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骨髄内移植腫湯（WALKERCARCINOSARCOMA) 

に及ぼす抗癌剤の影響に関する実験的研究

京都大学医’三部整形外科学教室（指導：近藤鋭矢教授）
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EXPERIMENTAL STUDIES ON THE INFLUENCE 
OF ANTICANCEROUS AGENTS ON THE TUMORS 

TRANSPLANTED INTO BONE MARROW 
(WALKER CARCINOSARCOMA) 

by 

lcHIRO IKEDA 

From the Department of Orthopaedic Sur巨ery,K、。toUni、ersityMedical School 
(Director Prof. Dr. Ersm Ko~oo) 

Although the therapy of malignant osteogenic sarcoma is clinically regarded to be 

very difficult, there has been only a little research reported in this field, and the effect 

of anticancerous agents has remained unclarified. One of the reasons is the difficulty of 

developing experimental bone tumors. 

The author was able to implant ¥V ALKER carcinosarcoma into the tibial bone marrow 

of the rat, and produce a bone tumor graft which resembled human osteogenic sarcoma 

and which seemed to fulfill the various requirements of an experimental tumor. 

The nature of this bone tumor and its behavior under anticancer therapy were ob-

served roentgenographically, histologically and macroscopically. 

1. This experimental bone tumor had a 73.3% successful transplantation rate, 24.3 

days mean survival time, and 68%, 48% and 3% metastasis to the lung, lymph nodes 

and kidney, respectively, and was undetectable in the other organs. Metastasis to the lung 

seems to be induced by the embolism of tumor cells which are carried there by the 

blood stream just after transplantation, and which continue to be spread gradually via the 

blood as the local tumor expands. It is very similar to human osteogenic sarcoma in that 

it promotes formation of trabeculum and cortex in the transplanted area, and a marked 

spicule-like osteogenesis, and that some of the tumor cells appear in the newly-formed 

bone with shapes of atypical osteocytes and osteoblasts. 

2. This experimental bone tumor is quite sensiti日 toanticancerous agents, specifi-

cally clasmatosis of tumor cells, and the occurrence of giant cells with the pyknosis and 

clasmatosis of the nucleus, and swollen cytoplasm. These changes are not detectable in 

the control group. So there is hope for the chemotherapy of human malignant osteogenic 

sarcoma, showing the prolongation of life after the so-called middle stage (the stage when 

changes in the bone become visible roentgenographically). 

＊本論文の一部は第92回近畿外科学会に於いて発表した．本論文の要旨は第36回日本整形外科学会総会に於い

て発表の予定．
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The application of anticancerous agents lowers the rate of lung metastasis to 20～ 

40% of the control group, but the local tumor is reduced only in the few cases in which 

the periods of life is prolonged. 

The peripheral blood in the last stage shows anemia (less than three million eryth-

rocytes) and leucocytosis (more than 50,000 white blood cells) in the control group, 

while in the group receiving anticancerous agents erythrocytes are kept nearly in the 

normal range with only a slight decrease and leucocytes fluctuate a little with a tempo-

rary decrease. 

It seems likely that the mode of application of the anticancerous agents has someth句

ing to do with their side effects, since intermittent application is more effective than con-

tinuous. The fact that intermittent use of two agents together results in marked pro-

longation of life and has an inhibitory effect on lung metastasis suggests that this method 

Ill乱ybe more usefull if the selection of anticancerous agenst and the mode of combination 

are taken into consideration. 

Local injection into the bone tumor is believed to drive the tumor cells into the 

blood, thus increasing the formation of lung metastasis. Therefore, the injection of 

anticancerous agents directly into the bone marrow should be avoided in cases of bone 

tumor. 
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文献

性骨肉腫の治味は臨床的に極めてl吋難であるとされp

習慣的に外科的操作とレ線I （＂け照射療法および実

験的化学療法の併用ぷ繰返されているにすぎず，その

予後は極めて惑し＼ しかもこの）j11'1iに関する恭礎的研

冗は極めて少なし実験的検討は急務を要するものと
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与えられるが，特に抗癒剤のこれら悪｜生骨腫疹に対す

