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附面面F〕

Adriamycin膀胱注入療法の病理組織学的検討

    福島労災病院泌尿器科

藤岡 知昭・石井 延久・千葉 隆一

PATHOLOGICAL CHANGES ASSOCIATED WITHI TOPICAL

    ・ CHEMOTHERAPY WITH ADRIAMYCIN FOR
             BLADDER CANCER

Tomoaki FuJioKA， Nobuhisa lsHii and Ryu1chi CHiBA

 Fr・m tゐe 1）ePartmen彦げUr・1・gy， Fukushinza R・hsai甘・spital

  Since the study of intravesical instillation of thio－TEPA by Jones and Swinney， the

method of topical chemotherapy with several anti－cancer drugs for supetficial bladder tumors

have been reported and it is now an established method of anti－bladder cancer treatment．

Adriamycin is one of the most common topical agents against bladder tumor today．

  We studied the histopathological changes associated with the topical treatment in 26 cases

of bladder cancer， all in which either TUR－Bt． or cystectomy （partial or radical） had been

performed after intravesical ．instillation of adriamycin． Transurethral biopsies of bladder

tumor were done before the chemotherapy， and’ these findings were histopathologically com－

pared with those of the surgical specimens． ln 3 of the 26 cases， the tumors disappeared

complete1y． ln the other 23 cases， the main chan．cres were： 1） cellular atrophy of tumor， 2）

exfoliation， 3） interstitial hyalinous degeneration， 4） hemorrhage， and 5） dystopic calcifica－

tion． These changes are nonspecific of adriamycin， which seems to act as a toxic substance

despite its potential activity to inhibit RNA replication．

Key words： Bladder tumor， Chemotheraphy， Adriamycin， Pathology， lhtravesical instillation

緒 言

 ．抗癌剤の特殊な局所応用としての膀胱内注入療法は，

Jones．とswinney．によるthio－TEPA1）の報告以来，

各種薬剤による膀注療法が試みられてお．り，Low

stage， Low grade膀胱癌の膀胱保存療法として確固

．たる位置を占めている．近年，新島らにより，Adria－

mycin（ADM）による満足すべき膀注療法の成績が

報告されており，ADMは，膀注抗癌剤の代表的薬剤

として広く用いられている2）．     ［

 ．今回，著者は各種外科治療前の膀胱腫瘍26症例に術

前．ADM．膀注をおこない， ADMの腫瘍細胞に与え

る影響についセ病理組織学的に検討したので報告する．

症例および方法

 福島労災病院にて膀胱移行上皮癌と診断されだ

Low stage （Tl－T2）， Low grade （Gl－G2） 17｛iiij，

High stage（T3－T4）， Low grade 2例，正｛igh

stage， High grade（G3－G4）6例および膀胱上皮

内癌1例の26症例であり，うち初発は22例であり，再

発は4例であった．これら症例を3群に分け，ADM

50mg，40 mgおよび30 mgをそれぞれの群に5日

間連続膀注し，この終了後1週間以内に根治的膀胱全

摘除，膀胱部分切除および経尿道的腫瘍切除（TUR－

Bt）．．のいずれかの手術を施行し，この切除または摘出

標本と術前生検標本との病理組織学的に比較検討した．

なお，ADMは生食20 mlの溶液として使用した
（Table 1）．
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Table 1

1． Adriamycin 50 mg x 5 days 4 cases （ primary－3， recurrc－nt－1 ）．

endoscopy cases pTNM surgery

藤縄呈：1k・4S一・・M－1 ・1 T－3， G－3 radical cystectomy 一 2 cases
partial cystectomy 一 2 cases

