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抄録：我々は，舌癌に対する放射線治療の補助化学

療法の有用性を検討すべく４NQO誘発ラット舌癌

モデルに対し５-FUの持続動注実験を行った。カ

テーテルは５-FUをラット舌の右側に対して奏効さ

せるため，右側腋下動脈から右側頚動脈内に留置

し，さらにカテーテル先端の移動がないよう動脈に

結紮固定した。５-FUは３０mg/kg/day で５日間持続

投与し，肉眼的，組織学的観察および６〔３H〕thy-

midine の flash labeling による細胞増殖動態を観察

し抗腫瘍効果を判定した。その結果，細胞増殖動態

は投与側検体の標識細胞率および標識分裂細胞率

は，５-FU投与動物の非投与側検体，生理食塩液を

投与した対照検体に対し有意な低下を認めた。しか

し，肉眼的，病理組織学的には著しい抗腫瘍効果を

認めなかった。本結果から５-FU動注化学療法は細

胞周期のG１期停止を導き，放射線治療の併用療法

として有効であることが示唆された。

緒 言

固形癌の治療において化学療法を選択するケース

はさまざまである。術前あるいは術後の補助的化学

療法として行う場合，再発癌あるいは遠隔転移癌に

対して延命効果を期待する場合，さらには放射線治

療の併用療法に使用される場合などである。

口腔領域の悪性腫瘍に対する根治的放射線治療は

形態と機能を温存することが可能なものの，放射線

感受性が高く治療期待比の大きな腫瘍が対象であ

り，大きさもＴ２～Ｔ３程度のものに限られている。

また，放射線治療は増殖能の強いDNA合成期にお

いて感受性が高く，静止期の細胞ほど感受性が低

い１）。このため増感作用を期待し，補助的化学療法

が併用されてきた。特に頭頸部領域ではカニュレー

ションの容易な顎動脈を栄養動脈とする上顎癌に対

する動注化学療法が行われ，治療効果をあげてき

た２，３）が，栄養動脈の選択が難しい口腔領域の癌に対

する応用例は少なかった。

近年カテーテルの開発，Ｘ線透視下の末梢動脈の

選択技術が進み，超選択動注が可能となったこと

で，口腔領域に対する超選択動注の有用性を示す報

告４，５）は多く，舌癌の治療においても抗腫瘍剤の超選

択的動注療法と放射線治療の併用が行われ，良好な

成績が報告６）されている。しかし，実験モデルを作

製し，舌癌に対して動注化学療法を試みた報告はな

い。

そこで今回，舌癌に対する５-FU動注化学療法に

よる舌扁平上皮癌の病理組織学的変化および細胞周

期への影響を解析するため，ヒト舌癌に類似する形

態をもつ４-nitroquinoline 1-oxide（以下４NQOと略

す）誘発ラット舌癌の動注モデルを作製し，薬物代

謝および作用機序が明確な５-fluorouracil（以下５-FU

と略す）を投与し，組織学的変化および細胞増殖動

態について観察した。

材料および方法

１．実験動物

Sprague-Dawley 系雄性ラット４３匹を使用した。

動物実験は東京歯科大学実験動物指針に従い，実験
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動物施設の金属ケージで飼育した。

