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第1章　 緒 言

腫 瘍 細 胞 の 糖 質代謝 に つ い て は1924年War

burg51)52)によ り癌組織 に おけ る旺盛な好気性 並 び

に嫌気性解糖が明 らかに されたが,こ の事実 はそれ

以来数多 くの研究者 によ り確認 され,ま た数多 くの

癌の生化学的特性 の中ですべて の癌 に共通 している

点で重要な ものとされて いる.一 方,白 血病 の本態

に関 してはFurth15),緒 方56)等 の提 唱す る腫 瘍説が

現在最 も有力 であるが,白 血病腫瘍説 とい う立 場を

とる以上,白 血病細胞 の代謝 の研究 は癌 と関連 して

非常に興味あ る問題 である.ま た実験 白血 病は比較

的その原発組織 をと らえ易 く,従 つてその原発 組織

について白血 病発生過程 の代謝 的特性 を究明す るこ

とは白血病のみな らず,悪 性腫瘍 の 自主 的増 殖の本

態 あるいは発癌のメカニズムの解 明に有 力な手 がか

りを与えるものと して早急 に解 決 さるべ き問題 と考

え られる.

白血病患者の末梢 血液 について酸素 消費量を最初

に測定 したのはGrafe17)で あ り,つ い でDaland

 and lsaace11), Schmitz and Glover), Glover, Daland

 and Schmitz16), Sehlossmann38),勝 沼58),林65),津 田62)

等によ り呼吸解糖 の亢 進が報告 されてい る.一 方,

 Barron and Harrop3), Bird4), Renmele33)等 は白血

病白血球 と腫瘍 の物質 代謝の相似性を研究 し,白 血

病細胞 は 腫瘍組織 と類似す る所 はな い と述 べて い

る.こ れ らの成績はいずれ も末梢血液 につ いての成

績 であ り,白 血 病細胞の増 殖の場で ある骨髄,リ ン

パ系組織 等におけ る白血病細胞 は末梢血 中に流 出 し

た白血病細胞 とは異つた性格が認 め られるか も知れ

ない とい う問題を残 してい る.

骨髄の呼吸解糖作用 につ いては, Schretzenmayer

 and Brocheler41), Bock and Felix6),津 田62),永井63),

真 田61)等 によ る健康人 及 び 諸種疾患患者 に ついて

の報告が ある.教 室真 田は種 々の白血 病患者の骨髄

穿刺液 の呼吸解糖作 用を測定 し,急 性 骨髄性及び単

球性 白血病 では呼吸,解 糖共 に亢 進す るが,リ ンパ

性 白血病 では低下 する と述 べ,リ ンパ性白血病 では

骨髄 を対照 として比較 す ることは不適 当で あると報

告 している.一 方,血 液疾患に おいて リンパ系組織

であ る リンパ 腺,脾,胸 腺 等 に つ い ての呼吸解 糖

能 に 関す る研究 は未 だ 数が 少 ない.ヒ トの リンパ

腺 に 関 す る ものはJackson21)ら によ るMalignant

 Lymphomaに ついての報告 をみるにすぎない.ヒ ト
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白血病 と非常 に類 似 して い るマ ウス 白血 病では,

 Victor and Potter43)-49), Hall and Furtih18), Burk

 et al9)等による報告 がある.即 ちVictor and Potter,

 Hall and Furth等 は 自然発生 及び 移植 リンパ 性白

血病マ ウスの リンパ腺につ いて検討 し,呼 吸解 糖能

の亢進を報告 してい る.し かし一方, Burk et al9)は

メチル コラン トレン及び レ線 による誘発 リンパ 性白

血病 マウスの リンパ腺,脾 の呼吸解糖能 につ き検索

し,正 常 リンパ腺 との間 に差は認 め られ なかつた と

報告 した.最 近,教 室岡 田55)は マ ウスの リンパ 性

白血病につ き,細 胞学的,組 織学的検索 な らびに教

室 考案の組織 培養法等によ りそ の初発部位が脾 であ

ることを見 出 した.こ こにおいて,著 者 は白血 病細

胞 の糖質 代謝な らびに白血 病の発生或い はその進展

過程 の生 化学 的解 明を 目的 としてDBA系 マウスの

メチル コラン トレン誘 発 リンパ性白血病及び その前

白血病期 におけ る脾の呼吸解糖作用を測定 し,興 味

ある知見 を得 たので報 告す る.

