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悪性腫瘍に対する低体温麻酔下レ線照射の影響
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の感受性は高丁｝1るので，生体の放射線障轡を1隆減さ亜

第偉緒es

て一醐闘倣鰍燃をあげると述ぺている識

近年悪性腫瘍に対する研究は・種々の方面より盛ん

渚の撒窺でも1961年来，低体温麻齢下レ線ll嚴射の効果

に行なわれており，臨床的にもその診断・治療に数多

にっいて，数多くの獲験的研究ならびに臨床威績を発

くの優れた業績があるが・治療成繊は必ずしも期待さ

表し放射線障警のi怪減することを報借している。しか

れたほどではない。また悪性城瘍に対して放射線治療

し他方，腫瘍の発育に対して低体温化をはかること自

が占める地位は外科治療ならびに化学療法とともに極

体が，かえつで悪影響身与丸るというill本碗⑯らの報

めて重要であり．今日ベータートロン，高圧酸素ド放

告もある。事爽，唾瘍の発冑，転秒に源度変化が悪影

射線照射など，照射装雌あるいは照射方法の改善，工

響を及ぼすことは，著鱈の教窺の寒良井，伏見らも網

夫などにより着々とその治療成績は向上しつつある

内系の醐より報告しているが，低体温麻齢中に放射線

が，これまた満足すべきところには菟らない。

を一時大罐照附して，はたして腫瘍の発資，転移にい

元来放射線治療効果を増すためには・大量照射力監要
求されるが，大量照射に伴う副作用は病巣線量を増す
に従い増大するので，治療効果をあげるためには・病

巣線墨の増大をはかるとともに放射線の局所的ならび
に全身障審を軽減する必要があり・これら対策に関す

かなる影響を与えるかは従来あまり検討されていな
い。そこで著者は悪性腫瘍移櫨動物を使用し，低俸温
下にレ線の一時大量照射を行ない，照射褒の移植働物

の生存日数，腫瘍の照射に伴う変化，腫瘍のリソパ節
転移を中心に詳細な検討を行ない，更に被照射腫揚の

る研究もまた既に数多いが・これを要約すれば，生体

移植可能性の面より櫨瘍細胞の機能的な一面をも追求

が照射を受ける場合ひき起される障警を，できるだけ

し，興味ある知見を得たので報告する。

少なくするように生体の感受性を低下させる方法と，

起された障轡の回復を促進させる二法に大別される
①。
前音に属するものとしては，いわゆる放射線の酸素
効果の概念②〜⑦に基づいて，正常組織の酸素圧に比
較して梱対的に腫瘍細胞の酸素圧を高め，純瘍の放射

1）

第2章
爽験動物

実験方法

体重120−140gmの雄性呑竜ラツテ（実験動物中央
研究所）を用いた。
2）

実験腫瘍

線感受性を得て，生体に対する障轡を比較的軽滅させ
る酸素加圧法④〜⑥⑨⑨と，照射中酸索欠芝状態にし

苦田肉腫腹水細胞をラツテの腹脇内に移植し，純培
養状態となる5日目に腹水を無菌的に取り出して実験

て生体の障害を軽誠する方法として梅壇ら⑳⑪の低体

に供した。

温下照射法がある。梅壇によれば低体温化により正常
組織の酸素圧および代謝ば低下し，これに伴い放射線

感受性も低下するが，腫瘍内酸素圧は正常組織の酸索
圧に比して低下の程度は少ないために，相対的に腫賜

3）

麻酔並びに低体温法

麻酔：はじめ動物ft

Pt

一テル蒸発槽に入れて吸入鎌

酢を施し，短時聞で取り出し，直ちにミノタール（
Pentobarbital

sodium）30mp／彬を右大腿筋i旬内に
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注射した。エーテルは短時間で効力を失うが，ミソタ

移雁後5日目に，低体温法のみを行ない，レ線照射

一ルは，ほぼ10分後に麻酔効果を発現し，約40〜50分

することなく室温で復温させたところ，8H目の平均

持続する。
低体温法：ミンター一ル注射約10分後，冷却装置⑭に

睡蕩体積は3241励で，平均生存日数は8，6日であつた。

入れ・齎腸温22°Cまで冷却した。冷却過程で・一時

表1

不鰍態を示すが・23°C以下鰍ると呼蝋徽少

移値3N白照射li寿の腫瘍の平均発育度（翻）

＼灘

し，完全な冬眠状態となる。冷却装置から取り出す

＼

後日数

4

・，醐徽・・…erd・・・…よ・2・・・・…後に低縮勤憂〕、

下する。

4）照射条件および醐坊法

対1購

X線発生装遣は，島津製信愛営を用いて、レ線照射
条件は，管電圧．Z80KVP，管電流15mA，

0，5mlnA1十〇．5mmCu，

F、

S．

フィルタ・一一

1000

r

D，20cm，線量率

8

6

常

400（1．0〔））

コ．580（3，95）

3282（8．20）

低

39］、（1．00）

1596（4，08）

3242（8．39）

？｝な

341（1，00）

1264（3、77）

2814（8・23）、

イ正重

357（1，00）

1275く3

57）

2894（8，10）

76（1．00）

211（2，77）

461（6．06）

81（1．QO）

228（2，81）

506（6．30）

一

230r／min・とした。照射はラツテを腹臥偉とし・ヲツ
テ固定器に固定し，H的とする照射野は陣さ3矧の鉛

鏑τ16巻

30〔〕O

言｝亨

r

＿．．一一．＿．．＿

板を円形に切り抜ぎ他の部位は遮蔽するようにした。

5000r

低

常

0

0

0

低

0

0

0

第3章吉田肉腫の大腿部皮下移植腫瘍に対
する低体温麻酔下レ線照射の生存日
数，腫瘍変化に及ぼす影響

衷2

第櫛実験方法

移植5臼同照射時の顧揚の平均発育度（vnh）

議畔轡数

前章の動物を恥て・純膿状態になつ塒田肉腫
腹水細胞をとり幽し，0．1紹中に，細胞数10G〜200万

m

個になるよう生理的食塩水で稀釈し，マソトー用注射

対照群

器に移して，ラツテの大腿部皮下にtO．1認ずっ移植
した。レ線照射は・移植後3日目の硬結形成期と移植

1000

r

後5日目の腫瘍に対して，それぞれの線量を照射した。

麟の大・・はBanze・の方法

腫麟撫還さ・巾・厚さ
2
・・よつ（・・・・・・・
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実験成緩

