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第1章　 緒 言

癌 腫 は"cell renewal system"と い わ れ,新
の

しい細胞が次 々に新生 す るが一方で は細胞 は変性,

壊死 にお ちい り,中 心壊死が現 われて くる.さ らに,

腫瘍 はただ単 なる新生 細胞 の集合体で はな く,そ の

細胞の代謝を維持 し,増 殖をおこな うための特徴的

な血管系 をもち,こ れ らの血管系 は癌腫 の増殖,生

長 に とって一 つの重要な因子 である.ま た一般 に腫

瘍血管の生長 の速度 は正常組織 の10倍 以上 であ り,

先進部で は40倍 か ら50倍に達す る。

このよ うな腫瘍血管 に関す る研究 は古 くか らな され

ている.

腫瘍血管の構築 に関 してLewis1)が はじめて注 入

法によ り血管系 を観察 した. Algire2) 3)は移植窓 を

用いて腫瘍血管 を観察 し,マ ウスの血管新生や血管

構築 を炎症や腫瘍 につ いて解 明をおこなってい る。

Goodall4)も ハムスター移植窓 を用いて血管系 の特徴

を明 らかにした. Warren5)に よ り腫瘍の増殖,生

長 における血管系 の重要性 をは じめて認識 させ られ

た.血 管系の観察方法 は,注 入法,移 植窓法の他 に,

 Bellmdn6)に よ り微小血管造影 法が開発 され, Song7)

らはWalker肉 腫256の 血管系 をこの方法 を用 いて

観察 して いる.

しか し,以 上 の方法 はいつれ も二次元 での観察であ

り,三 次元の構造 を もつ血管系 の解明 には限界があ

り,立 体的観察 をおこなうため,シ リコンゴム,セ

ルロイ ド,レ ジ ン等の化学成 品を血管 内に注入,硬

化 させ る鋳型法 が用 い られ るよ うになった.し か し,

これ らの化学成品 は粘稠 度や硬化度 に難点が あ り,

細部 にわたる再現性 に乏 しく,し か もこれ らの鋳 型

の観察 は実体顕微鏡 によるため拡大倍率 に も限界が

あ り,細 部 にわたる観察は不可能 であった.し か し,

本邦で開発 された重 合メチルメタ クリレー ト注 入法

によ る鋳型法 を用いて村上8)は実験 動物 の各種正常

臓器の微細血管構築 を走査電子顕微鏡 で詳細 に観察

してお り,ま た藤林9)は メルコ ックス樹 脂(大 日本

インキKK)に よ る鋳型 を開発 した.こ の方法 は粘

稠 度や硬化時 間を調節 する ことによ り,血 管系 は も

ちろん,毛 細血 管,静 脈系 まで鋳型 でき,得 られ た

血管鋳型 につ き走査電子顕微鏡的観察 をお こな うこ

とによ り,血 管系 の微細構築 を三次元的 に解明で き,

血管は もちろん毛細血管 まで分布,連 絡 を明瞭 にす

ることがで きる.私 は本法 を用 いてC3Hマ ウス乳

癌の血 管鋳型 を作製 し,走 査電子顕微鏡で観察 し,

腫瘍血 管の微細構築 を時期別 に解明 した.特 に腫瘍

血管の新生,生 長 を経時的 にみることによ り血管の

新生,発 芽か ら一本 の血管系 に成長す る過程 を観察

した.

また従来の形態計測 はChalkley法10)やVogel法11)

によってお こなわれて来 たが,本 鋳型法 によ り得 ら

れた写真 を形態 計測 の対 象 とす ることによ り,よ り

正確 な計測が可能になった.こ れ らの結果 か ら腫瘍

血管の腫瘍の増殖,生 長におけ る役割 りを解明 し,

腫瘍の増殖,生 長の機構 について若干 の考按 を行っ

た.

第2章　 実験材料 と実験方法

第1節　 実験材料

実験動物腫瘍 と してC3Hマ ウス乳癌(体 重20g

か ら40g)を 使 用 した.形 態計測 に用い るためには

50個 のC3Hマ ウス乳癌 を使 用 したが,その腫瘍重量

は16mgか ら8174mgま でで,平 均1682mgで あ っ

た.
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第2節　 動 物実験

第1項　 血 管鋳型作製法

実験 動物腫瘍 は新鮮未固定材料 を使用す る.

C3Hマ ウスをエーテル麻 酔下 に皮下の腫瘍 を血管系

を損傷 す ることな く,肉 眼下 に露出 し,次 に開胸 し,

胸部大 動脈を露 出 し,乳 癌の発生 部位によ り順血流

性 また逆 血流性 にポ リエチレンチ ュー ブを挿入 固定

す るが, C3Hマ ウス乳癌 では乳腺 は外胸動脈に支

配 され,胸 部大動脈 か ら逆血流性にチ ューブを挿入

す ると腫瘍 に充分樹脂 を注入 し得 る.一 方下大静脈

に も同様 にポ リエチレンチ ューブを挿入 した後,動

脈系 よ りヘパ リン加生理食塩水で充分灌流 する.

肉眼下 に露 出 した腫瘍 に血性色 がな くな り,下 大静

脈 に挿入 したチューブよ り流出す る生理食塩水 に血

性色 がな くなれ ば充分であ る.残 留血液 は樹脂注入

時 に凝塊 とな り,樹 脂の微細血管流入 を さまたげる.

樹脂 はMERCOX樹 脂 を使用 した.こ の樹脂 は,

表1の ごとき性状を有 す る.樹 脂の注入量はC3H

マウスの乳癌の鋳型作製 には10mlで 充分 であ り,

注入の速度は一分間5mlと した.正 常 マウス にお

ける注入実験 では各組織の10μ 位 の毛 細 血管 は約

100mmHgの 圧 に耐 え,得 られた血管 鋳 型 に も過剰

圧 によ ると思 われる破損 はな く,一 分間5mlの 割

で注入を行 えば, 100mmHgの 圧 を超 えることはな

か った.樹 脂 の注入 を開始す ると肉眼下に露出 した

腫瘍 に樹 脂が流入す るのが見 える.樹 脂が腫 瘍内 を

充分満 し,静 脈系 よ り流出す ることを確認 した後,

樹脂注入 を中止す る.し か し,樹 脂は抵抗 の少 い所

か ら入 りは じめ,腫 瘍内の血管系には比較的入 り難

いので充分 に時間 をか け注入す る必 要があ る.

