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〔糊悪踏i罰

膀胱腫瘍に対するFT－207膀胱内注入療法

東京慈恵会医科大学泌尿器科学教室

    上 ．田  正  山

  国立西埼玉中央病院泌尿器科

    谷  野    誠．

INTRAVESICAL TREATMENT OF
BLADDER TUMOR WITH FT207

                 Masataka UEDA

伽ηz読61）ePartment of Ur・1〔］9，7，ノ瀬Uniuer吻Sclz・・1 ・f Mediciree

          （Chairman’Prof． T．ルfα6乃ゴぬ， M．1）．ノ

                 Makoto TANiNo

       From the IVishi Saitama Chuo National HosPitag

    We insti，lled FT 207 （Nf一（12－tetra－hydrourhcil－5－fluorouracil） 2000－4000 mg （20－40 ml） intra－

vesically in 24 cases of bladder tumQr twice a week for a total of I O inst’illations．

   The anti－tumor effect of this preparation was studied in 6 cases which were treated for the first

time．

   As a result， there were temporary clearance oftumor in 1 case， regressien in 2 cases， and 1 unchanged

case， but in no case was complete clearance observed．

   As to the effect to prevent recurrence， recurrence was・ noted in 8 out of 16 cases with intravesical

insti11ation）ofF［r 207 alone and 6 out Qf 8 cases with combinatienal use of60Co irradiation ofthe bladder

and pelvic region and intravesical instillation of FT 207 during a 23－month observation． lrritative

symptoms」of the．bladd．er leukopenia and other side－effects were not observed du血g the period of

of intravesical instillation．

   The anti－tumor effect and recurrence－preven．ting effect of intravesical instillation of FT 207 appear

to be lower than those of other anti－cancer drugs．

   HQwever， it should be noted that the lymph node levels of FT’207， when instilled intravesically，

are higher thau those of ether anti－cancer drygs． lf the meFhod of administration is studied durther，

this prepar4ti6n is expected tg ．exert effect on infiltrative tumor．

は じ め に

  膀胱内抗癌剤注入（膀注）療法．は1948年Sempleが

papillomaに対してpodophilinを膀胱内に注入した

のが初めである．その後，mitomycin（〕（MMC），1～6）

thio－TEPA，4，7N9） actinomycin D，8） 5－」FU6，8） cytosine

arabiRoside，・・）adriamycinユユー“13）などの膀注が試みら

れ，その有用性が報告されている．今回，．．FT 207

（Nr（2－tetra－hydrofuryl）一5－fiuorouracil）を膀注し，抗

腫瘍効果（腫瘍の消失および縮小）

効果につき検討したので報告する．

と術後の再発防止

対象および投与方法

  対象は国立西埼玉中央病院泌尿器科で診た膀胱腫蕩

患者24例である．この内訳は男20例，女4例，年齢は

30歳台1例，50歳台7例，60歳台7例，70歳台8例，

80歳台1例で，70歳台が最も多い．

  投与方法は FT207，2000～4000mg（20～．40ml）を
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膀胱内に注入し，1時間保留するように指導した．こ

の操作を週2回，計10回行ない，これを1クールとし

て検討した．

 対象24例日，抗腫瘍効果をみたのは7例，術後の

再発防止効果をみたのは24例（FT 207単独膀注16

例，60Co照射と膀注併用8例）である．また，組織

型はすべてtransitional cell ca「cinomaで， Cance「

Registry（AUA）のgrade分類に従うとgrade I～II

が16例，grade III～IVが8例であった．

結 果

1．初回治療による抗腫瘍効果

 この対象例は6例で，そのうち，腫蕩の消失もしく

は縮小したのは3例であった（Table l）．

Table L FT－207膀胱注入法による抗腫瘍効果

                    1 回
年齢 性  大きさ  数 浸潤性grade stage
                   投与量

投与     保時
        効 果  total
     留間回数

50 （F） 半米粒大 3ケ  非

7ア （M） 小豆大  ．単   非

64 （M） 小豆大  3ケ  非

ア2 （F） 半米粒大 2ケ  非

75 （F＞ 米粒大  単   非

39 （M） 小豆大  2ケ  非
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Fig． 1． Transitional cell carcinoma grade 1’ P stage A．

