
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

泌尿器科領域の悪性腫瘍における
癌胎児性抗原(carcinoembryonic
antigen) 第1報: 臨床的意義

伊東, 三喜雄

伊東, 三喜雄. 泌尿器科領域の悪性腫瘍における癌胎児性抗原
(carcinoembryonic antigen) 第1報: 臨床的意義. 泌尿器科紀要 1976,
22(6): 555-564

1976-09

http://hdl.handle.net/2433/121997



555

〔轡器欝r汽6津〕

泌尿器科領域の悪性腫瘍における癌胎児性抗原
            （carcinoembryonic antigen）

第ユ報 臨床的意義

京都大学医学部泌尿器科学教室（主任：吉田 修教授）

            伊 東 三 喜 雄＊

CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN （CEA） IN
   PATIENTS WITH UROLOGIC CANCER

L ACL工NICAL IMPLICATION

Mikio IToH

乃・m伽1）御伽翻げσナ・logrv， Fac吻・f Medi・鵬殉・彦・砺・er吻

                 （Chai．rman ： Prqf． O． Yoshidaj

    Radioimmunoassay for plasrna carcinoembryonic antigen ．（CEA） was performed in 163 patients

with ur610gic cancer， also in 58 control cases consisting of 42 non－cancerous urologic diseases and

16 normal and healthy subjects． ln 58 control patients， the plasma CEA were 3．1 ± 1．9 ngfml． On

the basis of this exp． ?窒奄高?獅狽刀C the positive plasma GEA level was designated as above 6 ng／m1， there－

fore among the 58 control patients， positive plasma CEA was found in 8．60／，．

    Out of 163 patients，59 patients（92 samples）had， at the time of assay， bladder c狐cer and the

plasma CEA values were 6．8 ± 4．9 ngfml． After treatment， 55 patients （74 samples） becarne free

of bladder cancer and the plasma CEA values were 3．1士1．9 ng／ml． The comparison was signi丘cant

（p〈O，OOI）， Of 59 patients with bladder cancer， the plasma CEA was high in 42 （45．60／o） of 92

samples． ln 55 patients who had treatment the plasma CEA was high in only 9（12．10／．） of 74 samples

after operation． Again， the difference was significant （p〈O．Ol）．

    Sixteen patients with renAl pelvic and ureteral cancer， the plasma CEA values were 6．8士5．4

ngfml． After treatment there were 8 patients free of renal pelvic and ureteral cancer and their plasma

CEA values were 3．5 ± 2．8 ngfml． ln’58 control patients， the values were 3．1 ± i．9 ngfml． The

difference was significant （p〈O．OOI）． Therefore， the plasma CEA was high in 8（500／．） of 16 patients

with renal and ureteral cancer， but after treatment only one （12．5D／o） was high out of 8 patients．

    There was a significant difference between renal pelvic and ureteral cancer and the control

patients （p〈O．OOI）， but 8 patients without the cancer after treatment showed no differenee．．

    In 22 patients with renal cancer， the plasma CEA values ． were 5．7 1 4．6 ngfml． After treat－

ment，’@9 patients without ；enal． cancer showed the plasma CEA values 2．8 ± 1．3 ng／ml． The

difference was not significant． The incidence of CEA－positive cases in renal can’cer was 36．30／，， but，

after treatment 9 patients free of renal’cancer were all CEA－negative． ln 9 patients with prostatic

cance・・gh・ pl・・m・cEA w・・6・o士4・9・g／ml・Thi・val・・w・・sig・i丘・a・tly high（P〈o・01）・wherea・

in 11 patients with well controlled ’ 垂窒盾唐狽≠狽奄?caricer the plasma CEA were 3．2 ± 1．5 ng／ml．’ Of 9
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patients with prostatic cancer， 3 were CEA－positive （33．30／．）， on the other hand 11 patients with well－

controlled prostatic cancer were all CEA－ncgat量ve． Of 58 contro正patients，14 had benign prostatic

hypertrophy in which plasma CEA was 3．6士2．O ng／ml and only two（14．2％）were CEA－positive．

