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1.緒 論

現在医学の難問とされ又研 究の主 目標とされてい

る疾患 は癌を初めとす る悪性腫瘍に重点が置かれて

おると云 うも過 言で はない.し かもこれら疾患の主

要徴候 の一つは貧血であ る.こ の貧血の原因に就い

て従来 より幾多 の実験がなされてお り或 る者は腫瘍

組織の破壊に伴 う潰瘍性変 化により或 いはこれらに

随伴す る出血 によると し又Kabierake11),は 特有の毒

素によ ると し或いは共存す る炎症によるとす る者或

いは化学的構成よ り健康母細胞 と癌組織細胞と比較

し癌組織特有の毒素を求 め ようとしたPetry, Beebe,

 Blumental, Lubarsch,が あ り新陳代謝よ り他の疾

患 との間に差を認 めよ うとしたがなん ら大差を認め

なかつた とす るMuller8), Lewin, Braumstein,等

が ありBara, Kelling, Richartz5),は 患者の血清中に

催貧血性物質の存在を唱えArneth6),は 貧血は赤血

球毒素によると云いAronson4),はHistaminを 主

成分とす る催貧血物質の存在を唱え,小 倉は癌組織

から動物に致死作用のあ る物質を抽出 し 「グロブ リ

ン」或いは これ と結合せ るものと云 う.然 し教室の

山本は癌患者の赤血球 にHeinz小 体が 大 量に 出現

す るのを見 出し,こ の主成分の一つに溶血性の燐脂

質が存在す る事 を明らかに した.こ の物質は主 とし

てLyaolecithinな る事 を解明 し近 く報告すると云 う.

我 々は この癌患者赤血球 中のHeinz小 体 内の 溶血

性燐脂質 と同様の物質が癌組織 中に存在す るか否 や

を追 及せん として この実験を行なつた.

2.文 献 的 考 察

癌性貧血 に関す る研究は従 来よ り幾多 行なわれて

お りEisen12), Hirschfeld1),は 貧血の原因を潰瘍創

よ りの出血或いは炎症によるとしDieballa, Entz2),

は腫 瘍 毒素 の 作 用 に よ ると しGriffith, Feltz,

 Ewald3),等 は癌患者の尿中よ り家兎に白血球増多赤

血球減少及び血色 素量を減少せ しめ る物質を認めて

お り,他 方癌患者及び腫瘍動物の血液像或いは骨髄

像の変化を追及 し,そ して貧血は腫瘍毒素が骨髄に

作用 し造血を障碍す る結果 だと推定 している.又 白

血球増 多は毒素が骨髄又は淋巴節 を刺戟するためで

あ るとしているが何れにして も積極的に造血機能 障

碍を証明 していない憾がある.

貧血毒素の存在に就てはBricger, u, Ublenhuth13),

 H, Dold,是 沢,等 が明らかにして お り癌組織 毒に就

いてはPetry, Bergen, Dorpinghaus, Abderhalden,

等は特有の 毒 素 の 証 明 を 試 み ん と し これに対 し

Muller, Lewin, Wilson, Engel7),等 は新陳代謝の測

定によ り癌毒素の否定を試みた.前 田は子宮腟部癌

腫子宮頸部癌 より食塩水て抽出 し動物実験を行ない

血液の変化よ り考えて癌腫 は一種の 「チ トリジン」

を産出 し患者を貧血 に陥入れその他血液中の養素の

欠乏を来 さしめ遂 に衰弱羸痩せ しめる もので貧血羸

痩は 「カルチ ノチ 卜リジン」中毒と云つてい る。千

葉,高久,等 は癌患者の腹水中か ら有毒性の酸性物質
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の精製を試 み この物質はNを 持 ちNinhydrin反 応

