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〔泌尿紀要27巻5号1981年5月〕

前立腺亜鉛およびChelating agentによる
           抗腺腫効果にかんする研究

神戸大学医学部泌尿器科学教室（主任：石神裏次教授）

            彦  坂  幸  治

A STUDY OF THE PROSTATIC ZINC AND ANTIADENOMA
  EFFECT BY CHELATING AGENTS

Koji HIKosAKA

From the Department of Urology， Facult］ of Medieine， Kobe

             （Director： Prof． 」． lshigami， M．D．）

こ乃～あ875吻ノ

    The zine concentration in the male genital organs of the normal canines and humans was measured．

In human， zinc concentration of the normal prostate glands was compared with that of the hypertrophic

prostate glands． For the zinc of the canine prostate glands and human hypertrophic prostate glands，

an in vitro study was made to determine concentration of about the zinc in the prostate by using 2Na－

EDTA， a Zn－chelating agent．

    Further， in addition to the histological study， an in vivo study was made to investigate concen－

t・aゆ・f・in・in・the pt・・t4t・・fb・th・・anin・p…t・t・gl・nd・by th・1・cal・injecti・n・f 2Na－EDTA・nd

for the human hypertrophic prostate glands by’ 狽??local injection of Ca－2Na－EDTA．

EDTA， a Zn－chelating agent．

    Further， in addition to the histoiogical study， an in vivo study was made to investigate concen－

tration of zinc in the prostate， for the canine prostate glands by the local injection of 2Na－EDTA and

for the human hypertrophic prostate glands by the loca l injectio n o f Ca－2Na－EDTA．

    The results obtained are as follows：

    1） As to the zinc concentration in the male genital organs of the normal canines， the prostate

glands showed the highest value of 986 ug／gd．w． in average， while testis and epididymis 93．1， 61．1

v．gfgq．w． ；espectively． Nektly， as． far as the zinc concentration in the male genital’ organs of the normal

human and the human hypertrophic pr6sta’te glands， the hypertrophic prostate glands showed the

highest． value of 808．3．ugfgd．w． in average， whiie the pormal prpstate， epididymis and testis 302．7，

65．5 and 61．9 ugtgd．w． respectively．

    2） ln．vitro zinc qgprivatiop．gtg．dy in． the canine prostate glands and the human hypertrophic

prostate glands revealed， the ．ratio of zinc reduction of the 2Na－EDTA treatment group against the

control group in the canine prostate glands to be 52．2％， while that in the hypertrophic ’prostate glands

7重．1％．

    3） Local injections of 2Na－EDTA into the canine prostate glands were performed in three con一 ・

centrations of O．02％， 2％ and 10％． No reduction in the’zinc concentration nor histological changes

were observed in the O．02％ group． ln the 2％ and IOO／． groups， the zinc concentration in the prostate

glands showed reduction of 68．7％and 73．3％as comparison with the non－treatment group． Histo－

logi6ally， no significant changes were noted in the different concentrations of the local injection， though

Only in the 10％ group not a few cases disclosed strong changes in the acinous epithelium， acinous

’cavity and stroma．
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  4）Local injections of 20％Ca－2Na－EDTA were perfbrmed into the humall hypertrophic prostate

glands． They were divided into three groups， one－shot， three－shot and five－shot． ln the one－shot

and three－shot groups， there were no significant reduction in the zinc concentration and slight histo－

logical changes prostate glands． Even in the five－shot group， the reduction rate of the zinc con－

centration in the prostate glands showed only 9．90／． being much less than expected． Histologically，

however， there were found eminent changes such as atrophy of acinous epithelium， dilatation of the

