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螢光抗体法によるアデノウィルス12型誘発腫瘍の検索

3.

ウ ィルス接種後,発 癌に到 る迄の局所変化 につ いて
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1962年,ア デ ノウィル ス12型(AV12)が 新 生 仔

ハ ムス ターに高率 に発癌性を有 する ことが明 らか と

な り1)～4),人か ら分離 されるウ ィルスの一つが動物

に発癌 作用を もつ点で注 目を集 めた.著 者等の教室

で発癌 実験 によつて既 に明らかに され た成績 か らす

ると5),6)こ の ウィル スが誘 発する腫瘍の発 生 母 細

胞は神 経外 胚葉 由来neuroectodermal originの もの

であ り,未 熟 な 外套細胞な い しSchwann細 胞であ

る様 に理解 され る.最 近,山 根7)は ハ ムス ター新生

仔乃至胎児 の脳組織 の培養に この ウ ィル スを加 え,

 ｉn vitro transformationに 成功 した.著 者 は腫瘍 の

側か ら発癌過程 における免 疫現象の検索を意図 し,

既 に腫瘍抗原 の腫瘍細胞 内局在 について報告 したが

8),今 回 は,ハ ムス ター の 生体 内で ウィルス接種後,

発癌に到 る迄の局所 におこる変 化を免 疫学的 に追求

す ることを試みた.即 ち,種 々のルー トで新 生仔ハ

ムス ターにアデ ノウィル スを接種 し,蛍 光抗体法 を

用いて,接 種 局所に おけ るウ ィル ス抗原 の消 長及び

腫瘍抗原 の出現 の過程 を発癌 に到 る迄経時 的に観察

し,興 味ある知見 を得た.

実験材料及び方法

ウィル ス材料 と しては102.5～103.5 TCID50/0.1ml

のAV12(Huie株)を 用い,動 物 は 新 生仔 シ リア

ン ・ハ ムスター計188匹 を使用 し,ウ ィル スを皮下

へ54匹,腹 腔 内へ98匹 に各 々0.1mlづ つ接種 し,頭

蓋内へ は36匹 に0.02～0.03ml宛 接種 した.接 種 後

30分 か ら24時 間の間,半 時間 おきに1～2匹 宛経時

的に屠殺 し, 24時 間以後は1日 おきに屠殺 し, 15日

迄観察 した.別 に腫 瘍発生を観察す る 目的のために

10～20匹 を1群 と し生後75日 迄観察 した.

屠殺 され たハムス ターか らウ ィルス接種部 の臓器

及 び組織 を無 菌的に取 り出し,生 食 で軽 く洗 つて血

液及 び附着物 を取 り除 き,あ らか じめ用意 して おい

た ドライアイス ・アセ トンで-60° ～70℃ に冷却 し

たヘキサ ンの中へ適 当な大 きさの切片 として投入 し

ク リオス タッ ト(Lipshaw社 製)用 の材料 と した.

又,残 りの一部 を冷蔵庫で冷えた純 アル コール に入

れ,蛍 光抗体 用パ ラフィン切片のために用意 した.

又,残 りの一部 をオル トの固定液で固定 し,型 の如

く普通染色切片用の組織 ブ ロックとした.ク リオス

タ ッ ト切片(4～6μ)は アセ トン(時 に 純 アル コー

ル,中 性 ホルマ リン)で10分 固定 せ られ,パ ラフィ

ン切片は型の如 く脱パ ラを 行 つて 後, 0.01M, pH

 7.2の 燐酸緩衝液(P. B. S.)で 洗滌 し,蛍 光染色 さ

れ た.腹 腔 内接 種の場合 は腸 間膜 の伸展 標本を作成

した.即 ち,屠 殺 したハ ムスター の腹壁 を開 き,細

い鋏 で腸 の附着部 を少 し腸 の漿膜を つけて切 り,瞬

時, P. B. S.で 洗 つて凝 固物や細胞表面 についてい

るにす ぎな い可溶性抗原 を洗い落 と し,ス ライ ドに

さつ とす くい あげて傷 つけない様 に伸展 し,冷 室中

で充分乾燥 させた後,ア セ トンで10分 間 固定 した.