第2章　 実 験 方 法

第1節　 実験 動物

本学 マウス コロニー由来 の生後2ヶ 月のDBA系

マウスのメチルコ ラン トレン背部皮膚塗 布によ り誘

発せ しめた リンパ性 白血病14例 な らびに前 白血 病期

マウス17例 である.な お前 白血病期 とは メチル コラ

ン トレン塗布開始後32日 よ り80日 に 亘 る未だ 末 梢

血液に白血性変化の認め られない状態 と規定す る.

リンパ 性白血 病の診定 は末梢血液像,組 織学的検索

な らびに教室考 案の組織培 養法によつた.な お対照

と して 生後5ヶ 月 の 正常DBA系 マウス を 使用 し

た.

第2節　 実験材料 の調整

マ ウスは頸骨脱臼 によ り屠 殺後直 ちに開腹脾摘 し,

第1編 に述べた と同様 に脾 切片 を作製 した.ま た脾

ス タンプ標本を作製 しMay-Giemsa染 色 にて脾細胞

像を観察 した.

第3節　 浮 游 液

浮游液は第1編 に述 べた と同様 に して作製 した.

なお,糖 呼吸測定用には0.2%に な るよ うにglucose

を添 加 した.

第4節　 実験装置

第1編 において述 べた如 く,呼 吸解糖作 用測定 は

Warburg検 圧計を用 い,藤 田66)の 方法 に従 つて直

接法 で行つ た.

第5節　 測定 開始 まで の時間

以 上 の操 作は可及的無菌 的に行い,マ ウス屠殺後

検 圧開始 までの時間 は約60分 である.

第6節　 脾 重 量

第1編 に述べた方法 と同 じように して検圧終了後

脾乾 燥重量を測定 した.

第7節　 代謝係数

呼 吸値 は脾乾 燥重量1mgに つ き1時 間に消費し

た酸素量(cmm)を 正 の数 で 表 わし,好 気性及び

嫌気性解糖値 も同様の 条件 で発生 せ る炭酸ガス量

(cmm)を 示 す もので あ り,次 式 によつて それぞれ

算 出され る.

呼吸値(QO2)=
消費せ る酸素量(cmm)

/乾 燥重量(mg)× 時間(hr)

好気性解糖値(QO2M)

=含 酸素気 中解糖作用 によ り発生せ る炭酸量(cmm)

/乾燥重量(mg)× 時間(hr)

嫌気性解糖値(QN2M)

=窒 素 中解糖作用 により発生せる炭酸量(cmm)

/乾燥重量(mg)× 時間(hr)

第3章　 実 験 成 績

第1節　 正常DBA系 マ ウス脾 の呼吸解糖値

10例 についての成 績は表1に 示 す如 くである.呼

吸値(QO2と 略 す)は 最 高8.9.高 低7.0で,平 均7.75

±0.66(標 準 偏 差,以 下 同 じ)で あ る,好 気性解糖

値(QO2Mと 略 す)は 最 高2.9,最 低1.2で 平均1.56

±0.50で あ り,嫌 気 性 解 糖 値(QN2Mと 略 す)は 最高

6.6,最 低5.2で 平 均5.90±0.45で ある.個 々の症

例 に つ い て の 脾 細 胞 像 は 表2に 示 す 如 くで,リ ンパ

表1　 正常DBA系 マウス脾 の呼吸解糖値



白血病細胞の糖代謝に関する研究　 515

球 が78.4～96.4%を 占め て い る.

表2　 正常DBA系 マウスの末梢血液像及 び脾細 胞像

第2節　 DBA系 マウスの前 白血 病期にお ける脾

の呼吸解 糖値

メチルコラン トレン(MC)塗 布後32日 ～80日 迄

の17例につ き測定 した.そ の成績 は表3に 示 す如 く

である. QO2は 最 高10.7,最 低6.4,平 均8.09±

1.25で あり,対 照に比 し幾分高値 を示 したが 有意差

は認め られな かつた. QO2Mは 最高4.2,最 低1.0,

平均2.50±0.86と 対照 の1.6倍 であ り,両 者 間 に有

意差(P<0.05)を 認 めた. QN2Mは 最高8.8,最 低

5.0,平 均6.88±1.30で あ り対照 に比 し約1.2倍 の

高値を示 し有意差(P<0.05)を 認 めた.脾 細胞像

は表4の 如 くで,対 照同様大部分 が リンパ球 に より

占められてい るが一部 の症 例におい ては リンパ芽球

の増加がみ られた.リ ンパ芽 球が5%以 上を 占めて

いたNo, 203, 209, 210, 213 , 214, 217の6症 例 に

ついてはQO2平 均8 .45, QO2M平 均3.15, QN2M平 均

表3　 DBA系 マ ウスの前 白血 病期 脾の呼吸解糖値
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7.61と な り,い ずれ も対照及び前 白血病期 の平均値

より高値 を示 した.即 ち前 白血間期 において脾 に リ

ンパ芽球が増加 しつつ ある症例は対照 に比 し代謝殊

に解糖値の亢進がみ られ る.脾 における髄外造血 と

しての赤芽球系,顆 粒球系細胞 と代謝 との間には何

ら関係は見 出 し得な かつた.