る効果に就てはまだ不明の点が多い．ここに於いて著

者はp 抗癌剤の悪性骨肉i重に及ぼす影響について基礎

的実験的研究を行なったのでその概要を報告したいと

考えた．

実験的骨腫壌は，原発性，移植性に大別されP 原発

性骨腫疹については藤浪の家鶏肉腫雪］）32＞，加藤の家主島

軟骨腫5）等があり p 更に放射性同位元素（ベリリウ

ム，ストロンチユウム）発癌物質（メチ＇ cコヲントレ

ン等）の骨髄内注入による骨肉腫の発生が Dutra49>,

Jane53l，大石川堀江5l）等により相次いで発表された．

移植骨腫場については，家鶏肉腫を用いての日下P加藤

の大腿骨，翼骨内移植にはじまり，吉田肉腫の骨髄内

移植実験が本城35）＇丹下 21）等によってなされP その他

高橋p 河合等と数多くの報告がある．

然し之等は何れも移値遅場p および移植による被移

植部或いは個体の変化についての研究であり p 抗癌剤

に対する影響についての検討が行われているものは少

ない．

実験的悪性骨腫疹の研究を行なわんとすれば多数の

動物数を必要としp 且つその発育p 悪性度が略々一定

である事が望まれる為p 原発性骨l重湯よりも移植性骨

腫場に頼らざるをえない．又種々の実験的操作を加え

る為には少くとも 1）移植率が高く 2）肺転移率が

高いが他臓器への転移をれさず 3）レ線像p 組織像

および臨床経過が人聞に於ける骨肉腫に可及的類似し

4）自然治癒が少なし事を必要条件とする．この様な

条件を備えた実験的移植骨腫湯を作成すべくラツテの

腹水型，結節型の腫場（腹水肝癌，吉田肉腫p Walker 

tumor 256）について比較検討した結果，＼Valkercarci-

nosa氏。maのラツテ鹿骨々髄内移植により得られた骨

腫蕩が，現在の段階では最も上記諸条件を備えている

と考えた．

而してF この実験的骨腫場の経時的変化を肉眼的p

レ線学的ならびに組織学的に追求し骨肉腫の発育過

程，肺転移形成の解明へと努力する一方p 既存の抗癌

剤を投与しF 同じくレルγずいJ，組織学的変化及び局所

腫場の消長全身反応を検討した殊に人聞の悪性骨肉

腫は臨床上遭遇する場合y 必ず相当の骨変化を伴って

おり，実験的骨腫爆の場合この時期と比較できるのは

レ線学的に骨変化の証明される中期以後に相当すると

考えられる．従ってこの時期に必ける実験的骨腫湯の

抗癌剤に対する態度を中心として如何なる程度まで抗

癌斉I］の効果が期待されるかを知る為に本実験を行なつ

たのである．

第 2章実験材料と実験方法

第 1節実験材料

使用した腫疹it武 If!研究所に 11~ ＼，、て累代移値された

Walker carci即日rcoma256であって武田研究所の）＇！＇：志

によりその分与をうけp 本数」；てに仏、して更に累代移植

を続けているものであり P 動物は岐阜系ラツテの体重

70～80gの雄を用いp これに移植実験を行った．

飼育には金網かごの中に 2～3頭づつを l群として

人tL，一定の国型飼料と水のみを投与した．

抗癌剤はアルキル化剤2種（ナイトロミンp テスパ

ミン jp 抗生剤2種（マイトマインン c, トヨマイシ

ン）を夫々生理均ftJ-i,,[;j（.に溶解した上使用した．

第 2節実験方法

第 1項骨髄内移植手技

ラツテの腹壁に累代移植された腫1哀を移植した後IO

～l l 日目に刻ti:\，中心壊死栄告~及び周辺の線維性の部

を除き細切する．之と生理的食塩水とを混合しp 腫疹

細胞を可及的に破壊しない様注意しながらポツターの

ホモゲナイザーにてホモゲナイてしP 1 cmm中に 7x 

104個の腫場細胞を含むような細胞浮遊液を作製した．

次いでネンブタール腹腔内麻酔を施したラツテの右膝

関節p 腔骨々端を字通して骨幹骨髄まで注射針を刺入

しp 作製した細胞浮遊液の 0.05cc（約3～4x 106個の

壇場細胞を含む）を骨髄腔内に注入した．

以上の操作i上作品l均に行ないp 出血に備えて刺入品；

を軽く圧迫しておく．

細切した腫場塊の移植も試みたがp 骨髄内移植時に

於ける実験的骨唾場の発育i土p 移植来1111）仏政 lえり移植部

の骨皮質p 骨髄の破嬢の程度と関係するからp 技術

上P 操作上の条件を同じくする為本報告に於ける全て

の実験は細胞浮遊液移植に限定し九

尚対照実験として同様操作による生理的食塩水のみ

の注入をも試みた．

第 2項抗癌剤投与実験

各実験は移植動物群を 2群に分ちp 1群は対rm群p

他群は抗癌剤投与群とした．九日＇ fltラツテ 5Jl.勘包とし

各実験は時期を具にして繰返したe

抗癌剤投与の方法は局静除内投与を主としたがp そ

の他p 骨髄内及び腹腔内投与をも試みた．投与時期は

初期（移楠24時間後）I 中期（移植7日後）の 2群に分け

Tこ．

tt与量は特に定めた有効量：（後述）を用いp 更に大
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量投与苦手に於いては各薬剤lのMLDsoを選んだ．

第3項検索法

上述の如き種々の異なった操作を加えた（刊lJ；物併に

ついて， 生存率3 体重p 肺転移の検索を行ない，且つ

所謂中期投与群に除いては更にレ ~）j'."{:1出組織学的検
索とp 局所腫疹の大きさの検索を行ないp 対照群並び

に各群について抗癌剤の影響を比較検討した．

レ線！学的検索には，機械は東芝製ポータプルIミK-40

型を用いp 撮影距厳70cm，電圧 701¥.VP，電流13～'.20

M.＼，時間 5～JO秒で， Hさくら×レイ フィルム Y"

を用い増感紙は使用しなかった．

組織学的検索には，Plank占；f ]{yclilo法による迅速

脱灰を行った後p Zelloidin包埋の上薄切片を作製しP

Haematoxillin E<hll1染色を施しに

肺の Imprints，骨髄および 血液塗抹標本は Giemsa

又は May司Grunwald-giem""染色によった．

レ線，組織学的変化は 1週毎にp 体重，局所』重湯の

大きさ， 血液学的変化t,fち植後l週目迄の骨髄内腫

場細胞発育状況とは隔日に検査を行った．

第 3章実験成績

第1節骨髄内移植実験

第 1項移値率

Table I に示す如く移植代数は現在迄に31代p 実

験に使用したラツテは 149頭であるがy 事故死，その

他 （逃走等）の無効実験を除外すれば有効実験ラ ツテ

数は 115頭である.4: ｛~；告に於ける実験群は便宜的に

次の 3期に分け得る．

f!Pち第 l～15代はp レわば骨髄内移fifi実験の例生期

でF 移植方法ならびに技術の確立期であるから麻酔

死p 浮遊液の皮下への漏i±＇，，その他の事故により移倍

率は可成りの動揺を示した．

;g 16～ 2'.2 i~i t所謂夏季実験であり p 移植陽性例数と

陰性例数とが相半ばしている．この群に於いてれ，移

植腫湯はーたん骨髄内に着床するが所請 f¥.cgr七%山nを

おこすE容が比較的に多い事を示していみ．

第23～31代は秋に入った事，又移植技術の向上した

事から陰性群も極めて係となり， l¥egrヒ判明の率も低

し苦手によっては 100%移植陽性となる場合も決して

稀ではなくなった．即ち，確実に移植鍾湯の“take”

が行われ移値率は最高を示した．

'i?f1；を通じての移植率は 73.3%であり可成りの高率

をよす．

移植率は

（移植陽性例数） ー十一×100(%)
（移植陽性例数）王I扇面陰性例数）

で表わした．

第2項実験的移植骨腫療の概活

局所的にはp 移植後3～5日目頃より移循肢は触診

上或いは肉眼的に認め得る腫蕩を形成してくる．この

腫療は漸次増大してゆく がp 移植後2週目を過ぎる頃

よりその 場大の 程度は急速となり p 移植後3週闘に

及λ：頃には 虚疹は 移植肢全体に亘るものもみられる

(Fig. 5 ）.就中大きい場合は鶏卵大ともなり p 表面皮

膚は自壊し滋湯を形成する場合もある．

之に反して動物個体はp 移植2週目頃迄は体重は増

加の傾向を示し活i震であるが，それ以後は体重もi斬次

減少すると共に活発さを失ない肺転移又は他の合併症

を併発し惑液質におち人り死亡する．

生存日数は可成IJの幅を示し（Table1, Fig. 1），最低

13日よ り最高66日を示すが，分布図では少数の例外を

除き20～25日を中心としたまとまった分布をなしてい

｛巨J

Jl 

30 

25 

10 

ll 

10 

Fig. I 実験的骨瞳湯のヰ(j一日数分布図

13 ll 20 師 何 日目、以 刀 cu >i il1a1 

Table. 1. 実験的骨腫疹の生存日数と移植率

： 無効実験 1 有効 実験 ' 生存日数 ！世 代 lラツテ数一一 一一』 一 一一 lー十一一 一一一「 移植率 I（刷、～最大）［平幼生存日数

｜ 一一一一一
1～15 I 79 : 15 I 6 ! 44 I 14 I 川 i1 3~60 ' 21.l 

16～'.2'.2 37 I 6 I 4 • 14 I 13 i si.s I 13～ 36 23.8 
'.23～31 33 2 1 I 26 I 1 I 86.7 I 13～66 I 2s.6 
言ト 149 23 11 I 84 ! 31 I 73 .3 I 13～ 66 : '.21.3 
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る．平均生存日数は24.3日である．

平均生存日数はご隼存号整4ヤ（日）にて表わした．
、 フ ソ ア 笠X

この実験的骨腫疹は後述のレ線学的，組織学的所見

と臨床的所見より考えて便宜上次の 4期に分類しう

る．

初期：移植より略7日目迄．この時期は移植による

局所腫湯の発育とp 移植直後血流により肺に達した屋

場細胞の発育又は初期転移巣形成が起ると怨像される

時期である．路床的には局所腫疹が触知されるのみで

ある．レ線学的には尚骨変化のない場合が多い．骨髄

内に着床した腫疹細胞は分裂増殖していく．

中期：移値後 l週目より 2逓目頃まで．この時期に

は局所のI重彦が続いて増大し肉眼的にも明らかに認め

られるようになり p レ線学的にも局所の骨変化像が明

iiがで，骨皮質の肥厚と共に骨牒様形成が起る．組織学

的にp 腫疹細胞は骨栄養孔より骨膜下に浸潤してくる

と共に骨皮質p骨梁の造成が盛んでp骨練様骨新生も認

める．日市転移巣を認めうる場合もあ弓．貧血は末だ軽

度であるが白血球は増多の傾向を示してくる．

最盛期．移植後2週目より 3週目まで．この時期は

腫湯の発育はその速度を急速に増大しp 他面体重の減

少が目立ってくる．組織学的には腫場細胞とp 多形性

にとむ紡錘形p 星状細胞にて充た主tL，骨皮質の破壊

は高度に認められるも他面骨新生も軽度乍ら存在す

る．レ線学的にも組織学的所見と平行して，骨破壊，

吸収の像が著明であるが，一部異常心灰化の像も混在

している．

末期：移植後略々 3週目以後であり p 局所腫疹は更

に増大し自演するに反しP 体重は減少の一途をとりラ

ツテは肺転移又は合併せる肺炎による呼吸困難で大部

分死亡しp A ぷL！：失！8l，二次感染により悪液質に陥っ

て死亡する．

3週日より以前にp 又は以後に死亡する例は時間の

長短はあるが略々如上の徒化J)過程を示す．

第 3項小 括

実験的骨壇場の移値率は夏季以外は良好であり p 移

値時期により 100%を示す時もあるが平均して 73.3% 

であった． 生{j日数も可成りの動揺を示したが平均

21.3日であった．服磁の大きさと体重とは移植後略々

2週頃までは平行する：J勺それ以後は逆関係となり』重

傷は増大していくに反し体重は減少する．

第2節抗癌剤投与量の決定

使用した抗癌剤の＼Valkercarcinosarcorna に対’する

影響についての報告はあるが，抗癌剤の実験的骨遁疹

に対する報：＇ rはなく，従って投与量に関する記載に I;

接していない．よって該実験拘骨腫引が抗癒剤に対し

てどの様な態度をとるか大まかなト＇ creeningを試みた

(Table 2). 