そ して,ア セ トンを充分 乾燥 させた 後, P. B. S.

に少 し浸 し染色用バ ッ トに のせ 標識液 で37℃, 30

分 間染色 した.染 色後 は, P. B. S.で3～5回 洗滌

し,エ ルバ ノール(又 は特級 グ リセ リン)で 封入 し

日本光学 製蛍光顕微鏡 で検鏡 し,写 真撮影 はANSCO

ク ロームASA200及 びFujiカ ラーASA100を 用 いた

皮下接種 の場合,ウ ィル スをハムス ター の背 中の

皮下 へ0.1ml接 種 し,皮 膚,皮 下結 合織及び筋 肉を

含 めて標 本 とした.頭 蓋 内接種 の場合,主 として頭

頂葉左側 の実質 内へ側頭部 あるいは後頭 部よ り接種

した.そ して,前 述の如 く経時 的に屠 殺 し,脳 はす

べて乳頭体 の位 置で前額断を行 ない,側 脳 室の状態

を観察 し,一 部を ク リオスタ ッ ト切片 用 とし,他 は

蛍光抗体 用パ ラフィン切片 とした.
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蛍光抗体染 色に用い る標識 液 として は次 の2通 り

を用意 した.一 つは, AV12を 家兎の静脈 内へ 接 種

して作成 した抗AV12家 兎 γグロブ リン 標 識 液 で

(第1表),他 の一 つ は 抗マ イクロソー ム家兎 γグ

ロブ リン標識液で既 に記載 した方法で作成せ られ た

もので ある8).い ずれの切片 も少 な く共4枚 づつ 作

成 し2通 りの標識液 で各 々2枚 を染色 した.そ して

ウ ィルス抗原 と腫瘍抗原 との消長を経時的 に平行 し

て観 察 した.又,蛍 光染 色後 の同一標本をH・E染

色 した他,主 としてパ ラフ ィンブ ロックを用いてH・

E染 色,鍍 銀染色 を行 ない,更 に腸間膜伸展標本 に

つ いては, May-Giemsa染 色 を行 なつて 組織 形態 の

観察 や細 胞の同定を行な つた.

TABLE 1. Purification of Fluorescent Labeling 

Protein

実験 成 績

1. 皮下接種 におけ る局所変化 につ いて:

接種部の組織 内(表 皮,真 皮,皮 下結合織,一 部

の筋肉)に は接種初 期に瀰 漫性 にウ ィル ス抗原 の存

在が証 明 され るが(第1図),経 時的 に 観察 してい

くと4-5時 間後 には証 明されな くな る.そ うして

平行 して行 なわれた腫瘍抗原 の検索で は,ウ ィル ス

接種後遅 くとも24時 間後 か ら腫瘍抗原が 出現 して く

る.こ の腫 瘍抗原の 出現部位 は主 と して真皮,皮 下

結合織及 び一 部の筋組織 に瀰漫性 に顆 粒状 にあらわ

れて,ウ ィル ス抗原 の存在部位 にほぼ一致 す る(第

2図).腫 瘍抗原 は初めは 瀰漫性 にみ られるが, 72

時間後 には表皮直下及 び筋 肉間 にかな り限局す る様

にな る(第3図).

同一切片のH・E染 色 を行なつた標本を観察す る

と,接 種初期 には間質 の浮 腫 と好中球 の軽度の浸潤

をみ るが,時 間 の経過 と共 に(24時 間を経 ると)組

織球性 細胞が多 くあ らわれ,ウ ィルスに よる局所の

漿液性 炎の像を呈す る.

