
616. 153. 392-083. 7

抗 白 血 病 剤 に 関 す る 研 究

-骨 髄 体 外 組 織 培 養 に よ る-

第III編

各 種 白 血 病 患 者 骨 髄 液 体 培 養 に 及 ぼ す

抗 白 血 病 剤 の 影 響

岡山大学医学部平木内科教室(主任:平 木 潔教授)

副 手　 佐 藤 四 郎

〔昭和36年6月13日 受稿〕

内 容 目 次

1.緒 言

2.実 験材料並びに実験方法

1)実 験 材料

2)実 験成績

3.実 験成 績

i)健 康人骨髄液体培養 に及ぼす影響

1)ア ザ ン添加 の場合

2)6MP添 加の場合

3)T-431L添 加 の場合

4)ACTH添 加の場合

5)コ ーチゾ ン添加の場合

6)プ レ ドニゾ ロン添加の場合

ii)急 性骨髄性白血病患者骨髄液体培養に及

ぼす影響

iii)慢性骨髄性白血病患者骨髄液体培養に

及ぼす影響

iv)急 性淋巴球性白血病患者骨髄液体培養

に及ぼす影響

v)慢 性淋巴球性白血病患者骨髄液体培養に

及ぼす影響

vi)単 球性白恋病患者骨髄液体培養に及ほ

す影響

4.総 括並びに考按

5.結 論

1.緒 言

前編 までにおいて私 は臨床組織培養法を用 い,各

種抗白血病剤 のスク リーニングを行ない,各 種白血

病患者 に最 も適応せ る薬剤 の使用選択を供せんと試

みた結果,急 性骨髄性 白血病には コーチゾン,プ レ

ドニゾ ロン, 6MPが,慢 性骨髄性 白血病 には6MP

及 びプレ ドニゾ ロンが,急 性淋巴球性 白血病 にはプ

レドニゾロン, ACTH,コ ーチゾンが,慢 性 淋巴球

性 白血 病 に は プ レ ドニゾ ロン,コ ーチゾン, 6MP

が,単 球性 白血病にはプ レ ドニゾロン及び6MPが

有効であろ うとの結論を得たが,そ の研究の一環 と

して骨髄の液体培養を行なつて,更 に スク リーニン

グの図的を達せんと試みた.

1936年Osgood62) 63)に よつ て創始 された液体培養

法 もその後,種 々改良,簡 易化 されて きたが,教 室

の久米田47),岩 崎40)等 は骨髄体 外組織培養研究 の

一環 として新しい培養法を完成 し,骨 髄赤血球系の

研究 に多 くの業蹟を挙げてきた.又 白血球系の観察

につ いては教室の丹原80)は これ に最 も適 した新 し

い培養液を考按 し,こ れによつて骨髄顆粒細胞の形

態,増 殖,分 裂像 について種 々の知見を発表 してい

る.

私は本編 において この丹原による骨髄液体培養 の

方法を用いて,先 づ健康人の骨髄液体培養 に各濃度

の各種抗白血病剤を添加 して.そ の 白血球数の増減

を調べ,対 照 と有意の差をみない最高濃度を各 白血

病剤について 出 し,つ いでこの濃度の抗白血病剤

を各種 白血病患者の液体培養 に添加 してその影響を

観察 したので ここに報告す る.



418 佐 藤 四 郎

2.実 験材料並びに実験方法

1)実 験 材料

a)人 骨 髄液

健 康人及 び各種白血病患者の胸骨骨髄穿刺を行な

い,そ れ によつてえた骨髄液を使用 した
.

b)鶏 胎児液第1稀 釈液(E . E. I.)

鶏胎児圧搾後の残 存物 に等量のGey氏 液を入れ,

よ く攪拌 し, 24時 間冷蔵 庫 に静 置後, 3,000回 転15

分間遠心沈 澱 した と清を用いた.

c)タ イロー ド氏液

タイロー ド氏第1液 及び タイ ロー ド氏第2液

d)血 清

同種血液型の健康人よ り空腹時採血 して用いた.

e)各 種抗 白血病剤

第I編,第II編 にて使用 した抗白血病剤即ちアザ

ン, 6MP, T-431L. ACTH,コ ーチゾ ン及びプレ

ドニゾ ロンを用いた.