  Out of remaining 9 patients with other urologic cancers， 2 penile cancer and one testicular

cancer showed positive results．

  The values of CEA in the urologic malignancies with metastases were 10．8 ± 7．2 ng／ml in blad－

der cancer and 11．1 ± 6．6 ng／ml in pelvic and ureteral cancer． On the other hand， those who had

no metastatic lesion showed CEA vaiues as low as 6．8 ± 4．4 ng／ml in bladder cancer and 4．8 1 3．4

ng／ml in pelvic and ureteral cancer． The difference was significant （p〈O．05）．

  There was no direct correlation， between the stage or grade and plasma CEA in 51 bladder

can¢er patlents．

  In the treatment of urologic cancer patients， the plasma CEA appeared to be usefu1 in the follow

up， also， in evaluating effects after treatment， especially in bladder， renal pelvic， ureteral and

prostatic cancer patients．

緒 言

 正常組織が癌化した場合ある種の抗原を産生する

ことが，かなり以前より知られている．この抗原が

正常組．織にみられない場合には腫瘍特異抗原（tum・r

specific antigen）であり，正常組織にみられてもそれが

非常にわずかであった場合には腫瘍関連抗原（tum・r

associated or related． ≠獅狽奄№?氏jと呼ばれているもので

ある．

 また悪性腫瘍組織と胎児組織との間には種々の共通

点を有することが知られており，正常細胞が癌化する

と生後停止していた胎児性蛋白の産生がふたたび始め

られるという現象がみられる．これが抗原の復帰変異

（antigenic reversion）といわれるものである1）．

 近年こめような抗原が免疫化学的手段により担癌生

体より検出されうるようになり，種々の癌の免疫学的

性格の解明がなされつつある．さらには微量の抗原も

radioimmunoassayにより検出可能になり，癌組織ば

かりでなく癌患者の血中にも検出されるようになると

臨床的に癌診断に応用されるものも見いだされてき

た．

 現在このような観点より実際に臨床応用がなされて

いるものは肝癌におけ’るalpha－foetoprotcin（AFP）で

あるが，これに加えて1965年Goldら2）が結腸癌組織よ

り発見した癌胎児性抗原（carcinoembryonic antigen，

以下GEAと略）がある．最初は結腸癌の腫瘍特異抗

原と考えられていたが，CEA測定法の改善がなされ

るにつれて他の消化器系癌のみならず乳癌，肺癌，尿

路系の腫瘍など非消化器系の癌患者の血中にも検出さ

れるようになり，腫瘍関連抗原として癌の診断的価値

をもつのではないかと考えられるようになった．

 著者はとくに膀胱癌が消化管と同じ内胚葉由来の臓

器であることに着目し，膀胱癌患者の血漿CEAにつ

いて検討を始めたが，そのこ腎癌，前立腺癌などでも

CEAが上昇している患者がいることがわゐ・り，これ

ら挙よび陰茎癌，睾丸腫瘍を含めて泌尿器科領域にお

ける悪性腫瘍患者の血漿CEAについて臨床的検討を

おこなった．

対象および測定方法

A．対象

 1974年11月中より1976年3月までの問に京都大学医

学部附属病院泌尿器科および京都市立病院泌尿器科に

て治療を受けた悪性腫瘍患者163例と良性疾患患者42

例および正常人16例を対象とした，EDTA入り採血

スピッツに1回約10mlの静脈採血をおこなって得

た血漿を測定日まで凍結保存し総計315検体につき

CEAの測定をおこなった．

B，測定方法

 血漿GEAの測定にはHanscn et a13）が考案した

zirconylphosphate gelを用いたロッシュキット（米国

ロシュ社命）を使用した．まず1検体につき0．5mI

ずつの血漿を2重測定のため2本の試験管にとり，

1．2 M過塩素酸2．5mlを加えて遠心分離し除蛋白を

おこなう．ついで透析チューブに上澄身注ぎ，脱イオ

ン水にて約12時間，さらに0．01M酢酸アンモニウム

緩衝溶液（pH 6．5）にて3時問以上の透析をおこなっ

た．これを試験管にとり，一定過剰量のCEA抗血清

25μ1を加えて恒温槽45。Cにて30分保温し，検体CEA

と抗血清との抗原抗体複合物をつくらせる．．さらに

i2Sl－CEA 25μ1を加え，同じく恒温槽にて30分保温し

て余剰抗血清と1251－CEAの複合物をつくらせる．た
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だちに．zirconylphosphate gel 2．5 m1を加え抗原抗体

複合物を吸着させ遠心分離し，上澄を捨てて余剰の遊

離1251－CEAを分離したのち沈殿物（複合物）中の放

射能をγ一シンチレーションスペクトロメーターにて

計測した．．そして測定日ご．とにCEA標準液を同時測

定して得た検量線より検体の．CEA値を読みとり検体

1ml中のCEA値．（n9）を得た．

成 績
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A．．対照および疾患別血漿CEA値（Table 1・Fig・1）

