
Ehrlich癌 担癌 マウスの細胞性免疫

第1編

部位別 リンパ組織の抗腫瘍性の経日的推移について

岡山大学医学部第一外科教室(指 導:田 中早苗教授)

友 保 敏

〔昭和49年5月23日 受稿〕

Ⅰ.　緒 言

化学 発 癌 剤 あ る い は ウ イル ス に よ って 誘 発 され た

腫 瘍 を は じめ と し,ほ とん どすべ て の 動 物 癌 細 胞 の膜

面 に宿 主 の腫 瘍 発 生 母 地 に 欠 けて い る腫 瘍 特 異 移 植

抗 原(tumor-specific transplantation antigens,

 TSTA)の 存 在 が明 らか とな っ て い る.こ のTSTA

は組織適 合性抗原(histocompatibility antigens)

に酷似 してお り,理 論的 には担癌宿主 が 自己の腫瘍

のTSTAを 非 自己 と認識 して同種移植 免 疫 時 の拒

絶反応 に似た免疫反応 を呈す るこ とが考 えられ るが,

事実そ うした免疫が担癌生体 に癌 と共存 して成立 し

てい ることが次第に明 らか にされ て きてい る.い わ

ゆる共存免疫(concomitant immunity)の 成 立が明

らか とな って きてい る.

教室 ではすでに約10年 前 よ り担癌生体 の有 す る リ

ンパ球 の 自己腫 瘍に た いす る特 異 的 抗腫瘍性 をin

 vitroの 組織培養 で検索 し,こ の抗腫 瘍性 を共 存免

疫 の一指標 とし,腫 瘍の進行度 とこの リンパ球 の抗

腫 瘍性 がいかな る相関 を有す るのか検討 を加 えて き

てい る.担 癌生 体の共存免 疫(concomitant immu

nity)と は,増 悪 しつ つある腫瘍 を もつ担癌宿 主 が

腫瘍 の有 す るTSTAに たい してお こす免 疫 反 応 で

あ り,腫 瘍 と共存 して,腫 瘍免疫 が存在 す るとい う

ものであ る.一 般 に移植 癌であれ 自然発生癌 であれ

人癌 であれ,癌 があ る程度 以上の大 きさにな ると リ

ンパ球 に抗腫瘍 性が生 じて くるが,さ らに癌 が増悪

す る と抗腫瘍 性は次第に低 下,消 失 して くる
5-10)
.

本編 では, Ehrlich癌 を移植 され た担癌 マ ウスの

リンパ球 の抗腫瘍性 の時間的消長 を,各 リンパ組織

を部位別 に分 けて別々に検 索 した.そ の結果,先 ず

腫瘍局在場所 に近位の リンパ節 に抗 腫瘍性が生 じ,

次第 に遠 位の リンパ節 に波及 してゆ くが,時 の経過

につれて近位 リンパ節 か ら順 次抗腫 瘍性 が低下,消

失す ることを明 らか に したので報 告す る.

Ⅱ.　実験材料 および実験方法

1. 実験動物: DD系 マウスで生後4週 前後 の約

20gの もの を用 いた.東 洋酵母工 業株式会社 の固型

飼料で飼育 した.

2. 腫瘍細胞:岡 山大学癌 源病 理学教室 で維持 さ

れて きたEhrlich腹 水癌細胞 を用いた. Cb系 マ ウ

スの腹腔 内に移植 して継代継 持 きれた ものであ る.

実験に は腹腔 内移植7日 前後 の もの を用 いた.

3. 培養腫瘍細胞:佐 藤,浜 崎 によ りEhrlich腹

水癌細胞 よ り株化 され,日 本組織培養学 会にJTC-11

細胞 として登録 された株 化細 胞 を用 いた.こ のJTC-

11細 胞 をマウスに植 え戻す とEhrlich腹 水 癌 と同

様の腫瘍 を形成 して くる.

4. 培養液: YLEに 非動化 牛血清 を8:2 (v/v)

に加 え, keflin 100γ/ml付 加 して培養液 とした.

5. 腫瘍移植: DD系 マウスを大 きく2群 に分 ち,

肩 甲骨間背部皮下 にEhrlich癌 細 胞500×104個 を移

植す る.第1群 では,こ れ をさ らに5～6匹 づつの

2群 に分 ち,共 存免疫測定 予定 日よ り逆算 して22日

前, 8日 前 にそれぞれ腹水癌 を移植 した.第2群 で

は,こ れ を4群 に分 ち, 20日 前, 15日 前, 10日 前,

 5日 前 にそれ ぞれ腹 水癌 を移植 した.