1）常温非照射群
腫瘍を皮下に移植されたラツテの大腿部は・移植直

3）IOOO・r照射群
i）常混3日目照射群

後膨疹を形成するが，翌日は消失し，移楠後3日目に

大腿部に硬結を形成した移植後3日目のラツテに，

同部に硬結を触知するようになる。以後，腫瘍は急激

前章の方法で照射した。腫瘍の増大は8例全例に謝め

にその大きさを増し・1週問後には径20〜30㎜に達す

られたが，そのうち6例では発育の程度はやや抑制さ

る。腫瘍は表面平滑で1境界は鮮明，硬で，基底と密

れた傾向を示し，他の2例は金く非照射群と同様の発

に癒着するが，皮曙との癒着はない。形は半球形また

は構円形を暴し8日肋平均鵬体meoま3282maheこ達
した。腫瘍により死亡する2日程前から立毛が目立
ち

食思不振におちいり・体重は不変か減少する傾向

を示した。生存日数は・8日目に2例，9日目に6例

と・全例死亡し，その平均生存日数は8，8日であつ

た。
2）低体温非照射群

育を示し，8H目の平均腫揚体積は2814翻で，非照射

辮謝して、85．7％の体榔・ヒを示し，鵬はや蒲小
している。生存日数は，8日目1例，9日目5例，10
日目1例，11日9，1例を数え平均生存日数は9．3日で
あつた。照射野の皮齎変化は全く認められなかつfe。

ii）低体温3日目照射群

8例中4例に嘘瘍の発育抑制が認められたが，他の
4例は，ほぼ非照射群と同様の発育を示し，8日目の
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平均腫瘍体債は2891励で，非照射群に対して88，1％の

間を通じて，照射野の皮膚障審は全く誌められなかつ

体積比を示し，常温に比較して，や浦重瘍が増大する

た。腫瘍の組織学的所見では，1000r照射でもかなり

傾向を示した。更に8日目から10日目の間に，全例腫

の変化を認めたが，特に低体温照射群より常温照射群

瘍により死亡し，その平均生存日数は8・8日で，常温．

に著しい変化を示した。

に比して，や工短縮している。照射野の皮慮障霧は全

く認められなかつた。

図1

iii）常温5日図照射群

縢癌｛本零異変イヒ

5日目の腫瘍は，すべて径1吻似上に達する。この

＿常泓

腫瘍に対して3日目と同様の方法で照射すると，腫瘍

maM

IA

の発育は，3目目照射群に比して抑制傾向が少なく，

3硲『葛

8日目の平均腫瘍体積は2963imhで，非照射群に対す

る体積比は90．2％を示した。生存日数は8日目3
例，9日目4例，10日目1例と金例唾瘍死を逐げ，平

20°o：

均生存日数は8．8日で，延命効果を認めることができ

かなつた。皮慮変化は，3日目同様認められなかつ

1°oo

た。

iv）低体温5日圏照射群
8例とも腫甥の発育抑制は軽度で，8日目の平均腫

ヨ

4

照

麟脚3。64mh，鵬体積比は93．4％を示した。蜻
日数は8日目4例，9日日3例，10日目1例であり、
平均生存日数は8，60であつたが，照射皮慮には変化

6

a

ロ

射
図2

が認められなかつたo

腫癌体積変化

v）組織学的変化

一渤m

非照射群では，や工境界不明瞭な睡蕩塊を形成し，

鵬祁概も認められ調・嚇瘍細駄や嘲

5日MWt−tas

raUttSIA

・置

6，

，］

nlege，Y

造なクロマチンに醤み，大きい核小体を有する楕円形

多

で，胞体は豊窩であり，核分裂像もかなり認められ

fxi。」

る。

〃ノ！ノ｝sooOr

1000r照射群のうち，常温照射群では費非照射群に

∠Zソ

比して壊死像が広範囲で，腫瘍巣を形成している腫瘍

10°o

細胞は，相互の癒着性が疎で，全般に核内空胞化t核

一．＝。，一

クロマチン消失、あるいは核濃縮，核壁クPtマチソ増
4

多，核破片など変性像がかなり混在している。他方，

t

6

署

B

日

低体撮照射では，間質，毛細管の発育が良好で部位に
よつては出血している。また種瘍細胞は，常温に比し

4）

て多盤が強く該はかなり不整形となり該壁伽
マチン増窺核破片などの変性像が混在している。

小括

8例とも腫瘍の発育は署しく抑制され，測定可能の

腫蹴形成したのは5例で，他の3例のうち，・伽

対照の非照射群のうち・低体温施行群は，わずかに

醐獣率が低く・8日肋体灘で・98・

3000r只景身寸」謬洋

i）常温3日脳射群

7°％を示し

た・1°°°「照射群では，全般に腫瘍セ謝する影響が軽
度ではあるが大部分に発育抑制が認められ，ことに低

体温群に比して常温群ではその傾向は大で・また早期，

硬結のまま，他の2例は硬結も消失した。測定可能な

8日目の平謝賜㈱は46・mhで、非照射群に対する
体靴は・4．・％を示した．100・・照射群砒して，箸
明な発育抑制を示した。

生存目数はJ9日目1例，10日冒2例，11日目3例，

照射ほど著明であつた。生存日数でも著しい延命効果

12日目1例，13日目1例で，その平均生存日数は10．8

を示さなかつたが，常温早期照射群では，わずかの延

日であり，延命効果を認めた。照射野に対する皮慮変

長が認められた。／000

化は，照射後6日目に金例に脱毛。紅斑が認められ，

r照射群では，各群とも，全期

4−（178）
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更に12日生存の1例には、びらん形成を認めた。他の