1．対照

 当研究室のスタ．ツフ16例，良性疾患患者42飢計58

例を対照とした．．男性38例，女性20例，平均年齢48．2

歳（最低年齢21歳，最高年齢81歳）であり，その平均

Table 1． ． Plasma CEA levels in patients with urologic cancer

Number of    ．

垂≠狽撃?獅狽

Number of
@samples

Mean＋SD     『

Signi五cant
ﾇom non－
モ≠獅モ?窒nUS

@disease

Signi丘caat
uom the o            o mactlve

@disease

Bladder cancer

Renal pelvic’ and
      ureteral cancer

Renal cancer

Prostatic cancer

Benign prostatic hypert；ophy

Penile canc’er

Testicular cancer

Non－cancerous disease

actlve

lnact1VC

active

lna．ctlve

active

lnactlve

active

ロ              ロ

三nactlve

   actlve
ロ               

mactive

active

サ              コ

lnactlve

59

55

16

 8

22

 9

 9

1王

14

 2

 4

 7

 3

58

92

74

16

 8

22

 9

 9

11

14

 2

 4

 7

 3

58

6．8±4．9

3． 1±1．9

6．8±5．4

3．5±． 2． ．8

5．7±4．6

2．8士1．3

6．0±4．9

3．2±， 1．5

3．6±2・0

14．7±8．4

’5．0±2．6

4．2±2．5

1．8±O．6

3．1＝ヒ1．9

Pく0．601

  NS

P〈O・OOI

  N．S

P〈O・OOI

  NS

p〈o．o！

  NS

  NS

p〈O．OOI

  NS

  NS

  NS

  NS

PくQ・001

NS

NS

NS

NS

NS

 active： Patiehts with original or recurrent cancer and／or metastasis at the time of assay．

inactive： patients without cancer after treatment at the time・ of assay．

   NS： not significant
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Fig． 1．
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CEA値は3・1±1 ．9 ng／mlであった．測定結果の度数