6. リンパ節細胞 お よ び脾 細胞 浮遊 液 の 調製:

 Ehrlich腹 水癌移植後,共 存免疫測定 予定 日に,そ

れ ぞれの群のsubgroupよ り腫瘍 の大 きさの揃 った

3～4匹 を選 び出 し,エ ーテル麻酔下 に無菌 的に近
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位 の腋窩 リ ンパ節,遠 位 の腸間膜 リンパ節,お よ び

脾 を剔出す る.ま た無処理正常 マウスの腋窩 リンパ

節,腸 間膜 リンパ節 を同時 に剔 出 し,対 照実験 に供

す る.こ れ ら剔 出 リンパ節,脾 は眼科 用は さみで細

切 し, 80メ ッシユ フ ィル ター で〓 過 し,〓 過 液に

Hanks液 を加 え1500r.p.m. 5分 洗滌す る.こ の洗滌

を3回 繰 り返 して培養液 に浮遊せ しめる.浮 遊 液 を

つ くる前 に,ト リパ ンブルーによる超生体染色 を行

い リンパ球 の98%以 上生存 した ものを実験に供する.

浮遊 液中の細胞の95%以 上 が小 リンパ球 であ る.

7. リンパ球 と標的JTC-11細 胞の混 合培養:前

述 の種 々の時期 に採 取 した リンパ球 の それぞれの

subgroupに ついて,リ ンパ球8×105/mlとJTC-

11細胞2×104/mlの 割 り合 いで混合 し,最終混 合総

量10mlと す る.こ の細胞均等浮遊液10mlよ り1.5ml

づつ とり6本 の短試 験管 に分注 し, Evans11)の 方 法

に準 じて37℃ で静 置培養 す る. 24, 48時 間培養後,

それ ぞれのsubgroupよ り3本 づつの短試験管 を任

意 に取 りだ し静かに培養 液 を捨て, 1.5mlの クリス

タルバ イオ レッ トをそれ ぞれに加 え37℃, 30分 間加

温す る.つ い で,短 試験 管の管壁 に付着 して いる細

胞 をラバー クリーナ ーで静かに完全に剥脱せ しめ,

よ く混ぜて均一 の細 胞浮遊 液をつ くる.こ の浮遊液

の1滴 をBurker-Turkの 血球 計算盤 によ り, 1本

の短試験管 につ き6回 以上JTC-11細 胞数 を算定す

る.そ して3本 の短試験 管内のJTC-11細 胞数 の平

均値 をそのsubgroupのJTC-11細 胞数 とす る.リ

ンパ球 とJTC-11細 胞 との区別 は前者 が濃染 し,小

さい核小体 を有 して いる ことか ら容 易で ある.

Ⅲ.　結 果

1. 第1群 での部位別 リンパ球 のJTC-11細 胞 に

たいす る作用: Ehrlich癌 移植8日 目, 22日 目の各

リンパ組織 よ り採 った リンパ球 のJTC-11細 胞 にた

いす る作用は図1～3の ごとくであ る.

a. 近位の腋窩 リンパ節細胞: Ehrlich癌 移植8

日目にすでに強い抗JTC-11細 胞増殖性 がみ られ,

 22日 目にはその増殖抑制効果が低 下 してい るが,な

おかな りの程 度の抑制効果 がみ られる.(図1)

b. 腸 間膜 リンパ節細胞:移 植8日 目の リンパ節

細胞 には,い まだ抗腫瘍細胞増殖性 はほ とん どみられ

ず,対 照 との間 に有意差 は全 くみ られない.しか し,腫

〓 が拇指頭大 と大 き くな る移植22日 目には,こ の遠

位 リンパ節に強 い抗腫瘍性 が生 じて くる.(図2)

c. 脾 の リンパ球 様細胞: 8日 目にすでに強 い抗

腫瘍細 胞増 殖性 がみ られ るが, 22日 目には抗腫瘍性

が完 全に消失 して い る.(図3)

図1　 腋窩 リンパ節 細胞のJTC-11細 胞 に
する経 日的作用

図2　 腸間 膜 リンパ節 細胞のJTC-11細 胞に

たいす る経 日的作用

図3　 脾 リンパ球様 細胞のJTC-11細 胞に

たいす る経 日的作用
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2. 第2群 での部位 別 リンパ球 のJTC-11細 胞 に

たいす る作用: Ehrlich癌 移植5. 10. 15. 20日 目

の各 リンパ組織 よ り採 った リンパ球 のJTC-11細 胞

にたいす る作用 は図4～6の ごとくであ る.い づれ

の部位で も移植5日 目の ものにはいまだ抗腫瘍増 殖

性がみ られ ない.

