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第1章　 緒 言 な らび に 文 献

現 在において もなお悪性腫瘍 の治療の根幹をなす

ものはや はり外科的手術療法であつて,最 近の手術

手技の進歩 とともに漸次根治手術によ る遠隔成績の

向上が認め られつつあるが,根 治手術後の残存癌細

胞 または癌組織のすべてが再発の原因 とはな らない

に して も,す べて の癌腫の再発 はこれ ら残存癌細胞

に起因す るものであることはい うまで もない.根 治

手応に際 して,癌 細胞ない しは癌組織の 一部を残存

させ る可能性の大 きい こと,お よび手術操作中にお

いて腫瘍細胞の撒布 され るであろうことはその再発

頻度 か らみて も容 易 に推 定 され る と ころ であ つ て,

根 治手 術 とい え ど も,技 術 的 に まだ 決 して 満 足 すべ

き段 階 には 到 達 して い な い.し たが つ て これ ら残 存

癌 腫 に対 して,手 術 以外 の 何 らかの 手 段 を加 えな け

れ ば,た とえ最 近 の 手 術手 技 の 進歩 を もつ て して も,

悪性 腫 瘍 の治 癒 成績 は 向上 しない で あ ろ うこと は容

易 に想 像 され る と ころ であ る.こ こに登 場 した のが

悪性 腫 瘍 に対 す る 化学 療 法 で あ る. 1930年Yaleに

よ り使 用 され た イペ リットはGilmann, Goodmann1) 2)

らによ りNitrogen-Mustardと 進 歩 し,さ らに石 館,

吉 田3)は 毒 性 の 少 いNitrogen-Mustard N-Oxide

(Nitromin)を 得,実 験 的 に臨 床 的 に数 多 くの 報告
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が 行われ,以 来多数の制癌 剤が発見 せ られ,実 験的,

臨床的に用い られるよ うにな り,制 癌効果について

ある程度の希望を もち うるよ うになつて きた.そ の

制癌効果 について,新 井4)は 薬剤に対す る細胞の感

受性,細 胞に達 した薬 剤濃度およびその接触時間 の

何 らかの函数であると考えてい るが,さ らに投与開

始の時期が一つの要因 として加 え られな ければなら

ない.し たがつて本編 において はまず制癌 剤の投与

時期を検討す る目的を もつて この実験に着手 した.

第2章　 案 験 方 法

第1節　 実験動物

実験動物 は大 沢 飼 育 場 で育成 されたC3H/HeN

(〓)×dd(♀): F1マ ウスで,生 後4週 間の ものを

購入,さ らに2週 間以上飼育 して,体 重20g前 後

の もの として使 用 した.

オ リエンタル酵母製 の実 験用 固形飼料MFお よ

び生鮮 野菜 を もつて飼育 した.

飼育期間は1959年11月 か ら1960年11月 までの約1

年間であ る.

第2節　 実験材料お よび実験方法

1.実 験 に使用 した悪性 腫 瘍 は佐藤 ら5) 6)に より

発表 された腹水肝癌MH 134で,福 島 医 科大学佐

藤病理学教室か ら分与 された ものである.

2.使 用 にあたつ ては 教室 においてF1マ ウス腹

腔 内継代移植を行 い,第256代 ～第260代 の ものを用

い,こ れを皮下 に移植 して,皮 下結節型 と して使用

した.す なわちF1マ ウスの腹腔内で増殖 し移植後

約7日 の純培養状 態にあ る腹水肝癌MH 134を 毛細

管 ピペ ッ トで腹腔 より採取 し,そ のまま0.05ccを

他のF1マ ウスの背部皮下 に移植 した.

3.投 与 制 癌 剤 はNitrogen-Mustard N-Oxide

(Nitromin)で,投 与法はす べて腹 腔 内への注射 に

よ り1日1回 投与 した.

4.腫 瘍の発育 を検討するには腫 瘍移植後5日 間

隔 で,そ の腫瘍の大 きさを ノギスを もつて横および

縦径を計測 し,こ の平均値を もつて比較 した.

