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1.緒 言

白血病 の発生及び死亡率 の増加 は近年世界的趨勢

にあ るといわれてい るが,先 年わが国において,各

ブ ロック別に行なわれ た 「白血病 の統計」 において

も,平 木28),白 石88),中 島63),太 田78),河 北44),脇

坂107),渡 辺108)ら によつて,こ の増加の傾 向は立証

されている.勿 論医療施設の普及.白 血病 に対する

関心 の増加,診 断技 術の向上な どによる発見 率の増

加 も,そ の増加の原 因として挙げられ るが,絶 体的

増加 も否定 し得 ない現段階である.か か る際,白 血

病の発生原因の探求 もさる事なが ら,取 敢えず治療

面の打開は焦眉の問題 として各方面からのたゆまざ

る努力 がなされてお り,特 に1946年Goodmann et

alが ナイ トロジエ ンマスター ドを白血病の治療に用

いて以来,白 血病化学療法剤 が相次いで発見 されて

臨床上 に用い られ,全 治とはいかないまで も,か な

りの寛解が得 られ,患 者の生命の延 長がみ られるよ

うになつた66) 34) 36).

今 日,白 血病 はい うまで もな く全身に散在す る骨

髄,淋 巴腺な どの造血臓 器におけ る造血細胞 の悪性

腫瘍 ともいうべ き無制限増殖状態 と考えられている

ため,他 の臓器の悪性腫瘍に対す る如 き外科的療法

は一 切不可能であ り,従 つて専 ら化学療法のみ によ

らな くてはな らず,そ の重要性が一般悪性腫瘍以上

に痛感されている状態である.

このような意味 において近年の多数の化学療法剤

の発見 は喜ば しい所 であるが,従 来はそれ ら薬剤の

使用 に当つては,主 として動物実験 によ り毒性を検

定 した後,臨 床的には経験的 に漠然 と用い られて来

たのであつて,各 白血病種類 によ る効果の差異乃至

は各白血病種類に対する最適薬剤 に就いての基礎的

検討は未だ行なわれていない.

ここにおいて,私 は昭和27年 以降教室 における骨

髄研究の一環 として採 り上 げられ75) 76) 77),昭 和29年

以降広 く臨床に応 用され,今 日に至つてい る臨床組

織培養29) 30) 31) 32) 33)法 を利用して各 種航 白血病剤の

適正なる使用法につ き基礎的検討 を行なわんと試み

た.而 して抗 白血病剤と しては,健 康な る組織 に対

する毒 性が少 ない事とその上 治療効果が得 られ る事

が必要であ り,こ の意味において,健 康人骨髄 白血

球細胞を障害 しない範囲での最高濃度の抗 白血病剤
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を各 種白血病患者の培養骨髄 に直接添加 することに

よつて白血病細胞の機能 に及 ぼす影響を観 察 し,白

血病 治療剤選定の一助にせんと試みた次 第である.

以上 本編 において はウレタン及び所謂細胞毒性物

質(ナ イ トロ ミン,マ イレラン,コ ルセ ミッド,テ

スパ ミン)に ついて骨髄 の臨床組織培養法を用いて

行 なつ た研究の結果,就 中組織の比較成長価,細 胞

遊走速度並びに増 生帯の細胞密度に及ぼす影響 につ

いて検討 した成績を報告す る.な お,抗 白血病剤の

中,各 種ホルモン剤,代 謝拮抗物質については教室

佐藤92)が 同 一 の 方 法 に よ つ て研究を行なつてい

る.

2.実 験材料並びに実験方法

(1)実 験材料

1)人 骨髄組織

健康青壮年5例,及 び当教室に入院 し,臨 床組織

培 養によ り診断が確定せ られ た各種白血病患者30例

(急性骨髄 性 白 血病3例,慢 性骨髄性 白血病9例,

急性淋 巴球性白血病6例,慢 性 淋巴球性 白血病2例,

単球性 白血病10)に ついて胸骨骨髄穿刺 を行 なつて

得 られた骨髄 組織片を使用 した.即 ち小宮式骨髄穿

刺器に接続 する吸引用注射 筒としてツベル クリン用

注射 筒(2cc)を 使用 し,最 大陰圧を加 えて吸引 し,

穿刺液 中にあ る骨髄組織片を取 り出 し,リ ンゲル氏

液 中で充分に末梢血を洗 い流 し,次 いで鋭利なメス

で組織片を ほぼ一辺0.5mmの 小片 に切 り,使 用し

た.

2)添 加各種抗 白血病剤

これにはウレタン,ナ イ トロ ミン,マ イレラン,

チ スパ ミン,コ ルセ ミッ ドを選んだ.こ の中マ イレ

ランを除 いては,す べ て注射用粉末或いは注射液 と

して市販 されてい るが,マ イレランは水に不溶解性

の ため純末をア ラビヤゴムによ り懸濁液 として使用

した.い つれ も力値保存状態が良好な ものであ る.

又溶媒 は各薬剤の比較効果判定の意味 もあつ て.

すベて リンゲル氏液を用 い,教 室 津島105)の述べ る

如 く, pHの 影響 を排除せねばな らぬため添加培養

時 の培地のPHは7.6に な るよ うにした.

3) .血 清

健康 人の静脈 より空腹時採血 し無菌的操作によつ

て分離 した血清を用いた.

4)ビ タ ミンB12溶 液

市販の1cc中 に100γ 含有の チ ョコラB12注 射

液を使用 した.