抗癌剤投与方法はp J多値後7日目より開始しp 尾静

肱内に 1日lITIJ，連続5日間投与した．投与量は各抗

癌剤の 1/5～1/10LO~，，の間で 3段潜に分って投与し

効果判定には変化にとむ生存日数の代りに移植後3

週目に！／＇＼ f）：，局所i重湯7コ重量差で比較険討した16J.

局所渥場の重量a，屋場放と健肢とを大躍の同一高

位に於いて同一方法にて切断y その切断放の重量差を

もって便宜的に表わした．腫疹重量は抗婚剤投与量の

多い程軽いという結果が得られた；j；，抗癌剤投与群の

局所暖場重量が対照群のそれより毎常軽いという事は

なしむしろ重い場合もあった．この傾向は抗生剤投与

群に認められた．概してアルキル化剤投与群は抗生剤

投与群に比して虚疹発育を抑制したとみられる場合が

多し＼之等のことを数量的に表明する為p 各群にI／・け

る重量の平均値をとり p 腫場発育抑制率として

（対照群平均撞疹重量）ー（抗癌剤投与群平均蓮凄
（対照群平均屋場

重量） 12）羽） x 100(%) 
重量）

を用いた．抑制率は略々投与量に比例して増減した．

この抑制率の最大の数値に相当した抗癌剤の H量グ

を使用することとしP 之を仮にこの実験に於ける H有

効量H と命名した．テスパミン 150y/rat，ナイロミン

IOOOy/rat, トヨ 7 イシ／ 10}.1rat, マイトマイシン C

50} lrdtを得た．

この有効量以外に大量投与療法としてp ナイトロミ

ンP トヨマイシンの 1/2LDsoをえらんだ．

尚この実験に於いてp 511検 3週目以内に於いて死亡

した19頭は除外して考えた．

第 3節抗癌剤投与実験

抗癌剤投与は前述の如くJる静隊内投与を主として行

ないp 他に骨髄内p 腹腔内投与を行なった．投与時期

は各群にて示す如し初期と中期に分けp 投与回数は

大量（1/2LDsoJ投与の場合は l回のみ，有効量は各抗

癌剤の1/5LDso~こ近い値を示したので 5 回投与に制限

しfご．

第 1項静肱内投与

（乱） 有効量連続5日投与
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Table. 2. Screening 

kごとf_i.;,,; i ラ：：：~~丹
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i寸－t ··~
対照 ！ ｜ ！ 

Nitro min 

臨時:1腫疹抑？？

13 10.6 0.5～30 三工二
10 1.0～－15 12.5 

J日－-0.5～1.5 ＇－・. 竺〕L

nu 
l
 

93 0 

89 

0.5～ 2 

l.6 0.5～ 3 

l3 1.0～'2.7 91 

14.6 I '2.3～コ6

Fig. 2 初期治療群における生存率

a) 5日連続投与 L有効量j bl l回投与 1).2LDsυ ｝

40 45（日） 70 

!Ud.：骨髄内投与

トヨマイ ンン投与群はi王とんど対照群の生存率と大差

なし体重治加は著明でなかったが局所腫疹の発育ii

旺峨であった. JfrJii伝移率も40%に認められた．之に反

してナイトロミンは驚くべき程の効果を示し I例の死

亡例もなく p 移植後45日目に屠ー殺剖検したが，肉眼的

に肺転干名栄の形成は認めずp 局所も肉眼的に骨膜，骨

皮質の肥厚はなく赤色骨髄であった．休E割当加も順調

｛中J
JOO 

Nitro冊inU.VJ 

50 

10 20 30 

！.＼＇，：静脈内投与

]) 初期投与群

J巴性腫疹の外科的N’竹l 士 p 流血中の麗疹細胞のj~j加
と従って肺転移率の地加を来たすと」、われており 47)61)

この状態はp 移値初期に於ける小悪性腫滅病巣又は

Im吋 cancercellの状態と同様と考えられる． 従って

抗癒剤の初期投りはヤ卜Hi't'、·J i ｛.~ ；J：；との併用療法と隣同意

義的と考えられる．

移植後24時間同よ りii：射を開始し，ナイトロミンと

トヨマイシンの 2併について検索した． ' J.'i日 2,a • 

(7{;) 

100 

50 

: I明 myじ川VI
．．．．．．守・・・・・・・・圃圃・・・園田・・・

Nitrominll VJ 

Injt:lfion 

20 40 45 （日）30 

であった．

2) 中期投与群
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所絹中!VJU:I‘；mr'i爪＇i ＇.~の frイl と，レ級学的に’I 'll吹け：山

官民を認める時期で険.·~~、と遭辿する人間の骨肉店Eと JJi似

していると考える．従ってこの時期よりの抗癌剤投与

は興味深いと恩われる．千；；h!d支1週閏より注射を開始

した．使用抗癌剤は 4額類全てである．使用動物数は

対照以外は田顕であった．

ナイトロミン投与群は40%，テスパミン， 7 イト 7

インンC投与群Lt30＂，；が 60日以上生存し得た（Fig・

3 ). 50%生｛｛日数（50%survivors；各実験群中半数

の動物がセμした平均日数）はナイトロミン40札テス

パミン30日，マイトマイシンC28日， トヲマイシン26

日であり対照群の21日に比しいずれも延命効果を示し

ていた．之を更に詳細に検討すると次の通りである．

・体重について： IFi日 4) 

抗癌剤投与群に共通した事は，抗4品剤投与により休

重は減少しF 少くとも増加はあまり認められない．

<Ill 
100 

80 

60 

40 

20 

Fig. 3 中期治療群における生在率

（各種抗癌剤有効量の連続5日投与）

噌. Nitromin 

!'fir om ye 1 n c 

Tesf'llmin 

Injection 
...l1I1」ー

＇········－－＇－~！.~~！.＇！！！.ー－・ー
JO 20 -" 40 50 。O<B》

の傾向は抗j~·：；；：斉lj~与の翌日より発現し，ナイトロミン

がJえも著るしく， M‘重聞i<J.の徴を示すのに30日以上の

時日を要した．マイ トマイシンP テスパミ ンの場合は

それ程でもなかった． トヨマイシンの場合は休重の影

響は上述した程でなし薬剤投与中止と共に急速に増

加の傾向を示し略々 3週頃で頂点となりそれ以後は減

少していく．

・局所腫疹の大きさについて：

局所睡疹の大きさは便宜的に腫蕩の 2直径を計測

しp その平均を健肢の同 ：＇~；j立におけるそれとの差で表

わした．抗癌剤投与により腫蕩は縮小するといわれる

Jわ21)＇本実験で はFig.5の如く抗癌剤投与中に於ては

腫疹の大きさは対照群との聞に著明な差はみられず，

むしろ抗癌剤の投与を中止した後に著明な差が現われ

てきた.JWちP ナイトロミンP テスパミンP マイトマ

イシンC投与群においては投与中止後腫疹の大きさは

軟次縮小していく p これは薬剤投与により延命効果を

来した例でLt，少なくとも腫蕩の縮小という局所的効

果をも相伴っている事を示すものである．又この計測

値が減少して零を示している事は腫療の消失したこと

ではなし著明な局所的効果により少なくとも計測上

健側と同様の値を示したものも可成りの比率にみられ

た事を示す．一方死亡例は略毎常，局所属疹の増大を

示している 1Fig. 5, b). 

