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Ⅰ 緒 言

前編に於いてDBA系 マウス腹水型リンパ性白血病

細胞に対してOX物 質が抗癌作用を有することを確

認した.本 編に於いて,さ らに同種CBA系 マウス腹

水型リンパ性白血病細胞に対してOX物 質の静脈内

投与の彫響について言及する.前 編と同様にOX物

質の静脈内投与による赤血球数,白 血球数,延 命効

果,及 び組織学的検索を行い,最 後に健康家兎に連

日OX物 質を大量投与し,そ の造血機能に対する影

響及び体重に対する影響を観察した.

Ⅱ 実験材料 並びに方法

実験 動物:日 令約40日 の純系 のCBA系 雄性 マ ウス

を使用 した.

図1　 移植腹水細胞数と生存日数との関係

CBA系 腹水型リンパ性白血病細胞株:DBA系 腹水

型リンパ性白血病細胞を月令約2ヶ 月のCBA系 マウ

ス腹腔内に大量移植した移植後約10日目に腹水貯溜

と共に白血病細胞の増殖を来した.腹 腔内に増殖し

た白血病細胞をCBA系 マウス腹腔へ移植し再び腹水

貯溜と共に白血病細胞の増殖を来した.以 後CBAマ

ウス腹腔より腹腔へと細胞移植を約1年 余の長期に

亘つて継代せしめた.こ の細胞は形態学的にDBA系

腹水型リンパ性白血病細胞と明らかに異つている為

CBA系 腹水型 リンパ性白血病細胞と命名した. CBA

系腹水型リンパ性白血病細胞の移植数と細胞を移植

されたCBAマ ウスの生存日数の関係は,移 植細胞数

の増加と共に生存日数は短縮するが,4×107個 以

上の細胞移植では生存日数は5日 間と一定値をとる.

(図1)細 胞移植後の白血病化は100%で ある.

OX物 質:静 注用OX物 質 を5%ブ

ドウ糖液で5%及 び, 0.5%に 稀釈 し

て用 いた. 0.05%OX物 質稀 釈液 は

前編 に於 いて非 常 に濃度稀薄 の為有

効性を認 め られな かつ た為,本 編で

は省略 した.

実験方法:各 々10匹 よ り構成 され

るCBA系 マウス群 を3群 作成 した.

それぞれ のマ ウス腹腔 内へ一定数 の

CBA系 腹水型 リンパ性 白血病 細胞 を

移植 した.細 胞移植後 よ り毎 日尾静

脈 よ り【OX物 質 並 びに対 照液を それ



220　 渡 辺 晃 次

それ の群 のマ ウスに注射 し,マ ウス尾静脈 よ り赤血

球数,白 血 球数等 を検血 し,マ ウスの生存期 間 も併

せ観 察 した.腹 水細胞 はマ ウス腹腔 より注射 針にて

直接採 取 した.ま た細胞移 植後5日 目にマ ウスを ト

殺 しOX物 質 の影 響を組織学的 に観察 した.最 後 に

健康家兎 にOX物 質 の大量 を静注 しその影 響を観察

した.

Ⅲ 実 験 成 績

Ⅲ-1 赤血球数に対する影響 〔図2〕

日令約40日 のDBA系 腹水型 リンパ性 白血病マ ウス

を5% OX物 質0.3cc静 注群及 び対 照 として5%ブ

ドウ糖 液0.3cc静 注群 に分 ち,各 群 はそれぞれ10匹

のマ ウスよ り構成 した. OX物 質 並び に対照液 を 毎

日それぞれ の白血病 マ ウスに連 日静 注 しマ ウスの赤

血球 数の変 化を観 察 した.

1) 5% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質 静注前 の赤

血 球数 は11×106/mm3で あ り, OX物 質静注4日 目

に は780×104/mm3と 減少 し以後6日 迄 は軽度 の減

少 に止 ま り, 6日 目に730×104/mm3と な り9日 目

に至 り赤血球数 は670×104/mm3に な る.

2) 0.5% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質静注 開始

前 の赤血 球数105×104/mm3で あ る.静 注開始 後6

日目迄 はほぼ直線的 に赤血球 数の減少 を来 し, 3日

目 には880×104/mm3, 6日 目には730×104/mm3と

減少 し,以 後12日 目迄 赤血 球数は ほとんど減少せず

一定値 を とる.

