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エンドキサン投与により発生したと
    考えられる膀胱腫瘍の1例

近畿大学医学部泌尿器科学教室（主任

   加藤良成・辻橋
   松浦 健・金子
   井 口 正 典・秋 山

栗田 孝教授）
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A CASE OF BLADDER TUMOR SEEMED TO BE

  ASSOCIATED WITH CYCLOPHOSPHAMIDE

    Yoshinari KATo， Hironori TsuJiHAsHi，

    Takeshi MATsuuRA， Shigeo KANEKo，

   Masanori IGucHi and Takahiro AKiyAMA

1「rom the Dψαr伽8η彦げ．～7rolOg／，ノ（inki Universめ， School of Medicine

       （Directer： Prof． T． Ku・rita， 21dl．D．）

  A 54－year－old woman was diagnosed as Hodgkin’s disease in 1979， and treated with cyclophos－

phamide， vincristine， vinblastine and predonisolone for a year． She was given a total dose 18g cyclo－

phosphamide 50 mg daily． Hemorrhagic cystitis appeared 10 months after the beginning of the

therapy and recurrent hematuria persisted for 3 months． Therefore cyclophosphamide was discon－

tinued． One month after the cessation， necrotic tissues which contained many cel］s seemed to be

rnalignant were discharged in the urine． Since cystoscopy revealed a broadbased bladder tumor

on the posterior wall， the tumor was resected transurethrally． Histological examination of the speci－

mens did not ascertain the diagnosis of bladder carcinoma． Three months after the operation bladder

tumor appeared again， and had no malignancy in histopathologic examination． However we think

this cas．e may have a malignant feature in future because of its recurrent character， and should be

fo11owed up very carefully．

Key words： Bladder tumor， Hemorrhagic cystitis， Cyclophosphamide

は じ め に

 各種悪性疾患および一部の良性疾患にも多用されて

いるエンドキサンの副作用として出血性膀胱炎はよく

知られているが，エンドキサン使用後に発生した膀胱

癌も最近注目をあびつつある．最近われわれはポジキ

ン病治療のためにエンドキサンの投与を受けた後に発

生した膀胱癌が非常に疑われる症例を経験したので若

干の文献的考察とともに報告する．

症

Y，T。（O13－6－623・8）54歳．

例

 主訴：肉眼的血尿，壊死組織様物質の尿中排出．

 初診＝1980年9月26日．

 家族歴：特記すべきことなし．

 既往歴：14年前子宮筋腫にて子宮摘出術．

 現病歴：1979年8月右季肋部痛と発熱のため菓院を

受診し，リンパ節生検によりポジキン病と診断され

た．以後約1年間にわたりエンドキサンを毎日50mg

経口投与された．同時に6－MP，ピンクリスチン，ビ

ンプラスチン，プレドニンも併用された（Fig・1）．

1980年5月より排尿困難，肉眼的血尿が出現し，8月

には壊死組織様物質の尿中排出が見られ，組織学的に

は壊死組織のなかにクVマチンに富み不整な核を有す
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る腫瘍細胞が多数認められた（Fig．2）．そのため某院

