 ％と高い陽性率を認

めた．健常人群と比較し，low stage群はいずれの分

画も有意の差を認めなかったが，high stage群では，

spermidine， sper皿ineで有意の差を認めた，前立腺

癌のhigh stage群は既に骨転移が見られているもの

など進行症例も多いためポリアミンの上昇が見られ，

前立腺癌におけるポリアミン産生が特異的に多いもの

とは考えにくい．前立腺癌に関してFair17）らは尿中

のspermidineに注目し， spermidineの排泄量が組

織学的異型度とよく相関し増加を認めたと報告してい

る．われわれの尿中ポリアミンの検討においても尿中

のspermidineはlow stage君羊において陽性率が高

く，今回の血中ポリアミンの検討でも血中のsper－

midineの平均がhigh stage群において他のいずれ

の無暗群より高値を示したことを考え併せると，前立

腺癌のマーカーとしてspermidineに注目できる．

 睾丸腫瘍は，今回進行度の非常に高い症例が多かっ

たためか，いずれも高値を示し，症例も少なかったた

め今後検討する必要がある。

 われわれは今回，尿路性器癌患者の血中ポリアミン

分別定量について検討を加え，癌の早期診断，進行度

の指標などとして有用であり，今後，赤血球中ポリア

ミン・白血球中ポリアミンなどの個々の測定及び尿中

ポリアミン測定との組み合わせなど様々な検討を行な

えば，よりいっそうの可能性が広がると思われた．

結 語

 1）第4報において報告した新しい酵素法により尿

路性器癌患者における血申のポリアミンの分別定量を

行なった．

 2）健常人25例の平均は，diam三neが3．31±1．95

nnol／ml， spermidineが18．49±3．72 nmol／ml，

spermineが11．90±2．51 nmol／mlであり， mean＋

2SDを越えるものを有意の高値として検討した．（陽

性値：diamine 7．21 nmol／ml， spermidine 25．93

nmol／ml， spermine 16．92 nmol／ml）

 3）Spermidine／spermine比については，一定の

傾向は見い出せなかった．

 4）泌尿器科的良性疾患群工7例で陽性を認めたのは

spermidineの1例のみであり，前立腺肥大症20例で

は，diamineの1例， spermidincの2例に陽性を

927

認めた．

 5）尿路性器癌の早期症例において30％の陽性率を

越えたのは，腎細胞癌のdiamineの71．4％，腎孟尿

管腫瘍のdiamine及びspermidineの33・3％であ
った，

 6）Dia・nine， sper皿idine， spermingのいずれか

一つが陽性を示す場合の陽性率は腎細胞癌92．3％，腎

孟尿管腫瘍83．3％，膀胱腫瘍51．4％，前立腺癌63．2

％，睾丸腫瘍80．0％であり，早期症例に限っても腎細

胞癌85． 7％，側壁尿管腫瘍66．7％，膀胱腫瘍44．0％と

比較的高い陽性率が得られ，分別定：量の有用性が示唆

された．

 最後に酵素を供与していただいた天野製薬に深謝いたしま

す．

 なお，本論文の要旨は第35回中部連合総会において発表し

た．
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