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シクロフォスファミド惹起ラット出血性膀脱炎による頻尿に対する

aーラクトアルブミンの作用

内田勝幸＊，小林お りえ

（昧明治 ・研究本部 ・食機能科学研究所，神奈川県小田原市成田540番地 250-0862) 

Effect of a-lactoalbumin on the frequent urination induced by cyclophosphamide in rats 

Masayuki Uchida* and Orie Kobayashi 

(Food Science Research Labs., R&D Div., Meiji Co., Ltd. 540 Naruda, Odawara City, Kanagawa 250-0862 Japan) 

Abstract 

Frequent urination is a serious problem and remarkably decrease the Quality of Life . However, frequent urination 

has been also reported as an adverse effect in anti-cancer drugs therapy using cyclophosphamide and ifosfamide. Then, 

the present study aimed to investigate the effect of ce-lactoalbumin on the frequent urination induced by cyclo-

phosphamide in Sprague-Dawley strain female rats. Cyclophosphamide dissolved in saline was administered 

intraperitoneally at doses of 50 and 150 mg/kg. Distilled water for injection was administered orally in a volume of 20 

ml/kg after 2 days of cyclophosphamide-treatment. Thereafter, urination number of times and urine volume were 

measured every 15 min till 120 min. At a dosage of 150 mg/kg, significant increase of urination number of times and 

significant decrease of the average urination volume were observed, but not at 50 mg/kg. Then, the effect of a-lactoalbu-

min was evaluated by the administration of 150 mg/kg of cyclophosphamide. ce-Lactoalbumin and dexamathason were 

administered orally at a dosage of 1000 and 5 mg/kg, respectively, before and after cyclophosphamide administration. 

Urination test was performed 2 days after cyclophosphamide. ce-Lactoalbumin and dexamathason markedly decreased 

the urination number of times, and at 120 min ce-lactoalbumin showed a significant decrease (p < 0.05). Moreover, a-lac-

toalbumin significantly attenuated the significant decrease of the average urination volume induced by cyclo-

phosphamide. Dexamathason also showed almost the same efficacy as ce-lactoalbumin. These results show that ce-lactoal-

bumin is effective on the frequent urination induced by cyclophosphamide. 

キーワード ：シクロフォスファミド，頻尿， a-ラクトアルプミソ，デキサメサゾン，ラット

緒戸

現代は高齢化社会であり，加齢に伴う病気の頻度も増

加の一途をたどっている。中でも頻尿は著しく生活の質

(Quality of Life: QOL)を低下させ，深刻な問題である。

一方，抗がん剤であるシクロフォスファミドやイフォ

スファミドなどアルキル化剤を用いたガソ治療におい
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て，代謝物であるアクロレインが膀脱内に貯留すること

で膀脱炎が発症する副作用が報告されている 1)。その結

果，膀脱炎に伴う頻尿が QOLの低下を招いている。し

たがって，膀脱炎が原因で頻尿が起きるのであれば，抗

炎症作用を示す素材がシクロフォスファミドによる頻尿

に対し有効であると考えられる。実際，脂質二重膜から

アラキドン酸を切り 出す酵素であるフォスフォリパーゼ

ふ を抑制するデキサメサゾンがシクロフォスファミド

による膀脱炎に有効であることを Lecciら2)は報告して

いる。また，アラキドソ酸からプロスタグランジソを生

成するシクロオキシゲナーゼ (Cyclooxygenase:COX) 

のサプタイプである COX-2の発現がシクロフォスファ

ミド投与により膀脱に惹起されることが多く報告されて

いる3-6)。これらの報告は抗炎症作用を示す薬剤がシク
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ロフォスファミドやイフォスファミドによる膀脱炎に対

