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緒 論

著者1)は先に岡山癌交見会に於て,エ ール リッヒ

腹水癌のラ ッテへの異種移植に関する内分泌学的研

究を発表 し,特 にその中で性 ホルモ ンの異種移植 に

及ぼす影響について述べ,ア ン ドロゲ ンが異種移植

性を抑制 し,エ ス トロゲ ンはこれに反 して.異 種移

植性を促進 させ ること,換 言すれば,ア ン ドロゲン

は腫瘍免疫産生 を昂進 させ,エ ス トロゲ ンは抑制す

ることを明かに したが,本 実験に於ては,更 に同種

移植に於ても,ア ン ドロゲンが移植性 を抑制 し,エ

ス トロゲン乃至睾丸剔出が移植性を促進 させ得 るこ

とを確認した.

文献上,癌 とホルモンに関する研究は数多 く,中

でも発癌とホルモ ンについての文献は興 味深い もの

が多い.し かし,腫 瘍の移植 とホルモ ンとの関係に

関する文献は少 く,最 近 に 至 り, Toolan等2) 3)に

よりコーチゾンが異種移植性 を高 めることが明かに

され,以 来,ホ ルモンと癌 に関す る研究 の新 しい分

野が注 目を浴びて来た.し か るはこ,こ れ らToolun

等の実験では,体 外よ りコーチゾンを投 与するので

あるが,著 者1) 4)は1958年 エス トロゲ ン,ア ン ドロ

ゲン,睾 丸剔出及び脳下垂体 剔出等に より,体 内 コ

ーチゾンの変動を起 させ
,こ れが異種移植 と密接に

関係あることを明かに した.一 方小川等5)も1959年

に至り,吉 田肉腫 を使用 し,腫 瘍免疫産生 とアン ド

ロゲン及びエス トロゲ ンとの関係について,著 者と

ほぼ同一の結論を得てい る.

実験材料並びに実験方法

実験動物は 鞠 系マウスで,大 き さは 大 体15～

25gに 統一 した.使 用 した ホルモン剤 は ア ン ドロ

ゲン及びエス トロゲ ン(帝 国臓器)で ある,投 与方

法 は隔 日に1回 とし, 1回 注 射 量 は ア ン ドロゲ ン

50γ,エ ス トロ ゲ ン25γ とした.投 与期間 は28目

間であ る.睾 丸剔出術 は無菌的 に行い,移 植腫瘍は

前記R3系 マ ウスの雌 に自然発生 した乳癌を使用 し,

これを無菌的に剔出し,眼 科用舅刀で細切 し,そ の

0.9%食 塩水浮游液を各マウスの腹壁皮下に注入 し

た.

飼料はオ サエンタル酵母工業 の実験 絹マウス固形

飼料 を使用し,飲 料水と して水道水を与えた.飼 育

箱は各群により異 り,飼 育温度 は約20℃ に一定 し

た.実 験動物は全体 として6実 験群に分 ち

第1は 雌で正常マウス10匹を使用した.

第2群 は雄で睾丸剔出マウスを10匹 とした.

第3群 は雌でエス トロゲ ンを投与 し, 10匹を使用

した.

第4群 は雄でエス トロゲ ンを投与 し, 10匹 を使用

した.

第5群 は雄で正常 マウス10匹 を使用 した.

第6群 は雄で アン ドロゲ ンを投与 し, 10匹を使用

した.

実 験 成 績

図1及 び表1に その概略を示 した.こ れを更に詳

細に記述す ると.