2． Adr“， arnycin 40 mg x 5 days

endoscopy cases P丁NM

18 cases （ primary－16， recurrent－2 ）

surgery

papillary type
with narrow stalk
（ less than 1 cm ）

（ 1－t3 cm ）

papi l lary type

with broad stalk
｛ 1－3 cm ）

（ 3一一5 cm ）

（5cm）

3

（ S－3 ｝

 4
（ S－3，M一｝ ）

1

（ S－1 ）

7

（ S－7 ）

2
（ S－2 ）

1

（ S－1 ）

T－1， G－1

ト1，G－1

T－1， G一・1

T－2， G－1

T－3， G－3

T－3， G－1

（disappeared）

TVR－Bt

TUR－Bt

丁UR－Bt 騨 5 cases

parti al cystectomy 一 2 cases
radical cystectomy

radical cystectomy

3． Adriamycin 30 mg x 5 days

endoscopy cases P丁NM

4 cases （ prirnary－3， recurrent－1 ）

surgery

papillary type 2
with broad stalk C S－2 ）
（ 1－3 cm ｝

solid type

く5cm｝

yelvety
appearance

1

く嗣1
1

丁一・1，G－1

T一・3， G－1

Tis， G一・3

TUR－Bt

radical cystectomy

radical cystectomy

1： S 一 solitary， M 一 multiple． 2： si ze of tumor．

成 績

 ADM膀注治療の著効例は，40 mg削回群の3例

に認められ，それら症例において腫瘍の消失は病理組

織学的に確認された．これらは内視鏡的に1cm以下

の乳頭状有茎単発腫瘍であり病理学的にはLow

grade， Low stageであった．この3例を除いた23例

においてADM膀注により誘発されたと考えられる

変化を病理組織学的に検討した．つまり腫瘍細胞のi萎

縮を22例（95．7％），細胞の剥離を13例（56・ 5％），腫

瘍細胞の壊死を7例（30．4％）， 問質の硝子様変化お

よび搬痕化を5例（21．7台目，出血を5例（2L7％）

さらに腫瘍組織の石灰化を1例（4．3％）に認め，この

前述腫瘍細胞の萎縮，剥離，壊死がADMの主要な

腫瘍細胞に与える変化であると考える．さらにこれら

の変化をADM 50 mg群，40 mg群および30 mg

群の各群の間における発生頻度を比較検討した．細胞

の萎縮はADM 50 mg群と40 mg群では100％およ

び93・3％の発生頻度であるのに対し，ADM 30 mg群

では75．O％の出現である．また，細胞の剥離はADM

50mg群では発生頻度75・O％であるのに対し40 mg

群および30mg群では53，3％および50．0％であり，こ

れら細胞の萎縮および剥離はADM濃度に依存する

ように思われる．いっぽう，腫瘍細胞の壊死の出現は

ADM 50 mg群，40 mg群および30 mg群で，それ

ぞれ25．0％，33．3％および25．0％の頻度であり，ADM

の濃度の影響はあきらかではない（Table 2， Fig．1．

A－F）．
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Fig． 1－A Ceilular atrophy of tumor 1－B． Exfoliation

羅轟轟懸翻灘1鑑

躍醗
1－C． Necrosis of tumor 1－D． lnterstitial hyalinous degeneration

灘蕪

躍．

灘

濃隣． 蒙＄

1－E． Hemorrhage

嚇・

識

1－F． Destructive cahcification
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Table 2