a. 腋窩 リンパ節細胞:移 植10. 15日 目の リンパ

節 には強 い抗腫瘍性 がみ られ, 20日 目の ものには減

弱 の傾向が ある.(図4)

図4　 腋窩 リンパ節細 胞のJTC-11細 胞に
たいす る経 日的作用

b. 腸 間膜 リンパ節細胞:移 植5. 10日 目の リン

パ節にはいまだ抗 腫瘍性が全 くみ られ ないが,移 植

15. 20日 目と時間が経つ につれて強 い抗腫瘍性 が生

じて くる.(図5)

図5　 腸間 膜 リンパ節細胞のJTC-11細 胞 に
たいす る経 日的作用

c. 脾 の リンパ球様 細胞:移 植10日 目に強 い抗腫

瘍性 がみ られる も,移 植15日 目で はすで に減弱 し,

 20日 目で はむ しろ腫瘍 の増殖 を促進 してい るよ うに

み える.(図6)

図6　 脾 リンパ球様 細胞のJTC-11細 胞 に
たいす る経 日的作用

Ⅳ.　考 按

癌 にた いす る共存免疫(concomitant immunity)

の中心 は,多 くの場合担 癌宿主の リンパー網内系 で

あ り,し か も胸腺 由来 の リンパ球 がその主役 をな し

てい る もの と考 え られてい る.腫 瘍細胞 をin vitro

で破 壊 した り,あ るいは腫瘍 の増殖 を抑 える リンパ

球 も胸腺由来 と思 われ るが,教 室 では混合培養法 を

用いて同種移植腫瘍5),同系移植 腫瘍6)6),あるいは自然

発生 マウス乳癌7),人癌10),などにつ いて混合培養 法を

用いて,担 癌宿主 では共存 免疫 が成 立 して いる こと

を明 らか にして きてい る.教室 の原12)はEhrlich癌

500×104/mlをCb系 マ ウス背部皮 下に移植 し,局

所腋窩 リンパ節細胞 の抗 腫瘍性 を経 日的 に検索 し,

移 植 して2週 間 目には強 い抗腫瘍性 が生 じ,腫 瘍 が

増大す る3. 4週 に は抗腫瘍性 の減弱する傾向のあ る

ことをin vitroで まず 明 らか に し,しか も抗腫瘍 性

の強 い移植2週 間目の腋窩 リンパ節 細胞 をEhrlich

癌細胞 と混合 して別の正常 マウスに移植す るいわゆ

る中和移植実験 で,腫 瘍の発育 が有 意 に抑制 され る

ことを明 らかに し, in vitroの リンパ球の抗腫 瘍性

がin vitroの 共存免 疫 を忠実 に反映す ることをしめ

して いる.同 様 に,大 杉8),柏原9)も メチール コラン

トレン誘発 肉腫 の同系 マウス移植 に おいて,移 植後

比較的早期 の局 所 リンパ 節 には特 異 的抗 腫 瘍 性 が

in vitro, in vivoに おいてみ られ ることを組 織 培

養法,お よび中和 移植実験 で しめ して い る.そ して

腫瘍 がある限度 を越 えて増悪 す ると逆 に リンパ球 の
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抗腫瘍 性は次第 に低下 し,消 失 してゆ くことを種々

の癌 を用いて実証 して きた.大 杉7)に よ ると自然発

生 乳癌 の場合,腫 瘤が宿 主マ ウスの体重の1/10を や

や越 えて増大 す ると,リ ンパ球 の抗腫瘍性 が消失 す

るとい う.こ の腫瘍 の進展状 況 と部位 別 リンパ組織

の抗腫 瘍性の椎移 をよ り明 らかに したのが本報告で

あ る.す なわ ち,癌 の発育増大 と共 にまず局所の リ

ンパ節に抗腫瘍性が生 じ,次 第 に増強 し,あ る限度

を越 えて腫〓 が増大す る と抗腫瘍性 が低下,消 失 す

る.一 方,遠 位の リンパ組織 は近位 の リンパ節 にお

くれて抗 腫瘍性 が生 じ,お くれて抗腫瘍 性が低 下す

るとい えよう.癌 の存在部位 か らみた部位 別 リンパ

組織 の抗 腫瘍性の消長 に時 間的ず れがあ るとい うそ

の機作 について は検討 を要す る ところであ るが,大

杉7)の 自然発生 マウス乳癌 での結果 を考 慮す ると,

腫〓 の増大によ りまず至適 量のTSTAが 局所の リン

パ節に流入 し,共 存免疫 をまず惹起 し,至 適 量 を起

えてTSTAが さらに流入 しつづ ける と, high zone

 paralysis様 の機 作 で リンパ球 が免 疫学 的寛容 状態

にな り,共存免疫 が減弱,消 失 す ると考 え られよ う.