3) 対照群:対 照液 た る5%ブ ドウ糖液 静注前の

赤血球数 は1130×104/mm3で あ る,以 後7日 目迄急

唆な る直線的減少 を示 し3日 目 に は850×104/mm3

6日 目に は580×104/mm3と 減少す る.

小括:最 初 の3日 間 はOX物 質静注群 も対 照群 も

赤血球数 に有意 の差 が認 め られ ぬが,そ れ以後 にな

るとOX物 質 静注群は赤血球 数の減少が非常 に緩慢

にな るに反 し,対 照群 は直線 的な減 少を示す.な か

んず く0.5% OX物 質0.3cc静 注群は5日 目以後殆

んど赤血 球数 の減少 を来 さず赤血 球数減少 に対 し最

も強 く抑制的 に作 用 した.

図2　 各種濃度OX物 質静注による赤血球数の推移

Ⅲ-2 白血球数 に対 する影響 〔図3〕

赤血球数 に対す ると同様 な る方法 を用いて 白血球

数に対 する彫 響を観察 した.

1) 5% CX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 ゆ るやか に上昇

を示 し3日 目には12×103/mm3, 6日 目 に は13×

103/mm3,と な り9日 目に至つて も16×103/mm3に

とどまつ た.特 に3日 目以後 の上 昇 は軽度で あつた.

2) 0.5% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質静注前の

白血球数 は群 平均11×103/mm3で あ る.以 後 ほ ぼ

直線的 にゆ るやかな る増加 を示 し, 3日 目には16×

103/mm3, 6日 目には20×103/mm3,さ らに10日 目

に至つ て26×103/mm3と 増 加 した.

3) 対 照群:対 照液た る5%ブ ドウ糖液0.3cc静

注前 の白血球数 は群平 均15×103/mm3で あ る.以

後3日 目に は24×10/mm3と 増加 し,さ らに6日 目

には50×103/mm3と 急 激 なる増 加を示 した,

小 括:対 照群 は対数的 な白血 球数 の増加 を示 した

に反 し, OX物 質静注群 はそ の増 加は非常 に軽度で

あつた.と くに5% OX物 質静注群 は0.5% OX物

質静注群 よ りも白血球増加 に抑制的で あつた.

図3　 各種濃度OX物 質靜注による白血球数の

推移

Ⅲ-3 体重 に対 す る影 響 〔図4〕

赤血球 数に対 する彫響を観 察 した と同様 にマウス

を各群 に分 ち,各 々の マウスの体重 の変 化を観察し

た.

1) 5% OX物 質0.3cc静 注 群: OX物 質静 注前の

群平 均の体重 は21.8gで あ る.静 注開 始後急速に体

重 が減少 し3日 目に至 つて19.8gに 減少す る.以 後

マ ウス腹 水の貯溜 の増 加 と共 に再 び逆 に急速 なる体
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重増加を示 し, 6日 目に至つて25gに も達 す る.

2) 0.5% OX物 質0.3cc静 注群: OX物 質静注前

の群平均 のマ ウス体重 は20.3gで あ る.静 注開始3

日目には21g以 後増加 を強あ6日 目に は24gと な り

以後 ゆ るやかに体重 が増加 し10日 目に至 にて25gに

達す る.

3) 対 照群:対 照 液た る5%ブ ドウ糖 液静注開始

前の群平均 マウスの体重は21.3gで あ る. 3日 目に

は22gに 達 し,さ らにそ の後体重増 加を早 め5日 目

には24gに 達 する.

小括:体 重増加 の主要因 は腹 水貯 溜であ る.ま た

体重の減少 は5% OX物 質静注群 に認 めたが,こ れ

は一過 性のマ ウス食慾不振 に依 るもので あつた. 5

日目では体 重増 加は各群 と も殆ん ど有意 の差 が認 め

られなかつた.し か し5日 目以後 にな ると0.5% OX

物質静注群は5% OX物 質 静注群 に比 して体 重増加

の鈍化が観察 され た.