5.延 命効果 は腫瘍死 したものの 生存 日数を検 討

し,ま た全例腫瘍死 した各群を比較する場合にはそ

の50%生 存 日数を も検討 した.

6.剖 検所見 は死亡 した全 例 に ついて剖検 し,転

移 の有無を検 討 し,疑 わ しい もの は病理組織学的 に

検 討 した.

7.事 故 死とは実 験 期 間中,逃 亡,共 喰,他 病死

など解 剖により腫瘍死でないと判定 された ものを一

括 したものである.使 用実験動物か ら事故死を除 い

た ものを有効例と した.

8.こ れ ら実験 動 物 について1年 間観察 して,そ

れまで延命 した動物を治癒生存 とした.

9. 1年 間生存 した動 物 に対 し,さ きに移植 した

と同 じ腹水肝癌MS 134の0.05 ccを 腹 腔 内 に再

移植 し,再 移植群 として その経過を観察 した.

第3節　 観察方法

以上のごとき方 法をもつて試獣 をつぎの各群に分

けて比較観察 した.

第1群:対 照実験 としてF1マ ウスを10例 用い,

腫瘍移植後制癌剤の投与を行わなかつた無処置群.

第2群: F1マ ウ スを5例 用い,腫 瘍移植後14

日目か ら1日5γ/gのNitrominを8日 間 連 続投

与 した群.

第3群: F1マ ウスを10例 用い,腫 瘍移 植後10

日目か ら1日5γ/gのNitrominを8日 間連続投与

した群. 10例 中事故死2例 を除き8例 につき観察 し

た.

第4群: F1マ ウスを10例用 い,腫 瘍 移 植後7

日目か ら1日5γ/gのNitrominを8日 間 連 続 投

与 した群. 10例 中事故死3例 を除 き7例 につ き観察

した.

第5群: F1マ ウ ス を5例 用い,腫 瘍移植後5

日目か ら1日5γ/gのNitrominを8日 間連 続投

与 した群.

第6群: F1マ ウ スを5例 用い,腫 瘍移植後3

日目か ら1日5γ/gのNitrominを8日 間 連 続 投

与 した群.

なお, 1年 間治癒生存 したF1マ ウスに対 し,腹

水肝癌MH 134を0.05cc腹 腔 内 に再 移植 した群

と正常のF1マ ウスに同様の処置を行 つた対照群 と

を比較観察 した.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 腫瘍の発育

第1群 の対照実験例 の背部皮下 に移植 した腫瘍の

発育は第1図 に恭すよ うな発育曲線を描き,種 瘍の

縮小 または消失など 自然治癒 を示 した例は全 くなか

つた.

第2お よび第3群 の腫瘍の発育 は第2お よび第3

図の ごと くで,ほ ぼ 同 じよ うな発育 曲線を描き,

 Nitrominの 投与によつて腫瘍 の発 育 は第1群 に比

してやや抑制され る傾 向を示 し,発 育 曲線は緩やか

とな るのがみ られた.腫 瘍の縮小を認めたものは第
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第1図

第1群　 対照群

3群(第3図)に わずか1例 あつたのみで,腫 瘍死

の直前で あつた.こ れ らの実験群では腫瘍の消失は

全 く認め られなかつた.

第4お よび第5群 の腫瘍の発育は第4お よび第5

図のごとくであつて,ほ ぼ同 じよ うな発育曲線を描

いた.腫 瘍移植後5日 目の皮下腫瘍の大 きさは前記

各群と もほぼ同一 であるが, Nitromin投 与 後,腫

瘍の発育 は抑制 され る傾 向を示 し,発 育曲線 は緩や

か とな る.腫 瘍の縮小 を認めた もの は第4群(第4

図)7例 中の2例,お よび腫 瘍 の 発育を停止 した も

のは第5群(第5図)5例 中2例

であるが,い ずれ も皮下 腫瘍の

消失 までにはいたらず腫瘍死 し

ているか,ま たは再び発育 して

腫瘍死 してい る.

