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進．行膀胱癌に対す る 療．法
一とくに化学療法および放射線との併用療法について一．

京都大学医学部泌尿器科学教室（主任三吉由 修教授）
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COMBINED TREATMENT OF CHEMOTHERAPY AND

IRRADIATION FOR．ADVANCED BLADDER CARCINOMA

Tatsuo IKEDA， Yosuke KoMATz and Osaimu．Yos田DA

From the DePartment of Urolog■， Eα6π勿of・Medicine，」ゆ0彦O Univer吻

       （Chairman： Prof． O． Yoshida， M． D．］

  Three modalities of chemotherapy for advanqed carcinoma of the bladder were presented with

their clinical results．

  1） FT”一207 associated with radiation was applied for the cases in Which further surgical treatment

Was a加ed． FT－20アmight act as a sensitizer to radiation． th語reducing the totai radiation dosis．

The hazard at th6 surgery ’due to previous radiation miguht’ be lessened． ，

  2）．MFC therapy gave no clear cut clin量ca正result． On this treatment；the side cffects were

enhanced．

  3） ・ Adriamicin was the most potent agent as a single agent． The cumulation toxicity， however，

is remarkable． Further investigation must be done in order to localize the dfstribution of the drug

preferably by means of adsorption by tissue．

は じ’め に

 進行膀胱癌は，広義には遠隔転移巣が認められなく

ても膀胱壁外への浸潤が強く，手術療法の適応となら

ないものを含み，狭義には転移を有し，もはや手術に

よる根治性は望めない末期進行癌を指す．いずれにし

てもその予後はきわめて不良であり，現在までに多く

の治療法が試みられているが，治療成績を改善すると

とろまで至っていない・根治的手衛療法が適応でない

場合，、化学療法に期待がかけられるのは当然のことで

はあるが，進行膀胱癌に対する化学療法はきわめて困

難な課題として残されている．

 われわれは，1975年5月より 1977年4月までに，京

大泌尿器科において6例の進行膀胱癌ならびに2例の

進行尿管癌に対し，化学療法あるいは放封線照射との

併用療法をおこなった．その成績を報告し，若干の文

献的考察を加えたい・

治療方法と治療成績

 1．FT－207．と放射線の併用療法（Table 1）

 FT－207400～1・200 m呂を，運日経静脈的に投与す

るとともに」1回200rad・週6回の回転照射をおこ

なった・FT－207の総投与量は11．2～50．4 9，総照射

線量は4，000～5，400radであった．

 3例ともに膀胱癌に対する直接効果が認められ，肉

眼的な癌の消失を工例に，癌の縮少を2． 痰ﾉ認あた．

症例S：M・は膀胱鏡的に癌の消失と，IVPによる水

腎症の改善所見，リンパ節転移に起因する下腿浮腫の

消裾が約1．ヵ月にわたり認められたが，肺転移巣への

効果はな伶身衰弱をき＃した・他の2 ｛YIIは・いずれ

も膀胱癌の縮少が認められ，TURによる切除をおこ

なったが，3ヵ月後には萎縮膀胱を呈し，尿路変向が
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必要となった．リンパ節転移巣は：不変であり，大腿孤

月重が増悪した．

 ll． MFC療法（Table 2）

 太田Dにしたがってfull dosisを初めの2週目週2

回投与し，その後週1回投与をおこなった．

 症例M．N．は他覚的に水腎症の改善を認めたが，

肺転移巣は増大し，消化器症状と終痛の増悪があり，

白血球減少が著しくなったためMFC療法継続が不可

能となった。症例Y．K．には自覚症状・他覚症状とも

に認めるべき効果はなく，むしろ副作用の出現のため

継続治療は中断された．

 皿．Adriamycin（ADM）療法（Table 3）

Bonad・nnaら2）は， ADM O．4～0．8 mg／kgをa）

4日連日投与後3日休薬，週1～2回投与，b）隔日

に4～6回投与後3日休薬，週1～2回投与，c）3

日連日投与後4日休薬を2回繰り返し，週1～2回投

与，d）ADM O．4～0．6 mg／kgを3日連日投与後7日

丁丁を繰り返し投与，e）ADM 20～25 mg／kgを3日

Table 1． FT－207と放射線の併用療法

症 例 年齢  性  病 名 一回投与量 投与法総投与量 効果・判定 副作用

S．M． 67 M七十霧翻孟。諸89器藤射，論8蓋、
水腎症改善
膀胱癌消失
 o－C

白血球減少

1．S． 65   膀 胱 癌M  リンパ節転移
FT－207 800 mg LV． 50．49 膀胱癌縮少
Radiation 200 rad 回転照射 4，600 rad  O－B