第3節　 DBA系 マウスの リンパ 性白血病期にお

ける脾 の呼吸解糖 値

白血病マ ウス14例 について脾の呼吸解糖値を測定

した成績は表5の 如 くである. QO2は 最 高11.3,最

低7.1,平 均8.64±1.20で あ り,対 照な らび に前 白

血病期 のそれ より有意の差(P<0.05)を もつて高

値を示 した. QO2Mは 最高6.9,最 低2.1,平 均4.41

±1.55で あ り,対 照 に比 し約3倍,前 白血病期 のそ

れとは 約1.8倍 の亢進を示 した. QN2Mは 最高21.7,

最低7.8,平 均11.81±3.17で あ り,対 照 に比 し約

2倍,前 白血病の それ とは約1.8倍 の亢 進を示 した

(図2).脾 細胞像 は表6の 如 くで,対 照 とは異 り リ

ンパ芽球の百分率 が増加 す る.リ ンパ芽 球百分率 と

代謝係数との間の 関係 は 図1に 示す 如 くQO2, QN2M

との間 には正の相 関 々係 が認 め られ たが, QO2Mとの

間には何 ら関係は見 出 し得 なかつた.

第4節　 糖呼吸について

1929年Crabtree10)が 癌組織 に おけ る糖呼吸 は内

発呼吸 より低い と報 告 して以来,種 々の癌組織 につ

いての成績が報告 されてい る. DBA系 マウス の正

常,前 白血病期,リ ンパ 性白血 病期の各脾 につい て

の成績 は表7に 示 す如 くであ る.正 常脾5例 につ い

ての糖 呼吸は内発 呼吸に比 し3例 に おいて軽度上昇,

 2例 に軽度 低下 を認め る.し かし平均値 では糖 呼吸

7.8,内 発呼吸7.7で 両者間 に差 は 認 め られなかつ

た.前 白血 病期 の脾5例 では糖呼吸値 は内発 呼吸に

比 し3例 は高値を, 2例 は 低値 を示 したがその差 は

少 ない.平 均 値では糖呼吸7.9,内 発 呼吸7.9で 正

表5　 DBA系 マ ウスの リンパ性 白血 病脾

の呼吸 解糖値

図1　 脾 スタン プ標本 に於け るリンパ芽 球百分率 と代謝系数 との関係
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常脾 にお ける.と同様差 は認 め られなかつた.

一方,リ ンパ性 白血病脾10例 においては全例

に糖呼吸の低下を認 めた.内 発 呼吸に比 し糖

呼吸の低下の最大 はNo. 231の66.3%で あ

り,最 小はNo. 234の97.4%で あ る.内 発

呼吸平 均9.04に 対 し,糖 呼 吸平均7.38で,

糖添加 によ る呼吸抑制率 は平 均18.5%で あ

つた.呼 吸抑制率 と 脾 の リンパ 芽 球百分率

との間には相関 々係は認 め られなかつた(図

3),

表7　 DBA系 マ ウス脾 の内発呼吸 と糖呼吸

Ⅰ 正 常 マ ウ ス

Ⅱ 前 白血病期 マウス

Ⅲ リンパ性 白血病期 マ ゥス

図2　 DBA系 マ ウス脾 の呼 吸解 糖値(平 均)

図3　 呼吸抑制 率と リンパ芽球 百分率 との関係

(呼吸抑制率=100-
糖呼吸

/内発呼吸
×100)

第5節　 総 括

以上 の 成績 を 総括す ると 次の 如 くで あ る

(図2).

1) DBA系 マウスにおい てMC誘 発 リン

.パ性 白血 病 が発生す る以前 の前 白血病 期の脾

のQO2は 対照 との間に差 が 認 め られなかつ

たが, QO2M及 びQN2Mは 対 照と比 し有 意の高

表8　 DBA系 マ ウス脾の諸種係数 比
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値を示 した.