にて膀胱鏡検査が施行され膀胱後壁に腫瘍が認められ

たため，精査および治療の目的で当科に入院となっ

た．

 初診時野積二身長144 cm，体重46 kg，栄養良，血

圧100～60mHg，脈拍数72／分，規則性，体温37・1。C，

眼瞼結膜に貧血はなく眼球結膜に黄染は認めない．胸

部理学所見では異常なく，腹部理学所見では肝を2横

指触知する以外は特記すべきことはない．なおポジキ

ン病は初診時に寛解状態にある．

 初診時検査成績：尿所見；軽度混濁，比重1017，

pH 5．5，蛋白（一），糖（一），赤血球1～2，白血球多

数，扁平上皮（＋），尿細菌（一）．血算；赤血球371×

104／mm3，白血球4800fmm3， Hb 12．2 g／dl， Ht 36．2

％，血小板25．9×IQ4／mm3，血液化学検査；Na 143

mEq／L， K 4．6 mEq／L， CI 106 mEq／L， Ca 8．9 mg／dl，

Pi 4．2 mg／dl，尿酸4．4 mg／dl， BuN 21mg／d王，クレ

アチニン0．7mg／dl，総蛋臼6，29／dl，アルブミン3．8

9／dl，総ビリルビンO．4 m9／dl， Al－Pase 194 U， GOT

20単位，GPT 28単位． LDH 208単位．凝固止血検

査；出血時間2分，プロトロンビン時間10，0秒，部分

トロンボプラスチン時問28．5秒，フィブリノーゲン

390 mgfdl， CEA 2．O ng／ml．尿細胞診ll o．

 膀胱鏡検査：後壁頂部に広基性で周辺に壊死組織の

付着した腫瘍を認めた．粘膜は全体的に充血性であっ

た．

 レ線学的所見＝排泄性腎孟造影では上部尿路に特に

著変を認めなかった．膀胱2重造影では粘膜の集中，

壁の硬化像は認められなかった．

 以上の検査所見よりlow stageの膀胱腫瘍と診断

し，1980年10月15日にpunch biopsyならびにTUR－

btを施行した．

 病理組織学的所見：腫瘍の粘膜層はほとんど脱落

し，1層の再生上皮が認められるのみであり，また残

存する上皮もほとんどが剥離し，強い線維化が認めら

れた（Fig・3）．一方間質でも線維芽細胞の増生が強

く，ところにより核濃染性の細胞や異型の強い空胞化

した細胞，また核分裂の強い細胞が散見された（Fig・

4）。以上の所見は細胞レベルで見ると悪性という診断

も可能であったが，上皮細胞もほとんど脱落しており

膀胱癌との確定診断はつけがたく，全体像から見ると

肉芽腫性変化の強い非特異的炎症とも考えられた．

 術後経過：術後経過は良好で補助的療法は行なわ

ず，術後第20病日に略治退院した，その後外来で経過

観察していたが，術後2ヵ月目に顕微鏡的血尿が出現

し，膀胱鏡検査にて前回と同じ後壁に2個の広基性の

腫瘍が認められたため（Fig・5），確定診断のため｝こ

punch biopsyを施行した．組織学的検査では著明な

循環障害を伴った炎症性変化を示し，前回と同様細胞

レベルでは悪性像が認められるものの，全体像として

は膀胱癌の確定診断は得られなかった．以後外来にて

経過観察中であるが，1981年4月現在腫瘍の再発は認

めていない．

考 察

 エンドキサン投与後に膀胱癌が発生したとの報告

は，1971年にWorth1）が2例の移行上皮癌を報告し

て以来，10年間に22例の報告がなされている（Table

l）．これら22例の組織型は移行上皮癌が14例と多く，

次いで扁平上皮癌が5例に発生している．エンドキサ



Fig．2．尿中に排出された壊死組織様物質の組織所見．核濃染

   性で不整な細胞が多数認められる（×400）．

1藤織輪騨1

  Fig．3．経尿道的に切除された膀胱腫瘍の組織的所見．上皮は

      ほとんど脱落している（弱拡大，×100）．

Fig．4・Fig・3に同じ．核濃染性細胞，異型の強い空胞化した

    細胞，核分裂像の認められる細胞が散見される（強拡

    大，×400）．

Fig・5・再発腫瘍の膀胱鏡写真．膀胱後壁に認められ，広基性

    で周囲の炎症性変化は少ない．
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Table 1

                投与期間掬 年齢 性   原発性腫瘍  膀胱腫瘍
                （年）

総投与量（9）
出血性 投与中止から膀胱腫瘍
           報 告 者膀胱炎 発生までの期間（年）

1 49 ♂ ホジキン病

2 67  ♂ リンパ肉腫

3 12  ♂ ホジキン病

473 ♂ 骨髄腫
5 61  ♂ マクログロブリン血症

668 ♂ 骨髄腫
フ 65 ♀ ホジキン病

8 66  ♀ 濾胞性リンパ腫

9 52 ♂ 骨髄腫

10 62  ♂ 骨髄腫

11 40  ♂ ホジキン病

12 66  ♂ 骨髄腫

13 66  ♂ 骨髄腫

14 65 ♂ ホジキン病

15 44  ♂ ホジキン病

16 60  ♂ 骨髄腫

17 42  ♂ リンパ肉腫

18 46  ♀ 卵巣嚢胞腺癌

19 55  ♀ ポジキン病

20 51  ♀ 肺編平上皮癌

21 52  ♀ 骨髄腫

22 51 ♂ 慢性リンパ性白血病

移行上皮癌 2

移行上皮癌 3

線維肉腫  7．5

移行上皮癌 4

移行上皮癌  0，5

移行上皮癌 6

移行上皮癌‘6

移行上皮癌 5

扁平上皮癌  5．5

扁平上皮癌 6

扁平上皮癌 3

未分化細胞癌4

扁平上皮癌 3

移行上皮癌 6

腺癌    4週

移行上皮癌 3

移行上皮癌 7

扁平上皮癌 8

移行上皮癌 3

移行上皮癌 3

移行上皮癌  5．5

移行上皮癌 4

TOO－150mg／day

150mg／day

不 詳

138g

不 詳

539

2009

10eg

2959

2529

1479

1929

1149

1259

39

7フ9

2559

1509

779

2169

2929

144g

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

短期間 
Worth 1

短期間 Worth

短期間 RupprechtT

1年Dale＆Smith］
8 か 月    Dale＆Smith

短 期 間   Weinsteinq．

短 期 1間    Ansel15i’