では，腫瘍細胞の多型性は常漏群より更に強く，核の

7例は一紅斑が著しく，更に増悪の傾向をたどるものと

不整陥凹，核小体腫大，単核および多核巨剰II胞形成な

推測されたが，死亡期が弔いため追跡することがでぎ

なかつた。
ii）f馬伺ζ

どが認められ，腫蕩周辺の肉芽組織が｛b

X良好で，こ

れが1⊥1JfiLの原因になつているとも考えられる。
混3日園具醸鼻膀洋

！」、

腫瘍の増大は常温と同様，著しく抑制され・8例中

発育を抑制し，あるいは縮小，消失させた。発育の抑

した。測定可能の8日目の平均腫瘍体積は506励で，

制は特に早期欺ミ射群に著しく，晩期照射ではt発育抑

非照射群との体積比は15．4％を示した。

制または縮小の傾向を示すが，死亡時期が早いため。

生存日数は10日目2例，111ヨ目3例，1・2FI目1例、

長期にわたる腫瘍変化を鯵際することができなかつ

X3日目1例，14日目1例でその平均生存日数は11．5Fl

であつて・明かな延命効果を認めた・

た。

盗跡日数幡30。0・照射群・では全般に嫁したが，

t一方照射野に対する皮隙変化は・照封後8日日に全

そのうち物に低体温甲期照均寸群では，比較的畏期生存

紅斑が現われたが・びらん形成は癒く・紀斑

例が多く，明かな延命効果が認められた。晩期照酎群

の蹴も常湿照射群よりjll，fSXであつた・

中，常盗でLinilN的刷雛死亡した例が瑚あ1融臼さ

iii）常温5日目照射群

れた。

照射後・麟の発鰍全例期uさ批が・8例申3

皮膚際華は，低体温に比し常況では骸罐・紅斑の発

例はその簾が軽微であり±8日目の夢照射鵬鞭
の徹比では・平樋麟幽2・lmh・c・，

た・

括

3000r照射群では，腫瘍に対す影響は薯明であり，

腫瘍測定可能のものは5例で，他の3例は硬結も消失

例脱毛

第16巻

猫期カミ早く，繊の簾融く，1例にびらんの形

73・6・／・tat示し

成嬬めた．晩期照身手群では，醐後死亡欄力、鰭・、、

ため，劇鱒警の徽就分に錨擦するaとがでぎな

生存磁は，7日目の欄死亡が1例あつたほか

かつた。

｝よ・9日目に4例，］・O日目に2例・M目目1例で・平

組織学的には，常温，低体漁ともに壊死菓が広範闘

均生存日数は9・2日であり・非照均楠砒してわずか

1艇髄齢た・

で核畷性｛象が多くみられ，・繍謝の影響を認め

た。低㈱賜｝では髄騨辺の肉搬織がや囎子

照射野の蛸階は，照射後比較的早期に死亡した

で題繍胞の刎側三が強い。

t・め・5HEec脱亜纏肋翻を3佛こ認めるのみ
であつた。

5）5000・照身僻

・

i）常温3日目照射群

iv）低体瀞陥照繍

8例に対して，3HMの硬結形成期に5000・照射を

照轍鵬の賄臆ぼ柵群胴1網㈱される

徹うと鶴刎・曽大醗く認められずt照轍3闇

が・比較的畏期生存例では縮小の傾向を示した。8日

に，3例に硬結は消央し6日目までに8例全例の硬結

目の平均腫瘍体廣は2479励で・照射腿重瘍体積の75．8％

が消失した。

を示、し，全般に照射後踵瘍の発育は檸［ヒあるいは縮小

の傾向を示した・

生存日数は，8日目2例，9日目1例，10日目1例，

・1日眺存1例で，その平均生存磁は9．、日で，

生存日数は，8日目1例，9日目4例，10日目2例・

大墨：照射により腫瘍は消失したにもかNわらず，レ線

11日目1例噸概を逐げ，平均生存旧数は9・4日
で・常温に比してわずか艇鋤果カミ強い・

照蠣の囎轄は一翻後の腿短力・く・全踊
蹴を逐げているため充分に観鮒ることがで訟か

つたが説毛

醐のみるべ誕鋤果は認めら漁かつた。
1㈱野の麟階は，員鰍後3H・blよ朔聴．繊

醗肌汐日目に刷のびらん形成翻めた。
ii）低綴3目目照射＃．v一

繊の発現微全く認耽力・つた・

搬照辮と同様，鵬のngrktliUO：なく讃線漁

v）組織学的変化

3000

射後4日目には8例中4例で消失し，他の4例も6N

「照射群の80購徽をみると・常温・低体

恥激した。

温とも噸死巣館糊である・常温で1ま麟細麟
生彿数は，・日目・例，9日目2例，・ON．E3例，
鯉性で該の槻も多彩で鍾大した椥・体鮪す 畑目・例，瑚蜻が1例で，その鴨生舶数は
るものもあり，核の変性像なども多い。腫瘍組織も比
較的多彩な像を呈し，毛細管に窪み，周辺の肉芽組織

9．9日で，腫瘍は消失したにもかか2）らず3000

r照射

群よりかえつて生存日数の短縮を認めた。

、の繊あるいは線維の縦麟る・肪低体欄鰍群

館階は説毛・繊の鍛が，照轍5晒か

第2号

（1967）

5−（179）

ら著明になつたが，びんらん形成は認めなかつた。

図3

iii）常1胤5日目照射群

8例中腫蕩の増κを示すものは1例もなく，全く変

sロ

平均生存率

化がないかあるLは縮小した。この群では，全般に生

が

○＿＿常理群
ム『一岬低体i風辟

存日数が短いため充分な腫揚変化を追跡することがき

A

ノ

なかつたが，8日目まで生存した5例の平均匝瘍体穣

剣

、、

は1852翻で，非照射群との踵揚体積比は58，8％であ
lee％一

る。

生存日数は，7日日3例，8日Ei

3例，9日図2例

で，そのSF均生存日数は7，9日であり，生存日数の短
縮したことを認めたことは興昧がある。皮1欝障害の変
化は照射後の経過日数が短いため，充分槻察できず検
対服

lOOOr

3000r

5000r

討から除外した。
iv）｛底で本涯註5日目照身寸署洋

常温と岡様，腫瘍の増大を示すものは1例もなく，

図4

舘潔繁脇駄罐螺惣；撫編

平一

哩＿
△甲一同低体湿群

腫蕩体積比は58．9％で，常温群に剛ま等しい。

生存日数は，6日El

1例，7日目2例，8日圏4例，

9日目生存工例で，その平均生存日数は7．6日と最も
生存日数は短縮した。

1°o％

ヒ＿＿＿

；一一

、

v）組織学的所見

、

移植後5日目の照射群について照射3田後の組織学
的変化を検討すると，常羅・低体温群ともに壊死巣が
広範囲に認められ，腫大した腫瘍細胞が散在性に介在
し，かつ核の細片化，濃縮なども認められ多彩な嫌を