樹脂注入 を中止す ると下大静 脈に挿入 したポ リエチ

レンチ ュー ブを閉鎖 し,樹 脂の硬化をまつが,室 温

で約2時 間 で充分硬化す る.こ の樹脂 は ホルマ リン

等 の固定液中で軟化 し,注 入腫 瘍のパ ラフ ィン切片

標本の作製 も可能で ある.樹 脂の硬化 をま って,腫

瘍 を摘出 し,腫瘍組織 を20% KOH溶 液で腐触す る8).

腐触 には約24時 間を要す るが, 50℃ か ら70℃ に加温

す ると腐触が早い.腐 触が終 ると弱 い流水 中に浸 し,

腐触組織の除去 を行 った.

第2項　 観 察

血管鋳型標本 は乾燥後,走 査電子顕微鏡 で観察す

るが,適 当な大 きさに切 り出 し,試 料台 に接着剤 で

固定 し,接 着剤 を充分乾燥 させ た後 に導伝性 をあた

えるため,金 で蒸着 し観察 した.観 察 はJSM-U3

およびJSM-P15型 の走査電子顕微鏡 によ りおこなっ

たが,良 い血管鋳型 では血管壁 の構造,す なわら血

管 内皮細胞 の核 や境界 が鋳型上 にうつしだされる12) 13),

また,得 られた写真か ら血管相互間 の距離,す なわ

ち分布密度 が算出 され,樹 脂 の硬化後 の比重等か ら

腫瘍血管床容積の近似値 も算定 され る12).

表1　MERCOX樹 脂の性状

第3項　 形 態 計 測

形態 計測 は前述 の ごと く得 られた摘 出標本 および

血管鋳型 は微量天秤 にて重 量を計 測 し,鋳 型 の走査

電子顕微鏡写 真について計測 を行 った.写 真 による

計測 は腫瘍表層 と腫瘍 中心部 のニケ所について行 な

い,比 較検討 した.本 研究 では約150枚 の写真につ

き,約7500本 の血 管の計測 をお こな った.計 測 は腫

瘍体積,血 管体積,血 管直径,血 管総延長,血 管表

面積 および新生血管発芽数 の6項 目につ き行 った.

以下,各 々の算 出は,

1) 腫瘍体積:実 測値 よ り算 出

2) 血 管体積:鋳 型重 量/1.157

3) 血管直径:(実 測値/100-0.9)×100

4) 血管総延長:(実 測値/100-0.9)×100

5) 血管表面積:Σ(血 管直径 ×血 管延 長)

6) 新生血管発芽数:実 測値

写真 における測定 では焦点 をややぼかす ことによ

り約100μ の深 さの血管 を識別,測 定 が可能であ り,

観察 しうるすべ ての血管 を計測 すれば図1.の よ う

な1mm×1mm×100μ の立 体 に含 まれ る血 管を

測定す るわけで,本 研究 では0.1mm3を 単 位体 積 と

して表現 した.
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図1　 血 管鋳型標本の模式 図である.形 能計測 には1mm×1mm×100μ の図の ごと く

立 体 を単 位体 積 とし,こ の立体 の中に含 まれ るすべての血 管について計測 を

行 った.

1

図2　 新生血管の発芽 か ら血管 として完成す るまで を模式 図で表 わ している.

Aは 発芽期, Bは 生長期, Cは 融合期, Dは 完成期 である.

2

A B

C D
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第3章　 観察 ・計測結果

第1節　 C3Hマ ウス乳癌 の微細血管

構築

C3Hマ ウス乳癌の微細血 管構築 を走査電子顕微鏡

でみ ると,腫 瘍 の発育 と血管の形態 との関連か ら4

つの時期に大 別 しえた.す なわ ち,第1期:毛 細血

管新生期は腫瘍重量 が, 500mg以 下 であ り,第2期

:血 管完成期 は重量500mgか ら1000mgま で,第

3期:血 管退 消期 は1000mgか ら1500mgま で,第4

期:壊 死期 は1500mg以 上である.

一方新生血管の発育 という点からみ ると
,第1期 の

毛細血管新生期 は もちろんで あるが,そ の他の時期

で も腫 瘍の一部 よ り血管新生がみ られ,こ れが成熟

した血管網へ と完成 してゆ く過程 が観察 され,こ の

新生血管の観点 では次の よ うな4つ の過程 がみ られ

た.

1. 発芽期:新 生血管の発芽期 である.鋳 型上で

は直径10μ 位 の半球状か ら球状 の突起 としてみ られ

る.こ の時期では腫瘍 内に伸 びて きた宿主血管 や腫

瘍血管の いかな る場所 か らで も発芽像がみ られ,半

球状の突起か ら球状の突起へ と生長す る(図3, 4).

2. 生長期1新 生血管の生長期.球 状 の突起 が さ

らに生長 し,棒 状 の突起 としてみ られるよ うになる

(図5).突 起 の直径 は一般 に15μ 前後 であるが,

最大30μ の もの も観察 された.突 起 の生長 の方向 に

規則性 は認めなかった.

3. 融合期:新 生血管の融合がは じまる時期.

棒状の突起は方 向性 の無 いまま20μ から2mmか ら

3㎜ 伸 び盲端 のまま,新 生血管同志 または新生血管

と既存の血管の融合 がみ られ る(図6).こ の期 に

も発芽期,生 長期の新生血管 もみ られ る.

4. 完成期:血 管系 の完成す る時期.融 合が完了

す る と,連 絡のあ る1本 の血管系 とな るが,初 期 の

血管 は大小不整 で,径 も一定せず,融 合が不規則 で

あるため,一 部に走行 の蛇 行 がみ られ る.し か し,

時間的経過の後には血管 は直径 も一定 とな り,完 成

され た血管 とな る(図7).

以上,新 生血 管の発芽か ら完成 までの特徴 をのべ

たが,図2,は これを模式図で示 した ものである.

次 にC3Hマ ウス乳癌 の微細血管構築について時期

別 にのべ る.

