
616-006. 446-092. 9

マ ウ ス 白血 病 の 発 生 機 構 に 関 す る実 験 的 研 究

第2編

X線 照 射 に よ るRF系 マ ウ ス 白 血 病 の 発 生

に 及 ぼ す 胸 腺 及 び 脾 摘 出 の 影 響

岡山大学医学部平木内科教室　(主任:平 木 潔教授)

国 定 岑 生

〔昭和40年7月28日 受稿〕

内 容 目 次

Ⅰ.　緒 言

Ⅱ.　実験方法

1. 実験動物

2. 胸腺及び脾 摘出

3. X線 照射条 件

Ⅲ.　実験成績

X線 照射 による白血病発生 に及ぼす胸 腺摘

出,脾 摘 出及 び胸腺 ・脾両臓器摘 出の影 響

Ⅳ.　 考 按

Ⅴ.　結 語

Ⅰ.　 緒 言

胸腺は或 る種のマ ウス白血病の発生 に重要 な役 割

を演 じており,胸 腺摘 出に よつて 白血病発生率 が著

明に減少す るが,そ の機序 につい ては一定 の見解 は

得られていない.白 血病発生 における脾 の役 割 りに

ついて も,諸 家 の成績は種 々で あるが,一 般 に脾摘

出は骨髄性 白血病の発生に対 して は抑制 作用を示す

が1)2)リンパ球性白血病 の発生 に は 影響 を及ぼ さな

いと1)3-6)いわれてい る.従 来かか る研究 を通覧す る

に,使 用せ るマウスの系統 によ り,又 誘発 因子の種

類乃至その投与方法 により,若 干成績 の相違がみ ら

れ,白 血病発生 にお ける胸腺 及び脾 の関与の程度乃

至その機序の解明のため に,更 に詳細 な研究が望 ま

れる.平 木,入 野,宗 田7)8)8a)らはRF系 マ ウスに

於けるX線 による誘発 白血病 の発生機構 についての

研究において, X線 誘発 白血病 は主 として リンパ球

性であ り,こ の リンパ球性 白血病 には胸 腺の著明な

腫脹を伴 ういわ ゆる胸腺腫型 白血病 と胸 腺の腫大を

伴わない非胸腺腫型 白血病が あ り,前 者 は白血病性

変化が胸腺 に初発 し,後 者 は脾又 は リンパ 腺 に初発

し,そ の発生 過程に明 らかな相違 のあ る事 を認 めて

いる.そ こで, X線 に よる白血病 の発生 にお ける胸

腺及び脾の役 割をよ り明 らか にす る目的で,胸 腺摘

出,脾 摘 出,胸 腺及び脾の両臓器摘 出のマ ウスにつ

いて, X線 照 射によ る各病 型別 白血病発生率 の比較

を試 みた.

Ⅱ.　実 験 方 法

1. 実験 動物:使 用せ る動物はすべてRoscoe B. 

Jackson Memorial Laboratory (U. S. A)由 来のRF

系 マ ウスで白血病 の 自然発生 は殆ん ど見 られない,

いわ ゆる白血 病嫌発系 マウスで ある.教 室 で 自然 死

迄 の長 期観察 を行なつ た300匹 中僅 か2匹0.6%に

リンパ 球性 白血病 の発生を見 ているにす ぎない.マ

ウスはすべて24℃ 前後の恒温純系 マ ウス室 にて,

オ リエ ンタル固型 飼料CMF及 び水 を 自由 に与え て

飼育 した.

2. 胸腺及び脾摘 出:生 後約1ヶ 月 のマ ウスを 用

い,胸 腺摘 出には1%ア モバル ビター ル ・ナ トリウ

ム液0.3～0.4mlを 腹腔 内に注 射 して麻酔 し,頸 胸

部の毛を刈 り取つ た後,該 部 を消毒 し,気 道に沿つ

て正 中線上 を胸骨 中央部迄 縦切開 し,頸 部 諸筋群 を

左右 に分離 して,胸 腺 の上端 を露 出せ しめ,胸 骨 を

正 中線上で5～8mm縦 に切断 して左 右に分離 し,

気胸 を起 さない様注 意 し乍 ら胸 腺を剥離摘 出 し,左

右両葉の胸腺が完全 に摘 出で きたか どうかを確認 し

た後,皮 膚縫合 を行なつ た.脾 摘出はエー テル麻 酔

を用い て左側腹 部の毛を刈 り取 つた後,該 部 を消毒

し,肋 骨 に平行 に切開を加 えて開腹 し,脾 動脈 及び
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静脈を結紮後脾を摘出し,腹 筋並びに皮膚を各々縫

合した.脾,胸 腺の両臓器摘出には先ず脾摘出を行

ない, 1週間後に胸腺摘出を行なつた.