2) DBA系 マウスのMC誘 発 リンパ 性 白血病 に

おいてはQO2, QO2M, QN2Mの す べてが 対照 より高値

を示 した.就 中,解 糖値 は対 照に比 し著明 に高 く,

 QO2Mは 約3倍, QN2Mは 約2倍 の増加を 示 した.

3) リンパ 性白血病 脾 の細 胞像 とQO2, QO2M, QN2M

との間 には,リ ンパ芽球百分率 とQO2, QN2Mと の間

に正 の相関 々係が認 め られた.

4) 正常,前 白血病,リ ンパ 性 白血病 マウス の各

々の脾 の内発呼吸 と糖 呼吸とを比較 す ると,正 常及

び前 白血病 マウス脾 では差 が認 め られなかつたが,

リンパ性 白血病 マウスの脾 では糖 呼吸の低下が全例

に おいて認め られ た.

第4章　 考 按

1924年O. Warburg52)は 癌 の糖質代 謝を呼吸解糖

面 より検索 し,癌 は異常 に高 い好気性 な らびに嫌気

性解糖能を有 し,腫 瘍組織 と胎生組織,正 常組織 と

の間 には代謝 の 根本 的 な 差異が あ ることをみ出 し

た.即 ち,腫 瘍組織 は低 いQO2と 異常 に高 いQO2M

及びQN2Mを 有す るに対 し,胎 生組織は高 いQO2及

びQN2Mと 低 いQO2Mを,正 常組織 は 中等度 のQO2

と低 いQO2M及 びQN2Mを 有す ると述 べ て い る.

従つ て盛 んな増殖力 を有 する造血組織 や白血 球及 び

その腫瘍性変化 とみ られ る 白 血 病 細 胞 等 が如何な

る代謝様式 を 有す るか も興 味あ る問題 とな つて く

る.

最初に 白血球 の酸素 消費 を 測定 したのは1911年

Grafe17)で あ り,白 血病 の末梢血 は酸素 消費が亢進 し,

骨 髄性白血病にお けるそれは リンパ性 白血病 におけ

るより著明であ ると報告 した.一 方,血 球 の解糖能

に関 しては1913年Rona35)ら が 白血球 は赤血球 に比

して解糖 が大 きい と報 告 し,次 いでMac Lean27)ら

は白血球 と赤血 球の解糖能 の比 は100:1乃 至1000:

1で あ ると述べ た. Bakker2)は 家兎腹腔 滲出液中

の多核白血 球の呼吸解糖 能を測定 し, QO2M及 びQN2M

は 高 くその代謝様式 は 腫瘍型 に 似 ている と報告 し

た.更 にFleischmann13)ら は滲 出液 中の白血 球 と流

血 中の白血 球の代謝の相違につ き検討 し,両 者 の相

違点 はQO2Mの 大小 で あつて,滲 出液 中の 白血球 の

QO2Mの 大な るは 細胞 の 障害 によ るた めで あると述

べた. Fujita14)は 白鼠 の末梢 血白血球 の呼吸解糖値

を測定 し, QO2 9.2, QO2M 2.6, QN2M 20.6な る成 績

を報告 し正常 白血球 の代謝様式は胎生型 である とし

た.

Daland11)ら は 正常 及び 慢性骨髄性 白血病の末梢

血 の酸素消費を測定 し,正 常で は殆ん ど酸素消費は

認 め られない に反 し,白 血病血液 では成熟細胞が多

くなればな る程酸素消費 も増大す ると述べた.一 方,

 Barron3)ら は正常 白血球及び感染症の際の白血球と

白血 病の末梢白血球 との代謝の相違について検索 し,

両者 間には本質 的に差がな く,白 血病では呼吸解糖

能 の正 常とみな され る多数 の細胞が血球生成の程度

を調節 する機 転が障害 され る為に流血中に放出され

ている状 態であ り,末 梢血白血球の成熟細胞の多い

ものと幼 若細 胞の多い もの との間に酸素消費量の差

はないと してDalandら の説に反対 した. Rin34)も

同様,正 常及 び白血 病細胞共にQO2Mは 認め られず,

両者共 胎生型 の代謝 様式 を 示 す と述 べて い る.

 Bossa7)は 人白血病 に お いて骨髄性 は腫瘍型に,リ

ンパ性 は胎生型に類 似 してい ると述 べ,骨 髄性白血

病 に出現 す るQO2Mは 細胞の障害 の結果で あろうと

述 べた. 1930年peschel30)は 人 リンパ性白血病4例

につ き呼吸解糖能 を測定 してQO2 5.8, QO2M 0, QN2M

 11.0な る成績を得,リ ンパ球は正常幼若組織型の代

謝様式 を示 す と述べ, QO2は 生成された乳酸を消滅

させ るに十分であ ると述べ た, Schlossmann38)も1

例 の リンパ性 白血病についてpeschelと 同 じ成績を

報告 してい る.