2)実 験方法

予め用意 した試験管内にGey氏 液 を入れ,そ れ

に骨髄液を実験 に使用する各 ボ トウルあたり0 .2cc

の割 合に注入 し, 1,500回 転5分 間 遠 心沈澱 し,沈

澱物 を ピペ ッ トにて取 り出 し,各 瓶 に0.2ccづ つ

分 割注入 し,つ いで各瓶に血清0.5cc,タ イロー ド

氏第1液0.5cc,タ イロー ド氏第2液0.5cc , E. E. I.

 1.0cc,各 種抗 白血病 剤0.5cc(対 照 には その溶媒

0.5cc)を 加え ワールブルグの 恒温 槽中に入れ, 37
～38℃ で振盪培養 を 行ない

,培 養直前,培 養後3

時間, 6時 間, 12時 間に取 り出し有核細胞数を算 出

した.そ の際 同時に各時間毎 に塗抹標本を作つて赤

芽 球系細胞の%を 出 し,有 核細胞数 より赤芽球系細

胞を換 算 して取り除 き白血球数を算 出 した.

先づ健康人 の骨髄液に抗 白血病剤 の各種濃度を添

加 し,対 照 と有意の差 をみない抗 白血病剤の最高濃

度を決定 し,つ いでその濃度の薬剤を各種の白血病

患者 に添加 した.

3.実 験 成 績

実験成績 はいずれ も3例 について行 ない,以 下 は

その平均値を示 す.

i)健 康人骨髄液体 培養 に及ぼす影響

1)ア ザン添加 の場合(表1)

表1に 示 す如 くアザン添加濃 度0.35mg/cc以 下

で は白血 球数の増加率 は,対 照 に比べて殆んど変化

な く,健 康 人の骨髄 白血球数を抑制 しない最高濃度

表1　 健康人骨髄液 に対す るアザン添加白血球数

は0.35mg/ccで あつ た.

2)6MP添 加 の場合(表2)

表2に 示す様 に6MP添 加 では5mg/cc, 0.5mg/cc

いずれの場合 も対照 に比 してその白血球 数増加は抑

制されるが, 0.05mg/cc以 下では対 照 と殆んど有

意の差をみなかつた.

表2　 健康人骨髄液に対す る6MP添 加白血球数

3)T-431L添 加の場合(表3)

本剤を添加 した場合 は表3に み る如 く0.1mg/cc

以下の濃度で は,骨 髄の白血球数増加 は対照 と比べ

て差がみ られな くなり,増 加を抑制 しない最大濃度

は0.1mg/ccで あつた.

表3　 健康人骨 髄液 に対するT-431L添 加白

血球数

4)ACTH添 加 の場 合(表4)

表4に 示 す 如 く0.1mg/cc以 上 のACTHを 添加

した場合は,対 照に比 して明 らか に白血球数の増加

表4　 健康人骨髄液 に対す るACTH添 加白

血球数
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は抑制 され るが, 0.01mg/cc添 加 では殆 んど対照

と有意 の差をみなかつ た.

5)コ ーチゾン添加 の場合(表5)

コーチゾンを 添 加 した場 合 も表5に 示す様 に,

 1mg/cc, 0.1mg/ccの 濃度 は共に白血 球数増加を

抑制 し,対 照 に比 して有意の差をみな くなる最 高添

加濃度は0.01mg/ccで あつた.

表5　 健 康人 骨髄液に対する コーテ ゾン添加

白血球数

6)プ レ ドニ ゾロン添加の場合(表6)

本剤 も前二者の ホル モ ン剤 と同 じく0.01mg/cc

以下の添加濃度で始めて対照 と同 じ様 な白血 球数増

加をみ る様 になつた.