acinous cavity and fibrosis of the stroma．

緒 言

 生体に必須の微量金属の存在と，その生理的意義の

解明にかんして），いろいろの金属について古くから多

くの研究がなされている．

 亜鉛もその1つで，動物および人の生体内に存在

し，すでにその一部については，生理的作用も解明さ

れている。とくに雄性性器系の亜鉛にかんして，1921

年Vertrand＆Vlades coi）がヒト精液中および前立

腺に，高濃度の亜鉛が含まれていることを報告し，亜

鉛の生殖における重要な役割を示唆して以来，かなり

多くの研究がおこなわれている．1951年Mawson＆

Fischer2・3）はラット前立腺の亜鉛含量を他臓器と比較

し，前立腺に亜鉛の多いことを確認し，ついでイヌお

よびヒトについても同様の結果にかんする報告があ

る．しかし前立腺亜鉛の生理的意義についての報告は

少ない．

 Gunn＆Gould4・5）は前立腺亜鉛がホルモンと密接

に関連して変動することなどを報告し，Saito6・7）らは

射精時，精子に付加されてその運動を充進ずるとの実

験結果を報告している．逆に生理的に存在する亜鉛

を，亜鉛親和性のキレート試薬により結合除去させる

ことは，本来の生理的機能を抑制するとの考えから，

射精精子に試験管内で種々のキレート試薬を作用さ

せ，イヌおよびラットについて精子運動を抑制させる

報告や，同じく動物を用い，キレート試薬の全身投与

で前立腺に変化を惹起させた研究が報告されている．

 本研究の目的は，高濃度に存在する前立腺亜鉛に対

し，キレート試薬を作用させてそれが前立腺腫瘍の治

療に役立つかどうかの可能性を探求することにある．

著者は研究の順序として，まず前立腺のよく発達して

いるイヌをえらび，その亜鉛含量を原子吸光光度計で

測定しヒトのそれと比較検討した．ついで摘出前立腺

にin痂mでキレート試薬を作用させ，イヌおよびヒ

トについて前立腺の亜鉛含量の変化を比較観察する基

礎的実験をおこなった．両群について亜鉛含量の有意

の減少をたしかめたのち，イヌおよびヒトの前立腺

に，直接キレート試薬を局注し，一定期間後，摘出前

立腺について亜鉛含量の測定と同時に，その結果とし

て惹起されt組織学的変化をあわせ観察した。結果的

に，前立腺腺腫に対するキレート試薬の有用な可能性

にかんして，若干の知見を得たので報告する．

実験材料および方法

 本実験を行なう前に，まず無処置群の睾丸，副睾

丸，前立腺の亜鉛含量を測定した．

 Table 1に示すごと．く，正常雄成犬無処置群におけ

る睾丸，副睾丸および前立腺組織中の亜鉛含量は，睾

丸10，副睾丸10および前立腺20検体について，ヒトで

は睾丸10，副睾丸10，正常前立腺10および前立腺腺腫

15検体について測定した．なおヒトの睾丸と副睾丸

は，前立腺癌患者で去勢術を施行したものを，正常前

立腺は，膀胱癌愚者で膀胱全摘除術に際し得られたも

ので，腫瘍浸潤や前立肥大症の所見を認めないことが

確認された前立腺を使用した．前立腺腺腫は，前立腺

肥大症患者で被膜下前立腺摘除術を行ない組織学的に

前立腺肥大症と診断されたものを用いた．

 前立腺組織からキレート試薬を用い，亜鉛を奪取除

去する実験は，イヌおよびヒト前立腺を対象として，

in vitroとin vit・O実験の2つにわけて行なった．

Table 1． Number of non－treated group．

  material Canine Human
organe X No． of Sample No． of Sample

Testis

Epididymis

Prostat6
normal

BPH

10

10

20

．10

10

10

15

 Table 2に示すように，それぞれの対象検体数はイ

ヌのin vitro実験では，対照群処置群ともに各7検

体，勿漉。実験では，対照群7検体，処置群12検体で

ある．ヒトでは無処置群と同じく前立腺腺腫を用い，

イヌの場合と同様に，in vitroとin wivoの両実験を行
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CANINE