表3

生
恥、

A」・存日数

照射日

対照群
3日目
lOOO

温薩＼

対「aew

存

日

3日目

3000r
【5日目

3日目
5000r

50°°「

24・8…2・4晋均生姦

常

2

6

8．8

低

3

5

8．6

常

2

5

低

3

4「1

1

1

9．3
8．8

34・

常

43・，

低

常1

陪8

i

8・6

・23u

・・，・8

矧

∵ll

ll：1

常1

24fii−

倒

酬

23…

1

字諄

5日目

aODe「

数

r

i…

l°00「

倶…
1

1

3

3

2

4

2

3

1・・5

−T
1

T9．・
9．9

1

2

？．9

1

7。6
1

6−（X80）

測

イ雷

州・1医寳志

鋸ジ16巻

皮Jes変化
ない・そ・で瀦は騨の実験で・レ線照購よ嘱
所的に完全治癒の状態を認めながら火部分の鋤物で，
陣毛・繊び・ん 徽膜，。櫛鞭認めたので，。れ、繊，・

3000

r

5000

r

常

61ヨ目（100％）

低

8日目（1000／o）

常

5日目（looe／o）

低

7El目（1000／o）

12日目（12，5％）

（

パ節転移を中心に，低体温麻酔下レ線照射とリンパ節

0％）

転移との関係について若干の検討を試みた。

7日目（12。5％）

（0％）

第1節実験方法
第3章に用いた方法と同一条件で，大腿部皮下に移
植した吉田肉唾に対して，移値後4日目，腫瘤が径7

示す。

〜エ0纏程度に発育したところで，常漁下並びに低体温

低体温群では比較的肉芽組織が発達し，その中に大

下に，それぞれ1．eOO

型の腫瘍細胞が認められ，周辺帯にも壊死巣があり，
変性した部分の結締織の発達もかなりよい。
小

r

3）n

rおよび5000

rのレ線照

射を行ない全例8日目に屠殺開腹し，後腹膜リソパ節
を摘出し計算した。リソパ節の量的表現には転移リソ

括

パ節数あるいはリンパ節の大きさの計測など考えられ

5000r照射群では，腫溺に対する照射の影響は更に

るが，比較的適確な差を蓑現するためには璽盤法が妥

強く，照射後腫瘍の1増大を示すものは金くなく腫揚は
縮小あるいは消失した。特に3日目照射群では，常温

当と考え，Torsion

balanceを用いて㎎単｛立で現わ

した。また転移リンパ節の組織隊を検討した。

群，低体温群ともに早期に硬結は消失し，移植局所は

完全治癒の状態を示した。5日目照射群でも，腫癌は

第2節

案験成績

発育を停止するかあるいは縮小する傾向を示したが，

後腹膜リンパ節転移は，腰部リンパ節および腎門部

生存期間が短いため，腫瘍変化を充分に検討すること

リソパ節が大部分であるが，特に腰部リンパ節が多

ができなかつた。

い。リンパ節は1ないし4個であり，通常は1個ある

生存日数は，5000r照射群では，3000

r照射群に比

いは2個の場合が多くまた腫瘍側の腰部リンパ節転移

して全般に短縮し，特に5日目照射群では非照射群よ

が多いが，時に．は反対側のリンパ節転移を認めること

り短縮したことは注目される。局所的には治癒状態を

もある。転移リソバ簾は凹凸不整で．衷面黒褐色，米

示しながら，生存日数が短縮したことは，レ線大量照

粒大から大豆大ないしはえん豆大で藩底とは密に癒魑

射の影響と，後述の腫瘍転移の関係から検討しなけれ

している。

ばならない・

1）

踵瘍の組織学的変化は，常温，低体温群ともに，壊

常温非照射群

対照群として9例にレ線照射を行わず常温に保つた

死巣が広範囲で，低体温群にや蕊肉芽組織の発逮が良

まま8日目に屠殺し，転移リソパ節を摘出して璽量測

好であつた。

建を行なつた。全例黒褐色のリソパ節転移を諏め，

皮膚障害の程度は3000

r照射群に比して，脱毛・紅

斑の発現が早く特に常温照射群に著しかつた。

9

例の全リソパ節数は16個であり，ユ例平均数は1．8個，

重鍛は個体によつてかなりの差を認めたが，平均重貴
は232㎎であつた。

第4章悪性腫瘍に対する低体温麻酔下レ線

2）低体温非照射群

照射の徽膜りンパ無移に及ぼす影

響

対鰭のうち灘後4日Nve低体温のみ施行し，

20・Cか狛然復温させたラ。テの8日肋リ。パ節

レ線治療により腫瘍の縮小あるいは消失が認められ

転移は，9例のリソパ節数17個で，1例平均数1．9個，

ながら，転移再発などによつて死亡することは，臨床
でも数多く認められる。これらの現象は悪性腫瘍の本

平均重最は242mpであり，常温群との間に明らかな差
を認めることはできない。

態的特長とも考えられるが，低体温並びにレ線照射と

3）

転移の関係についてes現在なお定説力ζなく，レ線照射

leOO

r照射群

i）常温禰群

が転移を促進するというもの⑯〜⑱あるいは抑制する

4日目に常温下で1000r照射を行なつた群では9例

と述べるもの⑲〜⑳があり，他方低体温についても，

の全リソパ節数は15個で1例平均1，7個，平均鼠鍛は

二つの異つた報告がある。しかし低体温下レ線照射の

転移に及ぼす影響については現在なお報告に接してい

176，0mpであつた。

ii）低体渥照射群

第2号（1967）

『

4日目低体温下に1000r照射を行なった群ては，

．

9

7一（181）

像を示した。

例全例｝こリソパ節転移を認め，そのリンパ節総数は15

個、解均・．・個（・，平均難は186，・，喚あり1常

表5徽膜i離リソ櫛の1例鞠数と聾
1000

溜洋に

常

i）叢温照射群
4日目

・…

liな盗下3000

漁ザ京「颪Fすtt』

r照射を行つた群ではt

9例全例

節数

低

常

低

1旨

i：帰Tτ痂…
176ユ86

低

1，61．7

°

ﾏ蛋脇；232242

櫛【醗勧たが・リン』パ㈱数は131固で1

例平均1，4個であつた。平均重鍵は119．01解で，IOOO

（1固）

5000r

3000r

r

119129

ユ32134

r

照射群に比して転移リソパ節墨は明らかに減少したこ

とを示している。
ii）低体温照射群

、日購縄下；

，

図5
％

1，。。。，購を徹つた群・は，9例一・

全例に・・櫛鰐螺め・9例の・・櫛総数は14

へ、、

＼A

個，1例1F均は1．6個であり，リソパ節1例平均重墨：

＼

は129，0㎎で，常混群に比してわずかに増加している。
5）

i）

鞠寒

＼、、一．＿＿．一）一．

5D

5000rgfi，7t身寸堵洋

常混興鼠身才牙洋

4日目常灘下5000r照射を行なった群ではr

9例中7

日目に死亡した2例を除外して8日生存した7例全例
、、

が

にリソパ節賦移を諏め，リソ・櫛総数U個，刷の平

leOOr

soeOr

SOOOr

均数は1．6個であった。転移リソパ節平均重盤は132．0

解で，3000r照射群に比してわずかセこ増加している。

第5章

ii）低体温照射群

低体温下被照射腫癩細胞の移植性に

ついて

この群も9例中2例が7日目に死亡し，8日目に隅
殺剖険できたのは7例であつた。7例全例に転移リソ

従来彼照身櫃酬鵬のAU胞形態聯嚇究は枚挙にい
とまないが，移植能の面から細胞活性度を検討した文

パ節を認め，リソパ節総数は121固で，ユ例の平均数は

献は比較的少なく，特に低体温下被照射腫瘍細胞の移

1．7個となり，リソパ節の平均璽鍛は134・〇四であつ

植能についての文献にはまだ接しない。かつ移櫨能は

た。

．
小

被照射腫瘍細胞のレ線感受性と関係あると考えられる

揺

ので，各種条件のレ線照射を受けた腫瘍細胞を健康ラ

リソパ節転移を数鍛酌に検討した結果，レ線照射線

ツテに移植し，その移櫨能を検討した。

盤にょって，転移に明らかな蹴的豊異ああることを認

めた．レ線照射，flよつて後腹卿ソ・櫛転移は減少
し，300Qrおよび5000

r照射群では，1000

r照射群に

第櫛轍方法

第2章と同様の方法で，吉田肉腫腹水細胞をラツテ

比して転移は少ない。しかし5000r照射群では，3000

の大腿部皮下に移植して，移植後5日目に常温下並び

r照射群に比してわずかながら転移は増大する傾向を
示した。また照射の時期によつて，転移はかなりの差

に低体温下に，それぞれIOOO r，3000 rおよび5eOO r
を照射し，松崎ら⑳⑳㊥の報告を基に，24時間後その

異があるものと推測されたが，移植後3日目では種癌

腫瘍を摘出し．周囲組織を完全に剥離したのち・腫瘍

の硬結期であり，5日目では照射後早期に死亡するた

の1gmを眼科用ク・一パー豹刀で細かく切片とし・更

め，移臆後4日目の群についてのみ検討を試みた。
また低体温照射群は1000r，3000

r照射群とも常温

照射群に比して転移リソパ節が鍛的に大きい値を示
し，転移が促進されているように推測された。5000r
照射群では常温群との間に差異を認めなかつte。
他方組織学的に転移リソバ節を検討したが．各群の
間で組織学的差異は認められず，いずれも著明な移転