図4　各種 濃度OX物 質靜注に よる体 重の推移

Ⅲ-4 腹水並 びに腹水細胞 に対 する影響

〔写真5, 6〕

腹水の貯溜 は白血病 細胞移植後3日 目頃 より認 め

られ るが, OX物 質 静注群で は殆 んど腹 水貯溜 が認

め られな い事 が多い.ど の群 に も腹 水貯溜 が認 め ら

れ る白血病細胞移 植後4日 目につ いて, 5% OX物 質

0.3cc静 注群, 0.5% OX 0.3cc静 注群及 び対 照 群 の

各群 マウス腹腔 よ り注射針 にて腹 水を採取 し,そ れ

を軽 く1000回 転5分 間遠沈 し,腹 水細胞 を集め これ

を塗 扶乾 燥後May-Giemsa染 色を施 し,観 察 した.

各 群 とも腹 水細胞 中ほぼ100% CBA系 リンパ 性 白

血病 細胞であ り,他 種 の細 胞は所 々に散見 され るの

みで あつた.

腹 水細胞形態:

1) 5% OX物 質0.3cc静 注群:白 血病細胞 は核濃

縮,核 破壊,核 融解等 が極めて著 明で あ り,中 には

胞体 の殆ん ど認 め られ ぬ裸核 に近い類 円形 の細胞 も

多数観察 され た.細 胞分裂像 は非 常に少 く所 々に散

見され た.

2) 0.5% OX物 質0.3cc静 注 群:白 血病細 胞はOX

物質投与前 の1/5～1/10大 に濃縮 を示 す ものが 多 く

胞体縁 も不整 とな り,中 には胞体 の殆 んど認 め られ

ぬ裸核 に近い もの迄存在 す る.核 は著 明な変 性 を来

し, OX物 質投与前観 察 され たク ローバ状 に分 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 融解,核 破壊 に至 るもの

が極めて多数 に観察 され,細 胞分裂像 は極めで少数

散見 され るにすぎない.

3) 対 照群:対 照液 として5%ブ ドウ糖液0.3cc

静注群 は白血 病細胞 に変化 は全 く観察 され なかつた.

即 ち,細 胞は大 き く胞体 は厚 く核 は大 き くクロ-バ

状 を呈 し複雑な分葉 を示 してお り,細 胞 の破 壊,融

解像 は全 くな く,細 胞分裂 像が3～4%の 割合 で認 め

られた.

腹 水細胞数: OX物 質静注群 は8～18×10/mm3で

あ り,対 照群 のそれは32～38×104/mm3と 著 明な増

加 を示 して いた.

腹水貯溜量:白 減病細胞移 植後5日 目 に は5% 

OX物 質0.3cc静 注群 では平均2.0cc, 0.5% OX物 質

0.3cc静 注群 で は平均2.1cc,対 照群で は平均2.2cc

の腹水 貯溜を認 めた.ま た5% OX物 質0.5ccの 大

量 を静注す るとわず か1ccの 貯 溜に止 まつ た.

腹 水蛋 白量: OX物 質 静注群 及 び 対 照 群 と も

Rivalta反 応陽性 で4.8～5.1g/d1の 蛋 白濃度 を腹

水 に認 め両 者間 に差違 は認め られ なかつた.

Ⅲ-5 延 命効果 に対す る影 響 〔図5〕

5% OX物 質0.3cc静 注群, 0.5% OX物 質0.3cc

静注群,及 び対 照群につ いて生 存 日数 を比 較 した.

各群 は5匹 のマ ウスよ り構成 した.

1) 5% OX物 質0.3cc静 注 群:群 中60%は 生存 日

数5日 間であ り, 20%が6日 間,残 りの20%が7日

間で あ る.そ れ故群平均 生存 日数 は5.6日 間で あ る.

2) 0.5% OX物 質0.3cc静 注群:群 中生存 日数5

日間が20%, 6日 間 が20%, 8日 間が20%,で12日 間

が40%で ある.生 存 日数 の偏差 が比較的大 きいが,

平均 す ると,群 平 均生存 日数 は8.6日 間 であ る.

3) 対 照群: 5%ブ ドウ糖液0.3cc静 注 を した対

照群 は 群 中80%は 生存 日数5日 間で残 り20%が 生

存 日数6日 間で ある.そ れ故群平 均 の 生 存 日数 は

5.2日 間で あ る.

小括: 0.5% OX物 質0.3cc静 注群 の生 存 日数 は
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8.6日 間 と一番長 く対照群 の生存 日数よ り約65%の

延長 が認 められ た.こ れは明 らか にOX物 質投与 に

よる延命 効果で ある.