in vitro

in vivo

controt

treated

control

treated

rnedium

tissue

medium
tissue

7

フ

7

12

HUMAN
in vitro

control

treated

in v［vo treated

medium
     10
tissue

medium
     10
tissue

10

なった．in vitro実験では，対照群処置群ともに10検

体，in伽実験では，処置群のみで10検体である．

なおin vitro実験では，イヌ，ヒトともに組織内亜鉛

含量に加え，除去されたと考えられる溶液内の亜鉛含

量も測定した．つぎにin vitroおよびin vivoの実験

方法について述べる．

in vitro experiment：

 イヌおよびヒトの前立腺組織を重量約500mg，厚

さ2mm程度に切り出し，その切片を0．1M2Na－

EDTA 4 mlとSaline Tris buffer soiution 16mlを

加えた溶液 （medium）に浸漬し， incubate water

bath内に放置し24時間後に前立腺組織ならびに溶液

内亜鉛含量の測定に供した．対照として同じ前立腺よ

り同大に切り出した前立腺組織をsaline tr重s buffer

solution 20 mlに浸し同様の操作後，組織内および溶

液内亜鉛含量を測定した．

in vivo experiment：

 イヌではバルビツール麻酔下に開腹，前立腺を露出

し，被膜下より前立腺に2Na－EDTAを直接局注し

た．投与した2Na－EDTA濃度は，0．02％，2％，10

％の3濃度で，注射量はおのおの5mlとした．各濃

度別実験群の検体数のうちわけは，0．02％では1回局

注した1検体のみ，2％群は週1回3回局注し・た5検

体，10％も2％と同投与方法による6検体である．な

お2％群の1検体ならびに10％群6検体については，

局注前に前立腺組織を採取し，処置前の対照としてそ

の亜鉛含量測定および組織学的検索に供しt．また全

例局注終了後1週間後に前立腺を摘除し，その亜鉛含

量測定および組織学的検索を行なった．

 ヒトでは前立腺肥大症患者を対象として，Ca－2Na－

EDTA（日新製薬製，5ml中19含有）5mlを局注

した．局注は無麻酔にて会陰部より経皮的に行なっ

た．局注例数および頻度は，1例が1回のみ，1例が

2日に1回計3回，8例が2日に1回計5回で，全例

ともに局注終了後1週間目に，被膜下前立腺摘除術を

施行し，摘除された前立腺の亜鉛含量ならびに組織学

的検索を行なった．

亜鉛測定方法

 諸臓器亜鉛含量は，摘除後ただちにsaline tris bu－

ffer solutionにてよく洗諜し，血液ならびに付着物を

落し，さらに脱イオン蒸溜水でくりかえし洗潅後，真

空乾燥器で1800C 60分乾燥後， HNO，5ml， HCIO4

2m1を加え約48時間湿性灰化し検体とした． Perkin－

Elmer 303型原子吸光光度計にて亜鉛を測定した．

液体成分は5mlに対し， HNO35ml， HCIO42ml

を加え約48時間灰化した後，同原子吸光光度計にて亜

鉛含量を測定した，測定条件の波長，ランプ電流，ア

セチレンガス圧および流量，空気圧および流量は，

Perkin－Elmer 303型の取扱い説明書に従った．規準

液はMerk製のZn－standard solution（1，000 PPM）

を使用し，その稀釈にはMerk製の純水を使用した．

なお使用したガラス器具は酸処理した後，脱イオン水

で充分に洗源した。

 測定値は，組織成分ではμg／gdry weight（以下

μg／gd．w．）とし，液状成分においてはμg／m1と表示

した．

組織学的検査

 採取し得た材料は，すべて組織学的検査を行なっ

た．10％ホルマリン液にて固定後横断割面における組

織標本を作成した．標本は型のごとくアルコール系列

にて脱水し，パラフィン切片を作成してH－E染色標

本とし，必要に応じてAzan－Mallory染色も行なっ
た，

実 験 成 績

1．イヌの睾丸副睾丸，前立腺の亜鉛含量

 Table 3に示すごとく，イヌの睾丸では10検体を測

定した．睾丸内亜鉛含量は最低62．5μ9／gd．w．から

最高135．1μg／gd．w．に分布し平均93．1μg／gd・w・標

準偏差は±24．3．副睾丸では10検体を測定し，その亜

鉛含量は最低49．7μ9／gd・w．から最高83．7μ9／gd．w．

に分布し平均6Llμg／gd．w．標準偏差±10．8．前立

腺では20検体を測定し，最低316μg／gd．w．から最高

2032．5 yg／9 d．w．とかなり広範囲に分布し平均986．2

μg／gd．w．標準偏差±456．0であった．

1［．ヒトの睾丸，副睾丸，前立腺の亜鉛含量

 Table 4に示すごとくで，睾丸では10検体を測定

し，最低40．4 P9／9d．w．から最高9L1μ9／gd．w・に

分布し，平均61．9μg／gd．w．標準偏差±＝19．9．副睾

丸では10検体を測定し，最：低54．4μg／gd．w．から最

高102．4 yg／g d．w．に分布し，平均65・5μg／gd・w・標
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Table 3． DiStribution of zine in canine genital organs．

No． of sample Range Avefage S． D．

Testis

Epididymis

Prostate

10

10

20

62．5－i55．1

49．7一 85．7

51aO－20S25

95．1

6L1

986，2

± 24．3

土 IO．8

土4500

Table 4． Distribution of zinc in human genital organs．

No． of sample Range Average S． D．

Testis

Epidiaymis

Prostate
normai

B． P． H．

10

10

［o

」5

40．4一 9 1 ． 1

54．4－102．4

242．7－397．4

6［．9 LI9．9

65．5 ±20．1

502，7 ±69．4

492．9－1365．7   808，3   士199．4

準偏差±20．1，正常前立腺では10検体について測定

し，最低242・7μ9／gd．w．から最高397．4 Ptgfg d．w．

に分布し，平均302，7μ9／gd．w．標準偏差±69．4で，

イヌに比し分布範囲はせまい．前立腺腺腫では15検体

について測定したが，最低492．9μ9／gd．w．から最高

1365．7μ9／gd．w，に分布し，平均808．3 Pt9／9 d．w．と

非常に高い値を示し，標準偏差±199．4であった．

皿．2Na－EDTA処理によるイヌおよびヒト前立戸内

 亜鉛の変化（in vi㌻ro exPeriment）

 1）イヌ前立腺の亜鉛含量の変化

 4 mlの0．IM2Na－EDTAと16mlのsaline tris

buffer solutionを加えた溶液内に浸し，24時間incu－

bateした前立腺組織と溶液内の亜鉛含量は，，Table 5

に示すごとくである．対照群は同じ検体をsaline tris

buffer solution 20 mlのみに浸した場合の前立腺およ

び溶液内の亜鉛含量である．対照群すなわちキレート

試薬を作用きせないでincubateした前立腺亜鉛含量

は最低913μg／gd．w．から最高1518μg／gd．w・に分

Table 5． Deprivation of zinc from canine

     prostate in vitro experiment．

    Control Treoted
No．                  “！e Decrease  Prostate Medium Prostate Medlum