以 後, 1日 毎に観察す ると,し だいに腫瘍抗原の

存在位 置は限局 されて来て,表 皮直下 と筋線維間に

強 くみ られ る様にな る.そ して皮下 では観察 しえな

かつたが,横 紋筋組織で は筋線維 間に強い特異蛍光

を発 して腫瘍抗 原の旺盛な合成 を示 す大型 の異型細

胞 が出現 して くる(15日 目).こ の異 型細 胞は 核 が

大 き くクロマチ ンに富み,核 小体 も数個 み られ,腫

瘍抗原 は主 として細胞質 にみ られ るが,核 に も一部

点状 に認 め られ腫瘍細胞の染色態度 と全 く同一 であ

り(第4図),細 胞は又,そ の形態が著者等 の 教室

で 明らかにされた末 梢神経枝の終末鞘細胞 に一致す

る.接 種後, 20日 前後で小 さい結節が認 められ る様

にな り,腫 瘍抗原 は主 として細胞質 にみ られ るが,

核に も認 められ, 40日 もす ると腫瘍結節が 肉眼的 に

も明 らか となつ て くる.出 来上つた腫瘍の組織像 は

上皮性性格を あらわ し,柵 状 配列,ス ダ レ状構造,

ロゼ ッ ト形成,巨 細胞 の出現 がみ られ,未 分化な神

経 外胚 葉性細胞 由来,特 に末梢神経枝の末端の鞘細

胞 に由来す ると考え られ る像 であつた.こ の所見は

腹腔 内接 種で得 られ た腫瘍 の組織 像 と全 く同 じもの

で あつた.

2. 腹腔 内接種の局所変 化について:

腹腔 内へ接 種 され たウ ィルスを腸間膜の伸展標本

について経時的 に観察 す ると,ウ ィルス抗原が4～

5時 間迄 は証 明 され る.他 方,腫 瘍抗原 は12～24時

間後 に出現 して くる(第5図).

ウ ィルス抗 原 は接種後, 30分 後 には,漿 膜細胞,

線維芽細 胞,紡 錘形細胞(恐 ら くSchwann細 胞),

神経線維等 にひ ろ く瀰 漫性 に認め られ る.こ れ らの

細胞で の局在 は主 と して細 胞質で あるが,一 部核内

に もみ られ る.接 種後1時 間では ウ ィル ス抗原 は上

記組織 固有細胞 の他,遊 走細胞(組 織球性細胞,好

中球)に 貪喰 されて み られ る.

抗腫 瘍マ イクロソーム標識液で染 ま る腫瘍抗原は
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上記 ウィルス抗原の存在部 位にほぼ一致 してみ られ

る.そ して24時 間以後 では,腫 瘍抗原は皮下 におけ

ると同様漸次限局す る傾 向を示 して くる.即 ち,漿

膜細胞で は,特 異蛍光 は次 第に弱 くな る一方,紡 錘

形細胞(恐 ら くSchwann細 胞),神 経線維 に し だ

いに強 くみ られ る様 にな る(第6図).

H・E染 色及 びMay-Giemsa染 色で観察 す ると,

ウィル ス接種初 期には極 く軽度の漿膜細胞 の腫 大,

集積並 びに好 中球,リ ンパ球の浸潤 がみ られ るが,

 1～ 数 日後の標本では著 るしい漿膜細 胞の集積,組

織球,好 中球,単 球 及び リンパ球 の浸 潤がみ られ る

様 にな る.

皮下におけ ると同様,こ れ らの反応 は漿液性の ウ

ィルス性炎像 に一致す る所見 であ る.

又, 3～7日 後の標本で,漿 膜 細胞にHeLa細 胞

でみ られ ると同様 な 細 胞変性効果(C. P. E.)を 認

めた.即 ち核 の膨 化,ク ロマチ ンの凝集,粗 造化,

核小体の腫大並 びに核破壊 がみ られた(第7図).

蛍光抗体染色で更 に経時 的に追跡す ると,限 局 の

傾向を示 した腫瘍抗原 は3, 4日 後 には一層強 さを

増してみ られ る様 にな り, 5日 をす ぎると紡 錘形細

胞(恐 らくSchwann細 胞)神 経線維,神 経節 に 限

局 して強弱様 々の特異蛍光がみ られ,同 一 切片 内で

は平均2, 3ケ の ものに特 に強 い蛍光 が認 め られ る.