し有効性を示す可能性を強く示唆するものである。

一方，我々は牛乳成分中の aーラクトアルブミンにフ

ォスフォリパーゼふおよび COX-2を阻害する作用の

あることを見出し，各種炎症モデルや疼痛モデルに対し

有効性を示すことを報告している冗したがって， a-ラ

クトアルブミンがシクロフォスファミド惹起出血性膀脱

炎による頻尿に対し有効性を示す可能性が考えられる。

そこで，今回の検討ではラットを用いシクロフォスフ

ァミド惹起出血性膀脱炎による頻尿に対し aーラクトア

ルブミンが有効性を示すか検討を行った。

材料および方法

以下の動物実験は跨明治で規定する "GuidingPrinci-

ples for the Care and Use of Laboratory Animals"に従

って行った。

1. 動物

6週齢の Sprague-Dawley系雌性ラットを 6週齢で日

本 SLC社（静岡）より購入し，室温21士2℃，湿度55士

15%, 点灯時間 7:00から19: 00の条件下の部屋で飼

育した。 1週間の予備飼育の後，実験に用いた。なお，

試験当日は試験開始前 4時間を絶水とし，餌は自由摂

取とした。乎均体重は195gであり， 1群 6匹を用いた。

2. シクロフォスファミドによる頻尿モデルの作製

頻尿モデルはシクロフォスファミドを生理食塩液に溶

解し， 50および150mg/kgの用星で腹腔内投与するこ

とで惹起した (2ml/kg)。なお。正常群には生理食塩

液をシクロフォスファミドの代わりに 2ml/kg腹腔内

投与した。

シクロフォスファミド投与 2日目の午前中 4時間ラ

ットを絶水させた。その後注射用蒸留水を20ml/kg経

口投与することで排尿を惹起した。注射用蒸留水経口投

与後，経時的に尿を回収し， 15分ごとに排尿回数およ

び尿の重さを測定した。注射用蒸留水投与120分後まで

測定を行い，尿の比重を測定することで平均排尿星を算

出した。

今回の検討で正常群に比較してシクロフォスファミド

150 mg/kgの用量で排尿回数の有意な増加と 1回毎の

平均排尿量の有意な低下がみられた。したがって，被験

物質の評価はシクロフォスファミド150mg/kgを投与

するモデルで実施することとした。

3. シクロフォスファミドによる頻尿モデルに対する

aーラクトアルブミンおよびプレドニゾロンの作用

aーラクトアルブミンおよびプレドニゾロンは注射用
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蒸留水に溶解または懸濁し，それぞれ1000mg/kgおよ

び 1mg/kgの用量で投与した。被験物質はシクロフォ

スファミド投与30分前， 30分， 1時間および 2時間後の

計 4回経口投与した (5ml/kg)。なお，正常群にはシ

クロフォスファミドの代わりに生理食塩液 (2ml/kg) 

を腹腔内投与し，被験物質の代わりに注射用注射用水

(5 ml/kg)を経口投与した。

シクロフォスファミド投与 2日目の午前中 4時間絶

水させた。その後注射用蒸留水を20ml/kg経口投与す

ることで排尿を惹起した。注射用蒸留水経口投与後，経

時的に尿を回収し， 15分ごとに排尿回数および尿の重

さを測定した。注射用蒸留水投与120分後まで測定を行

い，尿の比重を測定することで平均排尿量を算出した。

4. 試薬

シクロフォスファミドおよび注射用水または生理食塩

液はそれぞれ和光純薬（東京）およ大塚製薬工業（徳島）

から購入した。

5. 統計解析

結果は平均値士標準誤差で表し，群間の検定は Dun-

nett's multiple comparison testを用いて行い， p<0.05

を有意差ありと判定した。

実験結果

1. シクロフォスファミドによる頻尿モデルの作製

シクロフォスファミドを腹腔内投与すると，投与翌日

より床敷きが赤く染まっていた。これはラットに出血性

膀脱炎が惹起されており，血尿により床敷きが赤くなっ

たことが原因と考えられた。また， 50mg/kg投与群よ

り150mg/kg投与群の方が顕著であった。一方，正常

群において血尿は認められなかった。

各群の経時的な累積排尿回数を図 1に示す。各群と

も経時的に排尿回数は増加した。正常群では120分の時

点で 3回であった。シクロフォスファミド投与群では

正常群より高く推移し， 150mg/kg投与群では正常群

に比較してすべての時点で有意な高値を示した。 120分

の時点で累積排尿回数は21.2回であった。しかし， 50

mg/kg投与群では正常群に比較して高値で推移した

が，何れの時点でも正常群に比較して有意差は認められ

なかった。

1回毎の平均排尿量を図 2に示す。正常群では1.15

mlであったが，シクロフォスファミドを投与すると 1

回毎の平均排尿量は用星に依存して減少した。 150mg/ 

kg投与群では正常群に比較して有意な低値を示した

(0.13 ml, p<0.05)。
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Fig. 1 Effect of dosage of cyclophosphamide on the 

urination number of times in rats. 