2

5

4

5

6

7

1757

1597

915

B55

i5［8

995

！C86

o

o

o

o

2．0

2．O

Ll

S99
651

403
298
776
5．58

546

16，5

1 4，5

10，6

5，4

5，0

5，2

5．5

4B，8

55，4

55，9

65，1

48，9

45．9

49，7

Average 1217，3 O．4 590． 8．9 52．2

下し，平均1217．3μgfg d．w．であるのに比し，キレ

ート試薬を作用させてin cubateした処置群の前立

腺内亜鉛含量は，最低298μ9／gd．w．から最高899

μ9／9d．w・平均590．1μ9／gd．w．と組織内亜鉛含量は

およそ半減し，あきらかに低値を示した．また同時に

測定した処置群の溶液内亜鉛含量は最低5．0μg／mlか

ら最：高16．5μg／ml程度みとめられ，あきらかに組織

内亜鉛の流出と考えられる．これに対し対照群の溶液

中には，7検体中4検体は検出しえず，1例が1．0

μg／ml 2例に2．0μg／mlときわめて低い陽性結果を

得た．処置した各検体の前立腺亜鉛含量減少率（％

decrease）は， Table 5のとうり低いもので43．9％，

最高で65．1％平均52．2％の組織内亜鉛が2Na－EDTA

により除去されたことを示している．

 2）ヒト前立腺腺腫の亜鉛含量の変化

 ヒト前立腺腺腫についてもイヌ前立腺の場合と同様

に実験をおこなった．結果はTable 6に示すごとく

である．対照群の前立腺内亜鉛含量は，最低493μg／g

d．w．から最高．1196μ9／gd．w．に分布し平均816．4

μg／gd．W．と高値であるのに対し，．処置群の前立腺内

亜鉛含量は，2Na－EDTA処置後，最低37μ9／g d．w．

から最高426 yg／gd．w．に分布し，平均211．9μ9／9

d．w．とあきらかな減少をしめした．同時に測定した

処置群の溶液内亜鉛含量は，最低0．3μ9／mlから最高

4．6μ9／mlに分布し，平均2．6μ9／mlと陽性となり，

対照群では，8例が検出されず，1例がi．4μg／ml，

1例が5．6μ9／m1であるにすぎなかった．処置前後の

組織内亜鉛含量の減少率（％deCrease）は，33．7～

93．7％平均71．．1％とin vitroの実験では，亜鉛が高
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Table 6． Deprivation of zinc from human

     prostate in vitro experiment．

    Control TreatedNo．                  ele Decrease
  Prostate Medium Prostate Medium