腫瘍結節 の形成 は7～10日 後 にみ られ,主 として

蛍光 陽性 の線維に連続 して あ らわれて蛍光は強陽性

で一段 と輝 きを増 し,一 見 して す ぐそれ とわか る.

ウィルス接種 後, 10日 目の標本 で神経節 及び神経線

維に特異蛍光 を認め(第8図),こ れに 連続 して 腫

瘍の発生 を認 めた(第9図).な お,腫 瘍 の発生初

期の像が とらえ られた ものは24時 間以後腫瘍芽を検

索 した15匹 中5匹 で ウ ィルス接 種後7～10日 で屠殺

した ものにみ られた.

これ らの腫瘍は屠殺 した時 肉眼的に は認 め られ な

いほ ど小 さ く,そ の数 は1匹 につき平均2.4ケ で あ

り,勿 論,転 移性 の ものを避 け る意味か ら諸臓器 を

詳細に検索 し,他 に腫瘍 の形成 がない ことを確認 し

た.腫 瘍細胞の染色態度 は既報の様 に主 と して細胞

質に特異蛍光がみ られ,細 胞膜 に近い部で密度 が高

く,又,核 の一部 の ものに も点 状乃至斑点状 にみ ら

れた.そ の組織像 は皮下接 種で発生 した腫瘍 のそれ

に全 く同様で,上 皮性性 格を有 してい た.な お,腫

瘍発生 を認め る頃 の漿膜 細胞の腫瘍抗原 は殆 んど認

められないほ ど弱 くなつてい る.

3. 脳 内接種 におけ る局所 変化について:

AV12を 脳 内に接 種後,経 時的 に観察 す ると30分

後 には脳室上皮,実 質 内及 び髄膜 に広汎 にウィル ス

抗原 の存在 がみ られ る. 1時 間後には ウィル ス抗原

は既 にその存在が明 らか でな く,腫 瘍抗原 は6～7

時 間後には既に あらわれて来 て,ウ ィルス抗原の存

在部 位 とほぼ一致 して脳室上衣,髄 膜及び実質 の一

部 でかな り瀰浸性 に顆粒状 にみ られ る.そ して時 間

の経過 と共 に脳室上衣,髄 膜部 に しだいに限局 して

み られ る様 にな る(第10図).H・E染 色で観察す る

と,接 種後3時 間頃 には,側 脳 室上 衣には充血,浮

腫が あり,上 衣下層 のEmbryonic rest cellsの大小不

同がみ られ,脳 実質 の深 部では少数の好 中球 の出現

を伴なつて リンパ球様 の小 円形細胞が多数み られ,

ウィル ス性 漿液性 炎の像 を呈 してお り,髄 膜 に も同

様浮腫 と充血が み られ少数の リンパ球様細胞 の浸 潤

が認 められ た.又,脳 室が軽度に拡張を示 す もの も

み られ た.時 間 の経過 と共 に膠細胞 の増生,血 管周

囲の リンパ球 の浸潤がみ られ る.な お,特異 な ことは

ウ ィル ス接種 後, 3時 間後の肝及 び脾 を抗 ウィル ス

標識液で染色 す ると,肝 で は星細胞,脾 では洞 内皮

細胞 に特 に強い特異蛍光がみ られ た.以 上,脳 内接

種 の場合 は,ウ ィルス接種後初期 の病 変(生 後1週

間迄 を主 と して)を 主 に検討 した.な お,対 照群 の

ウ ィルス接 種を行なつてい ない 新 生 仔 ハ ムスター

(生後1週 間の もの迄観察)で は抗 マ イクロソーム

標識液で染 色 した場合,前 報 の如 く共通抗原性 が脳

室上衣,髄 膜 及 び一部 の小血管周 囲 にみ られ た.し

か し,ウ ィルス接種の場合 の方 が一般 に よ り強 くみ

られ,又,顆 粒状に認 められ る点 で明 らか な差異 が

あつた.な お,以 上 において認 め られた蛍光 陽性 所

見 については, blocking test並 び に対照 において極

めて弱いか,あ るいは陰性 で あることか ら特異 蛍光

で あることが確 かめ られた.

