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Ⅰ 緒 言

近年多数 の各種 制癌剤が開発 されて きたが未 だ に

何れ もそ の作用 に一 長一短あ りよ り強力 な制癌剤 の

開発が得望 されて い る.一 方 「レ」線照射 によ る制

癌作用 は古 く, Perthesは 家 兎皮膚癌 の クロモゾー

ムに対 し,ま たLacassange及 びMonadは 犬の 肉

腫に対 し夫 々 「レ線」 を照射 して何 れも細 胞分裂 の

阻止を認 めて いたが,ど のよ うな機転 の基 に 「レ」

線照射が作用す るかについては未だ定説 はない.然

るに昭和33年 本学 山本教 授は 「レ」線照射 家兎 の肝

よ り細胞 毒 として作 用す る飽和脂肪酸 を抽 出 しOX

物質 と命 名した.こ のOX物 質 が 「レ」線照射 時の

細胞破壊作 用と同様な る作用を有す ることを確 認 し

た.教 室大藤 は吉 田肉腫細胞,人 体腔上皮 細胞 等の

体 外細胞浮遊培 養に上記OX物 質 を添 加 し腫瘍細胞

の高度の変性破壊 を認 めた.さ らに多数 の癌性腹膜

炎患者及 び体 腔上皮腫患者 の腹 腔 内にOX物 質 を直

接 注入す ることによ り患者を軽快延命せ しめた.一

方OX物 質 を連 日癌患者に経静脈的 に投与 す ること

が考慮 されたが本 物質の粒子の大 きい為塞 栓を起す

恐れがあ ること,さ らに血管 に対 して催 炎的に作用

す る事等 の為 に経静脈投 与は控え られて いた.し か

しなが らその後OX物 質を エステル 化 し, 1μ以下 の

粒子にし,混 濁化し,今迄心配されていた副作用も

なく容易に連日静脈内注入が出来るように改良され

た.私 はこの改良された静注用OX物 質を経静脈的

に投与してマウスの腹水型 リンパ性白血病細胞に対

して著効を有し何らの副作用のないことを認めた.

Ⅱ 実験 材料並び に方法

1) 実験材料

実験 動物:実 験動物 と して 月令2ヶ 月の純 系雄 性

DBム 系 マウスを用いた.

腹 水型 リンパ性 白血病細 胞株:岡 山大学平 木内科

教室 にてDBA系 マ ウスの背部皮 膚に連 日20一 メチル

コラン トレンを塗布 し,マ ウスに リンパ性 白血病 を

惹起 せ しめ,そ のマ ウスの リンパ腺 細胞をDBA系

マウス腹 腔 内へ移植 し腹水 型 リンパ性 白血 病細胞化

す ることに成 功 し,以 後DBA系 マウス腹 腔か ら腹

腔へ と継代 されてい る細胞 株で あ る.こ の腹 水型 リ

ンパ性 白血病株 を腹腔 に移植 された 月令約2ヶ 月の

雄 性DBA系 マウスは腹 腔 内移植後 約5日 目に 白血

病化 し死亡す るに至 る.

OX物 質:新 し く改良 された静注 用OX物 質を5

%ブ ドウ糖 にて使 用時に必要 な濃度 に稀釈 して用 い

た.
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非照射不飽和脂肪酸:こ れれは健康家兎に 「レ」

線を照射せずして家兎肝よりOX物 質抽出と同様な

る方法を用いて抽出した家兎肝不飽和脂肪酸で あ

る.

2) 実験方法

DBA系 マウス腹腔に一定数の腹水型リンパ性白

血病細胞を移植し,同 日より連日マウス尾静脈より

OX物 質並びに対照液をそれぞれ注射し,尾 静脈よ

りの検血及び体重測定を毎日行い,腹 腔中より注射

針にて腹水を採取し,そ の性状及び腹水細胞を観察

し,さ らに各種処置マウスを一定時にト殺し各種臓

器について,組 織学的な検索を行つた.ま た一部マ

ウスについてはマウス生存期間を観察した.

Ⅲ-1 赤血球 数に対 す る影響 〔図1〕

月令 約2ヶ 月の雄性DBA系 腹水型 リンパ性 白血病

マウスに5% OX物 質0.3cc静 注群, 0.5% XO物 質

0.3cc静 注群, 0.05% OX物 質0.3cc静 注群及 び対照

群 を作成 した.各 群 は各 々10匹 のマ ウスより構成 さ

れ,各 群 についてのOX物 質 の影響 をマ ウス末梢 血

液 中の赤血球 数について比較 検討 した.