3. X線 照射条件:胸 腺或 は 脾 摘 出1週 間後 に

200KVP, 15mA, 3mmAl.濾 過板,照 射距離84cm, 

33.5r/分 の 条件で350rの1回 全身照射 を 行 な っ

た.対 照群 としては同月令の マウスに臓器摘 出群 と

同 じ条件 でX線 照射を行なつ た.

Ⅲ.　 実 験 成 績

X線 照射による白血病発生に及ぼす胸腺摘出,脾

摘出及び胸腺 ・脾両臓器摘出の影響(表1,図1):

臓器摘 出を行 なわない マウスに於け る350r 1回 全

身照射に よる白血病 の発生率 は53匹 中胸腺腫型 リン

パ球性 白血病20匹37.7%,非 胸 腺腫型 リンパ球 性

白血病20匹37.7%,骨 髄性 白血病1匹1.8%計41

匹77.3%で あつ た.な お白血病発生率 に於 ける雌雄

差 は認 め られなかつたので両者合 せて記載す る事 に

した.胸 腺摘出は13匹 に行つ たが,死 後剖検 によつ

て3匹 に胸腺の遺残を認 めたので これを除外 し,残

りの10匹 中, 5匹50%に 非胸 腺腫型 リンパ球性 白血

病 の発生 を認め,脾 摘 出群で は11匹 中7匹63.6%に

白血病 が発 生 し,す べ て胸 腺腫型 リンパ球 性白血病

で あつ た.即 ち胸腺摘 出によつて明 らか に白血病 発

生率の低下を認めたが,非 胸腺腫型リンパ球性白血

病の発生率は寧ろ増加の傾向を示し,脾摘出によつ

ては白血病発生率はごく軽度の低下をみるにすぎず,

胸腺腫型リンパ球性白血病の発生率は寧ろ非摘出群

に比し有意の増加を示した.胸 腺及び脾の両臓器を

摘出したマウスでは350r照 射によつても白血病の

発生は1匹 も認められなかつたのは興味深い.か か

る白血病の発生時期は図1の 如 くで,脾 摘出群では

非摘出群に比し有意の差を示さないが,胸 腺摘出群

では白血病発生率の低下のみならず平均2～3ヶ 月

の白血病発生時期の遅延が認められた.

表1　 X線 照射(350r. 1回 全 身照射)に よるRF系 マウスの白血病 発生率

に及 ぼす 胸腺摘出,脾 摘 出及び胸腺 ・脾両臓器摘 出の影響

図1　 X線(350r. 1回 全身 照射 に よるRFマ ウス

白血病 の発生 に及ぼす胸 腺及び脾摘 出の影響

Ⅳ.　 考 按

白血病発生 にお ける胸腺 の役 割 り に関 す る研究

は,そ の発生 に著 明な胸腺腫大を示すAKマ ウス白

血病が 胸 腺摘 出に よつ て 抑制 され るとい うFurth3)

らの研究 に端 を発 したが,そ の 後X線 誘発C57BL

マウス白血病 におい ても同様 の 成績 が 得 られてい

る6).一 方組織学 的乃至肉眼的 に胸 腺関与の 殆んど

見 られないC58マ ウス 自然発 生 白血 病 やMethyl

cholanthrene誘 発Dbaマ ウス 白血病 で も,胸 腺摘

出に よつ て発生率 の著明 な減少 のみ られることが報

告 され た4)5). 1951年Gross9)は 白血病 好発系AK



マウス白血病の発 生機構 に関す る実験 的研究　 1171

マウス白血病組織の無細 胞濾液接種 によつ て,白 血

病嫌発系C3Hマ ウスに白血病の 誘発 に成功 し,そ

の後 白血病 ウイルス"Passage A Virus"10)の 分離 に

成功 したが,こ の ウイルス性白血病 の発生 も胸腺摘

出によつて著明な抑制を示 す事が認 め られた.

マ ウス白血 病の発生 にお けるウィル スの役 割が次

第に拡大 され るにつれて10),ウ イルス性 白血病の発

生機序 における胸腺の意義 が特 に注 目され るに至つ

たのである.