に1紹の生理的食塩水を加えて，ホモゲナイザーで均
等にしてから，その0・1η6を健康ラツテの大腿部皮下

に移植し．その移植率，腫瘍の変化，被移植動物の生
存率を検討した。
なお、ホモゲナイザーの物理的操作が．吉田肉踵腹
水細胞の移植性に，なんらかの影響を与えるか否かを
確認する必要があるため，O．

lmeの吉田肉腫腹水細胞

8−（ユ82）

，

信州t7k誌脚倦

を，全くなんらの操作も加えずに健康ラツテの大腿部

ラツテ大腿部皮下に移植した1裳拾は，9例全例に移植

に移植した場合と，ホモゲナイザーで1分闘処置を加

陽性となつた。腫瘤の触知可能となつたもの｝よ・5日

えてから移値した場合と，その移植能を比較すると表

目3例，9日目5例，7日01例で，以後腫瘍は緩徐

6に示す如く，移植腫瘍の発育，動物の生存日数より

に発育し，腫瘍の形態は腹水細ll色移植時と岡様に，

みて両群の間に認むべき差はみられなかつた。

緑形または惰円形を示し・爽面平滑で，8［｝1

ilE

Elの平均

腫筋体積は164禰，12日目には671禰となった。

表6

対一対照群

ti三存日数は・鹸短紘存隅数がiOl：L最長盤三存E楼嫌

H一ホモゲナイザー・処置群

］6日で，平均12。5旧であつた。死亡期の腫瘍の大ぎさ
は，腹水細胞移植時に比して小さく，盗存日数は個体

＼謄、

6

4

8

差iカミ1七il［tCI「1勺大きカkつたo

＿＿＿＿＿．
1

2

1

対

371

3243

討するため，松移リンパ節を摘出し秤轍：したが，平均

H

392

1482

3121

澱は22吻であつた。

対

433

1613

3042

H

386

1630

3342

対

402

1597

SS9

H

432

1572

3291

対

385

1622

3422

H

405

1647

3428

3

4

一一一．

H

376

一・5 宦Q璽働

対

412

1671

H

453

1594

対

386

1603

321

1531

平均腫

対14・2

1579

瘍体積

H

6

7

l

ヒ

・48・13256

427

5

死亡時剖検により後腹膜リンノ皇節i隊移の状況をも検

1432

低体温事卜照射移轍群

古田肉繍腹水細胞をラツテ大腿部に移櫃したのも，
6＋−

500に低体温法のみを施行し，劇然復温後2411寺問し
て前節の方法で処蔵した細胞を健康ヲツテに丞多楓した

層

@

揚合，移植率は100％であり，移植後5日目に2例，
61ヨ目に4例、7日目に3例腫瘤を触知し，以観綴徐
に発育して，8日1…1の平均腫瘍体横は156励，．12日膚