Frequent urination was induced by the intra-

peritoneal administration of cyclophosphamide 

at doses of 50 and 150 mg/kg. Two days after 

cyclophosphamide treatment, 20 ml/kg distilled 

water was administered orally and the frequency 

of urination were measured every 1 5 min for 120 

min. 

Values represent the mean土SEof used rats (n = 
6). 

* : Significant difference vs control (normal rat) (p < 

0.05). 
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Fig. 2 Effect of dosage of cyclophosphamide on the 

average urination volume in rats. 

Frequent urination was induced by the intra-

peritoneal administration of cyclophosphamide 

at doses of 50 and 150 mg/kg. Two days after 

cyclophosphamide treatment, 20 ml/kg distilled 

water was administered orally and the urine 

volume was measured at 120 min after cyclo-

phosphamide treatment. 

Values represent the mean士SEof used rats (n = 
6). 

* : Significant difference vs control (normal rat)_ (p < 

0.05). 

2. シクロフォスファミドによる頻尿モデルに対する

aーラクトアルブミンおよびプレドニゾロンの作用

各群の経時的な累積排尿回数を図 3に示す。各群と

も経時的に排尿回数は増加した。正常群は120分の時点
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Fig. 3 Effects of c,-lactoalbumin and prednisolone on 

the urination number of times in cyclophos-

phamide-treated rats. 

Frequent urination was induced by the intra-

peritoneal administration of cyclophosphamide 

at a dose of 150 mg/kg. Two days after cyclo-

phosphamide treatment, 20 ml/kg distilled water 

was administered orally and the frequency of 

urination were measured every 1 5 min for 120 

min. c,-Lactoalbumin and prednisolone was 

administered orally at a dosage of 1000 and 5 

mg/kg, respectively, at 30 min before, 30 min, 

1 hr and 2 hr after cyclophosphamide administra-

tion. 

Values represent the mean士SEof used rats (n = 
6). 

* : Significant difference vs control (cyclophosphamide-
treated rats) (p < 0.05). 

で2.2回であった。シクロフォスファミド投与群では正

常群より高く推移し， 15分を除いたすべての時点で正

常群に対し累積排尿回数は有意な高値を示し， 120分の

時点で10.5回であった (p<0.05)。

aーラクトアルブミンおよびプレドニゾロン投与群で

は対照群であるシクロフォスファミド投与群に比較して

顕著に低値で推移し，両群ともほぼ同様な累積排尿回数

の変動を示した。 aーラクトアルブミン投与群では対照

群に比較して120分の時点で有意差な低値を示した (5.3

回， p<0.05)。

1回毎の平均排尿量を図 4に示す。正常群では1.82

mlであったが，対照群では 1回毎の平均排尿量は有意

に低値を示し，その値は0.51mlであった (p< 0.01 vs 

normal)。aーラクトアルブミンおよびプレドニゾロン投

与群では対照群に比較して高値を示し， Q!-ラクトアル

ブミン投与群では対照群に比較して有意に高値であった

(0.95 ml, p<0.05)。

考察

今回の検討では頻尿モデルとしてシクロフォスファミ

ドによるラット出血性膀脱炎モデルを用いた。先行文献

ではシクロフォスファミド 150mg/kgの用量を用い，
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Fig. 4 Effects of a-lactoa¥bumin and prednisolone on 

the average urination volume in cyclophos-

phamide-treated rats. 

Frequent urination was induced by the intra-

peritoneal administration of cyc¥ophosphamide 

at a dosage of 150 mg/kg. Two days after cyclo-

phosphamide treatment, 20 ml/kg distilled water 

was administered orally and the urine volume 

was measured at 120 min after cyclophos-

phamide treatment. a-Lactoalbumin and pred-

nisolone was administered orally at a dosage of 

1000 and 5 mg/kg, respectively, at 30 min 

before, 30 min, 1 hr and 2 hr after cyclo-

phosphamide administration. 