（一）

T．K． 65   膀 胱 癌M  リンパ節転移

FT－207 400 mg
    800 mg
Radiation 200 rad

LV． 11．29 膀胱癌縮少
回転照射 4，00Qrad  o－B

（一）

Table 2． MFC療法

症 例 年齢  性  病 名 一回投与量 投与法総投与量 効果・判定 副作用

M． N． 52
  膀 胱 癌
Fリンノxe節車云移
  肺 転 移

MFC
 5 Fu（

 MMC
 CA
ADM
OK－432

500 mg

 4mg
40 mg
15 mg

1．V．

    3，000 mg
     24 mg
    240 mg
I．V． 90 mg
I．V． 8．55 KU．

水腎症改善

O－A

白血球減少
皮膚色素沈着

嘔気・嘔吐

Y．K． 48 ・辱。旛謬
MFC

（ 5 Fu

 MMC
 CA

500 mg

 4mg
40 mg

1．V．

5，000 mg
 40 mg
400 mg

o－o

白血球減少

血小板減少

嘔気・嘔吐

Tab互e 3． ADM療法

症 例 年齢  性  病 名  投 与 方 法 総投与量 投与法 効果・判定  副 作 用

T．N． 72

  尿 管 癌
M  リンパ節転移

  肝 転 移

20mg 1日
   休薬4日
10mg連日3日
   休薬フ日 140 mg
lOmg連日3日
   休薬7日
20mg連日3日

   肝転移巣離少

LV． 下疽浮腫消失

     1－B

脱    目

口 内 炎

食思不振

R．S． 57

  膀 胱 癌

Mリンパ節転移
  大腿骨転移

3Qmg連日3日
   休fi 7日
30mg連日3日  240 mg
   休薬7日
20mg連日3El

   終痛改善
1．V． 歩行可能
     1－A

禿    頭

食思不振
嘔    気
白血球減少

S．K． 64 M
膀

リンパ節転移

    30mg連日3日
       休薬7日
胱   癌  30m9連日3日

       休薬20日
    20 mg連日
       休薬5Q日
    30mg連日

330 rng 1．V，

左鎖骨窩
  リンパ節
転移巣縮早
落痛改善

 O－B

禿    頭

食思不振
白血球減少
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連日投与し，投与開始後3週二三を繰り返すという