第1期:毛 細血管新生期

C3Hマ ウス乳癌 では腫瘍重量500mg以 下の腫 瘍

がこの時期 に属す る.鋳 型像 では宿主血管 が小腫瘍

内 に伸 び,新 生 血管の発芽現象 が多数 み られ(図8),

互 に融合 しなが ら毛細血管網 を形成 してゆ く.こ の

時期の初期 には10数 μ 以下 の毛 細 血管 が棒 状 突起

の状態で密在 し,一 部に融合が完成 し,毛 細血 管網

が形成 されてい る(図9).こ の時期 の終 りになる

と腫 瘍の形態 と一 致 した血 管構築 が完成 し,宿 主血

管か らの直接の分枝 も直 径20μ か ら30μ の細血 管

とな り腫瘍表 面をおおい,さ らに腫瘍 内に向って分

枝す る.ま た腫瘍表 面の毛 細血 管網 は概 ね完成 して

い るが,一 部 に未完 成の部 が残 されてい る(図10).

腫瘍内部で も血管網 の形 成は完成 されていないが,

血管の直径 は20μ 以下 がほ とん どで,走 行 も規則正

し く,正 常 組織 の血管構築 に近 い像を示 す(図11).

第2期:血 管完成期

腫 瘍重量500mgか ら1000mgま での腫 瘍 が この

期に属 し,腫 瘍 の血管系 が完成 する.す なわち,腫

瘍表 面の血 管網 が完成 し,表 層 は形 は不規則 である

が網 目構造 が出来 あが り,血 管 の走行 も概ね規則性

を保 つ.血管直 径 も略一定 で20μ 以下 の毛 細血 管や

細血 管が大半 を占め,血 管 の分布 も密 である(図12,

 13).

また,腫 瘍 の割 面をみ ると,こ の時期 では肉眼的

に も直径100μ 前後の塊状構造 を示す が,鋳 型 で も

この塊状単位 に一致 した房状構造 がみ られ,一 塊状

単位 につ き1本 ～2本 の20μ ～30μ の栄 養血管 が

分枝 し,こ の塊状構造 の周 囲は間質 でおおわれてお

り,鋳 型上 では空間 となってお り,各 単位の連絡 は

殆 どみ られず,こ の単位 が腫瘍 の増殖 における一血

管単位 と考 える(図14, 15).ま た腫瘍 の中心部で

は無血 管領域 がみ られ るよ うになる.こ の領域 は間

質 に相当す る部 である と考 えている.腫 瘍 中心部の

血管 は20μ か ら30μ と比 較 的直径 は太 く,腫 瘍表

層 に向 って分枝 し,腫 瘍先進部 が表層 にあ ることを

示唆 してい る(図16).

第3期:血 管退 消期

この時期 は第2期 で完成 した血 管系 に破綻 来た し,

鋳型で も計測的 に も血管系 が退 消をは じめ る.腫 瘍

重量1000mgか ら1500mgの 腫 瘍が この時期 に属す.

腫瘍の先 進部 と考 えられ る表層で は細血管網はよ

く保 たれて いるが,血 管 は扁平 とな り,網 目 も不規

則 な形 をとるよ うにな る.表 層の一部 を除去 し,内

部 をみると,太 い血管が散在す るのみで,血 管系 は

質,量 と もに著明 に減少 して いる(図17).割 面像

をみ ると,第2期 にみ られた100μ 前後 の塊状単位

は200μ か ら300μ とな り,血 管 もこれ に一 致 して

分布す るが,第2期 と比較す るとやや粗 とな り,血
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管の太 さ等 も不規則 とな る.中 心部 は広範 な無血管

領域 がみられ るほか,塊 状単位周囲の空 間 も広 がっ

て くる(図18, 19).

またこの時期 に特徴的 な所見 としてみ られ るのは

いわゆる類洞様吻合で,腫 瘍表層の先進部近 くにみ

られ, 20μ か ら40μ の新生血管 や血管が不規則に吻

合類洞様構造 となってい る(図20).

第4期:壊 死期

この時期 には腫瘍 の壊死がは じまるが,腫 瘍重量

1500mg以 上が この時期 に属す る.腫 瘍表面,中 心

部 ともに血管系 は扁平 とな り,直 径 も一定せず,走

行 も不規則 となる.第2期,第3期 で みられた塊状

単位 も残 っているが,そ の表面 の血管 は血栓形成に

よると考 えられる閉塞 によ り断裂 し,網 目構造 は失

なわれる.塊 状単位の中心部の血管 に も一部 に断裂

がみ られ,壊 死に陥 るが,こ の塊状単位 は腫瘍発育

の単位 であると同時に壊死 にいた る単位 で もある

(図21, 22).

第2節　 血管の形態 計測

計測の結果,腫 瘍血管の新生,生 長 の過程 と腫瘍

重量 との間には相 関々係 がみ られた.

1. 血管体積比

図23.は 血管体積比 について検討 した表で ある.

(血管体積/腫 瘍体積)×100で 得 られた もののグラ

フである.な お対照 としてマ ウスの正常組織 たとえ

ばマウスの胃では約10%で あるが, C3Hマ ウス 乳癌

では腫瘍重量16mgの 小腫瘍 において も血 管体積比

は12%を 示す.腫 瘍重量200mgま では13%と ゆ っ

くり上昇 す るが200mgを こえる と上昇の速度は急

激に増加 し, 1000mg～1200mgで 最高 とな り以 下

漸減 し, 2200mgを 超 える と,値 は正常 マウス胃の

値 よ り低 くな る.す なわち,第1期,第2期 で は上

昇 し,第3期 の中期 か ら値 は下降 をは じめ,第4期

に入 って も減少 す る,第4期 の終 りには正常 胃の値

よ り低値 とな り,こ の時期 では腫瘍の増殖,生 長 は

著 しく阻害 され,腫 瘍内壊死巣 は漸増す る.

2. 時期別血管直径分布

図24は 血管直径分布 を表 した ものであ るが,縦

軸 にはその直 径中に含 まれる血管の頻度 を百分率で

示 し,横 軸 には10μ 毎の血管直 径を と り,左 端下は,

正常 マウスの 胃の血管分布 を対照 として示 した.

また上段 は腫瘍表層,下 段 は腫瘍 中心部 の頻度分布

を示 す.

第1期 に属す る腫瘍重量42mgの 腫 瘍では正常 胃

のパ ター ンと同 じパター ンを示す が,血 管直径 は60

μ まで分布 す る点 が正常 マウス胃の場 合 と異 な る.