短期間 
Ansel1

17 か 月   Wai16．

短 期 間   Wal1

10  年   Wal［

2  年   Wali

短 期 間   Wall

短期間 Richtsmeire］

4．5年 Peason8
短期間 北村9」

短  期  間      Fa「rchildlo

短  期  間     Fairchild

短期間 
Fairchild

2年Durkeeli
2年 Durkee
短期間 Durkee

ン投与期間は最短で4週間，最長で9年間で平均投与

期間は4年8ヵ月であるが，投与期間が短くても癌の

発生は充分起こりうることを示している。エンドキサ

ンの投与量は3～2929で平均1629であり，一般的

に総投与量50gを越えたものに癌の発生をみている

が，Peas・nら（1978）8）はわずか3gの投与後に発

生した膀胱癌を報告している．原疾患は多発性骨髄腫

瘍，ポジキン病が多く，これはこの2疾患に対するエ

ンドキサンの使用頻度が高いtめであると考えられ

る．しかし，エンドキサンは現在多くの良性疾患にも

多用されているが，これらからの膀胱癌の発生は全く

報告されておらず，この事実はエンドキサンによる膀

胱癌の発生機序に関して興味ある示唆を与えていると

思われる．すなわち膀胱癌発生にはエンドキサンその

ものの作用に加えて，癌患者における免疫低下状態な

どが関与しているものと想像される．’

 大多数の症例は投与中止直後または短期間後に膀胱

癌が発生しているが，なかには4年5ヵ月を経てから

血尿が出現し膀胱癌の発見されたものや，投与中止後

10年を経て血尿の再発があり膀胱癌が発見された症例

もある点から，特に原疾患が悪性腫瘍の場合には，投

与中止後も症状の有無にかかわらず定期的な観察が必

要であると考えられる．さらに膀胱癌が発生する以前

に出血性膀胱炎の既往のある症例は19例（86％）であ

る点から，エンドキサン投与により出血性膀胱炎が出

現した症例に対しては，定期的な尿細胞診や膀胱鏡検

査などより一層慎重な経過観察が必要であると考えら

れた．

 エンドキサンによる癌発生機序はまだ推論の域を出

ておらず，エンドキサンの直接発癌作用，免疫抑制作

用，ウイルスの関与などが報告きれている4，8・11），エ

ンドキサン投与後に膀胱癌以外の悪性腫瘍が発生した

との報告はBashourら（1973）12）の報告したmalig－

nant mUlierian tu皿orの1例のみであり，エンドキ

サンの全身的作用である免疫抑制作用からのみでは膀

胱癌発生機序は説明しにくい．Koss（1967）13・14）はエ

ンドキサンをラットに静脈注射し膀胱上皮を検討した

結果，まず膀胱上皮の壊死が起こり，その後急速な上

皮の再生および過形成が起こることを報告している．

またCox（1979）15）はこの過形成に着目して次のよう

な仮説をたてている．すなわち上皮の再生および過形

成の時期には，非常に多くの細胞が急速な細胞周期の

なかに置かれ，この時尿中に排泄されたエンドキサン

の代謝産物は核酸の復写を障害し，発生学的に発癌性

を与えるという仮説である．実際ほとんどの症例が膀

胱癌発生前に出血性膀胱炎を認めており，局所作用で

ある出血性膀胱炎が発癌の引き金となっていることは

おおいに予想される．

 われわれの症例は明らかな出血性膀胱炎の後lc 2度

の肉眼的腫瘍発生を見，いずれも組織学的には悪性の

確定診断を得られなかったが，3ヵ月という短期間に

再発している点や，組織中に認められた核濃染性の強
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い細胞や核分裂細胞などのいわゆる悪性細胞が混在し

ていた点などから，出血性膀胱炎からまさに発癌に至

る過程ではなかろうかと考えている．ところで一般的

に出血性膀胱炎の際には細胞診上異型細胞が多数出現

し，悪性細胞との鑑別は非常に難しいと言われてお

り16），われわれの症例も出血性膀胱炎との鑑別を慎重

に行なわなければいけないところであるが，2度目の

腫瘍においては周囲の炎症性変化も少なく，また投与

中止後3ヵ月も経て発生しており，肉眼的像および発

生時期から考えて出血性膀胱炎とは考えにくいと思わ

れる．

 今後も慎重な経過観察を行なっていき，時期を逸さ

ずに適切な治療を施したいと考えている．

結 語

 54歳女子のエンドキサンによる出血性膀胱炎後に発

生した膀胱腫瘍の1例を報告した．自験例は組織学的

に膀胱癌との確定診断は得られていないが，その臨床

経過より，出血性膀胱炎からまさに発癌に至る過程を

しめす症例ではないかと考えている．

 本論文の要旨は第93回日本泌尿器科学会関西地方会で発表

した．

 稿を終るにあたり，御校閲を賜った恩師栗田 孝教授に深

謝いたします．
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