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膀胱癌の放射線治療とβ一glucuronidase

鳥取大学医学部泌尿器科学教室（主任：後藤 甫教授）

      竹． 中  生  昌

      池  田  嘉  之

THE EFFECT OF THE RADIOTHERAPY ON URINARY’

   AND SERUM P－GLUCURONIDASE ACTIVITY
        IN THE BLADDER CARCINOMA

Ikumasa TAKENAKA and Yoshiyuki IKEDA

Fro7？t・ tlze DePartment of Uro／ogy， Tottori University School of Medicine

          （Directer： Prof． U． Gqto， M． D．）

  Urinary and serum S－glucuronidase was determined by Tsukamoto’s method as a biochemi－

cal index of therapeutic effe¢t of radiation therapy of bladder tumor．

  The patients were divided into four groups， bladder tumor （Group 1）， tumor of the kidney

’and renal’ 垂?撃魔奄?（Group 2）， prostatic carcinoma （Group 3）， and urolithi’asis and infiainmation

（Group 4）．

  Over 70．0／o of patients with bladder tumor showed P－glucuronidase higher than 1000 U．

Gro／lp ？“ and 3 also showed high P－glucuronidase level but Group 4 the level withln normal

range．

  Urinary B－glucuronidase remarkably elevated along the course of irradiation， transiently

decreased at 2000 tads， again increased at 3，000N4，000 rads， and finally decreased at 6，000 rads．

  Administration of Glucaron， an inhibitor of P－glueuronidase， ．resulted in decrease of the

enzyme level in all the recurrent tumor cases． Tlie level， however， again incr’eased along

with growth of tumor．

  In the cases whose radiation therapy was cornpleted， P－glucuronidase started to elevate ・

regardless the course of tumor itself．

  Above results proved that urinary P－glucuronidase is released into circulation from the

tumor itself undergoing cellular degeneration due to radiation therapy． Urinary 3－glucuroni－

dase is a good biochemical index to know if sensitivity to radiation therapy exists or not．

緒 言

 膀胱腫瘍の治療は，それぞれの施設で，泌尿器科医

の得意とする方法でおこなわれており，決まった方法

はない．したがってその遠隔成績も報告者により異な

っている．従来放射線治療は，手術が不可能な症例に

対しておこなわれる傾向にあったが，最近60Co，ベー

タトロン，リニアアクセラレーターなど超高圧放射線

発生装置の開発によって，放射線照射単独あるいは手

術療法，化学療法剤との併用による治療成績の向上が

報告され2，8・21・24），癌治療の：方向を大きく変えてきて

いる．

 鳥取大学病院においても，膀胱腫瘍に対しては，外

科的手術療法と放射線治療による遠隔成績に差がない

ことからto，17・18），まず放射線照射をおこなうことを原

則としている．そしてその後の経過によって，放射線

照射の継続あるいは手術療法への変更をおこなうよう

にしているが，その経時的効果の判定として，X線検
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査，内視鏡検査のほかに，routine検査として，