図5　 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 〔写真1, 2, 3, 4〕

延命効果に一番有効であつた0.5% OX物 質0.3cc

静注群及び対照群を5日 目に一斉にト殺し肺,肝,

腎,脾 等についてHt-Eo染 色による組織標本を作成

し光学顕微鏡で観察した.

肺: OX物 質静注群及び対照群ともども肺小葉は

破壊され高度白血病細胞浸潤をビマン性に肺全体に

認めた. OX物 質静注群は多少細胞浸潤の程度が軽

度であつた.

肝: OX物 質静注群は肝小葉内には白血病細胞の浸

潤は認められず,「グ」梢の囲わりに散在性に白血

病細胞の浸潤を認めた.一 方対照群は 「グ」梢は無

論の事肝小葉内にも中等度の白血病細胞の浸潤を認

めた.

脾:対 照群の脾実質は全く正常の構築を保つてお

らず,脾 全体に亘つて高度の白血病細胞浸潤及び破

壊の像を認めた.一 方OX物 質静注群では高度の白

血病細胞の浸潤の像を見るが一部に正常構築を認め,

また一部に髄外造血を思わせる所見を認めた.

腎: OX物 質静注群及び対照群の両者とも殆んど

差違なく,腎組織の血管周辺に散在性に白血病細胞

を認めた.

Ⅲ-7 (附)健 康成熟 家兎に及ぼす 影響

健康成熟 家兎3匹 に連 日2.5% OX物 質8cc 2 (200mg)

を家兎耳 静脈よ り15日 間静注 した.さ ら に1日 間

OX物 質静注 を中止 後再 び17日 目よ り2匹 の に家兎

は2.5% OX物 質50cc (1.25g)を 連 日耳 静脈 よ り15

日間 静注を行つ た.他 の1匹 の家兎 は16日 目よ り無

処 置のまま観察 した.以 上3匹 の家兎につ いて 末梢

赤血 球数,血 色素 量,及 び体 重について観察 した.

1) 赤血球数 に対 す る影 響 〔図6〕

OX物 質静注開 始第1日 目には何れ の家兎 も赤血

球数 が60×104～100×104/mm3の 減 少を来 したが翌

日には直 ちに静注前 の赤血球へ と回 復 した.以 後赤

血 球数は多少 の動揺を示 しなが ら15日 間のOX物 質

静 注では変化 は認 め られな かつた. 17日 目よ り再 び

大量 のOX物 質の静注 を開始 した2匹 の家兎 は22日

目頃 よ り赤血球数 の減 少を漸次示 し30日 目にはOX

物質静注前 の550～650×104/mm3の 赤 血 球 数 が

450×104/mm3に 減少 した.一 方OX物 質 を16日 目

よ り中止 した家兎 は24日 目頃一 過性の増 加を示 した

が以後平 常の赤血球 数を示 した.

図6　 健家兎OX物 質靜 注に よる赤血球数 の

変化

2) 血色素 量に対す る影響 〔図7〕

OX物 質静注 家兎3匹 中1匹 は6日 目に血色素量

52%と 著 明な低下 を示 したが, 12月 目にはOX物 質

の静注 に拘 らず血色 素量70%とOX物 質静注前の状

態 に回復 した. OX物 質静注15日 間で はどの家 兎 も

血色 素量の変 化は来 さな かつた. 71日 目よ り再 び大

量のOX物 質 の静注 を開始 した2匹 の家兎1匹 は20

日目頃 よ り血 色素量 の低下 を示 し, 25日 目には血色

素量50%迄 も減少 し以後 も軽度 の漸 減 した.こ の家

兎 は最 初6日 目に血 色素量 の低 下を来 した.他 の1

匹のOX物 質静注 を して いる家兎 も,そ れ迄正常 の

血 色素量 を示 して いたが25日 目頃 よ り低 下を来 し30

日目には50%と 著減 した.一 方16日 目よ りOX物 質

を 中止 した家兎 は75～80%の 安定 した血色 素量 を示

した.血 色素係 数は どの家兎 も全経過 を通 じ,ほ ぼ

一定値 を示 した.
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図7　 健家兎OX物 質静注による血色素の変化

3) 体 重に対す る影 響

OX物 質静注 を行つて いた15日 間では どの家兎 も

体重の増加を来 した,一 方16日 目よ りOX物 質 の静

注 を中止 した家兎 は,他 の家兎 に比 して体重増加 の

割合が鈍 く30日 目には3匹 中体重増加 量が最 も少 な

かつた.