対照に比し68．7％であきらかな亜鉛の減少をみとめ

た，

1 i125
2 575
3 958
4 722
5 978
6 495
7 939
8 643
9 1196
1O 557

0     7［

1．4 57
0 211
0 250
0 l  90

0 265
0 169
5，6 426
0 505
0 i99

O．5

4，6

5．I

L9
5，7

L5
1．4

3，2

5．0

5．5

95．7

93，6

78，0

65．4

80．6

46．7

82．0

53．7

74．7

62．9

Average 816．4 O．7 211，9 2．6 7L

率に除去された結果を得た．

IV．2Na－EDTA局注によるイヌ前立腺の亜鉛含量の

 変化（in vivo experiment）と組織学的変化

 1）イヌ前立腺亜鉛含量の変化

 2Na－EDTAのO． 02％，2．0％，10％の3濃度の各

5mlをイヌ前立腺に局注した結果はTable 7に示す

ごとくである．

 0．02％2Na－EDTA局注は，1検体で，局注後の前

立腺内亜鉛含量は1432μg／gd．w．であった．

 2・0％2Na－EDTA口耳は，週1回で3回局在を行

ない，終了1週間後の前立腺内亜鉛含量を示している

が，最低234μg／gd．w．から最高435μ9！gd．w．に分

布し，局輪台に前立腺組織を採取出来た1例では，局

注前の前立腺内亜鉛含量は632μg／gd．w．であり亜鉛

の減少率は54，0％であった．他の4例については，無

処置群の前立腺内亜鉛含量の平均値（986．2μ9／gd．w．）

を対照として比較したが，4例の局注後の前立腺内亜

鉛含量の平均が368．5μg／gd．w．でその亜鉛減少率は

 10％2Na－EDTA局注は，週1回で3回局注し6例

に行なった．局注前の前立腺内亜鉛含量は，6例とも

測定し最低312μ9／gd．w．から最高2327μ9／gd．w．

に分布し，平均1144．3μg／gd．w．であったが，局注

後のそれは最低107 pg／gd．w。から最高715μg／g

d・w．に分布し，平均305．0μg／gd．w．で，局注前の

亜鉛含量平均より局注後の亜鉛含量平均への減少率は

73．3％とさらに高い数値を得た．

 2）組織学的変化

 正常イヌ前立腺は，ヒトのそれに比べて腺が豊富で

かつ密である．腺上皮は円柱状で好酸性暗調の胞体を

有し，小型で円形の核は細胞の底部に配列している．

2層構造はあまり明瞭ではない．内腔へ向けての乳頭

状のひだ構造が豊富である．間質は狭く細い血管結合

織からなる（Fig．1）．

 2Na－EDTAを局注したイヌでは，前立腺腺上皮の

乳頭状のひだ構造が消腿し，空胞変性や萎縮性変化が

出現していた．空胞変性は高濃度投与群に著明に出現

する傾向があり，変性が著明な部位では，腺上皮の

畑鼠への剥離脱落している像もみとめられた（Fig．2）．

 これに対し，萎縮性変化は投与濃度に関係なく，1

例を除いた他の全実験動物にみられ，萎縮の著明な部

位では腺癌が拡大して蜂窩状の病巣を形成していた

（Fig．3）．また高濃度投与群には，腺上皮のi萎縮を伴

って拡大した腺腔内に，debrisを混在する好酸性無構

造物質が貯溜しているものがみとめられた（Fig．4）．

腺上皮に化生性変化は出現していなかった．

 以上のような病変を示す病巣の周辺部には，しばし

ばリンパ球浸潤を伴う線維化病巣が出現していた．線

Table 7． Deprivation of zinc from canine prostate in vitro experiment．

Conc． of No． of T［mes of

2NaEDTA dog inject．
Before tr．

Zinc Level           o／． of       Mean
mean after tr． ’”V一” decrease

O，02e／．

2．0 o／．

lO．O e！．

1

5

6

5

5

632

2327

2000

672

855

700
512

×

j

986．2

H44．5

i，4 C5P
1／／＄5），os．s

髪i

   505，01si

i89

！07

54，0

68．7

75．3
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Fig． 9．
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 蜂窩状病巣とその周辺部の線維化像症例7，H－E染色，×50

維化の進行した部位では，腺腔構造は強度に乱れて腺

腔は狭小化し，腺上皮は胞体の好酸性物質を失って空

胞状ないし水腫状に膨化していた（Fig・5）．このよう

な線維化病巣は投与2Na－EDTAの濃度とは無関係に

出現する傾向があったが異物性炎症像はまったくみと

められなかった．

 以上の組織学的所見を全実験動物について整理した

Table 8

実 E 局
験 D 所
霧x・装
番 濃 前
号 度 数

腺 上 皮 腺 腔 問質

乳空夢萎脱化狭拡内線細

縷  ・瀦
列性性縮落生一大溜化潤

23  0。02×1  ± 一  一 十 一 一  ± 十ト 十  十 一

24 2．0×3 ±一一十一一 十十一 ±

25 2．0×3 ± ±  一 十 一 一 一 一 一 一 十

26  2．0×3  一 ± 一 十 ± 一  十1 十 一  十ト 十

27 2．0×3 ±一一十一一 一十一 一一

28 2． 0×3 一 十 一 十 ± 一 一 ± 一 一 ±

30 10．0×3 ± 十 一 一 一 一

32 10．0×3 ±一一±一一 一纏一 一一一

su 10．0×3 一一一十十一 十十一 十±

35 10．0×3 一 十 一 一 ± 一 一e 十 一 一

36 10，0×3 一 一 一 十 一 一 一 十 ± 一 十

37 10．0×3 一 十 一 ± 一 一 一 ± 一 一 十

（一）肩変の認められないもの、 （±）軽度の病変のあるもの

（十）中等度病変のあるもの， （什）著明な病変のあるもの

ものがTable 8である．

V．Ca－2Na・EDTA甘楽によるヒト前立腺腺腫の亜

 鉛含量の変化（in vivo experiment）と組織学的

 変化

 1）前立腺内亜鉛含量の変化

 結果はTable 9に示すごとくである．20％Ca－

2Na－EDTAを1回のみ油注例は1例， 3回細注例が

1例，他はすべて5回局注で，局在は2日に1回行な

い，全例局注終了後1週間目に被膜下前立腺摘除術を

施行した．局注後の前立腺内亜鉛含量は，1回局芦品

が1277μglg d．w．3回耐蝕例が535μ9／9 d・w・であ

った，5回局注例は8例あり最低291P9／9 d・w・から

最高1114μ9／gd．w．に分布し，平均727．8μ9／gd・w・

であった．局出前の前立腺腺腫亜鉛含量を無処置群15

例の平均値（808．3μglg d．w．）をもって代用すると，

5回局注群の組織内亜鉛含量の減少率は9．9％でイヌ

のそれに比較すると低い値を示している．

 2）組織学的変化

 Ca－2Na－EDTAを局注した前立腺の腺上皮には種

々の程度の空胞変性ないし水腫状膨化が出現していた

（Fig．7）が，胞体が好酸性に濃縮しているものもわず

かながらみとめられた．変性した腺上皮は，ときに腺

腔内に剥離脱落していたが，多くの症例でみられた腺

上皮のおもな変化は萎縮性変化であった．変化の著明

な部位では，腺上皮は強度の萎縮に陥いって扁平な上

皮細胞と化し，乳頭状のひだ構造は全く消失してい

た．そのような部位では，腺腔が著明に拡大して，全

体として蜂窩状構造を示していた（Fig．8）． i萎縮した

腺上皮の核はクロマチンがやや密にとる傾向があった

が，全般に核には著明な変化は認めえず，また腺上皮

の化生性変化も認めなかった．腺腔内にはときにエオ
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Table 9． Deprivation of zinc from human prostate in vivo experiment．