アルキル化剤は抗生剤に比して麗疹発育抑制力は大

である．

トヨマイシン投与群は 2週を過ぎる頃から局所腫疹

は憎大し死亡時は対照群よりむしろ大きい場合があ

Fig. 4 抗癌剤投与による体 重変化
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局所腫協の大きさ（死亡例）

5 10 
t1↑↑↑ 

l九！弘 ＇tJ!I
l白｝30 25 20 15 

Fig. 5 b 

(Cm) 

3 

2 

局所、腫疹の大きさ（平均値）
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ナ

68 

詳しく後述する．

州大量投与（ド1g.2, h) 

千ち植後 24時間自にナイトロミン， トヨマイシンの

1/2 LD50をl回のみ投与した．連続投与と比較すると

ナイトロミンt交与群は生存率p 『市松下七本I.t!与に1ちり y

トヨ7 イシ〆併ではp 'Ut本Lt優るも肺転移率は劣る

21 照

る．この事はトヨ 7 イシンの投与量が少ないか，或い

は薬剤の程度の洩出が.HJ局部士州民し腫脹を来す為

かp 従って腫疹局所に薬剤が到達し難い為とも考えら

I,，るp又一面，体重の減少を中、す程の投与量でなくては

腫場の発育問irl二p 州知土ttJHJ'll＇，来ないとも忠ゎ I.I.る．

・1市転移， リンパ節転移とれ伴i'!lrl.変化については更に
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I rahJe ;) I 

第 2項骨髄内投与

局所投与療法としてp 移摘後24時間目にナイトロミ

ンの 1/2LDsoを移植骨髄内：こ 1回投与した． 生存率

は可成りの高率を示すが，同量の静腸〈内投与よりも劣

る（Fig.2, b J，しかも死亡例は早期に死亡するのが特

徴的である．体重は略対照群と同様の増加を示す群と

あまり増加しない群とに大別されp 後者の群には肺転

移形成を認めた. H市転移形成は死亡時叉l士殺植後45日

自の剖検よりして約40%であり，全て局所腫疹を有し

ており p 同量静詠内投与の 20'-"Gに比して高率であっ

た．

第3項腹腔内投与

トヨマイシンの静詠内頻回投与は，薬剤洩tHが局所

の腫脹を来すことにより著しく困難になる場合が多い

ので腹佐内投与を選んで頻回投与を試みた．

腹腔内投与は静除内投与より効果は劣る（Table5 ). 

即ちナイトロミ ン， トヨマイシンの有効量を用いて移

植後7日目より p 1日1国連続5日間の投与を行なっ

たがp 夫々の；；oo，，生存日数は静肱内投与群では40日，

26日であるに反し3 腹腔内投与群では19B, 13日であ

る．

Fig. 6に示す如〈トヨマイシンを連日注射したより

も1日おきに （問歓投与） 5回注射した方が延命効果

を認め，ナイトロミンとの間歓的に併用し 5回注射し

た場合の方が更に延命効果を示したがp ナイトロミン

単独の連続注射よりも劣った．

肺転移形成率は問歓，間歓と併用及びナイトロミン

単独の場合夫マ70,40及び 65°・；， であり間歎と併用の場

合が最も低率であった．

第 4項小 子苫

以上を一指表示すれば T.1ble5の如くなる．

第 4節局所レ線学的検索

検索対照はp 対照群と所謂中期投与群に於ける実験

動物である．

・対照群に於いてレ線学的変化が明瞭に表われるのは

移植後略々 1週前後である． 鹿骨近位端は骨皮質は不

整，腹脱化し全体として肥厚しているが遠位端，排骨

ならびに大腿骨には変化を認めない（Plate1 ) . 

・移植後 2週目：

対照酌’にl/・1.、てはp j箆骨近位端部は骨皮質は肥厚す

ると共に多数の骨稼様骨造成を認められるものが多

い． 骨髄墜にも濃淡種々の陰影像を認める．座骨遠f立

；＇~＇.には骨膜の肥厚を認め，自I骨も屈曲，肥l享してくる

ものが多い．大腿骨遠位端及び鹿骨，大腿骨の関節面

は共に駿脱化するものが多い＜Plate2 1. 

抗痛剤投与群では，アルキル化剤投与群は骨皮質の

肥厚p 硬化像を示し骨髄怪内は濃炎の陰影像を呈す．

トヨマイシ ン投与群では骨皮質の破壊は可成りの程度

に見らjl，マイトマイ シンC投与群は前2者の中間型

を示すもむしろアルキル化剤投与群に類似し骨皮質は

肥厚する．

・移植後3週目 ：

対照群に於いては，下校全体一つの大きな塊となっ

て認められる場合が多く p 腫， m~骨の近位端は骨の吸

収，破壊の像が著明であるが異常化骨形成の像も混在

している．大腿骨遠位端も侵喰されている像を認め

る．下腿骨の病的骨折像を示すものもある. (Plate 3). 

抗癌剤投与群では，アルキル化剤投与群は対照群と

比し明らかに骨は硬化像を呈し骨破壊，吸収の像はテ

スパミン投与苦手に軽度認められるのみでる（Plate4 ). 

Fig. 6 投与方法によ る 生存率
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マイトマイシン投与群では’首’破壊の程度は更に進み骨

皮質の破接吸収，骨腹踏i像が!JiE骨’のみならずIPI汁にも

認められp 腫蕩も牧〆l；事llf:岐に侵j閏しているが如く軟部

腫蕩の像がL線学的に観察さ1しる（Plate 日．トヨマ

イシン投与群は之等に比し更に骨破壊の程度は高度と

なり p 骨車車様骨造成も認めらわる．排骨p 大腿骨下端

も破壊され，周囲軟部組織へ腫蕩は侵潤し腫疹塊を形

成している（Plate 6). 

生理的食塩水のみを注入した症例のレ線予的所見は

認むべきものはなかった．

第 5節組織学的検索

検索対象はp 対照群と所謂中期投与群に於ける実験

動物である．

第 1項局所の組織学的変化

．移値後 l週－

移植腫湯細胞は，骨髄塗抹標本では 3日目頃より増

殖しつつある状態を示しp 5 8, 7日と経つに従い増

殖の程度は増大し骨髄細胞に対する比率も増加してく

る．千件直筏7日目に至ればp 骨髄腔での腫蕩細胞の占

める比率が増大すると共に骨皮質p 骨梁の異常培殖が

みられP 一方腰湯細胞t吋i』冶A孔に入り之を広大しつ

つ骨膜下に達し骨膜は一時的反応性に肥厚！る（Plate

7 ). 

－移植後2週目・

対照群に於いてi~，骨髄隆内は腫疹細胞にて充たさ

れると共に骨梁は著明に増嫡しp 骨皮質は一軒破壊さ

れると共に増殖し骨線様骨形成も著るしく（Plate91, 

周閉組織への腫疹細胞の侵j閏も認められる．円形の所

言自主細胞と称、せられる細胞と外に多形性の紡錘形p 星

状細胞の増'-11！とその異常排列をみ；：， .関節内は腫湯細

胞の塊と多核白血球の侵潤像がある．関節軟骨刺入部

と忠、われる部分は多形性の紡錘ii：三，小円形p 星状細胞

で充たされ紡錘状細胞の一部から軟骨細胞に安化して

いると考えられる部がある．骨端骨髄は骨幹骨髄と略

同様の変化であるがp 骨端軟骨は＇ l＇リ人副 1を除いてほと

んど変化を認めないが反応性変化として著明な軟骨増

殖をみる事もある．新生骨部の骨細胞はF f'j形p 紡錘

形等可成りの多形性及び大小不同の異型性を示す．

抗癌剤投与群は回答同様の変化を呈しp 特異的変化は

巨細胞が極めて多く出現することである．この巨細胞

は臨場細胞の変形したものと考えられ，細胞質はll{Sfじ

し空胞形成を認める場合もあり p 核l土偏花し E大き

しクロマチンのJ散乱，凝fれなど種々の変化を示す．

この巨細胞は l視野＇.＇.0～－10数個を認め大きさは主細胞

の数倍より ih刊行こも泌する．対照群に於いて認めら

れる 2～数核の巨細胞に比して更に巨大で且 l綾様に

みえる場合が多い．この巨細胞聞に主細胞と主細胞の

変形と思わjLる異形性の強い紡錘形細胞の集積と処に

より結締織の増殖を認めた．アルキル化剤投与群では

骨皮質は肥厚し一部破壊している像も認められるがp

周閉組織への侵潤は概めて少ない． トヨマイシン投与

群では骨皮質の破壊の度はアルキル化剤投与群より著

明であり p 異形性の強い紡錘形細胞と処々麗疹細胞の

融解I Y荷／たしたと思われる部を認める．マイトマイシ

ン投与群ではむしろア I~ キル化剤投与群の所見に近い

I Plate 10. 11). 他の特異的変化は，マイトマイシンp

テスパミン投与群に認めたがp 骨梁は増殖し骨髄腔内

を充たしp その新生は規則正しい樹枝状型であった．

この新生骨梁の間には正常の骨髄細胞を認める事が多

いがp 新生骨内の骨細胞は円形p 紡錘形等の多形性を

示している．

－移植後3週間：

対照群に /j~l, 、てはp 一部反応性増殖を示した骨端軟

骨を残してP 骨皮質p 骨梁は破壊され周囲組織への腫

疹細胞の侵潤は高度で大きな腫湯塊となっている．腫

疹細胞の集団の中央部は類壊死巣に囲まれた壊JE巣を

認める．多形性の紡錘形細胞も認める．関節軟骨も部

分的に破壊され関節内も骨髄内と同様腫蕩細胞が充満

している（Plate12). 