Papanicolaou法による尿中細胞診をおこない，その

成績についてはすでに報告した6）．

 今回は悪性腫瘍などに高値を示し11），とくに膀胱腫

瘍の発生に重要な関連を有するDといわれているβ一

’glucuronidase（以下β一Gと略す）に注目してみた．

すなわち本酵素が腫蕩の消長とともに変動するもので

あ．るならば，放射線治療効果の判定基準として生化学

的なアプローチが可能になると考え，放射線治療施行

中の膀胱腫瘍患者について，経時的に血清および尿中

βrG値を測定した．

対 象

 1971年1月目り72年12月までに，鳥取大学病院にて

膀胱腫瘍の診断のもとに放射線治療をおこなった40例

を対象とした．

 線源は6DCo，ベータトロンを用いて，3～6週間に

3，000～6，000rads照射したが，この間1，000 radsご

とに血清および尿中β一G値を測定した．

 対照群としては，非腫瘍性疾患ならびに膀胱腫瘍以

外の尿路性器腫瘍患者についておこなった．

        β一Gの測定

 従来用いられていたphenolphthalein mono－glu．

curQnideの代りに，塚本試薬として発売されている

p－nitrophenyl glucuronideを用いた．

 1，検体

 尿は24時間尿の全尿量を測定後，全尿の一部を採取

し，0～4℃の冷暗所に保存した．血清は日内変動を

考慮して，朝7時に採血し，血清を分離後保存した．

 2．試薬

 ①基質：0．1Mp－nitropheny1β一D－91ucopyrano－

   siduronic acid（純正化学K．K）［〉 NDG（以

下NDGと略す），

 ② 酸性緩衝液：0．1M酢酸緩衝液（血清用pH

   4．0，尿用pH 4．7）．

 ③アルカリ性緩衝液：0．1M水酸化ナトリウム溶

   液．

 3．定量操作

  0，1M酢酸緩衝液        0．8 ml
     vl

  O，1M NDG        O．1ml加
     ・
  38。C water bath 10分間加？’li’1
     vl

  検体（尿または血清）      0．1m1加
     ・
     38QCにてincubation
       尿  15時間     i
       血清 10時間
  0．1N NaOH 緩衝液     0．1ml加

     ・

  蒸留水  4．Oml加
     vl

  分光光度計   400mμにて比色

 4．計算

 標準曲線を使って，遊離したp－nitrophenolのμ9

数を求め，次の計算式より，100ml，1時間当りのμg

数であらわす．

遊離P－nit・・ph・n・1μ9× 100
                 コ単位／dl／hr
    被検液量            保温時間

 5．正常値

 本法による私たちの測定条件のもとでの正常範囲

は，標準曲線などから，尿＝・ 1000単位／d1／hr，血清

500単位／dl／hrと設定した，

成 績

 1．各種疾愚とβ・G値（Fig．！，2）

 膀胱腫瘍と比較するため，対照として①腎腫瘍，②

前立腺癌および肥大症，③尿石症などその他の良性疾

患についても測定した．

尿中β一G値1膀胱腫瘍では最高4，800単位という高

値を示したものもあったが，40例中1，000単位以上の

異常値を示したものは28例（70％）であった。しかし正

常値を示した30％には，組織学的にも，内視鏡的にも

腫瘍をみとめた．また腎腫瘍，前立腺疾患では全例が

高値であった．これに対し，良性の疾患群では11例中
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Fig． 1． Urinary P－glucuronidase．
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Fig． 2． Serum B－glucuronidase．

2例（18％）に異常値を示した．

血清β一G値：500単位以上の高値を示したものは膀

胱腫瘍40例中31例（77．5％），腎腫瘍80％，前立腺腫

瘍71％であったのに対して，良性疾患群でも64％にみ

られ，腫瘍疾患でとくに有意の差があるとはいえなか

った．

 2．放射線照射とβ一G値の変動（Fig．3，4）
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 放射線治療にともなう血清および尿中酵素の変化を