 CONC，OF NO，OF TIMEEe； OF ZINC LEVEL 7b OF
  Ca－2NaEDTA CASE TNJECT， BEFORE TR． MEAN AFTER TR， MEAN DECREASE

      1   1 1277

20 9e

1

8

3

5

808 ．3

ro35

871

933 ・

291

1114

633

744

553

683

727 ．8 9 ．9

501

ジン好性の無構造物質やあるいは類澱粉体の貯溜して

いるものがあったが，腺上皮の変化との間に特に相関

関係はなく，非特異的な所見と考えられた．

 間質には，前立腺肥大症による間質成分の増生とは

別に，Ca－2Na－EDTA局注による線維化病巣がしば

しば出現し，ときに軽度のリンパ球を主とする小円形

細胞が浸潤していたが，異物性炎症像は全く認められ

なかった．線維化の強い部位では腺腔が狭小化して

管状構造がほとんど消失している部位もあった（Fig．

9）．

 以上の組織学的所見を全症例について整理すると

Table 10

腺 上 皮 腺 腔 間 質

    空調萎脱化狭拡内線細

曲螺 小継禦
    性性縮落生化大回化潤

1 A．K． ± 一± 一 一十十 ±

2 H．K． 十←一 一十一  十トー 一  十e一

3 K．F． 十一十± 一 一一H一± ±

4 M．T． 十±±一一 一十十 ±±

± 十±

Table 10のごとくとなる．

5 1．K． ±

6 N．K． ±一 一H一 ±一 一 十1一 ± 十十

7 M．H．十±十±一 ±±± 十ト±

8 T．L ±± 十十一 ±一 ± 十1一 ± ±十

9 M．F’．±一升一一 一十ト十 ±一

10 KA 一一 ±±± ±十十 什±

（一）病変の認められないもの、 〈±）軽度の病変のあるもの

（十〉中等度病変のあるもの、 （什）著明な病変のあるもの

考 察

 亜鉛は多くの微量金属と同様主として生体の酵素系

に関与し，生理的に重要な金属とされている．動植

物の成長に必須の元素であることは1869年Paulinの

鋤θ㎎漁5η初γ成育に関する報告により明らかにされ

ているが，生体内に含まれる亜鉛の微量測定法は，従

来，比色法を主とする化学的または組織化学的方法が

おもでsampling，測定法ともにその方法にいくつか

の問題点があり，測定結果もかならずしも統一されて

いない．しかし近年原子吸光光度計が普及したため生

体内亜鉛含量にかんする多くの報告が見られるように

なった．

 著者は，Perkin－Elmcr 303型原子吸光光度計を用

いて，イヌおよびヒトの前立腺内亜鉛含量を測定し，

特異的に高値であることを確認した．とくに前立腺腺

腫には正常のそれに比し，さらに亜鉛が多．く含まれる

データーを得て，適当な亜鉛キレート試薬を用いて増

加した前立腺亜鉛を減少させることにより，なんらか

の変化を前立腺に惹起きせることを期待し，in critro

およびin vivoにおける実験を試みた．

 ヒトを含めた脊椎動物性性腺系亜鉛を最：初に報告し

たのは，1921年Bertrand＆Vladescoi）で，ラット

の睾丸，副睾丸の亜鉛含量はそれぞれ，142，212μg／g

d．w．であり， ヒト睾丸は163μ9／gd．w．ヒト前立腺

では23歳と60歳の2例について測定しそれぞれ491，

531μg／gd．w．と報告している．その後，諸動物の

正常雄性性器系亜鉛含量の報告は多く，ラットでは

Mawson ＆ Fischer2）， Miller8）， Logothetopoulos9），

Schrodtlo）Sternbergら11）の報告があり，特に前立腺

には，他の諸臓器より多くの亜鉛塗含んでいることが

たしかめられている12）．イヌにおいても前立腺の亜鉛
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含量は多く，Weitzelら13）によれば669μ9／g d．w．