分布をみると，0～2・5ng／mlは24例（41％），2・6～

5．o ng／mlは26例（45％），5・1～10・o ng／mlは8例（14

％）で最高値は前立腺肥大症の8．5ng／mlであった．一』

2．膀胱癌

 再発および転移症例を含めて治療前の患者（以下有

腫瘍患者と略）は59例であるが，再発時には治療の前

後で採血測定し，それぞれ有腫瘍および無腫瘍群の1

検体とした．したがって有腫瘍患者の検体数は92検体

であった．その平均値は6．8±4．9ng／mlで対照の平

均値より明らかに高値を示した（p＜0・001）・その測定

結果を度数分布でみると，0～2．5ng！mlは19検体（21

％），2．6～5．o ng／mlは20検体（22％），5・1～lo・o ng／

mlは35検体（38％），10．1～20。O ng／mlは15検体（16．1

％）であり20．lng／ml以上の高値を示したのは3例

3検体（3％）であった．この3例中2例は明らかに

転移を有し，1例は再発をくり返している症例であっ

た．

 治療後で膀胱鏡的に再発もなく，また転移も認めな

い患者（以下無腫瘍患者と略）は55例で，前述のごと

く同一症例の再発治療後も1検体と数えたので74検体

であり，平均値は3・1±1．9 ng／mlで対照例の平均値

と同じであった，また度数分布をみると，0～2．5ng／

mlは33検体（45％），2・6～5・O P9／mlは25検体（34

％），5．1～10・Ong／mlは16検体（21％）で最高値7．7

ng／mlであった．

 有腫瘍患者と無腫瘍患者との平均値による有意差検

定をおこなうと0．1％以下の危険率で明らかに有腫瘍

患者のほうが高い値を示した，

3．腎孟尿管癌

 治療前あるいは原発腫瘍摘除後であっても再発・転

移を認める有腫瘍患者は16例であった，そのCEA平

均値は6・8±5・4 ngfml、であり，明らかに対照とは有

意に高い値を示した（p＜0・001）．度数分布は0～2．5

ng／ml 6例（37．5％）， 2．6～5．Gng／ml I例（6．2％），

5．1～10．o ng／mlは5例（31．2％），10．1～20 ng／mlは

4例（25％）で20ng！ml以上を示すものはなかった．

腫瘍摘除後で臨床的に再発・転移のない無腫瘍患者は

8例でその平均値は3．5±：2．8 ngfmlで対照と近似値

であった．度数分布は0～2・5ng／ml 4例（50％），

2．6～5．0 ng／ml 2例 （25％），5．1～10．O ng／ml 2例

（25％）であった．

 有腫瘍患者は無腫瘍患者より平均値において高い値

を示したが推計学的有意差は得られなかった．

4．腎癌

 治療前あるいは腎摘除術術後であっても転移を認め

「る有腫瘍患者は22例で平均値は5．7±4．6 ngfmlで0．1

％以下の危険率で対照より高値であり，∫．度数分布は

0～2．5 ng！ml 8例（36％）st．2・6～5・O ng／ml 3例（14

％），5・1～10・o ng／ml・7例（32％），10・1Ar20・on＄傾1

4例（18％）で20。O ng／ml以上をしめす検：体はなか

った．これに対し腎摘除後で無腫瘍患者は9例で平均

値は2・8士1．3 ngfml．で対照と有意差はなく，0～2．5

ng／mlが4例（45％），2．6～5．o ng／mlが5例（55％）

と全例5．O ng／ml以下であった．

 有腫瘍患者の半数が血漿CEA 5・1ng／ml以上で高

い値を示す傾向にあるが，無腫瘍患者との平均値にお

ける推計学的有意差は認められなかった．

5．前立腺癌

 治療前の患者は9例で平均値は6・0±4．9 ng／m1で

あり対照と比較すると1％以下の危険率をもって有意

に高値を示した，度数分布は0～2．5ng／ml 3例（33

％），2．6～5．ong／ml l例 （11％），5．1～10．o ng／m1

4例（45％），10．1～20。Ong／ml l例（11％）であっ

た．これに対し前立腺凍結手術，除睾術，ホルモン療

法後など治療後で骨転移もなく酸性ホスファターゼも、

正常である患者はll例で平均値は3．2±L5ng／m1で

対照との差はなく，0～2．5ng／ml 3例（27％），2．6～

5．Ong／ml 8例（73％）と5．O ng／ml以上を示した例

はなかった．しかし治療前と治療後の間には1有意差

を認めなかった．

 前立腺肥大症14例の平均CEA値は3．6±2．Ong／m1

で治療後の前立腺癌患者とほぼ同じ値であった．

6．陰茎癌

 腫瘍摘除術術前患者はわずか2例であるが，平均値

16．8±：7．O ng／mlと明らかに高く，1例は20 ng／mlを

示した．腫瘍摘除術あるいはブレオマイシンと放射線

治療後は4例で平均値5．0±2・6 ng／mlであり，治療

後その値は減少傾向にあった．

7．睾丸腫瘍

 治療前3例，睾丸摘除後でも転移を有する患者4例，

いわゆる有腫瘍患者の平均値は4．2±2．5 ng／mlであ

り，これに対し治療後の3例の平均値は1，8±0．6ng／

mlであった．

B．転移の有無と血漿CEA値（Table 2， Fig．2）

 膀胱癌で有腫瘍患者59例中転移を有する患者は5例

でおもに腸骨リンパ節と肺転移であるが，そのCEA

平均値は10．8±7．2 ng／皿1と高く，膀胱癌が膀胱自体

に局在する患者の平均値6．3±4．4 ng／mlと比較し高

い値であった（pく0・05）・

 腎孟尿管癌の有腫瘍患者i6例中5例がリンパ節転移

を有する患者でありその平均値は11・1±6・6ng／mlで，
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Table 2． Comparison of plasma CEA lcvels between cancer， localized and with metastasis，
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Nu坤…fl
paUents l

N三牲、o引
Mean＋SD

L  Statistic ．

significance

Bladder cancer

Renal pelvic and’
    ureteral cancer

Renal cancer

Prostatic cancer

Penile cancer

Testicular cancer

with metastasis

localized

with metastasis

Iocalized

with metastasis

localized

with metastasis

localized

with metastasis

localized

with metastasls

localized

5

54

5

11

10

12

3

6

1

1

4

3

5

85

5

1工

10

12

3

6

1

工

・4

3

1

1 10．8±7．2

6．3±4．4

11．1±6．6

4．8±3．4

6．9±5．6

4． 8±3． 6

5．8±3．3

6．1±5．8

20．9

8．7

3．7±1．2

5．0±3．9

p〈O． 05

p〈O．05

NS

NS

NS

NS
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転移のない患者ll例の平均値4．8±3．4 ng／mlとくら