みるために，1，000radsごとに膀胱腫瘍患者の尿中お

よび血清β一G値を測定し，経時的変化を検討した．

 尿中β一G値：3，000～6，000 rads照射した膀胱腫

瘍患老9例について測定したが，照射前正常範囲に

あった症例と，異常値を示していた症例では，その

変動にいちじるしい差がみられた．すなわち，1，000

単位以下の正常域群では，1例に3，000rads時に

1，200単位の高値を示したが，4，000radsでふたたび

下降し，とくに放射線照射による変化を指摘できなか

った．

 これに対して，異常高値群では，6例中1例を除い

て1，000radsで上昇し，なかには50％以上の増加を

みた症例もある．しかし2，000 radsになると，反対

に下降し，照射前よりも低値を示した．さらに3，000

～4，000radsではふたたび上昇し1例を除いては照射

前および1， OOO rads時の値をも超えて急激に．ヒ昇し

た，

 5，000 rads以上照射しk症例は，腫瘍の消失あるい

は手術療法への変更のため，わずか2例であったが，

いずれも減少傾向を示し，6，000rads終了時には照射

前にくらべて低値を示した．

 血清β一G値＝膀胱腫瘍／0例について，放射線照射

による経時的変化をみた、照射前正常値を示した4例

では，1例に1，000rads後著明に増力上し，約2倍の

高値を示した．また3例には，とくに著しい蒙化がみ

られなかったが，6，000rads照射終了時には，2例に

おいて照射前の値を超えて異常値を示した．また500

dn…i計

4000

3000

2000

）ooo

Fbe－
     100C・ 2000radiation

5000 4000 5000     Post－
6」OkOO（

    radi就i㎝Rads

Fig． 3． Urinary S－glucuronidase during radiotherapy．
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Fig． 4． Serum P－glucuronidase during radietherapy．

単位以上の高値群6例では，3例に1，000radsにて

減少し，照射線量の増加とともにわずかに上昇をみた

ものもあるが，6，000 rads時にはいずれも照射前に比

べて低値を示した．また2例では1，000～2，000rads

で上昇し，2，000～3， OOO radsで減少し500単位以下と

なったが，1例において6，000rads時に照射前より

高値を示した．全般的にみて，尿中β一G値ほど特異

な傾向はみられなかった．

 3．グルカロン（以下SLAと略す）投与とβ一G値
（Fig． 5， 6）

 膀胱腫瘍の手術後および再発例のうち，放射線治療

をおこなっていない症例に対して，β一G抑制剤である

SLA 1．5g／日を約1年間にわたって経口的に投与し，

尿中および血清β一G値を測定した．

 尿中β一G値：一部の症例をのぞいて，本剤投与と

ともにβ一G値は著明に下降した．投与前3，000単位以

上の高値を示した症例でも2～3ヵ月投与でほぼ正常

範囲にまで下降し，再発のみられない症例では，低値で

あった．しかし明らかに再発がみとめられた症例では，

本剤投与にもかかわらずβ一G値は上昇傾向にあった．
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Fig． 5． Urinary P－glucuronidase during administration of SLA．
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 ．ぽ皿清β一G値：一部には本剤投与により低下がみら

れた症例もあったが，尿中β一G値ほど明らかな変化

はなかった．すなわち再発の有無あるいは術後の処置

方法などによる影響は血清には全くみられず一SLA投

与による変動もほとんど指摘できなかった．

 4．放射線治療後のSLA投与と尿中β一G値（Fig．7）

 各種放射線照射後，．なお異常値を示し7例に対し

て，SLA 1．59／日を約1年間にわたって経口投与し，

尿中β一G値の変動をみた．その結果，本剤投与とと

もに，尿中β一G値は全例に著しい下降をきたし，2

～3ヵ月目には正常範囲内にまで下降した4そして本

剤連用中は，腫瘍の再発の有無にかかわらず低値を示

していた，しかし途中で本剤服用を中止した2例で

は，あたかもrebOundのように急上昇し，照射前後

6 ？ 8 9 1o n

Serum P－glucuronidase during administration of SLA．

R
踊

の数倍にも達した．しかし臨床的には諸検査によって

も腫瘍の悪化を示した所見は得られなかった．

 5．放射線治療とSLAの併用（Fig．8）

 症例は61才男性；膀胱腫瘍stage B2，尿中細胞診

class II工b，生検による組織学的診断はanaplastic

carcinoma，尿中β・G値200単位，血清β一G値750単

位であった．

 放射線照射により，尿中β一G値が上昇することを

すでに経験したので，上記症例に対し，SLA 1．5g／

日，VB660mg／日を経口投与し，3週目より放射線

照射を開始した，その結果，1，0QO単位以下の正常範囲

内での変動に過ぎなかったが，尿中β一G値はしだい

に上昇し，3， OOO radsで540単位ながら最高値を示し，

漸次減少したEさらに血清β一G値は治療前高値を示
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Fig．7． Urinary．β一glucuronidase during 4d皿inistration o｛SLA after irradiation．
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Fig． 8． P－g1ucuronidase during radiotherapy．