RF系 マウスにおい ては, X線 或 はMethylcholan

threneに よつて各 種の 白血病が高率 に 惹起 され る

が7)8)8a),かか る白血病 は そ の無細胞濾液 に よつて

移植可能であ り11)12),且その白血病組織か ら電 子顕

微鏡 によつ てウイル ス粒子が証 明 され る事 よ り13-15), 

X線 或はMethylcholanthreneに よつて潜在性 ウイル

スが活性化 されて 白血病が惹起 され るもの と考え ら

れている.今 回の成績は胸腺の摘 出がX線 誘発 リン

パ球性 白血病の発生に対 して抑制効果 を もつ事を示

し, X線,白 血病,ウ イルス,胸 腺 との 関連 におい

て極 めて興味深いが,こ れは如何な る機序 による も

のであ ろうか.胸 腺 は1)白 血病 ウイルスが存在 す

る唯一の臓器 である. 2)ウ イルスが宿主 におい て白

血病を誘発せ しめるの に充分 な量 に迄増殖 す る唯一

の細胞集団であ る. 3)癌 化(Neoplastic transforma

tion)に 最 も感 受性の高い細胞 で ある. 4)白 血病 の

発生 に関与す る非 細胞性因子 の源泉 であ る等の仮説

が考え られて いる16).胸 腺摘 出によつて リンパ球性

白血病の発生率 は減少 するが非胸腺 腫型 リンパ球性

白血病 の発生は寧ろ増加 の傾向を示 す点 よ り3)の

仮定が最 も妥当の様 に思われ る.即 ち癌 化 に最 も高

い感受性を示す胸腺のない場合 には他の リンパ 組織

である脾乃至 リンパ腺 が白血病発生の場 となる もの

と考え られ る.胸 腺摘 出マ ウスにお ける リンパ球 性

白血病 ウイルス接種 による骨髄 性白血病の発生17)は

この仮定を支持 す るもの であ る.又Miller18)は 胸

腺摘 出マ ウスにおけ るウイルスの 存在, Grossウ イ

ルスの胸 腺以外 の組 織 にお ける増殖 の証明 によつ て

1), 2)の 仮定 を否定 し4)の 仮定 の可能性 を強調

してい る.私 の成績 は これに対 し賛 否何れ とも云 え

ないがC57BL, Dbaマ ウス にお ける上述の成績 はこ

の非細胞性因子の介入 を示 唆する ものであ ろう.

脾摘出 によつてX線 誘発 白血病 は ごく軽度 の抑制

を示 すに過 ぎなかつ たが,胸 腺及 び脾 の両臓器摘 出

によつて完 全に白血病 の発生が抑制 され た事 は,非

胸腺腫型 リンパ 球性白血病の初発臓器 としての脾の

重要性を示 唆 している.

Ⅴ.　 結 語

X線 誘発RF系 マウス白血病 の発生 に及ぼす胸 腺

及び脾摘 出の影響を夫 々胸腺腫型 と非胸腺腫型 リン

パ 球性白血病に分 けて検索 し,胸 腺摘 出は主 と して

胸腺腫型 リンパ 球性白血病の発生に対 して,脾 摘 出

は非胸腺腫型 リンパ 球性 白血 病の発生に対 して抑制

効果 の ある事を認 め,そ の機序 として胸腺及び脾の

癌化(Neoplastic transformation)に 最 も感受性 の

高 い細 胞か らな る臓器 と しての意義を述べ た.胸 腺

及び脾 の両臓 器摘 出マ ウスか らはX線 照射 によつて

1匹 も白血病 の発生 をみなかつた.

本 論文を終 るに臨み終 始御懇篤な御指導御校閲を

賜つた恩師平木潔教授,並 びに入野 昭三 講師,宗 田

範医学士に深謝致 します.

尚本 論文 の 要 旨は 第24, 26回 日本血 液学会 総会

第21回 日本 癌学会 総会及び第4回 日本放 射線 影響学

会に於 て発 表 した.
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Experimental studies on the leukemogenesis in mice.

Part 2. Effects of thymectomy and splenectomy on the incidence 

of leukemia by X-ray-irradiation in RF mice

by

Mineo Kunisada

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Author's Abstract

With the object to elucidate the role played by thymus and spleen in radiation leukemo

genesis, effects of thymectomy and splenectomy on the induction of leukemia in RF mice by 
X-ray-irradiation were studied, dividing lymphocytic leukemia into thymic type and non-thymic 
type. As the result it has been clarified that thymectomy mainly inhibits the occurrence of 
the thymic type lymphocytic leukemia while splenectomy on the occurrence of the non-thymic 
type lymphocytic leukemia. As for the mechanism of this inhibition, a discussion was made 
on the significance of thymus and spleen as the organs that are constituted of the cells most 
susceptible to neoplastic transformation. After both thymectomy and splenectomy not a single 
mouse developed leukemia when exposed to X-ray-irradiation.