抗癌剤投与群では，アルキル化剤投与群は骨梁の増

殖を認h 骨皮質，骨刺｛は不整に肥厚しp 骨皮質に密

接して変形した腫疹細胞とp 骨皮質中に［土異型性の強

い骨細胞様和JI胞を認める．周囲組織への侵潤は少な

い IPlate 13). 抗生剤投与群l土， 骨11,:(:'(, 骨梁は破

壊，吸収されp その程度はトヨマイシン投与群に於い

てより高度であった．対照群と同様p l'J形の主細胞と

多形性の紡錘形，星状細胞が認められた． トヨマイン

ン投与群では処々に出！f:!f<Slを認めた．

第2工頁 末稿、血液像の変化（fig.7) 

．赤血球：

対照群は腫疹移摘によりその数値に動揺を来した

シ， JO日目頃迄は略正常範囲内であった. 2週前後3

局所腫疹の発育に伴なし、i＇断｛欠貧血性となり 3週目には

著明な貧血を認、h その数は 3×JQ6を下まわる．

抗癌剤投与群も軽度の動揺を示し，全例貧血性の傾

向を認めるが略正常範囲内に保たれ 3週間になるに従

い漸次その数は増加の傾向を人る．

血液t金JH~＂本ではp 対照群は軽度の多形性と大小不
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Fig. 7 1：柏、血液中におけと，血球数の変動

赤血 球 白血球

XJ06 X/04 

H 5 

6 

5 

I 3 5 7 

Control 

....._ Nitromin 

べ＞－ Tespamin 

14 2／（日）

同を示したが抗痛剤投与群では特に統ーした後化I！観

察されなかった．

・白血球：

対照群に於いてはp 移植後5日頃迄は移績による動

揺を認めるが略正常範囲内である． 1週頃より白血球

増多の徴が現われ，以後漸次地加の速度を婚し 2週を

過ぎる頃よりこの程度は更に強くなる．3週に至ると

著しい白血球増多を示し平均約5×104をこえp 中に

はJO数万個に達する症例もある．この増多は麗疹細胞

による増多ではなく ，Table 4に示す如く好中球の増

多である．来柏、血液中に腫蕩細胞の出現は証明しうる

が非常な低率であり且毎常証明されるとは限らない．

抗癌剤投与群に於いては特異的所見を毘す心.JWち

抗癌剤投与により白血球数は減少しアルキル化剤投

与群に於いては特に著明で正常値より下まわるが3週

に至るに及び正常値に回復すみ．抗生剤投与群も対照

群よりも白血球数は低下するが，正常又は正常以上に

あり， 3週に至るとトヨマイシン投与群は正常値より

上昇し，マイトマイシン投与群は正常値へと減少して

いく．

正常ラッテ血液像に比してF 環状綴球の増加が認め

られるが抗箔剤投与群において対照群と比し特に少な

いという事はない．同様の事が分節妓球y 粁核球の場

4 

3 

2 

1 3 5 7 1-1- 2 /lB) 

Toyomycin 

－‘戸ト1/tomycinC

正常イ宣

Table. 3. 肺転移巣形成率

i転移巣

形成 ／ 転移率例数／／
／検索数
/ 'l7Z (%) 

対照 I 36/53 68 

I 1s叫 6125 24 

Tespamm JOOCγ〉 4/9 45 
一一一

50（γ〉 3/5 60 

IOQOCγ〕l 9/22 41 

Nitromm 50QCγ） 4/9 45 

250（γ） 1/9 II 

10（γ） 12/31 40 
一 一－一一

Tc山内111、仁川 ｜ 5(y) 5/10 50 
一一 一一一一一一

2（γ〕 3/7 43 

70（γ〕 4 /12 33 

Mitomycin (' 50（γ〉 10/26 40 

30（γ） 4/9 67 
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：＂にも云える．単j求の埴fJIJit正常f直に比し対照丹、Hごつ

いて認められるがp 抗癌剤投与群では減少している場

合と減少していない場合とあり一概にli ..＇~えない． リ

ンパ球減少は認められるが対照群と抗癌剤投与群との

間に差は認め難い．好塩基及び好酸球には統一性は見

出せないー （表示した数字は全て四捨五入を行った）

第 3項肺及ひリンパ節転移について

肺への腫湯転移の割合は 1Tal〕le 3〕に示す如くで

ある．肺のインプリント i去による腫蕩細胞の検出は，

転移結節部に於いてのみ可能であり且つ壇場細胞の存

在が必ずしも転れ栄を形成するとは限らないのでP £!j 

検により 11,~ lil~的に和、将栄を認めた症例のみ転移陽性と

した．対照群でも毎常肺転移を来すとは限らず陽性率

は68°0であった．抗癌剤投与群ではp 投与量の多いほ

と、略肺rj~f事率が少アL く，ギ了効量投与で l t;qrmm’；こ比し

コ1~ llJ"o.JJ[I制されている事は抗癌剤投与が肺転隊巣に

対して｛，効果的である事を示す．

リンバ針転干告は略~so；に lj~i, 、て認められ抗癌剤投与

群では夫々テスパミン，ナイトロミンp マイトマイシ

ンC， トヨマイシンは 15,27, 31, 40%に言恵められ可

成り抑制されている群もある．

対照群に於いて腎転移が 3%に於いて認められたが

抗癌剤投与群に於いては認めなかった．

尚これ等転移に関する問題については協同研究者の

北8）が詳しく報告する．

第 4項小括

1 .局所組織は対照群にl止し、てIt，移植細胞の増殖

につれて骨梁，骨皮質は不終に造成されP 骨車車様骨新

Table 4. 白血球百分率

処

置

群

正 常

対

照

群

ルlit<Jlll¥L"llll、

Tr円けll1、Clll

Tespamin 

λ’1trr>川 川

入＂eut ：好中球

R. J主I＇；院：： ：~、

N. R. ・1ド環吠核J求
内：Ii. ・粁核球

メロピ ：分節核球

:¥eut 

値 I12 1: s I 12 I 1 I a I 1 I 
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土 l ＿~i 」日 20[ 1[ 1J~~ 

61 91 2[ 1j 31 

三三l_ _:_i__J ~ I ~J i」＿_::__l___i_J~ 
14人 16J~~I a I a I __:_l_--=-_ 
1川」 i~l_____::____L 1 I 2 I ＿乙I ＿~
グ三~~l~I －－－－~J_ a I a I 47 
グ JそI ~~i 11 ° 1一一__i_l~~

川 21[ ol ol~ 
___:ci__ I」そ I－~！ _:i_I a! 01竺

21 グ 11 7 24 54 

E J 好酸球

B ：好塩基球

M ：単球

L、：リンパ球
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生を認める．ゃれて骨破壊の像と JI~に骨’移~形成が店l何