総括及び考按

ウィル ス接種部 の組織 内では,初 め,瀰 漫性 に ウ

ィル ス抗原 の存在 が証 明 され る.皮 下接 種の場合,

ウ ィル ス抗原 は3時 間迄は証 明されるが, 4～5時

間後 には既 に殆 ん ど証明 され な くなる.こ れ に対 し

て,脳 内接種 の場合,早 い時期 にウ ィルス抗原 は証

明され な くな り, 1時 間後 には既 に証 明 され難 くな

る. 3時 間後に肝及 び脾 にウ ィル ス抗 原がみ られ た

こ とと考 え合 わせて恐 ら くウィル スは接 種後比較的

早 期に血 行性 乃至は リンパ行性 に蔓延 をお こす と思

われ る. Yabe8),浜 家9)10)ら の脳 内接種実験 に おい
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て肝及 び腹腔 内腫瘍 の形 成をみてい る事 と考 え合 わ

せ興味深い.

H・E染 色 で接 種局所の病変を観察す ると,い ず

れ の個所 において も初期 には ウ ィル スによ る漿液性

炎 の像 が認め られ,好 中球の浸 潤,次 で時 間の経過

と共 に組織球性細胞及 び リンパ球 の浸潤が認め られ

る様にな る.一 方,抗 マイ クロソー ム標識液で染 ま

る腫瘍抗原 は皮下接種 の場合,遅 くとも24時 間後か

らあらわれて くるが,腹 腔 内接 種の場合には12～24

時間後か ら出現 し,脳 内接種で は更 に早 く6～7時

間後 に既 に認 め られ,そ の 出現部位 はほぼ ウィル ス

抗原の 出現部位 に一致 す る.こ の様 にウ ィルス抗 原

が消 失 して腫瘍 抗原が あらわれ る迄 には若干 の時 間

的ず れがあ る(第2表). in vitroに おけ る 実験 結

果 による と11),12)培養細胞 にAV12を 感染 させた後,

 3～6時 間頃か ら腫瘍 抗原が証 明されるが,感 染細

胞 が産生 す るウィル ス抗原 は20時 間 を過 ぎてか ら証

明 され るとい う.著 者 の検索 では,ウ ィル スが接種

された後,細 胞 に くみ込 まれ たウ ィルスが一 旦消失

してか ら腫瘍抗原 が出現 する迄 には,脳 内接種では

5～6時 間,腹 腔 内接種 では7～8時 間,皮 下接種

では20時 間 とそれぞれ接 種部位によ り出現時間 に幅

が あることは明 らかであ る.又, in vivoの 場合,

腫瘍 細胞 にC抗 原 は証 明され るとい うが13),著 者 の

検索 した限 りでは一旦証明 されな くなつ たウ ィルス

抗原 は二 度と証 明 されない様で ある.こ れ は生体外

培養 とちがつて,生 体 内では, RES系,遊 走細胞,

白血球 その他の種 々の要素が関与 してい る た め 接

種 された ウィル スは比較的早急 に処理 されて しま う

ため とも考え られ,生 体反応 の複 雑 さを 感 じ さ せ

る.さ て,腫 瘍抗原 は時間 の経過 につれて限局の傾

向を示す様にな り,皮 下で は,表 皮直下 及び筋線維

間に限局 され,顆 粒状 に強 い蛍光 を放 つてい る.接

種後15日 後 に筋線維 間に大型 の異型細胞 の 出 現 を

認め,細 胞 質 に 顆 粒状 の強陽性 蛍光を認 めること

か ら 腫 瘍 細 胞 として の性 格が うかがえ る.我 々の

教 室で明 らか にされ た ところでは,こ の腫瘍発生 部

は運動終板乃至筋紡錘 に終 る神経枝の終末鞘細胞 に

当た る様 に思 われる15).茅 野16)は 同様in vivoで

実験 を行ない,ウ ィル ス接種 後24時 間以降 に筋 線維

間の一般間葉系細胞,又 は血管外膜 に一致 して 蛍光