第2期 に属す る933mgの 腫瘍 の血管分布 であ る.

腫瘍表層で は細血管の分布が多 く, 10μ までの血管

が70%を しめる.腫 瘍中心部で も細血管が多 く, 20

μ 以下の血管が90%を しめ,直 径の頻度分布 も50μ

以下 とぱ らつ きが少 ない.第3期 に属す る腫瘍重量

1780mgの 腫瘍の血管分布で は,第1期,や 正常 マ

ウス胃のパ ター ンと比 較 す ると20μ 以 下 の分 布 頻

度が減少 し, 20μ か ら30μ の血管 の分 布 が最 高 値

を示す よ うにな る.ま た, 50μ 以上 の血管 もみられ

るよ うにな り,太 い血管の頻度分布 が増 し,こ の傾

向は腫瘍 中心部 のほ うに強 い.第4期 に属 す る3032

mgの 腫瘍 の血管分布 であるが,表 層,中 心部 と もに

分布は100μ 以上 の血管 にお よび,こ の時期 の血 管

は直径 は大小不整 とな り,血 管 の走行 も不規則 にな

る.ま た肉眼的 に も壊死巣 がみ られ るよ うにな る.

図23　 腫瘍血管体積 比

横軸 に腫瘍重量,縦 軸 に腫瘍体積 に対す る血

管体積 を百分率で表わ した.黒 点 部 は正常 組

織 の値 である.

TUMOR WEIGHT

3. 血管総延長

図25は 単位体積0.1mm3あ た りの血管総延長 を示

した ものであ る.マ ウス正常胃で は18㎜ であ る.

実線は腫瘍表層の血管総延長 であるが, 47mgの 腫瘍
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で正常 胃の値 と同値 を示 し,以後,腫 瘍重量が増につ

れて第2期 の終 りまで上昇 し,最高値85㎜ を示 し,第

3期 か ら第4期 にかけて減少 し, 2000mgを こえると

30㎜ 以下 とな り, 2500mgを こえると,マ ウス正 常

胃の値 と同値 とな る.破 線 は腫瘍中心部の血管延長

をみた もので あるが,実 線 に比較 して グラフは左寄

りにな り, 800mgで 最高値82㎜ となる.ま た第2期

の終 りにはすで に下降 をは じめ るが,こ れは増 殖

の著 しい腫 瘍表層 に血管系が多い ことを示唆 して

いる.

図24　 時期別,血 管直径頻度分布

時期別 に血管直径の頻度 分布 を棒 グラフで表 わ した.上段 は腫瘍表層,

下段 は腫瘍中心部で ある.な お斜線棒 グラフは正常組織 の血管 分布頻度で ある.

図25　 血管総延 長

横軸 に腫瘍重量,縦 軸 に単位体積 あた りの血

管延長 をmmで 示 した.実 線は腫瘍表層,破 線

は腫瘍 中心部の値で ある.

TUMOR WEIGHT

4. 血管面積

図26　 血管鋳型の走査電子顕微鏡写 真 よ り腫 瘍1

mm2に含 まれる血管表面積 を計測 し,表 面積の占 める

割合 を百分率 で表 わ した.実 線 は腫瘍表層,破 線 は

腫瘍 中心部 の血管面積の百分率 を示す.対 照の マウ

ス正常 胃では約10%で あ り,第1期 の47mgの 腫 瘍

では正常値 以下 となるが,以 後,第2期 まで漸増 し,

 933mgの 腫 瘍で最 高値 を示 し,第3期,第4期 にな

ると曲線は下降す るが,そ の速度 は媛 徐であ る.

す なわち,第3期,第4期 では血 管延 長は減 少す る

が,血 管直径が増加す るため,表 面積 の減少 は比較

的ゆ るやかな曲線 とな る.そ して第4期 に も正常 マ

ウス 胃の値 よ り高値 を保 って いる.一 方破線 で示す

腫瘍中心部の血管表面積 は表層 の表面積 グラフよ り

左寄 りとな り, 800mgで42%と な り最 高値 を示す が,

第2期 の終 りか ら,表 層 の血管面積 に比較 して急速

に下降す るが,こ れは腫瘍表層 に比 較 し,血 管系 の

生長 は著 しく阻害 され一部 に血栓形 成を併 う壊死巣

の形成 を認 めてお り,こ のため血管表 面積 は表層 に

比較 して急速 に減少す る.中 心 部で は2000mgを 超
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えると正常 マウス胃の値 を下 まわ る.

図26　 血管面積 比

横 軸 は腫瘍重量,縦 軸 に1㎜2あ たりの血管総

面積 を百分率 で表 わ した.実 線 は腫瘍表面,

破線 は腫 瘍中心部 である.

TUMOR WEIGHT

図27　 新生血管発芽数

横軸 に腫瘍重量,縦 軸 に発芽数 を表わ した.

実線 は腫瘍表層,破 線 は腫瘍中心部の値で あ

る。

TUMOR WEIGHT

図28　 血 管体積比,血 管総延長,血 管面積比 および

新生血管発芽数 をま とめたグ ラフであ る.

5. 新生血管の発芽数

図27　 は腫瘍血管 にお ける新生血管 の発芽 の数 を

腫瘍重量 と対比 して みた図で ある.正 常 マウス胃で

は5～6個 しかみ られ ないが,実 線で示す腫瘍表層

部で は, 16mgの 腫瘍で31, 47mgの 腫 瘍で35, 425mg

の腫瘍で最高値44と な り,以 下漸減 して第2期 の終

りには10以 下 とな り正常胃の値 に近づ く.一 方破線

は腫瘍 中心部 の新生血管数 であるが,表 層 に比較 し

て低値 ではあ るがグ ラフのパター ンは同 じパターン

を示 しなが ら第1期 の中期 か ら下降 し,第3期,第

4期 で は安定期に入 り,正 常マ ウス胃の値 とな る.

