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In the first experiment, five mammary cancers (MC/l, MC/4, MC/5, MC/6, 
and MC/7) which grew spontaneouslyγin mice of the dd strain, were transplanted 

to the homologous hosts. Following results were obtained. 

1) Transplantation of these five cancers into the brains of homologous hosts 
was uniformly successful. At present they have reached the 10th, 10th, 6th, 4th, 

and 3rd transfer generations respectively. Of these five cancers, two (MC/4 and 

MC/6) were successfully transferred subcutaneously. Serial subcutaneous pas組 ges

were possible only in the case of MC/4. It was concluded that the brain is superior 

over the subcutaneous tissue as a site for transplantation not only in primary transfer 

but also in serial passages. 

2) Among these five cancers, MC/4, now called AIM/4 (ARAKI, Ism1, MIYAWAKI), 

has passed ten consecutive generations of subcutaneous transfer during the past nine 

months. It is hoped that this tumor can be carried serially as a permanently 

transplantable strain, since it shows so vigorous a growth upon subcutaneous trans-

plantation. 

In the second experiment, nineteen human brain tumors were transplanted 

heterologously into th€· brains of rats of the Wistar strain conditioned with both X-
irradiation and prednisolone. The series includes four glioblastomas, one astrocytoma, 

two ependymomas, twe medulloblastomas, two pinealomas, two chromophobe adenomai', 

one・ craniopharyngioma, four meningiomas, and one neurinoma. Following results 

were obtained. 

1) Of these nineteen brain tumors，“positive take” oc~urred in one pinealoma. 

Histologically, the original tumor removed from a patient, was composed of two 

kinds of cells, large “epithelioid”and small “lymphoid”cells, as in the ordinary 

pinealoma. The most striking feature of the histological appearance shown by the 

growing transplants in the brains of heterologous hosts, was the complete disappea-

rance of lymphoid cells. It is suggested that the lymphoid cells in the pinealoma 

are not an essential tumor constituent. Rather, it would appear reasonable to con-
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sider them as a non-neoplastic cellular element, actually of lymphocytic nature, 

accumulating in the tumor stroma. 
2) Two tumors, including craniopharyngioma and meningioma, survived in the 

heterologous hosts for long periods of time but did nett show any evidence of pro-

liferation. 
3) The attempt of transferring the other sixteen human brain tumors proved 

unsuccessful. 
(Part of this work will be published in the Archives of Pathology.) 