を認め,こ れをAV12誘 発腫 瘍の母細胞 とみな して

い るが,著 者の実験 で観察 された様 に,ウ ィル ス接

種後, 24時 間後か ら腫瘍抗原 があ らわれて くるが,

この抗原 を有す る細胞 がそのまますべて腫瘍細胞 へ

と移行す るもので はな く, lyticな 系の 細胞 に もあ

らわれて くる.こ の状態は,腹 腔 内接種 の場合,よ

り一 層明瞭に観察で きる.即 ち,漿 膜細胞 に腫瘍抗

原 の出現を認め ると同時 にHeLa細 胞で み られ ると

同様のC. P. E.変 化 を 認め,腫 瘍抗原 はin vitro

におけ ると同様16)17), in vivoで もlyticな 系の 細

胞 にみ られ ることが 明 らか となつた.腸 間膜 におい

て も,腫 瘍抗原 は しだいに限 局の傾向を示 し,は じ

め はかな り涵漫性 に漿膜 細胞,紡 錘形細胞及び末梢

神経線維等 にみ られ た ものが, 4～5日 たつ と末梢

神経線維,神 経節及 び紡錘形細胞(恐 ら くSchwann

細胞)に 特 に 強 くみ られ る様 にな り, 7～10日 後

に主 と して神 経線維に連続 して腫瘍 の発生 を認 め,

蛍光 は強陽性 とな る.こ の際,同 一 切片 内で神経線

維 乃至神経節 の蛍光所見 には部位 によ り強弱が ある

が,恐 ら く腫瘍化過程 にある ものに於 いて よ り一層

強陽性 蛍光を発す る様 に思 われる.他 方,漿 膜細胞

の腫瘍 抗原は,こ れ に反 し次 第に減 少 し,蛍 光 は減

弱 してい く(第2表).

Table 2. Sequential Observation on Viral- and 

Tumor Antigen after AV12 injection in vivo.

•\•@ Viral Antigen

•@ Tumor Antigen

T.: Tumor

以上 の所見 か らす ろと,は じめウ ィルスは局所 の

標 的細胞 を含むあ らゆる細胞 に入 り,そ の結果 と し

て ウ ィルス感染細胞 の多 くに腫瘍抗原が あ ら わ れ

る.し か し,ハ ムスター の 生体 内で はoncogenicity

を有 す る細胞(target cell)とcytolyticの 性状 を も

つ細 胞(例 えば漿膜 細胞)と が混在 して お り,腫 瘍

抗原 は ウ ィル スの感染 した結果 として あ ら わ れ る

が, lytic系 の細 胞では次第 に減弱 してい くの に 対

し,腫 瘍化へ 向 うtarget cel1では時 間の経 過 と共 に

段 々と強 く認め られ る様 にな る(第2表).
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脳内接 種の場合,腫 瘍抗原は脳室上衣,髄 膜 に主

として認め られ,実 質では一部で認 め られた.し か

し,時 間の経過につれて前二者 に しだい に強 くみ ら

れる様になる.こ れ らの部位はAV12に よる脳 内腫

瘍の好発部位 と一致す る.腫 瘍抗原が他 の臓 器に く

らべて早 く出現 す る事 実は,正 常 のハ ムスター臓 器

の中で,脳 室上 衣,髄 膜及び実質 の小血管周 囲に腫

瘍抗原 との共 通抗原 性がみ られた ことか らして,ウ

ィル スの早い取 り込み,並 び に腫瘍抗原 出現過程 が

より早 く行なわれ るもの と推測 され る.な お,一 部

のウィルスは髄 液に入つて脊柱管を下 り脊髄 に腫瘍

を作 ることが明 らか となつてい る19)20).この事実 か

ら,脳 内に接 種 された ウィルスは予想外 に早 く,他

の場所へ血行性 あ るいは髄液性 に運ばれ ることが考

えられ る.