べて2倍以上ゐ高値を示し推計学的にも5％以下の危

険率で有意差があった．腎癌22例中10例に，また前立

腺癌9例中3例に転移を認めたが，転移の有無にもか

かわらず平均値は6ng／ml前後の値であった．．陰茎

癌，．睾：丸腫瘍は症例が少なく今後さらに検討を要する

が，．転移を有する陰茎癌1例は20．9 ng／ml．の高値を

示し，睾丸腫瘍はむしろ転移を有する患者の．ほうが低

い値であった．

GL膀胱癌の組織学的悪性度および浸潤度と血漿

CEA値（Fig．3）

 膀胱癌33例において組織学的悪性．度をBrodersの

Plosma CEA ［evels and grade of beadder tumor
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Table 3． 1ncidence of positive CEA in urologic cancer

Active Inactive

NUInber of    o

@patlents
Number of
@samplcs

Incidence
盾?positive

@ CEA

Numbcr of
垂≠狽奄モ獅狽 N齢f誰欝

TotaI
唐≠高垂奄?

Bladder cancer

Renal pelvic and ureteral cancer

Renal cancer

Prostatic cancer

Penile cancer

Testicular cancer

59

16

22

9

2

7

92

16

22

9

2

7

45． 6％

50． 0

36．3

33・3

100．0

14．2

55

8

9

11

4

3

74

8

9

11

4

3

Tota1 1！5 148 90 109

12． 1％

12．5

0

0

50

0

166

24

31

20

 6

10

257

分類によりgrade I， IIとgrade III， IVの2群に

わけCEA値を検討した．前者19例の平均値は5．7±

2．9ng！皿で，後者14例の平均値は6．6±3．1ng！m1で

悪性度とCEA平均値は有意差を認めなかった．

 また膀胱癌18例において組織学的浸潤度をJewett

の分類によりstage O， A， Btとstage B2， Cの2群

にわけCEA値を検討した．前者9例の平均値は6・2

±3．O ng／mlで，一方，後者9例の平均値は6・6±2・9

ng／mlであって浸潤度とGEA平均値は有意差を認め

なかった．

 しかし，6ng／ml以上を陽性として陽性率で検討す

ると，grade I， II群31％， grade III， IV群57％と

未分化傾向にあるほうが陽性に出る患者が多く，また

stage O， A， B，群44％， stage B2， C群66％とやは1り

浸潤の進んでいるほうが陽性に出る患者が多かった．

しかしいずれの場合にもx2検定による有意差は認め

られなかった．

D．血漿CEA陽性率による検討（Table 3）

 欧米ではこの測定法による正常上限を2．5ng／m1と

して報告されているが，わが国においては健康者でも

高い値が出るようであり，健康と思hれる330人を対

象とした測定結果は4．1±0．1ng／m1であり，これは食

生活，嗜好品の差によるもので，わが国でOX 4．2 ng／

・pl以下を正常とするのが妥当であるという報告があ

る4）．また，CEAロッシュキット共同研究中間報告に

よると日本人の健康老223例で5．1 ng／ml以上を示す

ものが7％あること，喫煙者は103例で5．1 ng／ml以

上を示すのが13％あるということなどを考慮して著者

は6ng／ml以上の値を示す場合を臨床的に意義あるも

のと考えS），これ以上を陽性として各疾患別陽性率を

検討した．

 健康者16例中2例（12．5％）が陽性で，1例は喫煙

者であったが，他の1例はとくに異常を認めていな

い．良性疾患患者42例中3例（7．1％）が陽性で1例

は尿管結石の患者で他の2例は前立腺肥大症の患者で

あった．対照とした健康者および良性疾患患者58例の

なかで6 ng／ml以上を示したのは5例（8．6％）であ

った．

 膀胱癌で有腫瘍患者における陽性率は45．6％（42／

92検体）であり，これに対し治療後で無腫瘍患者にお

ける陽性率は12．1％（9／74検体）であった．この陽性

率のx2検定によると，対照および無腫瘍患者にくら