Glover16)ら は正常及び白血 病細胞 につき呼吸解糖

能 と細胞 の成 熟度 との関係につき検討 し, QO2は 骨

髄性,リ ンパ 性白血病共細胞が成熟 する程高 く,こ

れ に反 しQO2Mは 骨髄 注白血病細胞で は成熟細胞で

低 くて,リ ンパ性 白血 病細胞では成熟度 との間に差

が なかつ た. QN2Mは 成熟度 との 間に全 く差 が認め

られない とし,従 つて正常白血球及 び主 として成熟

細胞 よ りな る骨髄性 白血病細胞は腫瘍型を,主 とし

て幼若細 胞よ りな る骨髄性 白血病細胞及び リンパ性

白血病 細胞は胎生型 の代謝様式を とると報告 した.

同様の報告は 本 邦 勝沼58)に よつて 報告せ られてい

る.一 方, Ponder31)ら は家兎腹腔滲出液を使用し,

その白血球の成熟度 によるQO2の 変化を検索 し幼若

な白血 球程QO2は 大であ ると述 べている. Soffer40)

らによ ると白血病細胞は正常 白血球 より呼吸解糖共

亢 進す るがその差は少な く細胞 の成熟度 とは無関係

であ ると述べ,顆 粒球系細胞 は腫瘍型に,リ ンパ球

系 細胞は胎生型で あるとい う. Keible22)らは健康人

及 び 白血病患者 の白血球 につ き呼吸解糖能を測定

し,顆 粒球系細胞 は 正常 白血球,白 血病細胞共に
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QO2, QN2Mは 成熟型程 高値を 示 し,リ ンパ 性 白血病

では顆粒球系細胞に比 しすべて 低値 を 示 し中 で も

QO2Mは0に 近 いと述べ た.

最近Bird4)ら は健康人 並 びに 白血病患者 白血球

について呼吸作用,乳 酸生成量及び糖消費量等 を測

定 し,正 常白血球 と顕粒球系 白血病細胞 の間には差

は認め られず,リ ンパ性 白血病細胞 は乳酸生成量,

糖消費量共に顆粒球系細胞 より僅少で あると報告 し

た.ま たBeck and Valentine5)もglucoseにATP,

 DPN, Cytochrome C等 の 種 々 の基質 を含有 した

溶液 中での酸素消費量及び乳酸生成量,糖 消費量 等

を健康人ならび に白血病患者 白血球 につ き測定 し,

酸素消費量,乳 酸生成量,糖 消費量共 に正常 白血球

が最大であり,リ ンパ性 白血病細胞が最小で あると

報告 して いる.

以上の如 く末梢血液の 白血球の代謝については顆

粒球系細胞は腫瘍 型に,リ ンパ系細胞は胎生型 に類

似するとい う報告が多いが,個 々の白血病細胞 につ

いての成績は一定 していない.

さて白血病細胞の新生 され る骨髄 の呼吸解糖作用

につ いては,教 室 真田61)に より人骨髄穿刺液を用

いて健康人及び 白血病 につ き詳細 に検討 された.即

ち, QO2は 急性骨髄性 白血病,単 球性 白血病 に於 い

て亢進し,慢 性骨髄性 白血病では健康人 と大差な く,

リンパ性 白血病で は低下 を 示 した. QO2Mは 急性骨

髄性白血病 のみが亢進を示 し,慢 性骨髄性,リ ンパ

性白血病等で は低下 す る. QN2Mは 急性骨髄性 白血

病,単 球性 白血病では著明に亢進 し,慢 性骨髄性 白

血病,リ ンパ性 白血 病では健康人 と有意差がな く,

慢性 リンパ性 白血病では低 下す ると述べてい る.以

上の如 く急性骨髄性 白血病,単 球性 白血 病ではすべ

て代謝が亢進 してい るのに反 し,リ ンパ性 白血病で

はすべて低下の傾向が認め られてい る.し か しなが

ら真田 も指摘 してい る如 く,リ ンパ性 白血病は対照

とした正常骨髄組織 との比較 は不適 当であ り,正 常

リンパ系組織 との比較 がな されるべ きであ る.