２．実験方法

１）発癌モデルの作製

片倉らの報告７）に従い，発癌剤４NQO（ナカライ

テスク株式会社製）１．０ｇをエタノール５０ml と蒸留

水４９５０ml に完全に溶解し，これを保存原液として

４℃冷暗所に保存した。ラットの体重が３００ｇに達

した時点でこの保存原液を４NQOの濃度が５０ppm

となるように水道水で希釈し，飲料水として遮光給

水瓶に入れ，自由に経口摂取させた。投与期間は７

か月間を目安とし，肉眼観察によって目的とする病

変が発現した時点で投与を中止した。

２）動注モデルの作製

ペントバルビタール全身麻酔，１％塩酸リドカイ

ン浸潤麻酔下にラット右側腋窩を切開し，腹側，背

側に皮弁を形成した。浅胸筋および深胸筋を確認

し，この一部を切離の後，上腕三頭筋の剖出をすす

め，右側腋窩血管鞘を明示した。腋窩動脈を腋窩血

管鞘より分離，動脈クリップで止血をはかりつつ穿

刺し，ここから外０．６１mm脳血管撮影用ポリエチレ

ンチュービング（CLAY ADAMS社製）を右側頸動

脈まで挿入，脱離しないよう穿刺部腋窩動脈で結紮

固定した（図１），（図２）。動注による薬剤の奏効

は，インディゴカルミンによる舌背右側の選択的染

色をもって確認した。

３）５-FUの投与

５-FUの注入は，カニュレーションチューブの対

側をAlzet�ミニ浸透圧ポンプModel２ML１（ALZA

社製）（図３）に接続しリザーバーは腹部皮下に無菌

的に埋入し持続投与を行った。本実験で用いたAl-

zet 浸透圧ポンプは容量が２ml で，３７℃で毎時１０．０

µl 放出する。

５-FUの投与量は３０mg/kg/day となるように注射

用蒸留水に溶解し，７日間の持続投与を行った。投

与終了５日後に検体の採取を行った。

また対照群は５-FU投与群と同様のシステムで腋

窩動脈より生理食塩液を７日間持続投与し，投与終

了５日後に検体の採取を行った。

４）検体の採取

動物の安楽死２時間前に１８．５kBq/g の６〔３H〕

thymidine（specific activity１８５GBq/mmol : Amer-

sham Japan）をラット腹腔内投与し flash labeling

を行った。検体の採取にはペントバルビタール深麻

酔下にラットを安楽死させ，直後に舌を摘出した。

図１ 動注モデルシェーマ

腋窩動脈から穿刺し頸動脈までカテーテルを進
めた。対側は浸透圧ポンプにより持続投与を可能
とした

図２ 動脈内カニュレーション

図３ Infusion pump
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５）標本の調製

摘出した舌病変は動注側，非動注側の効果の違い

を判定すべく動注側にマーキングした後，１０％中性

緩衝ホルマリン溶液に浸漬固定した。試料は固定が

完了した後，前額断方向に切り出しパラフィン包埋

した。薄切り切片の作製は，前額断方向に両側舌動

脈を指標として正中から動注，非動注側組織の偏り

を生じないよう切り出しを行った。

� Hematoxylin-Eosin 染色

厚さ４µmの切片を作製しHematoxylin-Eosin 染

色（以下H-E 染色と略す）を施した。

� Microautoradiogram

厚さ２µmの切片を作製しmicroautoradiogram

（以下ARGと略す）標本を作製した。乳剤はコニカ

NR-M 2（コニカ株式会社製）を用いた。ARGは dip-

ping 法で行い，露光は４℃密封暗箱内で乾燥下に

３０日間行い，コニカドールスーパー（コニカ株式会

社製）で２０℃，７分間現像し，コニカフィックス（コ

ニカ株式会社製）で２０℃，２０分間定着した。水洗を

３０分間行った後，H-E 染色を行った。

３．治療効果の判定

５-FUを持続動注した５-FU投与群と生理食塩液を

持続動注した対照群で比較した。また，今回の実験

は，薬物の投与を片側の栄養動脈から行ったた

め，５-FU投与群は動注側と非動注側の効果を比較

するため舌を正中線で動注側と非動注側に分割しそ

れぞれ舌動脈から同一距離にある領域において病理

組織学的判定および細胞計測を行った。

１）肉眼的抗腫瘍効果判定基準

頭頸部癌治療効果判定基準８，９）を参考とした外木１０）

の方法に準じ判定した（表１）。判定には動注の前後

に病変を２方向から計測し，病変の写真を判定の参

考にした。

２）組織学的抗腫瘍効果の判定

� 組織学的抗腫瘍効果判定

組織学的効果の判定は，残存腫瘍組織全体を対象

とし，大星・下里の分類１１，１２）を基準とした（表２）。

� 腫瘍細胞変性度判定

加療後の局所的な組織の変性を判定するため大関

の分類１３）を用いて腫瘍細胞変性度の判定を行った

（表３）。

３）細胞増殖動態の判定と算出

ARG標本で動注後の腫瘍細胞の増殖動態を観察

した。増殖動態の指標は６〔３H〕thymidine による

標識細胞数および分裂細胞数のカウントを顕微鏡倍

率１０００倍で行い，１病変につき腫瘍細胞１０００個を３

部位測定しその平均を算出した。標識細胞は細胞内