べて0，1％以下の危険率で有腫瘍患者のほうが陽性に

出る頻度が高いことがわかった．転移を有する場合は

80％（4／5検体）に陽性で，転移のない場合は42．3％

（36／85検体）が陽性であった．

 腎孟尿管癌では有腫蕩患者の50％（8／16例）が陽性

で，対照と比較し危険率0。1％以下で有意に高い陽性

率を示した．一方，治療後の無腫瘍患者は12．5％（1／

8例）と低い陽性率であった．また転移を有する患者

は80％（4／5例）が陽性であったが，転移のない愚老

は36％（4／11例）の陽性率であった．

 腎癌では有腫瘍患者の36．3％（8／22例）が陽性であ

るのに対し，腎摘除後で無腫瘍患者の9例すべて6

ng／ml以下であった．転移の有無による陽性率は40．0

％（4／10例），33．3％（4／12例）と転移を有する患者

のほうが陽性に出る傾向にあった．

 前立腺癌では治療前の患者の33．3％（3／9例）が陽

性で，治療後の患者は11例とも陰性であった．しかも

転移を有する患者は3例中2例（66．6％）が陽性であ

るのに対し転移のない患者は6例中1例（16．6％）が

陽性であったにすぎない．

 以下陰茎癌睾丸腫瘍ともに症例が少ないが陰茎癌

で治療前の患者2例とも陽性であったし，睾丸腫瘍で

はteratocarcinomaの1例が陽性であり今後AFPと

ともに検討を要する．

考 察

CEAは1965年Gold＆Frecdman2）が結腸癌組織
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より発見し，正常結腸組織には見いだされず，ついで

胎生6ヵ月までの胎児の腸管にも同じ抗原が含まれて

いることを証明した6）．そのためcarcinoembryonic

antigen（癌胎児性抗原）と命名し，結腸癌の癌特異抗原

として報告したのがはじめである．1968年にKrupey

ら7）がCEAの物理化学的性質の研究をおこない分子

量約200，000の糖蛋白であり，糖55％，蛋白45％の組

成をもち，沈降定数は6．9S～8 S， pH 7～8．5におけ

る電気泳動上で血清β一グロブリンの位置に泳動され

ることを報告している．

 そのこアミノ酸と糖成分の組成や抗原決定基などか

なり正確にわかってきている．しかしCEAの分離精

製法の改善がなされP純度も高くなったとはいえ，ま

だ均一成分とはいえず，また精製に用いた腫瘍の違い

により一定ではないようである．

 CEAが癌細胞のどこにあるかということについて

は蛍光抗体法やフェリチン抗体法などで癌細胞表面の

最外層にあるグリコカリックス中に局在していること

が証明されている9～11）．しかしこれはいずれも消化器

癌を嗣いだ研究であり，泌尿器系悪性腫瘍の場合の

GEAの局在についての検討はいまだなされていな

い．1969年になるとThomsonら12）の研究により

radio三mmunoassayが可倉旨となり微量のCEAが測定

できるようになると癌組織だけでなく患者血液中にも

検出されるようになった、それ以後CEAは腫瘍特異

抗原として消化器癌の診断・予後の判定など臨床応用

がなされるようになり多数の文献がみられる．

 しかしMartinら（1970）13）がGoldら2）の研究を

追試した結果，非癌結腸粘膜にも少量ながらCEAが

存在することを確かめ，癌特異抗原ではなく癌関連抗

原でありCEAの存在は質的な差ではなく量的なもの

であるといいだして以後，Chuら14）が正常人血漿中

にもCEAの存在を報告するなどCEAの癌特異性に

は疑問がもたれてきた． さらにCEA radioimmun｛）一

assay法の改善3）とともに内胚葉由来の消化器上皮か

らの癌のみならず，肺，膵，尿路癌でも陽性に出るこ

とがわかり，さらに良性疾患である潰瘍性大腸炎，胃

潰瘍，膵炎，肺結核，腎不全などにおいても陽性に出

ることが報告された．すなわち最初に考えられていた

消化器癌特異性は絶対的なものでな．く腫瘍関連抗原と

考えられるようになりCEAは広い範囲の悪性腫瘍に

おいて種々の検討がなされるようになった．

 泌尿器系疾患における血漿GEAについてはMoore

らユ6）が血液透析を受けている腎不全患者12例と腎移植

後の患者5例に測定し6例が陽性，また陰茎癌1例に

測定し陰性であったと報告しているが，泌尿器系悪性

寺
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腫瘍について本格的な研究はLo Gerfoら17）が膀胱癌