リンパ性 白血病についての呼吸解糖 作用の測定は

その対照の 困難性 より考 えて 末梢血液,骨 髄等 よ

り,リ ンパ系組織例へば リンパ腺,脾 等 が適当 と思

われる.そ れに も拘 らず リンパ性 白血 病について リ

ンパ系組織を対照と した研究 は現在 迄の所 ,人 に関

するJackson21)ら,マ ウス に関す るVictor43)-49)ら,

 Burk9)ら 等 の成績が み られ るにす ぎな い
. Jackson

らはlymphosarcoma, lymphatic leukemia, lympho

cytoma, reticulum cell sarcoma等 をmalagnant

 lymphomaと して一 括 し正常 リンパ腺 を対 照 とし比

較検討 した. QO2は 両者間 に差 は認 め られなかつた

がQO2M, QN2Mは 共 に正常 よ り亢 進す ることをみ てい

るが,臨 床的観点 よりの悪性度 とQO2M, QN2Mの 値 の

間には相関 々係は見 出し得なかつ たと述べ ている.

 Victor44)ら はC58系 マウス の 自然発生 リンパ 性 白

血病 の リンパ腺につ き呼吸解糖 作用を測定 し, QO2,

 QO2M, QN2Mは すべ て 正常 より亢 進す ると報告 した.

これに 対 しBurk9)ら は 数 例 のRF及 びRF/AR

マ ウス にMG塗 布 と レ線照射 を行 い リンパ 性 白血

病を誘 発せ しめその リンパ腺,脾 の呼吸解糖能 につ

き検討 したが,正 常 と白血 病 との間には差は認 めら

れなかつた とし,今 後症例を重ね た検討が必要 と述

べてい る.一 方 著者が今回実験を行つた14例 のMC

誘発 リンパ 性 白血病DBA系 マ ウ ス脾 で はQO2 

8.64 , QO2M 4.41, QN2M 11.81で あ り, Victorら の リ

ンパ腺 におけ る成 績同様呼吸解 糖共正常 マウス に比

して 亢進を 示 し,殊 に解糖値 の亢 進は 著明で あつ

た.

また腫瘍組織 の代謝の測定には その構成細胞成分

が重要 な関係を有 す ることはい うまで もないが,測

定 に使 用 した 組織 の 細胞像 とQO2, QO2M, QN2Mと の

関係 について検討 した報 告は現在迄 の所殆 ん どみ ら

れない.従 つて,今 回の実験 においては,そ の関係

について も検 索を行つたが,脾 の主要細胞成分 は正

常マウスでは リンパ球が,リ ンパ性 白血病 では リン

パ芽球 が大 部分 を 占めてい る.代 謝係数 と脾 ス タン

プ標 本に お ける リンパ 芽球 百分率 との 関係 をみ る

と, QO2及 びQN2Mと リンパ 芽球百分率 との 間には

正の相関が 認 め られたが, QO2Mと の 間 には 何 ら相

関 々係 が認 め られなかつた.人 リンパ性 白血病 の末

梢血 においてQO2Mは0で あ るとい われてい るが,

著者 の マ ウス におけ る リンパ 性 白血病 脾のQO2Mは

著 明に亢進す る.こ の ように末梢血 におけ る リンパ

球 と脾 の リンパ 系細胞 との間 のQO2Mの 量的差異に

関 しては不 明であ るが,最 近Warburg51)も 指摘 し

ている如 くQO2Mは 甚だ 多方面 よ り影 響を うけ易 い

ものであ り, QO2Mと リンパ 芽球 百分率 との 間に 相

関々係 が認 め られない ことなどよ りしてFleischmann

らのい う如 くこれは細胞の障害 に基づ く可能性 も考

え られ るが,こ の点 に関 してはなお検 討を要す る問

題で ある.

前 白血病期 にお ける リンパ系組 織の代謝に関す る

報告 もマ ウス について 行つ たVictor43)ら, Burk9)

らの ものをみ るにす ぎない. Victor43)ら は 白血病 好
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発系で あ るC58系 マウスの年 令別の呼吸解糖能を測