5)組 織培養盤及び被覆ガラス

クロム硫酸,水 洗,キ シ ロール,ア タコール内貯

蔵 を経て清拭 し,更 に乾熱滅菌 した厚 ぎ0.9mmの

良質の載物 ガ ラスに150～200μ の土手 を作つたの

を用い るか,或 いは教室考案の平木式臨床組織培養

盤No.1を 使用 した.被 覆 ガラスは24×32mmの 大

きさの ものを使用 した.

(2)実 験方法

培養術式 はすべて組織培養盤 の中央 にツベルクリ

ン用注射器(1cc, 1/3針)を 用 い て血 清1滴 を滴

下 し,ガ ラス棒 にて直径1.5cmの 円形 に拡げ る.

次いでその中央 に骨髄組織片を置 き,更 にツベルク

リン用注射 器を用いてV. B12及 び各 種 抗 白血病剤

各 々1滴 を添加 し,ガ ラス棒を用いて血清をよ く混

和 し,被 覆ガラスで覆い,そ の周囲をパ ラフィンで

充分 に封 じる.し かる後, 37℃ の艀 卵 器中に静置

す る.対 照 には各種抗白血 病剤の代 りに溶媒を同様

な操作で添加 した.

先ず健康人胸骨骨髄培養 に各種濃度の各抗 白血病

剤を添加 して,そ の骨髄増生を抑制 しない最大濃度

を観察決定 し,そ れ ら濃度の抗 白血病剤を各種白血

病患者胸骨骨髄培養 に添加 した.

以上 の操作 はすべて厳重に無菌的に且つ速 やかに

行なつた.

(3)観 察方法

1)比 較成長価の測定

培養 した骨髄組織 の計測に はア ツベの描画器で原

組織及び新生組織を描画 し,面 積を プラニメータ一

で測定 し,実 面積に換算 し,増 生前後の差(即 ち絶

体成長価)の 原面積に対 す る比率 を比較成長価 とし

た.

2)細 胞遊走速度の測定

逐時的に形態を描 画 し,細 胞 中心点の移動距離を

曲線計を用い測定 した.な お,急 性骨髄性 白血病及

び慢性骨髄性 白血病で は成熟好 中球遊 走速度を,急

性淋巴球性白血病及び慢性淋 巴球性 白血病では成熟

淋巴球遊走速度を,単 球性白血病 では成熟単球の遊

走速度を観察測定 した.

3)細 胞 密度の測定

接眼 レンズ5倍,対 物 レンズ100倍 にて 増 生帯の

周辺部,中 心部,中 間部の3部 に就いてそれぞれ1

視野の細胞数を計算 し,そ の和 を密度指数 とした.

3.実 験 成 績

以下 の実験成績 はいつれ も2例 以上 の平均を示す.



各種白血病患者胸骨骨髄培養に於ける各種抗白血病剤の影響紀関する研究　 429

(1)健 康人骨髄に対する添加

1)ウ レタン 添加の場合(5例,表1)

図の如 く添加濃度100m9/ccに て 骨 髄 増 生 は対

照に比して殆んど障害されず,こ れ以上の高濃度で

は増生抑制が見られるので,増 生を抑制しない最大

濃度は100m9/ccで あつた.

第1表　 健康人骨髄に対す るウ レタン添加

比 較 成 長 価

2)ナ イ トロミン添加の場合(5例,表2)

骨髄細胞増生は0.5mg/ccで 明 らかに障害 され,

増生 を抑制 しない最大 濃度は0.05mg/ccで あつた.

表2表　 健康人骨髄 に対す るナイ トロミン添加

1比 較 成 長 価

3)マ イ レラン添加の場合(5例,表3)

比 較成長価は図に示 ず如 く, 0.2m9/cc以 下の添

加濃度では殆ん ど対照 と有意の差 を認めないので,

増生 を抑制 しない最大濃度は0.2mg/ccで あつた.

なお,マ イレランの溶媒 として使用 した アラ ビヤゴ

ムは,別 にアラ ビヤゴム単独で健康人骨髄に対 して

添加 を試みたが,何 ら骨髄増生 を障害す る結果 は得

られなかつ た.

第3表　 健康人骨髄に対す るマイレラン添加

比 較 成 長 価

4)コ ルセ ミッ ド添加の場合(5例,表4)

1mg/cc以 上 の濃度にては,明 らかに増生 の抑制

が見 られ るので,添 加によ り影響 されない最 大濃度

は0.1mg/ccで あつた.

第4表　 健康人 骨髄に対するコル セ ミッ ド添加

比 較 成 長 価

5)テ スパ ミン添加の場合(5例,表5)

0.25mg/cc以 下 にては,骨 髄 増 生 は対照に比 し

て有意の差が見 られないので,増 生を抑制 しない最

大濃度は0.25m9/ccで あつた.

第5表　 健康人骨髄に対す るテスバ ミン添加

比 較 成 長 価

(2)急 性骨髄性 白血病患者に対する添加(第

6表,第7表,第8表,第1図,第2図)

1)ウ レタン添加の場合(3例)

表6,図1に 示す如 く,添 加濃度100mg/ccに お

いて,比 較成長価 は培養後6時 間, 12時 間にて各 々

対照の54%, 58%と 低値 を示 しており,成 熟好 中球

遊 走 速 度(以 下 「好 中遊 」と略 す)も 培養後6時

間にて対照の53%で あり,更 にご細 胞 密度指数 似

下 「細密」 と略 す)も 培養後12時 間で73%と 対照に

比 して低値を示 した.