1) 5% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質静注前 は

群平均 の赤血 球数は13×106/mm3で あ り,毎 日漸

次 その数 を減 じて4日 目には10×106/mm3と な り以

後減少速度 を強 め8日 目には3.2×106/mm3と 著明

な減少 を示 す.

2) 0.5%×OX物 質0.3cc静 注群:O X物 質 静注前

は群 平均 の赤血球数 は13×106/mm3で あ り漸次 赤血

球 数は減少 し, 4日 目に至 り11×106/mm3と な る.

以後7日 目迄は 減少速度 は緩慢 とな り7日 目 に は

10×106/mm3,さ らに10明 には8×106/mm3と 比

較 的緩慢 な減少を示 す.

3) 0.05% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質静注前

の群平均 は13×106/mm3で あ り以後赤血球数 は 前

群 と同様な減少 を示 し, 4日 目には11×106/mm3さ

らに7日 目には9.5×106/mm3と ゆ るやか に減少 し

8日 目に至 り8×106/mm3と 中等度 の減 少を認 めた.

4) 対 照群: OX物 質 の代 りに5%ブ ドウ糖を連

日静注 した対照群 は静注開始前 の群平均 赤血数球 は

13×106/mm3で ある. 4日 目には11×106/mm3, 7

日目には9×106/mm3と 白血 病化に した がつて 赤血

球 数はほぼ直線 的な減 少 を示 した

少括:以 上4群 を比較 す ると5% OX物 質静注群

は他群 に比 して最 も赤血球 数の減少率 が高 い,特 に

4日 目より8日 目の間 は非 常に急激 な る減 少がみ ら

る.一 方0.5% OX物 質 静注群 は4日 目迄 は0.05% 

OX物 質静 注群及 び対 照群 と全 く 同様 な減少を示し

た が, 7日, 8日 と 日が経つにつ れて,わ ずかであ

るが赤血球 の減少 は少 な くなつ た. 0.05% OX物 質

静注群 は丁度対照群 と0.5% OX物 質静注群 との中間

的な赤血球 数の減少を示 した. 5% OX物 質 の如 く

高濃度 を除 いて は以上 の結果 よ りOX物 質 は赤血球

の産生機転 に対 して決 して悪 影響を与え ないことを

示 し,さ らに白血病化 による造血 機能障害 を軽減す

る作用す ら認 め ることが出来 た.

Ⅲ-2 白血球数 に対 する影響 〔図1〕

赤血球 に対す る影響 を観察 する と同様な方法を用

いて 白血球数 に対 す る影響 を観 察 した.

1) 5% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質静注前 は

群平均 の白血球数 は9×103/mm3で あ る. 4日 目に

は4×104/mm3と 非 常に増加 したが,以 後7日 目迄

白血球数 の減少を示 し, 7日 目には3.5×104/mm3

となつ た.以 後再 び以前以上 の増加率を示 しなが ら

8日 目には7×104/mm3に 達 した.

2) 0.5% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質 静注前の

白血球数 は8×103/mm3で あ り以後4日 目迄増加を

示 し, 4日 目には3×104/mm3と 著 増 したが,前 群

と同様5日 目及 び6日 目と軽度の 白血球 数の減少を

示 し, 7日 目に は2.8×104/mm3と なつ た.以 後再

び急 唆な増加 曲線 を描 き8日 目には5.5×104/mm3,

さ らに10日 目に は9×104/mm3と 著 明な増加 を示 し

た.

3) 0.05% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質静注開

始前 の群 平均 白血 球数 は9×103/mm3で あ り以後ほ

ぼ直線 的な増加を示 し4日 目には3.2×104/mm3, 7

日目に は5.5×104/mm3と な つた. 7日 目以後は急

激な 白血球 数の増加 を来 し8日 目には10×104/mm3

迄に達 した.

4) 対照群: OX物 質 を静注す る代 りに5%ブ ドウ

糖 を連 日静注 した対照で は静 注開始前 の群平均 白血

球数 は8×103/mm3で あ り以後 ほぼ直 線的 に増加し, 

4日 目には3.7×104/mm3, 7日 目に は7×104/mm3

に達 した.