図28.は これ ら4種 の グラフをまとめた もので あ

るが,明 らか に腫瘍重量 と血管系の新生,生 長 には

相 関々係 がみ られる.す なわち,血 管の新生が先行

し,第1期 で新生血管発芽数 が著明 に上昇 し,血 管

の形成が促進 され るため,第1期,第2期 では血 管

系の総延 長,表 面積 お よび体積 は急速 に上昇す るが,

新生血 管発芽数 が第2期 以降 では減少 す るため,血

管系 の生長 も停止 し,第3期,第4期 ではカー ブは

下降線 をた どる.そ れに ともない腫 瘍重量の増加速

度 も,第1期,第2期 に比較す ると著 しく減少 して

くる.

第4章　 考 按

腫 瘍の生長 は腫 瘍実質 と間質 とい う二つの要素 に

よって影響 されて いる.腫 瘍実質細胞 の増殖 に関 し

て は多数の研究が なされて いるが間質 についての研

究 は少 な く,こ とに腫瘍 内での血管系 の形成 および

生長 に関す る研究 は少 ない.

藤 田16)は一 本の毛 細血管 とこれ をと りま く結 合 織

が一つ の間質基本単位 をなす と考 えてお り,と くに
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本研究 において使用 した腫瘤癌 では体液の循環 を保

証す る脈管系 とそれ をと りま く給合織 の構造 が腫瘤

の生長 に重要 な意味 を持つ.す なわ ち間質 としての

血管系 の消長 が腫瘍の生長 にとって重要 な因子 であ

り,と りわけ腫瘍血管の発芽,新 生血管の生長が重

要 な意味 を持つ と考 える.

血管新生 に関す る研究はBloomやFawcett16)に

よる とBenninghoffに よ りは じめてなされたとし,

実験腫瘍 にお ける新生 血管は既存 の血管内皮細胞が

周 囲組織 内に突出 し,発 芽 をおこない,さ らに発芽

は生長 し,管 状の構造 とな り,互 に融合す ることに

よ り一本 の血管が完成 し,こ れを くりか えしなが ら

血 管網 が完成 され るとし,その模式図 を表 わしている.

Schoelf17)は筋肉および角膜 を傷つけることによっ

て炎症 をおこ し,炎 症の周囲に現 われる新生血管 を

透過電子顕微鏡および,硝 酔銀の血管内注入を行い

観察 している.

それによると血管新生 はBenninghoffの 言 うごと

く,内 皮細胞の突起 が組織 内に突出 し,発 芽 を行い,

これが伸 びて融合 しなが ら血管網 を形成す る.筋 で

は血管網 が9日 目に完成 し,角 膜 では5日 で完成す

る.新 生血管 の発芽は初期 の時期 に多 く,血 管網が

完成 す るとほ とん どみ られな くなる. Yamaura18)

によ るとこれ らの炎症にみ られ る血管新生 は腫瘍血

管の新生,生 長 に比較す ると速度 は1/40～1/50で あ

り,発 芽 の数 も腫瘍 と比較す ると著 しく低 い値を示

す.腫 瘍血管 の新生 も正常 組織お よび炎症 の場合 と

同様の過程 を とるが, Warren19)は この現 象を電 子

顕微鏡的に証 明 している.

Eddy20)は ハムス ターのcheeck pouch chamber

を用 いて,悪 性神経腫の血管の生長を観察 している.

その結果,発 芽か ら血管の完成 にいた る過程 は炎症

の場合 と同様の経過 を とり,血 管系の完成には4日

間を必要 とした.ま た, cheek pouch chamderを

使用す ることによ り生体 内の血管系 を経時的に観察

しうる利点 をのべてい る.

私 の観察で は血管新生像 は鋳型上で は四つの過程

に分 け られ(図1),発 芽 は直径10μ か ら20μの球

状 および半球状の突起 としては じま り,こ れ を新生

血管の発芽期 とした.こ の球状突起 は生長 して棒 状

の突起 とな り,さ らに伸 びてゆ き長 い ものでは1㎜

以上 に生長す ることが観察 され た(図6, 7).こ

の過 程 を生長 期 とした.さ らに伸 びた新生血管は融

合す るが,こ の融合 は新生血管同志の こと もあ り,

また既存 の血管 との融合 もあ り一定ではない.こ の

時期 を融合期 と名づ けた.次 に融合 が完了 して一本

の血管 となるが,初 期の血管 は直径の一部 に不整が

み られ,時 間の経過 とと もに一定化 し,完 成 された

一本の血管 とな る.

腫 瘍血管の構築 に関 してはGodall4)はcheeck

 pouch chamberを 使用 して,黒 色腫,血 管周細胞腫

と乳癌を移植 し血 管系 の生長 を経 時的 に比較検討 し

てい る.ま たAckermanら21) 22)はラ ッ トの肝 内 に

Walker肉 腫256を 移植 し腫瘍血管 の 生 長 を血 管 内

に シ リコ ンゴムを注入 し,鋳 型 を作製 して観察 し,

門脈系 と肝動脈 にshunt形 成 を観察 している.し か

し,イ ン クや硝酸銀 を用 いた注入法や シ リコンゴム

を用 いた血管構築 の研究 は,注 入法で は三次元構造

の血管構築 を平面的 に しか観察で きず,ま た,シ リ

コン ゴム鋳型法 では細部 まで注入 が困難 であ り,さ

らに実体顕微鏡 によ るため,拡 大倍率 に も制限 があ

り,微 細血管構築 の研究 には不充分 であ る.そ こで

私はメル コックス樹 脂を用 いた血 管鋳型 法によ り腫

瘍血 管の微細構築 を時期 別に検討 した.

C3Hマ ウス乳癌 では血管 に豊 み, Walker肉 腫等

と比 較的規則 的な構築 を とるが,正 常組織 の血管構

築 と比較す るとその構築 は特徴 的であ る.

第1期(血 管新生期)に は宿主血管 よ りの血管新

生が著明で,球 状の突起 が多数散在 し,表 面 には完

成 された血管網 もみ られ るが,完 全ではない.そ し

て この時期 に特 徴的な ことは血 管新生 の四つの過程

がすべてみ られ ることで ある(図8, 9).

第2期(血 管完成期)で は腫 瘍表面の血管網 が完

成 し,中 心部で は表面 よ りやや早 く血 管系が完成 し

ている.こ の時期の終 りには血管系の量が最 高 とな

る.こ の時期 の血管系 と生長の速度 は全経過中で最

高 になっている(図10,11, 12).