小括:家 兎にOX物 質 を大量 に静注 したが貧血 は

来 さなかつた.た だ2.5% OX物 質50ccと 言 う超大

量の投与で は貧血 を来 した.体 重 の増 減は食欲 と密

接な関係があ り, OX物 質投与 中全経過 を通 じて 体

重増加があつた ことは,他 の制癌剤 にあ る如 き食欲

不振等の副作用が殆 んど存在 しな い ことを示唆す る

ものである.

総 括

CBA系 腹水型リンパ性白血病マウスに対 して

0.5% OX物 質0.3ccを連日静注すとその延命効果は

最大となり赤血球数に対しても白血病化による赤血

球数の減少を防ぎ,ま た白血球数に対しても白血病

化による白血球数の増加を著明に抑制し得た.腹 水

細胞は著明な変性,壌 死破壊等が観察され,マ ウス

の各種臓器に対しても白血病細胞の浸潤が著明に抑

制された.一 方健康家兎を使用した造血機能及び体

重に対する影響の観察に於いても同様に,赤 血球数

の減少は大量投与に於いてすら現われなかつた.但

し超大量投与では貧血を招来した.体 重の増減には

全く影響なく実験家兎は正常な養欲を示した.至 適

静注量,及 び濃度の範囲では全く副作用を示さず著

明な制癌作用のみ観察された.

考 按

OX物 質 の腫瘍細胞 に対 す る影響 については,吉

田 肉腫,体 腔 上皮腫 工ール リッヒ腹水 癌, HeLa細

胞等 の組織 培養 によ る諸家11)17)4)10)18)の報告 があ り,

いずれ も細胞 の変性,核 融解,崩 解等 の共費 し所 た

見が報告 されて いる.移 植担癌動物 のOX物 質 に対

す る影響 につ いて は,吉 用 肉腫Brown-Pearce腫 瘍, 

N. F. Sarcoma, Sarcoma 181, DBA系 腹水 型 リンパ性

白血病 細胞等移植 動物について諸家8)7)4)22)の報告 が

あ り,腫 瘤形成型 ではその発育 を抑制 し,移 植担癌

動物の生存期間を いず れ も延長せ しめてい る.固 型

腫瘍 は一般 に発育 が遅 く,そ の大 きさが判 然 としな

かつた り,ま たその他臓 器への軽移 も不規 則であ る

ことが多い.腹 水型 腫瘍細胞 は腹水 は腹 水中 に遊離

状態で増殖 し,そ の増殖 の程度 が明確であ り,薬 剤

によ る細胞へ の影響 も均 一であ りあ の判定 も明確で

あ る.白 血病性細胞 は 白血病化 に伴 い 白血 球数の増

加を示す為薬剤 の影響を時間 的に追及 出来 る利点 が

あ る. CBA系 マウス腹水 型 リンパ性 白血病細胞 は薬

剤の影響 につ いて非 常に明確 に出来 るとい うた利性

があ る.前 編 に於 いて著者 はDBA系 マウス腹水 型

リンパ性 白血 病細 胞につ いてOX物 質 の影 響を観察

したが, 1つ の腫瘍 に対 す る薬剤 の影響か ら他腫瘍

に対 して も同様 であ ると推論 す ることは出来 ない.

 DBA系 白血病 マウスで は赤 血球数 に対 して高 濃 度

(5%) OX物 質 静注群 は対照群 よ りも貧血 を来 し

たが, CBA系 白血 病 マウスでは高濃度(5%) OX

物質 静注群 に於 いて も対 照よ り貧血 の程度 は軽度 で

あつた.ま た至適濃 度(0.5%) OX物 質静注CBA系

白血病 マ ウスで は赤血球 数の減少が約1.5×106/mm3

対照群 よ り少なかつ たが, DBA系 白血 病マ ウスでは

赤血 球数の差 は約1×106/mm3し か認 めて お らない.