・腎癌・前立腺癌について検討をおこなっているのが

最初である．測定法の違い，正常値のとりかた，人種

の差などあり，いちがいに比較することが困難ではあ

るが文献上の陽性率を集計してみた（Table 4）・

 膀胱癌の場合陽性率はFraserら24）の7．7％から

Concannonら22）の78％まで報告者により異なるがだ

いたい40％台の報告が多く，集計すると339例中l18例

（35％）である．著者の有腫瘍患者では45．6％とやや

高率に陽性となっている．Reynosoら26）は膀胱癌44例

を調べ，腫瘍を有する場合（active）は50％に陽性であ

り，いっぽう腫瘍を有さない場合（inactive）は9％と

低いとし，stagc A， Bは25．9％， C， Dは23．8％に陽

性，またgrade I・IIは30．3％， III・IVは13．3％に陽

性であったと報告しているが，著者の場合と同様悪性

度および浸潤度と血漿CEA値との問に明らかな相関

は見いだされていない．

 いっぽうWechslerら2G）は膀胱癌患者17例でstage A

とBにはCEA陽性者はなく， stage C 66．6％， stage

D71．4％と浸潤度が進むにつれて陽性率も多くなるこ

とを報告している．Hallら21）は86例の膀胱癌患者の

血漿CEAをThomsonら12）の方法で測定している

が，正常上限を12．5ng／mlとした陽性率の検討をみ

ると，転移のない場合42．4％であるが，転移のある場

合は84。6％と高率で陽性にでている．またIonescu

ら25）は著者と同じ測定法を用い，膀胱癌患者43％に血

漿CEA陽性で，やはり転移例で高い値であったと述

べている．著者の得た成績では有腫瘍患者の血漿CEA

値は対照および無腫瘍患者にくらべて明らかに高い値

を示し，また転移を有する患者は有意に高い値を示し

た，さらに陽性率でみても治療前の患者は治療後の患

者にくらべて陽性の頻度が高かった．これらのことよ

り血漿CEAは膀胱癌患老の再発転移の有無，治療効

果の判定など有意義な検査法になりうると考えられ

る．

 腎孟尿管癌をとくに膀胱癌より区別して検討した報

告はみられない．腎孟尿管癌患者16例では対照に比較

して有意に高く，しかも転移を有する患者はとくに高

値を示し80％が陽性であったことは，早期診断がむず

かしくまた再発の発見がおくれ，予後が悪い腎孟尿管

癌の治療において本検査は有力な診断法になると期待

できる．

 腎癌の場合，文献的にも症例が少ないが，57例中22

例（39％）が陽性にでている．Reynosoら26）は腎癌9

例では手術前60％，腫瘍摘出後25％に陽性であったと

し，Wechslcrら2。）の腎癌患者8例では肺転移のある

1例だけが陽性であったと述べている．腎癌患者の血

漿GEAについて，とくに詳細に述べているのはChu

ら23）で腎癌患者23例中52％が陽性であり転移を有する

場合は87．5％と高率に陽性である．また腎摘除後およ

び転移を有する患者の化学療法後に血漿CEAは下降

することを示し患者をfollow upするのに有効な手段

となりうるとしている．これに対し著者は36．3％（8／

22例）という陽性率を得ているが，腎摘除前に6ng／

ml以上を示した3例の患者において腎摘除後CEA

の低下をみた．治療による血漿CEA値の変動につい

ては現在検討中である．

 前立腺は膀胱と同様消化管と同じ内胚葉由来の臓器

であり，また前立腺癌と前立腺肥大症（BPH）との鑑

別という点で血漿CEAの測定は興味あることである，

Lo Gcrfoら17）によれば前立腺癌52例中25例（48％）が

陽性であるのに対し，17例のBPH患者はすべて陰性

であったと報告している．Reynosoら19）によるとBPH

はll例中1例（9％）と低い陽性率であるが，前立腺

癌は32例中8例（25％）が陽性でしかも転移を有する

患者の半数はCEAの上昇をみている．著者の前立腺

癌患老では9例中3例（33．3％）が，また転移を有す

る場合は3門中2例（66．6％）が陽性であった．これ

に対し8PHはわずか14例中2例（14．2％）の陽性率

であった．これはし。 Gerfoら17）およびReynosoら19）

の結果と同じ傾向を示すものであり，膀胱癌の場合と

同様患者をモニターするうえに，またBPHとの鑑別