histopathological
changes

ca、、s AD凹ユ50。g AD岡一40・g AD図一門

（N－23｝ （N一・4） （N－15｝ （N－4）

 ．2 ．“3
    recc：pmm
（N－16） （N－7）

cellular atrophy

exfoliation

necrosls

hyalinous
degeneration

hemorrharge

destructive
calicfification

｛g22C．s，4 ｛foo）

13     3

（56．5＞ ｛75．0）

7
〈30．4）

5

（21．7）

1

（25．0｝

2

（50．0）

5     2
｛21．7｝ （50．0）

1

（4．3）

o

14
｛93．3）

8
（53．3）

5

｛33．3）

2

03．3）

2

〈13．3）

o

3

（75．0）

2
｛25．0）

1

（25．0）

1

（25．0）

1

｛25．0）

o

15   7
｛93．8） （100）

8    5
（50．0） （71．4）

5    2
（31．3） （28．6）

3    2
（18．8） （28．6）

3    2
（18．8） （28．6）

o 1

（14．3）

1一一Adriamycin． 2一 primary case．

4一 ％． cases／N x loo

3一 recurrent case

考 察

 今回のADM膀注後の主要病理組織学的変化は腫

瘍細胞の萎縮，剥離および壊死であった．これらの変

化をFig．2のように関連づけた．つまり腫瘍細胞の

萎縮は腫瘍細胞の壊死および剥離の先行変化であり，

また，ADM膀注療法の目的である腫瘍消失は細胞の

剥離および壊死に後続するものと考える（Fig．2）．

 ADM膀注による膀胱腫瘍の病理組織学的な変化

に対する検討の報告は少ない．宇山ら3）はADM膀

注療法と密接に関係あると考えられる病理組織学的変

化として，腫瘍表面の細胞剥離，出血および壊死，腫

瘍内あるいは浸潤先端部の間質反応に着眼し，細胞剥

atrophy of tumor ce Hs exfoliotion

獣 ll
xX

x（X， pstemorrhoqe

繍｝i

費Gi

．Cl ti

4’ ll

  ［I
  il
  il

  II
  ii

  ll

disappearonce
of tumor

r’

P”

il

撃狽

tl

狽
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degeneration

      il

necrosis of turnor cells
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Lk“

If’
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Fig． 2． Pathological changes associated with
intravesical instillation of adriamycin

離は．ADMI2，000γ／ml濃度で72・7％，1，000 r／mlで

は36。4％，出血は2，000γ／mlでは27．3％，1，000 r／m1

で36．4％，さらに壊死ex 2，000 r／mlで18．2％，1，000

r／mlで36．4％の発生頻度であり，また，間質反応は

ほぼ全例に認められるが，やはり2，000γ／ml群に強

く現われていると述べ，これら腫瘍表層部の変化，腫

瘍細胞の剥離出血壊死は間質反応とともにADM
の濃度依存性であると報告している．今回，著者の症

例においても組織学的変化の種類および頻度もほぼ同

様であり，ADM濃度依存性を疑わせるが，腫瘍細胞

の壊死に関しては濃度依存性に関し言明できない．

 また，Murphyらはmitomycin C， thio－TEPA膀

注時において膀胱腫瘍および正常粘膜細胞の変化はお

もに細胞剥離であり，この変化はこれら抗癌剤本来の

制癌作用である DNA合成阻害作用というよりは化

学毒性によるものでありうると述べている4）．先に

Murphyらは生理食塩水をはじめとする各種化学薬

剤膀胱内注入においていずれの場合にも膀胱粘膜細胞

の結合を阻害し細胞剥離を促すとし，膀胱内カテーテ

ル挿入の物理的影響の可能性についても示唆してい

る5・6）．また，Kooらは蒸留水のラット膀胱内注入に

より細胞間質の膨化（watcr artifact）などの形態学

的変化とともに，細胞のmitosisを増長し表面細胞

の壊死を促すと報告している7）．今回，著者の症例に

おいて，細胞の萎縮および剥離という一連の主要な変

化はMurphyらにより報告されたmitomycin Cや

thio－TEPAによる変化と同様であり、 ADM本来の
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制癌作用であるRNA阻害作用というよりは，化学

毒性つまり薬剤を膀胱内に注入したということによる

非特異的な変化であると考える．いっぽう，組織の破

壊に関してはADMの抗癌作用によるものか，薬剤

注入によるcell cycle刺激現象によるものかは不明

であるが，その出現頻度に濃度依存性のない点が興味

深い．

 いずれにしてもADM膀注効果を腫瘍組織の病理

組織学的変化として検討を加えると，その大部分は非

特異的な作用にあるということができる．

        ま  と  め

 膀胱腫瘍手術前の短期間にADMを膀注し，その

腫瘍細胞に与える影響を病理組織学的に検討した．26

症例中3例に腫瘍の消失を認めた．腫瘍の主要な病理

組織学的変化は，細胞の萎縮，剥離および壊死であり，

これら変化はADMの化学毒性により誘発される可

能性について報告した．しかしながら抗癌剤投与後の

効果を病理組織学的所見のみにより論ずることはいろ

いろ問題があり，今後さらに検討を加えるつもりであ

る．

 本論文の要旨は第47回日本泌尿器科学会東部連合総会にて

報告した．稿を終えるにあたり病理学的検討についていろい

ろ御教授下さった福島労災病院病理科，箱崎半道部長に深く

感謝致します．
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