2)ナ イ トロミン添加の場合(3例)

添加濃度0.05mg/ccに おいて,比 較 成長価 は対

照にご比 して低 く,特 に培養後6時 間, 12時 間にて,

各 々対照の35%, 32%と 極 め て低 値 を示 した.又

「好中遊」 も培養後6時 間 にて対照の53%に 減弱せ

られ,更 に 「細密」 も培養後12時 間で対照の58%と

低値を示 した.
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第6〃 急性骨髄性白血病患者骨髄に対す る添加　 比較成長価

第7表　 急性骨髄性白血病患者骨髄に対する添加　 好 中球遊走速度(μ/min)

表8表　 急性骨髄性 白血病患者骨髄に対す る添加　 細胞密度指数

第1図　 急性骨髄性白血病患者 骨瞳に対する添

加　 比較成長価

第2図　 急性骨髄性白血病患者骨髄に対する添

加　好 巾球遊走速度(μ/min)
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3)マ イレラン添加の場合(3例)

添加濃度0.2mg/ccに お い て,比 較 成長価 は培

養後6時 間, 12時 間にて各 々対照 に比 して54%, 52

%の 低値 を示 し,中 等度の骨髄細胞増生の抑制が認

め られた.又 「好中遊」 も培養後6時 間 にて対照の

65%と やや 低 下 してお り,「細密」も培養後12時 間

にて対照の67%と やや低値を示 した.

4)コ ル セ ミツ ド添加 の場合(3例)

添加濃度0.1mg/ccに お いて,比 較 成長価は培

養後6時 間, 12時 間にて,そ れ ぞれ対照の58%, 48

%の 低値を示 し,又 「好 中遊」 も培養後6時 間 にて

対照の80%,更 に 「細密」 も培養後12時 間にて対照

の78%と 軽度の低値を示 した.

5)テ スパ ミン添加 の場合(3例)

添加濃度0.25mg/ccに おいて,比 較 成長価 は培

養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照の78%, 72

%と 軽 度の低 値 を示 している.「好 中遊」は培養後

6時 間, 12時 間 にてそれぞれ対 照の71%, 90%で あ

つ て,対 照 との有意 の 差 は余 り認め難 く,「細密」

も培養後12時 間にて対照の85%で 有意の差が なかつ

た.

(3)慢 牲骨髄性 白血病患考骨髄に対す る添加

(第9表,第10表,第11表,第3図,第4図)

1)ウ レタン添加の場合(5例)

添加濃度100mg/ccに お い て,比 較 成長価 は培

養後6時 間, 12時 間にて,対 照 に比 してそれぞれ50

%, 50%と かな りの低値を示 し,こ れは培養後の経

過時間に関係な く終 始 著 明 な る抑制 を示 した.又

「好 中遊」 も培養後6時 間 にて50%と か な りの減退

を示 したが,「細密」 は培養後12時 間にて対照 の99

%で 有意の差を認めなかつた.

2)ナ イ トロ ミン添加の場合(5例)

添加濃度0.05mg/ccに おいて,比 較 成長価は培

養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照の22%,

 18%と 極 めて著明な低値を添 し,対 照 に比 し,終 始

1/3の値を示 した.更 に 「好 中遊」 も培養後6時 間

にて対照の33%,「 細密」 も培養後12時 間にて対照

の79%と 著明なる低値を示 した.

3)マ イレラン添加の場合(5例)

第9表 に示す如 く,添 加濃度0.2mg/ccに て比較

成長価は前述ナイ トロミンとウレタンの増生抑制効

果のほぼ中間の値を示 した.即 ち培養後6時 問, 12

時間にて,そ れぞれ対照の30%, 32%で あつ た.し

かし 「好中遊」は培養後6時 間にて対照の47%で あ

り,更 に 「細密」は培養後12時 間にて対照の99%で,

対照 との著 明な る差 は認め られなかつた.

4)コ ルセ ミツ ド添加の場合(5例)

添加濃度が0.1mag/ccに て,比 較 成 長 価 は培養

後6時 間, 12時 間において,対 照のそれぞれ61%,

 46%で 中等度 に低値 を示 したが,前 述 の3種 の抗 白

第9表　 慢性骨髄白血病患者骨髄に対する添加　 比較成 長極

第10表　 慢性骨櫛性白血病患者骨髄に対す る添加　 好 中球遊走速度(μ/min)
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第11表　 慢性骨髄性白血病患者骨髄に対する添加　 細胞密度指数

第3図　 慢性骨髄性白血病患者骨髄に対する添加

比較成長価

第4図　 慢 性骨髄性白血病患者骨糧に対する添加

好中球遊走速度(μ/min)

血 病剤 ほど著明で は な かつた.「好 中遊」 も培養後

6時 間にて対照 の55%と 中等度 に低値 を示 したが,

「細密」は培養後12時 間にて対照の101%と 有意の差

を認めなかつ た.

5)テ スパ ミン添加の場 合(5例)

添加濃度0.25mg/ccに て,比 較成 長価 は培養後

6時 間,　12時 間にて,そ れぞれ対照の66%,　 51%,

「好 中遊」 は培養 後6時 間 にて62%と かな りの低値

を示 したが,「 細密」は対照 と有 意 の 差を認めなか

つ た.