に７個以上の銀粒子を含むものを，分裂細胞は核を

二つ以上認める像のものを，標識分裂細胞は核の分

裂を認め，かつ標識されていた細胞を対象として，

標識細胞指数（labeling index：以下 LI と略す），分

裂細胞指数（mitotic index：以下MI と略す），標識

分裂細胞指数（labeled-mitotic index：以下 LMI と

略す）を算出した。各指数の差はWilcoxon の符号

付き順位和および順位和検定により検定した（図

４）。

４）細胞周期の判定

ARG標本から算出された標識細胞率をもとに，

動注群の動注側，非動注側ならびに対照群について

高木の報告１４）した４NQOラット舌癌の細胞周期を

基準とし，Cleaver ら１５）の方法に従い細胞周期の算

出を行った。算出結果は増殖動態の比較と同様に

wilcoxon の順位和および，符号付き順位和検定を

行った。

表２ 組織学的抗腫瘍効果判定基準（大星・下里の分類１１，１２））

Grade ０：効果が全く認められないもの
Grade Ⅰ：細胞障害は認められるが，癌細胞のパターンの

破壊は認められない
Grade Ⅱ：細胞障害・癌胞巣パターンの破壊が認められる

�再増殖の可能性の強い形態がかなりよく保た
れた癌細胞が広い範囲に存在する（腫瘍全割
面の１／４以上）

�生活癌細胞が小範囲に存在する（腫瘍全割面
の１／４未満）

Grade Ⅲ：“Non-viagle”と思われる癌細胞のみが認められ
る

Grade Ⅳ：癌細胞が全く認められない
�広範囲な壊死を伴う
�主として肉芽組織よりなる
�瘢痕組織よりなる

表１ 治療効果判定基準８，９）

腫瘍縮小率＝
治療前の積－治療後の積

治療前の積
×１００％

著効：すべての病変の消失を認めたもの
�
�
�
�
�
�

有効：縮小率が５０％以上であったもの
やや有効：縮小率が５０％未満のもの
進行：腫瘍の状態に変化なしあるいは増大したもの
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結 果

１．有効動物数および対象病変

本実験に使用した４NQO誘発舌癌ラットは４３匹

であり，このうち動注実験の有効動物数は 5-FU動

注群２０匹，対照群４匹の計２４匹だった。他の１９例の

内訳は，病変が舌背正中舌隆起部に発生せず対象外

とした７匹，動注手術周術期に死亡した１０匹およ

び，動注化学療法施行中に死亡した２匹である。

また，対象とした２４匹に認めた舌病変数は３６病変

であり，このうち動注群は２６病変，対照群は１０病変

であった。発癌した病変は外向性発育様式を示す塊

状型病変，乳頭型病変と，内向性発育様式を示す潰

瘍型病変，白斑型病変に分類１６，１７）し観察した（図５）。

２．肉眼的抗腫瘍効果

視診型別に判定した結果，２６例中，著効０例，有

効１例（４％）（図６），やや有効６例（２３％）（図７），

無効１９例（７３％）（図８），だった（図９）。有効と判定

した１例は塊状型病変で，縮小率は７９％だった。ま

た，発育様式別に観察した結果，外向性発育型病変

１６例中，有効１例（６％），やや有効４例（２５％），無

効１１例（６９％）であり，内向性発育型は１０例中，有効

０例，やや有効２例（２０％），無効８例（８０％）だった

（図１０）。視診型および発育様式と肉眼的抗腫瘍効果

の間に明らかな相関は認められなかった。

３．組織学的抗腫瘍効果

5-FU動注例２６例を対象として組織学的抗腫瘍

効果判定を行った結果，Grade０：５４％，Grade Ⅰ：

１５％，Grade Ⅱ a：２３％，Grade Ⅱ b：４％，Grade

Ⅲ：４％，Grade Ⅳ：０％だった（図１１）。また，腫

瘍細胞変性度は，なし：５０％，１度：２３％，２度：

表３ 腫瘍細胞変性度判定基準（大関の分類１３））

なし １度 ２度 ３度 ４度

核 形 態 変 性 を
認 め な い

膨 化（軽 度）
核 小 体 肥 大
異 型 体

膨 化 崩 壊

癌

細

胞

消

失

空 胞 化 融 解

多 核 化 消 失

巨 大 濃 染 核 濃 縮

分 裂 像 認 め る 異常分裂像あり ほとんど認めない 全 く 認 め な い

細 胞 質 変 化 な し 好 酸 性 変 化
（軽 度）

好 酸 性 変 化
（高 度）

好酸性均質濃染化

角 質 化

膨 化 染 色 性 低 下

空 胞 化 石 灰 化

細 胞 間 橋 変 化 な し 不 明 瞭 化 離 解 消 失

胞 巣 形 態 変 化 な し 形 態 保 持 解 離 ・ 融 解 壊 死 ・ 崩 壊 吸収・線維化

胞巣基底膜 変 化 な し 菲薄・不明瞭化 一部断裂・消失 崩 壊 消 失

図５ 実験対象とした病変

図４ 標識細胞 H/E×１０００

★：labeled cell ☆：mitotic cell ★★：labeled-mitotic cell
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投与前 投与後投与前 投与後