本実験は 2部よりなる．実験Iに於いてはマウス自然発生乳癌の同種移値を試み，次にこれを応用して実

験Eに於いては，人脳腫療の異種移植を行った．

実験 I マウス字L癌の同種移植

マウスに自然発生した乳癌を同じ系統のマウスに移

植してP その移植性を検討すると共に移植時に見られ

る腫疹の生物学的並びに組織学的変化を追求した．こ

の際主として脳内移値を行うことによりp 移植壇場の

発育に対する脳の移楠母地としての適合性の有無を検

討した．更に癌研究の諸目的に使用する為に可移植性

乳癌系の樹立を試みた．

実験方法

生後10～14ヵ月の経産 dd系マウスに自然発生した

乳癌5例を移植に用いた．被移値動物には生後25～40

日の同系マウスを使用しP 脳又は皮下に移植を行っ

た． l回の移植に使用したマウスは5～10匹である．

原発壇場をグレーフェ氏角膜万で直径0.5mm以下の

小片に細切し，その 2～3個を内径0.5rnmの先端を鈍

に改造した套管針の先に挿入する．脳内移植は右頭頂

骨に設けた骨孔より套管針を刺入し，右大脳半球実質

内に腫疹片を移植した．皮下移植の場合は磐部皮切部

より套管針を挿入しp 右側腹部皮下に移植した．操作

は全て無菌的に行った．

移植後観察期閣は最大 150日に及ぶが，この期間中

に癌死せるもの又は発育腫蕩の為に悪液賀が著明とな

ったもの，即ち移植陽性例はその都度移植部位に応じ

全日iヨ又は皮下腫疹を摘出して標本作製を行った．この

際次代マウスに継代する必要がある場合には初回移植

と同じ方法で脳又は皮下移植を行った．摘出標本は10

%フォルマリン固定，パラフィン包埋の後4μ の切片

となしP ヘマトキシリン・エオジン染色を行った．

実験結果

先づ移植陽性例に共通した所見を述べる．脳内移植

についてみるに，発育の極初期にある小腫蕩の存在を

頭蓋外よる探知することは先づ不可能であるがp 発育

が進み腫疹の直径が 5rnmを超えると次第に右のみなら

ず左の頭頂骨も膨隆し始める．更に腫疹が圧排性に発

育するにつれ頭頂骨膨隆は一層著明となり矢状縫合が

l多聞して来る．しかし前頭骨は最後迄膨隆しない．従

ってマウス頭部を前後方向に触診すると平坦な前頭骨

から冠状縫合を明確な境として頭頂骨が急に盛上って

いる状態を触知することが出来る（図 1). 直径7～

9 mmの球状腫湯治：発達するに至ると，宿主マウスは過

敏状態，或いは逆に不活濃で運動に乏しい状態となり

間もなく全身衰弱の下に第死する．皮下移植の場合は

移植陽性例ぬ判定は容易であってp 移植部皮J膚の触診

により発育の極初期にある直径2凹程度の小麗痛でも

触知可能である．充分に発育した腫凄はll々 編幹と同

表1 5例の乳癌が移植の際に示す態度

MC/1 MC/4 MC/5 MC/6 MC/7 

継代移植部位 脳 脳・皮下 脳 脳 脳

第 l代移植率 rTAKES/ANIMALS) 2/5 2/10 3/5 2/5 2/4 

2 代以降移植率 50°0 70-809五 90-100% 50-80°~ 50-80% 

生 存 日 数 20-40日 20-40日 20司 30日 20-50日 20-40日

現在継代 数 10 10 6 4 3 
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大p 又はそれ以上に達し，宿主マウスは漸時悪液質の

状態となって型車死する（図 2). 

移値に用いた自然発生乳癌は 5例である（MC/l.

MC/4, MC/5, MC/6, MC/7l.表 lにこれらカ 5例の

乳癌が移値の際に示す生物学的態度を一括表示した．

脳内移随は 5例とも例外なしに移植陽性であり，且脳

内にて継代可能であって，現在 10,IO, 6, 4, 3の各代の

経直を観察中である．脳内に於いて充分に発育した虚

療は5例とも圧排性に増殖しわ球状の腫湯であっ

て，周囲脳とは明確に境界されている（図3). この
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増殖機式は，吉田肉腫をラ 、yテの脳内に移植した際に

見られる如き接種部位や蜘妹膜下降の欄慢性浸潤によ

る発育とIt全く対照的である（18), 第 l代償値率は

全般に低率でJうって20~40%の純閣に止まっているが

第 2代で高くなり， 3代以降は 2~にに喰ける移植率が

維持主iLる．現在迄の継代数の範凶内では紗値率の上

昇は見られていない．移植後癌死するに至る迄の生存

日数は継代によって次第に短縮する傾向を示すが，現

在の段階て’＼;i:いまだ一定せず各系共可成の変動が見ら

れる．

MC/I i 町／4

表2 脳内移植と 皮 下移植との比較

:uc可 16

初回脳内移値

脳内継代移植

初回皮下移植

皮下継代移植

＋：移植陽性 一：移植陰性

＋ 

＋ 
＋

＋

＋

＋

 