にも役だつものと期待されるが，今後症例を増し，検

討することが必要である．

 陰茎癌，睾丸腫瘍の場合は非内胚葉性腫瘍であり，

文献的にもまた著者の例においても血漿CEAの上昇

をみることもあるが，症例が少ないのでさらに今後の

検討が必要である．

 以上疾患別に考察を加えたが，一般的に泌尿器系悪

性腫瘍の場合の血漿CEAは結腸癌27）（陽性率60～90

％）にくらべて陽性率もまたCEA値自体も低いので

あるが，この研究結果よりとくに膀胱癌・腎孟尿管癌

・前立腺癌においては経過をおってCEA値の変動を

みることにより転移や再発の有無，治療効果の検討を

おこなううえで，現在の一般的臨床検査の補助的手段

として役だちうるものと考えられる．

結 語

 泌尿器科領域の悪性腫瘍患者163例と泌尿器系良性

疾患患者および健康者58例を対象とし血漿CEAを測

定してつぎの結果を得た．

 1）対照とした泌尿器系良性疾患患者および健康者
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58例の平均値は3．1±1．9 ng／mlであった．6ng／m1．以

上を血漿CEA陽性とすると8．6％の陽性率であった．

 2）膀胱癌の有腫瘍患者59回目92検体）における平

均値は6．8±4．9 ng／rη1であり，対照あるいは無腫瘍

患者55例（74検体）の平均値3．1±1・9 ngfmlにくら

べて明らかに高値を示した（p＜0．OOI）．陽性率は有腫

瘍患者45．6％，無腫瘍患者12．1％で有腫瘍患者は対照

および無腫蕩患者にくらべ，1％以下の危険率で有意

に高い陽性率を示した．

 3）腎孟尿管癌で有腫瘍患者16例の平均値は6・8±

5．4 ng／mlで対照より明らかに高値を示した（p〈

0．001）．いっぽう無腫瘍患者の平均値は3・5±2・8 ng／

ml．ﾅあったが有腫瘍患者との間に推計学的有意差を

認めなかった．有腫瘍患者の陽性率は50％であり，

0．1％の危険率をもって対照よ．り有意に高い陽性率を

示したが，無腫瘍患者の陽性率12．5％とは推計学的有

意差を認めなかった．

 4）腎癌で有腫瘍患者22例における平均値は5・7±

4．6ng／mlで対照より有意に高い値（p〈0・001＞であ

り，無腫瘍患者．9例の平均値は2．8±1・3ng！m1であ

った．有腫瘍患者の陽性率は36．3％であったのに対し

無腫瘍患者では全例陰性であった．

 5）前立腺癌の治療前9例における平均値は6・0±

4．9ng／mlで対照と比較し有意に高い値（p〈0・01）で

あり，治療後の患者ll例の平均値は3．2±1．5 ng！ml

であった．治療前の前立腺癌患者の陽性率は33．3％で

治療後の患者は全例陰性であった．また前立腺肥大症

14例の平均値は3．6±2．O ng／mlで陽性率14．2％と低

かった．

 6）そのほか陰茎癌，睾丸腫蕩でも陽性に出る症例

があったi

 7）転移の有無と血漿CEAについての検討では膀

胱癌，腎孟尿管癌において5％以下の危険率で転移を

有するほうが有意に高い値を示した．

 8）膀胱癌51例lcおける悪性度および浸潤度と血漿

CEAは有意な相関を得られなかった．

 9）以上の結果より泌尿器系悪性度とくに膀胱癌，

野草尿管癌，前立腺癌における血漿CEA測定は臨床

的に意義があり，とくに再発転移の有無や治療効果の

検討をおこなううえに有効な手段となりうるものと考

えられた．

 終りに，ご指導ご校閲をたまわった吉田修教授に深甚なる

謝意を表するとともに，終始ご懇篤なご教示をいただいた京

都大学放射性同位元素総合センター教官 浜田哲博＝ヒに感謝

する．さらにご助言，ご協力をたまわった京都市立病院泌尿

器科部長 久世益治博士に感謝する．またCEA測定にあた

563

りご協力くださった京都大学医学部放射線科教室 吉井正

雄，石川演美助手，同泌尿器科教室 町田修三助手，および

研究助手宮下郁子，樋口房子嬢に感謝する．

 なおCHE－ROCHE． KITを提供くださったEi本ロッシュ

社に厚く御礼申し上げます．

 本論文の要旨は第70回日本泌尿器科学会関西地方会（1975

年2月15日大阪）および第13回日本癌治療学会総会（1975年

10月8日東京）にて伊東が発表した．
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