図７ やや有効症例図６ 有効症例

全体的に腫瘍面積の減少を認めるが，縮小範囲は
５０％にみたない

中央部の潰瘍は消失し周囲膨隆部の縮小を認める

図９ 視診型別にみた肉眼的抗腫瘍効果

投与前 投与後

図８ 無効症例

腫瘍表面の角化の亢進を認めるが全体には縮小傾
向を認めない

図１１ 組織学的抗腫瘍効果（大星・下里の分類）

図１０ 発育様式別にみた肉眼的抗腫瘍効果

図１２ 腫瘍細胞変性度（大関分類）
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２３％，３度：４％だった（図１２）。

１）視診型別にみた抗腫瘍効果

視診型別に組織学的抗腫瘍効果および，腫瘍細胞

変性度の差を検討した（図１３），（図１４）。

� 塊状型病変

舌背の上皮は消失し広範性に深層に増殖している

図１３ 視診型別にみた組織学的抗腫瘍効果（大星・下
里の分類） 図１４ 視診型別にみた腫瘍細胞変性度（大関分類）

図１６ 塊状型病変中拡大像 H/E×１００
図１５ 塊状型病変弱拡大像 H/E×１０ 写真中央上方に，核の消失や空胞変性をおこした

実質が見られ，写真右上には細胞成分の消失，壊死
生変化を認める

舌背の上皮，乳頭は消失し広範囲に深層に向かう
腫瘍の増殖を認める

図１８ 腫瘍型病変弱拡大像 H/E×１０図１７ 乳頭型病変弱拡大像 H/E×１０
舌背部より垂直方向に，強い掘削性浸潤を呈し，

潰瘍表面の壊死性変化を認める
舌背より有茎性に外向性増殖した腫瘍を認め，舌

深層への浸潤はない。
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腫瘍を認め（図１５），中拡大像において核の消失，

空胞変性を認める部位，さらには壊死性変化を示し

細胞成分の消失を認める（図１６）。１２例中，組織学的

抗 腫瘍効果はGrade０：４２％，Grade Ⅰ：１７％，

Grade Ⅱ a：２５％，Grade Ⅱ b：８％，Grade Ⅲ：

８％であり他の視診型と比較してGrade Ⅱ b 以上

の有効例を多く認めた。腫瘍細胞変性度は，なし：

４２％，１度：２５％，２度：２５％，３度：８％だった。

� 乳頭型病変

壊死性変化は弱く，部分的な細胞変性と胞巣構造

の消失を認めた。また，舌筋深部への浸潤例は少な

かった（図１７）。対象４例中，組織学的抗腫瘍効果は

Grade０：５０％，Grade Ⅰ：２５％，Grade Ⅱ a：

２５％であり，腫瘍細胞変性度は，なし：５０％，１

度：２５％，２度：２５％だった。

� 潰瘍型病変

舌背から垂直方向に強い掘削性浸潤を認め潰瘍

表面は壊死性変化を示している（図１８）。筋肉間にリ

ンパ球の浸潤がみられ，著明な間質反応を認めた

（図１９）。対象例７例の組織学的抗腫瘍効果はGrade

０：５７％，Grade Ⅰ：１４％，Grade Ⅱ a：２９％，腫

瘍細胞変性度は，なし：４２％，１度：２９％，２度：

２９％だった。

� 白斑型病変

腫瘍は壊死性変化に乏しく，広基性，びまん性に

上皮異型性を認め，浸潤傾向は低かった（図２０）。強

図１９ 潰瘍型病変中拡大像 H/E×２００

筋肉間にリンパ球の浸潤がみられ，著明な間質
反応を認めた

図２０ 白斑型病変弱拡大像 H/E×１０

壊死性変化に乏しく浸潤の形態は舌縁から舌背
に，広基性，びまん性に浸潤している

図２２ 発育様式別にみた組織学的抗腫瘍効果（大星・
下里の分類）

図２１ 白斑型病変中拡大像 H/E×２００

腫瘍胞巣の崩壊を認めず，細胞の膨化，変性も
認めない
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拡大像で，密に胞巣を形成する増殖の形態は見ない