でp 円形p 紡錘形，星状細胞にて充満する. 3週｜二｜に

-・f；ればp 骨端軟骨のみはlまとんど侵されないがy 什皮

質の破壊p 吸収は著明で周囲組織への腫場侵潤も高度

である．

抗癌剤投与群には核の濃縮，崩壊と細胞質の膨化を

来した巨細胞の出現が特異的である．

2. 対照群に於いてい赤血球は漸次減少し， 3×106

以下となり白血球は増加し 5x 104をこえる様になる

が，抗癌剤投与群では赤血球は略々正常範関内に保た

れ白血球は一旦減少するが，後正常範囲内へ復帰しよ

うとする傾向を示す．

白血球増多は腫療細胞によら寸＇，好中球の増多で単

球の増加とリンパ球減少を示した．

3.肺p リンパ節転移は対照群に於いては夫々68

0占， 48%を示したが，抗癌剤投与群に於いては夫々24

～40°;' 15～40°0抑制された．

第 4章総括ならびに考按

I.実験的移植骨腫場について

本城35）＇丹下 21）等は吉田肉腫を骨’髄内に移植するこ

とにより流血中に多数の腫湯細胞を証明し，且つ肺以

外の肝F 腎p 牌等の臓器への広範な転移巣を認、九一

方柳谷41），本城35）等は同株の静除内移植により同様の

結果を得ている点，こて株の骨髄内移植の特異性は見

出せない様で、ある．只P本城等はl司株の少量腫疫細胞の

移植の場合にのみ骨髄内移植の特異性を認めている．

Walker carcino回 rcomaの場合は之と少しく異なり p

Saito67l等はこの株の肝静詠内移績によりp 肝， 肺は

勿論p 腎にも転移巣を認めたが骨髄内転移には言及し

ていない．本麗療の骨髄内への移植に関する報告には

未だ接してないがp 著者l土後述する如く肺転移形成と

局所腫場形成とが腫湯細胞の数に比例せずp 叉リンノf

節以外腎にf及率（3 %）の転移巣を形成した以外に広範

な転移はれたさなかったことp 又移植骨；＇； 1；に於ける骨

造成と，一部腫場細胞が異形性の強い骨細胞p 造骨細

胞の形をとり新生骨中に現われた点よりしてP¥Va Iker 

carcinosarcomaの骨髄内移植の特異性を窺い得た．

Marcus59lが癌患者の流血中より腫腐細胞を検出して

から，多くの研究者はこの事実に注目し， Km川沿），

Jりnescu51l等は積僚的にp 流血中に腫場細胞の増加を

試みた．その後，血中に於ける腫場細胞の検出方法が

行案されて66）から，多くの学者により精力的に研究が

行われ，実験上，臨床上に於いて腫蕩潅流静除血中に

相当高卒に癌細胞を証川し2)30)36)6:JJ胡）67)68)83）＇エよれ梢、

循環血液中にも之を証明するようになった悶59）印刷．

骨髄内移値の場合も本城，丹下は吉田肉腫を用いての

実験で血中に多数の腫場細胞を証明しているがp 吾

9々）も・walkerじdfι，l

時にP 手術的に脳出した所属股静除を切断し，そこか

ら流出する血中より直接メランジュールを用いてその

中に含まれる腫虜細胞を行時的に検索した結果，移植

した腫易細胞数の約60%が移値後J(};秒以内に股静脈中

に流出する事実を確かめ得た．移植後 l分より！日目

までは血液塗抹標本による検査では漸減し白血球数 1

万個に対して 5ケ以内検出されるコり後3～ 7日まで

は検出されない．それ以後p 局所属鹿の増大するにつ

れて所属股静詠血中に腫蕩細胞は再び現われてくる

ぶ＇ 3週目に至るもその数は白血球数に対して約0.2

%以下である．

未梢循環血液中に於ける腫場細胞の発現は諸家の報

告に於ける以上に低率でありp 白血球に対して 0.01%

を越えることなし而も毎常検出されるとは限らなか

った．従って本実験にbれ、て移植臨場細胞の40%が骨

髄内へ， 60%と言う大部分が肺に於いて作塞すると考

えられる. Collier17lも指摘する如しこの栓塞が肺転

移巣形成の主要な原因となり p 加うるに佐藤15）の云う

如く持続的に局所腫易より流出する腫療細胞も肺転移

巣形成に参画するものと考えられる3)25)47)63). I重湯造

成の点よりみるとp 骨』重療は730；，， 肺転移巣形成は50

%であり移植壇場細胞数に比例しない事は骨髄内移植

の特異性と考えられる．

肺以外に血行性~伝移を来たさないのは，長補血液中

に出現する麗場細胞の特異性に由来すると考えられ

る. Moore63l, Fischer5Dl らは血中に出現する撞蕩細胞

は所謂“Clump’v をなしており，中には単一のもの，

分裂像を示すもの等もあり父枝に比し細胞質の少ない

ことが特徴的であると報告しているがp 本実験に於い

てはこの形態の腫場細胞は股静肱血中にしか証明され

なかった．米柏、血中に証明される腫腐細日立は，核は小

型でp 筒円形又は腎形』ご，偏在L，細胞質は融解p 空

胞形成等を示しP 狭い通路を無理に通過してきたと考

えさせられる変性像を示したものが多い（Plate 15, 

16）.かく変性した虚場紙胞と更に Pool師）らのいぺ血

液及び組織の“lぅIIど propertyわが肺転移以外の血行性

転将司lを~＇.し難い理由と考えられる．

生nder川 nWは人聞のosteogenicsarcomaをp 《吋ぞol、tic
と osteoskleroticに分類して考えた方が l如来家にとっ
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ては便利であるとしているが， オ’J;','i：：こりきいては，個

体差も関与することとは考えられる 7勺 この“lytic”

と白、klerot1c’は時期的に命名されるべきものである

との印象をう けた．即ちレ紙、戸的，組織学灼所見より

して＇ "l>・t1じ とヘklぞrntic が常に混在し，特にこの

傾向は未期になるに従い著明であり p 骨破壊，吸収と

異常’化骨，異常石灰化が同時に認めムれ，その程度の

差より“lyt1じ らしき像，"sklt:rotic”らし き像を呈す

るのではなかろうかと思われる．

以上局所骨種療の形成と肺転移との関係p 更に局

所，レ線学1守p 組織学的所見よりして， Walkercar-

cinos"rcoma ；；＞悪性唾療の実験的骨髄内 向植林、として

優れた点を示していると考えられる．

2. 抗癌剤に対する態度について

悪性宅E療の化学療法の困難性はp 環境の種類が多く

屡易細胞が発生母体の細胞L近縁的であり，生存，増

殖の条件がJ:J：体細胞と共通した点が多い為と考えられ

る22>4s>. JWち堕傷籾IJj’1（こ対する障害性は多くの場合そ

の発生した生休に対しても共通に働くからである．

然るに一方y 多くの研究者によって種々の努力がな

され，抗癌剤殊にナイトロミン211l2Jl刑制， テスパミン

29)39)811, トヨマイシン6)65)79)' マイトマ イシンcJQ)J8) 