Values represent the mean士SEof used rats (n = 
6). 

*・** : Significant difference vs control (cyclophospha-

mide-treated rats) (p < 0.05, 0.01). 

シストメトリー法で検討しているが5), 今回の検討では

注射用蒸留水を経口投与することにより ，15分ごとに

排尿回数と排尿星を測定することで頻尿の程度を評価

できるか検討した。まずシクロフォスファミドの用量反

応性について検討した。用いた用量は50mg/kgと150

mg/kgである。正常群に比較 してシクロフォスファミ

ド150mg/kgの用量では排尿回数は有意に高値で推移

した。しかし， 50mg/kgの用量では正常群より高値で

推移したが有意差が認められなかった。また， 1回毎の

平均排尿量は150mg/kgの用量で正常群に比較して有

意に低値であった。したがって，今回の検討でもシク ロ

フォスファミド150mg/kgの用量がモデル作製に適し

ており ，先の報告と一致した結果であった5)。また，注

射用蒸留水を経口投与することに よる排尿回数と排尿量

を経時的に測定することで簡便に頻尿の程度を評価でき

ることが明らかになった。

シクロフォスファミドによる膀脱炎はシクロ フォスフ

ァミドの代謝物であるアク ロレイ ソが腎臓か ら排泄さ

れ，膀脱内に貯留し，膀脱に炎症を惹起することで発症

するモデルである。したがって，利尿薬の投与は膀脱内

のアクロレイソの濃度を低下させるとともに，アクロレ

インを体外に排泄させることで炎症を軽減させることが

できると考えられる。今回行った予備的検討でも，被験

物質の投与容量を今回の 2倍の容量 (10ml/kg)で投与

すると排尿回数は著しく減少した (Datanot shown)。
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これは被験物質の投与容量が多いと尿量が増し，膀脱内