小括:OX物 質静 注群及 び対 照 とも4日 目迄は4

4群 間 に大 きな有意 の差は認 め られないが, 4日 目

以後 にな る と対照群 は 直線 的 な 増加 を 示 すのに反

し0.5% OX物 質 静注群及 び0.5% OX物 質静注群

は減少 を示 した. 0.5% OX物 質静注群 は他群に比
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して,い つの時期 に於 いて も白血球数 は一 番少な く

増加 も緩 慢であ る.こ の結 果よ り0.5%と い う中等

度の濃度 のOX物 質 はマ ウスの 白血病細胞 に対 して

非常 に有 効で あることを示 してお り, 0.05% OX物

質静 注群 はOX物 質が あま りに も少量 の為一時的 な

少期 間に於いて す ら白血球 数 の増加 を抑 制す ること

が出来 なかつたが,そ れで も対 照に比 して有意の差

を持 つて 白血球数増加 に対 して抑制 的に作用 した.

図1　 各種 濃度OX物 質靜注 に よる末 梢赤 血球数

の推 移

Ⅲ-3 体重 に対 する影響 〔図2〕

体重測定 は毎 日一定 時に一斉に測定を行 つた.

1) 5% OX物 質0.3cc静 注群:OX物 質 静注 開始

前の群平均体重 は21gで あ り以後 ほぼ直 線的に増加

し4日 目には22g, 7日 目には23gと なつ た.

2) 0.5% OX物 質0.3cc静 注群:OX物 質 静注前の

群平均 は19.5gで あ り以後直線的 に増加 し7日 目に

は22gに 達 した. 7日 目以後増加傾 向をやや強 め8

日目に は23g,さ らに11日 目に は25gに 達 した.

3) 0.05% OX物 質0.3cc静 注群:OX物 質静注前

は19.5gで あ り4日 目迄 は体重増加 を示 し22.0gに

達 したが以後7日 目迄は逆に減少 し21.5gと な り,

再 び増加 し8日 目には23gに 達 した.

4) 対照群:OX物 質 の代 りに5%ブ ドウ糖液 を静

注 した対照群 は静注前の群 平均 は20gで あ る.以 後

4日 目には21gと,さ らに7日 目には24gに 達 した.

小括:4日 目迄は5% OX物 質静 注群 を除 き各 群

とも有意 の差 はないが. 7日 目にな ると対照群 は約

4gの 体 重 増加 を 来す が,他 のOX物 質静注群 は 約

2.5gの 増加を示 したに過 ぎない,体 重増加 は腹水型

白血病 マ ウスの為,マ ウスの腹 水増加 がその体重増

加 の主 因 と思われ る. OX物 質 静注群 は白血病 細胞

の増殖 に対 して抑制的 に働 き,マ ウスの腹水貯 溜を

抑制 した為に対照群 に比 してOX物 質静 注群 の体 重

増加 が少 なかつた と考え られ る.

図2　 各種 濃度OX物 質靜 注 に よる体重 の変 化

Ⅲ-4 腹水並びに腹水細胞に対する影響

腹水細胞 の観察 は塗抹乾燥後 マ イギー ムザ染色 を

施 した後光学 顕微 鏡で観察 した. OX物 質投与前 の

腹水 の性状 は リバ ル タ反応陽性,腹 水蛋 白量4.9～

5.4g/dl,潴 溜腹水量0.8～1.Occ,腹 水 細 胞数20～

30万/mm3,腹 水細胞 中の腫瘍 細胞 の割合94～98%,

腹水細胞分裂 指数9%で ある.細 胞形態 は腫瘍 細胞

は大型 円形で 胞体は厚 く核 は中央 に位 し略 々楕 円形

または クローバ状に分葉 し,核 網 は濃 染 す る. OX

物質投与後5日 目の腹水 は リバ ル タ反応陽性,腹 水

蛋 白量4.9～5.3g/dl,潴 溜腹水 量1.0～1.2cc,腹

水細胞 数20～30万/mm3とOX物 質投 与前 と大差 は

認 め られないが,腹 水細胞 中の腫瘍 細胞 の割合 は90

～92%減 少 し,腹 水細胞分裂 指数は1%と 著 明な低

下 を示 した.細 胞形態 では腫瘍細胞 はOX物 質投与

前 の1/15～1/10大 に濃 縮 し,胞 体辺 縁不整 とな り胞

体 には大小種 々の変性空 胞が出現 して お りまた一方

胞体 が殆ん ど認 め られ ず裸核 に近 い もの も多数認 め

られた.核 は著 明な変 性 を来 しOX物 質投 与前認 め

られた分葉 し複雑 な多形 性を示 した ものは殆ん ど見

られず等 し く類 円形 とな り,核 濃縮,核 破壊,核 融

解 に到 るものが極 あて多数認 あ られた. OX物 質 投

与量 の増加 につれ て細胞 変性 の像 が一層著明 となつ

てい るが観察 され た.