症例1（Fig・1）．51歳，女．．

 1976年11月30日， 左尿管腫瘍で左腎尿管全摘出術

と膀胱部分切除を行なったが，1977年3月16日膀胱腫

瘍（半米粒大・3コ）を発見，FT207，2000mgの膀

注を1クール行なったが腫瘍は消えず，さらにFT207

の4000mgずつ膀注を1クール追加したところ腫瘍は

消失した．しかし，2ヵ月後に再発（半米粒大，2コ）

したので再度FT207， 4000mgの膀注を1クー・ルを行

ない，腫蕩は消失した．2ヵ月後にまた再発したの

で，FT207，4000mgずつ勝注1クールを行なったが，．

右尿管口外上方のどロード状に広がっπ腫瘍は増大す

る傾向だったので，1978年6月6日，膀胱全摘出と回

腸導管造設を行なった．腫瘍の組織型はtransiti6naI

cell carcino皿a grade II stage Aであった．

症例2（Fig．2）．39歳，男．

 1977年7月9日．，血尿で来院，膀胱鏡で右尿管口外

上方に小豆大の腫瘍を発見， FT2074000mg．ずつの

膀注を1クールを行なつ． ｽ。腫瘍は半米粒大に縮小し

た．さらに1クールを 追加したが効果がなかったの

で，1977年11月1日TUR－Btを行なった．組織型は

transitional cell carcinoma gradc I， s’tage Oであっ

た。

症例3（Fig．3）．プ2歳，女．

 1975年10月24日，TUR－Bt（transitional cell carci－

noma， grade II， stage O）後，3カ月ごとの膀胱鏡検査

で1977年4月20日，．左尿管口外上方た腫瘍（半米粒大，

2コ）を発見．FT2072000mgずつ膀注を1クール．

行ない，1コは消失した・さらに1クール追加したと
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   Fig． 3． Transitional cell carcinom．a 6”rade II stage O．

ころ，残りの腫瘍は1／3米粒大に縮小した．さらに1

クールを追加したが効果がなく，互977年H月29日，

TUR－BTを行なった．組織型はtransitional cell

carcinoma， grade II， stage Oであった．

 以上，FT207の膀注による1時的な抗腫瘍効果（消

失または縮小）例を挙げたが，恒久的効果例はなかっ

た．無効の3例はtransitional ccll carcinoma grade

II， stage O，2例， grade II～III， stageA， gradq IH，

stageB1がおのおの1例であった．

2．再発防止効果

 術後FT2072000～4000mgずつの膀注をしたのは

24例（TUR－Bt 14例，膀脱部分切除10例）で，その

組織型はすべてtransitional cell carcinomaであり

grade I～II stage O～Aが16例， gradc III～IV，

stage B2～Dが8例であった．術後， grade I～II，

stage O～Aの表在性腫瘍16例にはFT 207，2000～

4000mgずつの膀注1クール単独療法を， gradc III

～IV， stage B2～Dの浸潤性腫瘍8例には60Co膀

胱，骨盤部照射とFT2072000～4000mgずつの膀注

（1クール）とを併用した．なお，．観察期問は最短3

ヵ月，最：長20ヵ月．

 1）．術後FT207膀注単純療法

16例申，再発したのは8例で，その時期は術後ユーL 6

ヵ月5例，7～12ヵ月2例，13～20ヵ月1例であっ

た，再発部位はすべて異所性であった．

 2）．術後60Co膀胱，骨盤部照射とFT207膀注併

用療法

 8例中．，再発したのは6例で3例は術後1～6カ月，

2例は10ヵ月後であった．1例は術後5．ヵ月で全身転

移で死亡．他の1名は来院せず，予後不明である．
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 抗癌剤膀注療法の目的は，非観血的療法で可及的膀