(4)急 性淋巴球性 白血病患者骨髄に対す る添

加(第12表,第13表,第14表.第5図,

第6図)

1)ウ レタン添加 の場合(4例)

添加 濃度100mg/ccに お い て は，比較成 長価 は

培養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ の対照の88%,

 81%で あ り,成 熟淋巴球遊走速度(以 下 「淋遊」 と

略す)は 培養後6時 間にて対照の71%で あり,更 に,

「細密」 は培養後12時 間にて対照 の84%で いつれ も

対賦 と有意の差を認め得 なかつた.

2)ナ イ トロ ミン添加 の場合(4例)

添加濃度0.05m9/ccに おいて,比 較成長価は培

養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照 の55%, 53

%と かな りの低値を示 し,「淋遊」 も培 養 後6時 間

にて対照の58%,「 細密」 も培養後12時 間にて62%

とかなりの減少をみた.

3)マ イレラン添加の場合(4例)

添加濃度0.2mg/ccに おいて,比 較成 長価 は培

養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照の71%, 83

%で あ り,「淋遊」は培養後6時 間 にて対照の71%

で,更 に 「細密」は培 養 後12時 間 にて85%で あつ

た.

4)コ ルセ ミツ ド添加の場合(4例)

添加濃度0.1mg/ccに お い て,マ イレラン添 加

の場合 と同様 に,比 較成長価,「淋遊」共 に対照に比

して有意の差が認め られなかつた.即 ち比較成長価

は培養後6時 間 にて 対 照の74%で あり,「淋遊」 も

培 養後6時 間にて対 照 の67%で あつ た.「細密」は

培養後12時 間にて対照の72%で あつた.

5)テ スパ ミン添加の場今(4例)

添加濃度0.25mg/ccに おいて,対 照 に此 し比較

成 長価 は培養後6時 間, 12時 問にて,そ れぞれ75%,

 82%で あり,「淋遊 」及 び 「細密」 も共 にこ僅かなが

ら低値を示 した.
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第12表　 急性淋巴球性 白血病患者骨髄に対 する添加 比較成長価

第13表　 急性淋巴球性 白血病患者骨髄に対す る添加 淋巴球遊走速度(μ/min)

第14表　 急性淋巴球性白血病患者骨髄に対する添加 細胞密度指数

第6図　 急性淋巴球性 白血病患者骨髄に対す る

添加 比 較成長価

第6図　 急性淋巴球性 白血病患者骨髄に対する

添加 淋巴球遊走速度(μ/min)
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(5)慢 性淋 巴球性 白血病患者骨髄に対する添

加(第15表,第16表,第17表 ,第7図,

第8図)

1)ウ レタン添加の場合(2例)

添加 濃度100mg/ccに おいて,比 較 成 長 価 は培

養後6時 間 にて対照の71%で あつ た.又 「淋遊」は

培養後6時 間にて対照の63%で あり,更 に 「細密」

は培養後12時 間にて94%で あつ た
.

2)ナ イ トロ ミン添加 の場合(2例)

添加濃度0.05mg/ccに おいて,比 較 成長価 は培

養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照の69%で あ

つて,全 般的 に対照に比 してかな りの低値 を示 し
,

骨髄細胞増生機能への障害が うかがわれた.

3)マ イレラン添加の場合(2例)

添加濃度0.2mg/ccに おいて,比 較成 長価 は培

養後6時 間にて対照の92%で あり,又 「淋遊」は培

養後6時 間 にて対照の63%で あつた.更 に 「細密」

は培養後12時 間にて対照の96%で あつて,対 照との

有意の差を認めなかつた.

4)コ ルセ ミツ ド添加の場合(2例)

添加濃 度0.1mg/ccに おいて,比 較成 長価は培

養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照の72%, 65

%と 中等度 の低植を示 したが,「淋遊」及び 「細密」

は殆んど影響がなかつた.

5)テ スパ ミン添加の場合(2例)

添加濃度0.25mg/ccに おいて,比 較 成長価は培

養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照の80%, 56

%と,更 に 「淋遊」は培養後6時 間にて65%と 共 に

第15表　 慢性淋巴球性白血病患者骨髄に対す る添加 比較成長価

第16表　 慢性淋巴性 白血病患者 骨髄に対す る添加 淋巴球遊走速度(μ/min)

第17表　 慢性淋 巴球白血病患者骨髄 に対す る添加 細胞密度指数
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第7図　 慢性淋巴球性白血病患者骨髄に対する

添加 比較成長価

僅かなが ら低値を示 したが,「細密」に は 影 響を与

えなかつた.

(6)単 球 性白血病患者骨髄 に対する添加(第

18表,第19表,第20表,第9図,第10図)

1)ウ レタン添加の場合(5例)

添加濃度100mg/ccで 比較成長価 は培養後6時 間,

 12時間 にて,そ れぞれ対照の80%, 80%で,成 熟単

球遊走速度(以 下 「単遊」と略す)は 培養後6時 間に

て対照の63%と 共 に僅 かなが ら低値を示 したが 「細

密」 は対照 に比較 して有意の差を示 さなかつた.