表6　 健康人骨髄液に対す るプレ ドニゾロン

添加白血球数

以上 の如 く健康人骨髄の液体培養 に添加 して,そ

の白血 球数増加 に殆ん ど影響を与えないと思われ る

抗 白血病剤の 最 高 濃 度 はアザン0.35mg/cc, 6MP

 0.05mg/cc, T-431L 0.1mg/cc. ACTH 0.01mg/cc,

コーチゾン0.01mg/cc,プ レ ドニゾ ロン0.01mg/cc

であつた,以 下 この濃度の抗 白血病剤を各種 白血病

患者の骨髄 に添加 してその影響を比較検討 してみた.

ii)急 性骨髄性白血病患者骨髄液体培養に及ぼ

す影響(3例,表7,図1)

本患者 の骨髄液体培養に上記諸種抗 白血病剤を添

加 して,そ の 白血球数の増加を比較 してみ ると,表

7図1に 示す如 く例 えば培養9時 間後の白血球増加

表7　 急性骨髄性白血病 ・白血球数(3例 平均)

図1　 急性骨髄性 白血病 白血球数(3例 平均)

率は対照が40.2%で あつたのに比 し, ACTH添 加

で30.2%,コ ーチゾンで16.7%,プ レ ドニゾロンで

4.8%と いずれ も低下 して い る.即 ちこれ らホル モ

ン剤 は白血球数の増加を明 らかに抑制 してい るが就

中プレ ドニゾロン添加の場合が最 も著 るしく抑制 し,

培養後いずれの時 間において も白血球数は培養直前

と比べて殆 んど増加 しなかつた.

iii)慢 性骨髄性白血病患者骨髄液体培養に及ぼ

す影響(3例,表8,図2)

本症患者 では表8,図2に 示 す如 く, 6MP及 び

プ レドニゾ ロン添加 によつて白血球の増加 は著 るし

く抑制 され た.例 えば培養 後9時 間の白血球増加 率

を比較 してみ ると,対 照が37.6%を 示 したのに対 し

6MP添 加 では8.6%,プ レ ドニゾ ロンでは15.6%を
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表8　 慢性骨髄性白血病 ・白血球数(3例 平均)

図2　 慢性骨髄性白血病 白血球数(3例 平均) 示 すに す ぎ な か つ た.つ いで コーチゾン, ACTH

等のホルモ ン剤 も対照に比 し幾分 の抑制傾向を示 し

たが,ア ザン, T-431Lで は余 り影響をみなかつた.

iv)急 性淋巴球性 白血病患者骨髄液体培養に及

ぼす影響(2例,表9,図3)

本患者骨髄 に抗白血病剤を添加 した場合,例 えば

培養9時 間後の 白血球増加率 をみ ると対照 は40%で

あつ た の に比 し,プ レ ドニゾロン添加 は14.3%,

 ACTHで18.1%,コ ーチ ゾン で20.3%と 低 下 して

いる,即 ちプ レ ドニ ゾ ロンで 最 も強 く,つ いで

表9　 急性淋巴球性 白血病 ・白血球数(2例 平均)

図3　 急性淋巴球性 白血病 白血球数(2例 平均)

ACTH,コ ーチゾンによ り白血球数の増加 は抑制さ

れたが,本 症の場合対照 の白血球増加が他の白血病

に比 して少ない関係 もあ り,前 二者 にみ られた程顕

著な差 はなかつ た.ホ ルモン剤以外で は殆 んど変化

をみなかつた.

v)慢 性淋巴 球 性 白血病患 者 骨髄液体培養に及

ぼす影響(2例,表10,図4)

本症の場合も添加せる抗 白血病剤 中プ レドニゾロ

ン,コ ーチゾン等のホルモン剤で白血球数の増加は

抑制 されたが,他 の ア ザ ン, 6MP, T-431 Lで は

対照に比 して有意の差がみ られなかつた.例 えば培

養後9時 間の増加率を比較 してみると,対 照が22.8
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表10　 慢 性淋 巴球性白血病 ・白血球数(2例 平均)