結 語

1) アデノ ウィル ス12型 の発癌過程を ウ ィル ス抗

原 と腫瘍抗原 の消長を指標 として新生仔ハ ムスター

の皮下,腹 腔及 び脳 内接種部組織 につ き蛍光抗体法

を用いて追求 した.

2) 皮下接種 の場 合,接 種局所の ウィル ス抗原 は

接種後4～5時 間後 には証 明 されな くな り,遅 くと

も24時間後か ら腫瘍 抗原が ウィル ス抗原の存在部位

に一致 して あらわれて くる.こ の特異蛍光は時間の

経過と共 に限 局 して,表 皮直 下 と筋線維間で異型性

変化の出現 した運動終板 乃至筋紡錘の神経終末の鞘

細胞に強 陽性で,染 色態度 も腫瘍細胞の それ と全 く

同様であつた.

3) 腹腔 内接種 の場 合,腸 間膜 の伸展標本 につ き

観察す ると,ウ ィル ス抗原 は4～5時 間後 に殆ん ど

消失して,腫 瘍抗原 は12～24時 間後には ウィル ス抗

原の存在部位 に一致 して出現 して くる.接 種 当初,

漿膜細胞,神 経線維,紡 錘形 細胞 等にみ られた もの

が,し だいに皮下 における と同様限局 して来て, 5

日後 には神経線維, Schwann細 胞 と思われ る紡錘形

細胞 に強 くみ られ る様 にな る. 7～10日 後 には神経

線維 に連続 して腫瘍 の発生 を認 めた.

な お,漿 膜細胞 の蛍光 は しだいに弱 くな つ て い

く.又,接 種後, 3～5日 でなお腫瘍 抗原 の認め ら

れ る漿膜細胞 にHeLa細 胞 にアデノ ウィルス12型 を

感染 させた際み られ ると同様 のC. P. E.様 の変化を

認めた.

4) 脳 内接種の場合,ウ ィル ス抗原 は他 の個所に

くらべて早 く証明 されな くな り(1時 間 後),こ れ

に代つてあ らわれ る腫瘍抗原 も6～7時 間後には既

に証明 され,は じめ,脳 室上衣,髄 膜及 び実質 の一

部にはつ きり涵漫性 に顆粒状 にみ られ た ものが,し

だいに限局 して脳室上衣,髄 膜 に認 め られ る様 にな

り,実 質の一部で も集合 してみ られ る.

5) ウィル ス脳 内接種後3時 間で肝及 び脾 に ウィ

ルス抗原 の存 在を認めた.

6) AV12感 染早期 に腫瘍抗原 の出現す る 細胞 に

は,一 つは 漿膜細胞 に み ら れ る 様 なC. P. E.様

のlyticな 作用態度を示す細胞 と,他 は腫瘍 化の 方

向に向 う細胞の二種が あ り,特 異蛍光 は前 者では時

間的経過 と共に消褪 し,後 者 では次 第に増 強す る.

7) 腫瘍 抗原を産生 して腫瘍 化する細胞 の形態 と

特異 な分布 か ら, AV12の 標 的細胞 と して は,末 梢

神経領域 では末梢神経終末(鞘 細 胞),中 枢神経領

域で は脳室上衣,髄 膜及び小血管壁 とその周 囲にあ

る極 めて未分 化で未熟な神経外胚葉性 細胞 であ るこ

とが強 く考 え られ る.

稿 を終わ るに当 り,御 指導,御 校正 を頂いた恩師

小川 教授 に心か ら感謝の意を表 します.又,ウ ィル

スの御 提供 を頂 き,い ろい ろと御助言 を賜つた癌源

ウィルス部,矢 部教授に御礼 申し上 げ ます.