胱機能を保持し，膀胱粘膜からの抗癌剤吸収の腫瘍へ

の直接作用による腫瘍の消失および縮小と再発防止で

あろう．膀注療法の対象になる症例は小川3），三品5）

らが述べているように，膀胱鏡的に腫瘍の性格は有茎

性の乳頭腫で，大きさは直径1cm以下で10w stage

（0～A），low grade（1～II）の腫瘍である．これらの

条件を満たす症例につき，腫瘍の消失のまたは縮小を

検討した．今回，使用したFT207は脂溶性で分子量

（200，17）の小さい新しい抗癌剤で5－FUとほぼ同様

の臨床効果を示し，毒性および副作用は低く，化学療

法指数は5－FUの2倍であるといわれている14）． FT

207の膀注による膀胱粘膜からの吸収率は高く，浸潤

性膀胱腫瘍例に対する術前，術後のFT207膀注は膀

胱，瘍の手術成績を向上させる望みがある．FT207，

2000～4000mg 1回を週2回，計10回を1クールとし

て行なったが，6例中3例（50％）に腫瘍の消失また

は縮小が認められ，三品6）らの14％よりも好成績であ

る．他の抗癌剤の抗腫瘍効果はMMC 70～76％1～6），

thio－TEPA 60一一77％‘，7一’9）， actinomycin D 25％8）， 5－

FU 16．7一一81．8％6，8）， cytosine arabinoside 33．3％iO），

adriamycin 533～70％ii“’13）などと報告されており，

FT207よりも抗腫瘍効果は高い．

 抗癌剤膀注について注目すべきことは，症例1のよ

うにFT207膀注を繰り返すと一時的に効果はあるが

ついには全く効果がなくなる時期がくることである．

つまり，腫瘍の抵抗性（耐性）獲得の問題である．抗

癌剤にはアルキル化剤，代謝拮抗剤，抗腫瘍性抗生物

質などがあるが，nitrogen mustardを吉田肉腫細胞に

わずか37。Gで30分閲作用させても抵抗性は25，000倍

も増加するといわれている15）．しかし，この現象は併

用薬剤を使用することにより抵抗性の発現を阻止でき

ることも知られている15～17）．一時的に高い抵抗性を示

す細胞でも時期が経つとその抵抗性は数倍まで低下す

るといわれている15）．したがって，抗癌剤膀注療法の

間激的投与方法は有効と考えられるが，抗癌剤の種類

により異なった感受性があること，抵抗性を獲得する

ことなどから，きらに注入濃度注入時聞，間隔と抗

癌剤の変更または併用療法を考慮することによ1） 一層，

抗腫瘍効果が期待きれよう． また，腫瘍細胞は42～

43℃になると感受性が高くなる18）という特徴がある

ので，抗癌剤を温めて膀注することも1方法と思われ

るが，その薬剤の温度に対する安定性と副作用（膀胱

刺激症状，血圧上昇，白血球減少など）が問題となろ

う．さらに水圧療法の併用も考えられる．土居ら2。）は

水圧療法にadriamycinを膀注し，有効率を91％に高

め，前述のadriamycin単独旧注療法の有効率53．7～

70％よりも良い成績を出している．

 再発防止に関して，術後FT207の単独膀注では観

察期間は24カ月と短かく，議論はできないが，transi・

tional ccll carcinoma grade I～II， stage O～Aの16

例で8例（50％）に再発を認めている．また，grade

III～IV， stage B・～Dに対する60Co膀胱骨盤部照

射とFT 207膀注を併用した8例では6例（75％）が

再発した．全体では24例Pt 14例（58％）に再発してい

る。しかしいずれも局所性再発で，遠隔転移は認めら

れない．この事実はFT 207の膀注による骨盤リン

パ節内濃度が他の抗癌剤の場合よりも高い6）というこ

とに必ずしも直接結びつかないかも知れないが注目す

べき点であろう．

 FT 207の膀注による局所再発率の低下はthio－

TEPAよりも悪いが，注入方法，量や時期，間隔をき

らに考慮し，長期観察をすれば遠隔転移例は他の抗癌

剤よりも少なくなり良い成績が得られるかも知れない．

いずれにしても担癌膀胱には80％以上の症例に粘膜の

前癌性異常が見いだされる21～24）という報告があるので

術後抗癌剤の膀注は投与方法を検討すれば再発防止に

有効な手段になるかも知れない．

 抗癌剤膀注時の副作用としては膀胱刺激症状が最も

多く，MMCでは75．5％2）， adriamycin 46～60％13），

thio－TEPA 34％4）， cytosine arabinoside 8％iG）であ

る．つぎに白血球減少がthio TEPAに61．9％4）認

められる．ほかに脱毛，食欲不振，発疹などがあるが，

FT207 icおいては前述した副作用は全く認められな

かった．

結 語

 1）．膀胱腫瘍24例にFT2072000～4000 mgを週2

回計10回膀注し，その抗腫瘍効果と再発防止の効果を

検討した．

 2）。抗腫瘍効果は初回治療6例で検討したが腫瘍の

一時消失1例，縮小2例，不変3例で完全消失は1例

もなかった．

 3）．再発防止の効果は23ヵ月間の観察でFT207単

独膀注では16例中8例，60Go膀胱骨盤部照射とFT

207膀注との併用では8例中2例に再発がみられなか

った．

 4）．副作用はほとんどなかった．

 5）．FT207置注による抗腫瘍効果，再発防止の効

果は他の抗癌剤より低いように思われるが，FT207
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のリンパ節内濃度が高いという特徴に注目し，さらに

投与方法を検討すれば，浸潤性腫瘍に対して効果が認

められると思われる．
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