図4　 慢性淋巴球性白血病 白血球数(2例 平均) %で あるのに対 し,プ レ ドニゾ ロン添加 は12.6%,

コーチゾンで14.1%と 低 下 した が,ア ザ ンで は

22.3%と 変 りなかつた.

vi)単 球性白血病患者骨髄液体培養に及 ぼす影

響(3例,表11,図5)

本症の患者 にお ける場合 は表11,図5に 示す如 く

6MP及 びプレ ドニゾ ロンによ り著 る しく白血球数

の増加が抑制 された.即 ち培養9時 間後の白血球増

加率をみ るに,対 照は29.6%を 示 してい るが, 6MP

添加では12.8%,プ レドニ ゾロンでは13.1%で あつ

た.コ ーチゾン添加 による場合 も19.5%と かな りの

表11　 単球性白血病 ・白血球数(3例 平均)

図5　 単球性 白血病白血球数(3例 平均) 抑 制 を み たが,ア ザン, T-431L, ACTHで はそ

れぞれ28.5%, 24.1%, 25.2%と 殆んど影響を うけ

なかつ た.

4.総 括 並 び に 考 按

1936年Osgood62) 63)は 始めて骨髄 の体外液体培養

法 を考案 し,以 来種々の改良が加え られて今 日に至

つ ているが,緒 言で も述べた様 にこれ らは主 として

赤血球系統の観察には適 しているが,顆 粒細胞の観

察には不充分であつた.教 室の丹 原80)は 健康人 胸

骨骨髄体外組織液体培養を施行 し,骨 髄顆粒細胞観
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察 を主体 とした 液 体培 養 液と して, E. E. I. +タ イ

ロー ド氏 液+血 清が細胞の生命 を最 も長期間維持せ

しめ うると発表 した.

さてOsgood62)は 人骨髄体外細胞浮 游液を培養 し

た場合,相 当長期間にわた り細胞 の成熟,分 裂が行

なわれた と報告 し,又Norrie & Majnarichi55)も 家

兎,牛 等の骨 髄細胞浮游液を作製 して細胞の増殖を

認めた と述べてい る 又Osgoodは 慢性 骨髄性白血

病 患者 の液体培養を施行 し,骨 髄細胞 の成熟分裂が

行なわれた事を報告 し,教 室の丹原 も健康人の骨髄

細胞浮 游液を培養 し,培 養時間の経過に従い幼弱細

胞 は漸 次低率 になり,そ れに伴 なつて桿状核球及び

多核球,殊 に初期には桿状核球が急激に高率 とな り,

骨髄の培養によつて幼弱細胞 が成熟す る事 を明らか

に した.

ここにおいて私は丹原 による骨髄液体培養法を利

用 して各種 白血病患者 の骨髄 に各抗 白血病剤を添加

して,経 時的に白血球数の増減を観察 し,第II編 に

おいて述 べた臨床組織培養法 によ るス クリーニング

を更に一 層明確 にせん と試 みた.

以下病 型別に総括並びに考按を行 なう.

1)急 性骨 髄性 白血病

急性骨髄性 白血病 の治療 と して現今最 も多 く使用

されてい る抗 白血病剤 は,プ レドニゾ ロン始めとす

る一連のホルモン剤で あるが,長 村58), Burchenal7)

等 は6MPも 本症に非常に有効であつたと述べてい

る.さ て本実験によ り白血球数の経時的増減を調べ

た結果,プ レ ドニゾ ロン添加による場合が最 も白血

球数 の増 加 抑 制 され,つ いで コーチゾ ン. ACTH

の順に増殖が阻害 され た.代 謝拮抗物質の添加では

対照 と比べて余 り差 を認めなかつ た.こ の事は本症

には ステ ロイドホルモン剤就 中プ レドニゾ ロンが最

も有効であ る事を意味 しており,第II編 における被

覆培養の結果 とよ く一致 し,現 今行なわれている急

性 骨髄 性白血病の治療に基 礎的裏付けを与え るもの

と思われ る.な お本実験 では6MPは 第II編 の被覆

法でみ られ た程有効な る結果 をえなかつたが,こ の

事よ り本症 の治療 には6MP単 独使 用はプレ ドニゾ

ロン使用に比べ ると幾分おとるもの と類推 される.