24)27)77)81）についての実験的y [:¥¥!,IM＇：、J)ii :t；があってP 可

成りの成果を挙げつつあるも， 4 般に人の糾合には動

物種毒事における程の治療成績は望めないー又移植腫易

に対してもp 初期より も未期になるに従ってその治療

成績は低下する（Tahle5 '・ 

臨床的に遭遇する悪性骨肉唾は発生後相当進んだ段

階の ものであり， Eつ潜在性に肺転移巣を形成してい

ると考えた)jが妥当である．この事は，実験的骨腫蕩

と比較すれ：;f, レ線空予約に骨変化の発現する中期以後

に相当し， I市転移艇を認める場合もあるのでp これ ら

の時期は頒似していると考えられる．従ってこの時期

よりの抗癌剤投与に刻して実験的骨極療がとる態度は

或る程度p 人間の悪性骨肉腫が抗原剤に対してとる態

度と共通した所がある と考えられ芯

・局所腫療の消長と体重増減は可成り重要な予後判定

の材料でp Shay7＞，寺中ら18)24)20)17)29）は抗箔剤投与に

より 3 実験約に或いは臨禾約に睦書誌の縮少をd灼， 著

効例では消失すら認めているがp 日ugiuraら76)（士抗癌

剤投与を中止することによって再度運療の埴大と付、重

減少を来し， そク~tii 菜？重慶死を JIぐしたと報告してい

る．木実験：こり2いても，抗ii草剤投与中に彊場の縮小し

た例もあるが少な し死亡例に於いてはむしろ絶えず

l重療は増大していくこと 士知った.<Fig. 5. h ＞.し；か

し延命効果のあった症例では抗癌剤投与中より既に腫

療の発育［土明かに抑制されP 投与中止後といえども再

発育はしなかった．休重の順調な増11111上良好な経過を

たどりつつある ことを示しp 急激な休重低下は苑の徴

候とみてよいー

・抗癌剤の肺転移巣に対する抑制効果は可成り認めら

れ（Table 3 ），殊にナイトロミ ンの初期投与群には著

効を示した．抗癌剤jの投与量の多いほ ど抑制率の高い

のはp 一つには肺転移巣に対する抗癌剤の直接効果で

血液供給の多い肺は従って抗癌剤の局所に於ける濃度

を高くしp 量を多くする結果と考えられる23）.又一方

Satou68J, V!;,).;;i,11Wllらが指摘しているが如く，抗癌剤

投与により局所静除血中に出現する腫療細胞の数が低

下するに従って肺転移形成率が抑制されるのかもしれ

ない

肺転移率と死亡率との関係、は必ずしも平行関係を保

つとは限らなかった． ナイトロミンとマイトマイシン

C投与群では死亡率60～ 70°0に対して肺転移は略40%

であり大体平行関係、を示すが， テスパミ ン， トヨマイ

シン投与群では死亡率に比して肺転移率は低率であっ

た（Fig.3，’fable 3〕．従って死亡は肺転移による呼

吸困難死以外に，肺炎，二次感染p 失血死等が考えら

れp 対照群に於いてすら略30%は之による死亡と推定

され，且つ抗癌剤投与群ではその副作用も死亡に関与

しているものと思われる．

・悪性種療を有する｛間体は貧血を示すことが知られて

おり 10）抑制，この原因として古来， 毒素説，失血説’

栄養1;;.,

明である．この毒素説を裏付けるものとして中原等は

癌組織中より Toxohormoneを抽出しp F叶t謝に関係

あることを立証したね）6~ ） その他p KIK因子，癌尿エ

キし癌唾毒14）と相次いで発表され結悪液質に対する

研究が行われているが， その発生機序は十分に解明さ

れていない Berlin~S> Iし貧血について臨床例の詳細

な検索を行った結果p 白血病の時に認め伝れる所の生

存日数の異常に焼かい赤血球の存在がp 貧1111の発生を

可能な らしめるのであると述べている．山口40）は毒素

戊：こl11H8.し，催貧血因子を想定している．抗癌剤は骨

髄に有害的に作用しP 個体は貧血性に赴くことが報告

されているが II～本実験に lj~· ＇ 、てはあJl聞は明らかに貧

血を来すに反し， j/L1・,1i：剤投与群じ投うにより 貧血の傾

向を示すとは言うもののP その程度は軽徴で略々正常

範囲内に保たれていた．この事実が如何なる機序によ
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るかは，本実験では明らかにし得なかった．

－白血球l士対照群に於いては増多を示すぷ，抗癌剤投

与群p 殊にアルキル化剤投与群では一時点血球減少を

来すも，時日の経過と共に正常値に復帰する傾向を示

し，対照群の如き増多は示さない.Shay73＞によればp

白血球減少は抗癌剤による bonemarrow depressionが

原因と考えらh，又吉田肉腫の移植に於けるが如く腫

蕩細胞が白血球増多に参画しない故p この白血球増多

抑制効果は直ちに抗癌剤の効果と断定し難い．更に好

中球中の環状核球についてみるにp 略々増多の傾向に

ある．山口4Q）はこの細胞を腫場毒素の刺戟による病的

白血球とし吉田肉腫エキス注射のラッテに増加すると

報告している．本実験に於いてp 対照群と抗癌剤投与

群との間に環状核球の数的差異が認め難しこの白血

球が毒素刺戟により生成されたものであるとするなら

ば，貧血を抑制したと同様の機序でこの毒素に作尉し

て環状核球の生成を抑制するであろうとの推定と相異

する．対照群に於いては単核球p 分業核球及び単E去の

増加とリンパ球減少が一般的傾向として認められたつ・

抗癌剤投与群との聞に差異はなかった．即ち血液学的

には不明の事柄が多く p 抗癌剤の効果判定を云々する

ことは困難である．

・最後に局所の組織的変化の検索成績からみるとp 抗

癌剤投与群では移植後第2週目p 即ち投与開始後 l週

目に於いて腫疲細胞の変化したとみられる巨細胞p 即

ち細胞質の膨化p 核の濃縮崩壊を来した細胞の出現が

特異的であった．その数的差異はアルキル化剤投与群

は抗生剤のそれに比して約2倍の巨細胞えは核崩壊細

胞を認めた．一般に抗癌剤使用の際問題となる事は効

果判定の基準である．この判定基準として瞳易細胞の

崩壊，有糸分裂の量的質的変化を問題とし18)39)79)82)'

臨床的にも鈴江19）は人体に抗癌剤を使用した例の剖検

ではp 有糸分裂の減少3 核崩壊の増多をp 白羽等18）は

腫湯細胞の膨化と巨細胞化等を報告しP 本実験と併せ

考えればp 人の悪性骨肉腫の場合にも柑当程度の細胞

学的効果を期待できると考えられる．

以上人間の悪性骨肉腫の臨床像と比較しうる実験的

骨腫場の中期に抗癌剤を投与したところp 可成り鋭敏

に反応したのも抗癌剤の投与方法p 投与量に関して

の考察を試みたい．抗癌剤投与に際しての問題点はそ

の副作用でありp 特に白血球減少が最大の難点とされ

ている10)23)27日4)37)71) 之になして輸血等の社取れ id•

れているが未だ十分な成果をみていない．

Drnck rev48) i t，化』戸~t;J；、の f.良本は抗癌剤の作用場所

とその場所に於ける薬剤の有効濃度の持続時間に関係

するといいp 又抗癌剤の作用は麗疹細胞の或る一定時

期に於いてのみ有効であり，更にh霊場細胞は分裂，静

止の各相が混在している為p 理想的には有効量の連続

投与が望まれるわけである．然し！産湯細胞のみを特異

的に伎し正常細胞を侵さない抗癌剤の現＊；れていない

現在p 副作用を少くし且つ最大限に飢癌効果を期待す

る為には抗癌剤投与の方法と量に工夫をこらす必要ぶ

ある．

初期投与が未期投与より有効である事し当然予怨さ

れるが，本実験にlj'!:t,、てもナイトロミ／投与群に於い

て初期投与群の方コり中期投与群に比し著明な延命効

果と局所属湯発育抑制p 姉転移率抑制効果を認めた．

一方トヨマイ〆ン投与群にこの傾向の認められなかっ

たのはp 前述した通り p 薬剤洩出による注射部の腫脹

と腫湯局所に有効薬量の到達しなかった事に起因する

と考えられる．

早期発見の困難な人間の悪i生骨肉虚の場合には抗癌

剤を初期より投与する事は望み『旬（＼，、事である．然し乍

ら抗癌剤を移植骨腫疹に対して初期より適用すること

はp 転移性悪性小病巣p メl立未だ着床していない助言問

loose cancer cellに対する影響を観察することとなり従

って他面より考えるとp 外科的操作により惹起される

転移発生と血中屋湯細胞に対する効果の観察と同一視

する事が出来ると考えられるお61). 従って初期投与群

に於けるナイトロミンの示した効果l土外科的療法との併

用に対して極めて有効であろうとの期待をもたせる．

動物実験と同様の効果を期待する為には大量投与が

望まれp 局所薬剤濃度を高めるため局所投与四）34i71)82)

動防〈内投与l8)24)26） ~8)44iooJ，局所濯流13）等が行われてい

る．

局所投与に関してはh~n',1,jザ（j，’よ!lim'r'-Jに有効と報告さ

れているが，本実験の早期骨髄内投与実験では静除内

投与に比し延命効果は劣り（Fig.2, bl肺転移率も高

率であった．之は局所を刺戟し且つ抗癌剤投与により

骨髄隆内圧を高める紡果，流血中にIJ{＿湯細胞を押し出

す為と考えられる．即ち Mcore63Jはp 手術操作は血中

の屋場細胞の増加を来さないとしているが， Knox印

刷らは腫疹のマッサーヂですらその増加を証明してお

りp J 般に外科的操作は血中の極湯細胞を増加するも

のとされている－17)60).