していたが，尿中β一G値とは逆に減少し，3，000rads

で最低値となり，ふたたび上昇した．この症例は，放

射線照射によく反応し，膀胱鏡検査でも腫瘍の縮小著

明であったため，放射線照射4．ooe radsで中止し，

SLA内服により経過観察中である，

考 察

 悪性腫瘍に対する放射線治療は超高圧放射線発生装

置の開発とともに，放射線生物学の進歩，放射線照射

による副作用のeontrol，さらには適当な外科的処置

との併用により，放射線治療の役割がしだいに大きく

なってきている．膀胱腫瘍においても，最近Veenema

ら24）は膀胱腫瘍の治療成績を比較して，放射線照射と

外科的処置の併用がもっとも優れていると報告してい

る。

 現在おこなわれている治療方法として，①根治的照

射，②姑息的照射，③術前照射，④術後照射に分けら

れる．姑息的照射としては，腫瘍の転移にもとつく痙

痛の緩解あるいは出血巣に対する止血効果を期待して

おこなう場合が多い．また術後照射はTURを除いて

の外科的処置の後，約1ヵ月間の間隔をおいて照射し

ているが，一般に搬痕化のため感受性も低下してお

り，さらに副作用が出現しやすいため，腫瘍のcontrol

はかなり困難である．したがって膀胱腫瘍に対する放

射線治療としては，私たちの教室では根治的照射ある

いは術前照射を原則としている．根治的照射として

は，全骨盤域に6。Coにより1，000 rads／週→計3，000

rads，そのこ照射野を狭くしてベータトロンにより，

膀胱部に1，000 radsノ週→計3，000 radsを追加照射し

ている．術前照射としては，放射線照射にともなう副

作用の多いもの，あるいは放射線感受性が低いと判断

された症例に対して，60Coによって全骨盤部に3，000

～4，000radsの線量を照射し，約1ヵ月の休止期間を

おいて外科的処置をおこなうことを基本としている．

 しかしながら，膀胱腫瘍においては，非常に個体差

があり，しかも多発性あるいは礪慢性に発生すること，

また早期よりリンパ節転移をきたしやすいこと，さら

に放射線に対してさまざまな感受性の相違があること

から，治療経過あるいは治療成績もいろいろ差があ

る．放射線治療中のcontrolとしては，詳細な膀胱鏡

検査と，X線検査による細密な観察が必要である．し

かし腫瘍の大きさ，表面の変化のみで予後の判定を下

すことは危険であり，さらには計画した照射線量でじ

ゅうぶんなpermanent controiに達しているかどう

かもわからない．そのため私たちは，患者に負担な

く，確実に材料が採取でぎる尿中細胞診を利用してお

り，その成績も子宮癌・肺癌などの報告と同様に優れ

た方法であることをすでに発表してきた6）．しかし放

射線照射にともなう細胞の変化も，尿路上皮には不定

形が多いこと，さらに細胞構造の判定には相当の技術

を要することから，かならずしも一般的な方法とはい

えない．

 そこで客観的に判断することができる生化学的アプ

ローチとして，悪性腫瘍に高値を示し，なかでも膀胱
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腫瘍発生に関係が深いといわれるβ一glucuronidaseに