2)ナ イ トロ ミン添加の場合(5例)

添加濃度0.05mg/ccに おいて,比 較 成 成長価は

第8図　 慢性淋巴球性 白血病患者骨髄に対する

添加 淋巴球遊走速度(μ/min)

培養後6時 間, 12時間にて,そ れぞれ対照の67%,

 62%で あ り,又 「単遊」は培養後6時 間 にて対照の

63%で あつ た.更 に 「細密」 も培 養後12時 間にて対

照の60%で いづれ もかな りの低値 を示 し,骨 髄増生

機能に明 らかに障害のあ る事が認められた.

3)マ イレラン添加の場 合(5例)

添加濃度0.2mg/ccに おいて,比 較成長価は培養

後6時 間 にて 対 照の95%で あ り,更 に 「単遊」 も

「細密」 も対照に比 して有意の差 を示 さなかつ た.

4)コ ルモ ミツ ド添加 の場合(5例)

添加濃度0.1mg/ccに おいて,比 較成長価は培養

後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照の75%, 86%

第18表　 単球性白血病患者 骨髄に対す る添加 比較成長価

第19表　 単球性 白血病 患者骨臆に対す る添加 単球遊走速度(μ/min)
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第20表　 単球性白血病患者骨髄に対する添加 細胞密度指数

第9図　 単球性白血病患者骨髄に対する添加

比較成長価

であ り,「単遊」は培養後6時 間 にて対照の100%

で,又 「細密」は培養後12時 間にて対照の81%で あ

つ た.

5)テ スパ ミン添加の場合(5例)

添加濃度0.25mg/ccに おいては,比 較 成 長価が

培 養後6時 間, 12時 間にて,そ れぞれ対照の83%,

 86%と 僅かなが らの低 値 を 示 したが,「 単遊」 は培

養 後6時 間 にて対照の110%で あ り,又 「細密」 は

培養後12時 間にて対照の89%で 有意の差 が認められ

なかつ た.

4.総 括 並 び に 考 按

以上専 ら臨床 組織培養法を用いて各種 白血病患者

胸骨骨髄培養を行ない,こ れに健康人骨髄白血球を

障害 しない範囲での最 高濃度の ウレタン及び細胞毒

性物質(ナ イ トロミン,テ スパ ミン,コ ルセ ミツ ド,

マイレ ラン)を 添加 して培養組織 の比較成長 価.増

生帯の細胞遊走速度及び細胞密度を測定 して,各 種

白血病患者骨髄 白血病細 胞 の 機能 に 及ぼす影響を

検 討 して 得 ら れた成績の各 々につ いて考按 を加え

る.

(1)ウ レタ ン

本剤 は1946年Haddowに よりWalker carcinoma

第10図　 単球性 白血病患者 骨髄に対する添加

単球遊走速度(μ/min)

256を 抑制す るという事によつて抗 癌 剤の一つ とし

て認め られ, 1946年Paterson78)等 によつて 初めて

慢性骨髄性白血病(以 下 「慢骨白」 と略す)に 有効

な事が報告 され た ものであ り,生 化学 的にはATP

の附燐作用, Cholinesterase,組 織呼 吸の阻害等が考

えられてい る50).し か し臨床的に効果発現まで約1

ケ月を要 し,嘔 吐,或 いは肝障害等 の副作用が顕著

に現われ るため,且 つ その上に副作用の少ない,効

果 の確実な新薬剤が次から次へと発見 され るに及ん

で現在 は実際 には余 り用い られていない.従 つて本

剤 の白血病に対する諸 種の基礎 的検討 は殆んど行な

われてお らず,ま してや造血臓器と して 重要 な骨

髄組織 に本物 質 を 添加 培 養 し,そ の影響を論 じた

ものは未だ文献 に見 当 らない.本 実 験 の 成 績 によ

れば,健 康 人 の 骨 髄 増生を抑制 しない最大濃度は

100mg/ccで あり,こ れ を各種白血病 患者骨髄培養

において添加 した場合,急 性 骨 髄性 白血病(以 下

「急骨 白」 と略す)に 対 しては対照(溶 媒のみ添加)

の約30%の 増生抑制を,「慢骨 白」に 対 して は約50

%の 抑制を示 した.急 性淋 巴球性白血病(以 下 「急

淋白」 と略す),慢 性淋 巴球 性 白血病(以 下 「慢淋

白」 と略す),単 球 性白血病(以 下 「単 白」と略す)

に対 しては殆ん ど特別 の影響を与えないよ うに思わ
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れ る.

以上 の成績 は本剤 が臨床的に 「慢骨 白」に時と し

て利用されてい ることの実験 的立脚点 を新たに作つ

た事になり,培 養上の成績か らすれば,そ の効果程

度はかなり期待出来 るので はないかと考え られる.

唯前述の如 き副作用 の点は本実験 においては推察 出

来ないが,何 らかの工夫によ り,も つ と臨床 的塩用

がな され てもよい ものと考え る.