更 に,教 室に在 籍 中,螢 光抗体法 について御指導

を仰いだ小 坂内科,辻 孝夫博士に深 謝いた します.

なお,本 論文の要 旨は,第55回 日本 病理学会総会

(広島), (1966)と 第25回 日本癌 学会 総会(大 阪),

 (1966)に 於いて発表 した.
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Explanation for Figures

Fig. 1 Subcutaneous Injection (1 hour)
Diffuse, granular viral antigens in epidermis and corium. Hair follicles show autofluorescence (×100)

Fig. 2 Subcutaneous Injection (24 hours)

Diffusely, granular tumor•@ antigens which almost correspond to the localization of viral antigens 

(×100)

Fig. 3 Subcutaneous Injection (72 hours)
Localized tumor antigens in corium and muscle layer (×100)

Fig. 4 Subcutaneous Injection (15 days)
Bright granular fluorescence in several cells detected in the intermuscular bundles (×400)

Fig. 5 Intraperitoneal Injection (12 hours)
Tumor antigens prominently appear in serosa cells (×400)

Fig. 6 Intraperitoneal Injection (48 hours)
Tumor antigens in spindle shaped cell and also slightly in serosa cells (×400)

Fig. 7. Intraperitoneal Injection (96 hours)
C. P. E-like change in serosa cells  (May-Giemsa Staiu,×400)
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Fig. 8 Intraperitoneal Injection (10 days)
Fluorescence in ganglionic cell and nerve fibers (×400)

Fig. 9 Intraperitoneal Injection (10 days)
Brilliant small tumor nodule which continues to the same nerve fibers as Fig. 8  (×400)

Fig. 10 Intracranial Injection (24 hours)
Granular tumor antigens in the ependymal layer cells and in the several glia-cells scattering in the

 brain parenchyma around the ventriele. (×300)

Immunofluorescent Studies on the Tumor Iuduced by Adenovirus Type 12

3. Sequential Observation on the local Carcinogenesis 

After Virus Inoculation to Newborn Hamsters

By

Tsukasa OKAMOTO

Department of Pathology, Okayama University Medical School

(Director: Prof. K. Ogawa)

By means of immunofluorescent technic, the author investigated the sequential changes of 
the viral antigens and tumor antigens in the tissue of newborn hamsters inoculated with 
adenovirus tyqe 12.
1. Subcutaneous inoculation

Viral antigens could not already be found 4-5 hours after virus injection, but tumor
antigens diffusely appeared in the injected part at least 24 hours later. In process of 
time, tumor antigens were gradually localized to the corium and muscle layer. Atypical 

large cells were recognized in the intermuscular bundles 15 days after inoculation, stained 
with strong, brilliant fluorescence. Histomorphologically they were identified with tumor 
cells originated from immature nerve-supporting cells which corresponded to muscle spindles 
or motor endplates.

2, Intraperitoneal inoculation
Viral antigens could not almost be found 4-5 hours after injection, followed by appearance 
of tumor antigens 12-24 hours later. On the observation of the mesenterium tumor anti

gens also gradually localized and became more and more strongly stained on the nerve 
fibers, spindle shaped cells (probably schwann's cells) as well as ganglion cells.
In 7-10 days after inoculation, small tumor nodules which showed bright fluorescence 
were found closely related with nerve fibers. On the other hand, the tumor antigens on 
the serosa cells became gradually weak and the degeneration of serosa cells was demonst
rated after 3-7 days, which resembled cytopathic effect of infected HeLa-cells in vitro.

3. Intracranial inoculation
Viral antigens disappeared more rapidly (one hour after virus inoculation) and tumor anti

gens were gradually located principally in the ependymal layer, meninx, but sometimes in 
the parenchyma of the brain which related to small blood vessels. Moreover, viral anti

gens were detected after three hours in the Kupffer cells of the liver and sinusendothelial 
cells of the spleen.
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