Loら14）は玉250μ9／g d．w． Mackenzieら15）は1100

μg／gd．W．の平均値を報告している．本邦では申山16）

が著者と同様の測定法を用い，湿重量で平均133．4

μg／gと言う亜鉛含量を報告している．著者の成績は，

正常雄成犬20匹の前立腺亜鉛含量は最低316μg／g

d．w．最高2032μglg d．w．平均986．2μglg d．w．であ

り，諸家の報告と大体一致している．イヌの睾丸，副

睾丸の亜鉛含量の報告は少なく，睾丸については中

山16）が湿重量で平均lo．3μ9／9と報告し’ている．著者

は，前立腺と比較する意味で，睾丸および副睾丸の亜

鉛含量を雄成犬10匹について測定したが，睾丸では平

均93．1μg／gd・w・副睾丸ではやや低く平均61．1μg／g

d．w．であり，前立腺の平均値986．2μ9／gd．w．に比

し両臓器ともあきらかに半値を示した．

 ヒト正常前立腺亜鉛含量については，先に述べた

Bertrand＆Vladesco1）以来， Duto三tらは470～530

μ9／9dw．， Mawson＆Fischer3）は598～1265μ919

d・w・，Kerrら18）は湿重量で89．9～136μg／gであり，

Schrodtら19）は平均520μg／g d．w．と報告している．

 わが国では山本ら20）が410～620μg／gd．w．，白川21）

は平均790．2μ9／gd．w．，松本22）は平均441．2 yg／9

d．w．，前田23）は540．9μ9／gd．w．，中山15）は湿重量で

33．6μ9／9と報告し，著者の成績は242．7～397．4μ9／9、

d．w．平均302．7μg／gd．w．で上記の報告に比較する

と若干低値の結果を得た．これはヒト正常前立腺亜鉛

含量は症例によりばらつきが大きいことを示すもの

か，あるいは測定対象に年代的な考慮がはらわれてい

ないためアンドロゲン活性などの差が亜鉛含量に影響

するためかとも考えられる，著者の用いたヒト正常前

立腺は膀胱癌患者のもので，比較的高齢者が多く，組

織学的にも腺管の発育が不良のものがあり低値をとっ

たものかと推測している．

 ヒト睾丸についてはDanielら12）が62μ9／g d．w．

と報告し，著者の成績61．9μ9／gd．w．と，ほぼ一致

している．副睾丸についてはSchneiderら24）は156

ppmを報告し，著者の測定成績は，平均65．5μg／g

d・w・でこれらの数値はイヌと同様，前立腺に特異的

に亜鉛が多く，同じ性器系でも睾丸，副睾丸における

亜鉛含量は少いことをしめしている．

 前立腺腺腫についての従来の報告はMawson＆

Fischer3）が平均772μ9／g d．w．，自川21）は平均887．4

μ9／gd．w．，前田23）は平均676．5μ9／gd．w・で，著者

は平均808．3μ9／gd．w．の成績を得た．これらの成績

は，ヒト前立腺腺腫の亜鉛含量はヒト正常前立腺のぞ．

れにくらべ，あきらかに増加していることを示してお

り，著者の成績は，およそ諸家の報告と低似してい

た．このことは前立腺肥大症が1つの疾患単位であ

り，亜鉛含量のばらつきも少いことを示している，

 ヒト正常前立腺の亜鉛含量は文献的に一定の傾向を

うかがえないことから，ここでは便宜上著者の正常前

立腺と前立腺腺腫の亜鉛含量を比較してみると，平均

値で正常前立腺302．7μ9／gd．w・，前立腺腺腫808．3

μglg d．w。と前立腺腺腫の方があきらかに高値であっ

た．これはMawson＆Fischer3）が組織学的に見て，

腺細胞が多い門門織内亜鉛含量が多いと述べているこ

とと一致するものである．

 前立腺に亜鉛キレート試薬を作用させて，亜鉛を除

去することにより組織変化を起こさせる試みは，イヌ

やラットについて全身投与した結果が報告されてい

る．Lo14）やMackenzieら25）はdithizonを用い，

Rizkalla26）はdithizonとoxineを用いて，前立腺亜

鉛含量および組織学的変化を報告している．前田23）は

ラットに対し，dithizon， L－histidineクエン酸ナトリ

ウム，oxine， nitroso－R－saltを用い前立腺亜鉛含量の

減少および組織変化をみているが，その成績による

と，いずれの薬剤投与でもラット前立腺亜鉛は減少

し，前述した順に組織変化が強く起っている．

 著者は人体ic使用可能と考えられるキレート試薬と

して2Na・EDTAを用い，まずin vitroにて2Na－

EDTAのZn－chelating agentとしての強さと効果

をためして見た．イヌ前立腺およびヒト前立腺腺腫を

2Na－EDTA内に24時間放置するのみで，前立腺亜鉛

含量は，イヌで52．2％減少，ヒトでは71．1％も減少を

みた．この事より2Na－EDTAは充分亜鉛キレートで

きるものと考えt．亜鉛が減少すれば前立腺になんら

かの組織変化が起きるという考え方は，Millerら8）

が，ラットにEblOγを投与し，前立腺重量の減少に

伴い亜鉛含量の減少を見たと言う報告や，Mackenzie

ら13）の，イヌに対しestradiolを投与し，前立腺亜鉛

の減少に伴い，前立腺に組織学的にも退行性変化が起

きたとする報告がある、著者もイヌのin vivo実験に

おいて，前立腺腺上皮の空胞変性，萎縮脱落や特牛

の狭小化，拡大，内容物の貯溜それに間質の線維化お

よび細胞浸潤等を観察しえた，

 前立腺肥大症に対する前立腺内局注療法は，1966年

Talwar＆Pande27）がcarbolic acid， glacial acetic

acidおよびglycerineを使用し，会陰部より経皮的に

おこなって以来Shipman＆Akile28）が同様の試み

を行なった報告があり，またBroughtonら29）が，

phenol， glacial acetic acidおよびglycerineを使用

して同様に前立腺局注をした報告がある．しかしこれ
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ら薬剤は，薬剤そのものによる前立腺の退行性変性を