(2)ナ イ トロミン

本剤 は1949年 石館,吉 田43)に よ つ て取 り上 げら

れた細胞毒性物質で あり,ナ イ トロジエ ンマスター

ドと異な り,毒 性が少な く,有 効量の幅が広 いので

既に癌及び白血病の化学療法剤と して1952年 以来広

くわが国 において臨床的に用いられてい る.従 来本

剤の毒性及び作用機転等の基礎的観察 にあたつては

動物の踵瘍が対 象となつてい るが,白 血病 に対す る

効果 については,た だ臨床応 用の結果が論ぜ られて

いるに過 ぎない.こ の臨床応 用の結果,白 血球数減

少を来す事がみ られてい るので本剤の骨髄増生を抑

制 することは暗 に示唆 されているわ けであるが,未

だ直接骨髄組織 に本剤を添加培養 して検討 した文献

は見 られない.本 実験 において,布 販 ナイ トロミン

(50mg入 りアンプル)は 強 酸 性で(pH=3)あ る

ので至適培地pH=76に 調整す るのに重 曹水を使

用した.か くして行なつた実験成績によれば健康人

骨髄増生 を仰制 しない最 大 添加 濃 度は0.05mg/cc

で あり,こ の濃度の本剤 を使用 した結果,比 較成長

価において,「急骨白」に対 しては50～60%,「 慢骨

白」に対 しては約70～80%,「 急 淋 白」に対 しては

約40～50%,「 慢淋白」及び 「単 白」に 対 し ては約

20～30%の 減少を対 照 に 比 して 示 してお り,更 に

「慢骨 白」を始めと して細 胞 遊 走速度,細 胞密度指

数 もかな りの減退 を示 してい る.こ れ は明 らかに本

剤が各種 白血病,特 に 「慢骨 白」の骨髄細胞増生を

抑制す ることを如実に示す ものであ り,本 実験のみ

からすれば,本 剤 は 「慢骨白」 を始め として 「急骨

白」「慢淋白」「単 白」の順 に白血病に対 して極めて

有効であ る事が推察 され る.し かし実際 には本剤発

見以後に各 白血病 に比較的特異的に作用 する薬剤が

出現 した事,及 び本剤 が急激な白血球減少を来す事

等 から余 り応用 されていないのが現状であ る.こ こ

に以上の私 の成績 からかんがみて,使 用方法の改善

等,何 らかの副作用防止策を講 じて,少 な くとも骨

髄 性白血病 に対 しては矢張 り使用を考慮す る必要 が

あ ると思 う.

(3)マ イレラン

本 剤は1953年Haddow及 びTimmis22)に よつて

ラッテの流血中の好中球 を減少せ しめ,更 にWal-

ker Rat carcinoma 256の 発育を抑制 することが 認

め られた所のナイ トロジエンマスター ドの誘導体で,

一種 の細胞分 裂 毒 で あり
, Bollagも ラッテの末梢 、

血液の顆粒細胞を特に減少せ しめる こ とを 確 認 し

てい る.臨 床 的にはGalton10) 18)(1953), Bollag7) 8)

(1953), Ledlie56)(1953), Wilkingon109)(1953)等 に

よつ て急性及 び亜 急 性白塩病,「 慢骨 白」及 び淋 巴

球性 白血病,多 発性骨髄腫,ポ ジキ ン氏病,リ ンパ

肉腫症に試み られ,略 々選 択的に 「慢骨 白」に有効

で あることが認め られ,次 いで各国から追試 する者

が現われ27) 68) 79) 80),経 口的に用い得 て,而 も副作用

が少な く,効 果 は放射線療法のそれに匹敵 して優れ

てい る等の点 か ら,現 在 「慢骨白」の化学療法剤中

最 も優れた ものであ るとす る人が多い3) 18 )21) 15) 68),

わが国では昭和29年 広 島原爆 被爆者の白血病 に用い

た報告が最 初で,そ の後毎年多数の報告46) 52) 75) 99)が

あ り,漸 く広 く用い られ ようと してい る.しか本剤が

骨髄組 に如何な る影響を与えるか について は直接

には観察 されてお らず,僅 かにGaltoaが 骨髄像 にお

いて病的細胞の減少を報告 してい るが,本 実験で は

健康人骨髄 に対 して0.2mg/ccよ り以上の添加濃度

では障害を与えた.そ こで障害を与えざる0.2mg/cc

の本剤を各種 白血病骨髄培養 に添加 するに,比 較成

長価において,「急 骨 白」 に対 して約40%,「 慢骨

白」に対 して は約70～80%の 減 少 率 を示 し,「急淋

白」「慢 淋白」「単白」に対 しては殆んど影響 を与え

なかつた,細 胞遊走速度及び細胞密度指数において

も 「慢骨 白」「急骨 白」 に対 して は かな りの減少を

及ぼ した.し か し総体的には前述の ナイ トロミンの

骨髄増生 に対する抑制の度合よ りはい くらか劣 るも

のであ り,従 来 の臨床 的応用の結果 とやや相反す る

のであるが,こ れは実際の臨床応用の場合 にはマ イ

レラン自体の効果があるのに,あ る程 度の時間を要

し,一 方ナ イ トロ ミンは副作用が多 くて長期使用に

堪えぬ事を考慮す るならば,一 痔理解 せられ る.し

か し何れにせ よ本 剤 が 骨 髄 性 白血病,特 に 「慢骨

白」 に対 して選沢的に骨髄細胞増生を抑制す る事 は

本実験 によつて充分裏書せ られた.