大量 l回投与よりも連続分割投与の方;6＞， 副作用の

点からみて良い結果をうるといわれているが11'5)' 本

実験ではこの傾向はあまり見られなかった．
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連続投与と間；；投与とを比較すると，間歌投与の方

が主存率も高く＇ 50%生存日数は略 倍々加したが肺転

移皐は高率であった．付、重、つ減少は／＼k<t、h1m も報告

した如く認められなかった．

一方 Law57J71lらの云う如く抗癌剤に 対する腫疹細

胞の抵抗性獲得の問題があり p 又異なる祭剤の協同p

相乗作用75）を期待して抗癌剤の併用療法が考えられ

る．然しこの併用療法はいわば一種の盲試験であり 3

不成功に終るこ との多いのは当然であるが70)73)75J, 一

般に効果は期待できるものであったと主張している凶

57l70Jnl73l _ :.¥ k<t,hi-12l. l_fsubuchiBOlらは間歌投与の優秀

性を述べp 本実験に於いても有効な手段であることは

上述したが3 この間歓投与と併用療法を併せ用いる事

により 更に高度の延命効果を期待しうる. ~n ち本実験

に於いて， トヨマイシンとナイトロミンの協同，相乗

作用を期待し，この 2者の併用を閉N{;;的に使用するこ

とにより， トヨマイシンの連続投与よりもp 又更に間

歎投与より も箸る しい延命効果を もたらし（Fig-6 ), 

え肺転移本も低率になるという好結果をえた．

~p ちP 種疹細胞に特異的に作用する抗癌剤の現われ

ていない今日，又撞湯の薬剤に対する感受性のキ目異も

あるからp より多くの制癌効果を期待するにはp その

薬剤の選択と同時に投与方法p 投与量の検討が必要で

ある．

第 5章結 呈五
回目

実験的脅’I重疹に対する抗癌剤の影響を中心として著

者の行行った実験成績の総指と考按を述べたが， 一般

的な検索を主眼とし詳細な問題についての追求はし得

なかったもののp 略々骨髄内F'::il!UJ卯坊の本！ifと抗癌剤

に対する態度についての概略を知り得たと考える．

I) Walker carcinosarcomaを用いて骨髄内移植を行

ない実験的骨腫疹を作成した． この骨E霊場は移植率

73.3 &o ， 平均生存 日！／.： ~4.3 日でF 肺p リ ンパ節3 腎に

夫々 68,48. 3 %の転移をみたが， 他臓何ーには転移形

成を証明し得ない．

2) この実験的骨腫易はp 移植部骨梁p 骨皮質の造

成と，著明な骨j隊機骨造成を促すとJUこ，一部騒場細

胞は具型性の強い骨細胞p 進骨細胞の形をとりこの新

生骨中に出現する；，＼人間の骨肉腫とよく類似しp レ級

学的にも骨破壊，吸収と共に異常化骨形成の像を認め
， 
’ー．

3) この実験的骨腫療は抗癌剤に対して可成り鋭敏

に反応し3 組織学的には対照群には認められない極場

細胞の崩壊とp 緩の濃縮・崩壊と細胞質の膨化せる巨

細胞を 'f~. した．更に所謂中期よりの治療も可成りの延

命効果を示した事は，人の悪性骨肉腫に対する化学療

法に希望を与え る．

4) 抗癌剤投与は肺転移形成率を対照群に比し~o～

40%抑制したがp 局所腫易は延命効果ある症例のみ縮

少を認、めp 死亡例は抗癌剤投与にも拘らず増大した．

5) 未檎血液像は未期になるに従い対照群に於いて

は貧血と白血球増多を示す ：~；， 抗癌剤投与群でIt ， 赤

血球の減少傾向は少なし略々正常範囲内に保たれ，

白血球は減少するも正常範囲を少し下廻る程度の変化

である．

6) 抗痛剤の投与形式は大量 l回投与よりも分割投

与した方が効果的といわれるが，本実験に於いては認

められなかった．

仁実験に於いてP 連続投与より も問歓投与の方が効

果的であったのはp 抗癌剤の副作用と関聯していると

考えられる．

2剤の間歓と併用投与が長も著明な延命効果を示

し，且つ肺転移率にも効果的であったことは，抗癌剤

の選択と併用を考慮すればより有効な化学療法手段に・

なりうると考える．

7) 局所骨髄内への抗癌剤投与はp 局所を刺戟し流

血中へ撞易細胞を駆り出す結果p 肺転移を増大せしめ

る為p 骨腫場に於いては考慮さ るべきである．

稿を終えるに当り P 終始御懇篤なる御指導と御校闘

を賜った恩師近藤鋭矢教授し本教室講師赤星義彦同

士に深甚なる感謝を鯵げる．

叉実験に当り mi 々 t5bカをmいた協同研究者， ~ti琉p

葛岡健作向学一~J：，並びに病理学的な御助言を頂いた本

学病理学教室p 尾島昭次助教侵p 及び動物II市場の提供

k 御助－；~c,- をJ点いた武田研究所梶原型氏に調J怒を表＼..，

抗癌剤の提供を心ょくされたp 武田薬工P 吉富製業，

三共l製占，~， IFーだ化学各株式会社に心から謝意を 表寸

る．
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Plate. 1 

移植後 1週間：座骨近位端は骨皮質の不
正なる肥厚と骨の膝鵬像を示す．

Plate. 3 

Plate. 2 

、4・

移植後 2週目：骨皮質の肥厚と共に骨稼
様形成をみる．

移植後3週目：骨破壊，吸収の像が著明で，異常化骨形成の像
も認める．』重湯は軟部組織にも及びp 大きい腫蕩像を認める．
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Plate. 4 

Tespamin処置群（ 3週間 l

対照苦手に比して骨彼壊p 吸収の程度は少ない．

Plate. 5 

Plate. 6 

Toyomycin処置群 （3週目）
対照苦手に略類似する程度の骨破壊，吸収を認

むる も，骨線形成を示す．

Mitomycin C処霞群（ 3週目） Tespamin投与群より更に骨破壊p

吸収の程度が大であるが対照群程ではない．



骨髄内移植腫疹（WALKERCAROI:¥OSAKCU:VL.¥ 1 に及ぼす抗癌剤の影響に関する実験的研究 231 

Plate. 7 

移植後 1週目：骨栄養管内に入った腫蕩細胞は骨

膜下に達する．骨皮質は不正に造成する．

Plate. 9 

移摘後2週目：骨稼様骨造成を認める．

Plate. 11 

トヨマイシン処置群（投与開始後 l週目） ：腫湯

細胞の巨細胞化と間質組織の増殖を認める．処々

腫蕩細胞の融解，消失したと思われるところを認
める．

Plate. 8 

移植後2週目：或部に於いては骨皮質は腫疹細胞

により破壊される．

Plate. 10 

テスパミン処置群（投与開始後 l週目） ：腫蕩細

胞の崩壊と腫湯細胞の巨細胞化が著明である．

Plate. 12 

対照群（移植後3週目） ：骨皮質，骨梁の破壊吸

収の程度は著明でp 腫湯細胞にて充たされる．有

糸分裂も認められる．



232 日半；VトH'if1'.Fi 第32巻第2号

’ 

Plate. 13 

海

特急 J 匂 ｝ 屯 • l 

Nitromin投与群（第3週目）：骨皮質に接して変

形した臆疹細胞と新生骨組織中には異型性の強い

骨細胞を認める．

Plate. 15 

¥¥' alker carcinosarcomaの腫場細胞．

Plate. 14 

Mitomycin投与群（第3週目）：骨梁，骨皮質の

破壊は対照群程著明でない．主細胞にて充満して

いるがp 対照群の主細胞と比較すると小型のよう

である．

Plate・ 16 

jて梢血中に出現する腫蕩細胞．腫場細胞中でも核

が小さい．細胞質は融解しつつあり空胞変性を示
す．
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