Ⅲ-5 延 命効果 に関す る影響 〔図3〕

各種濃度 にOX物 質 を稀釈 し 一定量 を連 日静注 し

その各 々のOX物 質 の濃 度群に よる生存 日数 を比 較
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し,次 に一定濃度 のOX物 質 を各種 量静注 しマウス

の生 存 日数を比較 した.そ れによ り 最 も有 効 な る

OX物 質の濃度並 びに静注量 を求 めた.

1) 各種濃度 のOX物 質 静注に よる影 響

5% OX物 質0.3cc静 注群, 0.5% OX物 質0.3cc

静注群, 0.05% OX物 質0.3cc静 注 群 並 びに対 照 と

して5%ブ ドウ糖液0.3cc静 注 群を作成 した.各 群

は 各 々5匹 のDBA系 腹水 型 白血病 マウスよ り成

り,そ れ ぞれのマ ウスに尾 静脈 よ り各 々の注射 液を

連 日静注 した.対 照群 の平均 生存 日数 は7.4日 間,

 5% OX物 質静注群 は8.4日 間, 0.5% OX物 質 静

注群 は10.6日 間, 0.05% OX物 質静注群 は8.5日

間であ り, OX物 質静注群 は何 れ も対照群に比 して

延命 が認 め られ,な かんず く0.5% OX物 質静注群

は他濃度 静注群 に比 して著 明な延 命効果が観察 され

た.即 ち対照群 の7.4日 間に対 して0.5% 0X物 質 静

注群 は10.6日 間 で あ り3.2日 間 の即 ち約43%の 生

存期間 の延 長が認 められ た.

2) 各種 注射量のOX物 質 静注 によ る影響

5% OX物 質 を0.1cc静 注群, 0.3cc静 注群, 0.5cc

静注群及 び対照 として5%ブ ドウ糖液0.3cc静 注群

を作成 した.対 照群 の平均生 存 日 数 は7.4日 間,

 0.1cc OX物 質 静注群 は8.0日 間, 0.3cc OX物 質静注

群 は8.4日 間, 0.5cc OX物 質静 注群 は8.2日 間で あ

る.何 れの群 も対照群 に比 して延命が認 め られ るが

中で も0.3 cc OX物 質静注群 が最 も延命効 果 が 著 し

い.

小括:各 種濃 度並 びに量のOX物 質を静注 した結

果で は0.5% OX物 質0.3cc静 注す るのがマ ウス延

命効果に対 し最 も至適 で あつ た. 5%以 上 のOX物

質 は非常に高濃度 の為 静注が困難で あ り,一 方0.5cc

以上 のOX物 質 の静注 はマウ スの体重 に比 して非常

に大 量の為不可能 であ る.即 ち大量注射 はOX物 質

の効 果よ り逆 に生体 に大 きな負担を与 えた.

図3　 各種OX物 質靜 注量に よる生 存 日数

各種濃度OX物 質靜注による生存日数

Ⅲ-6 病理組織学的検索

OX物 質投与マウスは何れも延命が観察されたが,

中でも一番著明な延命効果の認められた0.5% OX物

質0.3cc静 注群について静注開始後5日 目のマウス

を ト殺し, OX物 質を静注してない対照群と比較検

索した.

1) 肝:対 照群は肝小葉間及び肝小葉内へ瀕慢性

の白血病細胞の浸潤を認め特に中心静脈附近は著明

である.一 方OX物 質投与群は肝全体に細胞浸潤は

認められるが散在性にしかも浸潤密度は軽度である.

肝実質の変性等の異常変化はなくOX物 質投与によ

る変化は認められない.

2) 脾:対 照群並びにOX物 質投与群とも肉眼的

に大きく腫大し,暗 褐色を示し有意の差は認められ

ない.組 織学的所見では対照群は著明な白血病細胞

の浸潤に依り脾材並びに濾胞は全く破壊されつくし

ている.一 方OX物 質静注群は白血病細胞の浸潤は

瀰慢性に全体に認められるが,脾 材及び濾胞は不明

瞭ながら認あられる.