一

次に脳内移植と皮下移値の比較を行った結果を表2

に示す．全例共初回脳内移植は陽性でp 旦脳内で継代

移植することも可能であるが（図 4J, 皮下移植性は

腫凄により大差がある. MC/1は脳内継代の途中でp

他の4系は原発腫湯の初回移植時に脳内移植と同時に

皮下移植をも合わせ試みた．この中初回皮下移植が陽

性で宿主7 ウスを癌死せしめるに至ったのは MC／－！と

MC/6の2例のみであった．莫にこの 2例について継

代皮下移植を試みたところ， MC/4は毎回陽性であっ

てその増殖力にいささかの衰えも見られず， 10代に達

した現在に於いても末期には躯幹をしのぐ巨大な皮下

腫傷となり移植後20～40日で宿主マウスを癌死せしめ

るL図5,6J. 一方 MC/6の第d代皮下移植は不成功に

終り腫凄の発育は見られなかった. MC/Iの皮下移植

は脳内移植時の生存回数20～40日の数倍に及ぶ潜伏期

間を置いて7 ウス 7匹中3匹に小屋疹結節の発生を認

めたが，その発育は極めて緩慢で移植後119～ 167日で

肝壊苑で銘苑したがその際騒均は小指頭大を超えるに

は至らなかった．結局皮下累代移植で残った乳癌系は

5系中 l系，即ち MC/4のみとなった．

原発腫湯の組織像は MC/1は褒種状腺癌でありp 他

の4系は単純痛と腺癌とが種々の割合に混じた所謂

varied tumorである．各乳癌ιも継代移植の過程に

於いてその組織像の基本的な様式はその鐙維持され

る．しかしながら継代の初期にあっては世代により，

l¥IC/ :¥1C/7 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 
＋
＋
＋
 

又同一世代でも宿主マウスにより組織像には可成の変

異が見られる．この時期を過ぎると次第に組織像は固

定されてくる． その典型的な例を MC/4によって示

す． MC/4の原発腫蕩は variedtumor と称すべき

もので単純癌組織と腺癌組織の混合によって構成され

た腫湯であ り，この両者聞には移行像も見られp 又腺

癌組織部も腺房傍造を、主体とする部分から腺管形成の

発達した部分に至る迄種々の移行像が見られる（図 7,

8）.移植第 l代の組織像は原種湯と大主；おなかったが

第 2代，第3代に除いては脳内料他，皮下移植の何れ

の場合にlj~－ ~ 、ても原腫場に I;:見られなかった乳頭状褒

腫腺癌像や円往上皮癌様組織が出現し， H;l極坊に比し

逢かに多彩な店長癌組織像を示した L図9,10）. 他方，

単純癌組織部に於いては癌細胞以；こ中心壊死の傾向ぶ

強くなり所謂 comedotypeの像を示すようになって

来た（図lI). 4代以降になると典型的な腺癌像は全

く影をひそめl!l-ら単純癌組織で占められるようになっ

た．しかも組織像は anaplasticな様相を忌し，腫疹

の急速な遠心性発育の結果中心j必死が著明でp 癌細胞

は壊死巣を囲んで comedotypeの癌巣を作るか， 或

いは広汎な壊死巣の周辺部を不規則に蛇行した細胞索

を形成する．癌細胞は cellulardetachmentの傾向

が顕著な無秩序な集団をなし多数の核分裂像を示す

（図12,13入
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考按

腫疹の移植の成否は宿主動物と腫疹の双方に関連し

た色々複雑な因子に左右されるがp 移植の実際に当っ

て先づ問題となるのは移値部位である．現在可移植性

結節型腫壌の移値に広く用いられる部位は皮下であ

る．脳については古くから移植腫疹の発育に好都合で

ある，即ちつき易い部位であるという事実は知られて

いたけれども，移植の実際、に使用されることは稀であ

る．一般に 「将植癌が成立する際には移植された腫疹

に合まれた間質はことごとく壊死にF借り，生き残った

少数の癌細胞が宿主より提供された間質を足場として

増殖をおこす」となすのは Rossie以来の定説である

が，最近に至り Greeneは脳の結合織は他臓器のそ

れに比べ移値腫疹の発育に最も適合した足場を供給す

ることを広汎な同種並びに異種移植実験で示した（41.