これはCBA系 マウン白血 病細胞 がOX物 質 に対 し感

受性 が高い為 と思 われ る. OX物 質 の腫 瘍に よ る抗

腫瘍 性作用 の差異 は担癌動物の延命 効果に もよ く反

映 されて い る. CBA系 白血病 マ ウスで はOX物 質投

与 によ り生 存期間 の約55%延 命せ しめたが, DBA系

病 マ ウスで は約43%の 延 長を認 めた.先 に山本4)は

生存 期間の延長 に関 しては,エ ール リッヒ腹水 癌移

植 マ ウスでは約120%の,吉 田 肉腫移植 ラッテで は

約130%の 生存期間 の延長 があ り,谷 本7)はBrown

Pearce腫 瘍 移植家兎 では死 亡 しない と報告 してい る,

制癌剤 の造 血組織 に対 す る作用 についてCamero121)

らは犬及 び家兎 を用いた実験 で,赤 血球 はnitrogen 

mu stardを1回 注射で はそ の影響 は少な いが4週

間におよぶ反襲注 射では貧血 の進行 が見 られ た と報

告 して いる.山 本6)等 は2% OX物 質10ccを40日 間

におよび連 日家兎 に注 射 し,自 ら赤血 球数 の減少,

体重 の減少,体 重 の減少は見 られず,血 色素量 につ
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いてや や軽度 の減少傾 向が見 られた と報告 してい る.

この成績 は著者の行つ た実験 結果 とよ く一 致 して い

る.ま た中村20)ら は制癌剤 の一種 で あるnitromin

によ る精子形成障害 を報告 して いるが,小 島9)はOX

物質 を4週 間毎 日健 康家兎 に注射 し, OX物 質 につ

いて も精系細 胞の著 しい障害 を認 めて い るが, OX

物質 の投 与 中止 によ り精系細胞 は再 生回復 する と報

告 して いる.こ の副作 用の少い抗癌剤OX物 質 は,

各種悪性腫瘍 患者 に大藤,陳 内等に より局所 的に用

い られ患者 の 自覚症状 の軽快,腫 瘍 の縮少 等の改変

を高率 に認 めてい る.今 後静注 用に改良 さ れ たOX

物質 の静脈 内投与 によ る全身的効果 が,白 血病を始

め とす る各種悪性腫瘍 に期待 され る.

Ⅵ 結 語

CBA系 腹水型 リンパ 性 白血病 マウ ス並 びに健 康家

兎にX線 照専後 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 明な白血球増加を抑制 した.

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 を変性破壊せ 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65%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) 健康 家兎 へ は超大 量投 与時貧血 を来 し た の み

で,至 適静 注量のみ な らず大量静注 に於いて も造血

機能 に障害 を及ぼ さなかつた.

(文論 文 の要 旨は22回 日本 癌学 会 に於 いて発

表 した)

(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.)
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写 真 説 明

写真　 1

CBA系 白血病 マウス5日 目の肺組織:

細胞浸潤に よ り肺胞 は殆ん ど破壊 され ている

写真　 2

0.5% OX物 質0.3cc連 目靜注 した

CBA系 白血病 マ ウス5日 目の肺組織:

肺抱は比較的正 しく原型を止め ている

写真　 3

CBA系 白血病 マ ウス5日 目の脾組織:

著明な細 胞浸 潤を認め る

写真　 4

0.5%　OX物 質0.3cc連 日靜 注 した

CBA系 白血 病マ ウス5日 目の脾 組織:

細胞 浸潤は比較的少 ない

写真　 5

CBA系 白血 病マ ウス5日 目の腹 水細胞:

ク ローバ状に分葉 した大 きな核を有す る

写真　 6

0.5%　0X物 質0.3cc連 日解 注 した

CBA系 白血病 マウス5日 目の腹水:

細胞崩解が認 められる

Anti-tumor activity of an unsaturated fatty acid extracted 

from rabbit liver after irradiation

Part. Ⅱ. EJfeci on lymphatic ascites leukemia in CBA mice

By

Terutugu WATANABE

Department, of Internal Medieine, Okaya-ma University Medical School

(Direct: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Anti-tumor activity of OX substance was studied in the lymphatic ascites leukemia inC BA 

mice, induved by successive trantation of ascitescell of D BA mice.

Same investigations mentioned in the previous paper were carried out and following concl

usions were obtained.

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

develpment of leukemia in DBA mice with ascites leukemia.

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

cites leukemia

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

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

and other organs of DBA mice.

5) OX substance schowed the strong cytotoxic effect on the ascites leukemia cells in D 

BA mice.

6) OX substance gave no influence to the blood picture of the normal rabbit.
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