定 した.即 ち, C58系 マ ウス は 生後6～9ヶ 月に90

%前 後の 自然 白血病発生率を みる系 統であ るが,そ

の生後6～8週 群 と6～9ヶ 月群 で未 だ 白血病発生の

認め られない群 とを比較検討 し,生 後6～8週 群は

QO2 5.45, QO2M 2.13, QN2M 5.78で あ るの に対 し,前

白血病期 とみな した生後6～9ヶ 月群 のそれはQO2

 4.78, QO2M 3.08, QN2M 7.82で推計学 的に両者 の間に有

意の差 が認め られた とい う.一 方, Burk9)ら はRF,

 RF/AKの2系 統 のマ ウスにMC塗 布 と レ線照射 を

行 い白血 病発生以前 の時期 のマウスの リンパ腺,脾

と無処 置 マ ウス の そ れ と を比 較検討 したが, QO2,

 QO2M, QN2Mは すべて両 者間に差 が認 め られなかつ た

と し,こ れは症 例の少ない ことよ り今後 の検討が 必

要 であ ると述べ でい る.著 者は 第1編 においてMC

塗 布によ るDBA系 マ ウス白血病発生率及 び発生 迄

の期間等 につ き塗布後4ヶ 月迄 追求 し, 4ヶ 月にお

け る発生 率は71.8%,期 間は8週 よ り17週,平 均

11.2週 と報告 した.従 つ て,著 者 は 前 白血病期 を

Burkら と同様MC塗 布後80日 迄 の期間 内で末梢血

に白血性変 化のない もの と規定 し,そ の条件 にかな

つ た17例 のマ ウスにつ き検 討 した.その結果,前 白血

病期 に おいてはQO2 8.09, QO2M 2.50, QN2M 6.88で

あり,対 照 のQO2 7.75, QO2M 1.56, QN2M 5.90に 比

較 して推計学 的にQO2M, QN2Mに おいて有 意の上昇を

認 めた. QO2に つ い ては 推計学 的の 有意差 は認 め

られなかつたが, Victorら の 成績 と反対 に やや 増

加の傾 向がみ られ た. Warburgの 発癌説 は 体細胞

が酸素欠乏状態 に長 くおかれ ると不 可逆性 の呼吸障

害 を起 し,こ の ような細胞 は再 び酸 素供給 の十 分な

状 態におかれて ももはや呼吸 を行 うことが出来 ず変

性 または壊 死に陥 るが,こ のよ うな細胞 の中 で一 部

の ものは解糖 によ るエ ネルギー代謝が呼吸 によ るエ

ネルギー代 謝を代 償 して生 き残 ることが でき,こ の

細胞 が癌細 胞にな るとい うもので ある. Victorら の

成績 はWarburgの 仮説を 支持す るもので あるが,

著者 の成績 ではQO2は かえつて増加の傾 向にあ り,

前 白血病期及び 白血病 において も呼吸作用の障害 は

認め られな かっ た.

一方,教 室浅野54)ら はDBA系 マ ウスにMC塗

布を行い,血 清乳酸脱水 素酵 素(LDH)の 変動を 白

血病 発生迄追求 し,白 血病期 にはLDHの 著 明な上

昇 を認め ると共に,前 白血病期 において もLDH活

性 の軽度上昇がみ られ たと報告 してい る.こ の よ う

に前 白血 病期に既 に血清LDH活 性 の上昇が み ら,れ

たことは解糖 系代謝の亢進が血清に反映ぎれた もの

と考 え られ,著 者の成績 とよ く一致 して興味深い,

 Pasteur効 果絶体値及びPasteur効 果 の定量的表

現 で あ るMeyerhof酸 化係 数は正常,前 白血 病で

は略等 しいが,白 血 病 で は増 加 し て い る.ま た

Warburg51)52)は 解糖 能力が 高 いという ことは癌に

特有な性質 ではな く成長組 織の一般的性質であり,

胎生組織 と癌組織 との根本 的な差異はWarburg商

(QO2M/QO2)に あつて,正 常組 織は一般 に低 く(0.1

～0),悪 性腫瘍で は異常 に高 い(3 .1～3.9)こ とよ

り区別され ると述 べ て いる.著 者の 成績では正常

0.2,前 白血病0.31,白 血 病0.51で あ り,前 白血病で

は正常に比 し約1.5倍,白 血病では約2.5倍 の増加

を示 したが, Warburgの い うような 高 い値 はみら

れなかつた.ま た呼吸解糖比(QN2M/QO2)はWarburg

によ ると悪性腫瘍で は8.57,胎 生組織では1.67と

述 べ,真 田は骨髄穿刺液において急性骨髄性白面病

では2.57,急 性 リンパ性 白血病では2.48と 報告し

て い る.著 者の成績で は 白血病 に お い て1.37と

Warburg,真 田の 成績 より低 く胎生組織に近い値で

あ るが 正常 に比較 す ると約2倍 の 増加 を示 した.