(4)コ ルセ ミッド(Demeoolcin)

本剤は1956年Santavy及 びReichateinら により

Golchicum autumnaleか ら抽 出 された アルカロイ ド

であり, Schar82)ら は組織培養法 によ る実験か ら質



438　 鍋 島 三 朗

的並 びに量的 にColohicinと 同様 に細胞 分裂を抑制

す るが,そ の毒 性 は マ ウ ス に おいてColchicinの

1/30で あ り,マ ウス及び ラッテの移殖性腫瘍 の発育

を抑制す るが,そ の抑制 に必要な量で は,同 時 に細

胞分裂の旺盛な正 常組織即 ち骨髄,淋 巴組織,腸 管

粘膜,生 殖 腺 に も影 響 す る と述 べ てい る.更 に

Albrocht1)は 人骨髄細胞の組織培養 法 によ る実験 か

ら100cc当 り0.1～0.001mgの 濃度で骨 髄細胞 の

すべてのmitoseをmetaphaseに おいて抑制 し,そ

の中,前 骨髄球 と骨 髄球 は他 の骨髄細胞 に比 して

metaphaseの 後期 において抑 制 され ると述べている.

臨床的 に はBack4) 5) 6)及 びGrossは 「慢 骨 白」に

使 用して,造 血 臓器にmetaphaseが 強 度 に 増加す

るのを見てお り,深 瀬 らは本剤使用中の骨髄 にはい

つれも病的白血球の核分 裂像 特itprophaeeの 末期

よ りmetaphaseの ものが 増 加 して おり,そ の染色

体は断裂,濃 縮,膨 化,空 胞形成等の変性を示 すも

のが多 く認 められた とい う.本 実験 において,私 は

健康人骨 髄に対 して は0.1mg/cc以 下 の 添加 濃 度

で は そ の 増 生 を抑制 しな い こ と を認 めた.更 に

0.1mg/ccの 添加濃度 に お いては,「急骨 白」に対

して約40%,「 慢骨 白」 に対 して は約50%,「 慢淋

白」 に対 して は約30%,「 単白」に対 して は約10～

20%の 対照 に対す る抑制を認めた.又 細胞遊走速度

に関 して は,「慢骨白」 に対 して約50%の 減少をみ

てお り,細 胞密度指 数に関 しては,「急骨白」「単 白」

「急淋白」 に対 してあ る程度 の 低 下 を来 している.

以上によ り本剤 は特に 「慢骨 白」及び 「急膏白」骨

髄に対 しては抑制効果がかなり期待出来 るもので あ

るといえ る.

(5)テ スパ ミン(Thio-TEPA)

本 剤 もNitrogen mustardの 誘 導 体 でEthylen-

imine系 に属 し,動 物実験での薬理作用はTEMに

類似 して いるとい う. Shay86)(1953, 1954), Sparks

(195390), 195491))等 によつ て 初 めて本剤の骨髄機

能抑 制 作 用 が 注 目 され,実 験 的段階を経てShay

(1953)に よつて人の白 血 病に 初めて試み られた.

その 後Smith et al89)(1955), Zarfonetis et al

(1955), Leonard et a157)(1956),小 山他53)(1956),

沖中他74)(1957),日 比野鋤 他(1958)等 の報告が

あ り,一般 に急性 白血 病に無効乃至禁 忌であ るが,慢

性及び亜 急性の骨髄性及び淋巴球性 白血病には有効

であ ると されて いる.本実験 において,健康 人骨髄に

対 しては, 0.25mg/ccよ り以上 の 高 い添加濃度で

はその増生 に抑制が見 られるが, 0.25mg/ccの 添加

濃度にて比較成 長億 は 「急骨 白」 に対 して約20%,

「慢骨白」 に対 しては約50%, 「慢淋 白」に対 しては

約30～40%,「 単白」 に対 して は約10%め 対照に対

する低下 を示 している.又 細胞遊 走速度に関 しては,

「急骨 白」に対 して約30%,「 慢 骨 白」に対 して約

30～40%,「 慢淋 白」に対 して20～30%,「 単 白」に

対 して10%の 減少を示 してい る.更 に細胞 密度指数

に関 しては,「急骨白」及び 「単 白」 に対 して僅か

の減少を示 してい る.以 上 によ り本剤 はナ イトロミ

ン及び マイレランには及ばない としても,少 な くと

も 「慢骨白」及び 「慢淋白」 に対 しては,か なり有

効的に作用す るように思 われる.

次 に各種白血病 における白血病細胞 に対する上記

諸薬剤 の効果について総括 的に論 じて み れば,「急

骨白」に対 してはナイ トロミン,マ イレラン,ウ レ

タン,コ ルセ ミツ ド,テ スパ ミンの順に細胞掬制的

に作用 し,特 にナ イ トロ ミンはその作用が強力であ

る.「慢骨白」 に対 しては ナ イ トロ ミン,マ イレラ

ン,ウ レタン,コ ルセ ミッド,テ スパ ミン の順 に

作用 し,中 でもナ イ トロミン及びマイレランは特異

的であるが,他 の薬剤 も中等度に抑制的効果を発揮

している.「急淋 白」 に 対 して は ナイ トロミンが他

の薬剤 に比 してやや影響を与えているの み であ る.

「慢淋 白」に 対 して は テスパ ミン,ウ レタン,コ ル

セ ミンド,ナ イ トロミン,マ イレランの順に影響力

を有 してい るが,特 異的に作用す る薬 剤 は な い.

「単白」 に対 して はナ イ トロミン,コ ルセ ミツ ド,

ウレタン,テ スバ ミン,マ イレランの順 に骨髄増生

に抑制効果があ るが,ナ イ トロミンが最 も効果的で

ある以外 に特異的な薬剤 は見 出せない.