第6群 の腫瘍の発育 曲線は第

6図 のごとくで,腫 瘍移植後5

日目の皮下 腫瘍の大 きさは前記

各群 に比 して小 さ く,腫 瘍の発

育 は一層抑制 され る傾向を示 し

てい る.腫 瘍の縮小は5例 中2

例 に認め られ,消 失 し,完 全に

治癒 してい る.他 の2例 は一定

期間後再び急速に発育 し腫瘍死

している.

第2節　 延命効果

延命効果 は第7図 のごと くで

あ る.

I.対 照群

第I群:移 植後12～44日 で

腫瘍死 し,自 然治癒生存例はな

い. 50%生 存 日数 は27日 であ

る.

第2図
第2群　 移植 後14日 日Nitromin投 与 開 始 群

第3図

第3群　 移植 後10日 目Nitromin投 与 開始 群

第4図

第4群　 移植 後7日 目Nitromin投 与 開始 群

第5図

第5群　 移植 後5日 目Nitromin投 与 開始 群
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第6図

第6群　 移植後3日 目Nitromin投 与開始群

第7図

腫瘍移植 よ り制癌剤投与 開始 までの期間に よる延命効果 の差異

II.化 学 療法群

第2群:移 植後21～43日 ですべて腫瘍死 し, 50

%生 存 日数 は28.5日 である.

第3群:移 植後27～60日 ですべて腫瘍死 し, 50

%生 存 日数 は32日 であ る.

第4群:移 植 後27～74日 ですべて腫瘍死 し, 50

%生 存 日数は51.5日 であ る.

第5群:移 植後36～77日 ですべて腫 瘍死 し, 50

%生 存 日数は55.5日 であ る.

第6群:移 植後64～70日 で5例 中3例 が腫 瘍死

し, 2例 は治癒生存 してい る.

III.再 移植群

第6群 の再移植群:再 移植後15日

および18日 で腫瘍死 し,そ の対照群の

4例 はそれぞれ13日, 16日, 17日,お

よび18日 で有意の差がなかつた.

第3節　 剖検所見

剖検所見は第1表 のごとくである.

I.局 所再発

1)対 照 群(第1群):す べて 局

所 に肉眼的に明 らかな腫瘍形成がみ ら

れ た.

2)化 学療法群(第2～6群):す

ベて局所 に肉眼的に明らかな腫瘍形成

がみ られた.

II.表 在 リンパ節転移

1)対 照群(第1群):転 移は認め

られなかつた.

2)化 学療法群(第2～6群):転

移の認 められた ものは第4群7例 中1

例,第5群5例 中2例,第6群3例 中

2例 で あるがいずれ も移植後65日 以後

の腫瘍死の ものであ る.

III.肺 転移

1)対 照群(第1群): 10例 中移植

後36日 目に死亡 した1例 にみ られた.

2)化 学療法群(第2～6群):第2群 では5例

中2例 に肺転移がみ られ,移 植後29日,お よび38日

目に死亡 した ものであつた.そ の他の第3,第4,

第5,お よび第6群 にはみ られなかつ た.

IV.そ の他の転移

肝,腹 膜,心,脾,腎 および副腎などには全 く転

移を認 めなかつた.

第1表　 剖 検 所 見
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第4章　 総 括 な らび に 考 按

人体悪性腫 瘍の多 くは結 節型であ るのでその治療

を目的 とした実験的研究 においては,結 節型腫 瘍を

移植す るか,ま たは腹水型腫瘍に対 して抗腫瘍性を

有す る制 癌剤 について行 う場合には,そ の腹水癌を

さ らに試 獣の皮下 に移植 して行 うべ きで,こ うした

動物実験 は人癌の化学療法 に対す る基礎実験 として

きわめて重要 なことである.こ うした動物実験 に広

く使用 されている吉 田肉腫 の皮下結節型 に対 しては,

梶原7)はNitrominが 著効を示す ことを認 め,佐 藤

(博)8)はTESPAが 抗 腫 瘍性 を有 す る ことを記

載 して お り,ま た 一方 鋤 柄9)はCarcinophilin,

 Mitomycin A, Cな どの抗腫瘍性 について検討 して

いる.し か し吉 田 肉 腫 の 皮 下 への移植率 は吉田10)

の70.7%,保 市11)の75.9%,梶 原7)の93.2%,鋤

柄9)の99.2%な どと一定 してお らず,ま た目然治癒

率 も6.6～7.0%で9) 7)あ るとされているので,宿 主

が腫瘍死を遂げるという臨床経過をモデル化 して動

物 に再現 しようというような実験の場合には,そ の

研究材料 としては吉 日日肉腫は不適当であると考え ら

れ る.

