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巡腫瘍療法を見出す際の効率的な実験法（その1）

一薬物，放射線，温熱併用療法の場合一

木　下　洋　夫＊

An　Efficient　Experiment　in　Discovering　Antitumor　Treatment（1）

一　The　Case　of　Combination　Therapy　with　Drugs，　Radiation　and

Hyperthermia

Nadao　Kinoshita

　　　　　　　諸　　　　言

　難治病としての悪性腫瘍の治療に集学的手段

が用いられる傾向が増々強くなってきた。外科

療法，放射線療法，薬物療法に加えて，近年，

癌の免疫療法や温熱療法の研究も盛んとなり，

全体として，それらの併用療法で何んとか治療

に光明を見出す努力が続けられている。著者も

癌の治療法を確立するために，今後動物の腫瘍

を用いて薬物，放射線，温熱の併用療法の研究

を続けて行きたいと思っている。しかし，この

ような研究を行う場合薬物の投与は簡単で問題

はないとしても，放射線照射や温熱処置は手問

や時間が掛り，まして三者の併用療法を行うと

なると実験計画の遂行に多くの制限が加わるこ

とが解った。本研究は今後の研究に先立ち，ま

ず，最少限度の規模の実験で抗腫瘍療法の開発

に役立っ研究を目指し行ったものである。薬物に

は，これまでの研究例が多くて本研究と比較検

討しやすく，その上著者も以前使用したことの

あるフトラフールならびにユーエフティ　（何れ

もTegafurを主成分とする。）を用いた。（7）

実験材料と方法

　D　腫瘍動物の調整と実験群の設定

　sPFマウスでSic：IC　R系（静岡実験動物研究

所）の雌性，5週令を32匹入手し，実験動物室

＊九州大学医療技術窺期大学部一一般教育

で更に2週間飼育した後，体重が24～27gの

範囲の22匹を選び，　以下の実験に用いた。

まず，動物に腫瘍を移植するため，ネンブター

ル注射液（アボットラボラトリーズ製）を滅菌

生理食塩水で10倍に希釈して，　その0．25ml

を各々のマウスの腹腔内注入，麻酔し，腹水型

sarc（，ma　l80腫瘍（国立がんセンター研究所，

化学療法部から頂いたものを当研究室でSlc：

ICRマウスに移植継代維持している。）の約2×

16　ti　cells／5　／t1（生理食塩水）をマイクロシリ

ンジで各マウスの右下肢に移植した。8El後に

右下肢の腫瘍部の最大径と正常左下肢の同部位

の大きさをノギスで0．1mmまで測り，その差

が3～5mmまでのマウス12匹を選び出して

無作為にTable　lに示す群に配分して治療を開

始した。実験動物室は常時21～24℃に保ち，

飼育はクリーンラック（NITTO　AIRTHECH

CO．，　LTD．　ATCL－1型）内で行い，餌（船橋

固型飼料，F一一　2）と水は実験による指定の場

合を除いて自由にあたえた。

　2）薬物の調製と投与法

　a）フトラフール投与の場合。フトラフール⑪

カプセル（大鵬薬品工業株式会社試供品）から

156mgの粉末（Tegafurとして104　mg）を採

取し，乳鉢でcorn　oilと共に播りっぷして4ml

の乳濁液とする。これに水4ml，10％ゼラチン

（SIGMA社のcalf　skinからのもの）を6ml，
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20％デキスリン（SIG　MA社　type皿）を6