には656pvh

（1あつた。

生禰畷短蜻，数、。，，間，般融禰、、、，

3211

3270
3365

3176
3271

1577

395

2）

3239

日間で，平均13．6日であつた。死亡時の剖検で後腹膜

リンパ節転移の平均重搬は229㎎で，全例に舩移を認
めた0

、

3）

1000r照身ナf麦移荊直群

i）常温群

移1勲5日肋腫翻こ，常温下1°QO「醐控行ない
24時間後，被照射腫揚を摘出し，その細胞を健康ラッ
テの大腿部に移櫨した場合，腫瘤の触知は，6日目4

図6

｛列，7日目2例，8日日2例19日目1例と移値は100
％陽馳示した．鵬の発献緩徐で，8周目、4．3vnh，

麟変化
，

一膿水移摘鮮

一一一一H処enta移植群

血嬉伸檀

mm亀

12日目381励に達した。

ゲ
〆

300D

生存日数は，最短生存目数13日閾，最長生存日数34
日間ゆ平均は24．1，911で，対照群に比して明らかに生存

e

f

20eo

日数の延長が認められた。また後腹膜リンパ節の平均
重盤は216解で，全例に転移巻講め，長期生存例にリ

I

tOOO

＝，

−

／
ゴ
@
4

第2節

〆
7

ソバ節腫大の傾向を認めた。
ii）低体温照射後移植群

9例全例で移植陽性を／lsし，腫瘤の触知は5日屠2
6

8

日

実験成績

1）非照射群
レ線照射を行なわずに，第1節に記載した方法で，
ホモゲナイザーでユ分間処麗を施した後0，1彫を健康

例，6日圖3例，7日目2例，8日目2例であり，8日
目の平均腫癌体積は53励，12目目487励に逮した。
生存日数は，最短生存日数12日間，最畏生葎日数32

日聞，平均は18，4日であつた。従つて常濃照射群に比
してかなり生存日数の短縮が認められた。なお後腹膜
のリンパ節転移は全例に認められ，剖検時の平均重量

第2琴｝
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は215mgであつた。
4）

リンパ節は謙められなかつた。転移リンパ節6例の平

3000r照射後移櫨群

均重量は1877ngであった。

i）常撮照射後移穂群

5）5000r11潮寸後移植群

9例とも腫瘤の触知可能日数は遅延し、90目1例，

i）常温照射後移植τ洋

11日目3例，12日目2例および14日目1例となり，残

この群では移植陽性率は22．2％と低下した。即ち15

りの2例は触知されず従つてこの群の移植陽性率は

日目に，2例に腫瘤愈触知Lfoが，他の7／列では腫瘤

77．7％を示した。腫瘍の発育は極めて緩徐で，80EI

形成は認められなかつた。移植陽憐の2例も，30

には計測不可能で，12日同計測可能の腫瘍平均体積は

にはlii腫瘤は消失し60劇三i全例生存した。

23翻，20日目の計測可能の腫瘍平均体看1！｛は324捕に達

後膿膜リソパ節転移は，企例に認められなかつた。

した。死亡期の：匝瘍は比較的・J・さく，400禰を越える

ii）低体澱照射後移｛11笠群

ものはなかつた。

9例にっいての移植陽穀率は22．2％で，陽性例では

生存日数は，最短生存期間20臼でt28日口まで4例

14日F！および」7日目に腫瘤を触／）；［1したが，常温照躬群

が生存していたが，他の5例は60日後なお生存してい

た。5例のう

F！El

と同様，30日目頃から腫瘤は打竃失し，60日目全例が生

ら3例は移櫨陽性であつたが，腫瘍は30

存した。

日目頃から自然に縮小し始め，60日日には完全に消失

争受腹膜リンパ節の転移は全例に認められなかつた。

した。他の2例は移植はできなかつた。

・

小

後腹膜リソパ節輯移は、金死亡例に認められ，他の

播

被照射腫瘍の移植は照射線雛にょって藩しい薙異を

生存例中，60日目の鰯殺剖検では，移臆陰性は2例t

示し，その移植率，鋤物の生存日数および腫瘍変化に

また移植陽性で，腫瘍の自然消央した3例中1例1こは

明らかなレ綜照射の影響が認められた。

リソパ節転移ば認められなかつた。輯移の認められた
6例の平均重量は166解であつた。

1000r照射群では，全例が移植陽性で，低体温照射
移植群にやx腫瘤のlll期菊邑現，腫瘍増大、生存1，／1

ii）低体混照射後移櫃群

vaの

短縮など認められ，「常湿照附群よリレ線効果の滅弱し

9例，11移植陽性となつたものは8例であつた。即も

ていること力謝糖llされた。

10日目2例，1i日目3例，工2日01例および工3日同2

30eO

例と腫瘤を触知したが，全般に魎鰯の発育は緩除で，

r照射群では，移植陰性例も現われ，常温群，

低体漏群ともにレ線の影響を強く受けていることが推

12目目に測Eしえた腫瘍平均体積は31励，20日目には

測された。また移植陽性例のうち，腫瘍の幽然消央す

130励であつた。

るものを総めたが，悪性度の強い青田肉腫が，禽然治

生存日数は18日目から32日目までに4例死亡した

癒の経過をたどつたことについて，更に倹討を加える

が，他の5例は50日僕なお生存を続げた。生存例中ユ

必要があると考えられる。3000

r照射では憎灘に土ヒし

例は移植陰性で，他の4例｝よ30日目頃から腫癌は縮小

て低体温照射移植群の方がわずかにレ線効果の減弱が

し始め，60同目には完全に消失した。

認められた。

後腹膜リンパ節には死亡例全例矯陵移を認めたが，
生存例中，移植陰性例と更に移欄陽甑例中2例は転移

表7

移

50QOr照射群では，移梱陽1生は，常撮，低体漏群と
もに著しく低下し、陽性例も種瘍は経過とともに膚

陽

4憧

性

率

瀬嘉一…巳灘」24・8・。・214・6瞬率

非照射圓
1°°°「
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㎜・
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1：l

i影1

4221

19／9

2322
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12∴1

閾
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10−（184）

表8

信

被照射腫瘍細胞移植後後腹膜リンパ節量
蝋位7昭

譲一騨対酬・・…1・・・…1・。…

臨…

識憲

鋳ぎL6巻

である。これに対して，低体温Fでは 般に組織の放
射線感受性は低下し，障害が軽減されるといわれてい

る・即ち・・ra・g・w・y⑳は照轍c・・k⑳礪息1
前，P。tt⑳，

常温220216
低体温 229 215

少卜1

166

0

187

0

Smith⑳，並びに芦沙く⑳らは照射｝に

被倹生物を低体温にし，註三に，生存痢，組織像，IllL液

像などの面から放射線障害の軽減したことを報告し，
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20
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働Eva。，⑳⑳，

欄膵

屍認

4e日

Lib。，，⑳㊥，足沢⑫並びに醐⑳

らは渦所綱…よつて局所階雄減・，大蹴燗
が可能であると述べている。
我々の教室でも1961年以来，林をはじめとして，低

％

体混麻酔下レ線照射の生体に及帳す影響について多角

leo

的な検討を加えた。例えば，犬の胃腸吻合創の治癒状
態⑭，家兎の皮瞬障害⑳と皮闘の創傷治癒⑳血液凝固

5。

⑰犬の心臓⑱および肺⑳ラツテの造血器⑳あるいは消
化管＠などに対する低体温下放射線照射の影響につい
て詳細に検討し，低体温照射が，常温照射に比して障
対照群

乳。OOr

sa。O，

500。，

害の程度が少なく，一暗大最照射が可能であると報貨

している。
以上の業績に対して，Ancel＠，井上⑬らのよう

然融し全例生存した・

に澱および新陳代謝は期線顧性敵んらの囎

即ち5°°Q「照射群では・常継よび低細照魁 も与えないという幸i継ある．しかし鰍撚難に
も鍾殊対して㈱不磯にする線量であつたもの 対する舶の概舗，mpafu単一姻子の関与ではなV、
と推測される・細胞形態学的には照射後なお正常な形

態蘇つ齢でも話膿の面でレ線の羅を大きく
受けているものと推測される。

第6章

総括並びに考按

悪性腫蕩に対する放射線治療は，今日幾多の研究の

であろうが，少なくとも組織内酸素鑑が，感受性とな

んらかの陥鮪している・とV。は誤りがないと叛
られている。即ち，細胞周囲に溶存する酸素最の多い
ほど，放射線感受性は強く，少ないほど低下する。こ
れらの嘉実は酸素効果として②〜④⑭⑯既に放射線生
物学の基礎現象の一つとみなされている。

↓にその治療効果をあげてぎたが，放射線の与える
局所的並びに全身的障害は，照射線星の限界を示し，

このことは腫瘍に対しても同様にいえることであり
②〜④⑱従つて，直劉重瘍の酸素濃度を高めて，感受

常温下で短期間に大量照射することは，はなはだ困難

性を増大させるか，あるいは生体を低酸素状態にして

第2号（1967）
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正常組織の感受性を低下させて，間接に腫錫の感受性

を高める方法が有効と考えられる。
唾瘍細胞は

く，早期照射群では腫瘍も消失し「，腫瘍の発育は全く

般に常濫では，

阻止されたが，生存日数は3000r照射群に比してかえ

正常細胞に比して低酸素状態にあるとい

つて短縮した。この理由としては，低体温下5000r照

われているので②⑯③この賜と正常組織噸羅

鮒で，こ嚇期の腫翻謝しては締を阻．iLするに充

の関係を，なんらかの方法で，腫蕩内酸素圧を1ヒ常組

分な線温：であつたと考えられるが，一一一一方生体の側から

織酸素圧より，相対的に高くなるよう変更できたら，

は，この大量照射のためにたとえ低体温により正常組

放射線の治療効恥が期待されるtとになる。その・つ

織の感受性は低下させたとしてもレ線による影響が大

の方法として，積極的に酸素を加える，所謂，酸素加

きいものと考えられる。

圧法②④y⑥があり，Churchill

Davidson④らはこ

腫瘍に対する照射効果は，腫瘍の大きさ，腫瘍の性

れを臨床に用い，転移性末期癌で効果をおさめている
という。これに紺して坂本⑲は，酸素加圧により，か

質，個体の状態，照射線質などによつて興るは勿論で
あろうが，吉田肉唾に対する早期低体温照射の場合，

えつて正常組織の酸素圧の方が，腫瘍組織のそれより

3000

増加率が高く，治療比の向上にはならなかつたと報告

に，腫瘍に与える影響は大きく，腫痩細胞破壊能砿あ

している。
一方，梅斌ら⑩⑪＠は，生体を低体源にするとき

まり低下せず、常温照身棉羊との閥になんら源色にな
い。かつ正常組織の障警程度は低体温群の力が軽徽で

に，腫瘍内酸素圧は正常組織内酸素圧に比して下降の
程度が少ないので，却つて腫蕩の相対酸素圧は高くな
り，治療比の向ヒが期待されると述べ，また教室の荒
木⑰は更に低体温下で，正常組織と腫瘍組織の相対酸
素圧の推移をポーラログラフ法で測定し，自然呼吸群