第1群:移 植後皮下腫瘤は徐 々に増大 し.腫 瘤

の増殖速度は各個体によ り少々不均等で,個 体差を

中等度に認めた,腫 瘍増殖速度 は第2群 に此 して劣

る.移 植後28日間 に於いて,事 故死亡例はみられな

かつた.
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Chart 1 Absolute growth of tumors in 

relration to the treatments (testeotomy, 

estrogen and androgen)

Table 1 Growth of transplanted tumor in R3 

strain of mice as affected by estrogen, 

androgen and testectomy

第2群:両 側睾丸剔出後24時 間経過 して,腹 壁

皮下 に腫瘍を移植す るに,移 植後10日 目に1匹 の事

故死亡例をみたが他 は健常 で生存 した.図1及 び表

1に 示 す如 く,移 植腫瘍の増殖速度は第1群 より も

急速で,明 か に両者間に差異を認めた.し か し,本

群に於け る各 マウスの腫瘍増殖速度の間には,著 明

な差異 は認 め られず,ほ ぼ均等に増大 した.

第3群:雌 マウスを用い,腫 瘍移植後直 ちにエ

ス トロゲ ン投与を開始 した.移 植腫瘍の増殖速度は

第1群 のそれ よりやや大であ り,各 マ ウスの腫瘍増

殖速度 には著明な個体差は認 め られず,又, 16日 目

の下痢 による死亡例 を除いては,事 故死亡例はみ ら

れなかつた.

第4群:雄 マ ウスを用い,腫 瘍移植後 エス トロ

ゲ ンを投与 し経過を観察す ると,移 植腫瘍の増殖速

度は第1群 のものよ りやや大であ る.し か し第3群

の ものより小 さい,一 方,本 群に於ては,腫 瘍増殖

速度の個 体によ る差 は殆 んど認め られなかつた,又,

事故死亡例 はない.

第5群:正 常の雄 マウスに腫瘍 を移植 し,そ の

腫瘍の増殖速度をみ ると,平 均 して第1群 のそれよ

りも劣る.し か も,腫 瘍増殖速度 に於て個体差をか

な りの程度 に認めた,し か し平均 して,第6群 より

腫瘍増殖速度は大 きい.こ の群 に於ては事故死亡例

は皆無であつた.

第6群:腫 瘍移植後直 ちにアン ドロゲ ン投与を

開始 し,そ の移植腫瘍の増殖速度を観察す ると,第

5群 の ものに比較 して一般 に劣つている.本 群に於

ては腫瘍増殖 速度 の個体差 は顕著でない.

各群とも,移 植 された腹壁皮下腫瘤 は半球状に増

大 し,又 体重増加曲線 も各群 に於て顕著な差異はみ

られないが,薬 物投与群は一般 に体重増加が緩慢で

あ る.

総 括 並 び に 考 按

文献上,発 癌 と性 ホルモ ンに関 しては古 くより論

じられ,貴 重な成 績が多いが,腫 瘍の移植 と性ホル

モン.特 に腫瘍免疫 と性 ホルモンとの関係について

論 じ られた ものはな く,唯, 1958年 著者が岡山癌交

見会 に於て,エ ール リッヒ腹水腫瘍のラ ッテへの異

種移植に際 して,網 内系機能の一つ と考え られてい

る腫瘍抗体産生 とホルモ ン剤 との関係について述べ,

特 に性ホルモン.即 ちエス トロゲ ンが腫瘍免疫産生

を抑制 し,ア ン ドロゲ ンが腫瘍免疫産生を促進 させ

ることを明 かに した.又 著者は, 1958年 日本癌学会

総会 に於て,睾 丸剔出が異移移植性を亢進 させ るこ

とを報告 した.

先 に河原及び赤 須等は,ラ ッテを使用した実験に

於て,雄 性 腺を剔除す ると副腎皮質 は肥大 し,雌 性

腺を剔除す ると副腎皮質 は縮小 す るとし,こ れに基

き,雄 性腺は副腎皮質を抑制 し,こ れに反 して雌性

腺は副腎皮 質を賦活す ると述ベてい る.即 ち,ア ン

ドロゲ ンは副腎皮質に抑制的に作用 し,エ ス トロゲ

ンは賦活作用をもつ と云 う.一 方, Toolan等 の指

摘 してい る如 く,種 々の実験に於て,コ ーチゾンが

異種移植性 を高め ることは周知の事実である.