第3期(血 管退消期)に は血管系の一部 に血栓形

成,血 管 の蛇 行 がみ られ るよ うにな り,腫 瘍 内に血

管 の欠損部 がみ られるが,こ の傾 向は腫瘍 内部 に強

く,腫 瘍表層 では比較的規則正 しい血管網 が残 って

い る(図17, 18, 19).こ の時期 では腫瘍表層 と中

心部 の血管構築 に著 しい差 がみ られ ることが特 徴的

であ る.

第4期(壊 死期)に はい ると血管系 は扁平 とな り

一部 に血栓形 成がみ られ
,血 管の欠損部 も広 くな り,

肉眼的に も壊 死がみ られ るよ うにな る(図21, 22).

 C3Hマ ウス乳癌 の血 管構築 についてのべ たが, 1000

mgす なわち第1期,第2期 の血管系 に特徴的 な構築
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がみ られたが,こ の時期の血管新生の速度 は正常組

織の約10倍 であ り,な ぜ この よ うな急激な血管新生

がおこるのか疑 問である.

この疑問に対 してFolkman23) 24)はAlgire2)の 提言

によ り,腫 瘍内 に血管系の生長 を促進す る物質 の存

在を仮定 し,この物質 をtumor angiogenesis factor

 (TAF)と 名づけてお り,こ の物質 は毛細血管 内皮細

胞の分裂 を促進 しその結果,毛 細血管の新生 が盛 ん

にな り,密 な血管網 が完成す る. TAFは 水溶性 で,

 millipore容 器 に入れ周 囲組織 と隔絶 された状態 に

おかれた移植腫瘍に も血管の新生がお こる ことを実

験 的に証明 している. TAFは 描出 され,分折 されて

いるが,そ の結果, 25%リ ボ核酸, 10%蛋 白質, 50

%炭 水化物で残 りは脂質 で ある と報告 して お り,

 TAFの 移植腫瘍への散布 によ り血管新生が促進 さ

れた.

私のC3Hマ ウス乳癌の血管構築の観察 によ り,第

1期,第2期 の血管新生の速度 が著 しく早 い ことが

分 って いるが,こ の ことか らもTAFの 存在 が推 測

される.

一方 さらに詳細 に腫瘍血管 の腫瘍の生長 に対す る

役割 りを明 らかにす るために形態計測 に関す る研究

も多数 おこなわれている. AlgireとChackley25)は

は じめてこの研究を行 い, Chalkley法10)に よりマウ

スの移植窓内の腫瘍 の増殖 を血管体積 と対比 してい

るが,血 管系の指標 としては体積 のみでは不充分で

ある. Vogel11)は インク注 入法を用 いて血管の単位

体積 あた りの体積,表 面積 と総延長 をマウス乳癌で

計測 している.ま たYamaura18) 26)もドンリュウラッ

トの移植窓内 にマウス腹水癌(AH 109A)を 移植 し,

血管系 の生長 を経時的 に組織学 的にまた形態計測 的

に解 明 して いる.

私 の計測で は血管体積比,直 径頻度分布,総 延長,

表面積比 と新生血管発芽数 について検討 したが,血

管体積 をみると,第1期,第2期 には急増,第2期

の終 りに最高値 とな り(35%),第3期 か ら下降線

をた どり, 2000mgを こえると正 常値 を割 り,こ の

事実 は壊死巣 の拡大 を示唆 してい る.

直径頻度分布では第1期,第2期 では30μ 以下の

細血管 が70%以 上 を しめ,時 期が進むに したがって

直径の分布にば らつ きが多 くなる.特 徴的 なこ とは

第2期 の血管完成期 に正常組織の型 と類似 して いる

ことで ある.こ ういった頻度分布 の血管系 が機能的

にす ぐれてい ると考 え られ る.

血管総延長 をみると,体 積比 と同様 の型 を示すが,

腫瘍内部でやや先 行す るが,有 意 の差 はない と考 え

る.

血管面積比 では腫瘍表層 と中心部 の差 が著 しくな

り,こ の ことは1500mgか ら2000mgの 第3期 の 腫

瘍に特 に著 しい.つ ま り,腫 瘍中心部で血管の消退

が早 くお こるが,血 管直径 は第2期 の頻度分布 とあ

ま り変化 はな く,相 対的 に面積比 が低下す る もので

あるが,血 管系 の変化 と腫瘍 の生長 との指標 として

有用で あると考 え られる.

新生血 管数 は腫 瘍の増殖,生 長 と血管系の相関を

み るうえで最 も特徴的 であ り,腫 瘍の生長すな わち

血 管系 の生長 に約1期 先行 して いる.ま た,中 心部

での発芽数 は腫瘍表層 に比較 して低値 を取 り,腫 瘍

の先進部 に多 くの発芽がみ られ る.ま た,発 芽数 が

正常 マウス胃の発芽数 よ り低値 とな ると腫 瘍の血 管

系 の生長 は停止 し,消 退期か ら壊死期へ と進む.以

上の結果 か ら,腫 瘍の増殖,生 長 と最 もよく相 関す

るのは新生血管発芽数 であると考 える.

一方
,腫 瘍 の壊死 に関す る研究 も古 くか ら行われ

てい るが, Aisenberg27)やGullino28)ら は酸 素 消費

の面か ら腫瘍 の壊死 の原因 を解明 してい る.

私の観察 と計測 の結果か らす ると,第2期 の新生

血管発芽数 の最高値 は正常組織の値の約10倍 で あ り,

血流量 に変化 がない とす るな ら,腫 瘍細胞 は正常組

織の10倍 の酸素 を必要 とす ることにな り,こ の こと

は血管総延長 か らみ ると,腫 瘍血管1㎜ が栄養 しう

る細胞数約1,000個 で あ り,正常組織 の10,000個 に比

較す ると,腫 瘍細胞 は正常組織 の10倍 の血管 を必要

とす ることにな り前記 の結果 と一致 する.こ のため

新生血管数が正常組 織の値 よ り低下 す ると壊死 がお

こるの である.