rおよびr）ooo

rでは，肉眼的並びに組織掌的

あつた。従つて低体温3000r照射が明らかな延命効果
を示したことは，充分な腫癌線鵬：が与えられ，生体が
低体温により放射線障轡から保護されたと考えられ，
最も効果ある条俸であつたことになる。
他方晩期腫瘍に対する照射では，tli

raすぺぎ麺命効

では体温下降に伴い正常組織の酸索EEは急激に下降す

果はなく，大量照射により腫瘍の縮小，腫瘍細胞の変

るが，腫瘍内酸素圧の下降は緩徐のため，腫瘍組織の

性致死は1認められても．転移あるいはレ線障醤による

酸素圧は高い値を示し，ことec．

31e

c以下で，その差

が著しくなつたと報告している。
これら組織酸素分圧の相対的関係より，疋常組織の
放射線感受性を低下させ，腫瘍に対する大量照射を可
能にして治療比の向上をにかろうとする試みは，既に
担癌動物で実験が行なわれ，足沢⑫は吉田肉腫で，梅

金身褒弱のため，生命の延長は認められなかった。

さて古田肉腫に対する放射繊効果に関する文献は極
めて多く㊧〜⑯，細胞の分裂抑制の程度は照射線搬の
大きさに比例して増大し，園復時間もまた照射線鍬の
大きさに比例して遅延すると報告されている。細胞分
裂の抑制あるいは阻害は，放射線生物学的な現象で，

垣⑩および津田⑭らはロダミソ肉腫を用いて，低体温

照射線鍛が増大すると腫瘍細胞に，一時的可逆性の変

群の延命効果，障害の軽減，大蚤照射の可能性などに
言及している。また梅桓⑪，小林⑲〜㊥らは低体温下

化，続いて永続的不可逆性の変化がおこるようになる
が，腫瘍細胞が死減するということは，腫瘍治療上最

レ線照射を一部臨床に応用して，局所並びに全身障警

も大切な要因でありながら甚だ困難なことである。

を軽減させ，しかも腫瘍に対して照射効果が認められ

実験的には，腫瘍の放射線による試験管内致死線量は

たと報告している。しかし放射線照射は，あくまで局

2700

所治療の域を脱しきれず，腫瘍発育の時期によつては
その効果に差異の生ずることは当然といわねばならな

い。

rないし1

SOOO

rと，その騰瘍の種類により線量

に著しい梱異を示している。致死線鍛を，すべての腫
瘍に対して照射することは勿論現在のところ，レ線障

害の点からみても不可能であるが，低体温照射が生体，

そこで，著者は吉田肉腫を用いて，低体混麻酔下レ

を保護し，かつ腫瘍線量を低下させなければ一段と治

線照射の影響を，腫瘍に対する照射時期を変えて検討
療比の向上を期待でぎる：とになる。しかし腫蕩に対
した結果，早期に3QOO・の低体温照射では，鵬の発 する晩期照射では，吉田肉腫の蜘・全射勺影響㊥のた
育抑制と明らかな延命効果を認めたが，1000