期待したもので，いずれも前立腺炎や局注時の終痛の

激しさなどから，その後これらに関連した追試の報告

は少ない．著者の使用した2Na－EDTAとCa－2Na－

EDTAは，それ自身ではなんら組織障害を起こさし

める薬剤ではなく，あくまで亜鉛をキレートすること

により2次的に組織変化を起こすと考え使用したもの

である．

 著者はまずイヌに対し，2Na－EDTAの前立腺局口

を試みた，2Na－EDTA O．02％，5 ml，1回局注の低濃

度投与例では，前立腺亜鉛の除去効果は不良であっ

た．つぎに2％，5ml局注を1週間おきに3回施行

した 2％ge（動物番号24～28）の前立腺亜鉛の変化

は，平均68． 7％の減少率の点で良好な成績を得，さら

に10％，5ml局注を3回試みた10％群（動物番号30

～37）では，2％群に比し，dosc upにもかかわらず

減少率は，73．3％と2％群のそれとほぼ同レベルであ

った．組織学的変化では腺上皮の空胞変性と腺腔の狭

少化，間質の線維化が主たる変化で，2％，IO％両群

でかなり組織的退行変化は著明にあらわれ，亜鉛の減

少と相関して興味ある結果を得た．

 ヒトに対しては，Caキレートによる副作用を考慮

してCa－2Na－EDTAを投与した，2Na－EDTAは医

薬品としては市販されておらず，人体に対する影響も

不明であるので，日新製薬から鉛中毒の薬品として販

売され，安全性も確かなCa－2Na－EDTAをキレート

試薬として使用した，症例1は1回のみ，症例2は1

日おきに3回製糖，残りの8例は1日おき5回局注し

たが，前立腺亜鉛の減少率は平均で9．9％と低く，亜

鉛含量減少効果の点で期待した結果を得られなかっ

た．

 前立腺肥大症は通常は腺組織と間質線維成分の増生

からなり，全体として多発性の結節性病巣を形成して

いる．腺上皮は低円柱状で比較的明るい弱酸性の胞体

を有し」．核は類円形で細胞の底部に位置している．こ

の腺上皮は基底部の筋上皮細胞とともに2層性に配列

しているが，しばしば内耳に向って乳頭状のひだを形

成する（Fig．6）．このような前立腺肥大症にCa－2Na－

EDTAを投与し7ときの組織学的変化について検索

したところ，Table 10に示したように，試薬局注に

よりあきらかに，腺上皮のi萎縮，腺腔の拡大，間質の

線維化など組織学的に変化がみられた．

 in vivo実験のイヌおよびヒトを通じて著者の試み

た条件では，EDTA局注による前立腺の大きさは計

測上ほとんど変化を認めなかった．しかしin vivo実

験において，2Na－EDTAは前立腺亜鉛を充分にキレ
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一トし，Ca－2Na－EDTAも退行性変化を充分惹起せ

しめることから，局並の回数や頻度，ならびに局注終

了後から摘除までの時間などを考慮すれば，本局注療

法で前立腺の縮小効果が期待できると考えられる．

 この事実は，ヒトに対し安全にしてより有用なZn・

chelating agentの開発が急務であることを示すもの

で，将来において前立腺肥大症に対する薬物療法の1

つとして期待される．

結 語

 正常イヌ，ヒトの雄性性器系のうち睾丸，副睾丸，

前立腺の亜鉛含量を瀾馴し，特にヒトでは，正常前立

腺と前立腺腺腫の亜鉛含量を比較した．イヌ前立腺と

ヒト前立腺の亜鉛に対し，亜鉛キレート試薬である

2Na－EDTAを用い， in vitro lcて組織内亜鉛含量の変

化を検討した．またin wiv・にてイヌ前立腺は，2Na－

EDTA，ヒト前立腺腺腫はCa－2Na－EDTAを試み，

組織内亜鉛含量の変化および組織学的検討を行ない，

以下の結果を得た．

 i）正常イヌ雄性性器内亜鉛含量は，前立腺が最も

高く平均986μ9／gd．w．であり，睾丸，副睾丸はそれ

ぞれ平均93．1，61．1μ9／gd．w．であった．つぎにヒト

雄性性器内亜鉛含量では．前立腺腺腫が最も高値で平

均808．3μg／gd・w・以下順に平均値は，正常前立腺が

302．7μg／gd．w．副睾丸65．5μg／gd．w．睾丸61．9

μ9／gd．w．であった．

 2）in vitroの実験で，イヌ前立腺およびヒト前立

腺腺腫に，2Na－EDTAを作用させ，組織内亜鉛除去

を試みた所，亜鉛の減少率はイヌ前立腺で52．2％，ヒ

ト前立腺腺腫で71．1％であった．

 3）イヌ前立腺に対し，2Na－EDTAを0．02％，2

％，10％の3濃度にわけて局注を試みたところ，0．02

％局注では，亜鉛含量の減少はみられず，組織学的変

化も軽度であった．2％および10％局注群では，組織

内亜鉛含量は減少し，その減少率は2％群68．7％，10

％群73．3％であった．組織学的変化は2％群と10％

群の間に差はあまりみられなかったが，腺上皮，腺

腔，間質に強い変化を示した例が多かった．

 4）ヒト前立腺腺腫に対し，Ca－2：Na－EDTAを局

注した．局注回数は，！回，3回，5回と3群行なっ

た．1回および3回局注例では，前立腺亜鉛の減少は

みられず，組織学的変化も軽度であった，5回局注で

も，前立腺亜鉛含量の減少率は，9．9％と期待する程

の値は示さなかった．しかし組織学的変化は，腺上皮

の萎縮，腺腔の拡大，間質の線維化が認められた．
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