ml加えてミキサーで乳状液剤とする。常時は

冷蔵庫に保存しておき，凝固したものを用時に

50。Cに温めて溶解し，再びミキサーで均一化し

たものを1回にっき0．2m1つっ経口投与した。

この量はTegafurに換算して40mg／Kg投与に

相当する。　b）ユーエフティ投与の場合。ユ

ーエフティカプセル（大鵬薬品工業株式会社試

供品）から101．09mgの粉末（Tegafur量と

して31．2mg。）を採取して前記フトラフール

の場合と同じ方法で乳状液剤を調製し，保存，

投与を行った。この量はTegafurに換算して

12．　5mg／Kg投与に相当する。　c＞薬物を与

えない群。フトラフール，ユーエフティの何れ

も加えないで上記と同じ方法で調製した乳状液

剤を同様に保存，投与を行った。

　3）X線照射

　装置はSOFTEX　CMBW　2S型（ソフテック

ス株式会社製）を用いた。60KVP，5mA，0．2

mm　Alフィルターを使用し，距離i23．5cm，1

回の照射時間は2分9秒で線量は4Gyであっ

た。乙の条件で腫瘍に対して背側と腹側とから

夫々1回づっ計8Gy照射し，1日量とした。

この際，腫瘍部以外の場所は厚さ3mmの鉛板

で庇護した。

　4）温熱処置法

　市販のリボンヒーター（幅2cm×長さ200

cm）とスライダックを組み合わせて製作した自

家製の温熱器を使用した。マウスの下肢腫瘍部

をベルベットで包み，その上をリボンヒーター

でU字型に挾み，さらに厚さ1cmO）プラスチ

ック製のスポンジで保温し，クリップで止めて

スライダックにより腫瘍部の温度を調節しなが

ら治療を行った。腫瘍があた：る場所の温度は前

もって温度計を挿入して十分測定しておき，治療

中の腫瘍に対する温度幅の変動を40．5～43．5

QCとし，治療時間は20分間とした。

　5）各種治療の順序と効果の判定

　投薬2時間前にケージ内の餌と水をとり投薬後

2時間でX線照射を行い，3時間で温熱処置を行

った。治療後に餌と水をケージに戻した。治療日，

治療回数はFig。1の中に示してある。治療成績

の経過は1週間毎に腫瘍部の最大径と正常な反

対足の同じ場所での大きさをノギスでQ．1mmま

で測り，その差で追跡し，最終的な成績は治療

開始から3週間後，動物を屠殺してホルマリン

処理を行った後，腫瘍の大きさを実測して判定

にあてた。

結 果

　Fig．1は3週間にわたる抗腫瘍実験と，その成

績の経過を表わしている。図から解るように著者

が前回で報告した如く（7），今回も，この量での薬物

単独の治療では全く効果は無かった（FT群，　UFT

群）。単独温熱処理ならびに単独放射線療法に

抗腫瘍効果が認められたが，薬物と温熱の併用

’（FTH群，　UFTH群）または薬物と放射線の併

用（FTR群，　UFTR群）では更に強い抗腫瘍性

が観察された。最も効果的だったのは矢張り薬

物，放射線，温熱の三者併用療法（FTRH群，

UFTRH群）であった。

Table．　1 抗腫瘍実験のための各群の処置法

ならびに　Fig．中の表示法

群

動物数

抗腫瘍処置
Fig．中の

¥示

C 1 無処置 一一一怐c●…

R 1 X　線 一一一｢…△…

H 1 温　熱 一一一 香[ーロー一一

RH 1 X線　温熱 一一 mコー一図一

FT 1 フトラフール
　　　　P
cσ一〇…

FTR 1 フトラフール，X線 一◎一一◎一

FTH 1 フトラフ一貫温熱 一・ 揶黶揶

FTRH 1 フトラフール，

w線温熱
　　　　｝
黶Z引σ一

UFT 1 ユ一々フティ 一一
ﾂK一一一一）ぐ一一

UFTR 1 ユーエフティ，X線 一《一一△一

UFTH 1 ユーエフテイ，温熱 一・ }一・図一

@　　　　UFTRH 1 　　　　一?ーエファイ，
w線，温熱

・rx一→粕一・
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腫瘍サイズ（mm）
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Fig．1　マウスsarcoma　180腫瘍に対する薬物，放射線，温熱併用療法の効果

　Fig．2は治療期間中の実験動物の体重の変化

を表わしている。…一般に抗腫瘍実験を行うと薬

物の毒性，放射線の影響，温熱等のための苦痛か

らマウスは食欲をなくし，体重が軽減して行

くのが常である。抗腫瘍効果が認められなか

ったFT群やUFT群の体感が上昇をしている

のは増殖しっっある腫瘍の大きさを表わしてい

ると云える。抗腫瘍効果が少なかったR群，H

群がそれに次ぎ，抗腫瘍効果が顕著な群は体重

の減少も大きい。腫瘍に特異的に作用して宿主

に毒性のない治療法に乏しい現状では当然の結

果と云える。

体重（9）
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　　　　治療開始日からの日数
　Fig．2　治療期間中の各マウスの体重変化
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Fig．3　各治療群の見かけ　［四と実測＝の腫瘍サイズ