3) 肺:対 照群並びにOX物 質静注群とも強度の

白血病細胞の浸潤を認めるが,対 照群の方が破壊,

壊死の像が一層著明である.

4) 腎:肉 眼的には両群との間に有意の差は認め

られず殆んど変化を示さない.組 織学的所見では両

群とも細胞浸潤は極めて弱く髄質に散在性に白血病

細胞が認められる.

5) 胸腺:肉 眼的には両群とも軽度の腫大を認め

る.組 織学的には胸腺皮質は両群とも同程度の白血

病細胞の浸潤を認める.

Ⅲ-7 (附)OX物 資 とX線 非照射 家兎不飽和脂肪

酸 との比較 〔図4〕

1) 赤血 球数 に対す る影響

OX物 質静注 群は注射前群 平均13×106/mm3が7

日目に至 り10×106/mm3と な る. X線 非照射家兎
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不飽和脂肪 酸静注 群は7日 目に9.6×106/mm8と な

る.一 方5%ブ ドウ糖液 を静 注 した対照群 は7日 目

に9.5×106/mm3と な る.以 上3群 間に於 ける赤血

球 数の減少の程度 の最 も少いの はOX物 質静注群,

次いでX線 非照 射家兎不飽和 脂肪酸静注群で あ り,

最 も赤血球数 の減 少が著 しい のは対照群であ る.

2) 白血球数 に対 す る影響

OX物 質静注群 は注射前,白 血球数 は8×103/mm3

であ るが4日 目には30×103/mm3と 増加す る. 4

日以後7日 目迄 は軽度の 白血球 数の減少を示 し7日

目に は白血球数 は2.8×103/mm3と な る.以 後再 び

増加 し白血球 数は8日 目には5.5×104/mm3, 10日

目には1×105/mm3と 著 明な増加 を来 す.一 方X線

非照射家兎肝不飽 和脂肪酸静 注群で は注射前 白血球

数 は9×103/mm3と 著明な増加一途 を辿 る.こ の 白

血球数の増加 の仕 方は5%ブ ドウ糖 液を静注 した対

照群 と殆 んど同 じであ る.

図4 OX物 質靜注群とレ線非照射不飽和脂肪酸

靜注群の比較

3) 体 重に対す る影響 〔図5〕

OX物 質静注群, X線 非照 射不 飽和脂肪酸静 注群,

及 び5%ブ ドウ糖液を 静注 した対照群 の三 者間に は

殆 んど差 はな く同様 な体 重推移を示 した.

4) 延 命効果 に対 する影響 〔図5〕

OX物 質静 注群は平均生存 日数10.6日 間, X線 非照

射家兎肝不飽 和脂肪酸静 注群 は7.6日 間, 5%ブ ドウ

糖液を静注した対照群は7.4日 間である.

小括:X線 非照射家兎肝不飽和脂肪酸静注群は赤

血球数に対してはOX物 質静注群と対照群との中間

的態度を示し,白 血球数及び体重に対しては殆んど

対照群と同様でOX物 質作用は認められなかつた.

延命効果については対照群より多少生存期間の延長

を示したが, OX物 質の如き著明な生存期間の延長

は認あられなかつた.

図5 OX物 質靜注群とレ線非飽射家兎肝不飽和

脂肪酸靜注群の比較

Ⅳ 総 括

DBA系 腹 水型 リンパ 性 白血病 マ ウスにCX物 質 を

連 日静注す ると白血病 化に伴 う赤血球 数の減少 に対

し阻止 的効果が対照 に比 して有 り,中 で も0.5% OX

物質0.3cc静 注が最 もその効果 が大で あつ た.白 血

病 化に伴 う白血 球数の増加 に対 して もOX物 質 の連

日静 注 は抑制 的で あ り特 に0.5% OX物 質0.3cc静 注

が白血球数増加 に対 し,最 も抑 制的で あつ た.体 重

に対 して はOX物 質 の投 与 は殆 んど影響を及 ぼ さな

かつた.制 癌剤 として最 も重要 な意 義 を有 する生存

期間で はOX物 質静 注は何れ も対照 に比 して延 命 し

ていたが特 に0.5% OX物 質0.3cc静 注群 は最 も白血

病マ ウスの生存期間 の延 長が認 め られ,そ の生存 期

間は対照群 に比 して約43%の 延長 を来 した.
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Ⅴ 考 按