陽性であ るがFormaldehydを 加 えて も毒性 を失わ

ない.又Amino窒 素は0.4%灰 分は44.6%と 分析

してお り この 物 質 を, Mausに 体 重10grに 就 き

5mgを 与 えると24時間 内に死亡 し剖検に より該動

物の肝,脾 は極端に肥大を示 し,胃も同様の変化を示

す場合 もあると云つている.山 口14),は癌の毒性物質

の研究に於いて胃癌抽出物並 びにその分劃物の 「カ

キ」鰓繊毛運動抑制作用を富田氏法 により検索 し有

効物質の性状を追究 し胃癌の蒸溜水抽出液 粉末は正

常 胃粘膜抽 出物 に比 し明らかに強力な抑制作用を示

した.そ の本態因子は 「セ ロフア ン」膜を透過 し焼

灼 灰化で完全 に破壊 され燐 タングステン酸で大部分

沈澱 した.又 陰 イオ ン交換樹脂には殆 んど吸着され

ないが陽イオン交換樹脂 にはよ く吸着され,こ の吸

着物を水蒸気,蒸 溜水及び有機溶媒抽 出法に より分

劃 して得た分劃 中2分 屑は強力な作用を示 した事 よ

り胃癌抽出物 中の 「カキ」鰓繊毛運動抑制物質は少

な くともこの種の塩基性小分子化合物を含む もので

あろ うと云い,小 竹 は癌組織 と正常組織 の間 に化学

的成分 に相違が存す る か 否 や を 調 べてお り 「ア ミ

ノ」酸量に著明な差が あるが正常組織からの油を形

成す る脂酸 は粗製の儘 で固体にな り大部分は 「パル

ミチ ン」酸 と 「ステア リン」酸との7対3の 混合物

であ るに対 し癌か らの脂肪酸 は液体で固ま らず不飽

和脂酸 の混在が考え られるとし新鮮な手術直 後の癌

脂肪分は正常組織 より明 ら か に多 く遊離脂肪酸 と

Cholesterinが 癌組織及び周 辺 正常部共 に著増 し脂

肪酸 として分離 した ものは何 れの場合も個体脂肪酸

はPatmitin酸 とStearin酸 との混合物 であり不飽

和脂酸 は油酸 であ りそれ以上不飽 和の ものは認めな

いと云 う.以 上の各文献 に徴 して も癌組織 には毒性

物質の存在は否定 し得ないよ うであ る.

3.実 験 方 法

実験材料 は人間の摘出直後の新鮮な る胃癌組織 よ

り抽 出す.

抽 出方法は癌組織を細砕且急速に80℃ の乾熱滅

菌器で乾燥 しこれを再び細砕 し純 アルコールで浸出

し浸出液を減圧乾燥 しこの残渣を石油エーテルで完

全に溶解 し更に これを濾紙で濾過後再び減圧乾燥 し

残渣をエーテルに溶解 し,溶 解後 アセ トンを加える

と沈澱物が 出来 る.こ れは前記 山本の実験結果よ り

Lysolecithin主 成分とす る燐脂質で あるので これを

使用す る事 とした.

抽 出物の溶解並びに使用法は次の如 くである.即

ち癌組織乾燥末の1grに 対 し最終抽 出量に関係な

く4ccの0.85%滅 菌生理的食塩 水に溶解する事 に

した.こ れが理由は正常組織内の含有量 と比較す る

為であるが抽 出物が非常 に微量なためにこの方法を

採 り上記液を原液 として使用 した.

溶血試験は健康家兎の耳側静脈よ り減菌注 射器で

20cc採 血 しこれを法の 如 く脱繊維並びに 白血球を

除去 し数回0.85%減 菌生理 的食塩水で洗滌しこれ よ

り1%の 赤血球浮游液を作製 しこれを減菌試験管に

1.0cc宛 分注 しこれに 各濃 度 の 抽出 燐脂 質溶解液

(0.85%生 理的減菌食塩 水 に溶解)を 分注す.名 分

注液を入れた試験 管を1時 間38℃ の孵卵器に入れ

てその後氷室に入れ24時 間後の溶血度を 教室の西下

が行 なつた方法 によ り溶血度を測定 した.

4.実 験 結 果

対称平均値0.0O02
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対称平均値0.001

5.考 察

従来よ り癌患者の貧血は何人 も否定 していな.いが

その生成にご就いて は種 々の説が あるが又これ も唯一

の ものによるとは断定 し得ないのが現状 ではないか

と考える. Griffith, Ewald,等 は癌 患者尿中よ り

の抽出物が家兎 の白血球増多,赤 血球及び血色素を

減少せ しめ ると云 うもこれは癌組織 より抽 出 した も

のでな く何等かの ものが分解 して尿 中に出たもので

あろう事は推定 されその物 と同一の ものが癌組織中

に存在す るや否やは不 明であ る.又 前 田の 「チ トリ

ジン」 も貧血を起 さしめ血液成分中の栄養の欠乏を

来たすと云 うもこれは骨髄 その他の変化にこ於いて充

分とは云 い得ない.し か しなが ら教室の山本,小 島

が行なつた放射線照射後抽 出 した燐脂質は溶血性が

強 く赤血球数の減少,血 色素量の減少白血球増多を

起 さしめ る事 は癌患者の血液像の変 化と酷似 してい

る事を示すものであ りこれと同一の ものが癌組織中

に も存在するな らば癌患者の貧血 原因の一端の主要

なる点の解明に役立つ ものと考える.私 達はこの実

験よ り以下の如 き結論を得 た.

6.結 論

1.胃 癌組織 中には健康部に比 して溶血性の高い

物質が存在す る事が明 らかである.

2.胃 癌組織 中に存 在す る溶血性物質の一部 は我

々の抽 出した燐脂質 と考 えられる.

3.こ の物質は山本の云 う如 くLysolecithinを

主成分 とす るものと思 う.

稿を終るに 当り恩師武田俊光教授の御鞭撻並びに

御校閲を頂いた事を感謝致 します.
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In 1959 we discovered that a hemolytic, anemia-inducing substance is produced in the 
animals exposed to X-rays. Since then we have found that when this substnce is injeted 

intravenously into animals, there occur disturbances in the blood, spleen and bone marrow. 

And also it has become clear that this substance brings about Heinz's body appearance in 

erythrocytes. As Heinz's body also appears in cancer anemia and it is transformed into hemo

lysin, it may be assumed that the hemolytic, anemia-inducing substance is contained also in 
cancer tissue.

Upon such assumption we have compared the hemolytic capacity of the extract obtained 

from the fresh gastric cancer tissue resscted at operation with that of the extract from 

normal gastric tissue. As the result, we have recognized that this hemolytic, anemia-induc
ing substance is contained considerably in cancer tissue.