5つの方法を試みている．われわれは，d法に従い

90mg／m2を3分割3日連続投与を3日ごとに繰返す

ことを原則として，副作用とくに骨髄機能抑制の程度

により休薬期間を延長して使用した．

 症例R．S．は，大腿骨転移による運動麻痺の消失と

歩行機能の恢復を他覚的に認め，初回投与2週後より

右下肢痛の減退と，3週目には終痛の完全消失を自覚

的に認めた．

 症例S．K．は，他覚的に左鎖骨窩リンパ節転移巣の

有意な縮少を認めた．

 症例T．N．は，肝シンチにおいて転移巣の縮少を認

め，リンパ節転移に起因する下腿浮腫の軽減が認めら

れた．

Table 4．

555

副  作  用

Single agent activity in bladder cancer

（Carter et al・5）より引用）

Drug
actlvlty D皿9

 No．
respm．〟DseS／ Rgspgl｝s． ．e

．．ili．”5bl． r’ate （％）

 pts．

 FT－207と放射線の併用療法ではi萎縮膀胱が最：大の

副作用である．反面生化学的検査にはとくに異常な

く，骨髄機能抑制も軽度である．後述するごとく，照

射方法を二門照射より回転照射に変えてより，直腸へ

の障害は全く認められていない．

 MFC療法では臨床効果を得る以前に，消化器症状

が顕著となり，嘔気のため食事摂取が不可能となり，

目貼静脈栄養が必要となった．また骨髄機能抑制も早

期より出現する．

 Adriamycin療法では臨床効果が速効性である反面，

その蓄積性・遅延毒性による副作用として消化器症状

・脱毛・骨髄機能抑制・口内炎が最も多く出現したが，

Bonad。nnaら3・4）が指摘するcardiotoxicityは認め

られなかった．

考 察

 進行膀胱癌に対する化学療法にあまり多くを期待す

ることはできないが，Carterらの集計5）によると，

単二投与ではADM，5－Fuに効果があると指摘して
いる （Table 4），

 FT－207は5－Fuのmaskcd compoundとして合

成され，体内において活性化され抗腫瘍性を示すもの

であり，すでに多くの投与方法による詳細な治療効果

の検討がなされている6’v8）．岡田ら9）は，前立腺癌に

対するFT－207と放射線の併用療法の検討において，

FT－207を経静脈的に1，000 mg投与した際の血中濃

度43皿9／9，腫三内濃度16 mcg／9を得ている．また，

町田ら1。）は，5－Fuの膀胱内注入と放射線の併用療法

を24例におこない，浸潤性腫瘍の27・5％に腫瘍の縮少

を認めている．また二門照射と回転照射を比較した三

十十 Adriamycin

十 s－Fiuorouracil

   Mitomycin a

一 None
NE Cyclophosphamide
   Nitrogen mustard

   ahlorambucil

   Melphalan

   Busulfan

   Methotrexate

   6－Mercaptopurine

   6－Thioguan血e
   Cytosine arabinoside

   Vincristine

   Vinblastine

   Actinomycin D

   Mithramycin

   Daunomycin

   Bleomycin

   BCNU
   CCNU
   Methyl CCNU
   Streptozotocin

   DTIC
   Hexamethylmelamine

   Dibromodulcitol

   Hydroxyurea

   Procarbazine

   L－asparaginase

   Dibromomannitol

   s－Azacytidine

30／87

26／74

13／51

2／10

0／王O

4／11

O／ 7

3／10

0／ 4

4／ 7

1／ 3

35

35

25

合，治療効果の点では差異を認めなかったが，全症例

中33．3％に放射線直腸炎を認めており，これらは全て

二門照射をおこなった症例であったと述べている．し

かしζの際1回の照射量に間題があり，軽々しく回転

照射の有意性を論議できないが，直腸炎に対する防禦

法として回転照射が有効であることは指摘できると考

える．われわれは，FT－207の全身投与と放射線の併

用療法を，進行膀胱癌に用いたが，膀胱癌に対する直

接効果は認められても，転移巣に対する効果は期待で

きず，これに起因する自覚症状の改善がないためO－B

以上の結果は得られるに至っていない．この治療法は

浸潤性腫瘍のstageをより低める目的で放射線療法に
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際し，活性化き’れたFT－207を放射線増感剤として用

いたものであ揺手術療法へ移行せ’しめる可能性のあ

る広義の進行膀胱癌に応用することが望ましいと考え

る．

 多剤併用療法としてのMFC療法11）は，主として消

化器癌に用いられている11・12）．MFC療法を構成する

三二が，いずれも骨髄機能抑制と消化器症状の強い副

作用をもち，併用によって副作用がさらに増幅きれ，

安全性の点より投与間隔に問題が残る．すなわち臨床

効果の発現以前に副作用が先行し，正常造血細胞の回

復までに相当期間の休薬期商を必要とし，』消化器症状

の強い副作用は患者の全身状態の悪化を増長する恐れ

もある．胃癌においてFT－207内服単独療法でも多剤

併用療法に匹敵する効果を示すという報告もあり14），

われわれはわずか2例ec MFC療法を試みただけでは

あるが，進行膀胱癌への応用には効果発現をみる以前

の副作用の対応に苦慮し，’いま一歩積極的な取組みに

逡巡している．

 ADMは細胞核に取り込まれ，細胞分裂を阻害し

DNAおよびRNA合成を阻害する1・15’）・藤田16）は本

剤の組織吸着性が強く，抗腫瘍スペクトラムが広いこ

とを報告している．この利点は，一方ではADMの排

泄遅延，組織内長時間貯留による蓄積毒性を強く発現

する因となり16・17），本剤をいかに副作用を少なくして

使用するかが今後の問題となっている．

 Gottliebls）は，膀胱癌に対するADMの有効率が

28％（26／93）あることを集計しており，膀胱癌に対す

る単独使用剤として最も有効なものであることを指摘

している．われわれの3例についても，原発巣・転移

巣ともにADMの効果を認めることができたが，効果

の持続は短期間であり，全身投与における副作用の発

現期閻よりみて，投与期聞の改善と全身投与に代わる

投与法，たとえば胸腔内投与・動脈内注入・リンパ節

内注入などの組織吸着性の利点を応用した方法が活用

されるべきでφろう．

お わ り に

 進行膀胱癌に対して用いた三種類の化学療法につい

て，われわれの経験を述べた．症例数が少ないので，

結論を述べうるには至っていないが，次のごとく要約

することができよう■’

 ①FT－207と放射線の併用療法は，広義の進行膀胱

癌に用い，．浸潤度をより低くして手術療法が可能とな

る症例に適応し，活性化されたFT－207を放射線増感

剤として用いる・ことにより，手術療法の弊害となる照

射線量の減少が目的となる．

 ②MFC療法は，副作用の発現が増強される点に問

題があり，われわれの症例では明確な臨床効果を得ら

れなかった．』

③ADM療法は，単独使用剤として最も有効なもの

であるドしかし体内蓄積毒性を強く発現するため，今

後は組織吸着性を利用した局所投与法の研究，開発が

必要と考える．
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