ものの，腫瘍胞巣の崩壊はなく，腫瘍細胞の変性は

認められなかった（図２１）。よって組織学的抗腫瘍効

果は３例すべてがGrade０であり，腫瘍細胞変性度

もすべて“なし”と判定された。

２）発育様式別にみた抗腫瘍効果

発育様式別に組織学的変化を検討したところ，組

織学的抗腫瘍効果判定では，外向性発育型で，

Grade０：４４％，Grade Ⅰ：１９％，Grade Ⅱ a：２５％，

Grade Ⅱ b：６％，Grade Ⅲ：６％，内向性発育型

で，Grade０：７０％，Grade Ⅰ：１０％，Grade Ⅱ

a：２０％，Grade Ⅱ b：０％，Grade Ⅲ：０％だっ

た（図２２）。また，腫瘍細胞変性度は，外向性発育型

で，なし：４４％，１度：２５％，２度：２５％，３度：

６％，内向性発育型で，なし：６０％，１度：２０％，２

度：２０％，３度：０％であり（図２３），組織学的抗腫

瘍効果，腫瘍細胞変性度ともに外向性発育型で有効

性を示す判定を多く認めたものの，発育様式と各判

定基準の間に相関は認められなかった。

４．細胞増殖動態

１）対照群との比較

同一の手法で５-FUを投与した群と，生理食塩

液を投与した群を比較した。なお，いずれの細胞計

測も動注側片側の組織において計測した。５-FU

投与群動注側（以下動注側と略す）の LI は１６．３８±

５．９２％，対照群の LI は２７．３６±７．１４％であり，動

図２３ 発育様式別にみた腫瘍細胞変性度（大関分類）

図２４ ５‐FU動注群と対照群の細胞増殖動態の比較

図２５ ５‐FU投与群における動注側と非動注
側の細胞増殖動態の比較

図２６ 発育様式別の細胞増殖動態
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注側の LI は対照群と比較し有意に（ｐ＜０．０５％）