マ ウス をX線 照射腫瘍細胞 の少量 か ら始 めて しだい

に増量 して免疫 して ゆ くと,あ る量までは抗原量の

増 加 とと もに抗腫瘍増殖性 が増強 す るが,さ らに増

量す ると低下消失 して くるとい うkoldovsky13)の 知

見 もこのhigh zone paralysisの 考 え方 を支 持 す

るもので ある.一共存免疫(concomitant immunity)

の保持,増 強 が癌 を宿主 が制禦 す る上で極 めて重要

な もので あることを強 調す る.

Ⅴ.　結 語

担癌生 体の癌の進展度 と共 存 免疫(concomitant

 immunity)の 部位 別推移,消 長 を明 らか にす る一つ

の手段 として, Ehrlich腹 水癌細胞500×104個/マ

ウスをDD系 マウスの背部皮下 に移植後,日 を追 っ

て局所腋窩 リンパ節,遠 位 の腸 間膜 リンパ節,脾 の

リンパ球 のEhrlich癌 株化JTC-11細 胞 にた いす る

抗腫瘍性 をin vitroの 組織培養 で検索 し次 の結 果

を えた.

Ehrlich癌 移植5日 目では,い ずれの リンパ組織

に も抗腫 瘍性 はみ られず, 8～10日 目 とな るとま ず

局所 の腋窩 リンパ節細胞 および脾 の リンパ球様細胞

に強 い抗腫瘍 性が生 じて くるが,遠 位 の腸間膜 リン

パ節 にはいまだ抗腫性 がみ られない.移 植15日 目,

 20日 目, 22日 目とな ると遠位 の腸 間膜 リンパ節細胞

に強 い抗腫瘍 性が生 じ,時 日の経過 と共 に増強 して

くる.一 方,脾 では15日 目, 20日 目, 22日 目と日が

経 つにつれて抗腫瘍性 が低下,消 失 して くる.腋 窩

リンパ節 では15日 目には,な お強 い抗腫 瘍性がみ ら

れ, 20日 目, 22日 目 となる と次第 に減弱 して くる.

放置 してお けば腫瘍死す る運命 にあ る担癌マ ウス

の共存免 疫は,ま ず局所 の リンパ節に生 じ,次 第 に

増強 し,遠 位 の リンパ節 にはお くれて共存免疫が生

じて くること,す なわち部位 別に共存免疫の程度が

異 ることを明 らかに した.

(稿 を終 るにあた り恩師,田 中早苗教授,折 田薫

三講師,東 研究室の皆様 に深謝 す る)
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ABSTRACT

As a link in the studies of changes in the cancer progress and concomitant immunity in 

cancer-bearing body, we conducted a series of in vitro tissue cultures using JTC-11 cells (a cell 

line established from Ehrlich cancer cell) mixed with lymphocytes prepared from regional axillary 

lymph nodes, distant mesenterial lymph nodes, and spleen with lapse of time, from the DD mice

 previously transplanted with 500×104 cells/mouse of Ehrlich ascites tumor cells on the back under 

skin, and observed changes in the antitumor activity of these lymphocytes.

As a result it has been demonstrated that by 5 days after Ehrlich cancer transplantation 

antitumor activity can be detected in any of lymphatic tissues, while by about 8-10 days there 

appears a strong antitumor activity first in the regional axillary lymph-nodes cells and lymphoid 

cells of spleen, but at this stage such an antitumor activity cannot yet be seen in the distant 

mesenterial lymph-node cells. After lapse of 15, 20 and 22 days a strong antitumor activity app

ears in the distant mesenterial lymph-node cells, which becomes stronger with lapes of time. 

On the other hand, in the spleen the antitumor activity weakens and disappears with lapse of 15, 

20, and 22 days. In the case of axillary lymph nodes by 15th day there can still be observed a 

strong antitumor activity, which grows gradually weaker by 20th and 22nd days.

The fact that, when left standing without any treatment, concomitant immunity in the cancer

- bearing mouse destined to die of tumor death appears first in regional lymph nodes, which is 

gradually strengthened, and such a concomitant immunity appears later in distant lymph nodes, 

indicates that the concomitant immunity differs according to different sites of the body.