臨床 的経過 に忠実な癌化学療法の実験的研究材料

として どうして も必要 な ことは,結 節型てあつて平

均 した増殖を示 す腫瘍であ り,そ の主腫瘤 のみを剔

出,除 去 して も,さ らに転移形成によつて腫瘍死す

るものでなければな らず,さ らにまた移植 された腫

瘍 が自然治癒な どを示 さない,す なわち均一 な移植

成績を得 ることので きる動物 と腫瘍株を用いること

である12).

佐藤5) 6),川 島12)に よれば,腹 水肝癌MH 134は

C3H系 マウスには100%皮 下移植可能 であり,か な

らずすべて腫瘍死 するとい う特殊な動物 と腫瘍株で

あるとされている.わ た くしの実験対照群 も腫 瘍は

すべて皮下移植 され,か つすべて腫瘍死 している.

前述の ごとく梶原7)は 吉国肉腫 の皮下結節型 に対

し, Nitrominに 抑制 効果 があ るこ とを認めている.

す なわち移植後4～7日 目その皮下 にNitromiaを

1日1～2mg 2～5回 反覆注射 し, 42例 中12例 に

完全消失を みたといつて い る.腹 水 肝癌MH 134

については,佐 藤5) 6),川 島12)に よる手 術 後の再発

な らびに転移に対 するNitrominの 抑制効果 につい

ての研究があ るが, MH 134の 皮下結節 型 に対 する

単独投与の制癌効果 については記載がない.

わた くしの実験結 果 か らみ ると, Nitrominの1

日5γ/gの 腹腔 内投与は腹水 肝癌MH 134の 皮下

腫瘍 に対 して発育 抑制的 に作用す るものであ り,そ

の抑制程度 は腫瘍の皮下移植 より制癌剤投 与開始ま

での期間に逆比例す ると考 えられ る.す なわち移植

後3日 以内 に投与を開始 した第6群 ではMH 134皮

下移植腫瘍をNitrominの み によつて消失 治癒せ し

め うること もあ るが(5例 中2例),移 植5日 以後

に投与 を開始 したものでは腫瘍を完全消失せ しめた

ものは1例 もな く,た とえ一時的には縮小 の傾向を

認めても治癒せしめえない ことを知つた.

癌腫 の化学療法を行う際 に,腫 瘍細胞の数が少い

場合にはとくに有効であ り,か つ投与量 も少 くてよ

い ことはしば しば提唱されて きたところである13) 14).

すなわち神崎13)に よ れ ばNitrominが 吉田肉腫細

胞を全滅せ しめ うる最大細胞数は100万 個前後 であ

り,そ れ以上の ものはもはや抑制 しえない とのべて

い る.す なわ ち担癌動物の腫瘍細胞があ る一定数ま

でであれば発育を抑制阻止 し,細 胞全部を絶滅 しう

るけれども,そ れ以上 になれば一過性の抑制程度の

効果 しか期待できないものという結果をえた.こ の

ことか ら投与開始 日が早期 であればあるほど,す な

わち腫 瘍細胞がまだ少い時期 ほど,腫 瘍発育 の抑制

効果 は大であるとい うことができる.