もとよ り臨床的使用にあたつて は,使 用量,使 用

方法のみな らず,薬 剤耐性更に重要な事項 として副

作 用,就 中,赤 血球系並び に血小板系造血 に対する

障害如何等種々の問題があるので,本 実験 のみ によ

つて各 白血病に特効的に作用す ると思われ る薬剤を

ここに一概 に選定す る事 は出来ないが,仮 に上記の

諸問題を度外視 して論ずれ ば,「急 骨 白」にはナイ

トロミン,「慢骨 白」 には ナ イ トロミンとマ イレラ

ン,「慢淋白」にはテスパ ミン,ウ レタン,「単 白」

にはナイ トロ ミンが有効的であ り,一 方.「急淋白」

にはいつれも有効的 に作用 しないよ うに思われ,こ

れらの事は本実験 の結論 として臨床治療面 に充分参

考 に供 し得るもの と信ず る.
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5.結 論

各種白血 病骨髄 の臨床組織培養を行ない,白 血病

細胞の機能に及ぼすウ レタン及び諸種細胞毒性物質

の影響を窺つた.即 ち健康人骨髄組織培養 によつて

薬剤を添加 し,障 害を与 えない範囲内での最高濃度

において,各 種 白血病骨髄培 養に添加実験 を行ない,

組織の比較成長価,増 生帯の細胞遊走速度及び細胞

密度 にどの程度の影響 を及ぼすかを検討 した.そ の

結果得 られた成績を結論的 に述べれば次の通 りで あ

る.

1.「急骨 白」ではナイ トロ ミン,マ イレラン,ウ

レタン,コ ルセ ミツ ド,テ スパ ミンの順 に細胞増生

を抑制 し,特 にナ イ トロミンに お い て 著 明 であつ

た.

2.「慢骨 白」で はナ イ トロミン,マ イレラン,ウ

レタン,コ ルセ ミツ ド,テ スパ ミンの順に効果的で

あつたが,中 でもナ イ トロ ミン及びマ イレ ランは最

も効果的であつた.

3.「 急淋白」にはナイ トロミンがやや効果的であ

つたが,他 の薬剤は殆 んど細胞増生を抑制 しなかつ

た.

4.「 慢淋白」ではテスパ ミン,ウ レタン,コ ルセ

ミツ ド,ナ イ トロ ミン,マ イレランの順 に細胞増生

を抑制 したが,就 中テスパ ミン及び ウレタンは 有功

的で あつた.

5,「 単 白」にはナイ トロミン,コ ルセ ミツ ド,ウ

レタン,テ スパ ミン,マ イレランの順にある程度細

胞増生を抑制 したが,中 で もナイ トロミンは効果的

であつた.

6.以 上 より,白 血病細胞 に及ぼす影響 とい う面

のみか ら見 れば 「急骨 白」に は ナ イ トロミン,「慢

骨 白」にはナイ トロ ミン と マイレラン,「慢淋白」

にはテスパ ミン及 び ウ レタン,「単白」 にはナイ ト

ロ ミンの効果が期待 され 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 藤助教授に深謝致 します.

なお,本 稿の要 旨は第20回 日本血液学 会総会にお

いて発表 しました.

文献は第III編末尾 に記 した.

Studies on the Effects of Various Anti-Leukemic Agents by Means of

 Sternal Bone-Marrow Tissue Culture of Various Leukemias

Part 1. On the Effects of Urethane and Various Alkylating

 Agents by Clinical Tissue Culture of Bone Marrow

By

Saburo Nabeshima

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School
(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

With the purpose clarify the effects of urethane and various alkylating agents(nitromin, 
myleran, colcemid, tespamin) of the function of leukemic cells, the author performed clinical 

tissue culture of bone marrow of various leukemic patients First the author performed bone-

marrow tissue culture of normal persons with addition of urethane and various alkylating 

agents in graded concentrations and established the maximal concentration of the agents in 
the medium, which does not impede bone-marrow cell growth. At this maximal concentration 

the observation was carried on to see the effect of direct addition of urethane and various 

glkylating agents on the relative growth of the tissue, the wandering velocity of the cells,
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and the cell density by performing bone-marrow tissue culture of various Ieukemic patients; 
and obtained the following results:

1. In acute myelogenous leukemia the inhibitory effect on the bone-marrow cell growth 
was found to be in the descending order of nitromin, myleran, urethane, colcemid, and 
tespamin, and it was greatest with nitromin.

2. In chronic myelogenous leukemia the inhibitory effect was found to be in the descen-
ding order of nitromin, myleran, urethane, colcemid and tepsamin, and it was marked 
with nitromin and myleran.

3. In acute lymphocytic leukemia nitromin acted inhibitorily slightly, but other anti-
leukemic agents had hardly any inhibitory action.

4. In chronic lymphccytic leukemia the inhibitory effect was found to be in the descending 
order of tepsamin, urethane, colcemid, nitromin and myleran; among them tespamin and 
urethane were more effective.

5. In monocytic leukemia moderately inhibitory effect could be recognized in the descen-
ding order of nitromin, colcemid, urethane, tespamin and myleran; of them nitromin proved 
to be more effective.

6. Judging from the effects of these agents on leukemic cells in the treatment of leu-
kemias, one might anticipate the efficacy of these drugs as follows: i. e. in acute myelogenous 
leukemia nitromin is most effective; in chronic myelogenous leukemia nitromin and myleran 
are most effective; in chronic lymphocytic leukemia tespamin and urethane are most effective; 
and in monocytic leukemia nitromin is most effective.