しか し,壊 死の原因 とな る要素は酸素供 給量 だけ

では不充分で あ り, Young29)ら は腫瘍細胞の増 殖に

よる組織の 内圧 に注 目し, Brown-Pearce癌 を用 い

て腫瘍 内の組織内圧 を測定 し,こ の圧 は腫瘍で は正

常組織 の4～5倍 であると報告 して いる.私 の観察

か らも第4期 の血管構築 をみる と,血管直径 は100μ

をこえるものよあ り,血 管 は明 らかに扁平化 して く

る.こ の扁平化 は腫瘍細胞 の著 しい しか も無制 限な

増殖 によ る腫瘍 内の組織 内圧 の上昇 の結果 であ ると

考 えられ,こ れによ り血 流の途絶,血 栓形成 もみ ら

れ る(図22).

また, Tannok30) 31)はマウス乳癌 で腫 瘍 血 管 と腫

瘍細胞 との間隔,腫 瘍細胞 を計測 し,腫 瘍細胞 が増

殖す ると,辺 緑腫 瘍細胞 との間隔が延 長 し,こ の間
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隔が一定 にな ると腫瘍細胞 は死亡す ることを明かに

して いる.

Schatlen32)はWalker肉 腫256を 用いて実 験的 に

壊死 を作 ってい る.そ の結果,腫 瘍 の壊死 は宿主動

物の体重 と腫瘍重 量の比率 が一定量 を こえる時にお

こる時 にお こるとしてい るが,こ れ らの要素 は誘因

になって も原因で はな く,最 終的 には酸素供給の問

題 に帰着す る.

Catland33)も 乳癌755,肉 腫180を 使用 した実験で壊

死 は腫瘍の増殖の速度 に血管系 の新生 が追 いつ かず

おこると してい る.

私の観察 によると血管系の消退 は腫瘍実質 よ り間

質 に早 くおこ り(図21),つ いで腫瘍実質 におよん

で くる.こ れ は腫瘍細胞 の急速 な増殖 によ り間質 が

圧迫 され,間 質内の血 管の血 流量 の低下,血 栓形成

によ り間質 の血管 が壊死 に陥 り,実 質 の血 流量 の低

下 をひ きおこ し,壊 死が拡大す ると推定 す る.

ThomlinsonとGray34)は ヒ ト肺癌 における組織学的

研究 の中 で,間 質か ら壊死がお こることを報告 して

い る.つ ま り間質か らお こった壊死 は腫瘍実質面 を

連絡す る血管系の血流の途絶 を ひきお こし,実 質 の

壊死 に拡 がる.

こうして みると,吉 田肉腫 を用いた藤 田15)のご と

く,間 質の腫瘍の生長 に あた える影響 はますます複

雑 になって くるが,腫 瘍血管の鋳型 の走査電顕像 の

観察 による本研究では,腫 瘍 の常 に先進部 で増殖 を

くりかえ しなざ ら中心 部では壊死 が次第 に拡大す る.

腫瘍血管 もこの変化に先 行あ るいは続 行 して変化す

ることが明か になった.

第5章　 結 論

C3Hマ ウス乳癌 を用 いて血管鋳型 を作製 し,走 査

電子顕微鏡で観察 し,形 態計測 もあわせ て行 い,腫

瘍血管の新生,生 長 と腫瘍 の生長 との相 関について

つ ぎの結論 をえた.

1) 血管鋳型上で新生血管は球 状およ び棒 状の突

起 として観察 され,こ の突起 は生長 して完成 され た

一本 の血管 になるが,発 芽 か ら完成 までを四つの過

程 に分類 で きた.す なわち,発 芽期,生 長期,融 合

期 そ して完成期 である.

2) 腫瘍の生長 を第1期(腫 瘍重量500mgま で),

第2期(腫 瘍重量1000mgま で),第3期(腫 瘍重

量1500mgま で)お よび第4期(腫 瘍 重量1500mg

以上)の4期 に分 けて観察 した.

3) 新生血管 の発芽数 は腫瘍の生長の指標 として

重要 な意味 を もち,第1期 に最高値 を示 し,以 後,

次第 に低下 して ゆ く.新 生血管の発芽 を経時的に計

測すれ ば腫瘍の生長の時期 を推定で きるわ けであ る.

4) 腫 瘍の成長速度 は新生 血管の発芽 よ りややお

くれて第2期 で最 も速 くな る.

5) 新生血 管は腫瘍先進部 に多 く,第1期 では と

くに著明であ る.こ れ らの血管 の発芽 が何 らかの物

質 によ ってひ きお こされ,こ れがFolkmanの 主張

す るTAFで はないか と推定 す る.

6) 腫瘍 の壊死 は腫瘍増殖 による内圧の亢進 にと

もない血管系 が圧迫 され,血 流 も媛徐 とな り,一 部

に血流 の途絶 がおこ り,血 栓形成が おこることによ

る と考 える.

7) 壊死 は腫瘍実質 よ り間質に先 に現われ,こ れ

は腫瘍実質 の増殖 が間質 を圧迫す るためであ り,本

来結合織 に豊 む間質 が,腫 瘍 内の組織 内圧 の上昇の

影響 を受けやすい.

以上,腫 瘍血管 の微細構築 を明 らかに し,さ らに

腫瘍 の増殖,生 長 の過程 と腫瘍血管 との相関 を明 ら

かに した.
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附 図 説 明

図3　 C3Hマ ウス乳癌 の血管鋳型像で ある.腫 瘍 重

量16mgの 第1期 に属す るが,全 体 に球 状 お

よび棒状の新生血管の発芽 がみ られ る.発 芽

期,生 長期 に属す る新生血管 像であ る.×200

図4　 C3Hマ ウス乳癌 の血管鋳型の拡大像で ある.

 (a)は発芽期, (b)は生長期,矢 印は融合期 の血

管鋳型像 である.こ のよ うな新生血管 の各過

程 が鋳型像 に一度にみ られ るのが,第1期 の

特徴 である.×500

図5　 シオノギ癌42の 新生血管像.新 生血管 の発芽

か ら生長期 に入 った ばか りの状態 で,先 端部

の直径 は約30μ あ り,こ の時期 としては大 き

い ものである.発 芽の外側 に突起 だけてい る

が,こ れ も発芽期の新生血 管であ る.×100

図6　 C3Hマ ウス乳癌,新 生血管生長期の血管鋳型

像 矢印 のごと く長 く伸 びた盲端 の血管 は生

長期の終 りの もので.太 い矢 印ではま さに融

合 がお こなわれん としてい る.×80

図7　 C3Hマ ウス乳癌の新生血管完成期の鋳 型 像.