以上の如 き河原,赤 須及びToolan等 の実験成績

よ り.性 ホルモンと腫瘍抗体 との関係を推論すると,

先 づエス トロゲ ンを投与 した場合は,こ れにより副

腎皮質機能 は亢進 し,体 内コーチゾンの増加を来 し,

 androgenを 投 与 した場合は,こ れ に反 して副腎皮

質の コーチゾン分泌が抑制され,体 内 コーチゾンの

比較的減少 を起す ものと考え られ,従 つてエス トロ
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ゲンを与え ると移植性が高め られ,即 ち腫瘍免疫産

生が抑制され,反 対に アン ドロゲ ンを与え ると移植

性が抑制され る.即 ち腫瘍免疫産生が亢進され るも

のと推定 され る,更 に睾丸剔出の場合は,こ れ によ

りエス トロゲ ン優位 とな り,副 腎皮質 よりの コーチ

ゾン分泌増加を来 し,従 つて移植性が高め られ,即

ち腫瘍免疫産生が抑制 され るものと考 えられ る.

一方, 1959年 度 日本 内分泌学会に於て
,小 川等は

吉田肉腫を使用 し,ア ン ドロゲ ンがその移植性 を抑

制し,エ ス トロゲ ンは これに反 して,移 植性を昂進

すると述べてい る.更 にアン ドロゲ ンを使用 して,

吉田肉腫 の治癒率向上 をみているが,こ れ らの成績

は1958度 日本癌学会及び岡山癌交見会に於て,著

者の発表 した実験結果 と規を一 にす るもので興味深

い.

さて,性 ホルモンと腫瘍免疫 に関す る前記 の如 き

推論を基 として,各 群の実験成績を逐次的に考察す

ると,先 づ

第1群:移 植率 は100%で あ るが,腫 瘍 の増殖

速度に於てかな りの程度 に個体差を認めた.こ の理

由として,第 一 に,移 植材料であ る原 腫 瘍 は. R3

系マウスの自然発生乳癌であ るが,人 癌に於て も,

同一器官の腫瘍で,し か も組織学的分類 が同一で も,

詳細に検討す るとかな りの個体差を有す る如 く,癌

を発生 したマウスの個体によ りそれぞれ特長を もつ

ものと考え られ る.こ れは癌細胞が体細胞 より生ず

ること、即ち突然変異す ると一般 に考え られている

ことより容易 に推定され,移 植腫癌が個 体特異性を

大なり小な り有することは当然 である.

第2は,被 移植動物に於て もそれぞれ個体差があ

り,又移植腫瘍は一種の異物で あるか ら,こ れに対

する親和性,即 ち腫瘍免疫産生能力の強弱に関 して

も,或 程度の差異が考 え られ る.し か し,こ の群に

於ける腫瘍免疫産生 は,最 強の場合に於て も移植不

可能な迄に強 くない ことが判 る.