OX物 質5)は 山本 によ り抽 出され た細 胞毒物質で

あ り,最 初健康家兎 にX線 を3000γ 照射 し24時 間後

に無菌的に肝を摘 出 しホモゲ ナイザ ーにて処理 お後

アル コール浸 出液 と して抽 出した不飽和 脂肪酸で あ

る.水 溶化が不安定 の為,そ の投与 は専 ら局所的 に

用 い られて きた.し か るにそ の後改良 され静脈 内投

与 が安全 に出来 る様にな り,静 脈 内投与 に よる腫瘍

への影響が どの様 な もので あるか期 待されてい た.

固形腫瘍 は一般 に発育が遅 く,薬 剤 の影響 の判定 が

非 常 に不確実で あ り実験結果 が判 然 とせぬ場合 が多

い.一 方腹水型腫 瘍なかんず く腹 水型白血病性腫瘍

は腹水 中に遊離 の状態で細胞が存 在 し,血 行性,リ

ンパ行性 に全身に速 やかに散 布 され易 く薬剤 の影響

が非常 に明確に判定 出来得 る. OX物 質の腹水型 白

血 病細胞 に対 す る影響 につ いて の報 告は末 だない.

私 はDBA系 マウス腹 水型 リンパ性 白血病細胞 を用

いて その影響を観察 した. OX物 質 の腫 瘍細胞 への

影響 について は山本4)はHeLa細 胞 の組 織培養 にOX

物質 を添加 し,高 濃度添加で は急 激な空胞形成及 び

blisterの形成 と共 に活動機能 の停 正を来 し,低 濃度

添加で は細胞分裂速度 の低下 を認 めてい る.大 藤10)

11)17),浅 香10)等 は吉 田肉腫及 び人 体腔上皮腫 を 組

織培 養 し,そ れ ぞれにOX物 質を 添加 し吉 田肉腫 の

核膜,胞 体縁の破壊 を高濃度 添加で は核融解 ‘萎 縮

を来 し胞 体は膨 化変性 し一 部に融解 を認 あてお り,

体腔上皮 腫について も吉 田肉腫 以上 の胞体 の膨 化空

胞 化及 び核萎縮,融 解 を認 めてい る.ま た大藤16)は

エール リッヒ腹水細胞 の組 織培養 にOX物 質 を添加

し,著 明な細胞の核並 びに胞 体の萎縮,膨 化,崩 解

を認 めてい る. OX物 質 の作用機序 について山本4)5)

