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緒 言

癌に対 する治療はかな り古 くよ り行なわれて来た

がそれを大別 す ると外科的療法と非観血的療法 とし

ての放射線療法の二つ が挙げ られるが,然 し外科的

療法 も色 々と制 肘を受 けて仲 々所期の 目的を達 しな

い様であり又他方放射線療法 も現今の趨勢と して病

巣の破壊 を急 ぐの余 り過量の線量投入のため健康組

織迄 も損傷 し不測の結果を惹起 し角を矯めて牛を殺

すの譬 えの如 き事が しば しば見 られている,そ こで

何か上記以外の方法で癌を征服 せん と試みたのが近

年盛んに行なわれる化学療法ではないかと考え る.

然 してこれ らの内には抗生物質, Radiomimetic Age

nts,代 謝拮抗物質(葉 酸拮抗剤.核 酸拮抗剤)等1)

があ りこれ らの薬剤 は各 々の群 に依つて作用方式が

異なつているが共通な点は細胞毒 とい う形態で細胞

分裂に際 して阻害的に作用 し分裂異常を呈す る様で

あり且つ各々の生体に与える副作用はまちまちであ

る事 は既に周知 の事実である.そ こでわれわれの目

下実験を行 なつてい るOX物 質の生体 に与え る影響

に就いて臨床 的事項の検 索を試みた.

1.実験方法

体重2.0～2.5kgの 健康家兎 に5%ブ ドウ糖 液に

2%に な る様 にOX物 質 を入れ これを「コ ロイ ド」の

状態に したものを毎 日耳側静脈よ り5cc及 び10cc

宛注射 し注射後24時 間後 に検査 して行 く事に し40日

間連続注射を試みた.然 して各臓器 に与える影響を

みることに したが,こ れは第2編 にて報告す る予定

で今回 は前記事項についての検査結果について報告

する.

2.検 査項 目

1)体 重測定　40日 間連続注射の体重に及ぼす影

響について測定 した.

2)血 液検査　赤 白血球数,血 色素量,血 沈値 に

ついて40日 間経 日的 に検査を行なつ た.

3)肝 機能検査　 これについては体重と同様に経

日的 にB. S. P.,コバル ト反応,ル ゴール反応におけ

る変化を追求することに した.

4)尿 検査　上記 と同様に 経 日的 に尿 のpH,蛋

白,糖,ウ ロビリノーゲン,潜 血反応について検査

を行なつた.

3.実 験結果

1)体 重変動に及ぼす影響 について

OX物 質2%溶 液5cc, 10cc連 日静注共 に体重の

減少は見 られず対照群 と同様に増加の傾向を示 して

いることは第1図 の如 くであ り体重減少とい う悪影

響 は見 られない.

2)血 液像 に及 ぼす影響 について

5cc, 10cc,連 日静注群共 に静注による顕著なる変

化は見 られないが多少赤血球数の増加があ り血色素

量は多少減少 しているが統計的正常範囲を出ず一過
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第1図

性の機能亢進 のためかと も考 えられ るが今後の研究

によ り明 らか になる ものと思われ る.白 血球 に与え

る影響 は白血球数は多少減少を示 すが担癌動物に静

注の場合 とやや趣きを異 にす る様 であ り7),表1の

如 くである.血 沈値 に与え る影響 は表3の 如 く著明

な変化は認め られない.

3)肝 機能に与える影響について

表3の 如 くであり40日 間連続注射 中適宜B. S. P.,

血清 コバル ト反応,ル ゴール反応 について検査を試

みたが. 5cc, 10cc両 群共に著変 は見なかつた.

4)尿 における諸検査の成績 について

表4の 如 く普通臨床検査 に用いる方法で はpH値,

ズルホサ リチル酸法, Nylander氏 法, Ehrlich氏

Aldehyd反 応,ベ ンチジン法等では著変 は見 られな

表1　 血 液 像

* 屠殺直前



OX物 質の健康家兎に与え る影響 に就いて 833

表2　 血 沈 値

* 屠殺直 前

表3　 肝 機 能B. S. P.ヘ バ トサル フ ア レン0.1cc/kg注 射後30分 値

* 屠殺直前
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OX物 質の健康家兎に与える影響に就いて 835

かつた.