 1㎜ 以上 に伸 びた新生 血管 は矢 印で融合 が完

成 し一本の血管 とな るが融 合期 はやや細 くな

り径が不定 で あるが,時 間の経過 とともに一

定 とな り血管が完成す る.×200

図8　 第1期 マウス乳癌の表層の血管鋳 型像.腫 瘍

重量27mg,全 体 に球 状および棒 状の突起が

み られ るが,こ れ は第1期 に特徴的な所見で

ある.×200

図9　 C3Hマ ウス乳癌.第1期 の血管鋳型.腫 瘍重量

47mgで,上,下 の太 い宿主血管(h)よ り腫

瘍 にむかって毛細血管 が伸 び,腫 瘍表層 では

一部血管網 が完成 してい るが完 全ではない.

×50

図10　 C3Hマ ウス乳癌.表 層の血管鋳型.宿 主 血管

(h)よ り分枝 した20μ か ら30μ の血管(v)

が表面 をおおい さらに10μ 前後 の毛細血管に

枝分 かれ し,完 全な血管網 が完成 しかか って

い る.腫 瘍重 量320mgの 第1期 に属する腫瘍.

×100

図11　 同 じ腫 瘍の割断面の血管鋳型.腫 瘍表層 に比

較 して血管の分布 は密で,血 管直径 も30μ 以

下が80%以 上 を占 め,第1期 の腫瘍 に特徴 的
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な所見 を示 してい る.腫 瘍表層 よ り内部で血

管系の形成は先行 す る.×100

図12　 C3Hマ ウス乳癌の表層 の血管鋳型.腫 瘍重量

882mg,第2期 の終 りに属す る腫瘍 で,表 面

の血管分布は密 で,完 全 な血管網が完成 し,

この時期では正常組織 にみ られ るよ うな規則

正 しい血管構築 がみ られ る.×50

図13　 同 じ腫瘍の表面 の拡大像.10μ 前後の血管が

腫瘍表面で密 な血管網 を形成 してい る.し か

し,正 常 組織 の血管像 と比較す るとやや血管

の走行に蛇 行が多 くみ られ る.×100

図14　 同 じ腫瘍の割断面 の血管鋳型 像. C3Hマ ウス

乳癌は肉眼的に も300μ 前後の塊 状単 位 がみ

られ るが,血 管鋳型像で も(t)に み られ る

よ うな塊状単位 がある.内 部 の血管系 は表層

の血管系 に比較 して,や や粗 とな り,血 管直

径 にもば らつ きがでは じめる。 ×100

図15　 同 じ腫瘍 の割断面 の血管鋳型 の拡大像. (t)

の部の拡大像 であるが,中 心 の栄養血管(v)

よ り周囲に網 目構造 を もつ血 管網 を形成 して

いる.×200

図16　 C3Hマ ウス乳癌の血管鋳型1象 腫瘍重量935mg,

第2期 の終 りの腫瘍で ある.中 心部 の無血管

域(s)は 間質 である.矢 印の部 では血管の

欠損 がみ られ,そ の中心 に血栓形 成がお こっ

た血 管がみ られ る.こ の時期 になる と腫瘍内

に こうした血栓形成がみ られ るよ うになる.

×80

図17　 C3Hマ ウス乳癌の表面の血管鋳 型像.腫 瘍重

量1482mg,第3期 の終 りの腫 瘍 で ある.表

面 の血管網 を除去す ると,内 部 は太 い血管が

粗 に分布 して いる.第3期 で は内部 の血管系

が先行 して退消期 に入 る.×80

図18　 C3Hマ ウス乳癌 の血管鋳型像.腫 瘍重量1356

mgの 第3期 に属す る腫瘍で ある,腫瘍 の表層

部 には,塊 状単位(t)に 一致 して密な血管

網 が残 っているが,中 心部で は分布 は粗 で,

血栓形成 がみ られる(矢 印).×50

図19　 同 じ腫瘍 の血管鋳型の拡大像.表 層 の血 管系

は密で あるが,中 心部で は血管は扁平 とな っ

て いる.×200

図20　 C3Hマ ウス乳癌 の腫瘍表層の血管鋳型.血 管

の直径不整 とな り,互 に吻合 しあ って,い わ

ゆる"sinusoidal join"を 形成 してい るが,

このよ うな所見は第3期 に特徴 的は所見で あ

る.×100

図21　 C3Hマ ウス乳癌 の血管鋳型像.腫 瘍重 量2321

mgの 第4期 に属す る腫瘍で ある.腫 瘍 の実

質 と考 え られ る塊状単位 に一致 して血 管系が

残 って いるが,間 質(s)で は血 管はな く壊

死巣 を形成 してい る.血 管 は走 行が不規則 と

な り,分 布 も粗で ある.×50

図22　 同 じ腫瘍の表 面の血 管鋳型 像.血 管は著明 に

扁平化 し,分 布 も粗 となって いる.矢 印 は血

栓形成 を示す.×200
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A quantitative study on the developing vasclar 

system of animal tumors by scanning electron 

microscopic observation on vascular corrsion casts

by

Masaharu MATSUYAMA

Department of Surgery, Okayama University Medical School, Okayama

(Director: Prof. S. Tanaka)

A study of the relationship between the vasculature and cell poliferation characteristics give 
some insight into the mecanism of the tumor growth. So the author observed the corrosion 
casts of tumor microcirculation by scanning electron microscope and explored the mechanism 
by which tumor tissue develops.

Then the facts mentioned below were clarified.

1) Tumor vessel growth was divided into 4 stage according to the chin vascular morophology: 

(1) slight capillary alteration; (2) formation of fine capillary netwark; (3) modification in arter
ies; (4) ncrosis.
2) To quantify these vascular changes, the auther measured vascular volum, diameters of the ve

ssels, vascular surface area, length and numberof buds by about 400 sheet of photographs which 
obteined by SEM. In the tumor tissue the values changes characteristcally in each stage. From 
the first to second stage, neovascularization was high in the tumor. In the third and forth stage, 
these values decreasd rapidly.
3) The auther observed vascular regeneration and rev ealed that host vessel give rise to buds 
which grow in length and width to form sprouts meet, they fuse, giving rise to loops or cross
connection and ultimately to intricate netwarks.