はX線 照 射時 と同様 な作用をOX物 質 が有す ると報

告 しおる.伊 丹1)は エール リッヒ腹 水細胞移植 マ ウ

スにOX物 質を腹腔 内に投 与 し細胞 の崩 壊,分 裂障

害及 びDNA合 成阻害 を認 めてい る.井 口2)は 吉 田肉

腫 をマ ウスに移植後, OX物 質を 肉腫移 植 した局所

に投与 し,腫 瘤の壊死及 び細 胞分裂障害 を認め,こ

れ等 の所見 はX線 照射時 のそれ と非常 に類 似 してい

ると報告 して い る.こ れ等 の報告 は私 の観察 したO

X物 質静注時 の,腹 水型 白血病 マ ウスの腹 水細 胞の

変 性壊死,崩 壊及 び細胞分裂 障害の所見 等 と一致す

るもので あ る.谷 本7)はBrown-Peace腫 瘍 を家 兎睾

乃に移植後OX物 質を投与 し腫瘤 の縮少 を認め,大

藤15)は直腸 癌患者 の局 所にOX物 質を投与 し腫 瘍の

縮少せ しめた.山 本4)はN. F. Sarcoma 180及 び吉 田

肉腫 を動物 に移 植後OX物 質 を投与 し腫瘍 の発育阻

止 を認めて いる.こ れ等 は私 の観察 した 白血病 マウ

スに於 け る腹水貯 溜量の減少及 び 白血球数増加 の抑

制 と斯 を一 にす る所見 と思 われ る.谷 本7)はOX物

質をBrown-Pearce腫 瘍移 植家兎に投与 し,家 兎の

腫瘍 化によ る貧血 を抑制 し,各 種臓器へ の腫瘍細胞

の転移 を抑制 した と報 告 して い るが,白 血病 マウス

のOX物 質投与時 の所見 とよ く一 致 してい る.制 癌

剤 と して重要な意 義を持つ延命効 果について吉 田肉

腫,エ ール リッヒ腹 水細胞及 びBrown-Pearce腫 瘍

の移 植動物 につ いて,そ れぞ れOX物 質を投与 し著

明な延 命効果を認 めた8)4)7)諸家 の報告が あ るが,

白血病 マ ウスにつ いて も同様 な成績 を得て いること

は注 目に値 いす る. OX物 質投 与時の担癌動物 の体重

は, OX物 質 を投 与 しな い対 照 の担 癌動物 と有意 の

差 は生 じない とBrown-Pearce移 植家兎 について報

告7)さ れて い るが,白 血 病マ ウスにつ いて も同様な

結果 を得て い ることはOX物 質 が体 重に対 して影響

を与 えない こ とを一層確 かに した. X線 照射せず し

て抽 出した肝不飽 和脂肪酸 に も軽度なが ら腫瘍細胞

に対 し抑制 的作 用のあ るこ とを観察 したが,山 本4)

もエール リッヒ腹 水細胞 を使 用 して同様 に軽度の発

育 抑制作用 を認 めて お るが, X線 照射 後抽 出したOX

物質 の如 き著 明な効果 とは比 較にな らない.以 上の

事よ りOX物 質 は単 に不飽和脂肪酸 として細胞の脂

肪酸代謝 に影響 を与え るとは思われず,特 殊 な癌細

胞に対す る障害 作用を保有 してい る と考 え られ る,

Ⅵ 結 語

DBA系 腹水型 リンパ 性 白血病 マ ウスにX線 照射後

家兎肝不 飽和脂肪 酸(OX物 質)並 び にX線 を照 射

しない家兎 肝不飽 和脂肪酸を連 日静注 し下記 の如き

結論 を得 た.

1) 0.5% OX物 質0.3cc連 日白血 病マ ウスに静注

し著 明な貧血 の抑 制を認 めた.

2) 0.5% OX物 質0.3cc連 日白血 病マ ウスに静注

し著 明な 白血球増加 抑制を認 めた.

3) OX物 質 の静注は体 重に対 して影響 を与 えなか

つ た.

4) OX物 質の静注 は腹水細胞 を変性崩 壊せ しめた.

5) 0.5% OX物 質0.3cc静 注が最 も延 命効果が認

め られ,対 照 に比 して生存 日数 は43%延 長 した.

6) 各種臓器 への 白血病細 胞の浸潤 を抑制 した.

7) X線 を照 射 しない家 兎肝不飽 和脂肪酸 は 軽度
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の制癌作用 を認 あるが,OX物 質 の如 き著 明な制 癌

効果 は何 ら認 めなかつ た.

稿 を終 るに当 り恩師平木潔教授 並びにOX物 質に

つい て助言をいた だき ました山本道 夫教授及び御懇

篤な る御指導 をいただ きました大藤真助 教授 に深謝

いた します.

(
本論 文の要 旨は第22回 日本癌学会 に於い
て発表 した. )
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Anti-tumor activity of an unsaturated fatty acid extracted 

from rabbit liver irradiation

Part. I. Effect on lymphatic ascites leukemia in DBA mice

By

Terutugu WATANABE

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical Shcool

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Aanti-tumor activity of OX substance, an unsaturated fatty acid extracted from rabbit

liver 24 hours after 3,000γ irradiation, was studied in lymphatic asites leukemia in methyl 

cholanthren induced DBA mice.

OX substance was administered intravenoulsy from the tail vein of mice.

Red blood cell and white blood cell count of the peripheral blood, character of ascites and 

morphalogical changes of ascites cells, pathalogical findings of the visceral organs, body 

weight and survival period of mice were observed and following results were obtained.

1) Administration of OX substance gave arise prevention of anemia and suppression of 

development of leukemia in DBA mice with ascites leukemia.

2) OX substance gave no influence to changes of the body weight of DBA mice with 

acites leukemia.

3) Life span of DBA mice was remarkably prolonged by OX substance administration.

4) OX substance inhibited the infiltration of leukemia cells in the lung, liver, spleen 

and other organs of DBA mice.

5) OX substznce schowed the strong cytotoxic effect on the ascites leukemia cells in DBA 

mice.