第2群:全 例 に於て,第1群 よりも強度の腫 瘍

増殖をみた.一 般 にR3系 マウスの自然発生癌は乳

癌が多 く,組 織像 に於て も本実験に使 用 した ものは

腺癌である.し か も,本 乳癌 は雌 に好発 し,従 つて

移植に際 しても第5群 の成績の如 く,雄 に移植 した

ときは雌の場合よ りも移植率が低 く,又 移植後 の腫

瘍増殖速度 も遙におそい.こ の事実は,前 記 の如 き

個体差による腫瘍免疫 の上に,更 に性別差による腫

瘍免疫が重複 して移植腫瘍 に抗 して働 くため と考え

られ,又 このことは,移 植腫瘍がホルモンと関係 の

深い所 謂hormone dependeat tumorで あることか

らもうなづける.し か しこの睾丸剔出を施行 した群

が,第1群,即 ち正常雌の場合に比較 して,高 度の

移植腫瘍の増殖をみることは,睾 丸剔 出により何 ら

かの因子が作 用し,移 植を強力 に促進 させてい るも

のと考え られる.も しこのような因子がない とする

な らば,睾 丸剔出によつてはせいぜ い中性的となつ

たのみであ るか ら,雄 マウス,即 ち第5群 よりも移

植腫瘍増殖速度が促進 される ことはうなづけるが,

少 くとも雌 マウス,即 ち第1群 よりも移植腫瘍の増

殖速度は劣るはずである.又 睾丸剔出により体内エ

ス トロゲ ンが 増 加 し,こ れ に よ り直 按hormone

 dependent tumorで あるこの腫瘍がその成長を促進

されたとも考え られるが,実 際血 中 の ア ン ドロゲ

ン エス トロゲ ン比 を測定 してみると,正 常雌 と睾

丸剔 出を した雄はほぼ同一の値 を示 し,エ ス トロゲ

ンの直接作用でないことが判 る.

それでは,こ の強力な移植腫瘍増殖因子 は何 かと

云 うと,な お今後の検索をまたないと詳細は判明で

ないが,恐 らく,著 者のエール リッヒ腹水癌の ラッ

テへ の異種移植実験(1958年)の 示す如 く,睾 丸剔出

により体内エス トロゲ ンが アン ドロゲ ンよりも比較

的に優位 となり(エ ス トロゲ ン アン ドロゲ ン比は

1.10:7.15よ り1.10:2.77と な る),河 原等の主

張す るように このエス トロゲンが,副 腎皮質機能を

促進かつ賦活 し,こ のため体 内 コーチゾンの分泌増

加 を来 し,こ の コーチゾンは周知の如 く腫 瘍免疫減

弱因子であるため,高 度の移植腫瘍増殖速度の促進

を起す ものと考えられ る.

第3群:全 般的に第1群,即 ち正常雌マウスよ

りも,腫 瘍増殖速度が早い.こ れは著者(1958年)

及び小川等(1959年)の 述べているが如 く,エ ス ト

ロゲ ンが腫瘍免疫産盤 を抑制 し,従 つて,腫 瘍を移

植 した場合に,各 マウスの個体差によつて生ずる腫

瘍抗体が出来 に くいため と考えれば理解 し易い.し

か も第1群 にみ られる如 き,各 マウスによる腫瘍増

殖速度 の不均等は認め られず,ほ ぼ均等に増殖 して

いるのも,各 個 体の腫瘍抗体産生がエス トロゲン投

与により抑制 されていることを示す ものと考え られ

る.

第4群:腫 瘍増殖速度 は第3群,即 ち正常雌 マ

ウスにエス トロゲ ンをを投与 した場合よ りも小さい.

これは同じ量のエス トロゲ ン投与によつて,第3群

では各マウスの個体差 による腫瘍免疫産生 の抑制を

すれば足 りるが,第4群 に於ては,更 に性別差によ



760 木 山 敞

る腫瘍抗体産生を除かな ければな らないためで ある

と推定 され る.こ の性別差による腫瘍免疫産生は,

移植材料が, R3系 マ ウスの雌 に好発する乳腺腫瘍

であることに基づ くもの と考 え られ る.

本群 の成績を第1群 に比較す ると,第4群 の方が

腫 瘍増殖速度が大きい.こ れはこの量に於 けるエス

トロゲン投与は,性 別差 によ る腫瘍免疫産生を全 く

打ち消す以上の影響 をもつ ことを示す.

第5群:正 常雄マウスのみを使用 し,そ の移植

腫瘍増殖速度 は,図1に 示す如 く第1群 よ りもおそ

い.し か も,個 体差が各舞中もつ とも甚 しく,こ の

理 由と して,個 体差に よる腫瘍免疫 と,性 別差 によ

る腫癌免疫の2つ が相加 して作 用す るため,移 植腫

瘍に対 して強力な抵抗性を生来す るものと考え られ

る.こ の性別差 によ る腫瘍免疫は,雌 マウスに自然

発生 した乳癌 を,雄 マウスに移植す るために起 るも

の と考え られ る.