2)慢 性骨髄性 白血病

現今慢 性骨髄性白血病の治療 には専 ら細胞分裂毒 で

あ るマ イレラン,テ ム等が使用 されており,中 でも

マ イレランの慢性骨髄 性白血病に対す る効果は,白

血病の 化学療法中最良の もの とされてい る これ ら

一連の細胞毒性 物 質 に ついては教室の鍋 島52)が 液

体培養 によ る添加実験を行 なつてお り,マ イレラン

及びナイ トロミンが非常に有効 であつたと報告 して

い る.し か しな が ら〓 島50),木 村44)等 は専 ら急性

白血病 にのみ有効 とされていた6MPが 本症にも著

効を呈 ずる事を発表 してい る.本 実験 によると6MP

及びプレ ドニゾ ロンによ り白血球数の成熟,増 加が

抑制 されてい るが, 6MPは 被 覆法 において も本症

患者の細胞増生,好 中球遊走速度を強 く阻害 してお

り,前 記 の臨床的報告 に実験 的裏付 けを与え得 る事

が出来た.液 体培養 で抑制 をみ たプ レ ドニゾロンは

被覆法 ではそれ程 抑制 を 生 じな かつた事 よりみて

6MP程 有効で はないと思われ る.

3)急 性淋巴球性 白血病

急性淋巴球性白血病の治療 に現在最 もよ く使用 さ

れて いるのは,プ レ ドニゾロンを始 めとする一連の

ステロイ ドホルモ ン剤で ある.本 実験において もプ

レ ドニゾ ロン, ACTH,コ ーチゾ ンいずれ も本患者

の白血球数増加を抑制 してお り.こ れ ら副腎皮質 ホ

ルモン剤が本症に有効で あり,代 謝拮抗物質 は余り

有効 とされていない臨床 的事実に裏付 けを与え る事

が出来た.こ の結果は前編で行なつ た被覆法の結果

と全 く一致 している.

4)慢 性淋巴球性 白血病

慢性淋巴球性白血病はわが国では欧米 と異なり極

めて例数少な く,従 つて治療効果 に対する臨床的報

告 も余 りみ られていないが,脇 坂88),河 北42)等は急

性淋巴球性 白血病と同じ く本症 にも副腎皮質ホルモ

ン剤やアルキル化物質,殊 にプレ ドニゾ ロンが有効

で あつた事を報告 してい る.本 実験において もプレ

ドニゾロン, ACTH,コ ーチゾ ンの順 に白血球数の

増加抑制をみてお り,か つ この成績 は被 覆法の結果

ともよ く一致 してあ る程度ホルモン剤が本症に有効

てあるとの裏付 けを うる事が出来 た.ア ルキル化物

質 は教室鍋島52)の 報告 に よれば,ナ イ トロミン及

びテスパ ミン等が有効であつた.

5)単 球性白血病

単球性 白血病 は教室の統計では全白血病中半数近

くを占める程多 く27) 58) 87),本 症の治療 に関しても内

外よ り多 くの報告がな され てい るが,余 り良好な る

成績をあげているものは少 なかつた.し か るに長期

間投与可能 の新合 ステロイ ドホルモ ン剤としてプ

レ ドニゾロン等がつ くられ,又6MPが 登場す るに

及 んで本症にもある程度の治療効果が期待 され るに

至つ た,即 ちDamesheck13), Burchenal8),平 木28),

細 田31)等 は本症にプレ ドニゾ ロン, 6MPが 有効で
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あつた事を発表 している.本 実 験 によ ると6MP及

びプレ ドニゾ ロン添加によ り骨髄 の白血球数増加は

強 く抑制 されてお り.上 記 の臨床 的事実 とよ く合致

し,本 症に対 する治療指針を うる事が出来 た.