ついで延命効果 につ いてみ るに,治 癒 しなかつ た

動物で も制癌剤の投与 によつてその50%生 存 日数 は

延長の傾 向がみとめ られ,化 学療法 は腫瘍の増殖 に

対 して抑制的 に作用 したと考え ることができる.す

なわち対照群ではもつ とも短か く,つ いで腫瘍移植

より制癌剤投与 開始までの期間のもつ とも長い もの

であり,こ の期間の もつ とも短 いものが最長であつ

た.し か しなが ら移植後14日 目より投与を開始 した

群の50%生 存 日数は28.5日, 10日 目のものでは32日

で,対 照群の27日 に比 して有意の差 を認めがたく,

 7日 目のもの になつて始めて有意の差 があ らわれて

い る.清 水15)は 制癌剤を重 症 に も試用すべ きであ

るが,末 期癌に対 しては無力であるといつてい る。

わた くしの実験 からもこの ことをよく裏書 している

ように思われ る.今 永16),津 久井17)に よ れ ば,制

癌割 には増癌作用があり,一 方宿主の抵抗性 を弱め

るとともに腫瘍細胞 自体 にも増殖的影響を与えて転

移を起 しやす くするといつてい るが,本 実験 では制

癌剤投与が皮下移植腫瘍の発育をかえつて促進 させ

るよ うな傾向を示 した例 はなかつ た.移 植後7日 目

よ り投与開始 した群および5日 目よりの群の50%生

存 日数 はそれぞれ51.5日 および55.5日 で,そ れ より
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長期 間をおいた群 と比較すわばいちじるしく延命 し

てい る.こ れ らの群ではす べての動物は各50%生 存

日数 の2倍 の期間 内に死亡 し,正 常経過で死亡 して

お り異常経過 をとつ たものはないと 考 え られ る6).

第6群 の ごとくまだ移植細胞の増殖 の少い3日 目か

ら制 癌剤投 与を行 えば,腫 瘍細胞を制癌剤か絶滅 し

うる ことも可能 と考 え られ,し たがつて治癒生存例

も出て きて,も つ とも有効であつたと考え られる.

そ して移植 後制癌剤の使用までの期間 が長 ければ長

いほ ど制癌剤にその効果 を発揮 しえな くな ると考え

られる.

これ らの 問題 に関 して, Nitrominを 吉 田肉腫 に

用いた実験18)で は移植 当日で も3日 目で も さして

その効果 には差を認 め な かつ た といつているが,

 Thio-TEPAをS-91 Melanomaに 用いた実験19)な

らび にNitrogen-Mustardお よ びThio-TEPAを

Walker 256 Carcinosarcomaに 用いた実験20)で は

ともに2日 目の投与 が もつ とも有 効であつ たとのベ

ている.

つ ぎに移植後1年 延命生存 した動物,す なわち化

学療法 によつ て治癒 した と考 えられ る第6群 の2例

のF1マ ウス に対 して,再 びMH 134を 腹腔肉に移

植 した理由は,そ の動物(宿 主)に 何 らかの 自然治癒

を起すよ うな個体的要因があつて,そ のために術後

の再発や転移が抑制 されたのであるかどうかを確か

め るためであ る.も しそうであるな らば,再 移植は

陰 性ま たは異常経過 とな り,通 常の経過はとらない

はずである.わ た くしの実験 では再移植後15日 およ

び18日 で死亡 し,対 照群 との間 に差がな く腫瘍に対

す る特別 な個体 的要因はない もの と考え られ た.

剖検所見 についてみれば,化 学療法の無効であつ

たもの,すなわち第2お よび第3群 と,対照群(第1

群)で は表在 リンパ節転移を認めず,ま た化学療法

の有効 であつ た第4～6群 で も移植後65日 以前 に死

亡 した もの には認め られなかつたことは注目すべ き

事実 と考え られる.佐 藤21)は 実 験 的 に血 中腫瘍細

胞の検 出と転移の頻度 との関係を検索 し,血 中に腫

瘍細胞 がみ られ たものでも移植後10日 までの初期 に

は腫瘍栓塞 も結節の形成 もきわめて少 く, 20日 目にこ

なると栓塞はかな り多 くみ られ るよ うにな るが,結

節 としての増殖はいまだみ られない.し か し30日前

後 にな ると栓塞 も,結 節への発育 も高頻度 に認め ら

れ るよ うになると報告 し,腫 瘍細胞が血中に出てい

るといつ て も,そ の瞬間 にその個体の中で転移を形

成 するとはいえず,時 間の経過 とともにやがて転移

が形成 されて くるとのべてい る.こ の ことか ら,本

実験 における剖検 所見で短い期間生存 したマウスで

は リンパ節転移は認 め られず,早 期 に制癌剤を投与

して長期 に生存 したもの にのみ むしろ転移をみとめ

るとい うことは化学療法か無効であつ たとい うこと

のためでな くてむしろ化学療法 によつ て延命 したこ

とに原因 しているものと考え るべきで あろう.