本実験では先づ同種移値に於ける脳の移値部位とし

ての適合性を検討した..l!Pち畑C/i,MC/4, MC/5, 

MC/6, MC/7の5例の dd系マウス原発乳癌は等しく

dd系マウス脳内に移植可能であるのみならず脳内に

て継代することも容易であった．一方皮下移植に於い

てはこの中 MC/4と MC/6の2系だけが初回移植陽

性で，皮下継代を長期間続け得たのは MC/4のみであ

った.HPち脳は初回移植部位としてのみならず，継代

移値部位としても皮下に比べ卓越していることがわか

る．

本実験の第2の主要な日的は可移植性乳癒系を樹立

することにある．現今マウスの可移植性乳癌として確

立された系統は Dunham及ぴ Stewartがまとめた

リストによると40種ある（2）.その大多数は1943年から

1951年の間に分離された新しい系統であるが，中には

Carcinoma 63 Bashfordの如く半世紀以上に亘って

継代されて来た系統もある．このように無限に継代し

得る為には最も実際的な立場から次の諸点が要求され

る．第1に，充分大きな増殖力を持った腫療であるこ

と.HPち極く短期間に大きく発育し，且高い移植率を

示すこと．第2に，移健子技は極めて簡単で初心者で

も容易に出来ること．又移植手抜による宿主動物の死

亡率は皆無であること．第3に，宿主として使用すべ

きマウスは飼育し易くてよく繁殖する系統であるこ

と．移植箔の発育という点から見ると脳は確かに移値

部位として優れている．しかし以上挙げた条件にあて

はめて見ると脳は永久可移植性腫湯系の維持には皮下

に比ぺ非常に不都合な商を持って居る.HPち脳内移植

子技は熟練を要し，宿主動物にとっては侵襲が大き

い．頭蓋怪内という限定された部位である為，たとえ

最大限に発育しても左程大きな腫揚が得られない．叉

発育状況をまのあたりに観察出来ない．従って楽に皮

下移植出来る腫疹でなければならないことになる．

マウスには自然発生乳癌が多いが現在わが国で作ら

れた可移徳性乳癌系は阪大乳癌，癌研系乳癌等極く少

数を数えるに過ぎない．これは上述の条件を満足する

自然発生乳癌に遭遇する機会が稀であることを物語っ

ている．ここに報告した MC/Iは現在10代， 1年間に

亘り脳内継代を続けているがいまだに皮下に移値陽性

とはならない．脳内移植率も低率で約509五に過ぎな

い．このような騒疹系は絶えず絶滅の危機にさらされ

ているわけであってその系統の維持には細心の注意を

要する. MC/4は増殖力が非常に大きい腫疹であっ

てP 幸運にも前述の如き稀な機会に遭遇した例と見倣

される．現在10代， 9fJ月に亘り皮下継代を続けてい

るが依然として旺盛な増殖を繰返している．本腫療の

移植は当初は実験方法に述べた如き細切法によってい

たが，継代中にホモゲナイザーですりつぶし細胞浮滋

液として注射器で皮下接種する方法でも高率に移植出

来ることがわかったので現在は専ら本法を使用してい

る．一般に細切法に比ベホモゲナイザーによる磨細法

は手伎は透かに簡単であるけれども，癌細胞に強い挫

滅を加え移植に不利な条件をもたらすものである．遂

に本法により移植可能な腫蕩は生活力の旺盛な腫療で

あると考えられる．本居場は皮下，脳のみならず腹~

内にも移植可能である．腹腔内移植は 100%防性で血

性腹水を伴って diffuseperitoneal carcinomatosis 

の状態となる（図14). 己に10代を経過した現在，永

久可移植性である可能性は極めて濃厚である．本腫湯

系は継代により無限に維持される限り移植癌，とくに

結節癌を必要とする種々の研究目的に有力‘な手段を提

供するものであって，今後の記載に於いては可移植性

乳癌 AIM/4（荒木・石井・宮脇）と呼ぶことを提唱

する．

可移植性腫錫ーは継代により生存回数，移植陽性率等

の生物学的性状が変る以外に組織像も変化することが

多い．例えば肉腫3号（臼淵｜）は当初線維肉腫と粘液

肉腫の混在した腫携であったが皮下継代により次第に

粘液肉腫の部分が失われた．一方腹腔内継代により線

維肉腫は細網肉腫えと変化した凶．本実験に於ける

MC/4は当初腺癌組織と単純癌組織とが混在した彊療

であったが， 4代以後の継代に於いては単純癌組織の
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み残り P ..§. anaplasticな様相を帯びて来た．かかる

事実は癌細胞間に漏汰の現憂~；起り p より増殖度の大
きい癌細胞が選択優位を，5める結果であると解釈され

る．

実験日 人脳腫蕩の異種移槌

1945年lこGreeneは人脳腫場をモルモ ットの前眼房

内に異種移植することに成功したら）．その後多くの研

究者により脳腫疹；まもと より各種の人種疹の前眼房移

植地：試みられたが成功率は懐めて低〈必づしも満足な

結果が得られなかった（7,8,9, 15). 

1953年に至り Toolanは呉屋腫蕩に対する宿主の免

疫反応を抑制する目的で宿主に対するレ線照射及びコ

ーチゾン投与を行いp ハムスター cheekpouch又は

ラッテ皮下に人癌を継代移槽することに成功した日41.

かかる処置は conditioning-と呼ばれ人癌異種移植の

際に於ける有効性が確認れさるに至った (10,11. 13). 