着目してみた．β一Gは哺乳動物のあらゆる組織および

体液に存在し，とくに肝，腎，脾および内分泌臓器に

活性が高いとされているtこの酵素は尿中に排泄され

るβ一glucuronideの加水分解を触媒する作用をもっ

ており，いろいろな生理的・病的変化によって，その

活性が変動することはよく知られている11）．

 膀胱癌との関連については，Boyland1）以来すでに

数多くの報告7・13・14・26）がみられ，多環性芳香族アミン

のグルクロン酸抱合体が，β一Gにより水解されて発癌

の誘因となることは，すでに周知のことである、

 私たちも各種疾患について，血清および尿中β一G値

を測定したところ，良性疾患に比べて，膀胱腫瘍では

尿中β一G値の高値例が多かったが，なかには肉眼的

にも，組織学的にも明らかに種瘍が存在していたのに，

β一G値は正常範囲を示した例もあった．さらに腎腫

瘍，前立腺疾患で高値を示したこと，および血清β一G

値では，瞳瘍群，非腫瘍群ともに変化がなかったこと

は，症例数の問題，さらには膀胱腫瘍の組織像あるい

はstagingの問題もあろうが，本酵素が膀胱腫瘍に

特異的なものとは思われなかった．

 尿中に出現したβ一Gの由来について， Bo’ylandらD

は血清β一G値と尿中β一G値との間に平行関係をみ

とめたことから，尿中β一Gは腎糸球体より濾過され

たとしている、これに対しKerrら9）は腎組織あるい

は尿路上皮から分泌されたもので，膀胱腫瘍での尿中

β一G値の上昇は腫瘍組織から直接尿中へ接触移行する

ためであるとし，1司様の見解をとる報告も多い4・26）、

組織化学的にもFishmanら3）は，悪性腫瘍の細胞組

織内においてはミトコンドリアに一致してβ一G酵素活

性が高いと報告し，膀胱腫瘍でも悪性度の高い組織部

分にβ・Gの強い分布がみられるとの報告が多い19・2。・

26）

 私たちの測定の範囲内では，症例も少ないが血清と

尿中のβ一G値とは平行関係はなく，一部では逆比例

を示した症例もみられた．このことは尿中に出現した

β一Gは，腫瘍組織そのものから血中に分泌されて腎よ

り排泄されたとするHaijeら5）の報告にほぼ一致す

るもので，膀胱腫瘍組織に限らず悪性腫瘍では一般に

高値を示したのも当然であろう．

 膀胱腫瘍の放射線治療に際しての生化学的研究はほ

とんどない，そこで放射線照射中の経過観察ならびに

生化学的アプローチを目的として，60Coあるいはべ

一隅トpソ1，000 radsごとにβ一G値の変動を検討し

た．その結果はすでに述べたように，放射線照射によ

ってβ一G値は多様の変化を示したが，腫蕩の消長に
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関係なく多くは照射開始とともに急激に増加し，その