総括並びに文献的考察

従来 の抗腫瘍剤の副作用で最 も問題 とされる事項

の内の一つは造血臓器,特 に白血球 に対す る影響で

あり,こ れは放射線治療 に対 して も従来よ り唱え ら

れており,こ のことは骨髄 に対 する影響のためであ

り.一 定数以下に減少の場合は治療 中止すべきだと

されてお り,勿 論癌細胞の分裂阻止が行なわれてい

ると同時に骨髄 の造血抑制 が行な われていると考え

られているためであ る.近 年比較的優秀な効果を得

られると考え られて一般に使用 されているMitomoy

cin Cに 於いて もこの例 にもれず貝沼2),宮 城島3)

等の報告の如 くかな り高率 に白血球の減少を示 すと

し,他 の報告 も大体同一 の傾 向を示 してい る.

Tespaminに 於いては塚本4)等 の報告の如 く白血

球数の変動には最 も考慮せねばな らず白血球数の減

少は腫瘍部位種類に無関係 に一様に減少す る傾 向を

示しNitrominの 静注後急激ではないが漸減 し使用

を一時 中止す ると漸 次上昇す る傾向を示すとい う.

姫野,山田等6)はNitrominを 家兎に長期投 与 し血液

学的並 びに組織学的研究において皮下に10mg/kg

を週2回5週 間投与 してみ るに注射開始後2週 にして

白血球 は急激に1/2近 くに減少 するといい,又 宮城

島9)の報告によれば各種制癌剤 を用いた犬の血液像

に及ぼす影響を検討 しているがNitrominで は2m

g/kg 10cc水 溶液1日1回 連 日7日 間投与 し,投与 中

止時白血球は投与前の37%に 減少,中 止1週 間後65

%に 回復 し, Tespaminで は0.3mg/kg蒸 溜水1.5

cc筋注 し同 じく投与中止 時45%に 減少,中 止2週 間

後54%と 回復 し, Azanで は3mg/kg同 じく1日1

回7日 間筋注,投 与中止時64%,中 止1週 間後84%

に回復, Garzinophilin 200U/kg 1日1回 静注 し中止

時31%,投 与中止1週 間後63%に 回復 したとし,以

上4者 はMitomycin Cに 比較 して血液 に及ぼす影

響はMitomycin C程 著 明でないと結論 してい る.又

小山講演6)の 悪性腫瘍の化学療法に於 いて も白血球

の減少は述べ られてお り各人の認める所であ る.又

Actinomycinに 就いて も小 山は同様 のことを言及 し

ている.我 々のOX物 質の連続静注の場合に多少の

減少を見 るも担癌動物に於いては斯 る減少は見 られ

ない ことは既に教室の谷本7)に より報告 した.

赤血球 に対する影響 は各物質 によ り区 々で あ り

Tespaminは 塚本4)に よると 白血球程急激に減少す

ることはないが回復の状態は白血球 の回復に比較 し

てやや緩慢であり急速に回復す ることは少 ないとい

い, Mitomycin Cに 就いて も減少 の傾向を示すとす

る報告が見 られ る. OX物 質に就 いては実験結果 の

如 くであ り減少は見 られず,血 色素 に就いて も減少

が見 られる報告が多 くわれわれの場合 も減少の傾 向

を示すが担癌動物 の場合は逆に増加の傾 向を示 して

いることは教室の谷本7)に より既 に報告 した.

肝機能 に就いてはCarzinophilinは 小山によると

白血球減少 と肝機能 の障害を述べ白羽8)等 の報告に

よるとMitomycin Cで はMeulengracht黄 疸 係数,

血清総 蛋白量, B. S. P.排 泄試験, Gross氏 血清反

応.高 田氏反応,血 清Cobalt反 応の6種 に就いて

は何等の影響 はないといい田坂教授 も同様の ことを

報告 している.わ れ われのOX物 質では前記の如 く

肝機能諸検査 においては異常を認めない.

尿検査所見 に於いてはベンチジン法にて実験群対

照群 ともに陽性を示 してい る.こ れはカテーテルに

よる採尿を行なつたためと考えてお り,そ の他の尿

検査項 目では特記すべき異常を認めない.

結 語

1)わ れわれはOX物 質の健康家兎血液像,肝 機

能,体 重変化並びに尿一般検査 に及 ぼす影響 につい

て調 べ文献的考察により各種制癌剤 と比較検討 した.

2)わ れわれのOX物 質は健康家兎 に於 ける前記

諸検査の範囲では殆ん ど悪影響を及ぼ さないと考え

られ る.

擱筆するに臨み御校閲を賜わつた恩師武田俊光教

授に深甚の謝意を表す る.
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CONCLUSION

1) After the effect of OX substance upon the blood picture, liver function, change in 

body-weight and urine general teat of a health rabbit was examined, it was compared with 

other antitumor agents which appeared in the literature referred.
2) It can be considered that our OX substance shows little effect on a health rabbit 

within the limits of the upper examination.