実験Iの同種移植実験に於いては脳が移植部位とし

て優れているこ とを確認したがp 実験Eに於いては同

様の方法によって人脳腫蕩の異種脳内移植を試みた．

且この際に conditioning-を併用して移植率の向上含は

かった．脳1重疹ーを用いた理由はp 第 lにその組織発生

に尚多くの未解決な問題を含んで居り，移植によって

示された組織学的，並びに生物望者的態度の変化からこ

の問題について何らかの手掛りが得られないであろう

かということ．第2に移植元，移植部位の関連に於い

て脳は脳虚疹に対して！＇ organcorrespondantをな

す.JWち移権部位としての実験動物脳は移植元である

脳腫疹に対してその発生母組織に近似した培地を提供

することである．

実験方法

宿主動物としては主としてウイスター系ラッテを用

いたが，それ以外にdd系及び C3H系マウスも使用し

た．動物は全て生後30目前後の雌又は雄である．

conditioning としてレ線照射及びプレドニゾロン・

アセテート投与を行った．レ線照射は移植施行前 1～

6日の聞にラ ッテには 200r，マウスには150rの l回全

身照射を行った． （照射条件： 160KVP, 3 ma, 0.4mm 

Cu+0.5皿 Alfilters, TSD 4Qem, l!.4r /min）.プレド

ニゾロ ンは移値前8日間，移植後16日関連日 2mg/kg 

の割合で腹E室内投与した．

移植に使用した人脳腫場は全て京大外科第一講~の

手術例に由来する．移植部位は全て脳内であって手抜

は実験Iに準じて細切法により行った．套管事十はラッ

テに対しては内径0.8mm，マウスに対しては内径 0.5皿

のものを使用した．標本作製は実験Iと同様に行い，

ヘマトキシリン・エオジン染色によった．

実験結果

先づ始めに実験結果の判定基準を設けた.J:!Dち，

I) ”positive takeぺ肉眼的並びに組織学的に移植

腫疹の積極的増殖の立証されたもの．

2) ロsurvival”．移値後30～40日以上に亘って麗疹

細胞が個々に，又は集団として生存しているが増殖し

たという証拠のないもの．

3) “negati¥・e＂移植後 30～40日以内に簸死におち

入り吸収されたもの．

表3に人脳腫蕩のラッテ脳内移植の成績を示す． 移

植に用いた脳腫疹は19例でこの中II例は神経謬腫，残

りの 8例はその他原発性脳腫湯である．移植後最大観

察期間は腫湯により異り 80乃至 196日に亘っている．

この19例の中”positivetake，，を示したのは No.II 

pinealomaの l例であった. "survival”に属する

ものは No.14 craniopharyng・ioma，及び No.18 

meningiomaの計 2例であった.glioblastoma 4例

を含む残りの16例は全て”negative”であった．

マウス脳内移植に用いた脳腫蕩は13例で， glioblas-

toma 6例p pinealoma 3例， meningioma4例よ

りなる．最大観察期間は 66～195日に及ぷが全例共移

植は不成功に終った. 3例の pinealomaの中 l例は

ラッテ脳内移値で”positivetake＇，を示した例である

がマウスでは”negative”であった．

No. II pinealoma. 12才男子の桧果休部に原発し

た腫蕩で，右側脳室壁に沿って前方へ進み右前頭薬深

部に浸潤していた．組織学的には大きな epithelioid

cellと小形の lymphoid:cell とからなる two-cell

patternを示す （図15). この 2種の細胞はモザイク

様配列をとる傾向を示してはいるが， lymphoid cell 

はむしろ調漫性に血管周囲に群っていて， さながら

lymphoid cellが先陣をなして周囲の脳実質内へ浸潤

して行くかの如き印象を与える （図16). epithelioid 

cellはクロマチンに富んだ円形乃至卵円形の核と不明

瞭な細胞質を持ち可成多形性に富む．核分裂像も多く

見られRingertzの分類。却に従うと＂undifferentiated

tumor”に属する．

移植翌日に舞死したラ ッテ脳内の移植壇場は原腫療

と同じく 2種のf刷包より構成されている （図17),
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表3 人脳腫療のラッテ脳内異種移植成績

翌三：万戸フー－I 竺竺？竺H·'j~竺竺
大 O 茂 OI Glioblastoma multiforme i 10 I 155 

2 I 高 O つ OI Glioblastoma multiforme ! 7 I 196 

3 I太 O 進 IGlioblastoma multiforme I 25 I '170 

4 I斉 O 茂 0I Glioblastoma m叫tiforme I 15 I 159 

5 I上 O 和 ・O I Astrocytoma I IO I 13 7 

6 I山 O 年 0I Epen正Jymoma i 9 I 124 

1 I福 O 賢 0J Epem 11 ma I 14 I 8 9 

8 i村 O義 Ol Medulloblastoma I 20 I 146 

9 I山 O 陽 0I l¥fodulloblast冶ma I 10 I 166 

io I平 O j！梁 II；》inealoma I 10 I ・ 160 

ー 11 ：野 O 博 0I Pinealoma I 15 I 80 I + 
12 i金 O 正 0I Chromophobe Adenoma I 7 I 87 

13 ！水 O ゆ 0I Chromophobe Adenoma I 5 I 83 

14 ！鎌0 ;;fミ OI Craniopharyngioma I 4 I 87 I 0 
15 I平 O 寿 O. I Meningioma I 5 I 84 

16 1田 o.消 0I Meni 

11 I ；高 O 字 0I Meningiβma I 5 I 8 2 

1a I椎 O 吉 O I Meningioma I 14 I 98 I 0 
19 I川 O さ 0I Neurinoma I 3 I 100 

+ : "positive take" 0 ：.”survival”ー：”negative”

移植後80日目に屠殺せる 7匹のラ ・ソテ中 2 匹に I~い

て球~ I~，充実性腫疹の発育を見た（図181. 発育趨疹

は移植当時にiじぺ直径が4～5倍にJ樋加していた．そ

の組織像に見られた最も顕著な所見は lymphoidcell 

が完全に消失して twocell patternが失われている

ことであった（凶19）.発育腫疹は専ら明るい大きな胞

休とクロマチンに富んだ核を持った epithelioidcell 

から構成され古いた． epithelioid cellは移備元の特

徴をよく再現しp 多数の核分裂像や血管新生も見られ

た（図20). 周薗脳実質との境界は鮮明でp 周囲脳組

織に於ける反応性炎症は極めて軽微であった．

前述の如く同じ pinealomaをマウス脳内に移植し

最長 194日に＇U：観祭を行ったが腫疹細胞の片鱗だに

認、めることが出来なかった．

l¥o. 14 craniopharyngioma. 53オ男了の鞍上部

に原発せる嚢腫状腫湯で，組織像は円任状細胞が不規

則な巣状又は索状配列をなしている（図21).