肺転移は対照群の1例 と第2群 の2例 のみに認め

られ,他 の 群 には み られ な かつ た.徳 岡24) 25)は

Nitrominの 血 中 お よ び リンパ 中の 濃 度 測定に関

する研究で, Nitrominは 血 中に有 効成分が非 常に

高 ま る こ とを 報 告 して い る.こ の点 から考 えて

Nitrominは 血 中 にあ る腫 瘍 細 胞 に対 してよ り多

く制癌効果を発揮す るため,肺 転移 が少いのであろ

う.肺 転移のみ られた3例 は制癌剤 が血 中の腫瘍細

胞に対 して作用す る以前,す なわち投与前にすでに

肺 に転移巣 を形成 していたもので,す で に形成 され

た転移巣 に対 してはNitrominは 無効であると考え

られ る.

佐藤22),川 島23)は 肝,心,脾,腎 な どにも転移

を認めているが,わ たくしの実験では認め られなか

つた.

第5章　 結 論

C3H/HeN(〓)×dd(♀): F1マ ウスに腹水肝癌

MH 134を 皮下移植 し,こ れに対す るNitrominの

効果 について投与時期の影響を調べ た結果,つ ぎの

ごとき結論をえた.

1)腫 瘍移植後, Nitrominの 投 与 をよ り.早期 に

行えば,腫 瘍発育 の抑制効果 がより大で あり,移 植

後3日 目の投与開始 によ り1年 以上の治癒生存例を

えた.

2) Nitromin投 与 開始が早 期 であればあるほど

50%生 存期間が延長する,す なわち,皮 下移植後10

日以後のNitrominの 投与ではほとん ど抑制効果 が

ないが, 7日 以内 に与 えると著明な延命効果がみ ら

れ る.

3)表 在 リンパ節転移は長期生存例すなわ ち腫瘍

移植後早期か ら制癌剤を投与 した症例にみ られるが,

これは制癌剤の無効な ことを示す ものではな く,制

癌剤により長期間延命 したためであると考え られ る.

4)肺 転移は腫瘍移植後晩 い時期か ら制癌剤を使

用 したものにみ られ る傾向を示 している.
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Experimental Studies on Chemotherapy of Malignant Tumor

Part 1 An Experimental Study on Medication Period of Anti-tumor

 Agent to Malignant Tumor

By

Noburu SAKAKIHARA

lst Department of Surgery, Okayama University Medical School
(Director: Prof. Jinnai, D. M. D.)

1) An attempt was made to study on an anti-tumor agent, nitromin, based on its medica

tion period against subcutaneously transplanted ascites hepatomas MH 134 to C3H/HeN (_??_) 

X dd (•Š): F1 mice.

2) The earlier administration of nitromin after the tumor transplantation would inhibit 

the tumor growth more effectively. When the administration was continued from the 3rd day 

after the transplantation, some cases could be found to survive more than a year.

3) The earlier nitromin administration would extend the survival period in 50% the 

cases. The administration of nitromin that was continued from the 10th day after the 

transplantation can hardly inhibit the tumor growth; in contrast, the administration which
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was started within the 7th post-transplantation day appears to be effective to inhibit the 
tumor growth.

4) The superficial lymphnode metastases were observed in cases of the long survived 
mice, that is, those which received the anti-tumor agent in early stage. It does not mean 
the ineffectiveness of the agent, but the result of the long survival with the agent.

5) The lung metastasis tends to occur in cases of the late administration of the agent.