第6群:正 常マウスに アン ドロゲ ンを投与 した

場合で,腫 瘍 増殖速度はもつ ともおそ く,こ れは著

者が1958年 に経験 した ところの,ア ン ドロゲ ンが異

種移植を抑制す るとい う結果 と同じ機構によるもの

と推定 され.又1959年 に至 り,小 川等 もアン ドロゲ

ンが腫瘍 免疫産生を促進 させ ると述べていることと,

規を一 つにす る所見で ある.

以上 を総括 して考按す ると

図2に 示す如 く,睾 丸剔出,エ ス トロゲ ン及びア

ン ドロゲン等 による腫瘍免疫産生 の抑制或 いは昂進

は,こ れ ら実験動物体 内のコーチゾ ン量の増減によ

るもの と推定 される.

Chart 2 Diagram to show the relationship 

between sex hormones and 

transplantation of tumor

周知の如 く, Toolsn等 を 始め とし,内 外多 くの

文献によ り,コ ーチゾンが腫 瘍免疫産生を抑制する

ことは明 白で あるが,し か し,コ ーチゾンが腫瘍免

疫産生機構 と如何 に関係 して いるかは未だ判明でな

く,一 般に網 内系機能 と密接 に関連 しているものと

考え られてい るが,今 後の検索をまたない と詳細は

不明 である.

先に著者はラ ッテの尾静 脈 よ り, Indian inkを

注入 し,網 内系填塞 を起 させ,腫 瘍免疫 の変動をみ

たが有意の差 はみ られなかつた.こ れにより,腫 瘍

免疫産生が網 内系 あるとして も,少 くともその異物

貪喰能 とは無関係 と考え られ,一 方 コーチゾンが リ

ンパ球の減少等を来すな どの事実か ら,恐 らくは リ

ンパ球或いはプ ラスマ細胞等を介 して作用 し,こ れ

ら細胞の有すると考え られている腫瘍免疫産生を抑

制す ると考 えるのが,も つ とも妥 当と恩 われる.こ

の点 に関 しては今後の研究をまちたい.

結 語

著者は先 に,異 種移植 に際 して,性 ホルモンがこ

れを抑制 し或いは促進することを述べたが,本 実験

に於て は,更 に異種移植 のみな らず同系移植に際 し

て も性 ホルモンが関係 し,特 に

1)ア ン ドロゲ ンが腫瘍免疫産生を昂進 し,

2)エ ス トロゲン及び畢丸剔出が これを抑制す る.

とい う興味ある所見を得た.し か しこの腫瘍免疫産

生機転 と網内系,性 ホルモン,プ ラスマ細胞乃至 リ

ンパ球等の諸 問題 に関 して は,今 後 の究明をまちた

い.

欄筆するに臨み,終 始御懇篤なる御指導 と御校閲

を賜わ りま した恩師津 田名誉 教授,砂 田教授 に深甚

なる謝意を捧 げます.
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Experimental Studies on the Relation Between Tumor and Hormone

Report 5. On the Effect of Sex Hormones on the 

Growth and Immunity of Tumor

By
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(Director: Terutake SUNADA)

Abstract

Formerly, concerning the relation between hormone and heterotransplantation, the author 
reported that, while teststerone inhibited heterotransplantation, estrogen and testectomy 

acceralate it. In this experiment, mice of R3 strain were used. All mice were transplanted 
of mammary carcinoma from the R3 strain of female mouse. The conclusions of this experi
ment are as follows;

1) Testaterone inhibited the homotransplantation and growth of tumor.
2) Estrogen and testectomy acceraiate the homotransplantation and growth of tumor.