のアク ロレイ ソ濃度が下がり ，膀脱炎の程度が軽減され

たためと考えられた。したがって，今回の検討ではシク

ロフォスファミドによる頻尿を抑制できるか検討するた

めに被験物質は 5ml/kgの投与容量で行う こととし

た。また，今回モデル作製条件を検討したときは被験物

質は投与していなかった。その為排尿回数は約20回で

あったが，被験物質を評価するときには対照群の排尿回

数は約10回に減少した。このことは被験物質の投与に

より尿量が増えることで病態が軽減されたためと考えら

れた。実際， 血尿の程度はモデル作成時の対照群より被

験物質評価時の対照群のほうが軽度であった。また，イ

ヌを用いた検討においてもシクロフォスファミドによる

膀脱炎の軽減には利尿剤の投与が有用であることが報告

されており 8), 今回の排尿回数の違いを説明するものと

考える。

シク ロフォスフ ァミド による出血性膀脱炎発症機序に

関してはプロスタグラソジソやタ キキニソの関与を示す

論文が報告されている3-6)。プレドニゾロンは脂質二重

膜に存在するアラキドン酸を切り出すフォスフォリパー

ゼA2を抑制する作用を持ち，抗炎症作用を示す。これ

によりアラキドソ酸からプロスタグランジソの生成は結

果的に抑制される。今回，比較対照薬としてプレドニゾ

ロンを用いた。 プレドニゾロンには有意差は認められな

かったものの顕著な排尿回数の減少と 1回毎の平均排

尿量の増加を認めた。したがって，プレドニゾロンの投

与用蓋を増加することで有意な作用がみられると推察で

きる。実際，ラットを用いた検討で同じステロイドであ

るデキサメサゾンがシクロフォスファミドによる膀脱炎

に有効性を示した報告がある叫こ れまで我々は aーラ

クトアルプミンが消炎鎖痛作用を示し，その作用機序に

フォスフォリパーゼ釦阻害作用が関与していることを

報告している7)。したがって， a-ラクト アルプミンの頻

尿抑制作用にフォスフォリパーゼA2阻害作用が関与し

ていると考えられた。シク ロフォスファミドによる膀脱

炎の発症機序として炎症時に誘導される COX-2の関与

を示す報告が多くさ れている3-6)。COX-2はアラキド

、ノ酸からプロスタグラソジソを生成させる COX のアイ

ソザイムで炎症時に誘導される酵素である。 Chuangu

ら9)は COX-2を阻害する薬物がシク ロフォ スファミド

による膀脱炎に対し有効性を示すことを報告している。

aーラクトアルプミソにはフォスフォリパーゼふ阻害作

用に加えCOX-2阻害作用もあることが明らかにしてい

る7)。したがって aーラクトアルプミンの頻尿抑制作用

のもう一つの機序として COX-2阻害作用も関与してい

ると考えられた。

一方，シクロフォスファミドの膀脱炎に関しては抗酸

化作用を持つ物質が有効性を示すことも報告されてい
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る10,11)゚ a-ラクトアルブミンが抗酸化作用を持つこと

は既に知られており，消化酵素分解をすることにより，

その活性はさらに増強する12)。活性ペプチドについて

は明らかではないが， Marukusら13)はaーラクトアルブ

ミンを摂取すると血中のトリプトファン濃度が上昇し，

睡眠に良いことをヒトにおいて証明している。トリプト

ファンは非常に抗酸化活性の強いアミノ酸である12)こ

とから消化吸収されたトリプトファンが抗酸化活性を示

し，今回のモデルに有効性を示した可能性も推察された。

以上の結果から，今回の検討で排尿回数と平均排尿最

を経時的に測定することでシクロフォスファミドによる

頻尿を簡便に評価できることが明らかになった。また，

aーラクトアルブミンがシクロフォスファミドによる頻

尿を抑制し，その機序としてフォスフォリパーゼふ阻

害作用および COX-2阻害作用の関与が示唆された。更

に， a-ラクトアルブミンによる抗酸化活性の関与も推

察された。
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シクロフォスファミド惹起ラット出血性膀脱炎による頻尿に対する

aーラクトアルブミンの作用

内田勝幸＊，小林おりえ

（鞠明治・研究本部・食機能科学研究所，神奈川県小田原市成田540番地 250-0862) 

第66巻

加齢に伴う頻尿は著しく生活の質 (Qualityof Life: QOL)を低下させる。また，シクロフォスファミドやイフォス

ファミドなどの抗がん剤治療における副作用による膀脱炎に伴う頻尿も同様に QOLの低下を招く。そこで，今回の検

討では抗がん剤であるシクロフォスファミドによる頻尿に対し aーラクトアルブミンが有用性を示すか否か検討した。

動物は Sprague-Dawley系の雌性ラットを用い，シクロフォスファミド50または150mg/kgの用量を腹腔内投与する

ことにより頻尿モデルを作製した。投与 2日後に蒸留水20mgl/kgを経口投与し，その後15分ごとの排尿回数および排

尿量を測定した。 150mg/kgの用量では有意な排尿回数の増加および 1回毎の排尿量の有意な低下がみられ，頻尿が

観察された。しかし， 50mg/kgの用量では正常群と有意差がみられなかった。そこで， a-ラクトアルブミンの作用評

価にはシクロフォスファミド150mg/kgの用最で惹起したモデルを用いることにした。比較対照薬としてプレドニゾ

ロンを用いた。シクロフォスファミドを投与した対照群では排尿回数が経時的に増加し， 120分後では約10回の排尿が

あり，正常群に比較して有意に高値であった (2.2回， p<0.05)。また，正常群に比較して 1回毎の平均排尿量は有意

に減少した (1.82vs 0.51 ml, p < 0.01)。aーラクトアルブミンの投与により排尿回数は対照群に比較して低値で推移

し，対照群に比較して120分で有意差が認められた (p< 0.05)。また， 1回毎の平均排尿量は対照群に比較して有意に

高値であった (0.95ml, p < 0.05)。プレドニゾロンも aーラクトアルプミンとほぼ同様な作用を示したが，有意差はな

かった。以上の結果から aーラクトアルプミンはシクロフォスファミドによる頻尿に対し抑制作用を示すことが明らか

になった。
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