5.結 論

各種 白血病患者の骨髄液体培養を行ない,そ れに

各種抗 白血病 剤を添加 して白血球数の増減を経時的

に観察 し,抗 白血 病 剤 の スク リーニングを行なつ

た.そ の結果

急性骨髄性 白血病にはプレ ドニゾ ロンが最 も効果

的についで コーチゾン, ACTH等 の ルモン剤が

有効に作用した.

慢性骨 髄性 白血病 には6MPつ いでプレ ドニゾロ

ンが効果 的に作用 した.

急性淋巴球性 白血病 に対 してはプ レ ドニゾロン,

 ACTH,コ ーチゾ ンの順 に有効 であつた.

慢性淋巴球 性 白血 病 も同 じくプ レ ドニゾロン,

 ACTH,コ ーチゾ ンの順 に効果を呈 した.

単球性白血病には6MP及 びプレ ドニゾロンが著

効を呈 した.

アザ ン, T-431L等 の代謝拮抗 物質 は いずれの

白血病 にも余 り有効には作用 しなかつた.

全 編 の 総 括

骨 髄体外組織培養法であ る被覆培養法及び液体培

養法を利用 して抗 白血病剤(代 謝拮抗物質及び各種

ホルモ ン剤)の 骨髄 白血 球系に及 ぼす影響並びに各

種 白血病患者 に対す るス クリーニ ングを行なつた.

その結果を要約すれば次 の如 くである.

1.家 兎 の骨髄細 胞 機 能 に対 して抗 白血病剤 はい

ずれ も一定度以上 の濃度で は抑制 的に働 くが,代 謝

結抗物質 ではT-431L,ア ザ ン, 6MPの 順に,ホ

ルモ ン剤ではプレ ドニゾ ロン,コ ー チゾ ン, ACTH

の順に抑制作用が強い.

2.健 康人骨髄 に障碍 を 与え ない抗 白血病剤の最

高添加 濃度 は,アザ ン0.035mg/cc, 6MP0.05mg/cc,

 T-431L及 びACTH,コ ー チ ゾ ン,プ レ ドニゾ ロ

ン等のホルモン剤 は0.01mg%ccで あ る.

3.各 種 白血病 患者の骨 髄 被 覆培養及 び液体培養

によるスク リーニ ングを総括 すれば,急 性骨髄性 自

血病 にはプレ ドニゾ ロン,コ ーチゾン, 6MPが,慢

性骨髄性白血病には6MP及 び プ レ ドニゾ ロンが,

急性及び慢性淋巴球性白血病にはプレ ドニゾロン,

 ACTH,コ ーチゾンが,単 球性白血病にはプレ ドニ

ゾロン, 6MPが 最 も効果的 に作用す るといいうる.

擱筆す るに当 り終始御懇篤な る御指導,御 校閲を

賜わつた恩師平木教授,大 藤助教授に深 く感謝致し

ます.

なお,本 稿の要 旨は第21回 日本血液学会総会にお

いて発表 した.
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Studies on Anti-leukemic Chemical Agents

 - By the Bone-Marrow Tissue Culture-

III. The Effects of Anti-leukemic Chemical Agents on the Bone

- Marrow Tissue Culture of Various Leukemic

 Patients in Fluid Medium

By

Shiro Sato

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

The author performed the bone-marrow tissue culture of various leukemic patients in fluid 

medium with addition of several anti-leukemic chemical agents , and observed changes in the 
leucocyte count from time to time, and conducted the screening of these agents. The results 

of the experiment are as follows.

In acute myelogenus leukemia the inhibitory effect was found to be in the descending 

order of Prednisolone, Cortisone and ACTH; in chronic myelogenous leukemia it was in the 

order of 6MP and Prednisolone; in acute lymphocytic leukemia Prednisolone, ACTH and 

Cortisone; in chronic lymphocytic leukemia Prednisolone , ACTH, and Cortisone; and in 
monocytic leukemia 6MP and Prednisolone.