　治療期間中に簡単に精確な腫瘍サイズを測定

することは困難である。Fig．1における表現は，

云わば一週間毎の腫瘍の見かけの変動と云え

る。Fig．3の斜線の部分は実験中止時の見かけ

のサイズを示しており，　Fig．1からのもので

ある。この方法は治療期間中に比較的容易に腫

瘍の大きさを追跡出来るが最終的には動物を屠

殺して実際の腫瘍の左きさを測定しなければな

らない。屠殺後ホルマリン処置をした後に腫瘍

部を採り出して見かけのサイズを測った場所と

同じ場所をノギスで実測した値を目盛ったのが

白色無地の部分である。見かけサイズと実測サ

イズの差を比べると，理由は解らないが温熱処

置群（H群，FTH群，　UFTH群）が特に人：き

く，他は少なかった，，しかし，両者から得られ

る腫瘍サイズの大きさの傾向は殆んど同…であ

った。

考 察

　フトラフール（Tegafur製剤）と放射線との

併用で抗腫瘍性の増強が見られることは臨床で
確かめられている。川・（4）・㈲・｛6）・（9）　ユーエフテイ

はTegafur　1モルにウラシル4モルを配合！、た

薬剤で藤井らにより開発された興味ある薬剤であ

る。（2）・仙　その特長はユーエフテイでは腫瘍内の

5一一　Fluorouraci1（Tegafurの抗腫瘍活性体）0）

濃度がフトラフールの場合より高まり，抗腫瘍

性もすぐれていることである。最近，そのユー

エフティと放射線，温熱の三者併用療法で胃癌

に著効の症例報告があった。（11）このようにフト

ラフールならびにユーエフティは既に放射線，

温熱との併用療法で悪性腫瘍の治療に用いられ

て好成績を収めっっある。

　本研究ぱ各実験群の動物数が最少限の1匹と

云う数で行っており結論に誤りの入る可能性が

ト分あるが，一一応，上記臨床成績と一致した結

果が得られたことは意義あることと思う、，本研

究に川いたフトラフールならびにユ…エフティ

の投与量は現在臨床面で用いられている常用量

の範囲内であり，本研究の結果を臨床面に反映

し得ることはト分考えられる。

　Fig．1とFig。3に見られるR群とH群の抗腫

瘍惟の差は夫々の治療条件が必ずしも最適なも

のを用いた訳でないので絶対的なものではない。

本研究の場合，たまたま放射線照射の条件の方

が温熱処置の条件よりも優れていたに過ぎなか

った訳である。しかし，よく見ると此の傾向が

両者の薬剤との併用，あるいは薬剤，放射線，

温熱の”t者併用療法においても崩れずに残って

し、ることも本研究が可成り信頼出来ることを証

明している、，実験を始めるに当り，5週令で体

駐が20～22gのマウス32匹を動物業者より購

入したが，実験動物室で2週間飼育し，生育度

の違いからくる実験動物の体重の輻の広さt’・狭

める目的で再び体重を測り直して24～27gの

22匹を選び出した。さらに，腫瘍を移植した
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後8日して腫瘍の大きさが最大径で3～5mm

の幅の12匹を治療実験に用いた。このように，

32匹のマウスからスタートして最終的に12匹

に絞って治療を開始をしたことが本研究で好成

績を得た最大の原因と考えている。

　放射線療法に温熱療法を併用した場合抗腫瘍

効果は増強される。（8）・ao）今後，薬物，放射線，

温熱の三者併用による抗腫瘍療法えの期待は増

々大きくなり研究が広まると思われる。その際，

当然のことながら種々な組合せによる数多くの

併用療法を検討して行く必要性が生じる。本研

究のような簡易法でスクリーニングをおこなっ

て行かなければその数は消化できないであろう。

要 約

　1）本研究は悪性腫瘍に対して薬物，放射線，

温熱の併用療法を検討する際の実験の簡易化を

目的として行ったものである。

　2）マウスsarcoma　180腫瘍に対して，　T－

egafur製剤（フトラフールならびにユーエフテ

ィ）と放射線，温熱による種々併用療法を行っ

た。

　3）実験の簡易化のため，各治療群の動物数

が1匹と云う最少例数で行ったが，a）腫瘍移植

時に各マウスの体重の幅を出来るだけ少なくし

た集団を用いたこと，b）治療開始時に各マウス

の腫瘍サイズの幅を出来るだけ小さくした集団

に絞ったこと等でこれまで報告された臨床成績

と良く一致した結果が得られた。
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