1929年Crabtree16)は5炭 糖 も癌組織で 代謝され

ないかい う目的で,対 照 としてglucoseを 加えたも

のと基質 を全然含まない もの とについて呼吸作用を

測定 し,癌 組 織において1例 の例外 もな く糖呼吸は

内発 呼吸よ り低 い ことを 見 出 した.そ の後Kun23)

らもEhrlich腹 水癌細胞において同様の現象を観察

し,以 後各 種の癌組織について この現象が認められ

ている.こ の糖 の添 加によ る呼吸 の低下をCrabtree

効果 と呼ぶが, Seehlich37)ら は骨髄 性及び リンパ性

白血病 の末梢 白血球 に おいてCrabtree効 果 を認め

たが,正 常白血球では認め られなかつ起と報告して

い る.即 ち骨 髄性 では35%,リ ンパ性では37%の

呼吸低下 を示 した.ま たVictor44)ら もC58系 マウ

スの リンパ性 白血病 の リンパ 腺において23例 中22

例に糖 呼吸 の低下(平 均19%)を 認めている.著者

の成績で は正 常及 び前 白血 病では糖呼吸と内発呼吸

は略等 しいが,白 血 病で は全 例 に おい てCrabtree

効果が認 め ら.れた,一 般 にCrabtree効 果 は癌細胞

に共通 の現象 とされて お り.従 つ てMCに より誘

発 され たマ ウス白血 病の脾 に認め られるリンパ芽球

は癌細胞 の一 種 とみなす ことが 出来よう.

第5章　 結 語

DBA系 マ ウスにつ き,正 常(生 後5ヶ 月)前 白
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血病(MC誘 発 リンパ 性 白血病発生以前 の時期)及

びMC誘 発 リンパ 性 白血病 マ ウス の脾の呼吸解糖

作用を測定 し次の結果を得 た.

1) 正常脾ではQO2 7.75, QO2M 1.56, QN2M 5.90で

あつた.

2) 前 白血病期の脾に於いてはQO2は 正常 より増

加の傾 向を示 したが,推 計学 的には有意差は認 めら

れなかつた.し か し解糖 値(QO2M及 びQN2M)は 正常

よ り有意の差を もつて高値 を示 した.ま た この時期

において脾 リンパ芽球百分率 の増加 がみ られた.

3) リンパ性 白血病に おいて はQO2, QO2M, QN2Mす

べて正常よ り高値 を示 したが,特 に解糖 値の亢進が

著明であつ た.脾 リンパ芽球百分率 とQO2, QN2Mと

の間には正の相関 々係が認め られ た.

4) 白血病 マ ウスで は全例 に おいて 糖呼吸 が 内発

呼吸 より低 く,即 ちCrabtree効 果が認 め られた.

擱 筆す るに当 り,終 始御懇切 なる御 指導 と御校 閲

をいただいた恩師平木教授に深 く感謝 いた します.

また直接御 指導いただいた浅野講師に厚 く御礼 申し

上 げ ます.

本論 文の要 旨は第25回 日本血液学会総会及 び第22

回 日本癌学会総会 において発表 した.

Studies on Glucose Metabolism of Leukemic Cell

Part 2. The Respiration and Glycolysis of the Spleen in Normal, 

Preleukemic and Leukemic Mice of DBA Strain

By

Eiichi FUKATSU

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

The respiration and glycolysis of the spleen in 10 normal mice, 17 mice of preleukemic 

stage and 14 induced lymphatic leukemia mice by painting with methylcholanthrene, was 

studied. In addition, the effect of glucose on the rates of the oxygen consumption was studied.

1) In 10 normal mice of strain DBA, QO2 was 7.75, QO2M, 1.56 and QO2M, 5.90.
2) The rate of the oxygen consumption was a little greater in the mice of the preleu

kemic stage than in normal mice, but there was no difference statistifically between both 

groups. The rates of the aerobic and anaerobic glycolysis were higher in mice of the preleu
kemic stage than in normal mice statistifically.

The percentages of lymphoblast in the spleen was higher in the mice of the preleukemic 
stage than in normal mice.

3) The rates of the oxygen consumption, aerobic glycolysis and anaerobic glycolysis were 
higher in the induced lymphathic leukemia mice than in normal and preleukemic mice. There 
was a parallel relation between the percentage of lymphoblast in the spleen, and the oxygen 
consumption and anaerobic glycolysis of the spleen in induced lymphatic leukemia.

4) The oxygen consumption rate of the spleen of all mice with induced lymphatic leukemia 
was decreased by addition of glucose in a concentration of 0.2p.c. in Ringer's solution. 
Namely, Crabtree's effect was found in the spleen with the induced lymphatic leukemia. On 
the other hand, there is no Crabtree's effect in the spleen of normal and preleukemic mice.