移植後87日目にj併殺したラッテの脳内に於いてP 移

他元の特徴的配列をよく具備した腫場細胞集団の生存・

を確認し得た（図22).

No. 18 m叩 ing・ioma.37才男子の喚禽部に発生

せる腫場で，組織学的には meningotheliomatous

meningiomaである （図23).

移情後14日間のラッテ脳内に薄い結合織被膜に閉ま

れた合胞性の履蕩細胞巣を認めた（図24). 変性p 壊

死の徴候は認められない．

移値後56日目のラッテ脳内に於いて，腫担軽細胞巣は

尚可成よく原腫湯の面影を止めているが原腫療に比し

犬きさを減＼.：，処々にピクノーも硝子化等の変性の

兆しが見られる（図25).

引続き移植後98日迄観察を続けたが最早ラ 7テ脳内

に腫療細胞の生存を認めることは出来なかった．

以上2例の＂ survival”例は ＂positivetake，，例と

次の諸点で本目具している． I）大きさの増大や核分裂

像の如く積極的に増殖したという証拠が見られない．

2）麗場細胞巣の一部に種々の程度の変性が起ってい

る． 3）属疲巣内血管新生は極めて貧弱であるか，或

いは全く認められない． 4）腫疹巣を取囲む脳組織に

は異物性炎症が起り，円形細胞浸潤や脂肪願粒細胞p

巨細胞の出現が見られる．

前述の如くラッテ脳内移植を行った残りの16例と，

マウス脳内移績を行った13例の脳腫携は，早いものは
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移植後5～10日で著明な変性を起し，何れも30～40日