こ一時的に増減を示したが6，000 rads照射後は照射

前に比べて減少していた，このような増加は実際に真

のβ一Gが増加しているのか，あるいはなんらかの類

似反応によるとも考えられる．そこでβ一G抑制剤で

あるSLAを投与したところ，尿中β一G値は急速に

減少し，逆に本剤を中止するとふたたび急増して異常

高値を示した．しかし血清中のβ一G値は尿中β・G値

ほど特異な変化を示さなかった．

 一般に放射線照射による酵素活性の変化として，松

平12）は①細胞構造の変化に伴う，ミトコンドリア，ミ

クロゾームおよび核からの酵素の遊離，②酵素に対す

る賦活剤あるいは随害剤の増減，③酵素の他組織より

の移動，④酵素に富む放射線に感受性の低い細胞の残

存，⑥組織構成細胞の比率の変化，⑥酵素自体の変

化，などをあげている．

 実験的にPellegrinoら／5）はラットに全身X線照射

をおこない， リソバ組織におけるβ一G活性を測定し

た．その結果照射後2～3日で臓器は退行変姓をきた

し50％の重量減少をみたが，β一G活性は逆に最大に達

した．そして組織の修復とともにβ一G活性も正常化

したと報告している．さらにRothら16）はうットに

700radsのX線を照射したとき，脾においてsuper・

natant fractionにβ一G値の70～100％の上昇をみた

が，nllclearおよびmitochondrial fractionではやや

減少傾向を示した．すなわちβ一Gの上昇は新しい酵

素の合成あるいは活性の増加によるものでな：く，相対

的な増加であると説明している．

 最近わが国でも膀胱腫瘍に対する放射線治療はかな

り注目されているが，まだ基礎的研究も少なく，また

β一Gとの関連についての報告はみられない．子宮癌の

症例についてWattsら25）はradium封入あるいは超

高圧X線照射によって尿中および血清β一G値は2～

3週後よりともに上昇し，照射終了後は低下した．こ

れは子宮癌組織中のβ一Gが放射線照射による破壊と

ともに遊離し，これが血中から腎を通って排泄された

ためと報告している．一方，田渕ら22）は子宮癌患者に

おいても同様にβ一G値は高いが，手術あるいは放射

線治療により減少したと逆の成績をあげている．そし

てTakiguchi23）は放射線治療をおこなった子宮頚癌

患者での血清β一Gの変動として，①まず上昇するが，

まもなく低下する，②徐々に低下していく，③変化し

ない，④上昇を続け高値を示す，の4型がみられ，これ

は癌組織の放射線感受性の相違によるものであると説

明している．膀胱腫瘍について，私たちの成績では，

臨床的にはX線照射により腫瘍の消失・縮小をみとめ
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た症例，あるいはなんら変化を示さなかった症例で

も，尿中β一G値は照射線量の増加とともに上昇した

が，血清β一G値には特異な変化がみられなかった．

すなわち放射線治療により尿路に面した腫瘍細胞構造

の変化をきたし，核，ミトコンドリア，マイクロゾー

ムから本酵素が遊離してそのまま尿中に排泄されたた

めと考えられる．

 膀胱腫瘍の発癌機構において重要な役割を有すると

いわれるβ一Gのこのような態度についてはいまだ文

献的報告もみられず，腫瘍を抑制させるはずの放射線

照射と，発癌を促進させるβ・Gの増加という相反す

る事実が同時に存在することについて，私たちの成績

の範囲内からは明白に説明することは困難である．し

かしながら放射線照射により尿中β一Gがさまざまな

変動を示したことは，腫瘍細胞の放射線に対する感

受性の差によって生じたと思われる．したがって尿中

β一G値の測定は膀胱腫瘍の放射線治療におけるfollow

upとして，腫瘍の消長を示す生化学的な指標の一つ

として利用しうると考えている．

結 語

 膀胱腫瘍の放射線療法における経時的変化の指標と

して，尿，血清β一glueuronidaseを測定した．

 1，①膀胱腫瘍，②腎および腎孟腫瘍，③前立腺腫

瘍，④その他（結石，炎症）に分けてβ一G値を測定，

膀胱腫瘍群では70％に異常値を示した，②および③群

ではいずれも高値であったが，④群では正常範囲にあ

った．

 2．．放射線照射開始とともに，尿中β・G値は著明に

増加し，2，000R前後で一時減少したが，3， OOO～4，000

Rでふたたび増加をみた．しかし6，000Rでは初回時

よりも減少した．

 3．β・G抑制剤であるグルカロンを投与すると，再

発例では全例にβ一G値の著明な下降があったが，睡

瘍の増大につれて，しだいに増加傾向もみられた．

 4．しかし放射線治療後の症例では，グルカロン投

与を中止すると，腫瘍の再発の有無とは無関係にβ一G

値の上昇がみられた．

 以上より，尿中β一Gは腫瘍細胞の放射線に対する

感受性の差によって，細胞の破壊程度に応じて直接分

泌されたもので，放射線治療におけるfollow upとし

て応用できると思われる．

 稿を終るにあたり，後藤教授のご指導，ご校閲に深謝いた

します．またβ一Gの測定に際してご協力いただいた中外製

薬KKにお礼申しあげます．

 なお本論文の要旨の一一一・部は第61回泌尿器科学会総会におい

て報告した．
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