r照射群

め衰弱し，治療法としての低体温大貴照射が，かえっ

では常温照射群に艮好の結果を得，低体温群では効は

て侵襲を強めるとも考えられる。即ち個体に対する放

少なかつた。これは小線鍛のために低体温下では，照

射線の影響は，単に放射線最，低体混の程度の問題で

射線量が腫瘍に対して効果的線量に達していなかつた
ためと推測される。

一方5000r照射では腫瘍に対する影響は最も著し

はなく，腫蕩の個体へ与える影響が決定的となる。例
へば，晩期種瘍に対しては，外科的侵襲がかえつて病

態を悪化させることと同様に，治療効果の期待は困難

12
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である。島⑱は大量一時照射による腫瘍の急激な破壊

産物が，個体の抵抗性を減弱し，転移を促進させると

1000rおよび30QO

まずレ線照射と転移との関係については，古くは

Wertheimer⑩，

Walter⑯らが，臨床的にレ線照鮒

r

tmどの少継彊：照珊

では・常温照射群に上ヒして転移リソパ節の増大が認め

述べているが，転移と放射線照射，温度との関係は，
更に複雑な要素を含んでいると推測される。

r・ことに1000

第16巻

られた。しかし5000r照射群では一敦ぼ常温と同様の
値を示した。以上を総合すれば，比較的刷り1のレ総照
射は転移を抑制するが，小線鎧の低体温照射1親：s

しろ

転移を促進したと考えられる。また腫瘍に対す篭）照射

は腫煽の転移を増加させると述べ，1〈eller⑩，山川

の時期は・転移の量的変化に影響ある，ものと考えられ

⑰，島⑱らも巽験的に転移が促進すると報告してい

るが・古田肉腫は急滋な睡瘍変化と転移像を示すた

る。』

ｼ方FQrssel1⑭は照射をこより唾瘍の発育抑制が

全身状態を改善し，生存期間を延艮する，その間，す

でに体内組繍。囎している腫瘍徽に発育す磯会
を与えるために，あたかも転移を増強したかの如くに

め・死亡fJ

；あまりに早く，晩期照射の転移に及1票す影

響を詳細に観察することができなかつた。数蜜の伏見

⑰は，網1・孫機鰍査で，低体澱鴇鵬温ll翻｝砒
して全般に機能障轡が軽微であつたとはしているが，

思われるが，放射線が直接転移を促進したとは考えら

更に詳細にみれば，低体1轍照射直後・一時的に機能は

れないと述べ，放射線の直接的影響を否定している。

低下したのち72時間からフt進したと述べ℃い為。恐ら

本邦でも金田⑳はt象弧の下腿皮下に移植した肉kk

に960rを一時照射し，そのリンパ節転移を観察し，
また鎌田⑳は，m−一ルリツヒ腹水癌を用いた巽験で，

く晩期照射では網内三系機能低下・全身抵抗徴の猷弱な

どが颪なり・転移も醐時的に促進して死亡期な県めた
と考えられるが・なお腫瘍細胞の母組織離脱から遮隔

レ線照射により，リンパ節転移がgqj制されたと幸晧し

糊立へ囎床・鞘蝋樹について磯験的錦騨〜

ている．難爾＠は，術

軌あり，灘嫡御邸も鰯さ紘・吟日譲

｛∫糊喋験で，qlHマ

ウス腹水癌と尾部に移植後，早期に照射すれば明らか
に後腹膜リソパ節転移を抑制し，照射を受けないリン

験を充分に説llJlすることのでぎない憾みがある。っい
でこれら転移と生存日数との関係に欝及すると・

パ節にも変性像が認められ，レ線の間接効果があつた
と報告している。

生存貝数の延長に伴つてリンパ節も増火するので・
リソパ節転移の誼的闘係のみで生存期間を決寛するこ

01ch⑭はマウスの転移癌にレ線照射すると，その

とはできない。著省の墾験で・後腹膜リンパ節輯移

転移率が対照に比して減少する揚合とt増加する場舎

が多いにかかわらず低体温30QO「照射群で比較的延

の二相性の反応を示すと述べており，レ線照射が随癌

命効果を認めteことは・レ線障轡が軽減され・全身

の転移に及ぼす影響については，あるいは促進すると

的影蟹か他の群に比して少なかつたためと推測され

いい，あるいは抑制するとされ，今なおその見郷は一

る。

致していない。

更に著春は低体温麻酔下・被照射腫瘍細胞の機能的

一一一rr，低体楓と転移に関する研究としては，その報

告は少なく，欧米ではArie1⑭，

でeme塚⑲，

Mundrick㊥，本邦

M：＠，山本⑯⑳らの幸階をみるが，

ts

出し・健康ラツテへの移植率を検討した。

あつたと報告しているのに対して，梶塚⑳，Ariel⑪
らはBrown−Peace損癌豪兎に低体温を施行して，

癌転移を促避せたと報告L，1⊥体⑧⑯酷田肉腫お

cとは醐細胞の活膿が滞温興㈱徽り高い：と
を示し

レ線による影響が少ないと考えられるが・

30QO「照射群では・移植性は薯しく抑制され・常温照
射群との間にほとんど差異を認めなかつた。更に5く｝00

照射では・被照身櫃棚日胞の瀦度は醸に弱まり・

よびW・1k・・G。，。i。。m。破下移植鵬艘験で，
低体温が転移を促進したとし，その理由として腫蕩細

IOOOτ照射

群では・低体温照射群の灘性が高度であつた・この

M・・d・i・k＠は持続低体温法で，また辻ら購続低体
温と制癌剤併用の実験で，低体温法が転移抑制に効果

wi面を観察する目的で・照射処醗を加えた腫瘍1を摘

灘鱗鰭されkcとを示した・鋼・⑱職1翻

腫瘍細胞に分裂像が認められても・必ずしも移欄能を

胞の關翻蜘生が磁し牌酸湿時にその餉が

描儲と購えられないと述べているが・縮喉

強くなると報告している。

験でも5000

そこで署庸は低体温麻酔下レ線照射後後腹膜リンパ

r照射で踵鰐繍1胞を完全に破漿したという

ことではなく，組織学的には腫大した面溺細胞もなお

節転移を量的に測定し，その影響を観察したが，常温

存在したが，機能的に移催能はC4藍下し，レ線の与える

下レ線照射により明らかに転移の抑制を認め，特に

細胞形態学的影響と，活性度との間に相異を認めた。

3000rおよび5000r照射で抑制の傾向カミ著しいが，低
このように移植率の面から，被照射腫瘍細胞の機能
体温照射群では転移はむしろ促進される傾「肋示し 的な検索鰍みた幸隙よ趣あるが⑳〜㊧，T。ni。エ。⑧
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はGalliera白鼠肉腫を試験管内で照射し．これが

であつたと考えられる。他Vy30，

移植能をなくすのに3500rを要したと報告し，鈴木
⑯はマウスに滝沢肉腫を移植し3000

r

oo

rより個体への影響

が，かなり大きいものと推測された。

1圓照射したも

移植後5日目に行なう照身，ては，転移などによる腫

のの移植陽性率は0，2000r以下では照射後の時間
の長いほど移植率が良好であつたと述べ，田中⑭はエ

賜の全身lii勺影響が強く，レ線照射の効果を期待するこ
とは困難で，大量照射により腫蕩の発育は抑制された

一ノレリツヒ腹水肝癌で移植陰性にするのに3500rを要

が，延命効果は認められなかつた。

し，更に戸部⑮らは細肉腫糸聰の腹水体内照射後の

ii）徽脚ン・・節1購【よ，レ線照射により1聯旺さ

移植性について，5000r照射で明らかに移植性が低下
したことを認め，中村⑳らは吉田肉腫を生体外にとり

れたが，低体温照射では，常温照射群よりわずかに転
移促遊の傾向を示した。低体温が一時的に網内系1幾能

繊し，環境温度を0度，−10度の低温にして照射した

を低下させるといわれているが，比較的短期問の献移

ところ，腫瘍細胞の放射線感受性は低下し，移縦1能が

状態を検討したため，この時期と重なつて促進の傾肉

高かつたと報告している。しかし生体外照射は腫瘍の

を示したとも考えられ為。

生物学的意味において妥蝸な方法とは考えられず・高
草⑳も滝沢肉腫を用い生体内・生体外照射を比較し

iii）移植率について幡，腫脇のレ線照射による影響
のうち，細胞の機能的な面から検討を試みたもので，

て，体内照附が放射線の影響を1愈く受け，移植率が低

被照射腫瘍の移植性はユ000r照射で1よ，低体灘群の方

いと報告している。

が常温群より強く，このことは被照射細胞の活性度が

移植率の面から低体温照射の腫瘍細胞に与える影響
をみると，3000

r以上の大鍛照射では糸田胞機能は著し

く灘していること蝉している。轍室千須和⑰

高いと考えられゐが，3000r照射では，移植率は常
温，低体温ともほど同率で，1廼瘍細胞に与える影響は

大きく，樹鍍鷹下が1イ剛さ締。

は，低体温照射は腫瘍細｝1鰹の分裂を逓延させたと述ぺ

以一ヒより，齋田肉腫に対する低体温レ線照射は，早

ているが，これが移櫃能の低下との間になんらかの関

期3（100r照射が最も有効であり，一般に低体温により

係を与えるものとも考えられる。

腫瘍への感受性f曇嘉下が憂慮されるが，大鷺照射と，レ

以上より，著潜は低体温下に300（lr程度の中等鍛一

線障審との関係よりみて．3000

時照射が悪性腫瘍の早期治療，あるいは術箭照射とし

r以上では，低体温照射

でも照射効果は充分にあると考えられ，低体温による

て用いられるならば，その効果は充分期待できるもの

レ線障審の軽減と相まつて，低体混レ線照射の有効で

と考えられる。しかし晩期治療にはなお，いくたの圏

あることを確謝した。

難な問題が残され，ことに晩期の低体温レ線照射の効
果を検討するには，薯春の案験では腫瘍選定に難があ

稿を終るにのぞみ，懇篤なる指轟・校閲を賜わりま

り，更に今後の検討を待たねばならないと考える。

した星子教授・慮撞指導を頂いた小林助教授に心から

感謝の意を捧げるとともに，病理所見で河合教授，淺
結

語

野助教授の指醇1校閲を頂いたことに感謝致します。

悪性腫瘍に対する低体温麻酔下レ線照射の影響を検

なお本論文の要旨の一部は，昭秘0年4月第65圓外

討するため，ラツテに吉田肉踵を移植し，低体温下に
レ線大量照射を行つたのち腫瘍の変化

科学会総会で共同研究潜小林が発表した。

生存日数，皮

慮障害，後腹膜リソバ節転移並びに移植率を遡求して
次の結論を得た。
i）畜田肉腫に対するレ線の影響は著しく，臨瘍に

③Gray，

対する早期レ線照射は．腫瘍の発育を抑制し延命効
果が得られた。低体温照射の場合には1000r照射では
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