以内に完全に吸収された．これら”negative”例に見

られる早期の変化は移植腫疹の種類如何に拘らず全て

同様の過程をたどる．乃ち移植援蕩片を中心として中

等皮乃至強度の炎症反応が起り p リンパ球，形質細

胞，多核~ 血球， ミクログリア細胞が集まり血管怒張

が見られる．この炎症反応はラッテよりもマウスの場

合に強〈出現する．その結果移値された腫疹細胞は~

体膨化，空胞形成，ピクノーゼ等の一連の変性過程を

たどり3 遂には崩壊した核の遺残をまぢえた均質な嬢

死巣となり完全に吸収される．初期の炎症が消槌した

あとには gliosis, 又は時として線維化が見られる．

考 按

人癌異種移植実験は研究者により極めてまちまちな

陽性率が報告されている．これは研究者により移植成

績の判定基準が異るからである．本実験に於いては前

述の如き 3群に分けて判定した．時折”survival”に

相当する伊jを以って移犠成功とする報告が見 られる

が，移権成功例とは”positivet~ke’V 乃ち肉眼的に

も組織学的にも腫蕩の積極拘潜殖が証明されたもので

なければならない．本実験に於いてp 標本をく通事匡した

結果大多数の移植片は移値後30～40日以内己完全な変

性崩壊におちいり p この時期を過ぎると生存腫疹細胞

に遭遇することは極めて稀であることがわかった．こ

のように長期間異種生体内で腫湯細胞が生き長らえて

いるという事実は，たとえ少数例であっても癌細胞の

生物学的態度に関連した多くの問題を合んで居る．従

ってこの時期を境として υsurvival”と 刊negative”と

を区別した．

人癌を実験動物に異種移値する際に通常用いられる

移植部位はマウス，ラッテの皮下，ハムスターの cheek

pouch又はモルモットの前眼房であって脳内移憶に関

する報告は極めて少い． Greene 14）は22例の人癌を

用いその中10例に於いて異種脳内移植が可能であった

と報告したが， Chestermanが行った同様の実験は

人癌20例中肉眼的地殖を確認し得たのは 2例のみであ

った11）.本実験に於いても19例の腫場中わづか l例に

真の意味に於ける腫協の噌殖を見たに過ぎず満足すべ

き結果とは云い難い. Greeneの報告に除ける移植成

功例には”survival”に属せしめるべきものが多数含

まれているから，本実験のように厳衝な判定基準をと

れば彼の移摘成功率は可成低くなる．

実験Iの同種移植に於いては脳が移植部位として極

めて好都合であることを示した．更にp この事実を応

用した本実験に於いては実験動物脳は人癌の発育をも

可能ならしめることを示した．しかし同種移植に比べ

異頭移植の成功率は樋めてf及率であった．たとえ脳を

移植部位に選んでも異E言動物聞には尚且打克ち難い大

きな species barrierが存在するという事実はさて

おきp かかるf及率を招いた原因としては次の 2点が考

慮されねばならない．先づ脳虚疹を移植元に選んだこ

とである．この点に関してはそルモッ干の前眼房移植

による成績であるが Martinが行った実験が参考に

なる！81，乃ち彼は脳E重傷と脳以外の各部に発生した癌

腫，肉腫の異種移値性を比較した結果p 成功率が最も

高いのは転移性脳腫携で，各部の癌腫，肉腫がこれに

次乞原発性脳瞳疹の移植率は最も不良であった．次

に考慮されねばならないのは conditioningの方法に

関してである．稀な例外灼な場合を除き人的の皮下又

はハムスター cheekpouchへの異種移植はレ線，コ

ーチゾン等による conditioningを行わなければ移植

は不可能であり，しかも移値の成功率は数%に過ぎな

れ一方，異種脳内移継の場合は conditioningの方

法及びその効果に関していまだに確実な知見が得られ

ていない. Greeneの脳内移栢実験は全て無処置の動

物に対して行われたものであり， Chestermanの実験

ではコーチゾン投与を行った例もあるが少数例である

為その効果を確認するには至らなかった．本実験に於

いては全例ともし惚及びプレドニ、／ロンによる condi-

tioningを行ったにも拘らず 、positi、p take，，の率を

向上さすこと がll＇，来なかった． 一般に conditioning

は強力に行わなければ効果：）；t，い．成功した場合は早

いものは10日以内，遅くとも数週で大きな腫疹の発育

が見られる皮下又はハムスター《田heekpouchへの異

種移植の場合は中毒量に近い大部ーのレ線p コーチ、ノン

投与が可能であ ；~.しかし異種脳内移植の観察期間は

麗場により異るが一般に数古月の長期間に及ぶのであ

って，宿主動物の生命維持の為に充分大量の condi-

tionin邑・を行うわけには行かない．乃ち脳内移値の場

合の conditioningは店主動物の長期間生存を可能な

らしめる範凶内に制限される．本実験ではし総及びプ

レドニゾロンによる著明な中毒症状は見られず，かえ

って投与量が少きにうたしたと考えられるのであって適

切な投与量及び投与期間について今後再検討を要す

る．

"positive take＇，の pinealomaの1例は lymphoid

cellの本質に関して有，｝Jな示唆を与える.pinealoma 
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の lymphoidcellの本質に関し7て Horraxおよび

Bailey !tiltまこれを神経l謬性細胞とみなしF 一方

Globus および Silb~rt は間葉性起源で線維芽細胞に

分化し得る細胞であるとした 131. 本症例に於いて

lymphoid cellは血管周囲に調漫性に拡がり，あたか

もlymphoidcellが先になって浸潤して行くかの知き

様相を呈していたが， これと全く軌をーにする pine-

alomaは Ziilchの症例tこも見られる閥．彼は pine-

aloma, gangliocytoma, . oligodenl:lroglioma等に

現れる lymphoidcellは発育初期の未分化な腫疹細

胞であって，援蕩に接した脳実質；部K浸潤して行った

後に分化した腫疹細胞になる可能性を推測している．

Pierre, Verney及び Dixonがハムスター cheek

pouchに移植している humantesticular chorioca-

rcihpma Pitt 89及び Pitt100はsyncytiotrophob-

lastと cytotrophoblastとが同僚によく分裂猶殖を

繰返し定型的な organoid構造を保bた状態で継代さ

れているtll）.即ち 2種の構成細胞の双方が腫蕩性格を

有する dualcompositionの腫療にあっては移植後そ

の何れもが同様によく増殖するものであることを示し

ている．一般に腫蕩の間質を論ずる場合には固有間賞

と偶然間質とを区別せねばならない回．前者は腫蕩実

質細胞の増殖に随伴して特別に増殖成長した間質であ

り，後者は腫蕩の発育に当って己存の血管結合織が腫

蕩中に取込まれたものである..t:!Pち固有間質はそれ自

体可成題凄性格を帯びたものと見倣される．

本実験に於いては当初 dualcompositionを示した

pinealomaの異種脳内移植によって lymphoidcell 

の完全消失が見られた．この事実の示す限りに於いて

は lymphoidcellは腫蕩実質細胞であるとは考え難

く，又固有間質の構成細胞と見倣すことも困難であ

る. lymphoid cellは Ringertz, Nordenstam及

び Flygerの報告闘のように定型的な芽中心を形成

する場合も見られるから腫湯間質に集族したリンパ球

と見倣すのが妥当と考えられる．

craniopharyngioma及び meningiomaに見られ

た＇＇survival”の状態は二様に解釈出来る．第 Iは，

非常に長い経過で退化p 吸収されるとする見方であ

る．即ち本質的には＂ negative”と異らないが退化の

過程が緩慢に行われるとする考え方である．第2はp

腫蕩細胞が一時仮眠状態に止まっていてその後積極的

に培殖を始めるとなす見方である. Greeneの実験（5)

に見られるように glioblastomaの異種前眼房内移植

に於いて＂ survival”の状態を続けた腫疹が l年以上

たってからやっと増殖を開始したような例があるか

ら，第2の可能性も否定出来ない．何れにせよ”sur-

vi val”とは宿主と腫蕩との間に均衡が保たれた状態

であって，その均衡が破れた場合に以上二通りの過程

の何れかをとるようになるものと解せられる．

総括並びに結論

l) dd系マウス自然発生乳癌5例を同系マウスに

同種移植し次の結論を得た．

1) 5例の乳癌は全例とも例外なく初回脳内移植が

可能であるのみならず脳内で継代移植することも容易

であった．初回皮下移植は 2例のみ可能であり，皮下

で継代移植し得たのはこの中 1例だけであった..t:!Pち

脳は皮下に比べ初回移植時は勿論，継代移植の際にも

麗疹の発育に好適な培地を提供する．

2) この 5例の中 AIM/4（荒木・石井・宮脇）は

現在10代， 9方月に亘り皮下継代中の乳癌系で，その

増殖力の旺盛なことから永久可移植性である可能性が

極めて濃厚な系統である．

3) 継代移植により腫疹の組織像は単純化される．

これは最も増殖力の強い癌細胞が選択優位を占める為

であると解釈される．

JI) 各種人脳腫蕩 19例をレ線照射及びプレドニゾ

ロン投与による conditioningを行ったウイスター系

ラッテの脳内に異種移植し次の結果を得た．

1) pinealomaの1例に”positivetake，，の結果

を得た．ラッテ脳内に発育した pinealomaに於いて

は lymphoidcellが完全に消失した． この事実は

pinealomaの lymphoidcell に腫疹実質細胞として

の意義は勿論のことP 固有間質の構成細胞としての意

義も附することが出来ないことを示すものとして注目

に値する．

2) craniopharyngioma及ぴ meningiomaの2

例に“survival”の結果を得た．これは宿主，腫場両

者間に平衡が保たれた状態と解せられる．

3) その他16例の入品腫疹の異種脳内移植成績は

"negative”に終った．

本実験の要旨は第17回（昭和33年）及び第18回（昭

和34.年）日本癌学会総会に於いて発表した．

本研究はロックフエラー財団研究助成金の援助を受

けた．

稿を終るに当り p 本研究に始終御懇切な御舟導p 御

教示を賜った恩師荒木千里教授，また本研究の遂行に

暖かき街i鞭逮を頂いた（＿j井昌三講師に深甚の謝意を捧



腫疹の同種並びに異種移植

図1 乳癌MC/!.9代．脳内移植後38日．発育せ

る脳腫湯の為に頭頂骨が膨隆している．

図3 乳癌MC/I. 7代．脳内移植後39日．右大

脳半球を占める圧排性に発育せる腫疹．

ノ」向、、

図4 乳癌 MC／~. 5代．脳内移植後37日．前頭断．

773 
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図5 乳癌MC/4.7代．皮下移植後39日．巨大な 図6ご乳癌MC/4.7代．同上摘出腫場．

皮下腫蕩の発育．

函8



775 

t • ..竺仏

’＇:A .、、・；、．
＼ 
＼ 

腫携の同種並びに異種移植

隆
成

幽
・
・
膜
形

－－繊細

「ベ
J
V圃
・
－
疹

ミ

Ja日
活

5

2一節…
w

f

植

多

48

移

る

／
／

内
け

f
L

隆
於

門

腹
肱

代
隔

6
横

山
院

側
醸

喧
デ
断
出
～

図14



776 日本外科宝函第29巻第3号

図15 No. 11 pinealoma.原腫場. dual composition 図161No.:'.ilI pinealoma.原腫疹．血管周囲に群
を示す. H•E染色．× 200. 集せる lymphoidcell. H・E染色. x 100. 

a・句”，t

込

図17 No. I I pinealoma.ラァテ脳内移値後 1日． 図18 No. 11 pinealoma. ラ •y テ脳内移槌後80 日．
dual compositionを示す. H•Ei染色．× 170. 発育題場.H・E染色． ×100.

図19 No. 11 pinea!oma.ラッテ脳内降憧後80日． 図20 No. 11 pinealoma.ラッテ脳内移植後80目．
lymphoid cell 消失し epithelioidcellのみ 核分裂像.H・E染色×570.
から構成される.H・E染色. x 200. 
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図21 No. 14 craniopharyngioma.原腫蕩．

H・E染色. x200. 

図23 l¥o. 18 meningioma.原腫蕩. H・E染色．
x 200. 

図22 ＼？りー 14 craniopharyn広ioma.ラッテ脳内

移植後87日. H•E染色．× 200.

図24 '¥o. 18 meningioma.ラッテ日以内移植後

14日. H・E染色，× 150.

図25 l¥o. 18 meningioma. ラッテ脳内移植後56 日 .H ・ E·i~ 色. x 200. 
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げます．又実験動物のレ線照射に当り御教示と御援助

を賜った放射線医学教室田中敏正助手p 橋本隆治助手

に感謝の意を表します．
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