低かった。これに対し，MIでは動注側が３．６４±

１．６６％，対照群が３．８６±１．３７％であり，平均値は動

注側が低いが有意差は認められなかった。しかしな

がら，LMI は動注側で０．５２±０．３２％，対照群で

１．１５±１．０７％であり，動注側は対照群より有意に

（ｐ＜０．０５％）低かった（図２４）。

２）非動注側との比較

同一検体上で５-FU投与群動注側（以下動注側と呼

ぶ）と５-FU投与群非動注側（以下非動注側と呼ぶ）の

比較を行った結果，LI は動注側で１６．３８±５．９２％，

非動注側で２０．２９±５．８７％だった。MIは動注側で

３．６４±１．６６％，非動注側で５．０４±１．８５％だった。

LMI は動注側で０．５２±０．３２％，非動注側で１．００±

０．６１％だった。いずれも動注側群が非動注側群より

有意に（ｐ＜０．０１）低かった（図２５）。

３）発育様式との関連

５-FU投与後の腫瘍の発育様式と細胞増殖動態の

関連を検索するため発育様式別に各指数を比較し

た。LI は，外向性発育型病変１７．２４±６．７７％，内向

性発育型病変１４．９９±４．１９％で両群の間に有意差は

認められなかった。MIは，外向性発育型病変３．０１

±１．５４％，内向性発育型病変４．６５±１．３７％であり両

群の間に危険率５％未満で有意差を認めた。LMI

は，外向性発育型病変０．４９±０．３４％，内向性発育型

病変０．５８±０．２９％であり両群の間に有意差は認めな

かった（図２６）。

５．細胞周期

計測された LI から５-FU投与による細胞周期を算

出し，発育様式，５-FUの投与の有無ならびに投与

側における関連について検討した。

１）発育様式との関係

発育様式別に細胞周期を算出した。動注側の細胞

周期は外向性発育様式では１０２．７３（hour），内向性

発育様式では１０１．７８（hour）であり，発育様式別で

は違いは認められなかった。

２）対照群との関係

生理食塩液を投与した対照群との比較の結果，動

注側細胞周期は，１０２．３６（hour）だったのに対し，

対照群細胞周期は５２．４５（hour）であり，危険率１％

未満の有意差をもって動注側での細胞周期の延長を

認めた。

３）非投与側との関係

5-FU投与群で動注，非動注側組織の比較におい

ては，動注側細胞周期が１０２．３６（hour），非動注側

細胞周期が７３．１０（hour）であり，危険率１％未満の

有意差をもって動注側細胞周期の延長を認めた。

考 察

抗腫瘍剤５-FUは１９５７年にDuschinsky, Heidel-

berger ら１８）により合成され，種々の固形癌に対す

る有用性が証明されている代謝拮抗剤である。本剤

の代謝は特に分裂が盛んな細胞内において亢進し殺

細胞効果を示す。その作用は，�DNAに取り込ま
れる dTTPの減少およびFdUMPの増加により

DNA複製初期過程のDNA伸長を抑制し，DNAの

安定性を低下させ，一本鎖切断を誘発する１９，２０）。ま

た，�FUTPが RNAに取り込まれ，m-RNAを不
安定化し２１），r-RNAなどの機能を障害し２２，２３），タン

パク合成を障害する。このようにDNA，RNAの

両面から効果を発現すると考えられている。本剤は

抗腫瘍活性および副作用のメカニズムが解明され，

biochemical modulation の理論のもとに本剤のma-

sked compound が次々と合成され２４～２８），臨床に応

用されている。

頭頸部領域における５-FU動注化学療法は１９６１年

にTarr ら２９）により初めて行われ，主として上顎癌

に対して用いられてきた２，３）。しかし，浅側頭動脈か

らのカニュレーションでは，顎動脈に対しては正確

な薬剤注入が可能であるが，舌動脈に対しては選択

的な注入が難しく，舌癌を対象としては普及しな

かった。また，上顎癌に対する動注化学療法も５-

FUの放射線増感性３０～３２）を重視して放射線治療と併

用して用いられているが，５-FU濃度と抗腫瘍効果

に関する明らかな見解は得られていない。

４NQOラット舌癌モデルに対するフッ化ピリミ

ジン系抗腫瘍剤の抗腫瘍効果については，片倉１７）が

UFT�の経口投与を，国府田３３）が tegafur の持続静

脈内投与（以下持続静注と略す）を行い，その殺細胞

効果および細胞動態への影響を報告している。これ

らの実験結果を参考に５-FU動注療法の作用特性と

フッ化ピリミジン系抗腫瘍剤の効果的投与法につい

て検討を加えた。

１．肉眼的，病理組織学的抗腫瘍効果について
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今回の実験結果を４NQOラット舌癌に対して

tegafur（６０mg/kg/day）の５日間持続静注実験をし

た国府田の報告３３）と比較した。tegafur（１-（２-tetra-

hydofuryl）-５fluorouracil）は５-FUの濃度の維持を目

的に開発されたmasked compound である。国府

田３３）は，肉眼的抗腫瘍効果で“やや有効”が１０％，

組織学的抗腫瘍効果でGrade Ⅰが４０％あったのみ

でそれ以外は無効であったと報告している。これに

対し今回の実験の結果，肉眼的抗腫瘍効果は“やや

有効”以上の効果を示すものが２７％，病理組織学的

抗腫瘍効果はGrade Ⅰが１５％，Grade Ⅱ以上の効

果を示すものが３１％でり，５-FU持続動注法は持続

静注法と比較し，肉眼的所見，病理組織学的所見に

おいて有効であることが示された。

臨床においてはフッ化ピリミジン系抗腫瘍剤は長

期にわたる経口投与法と，短期の静注，動注投与法

に大別される。そこで，片倉が行ったUFT�（１２５

mg/kg/day）３０日間経口実験１７）を長期投与法，本実

験を短期投与法として比較した。UFT�は tegafur

とウラシルを１：４のモル比で配合した製剤で，ウ

ラシルが５‐FUの分解を抑制し長時間の持続作用を

もたせた抗腫瘍剤である。この比較の結果，肉眼的

抗腫瘍効果に差はなかった。しかし，病理組織学的

には，UFT�経口療法はGrade Ⅲを認めないものの

Grade Ⅰ，Grade Ⅱ a など軽度の効果を示す例が多

く，Grade０は少なかった。これに対し動注療法は

一例ではあるがGrade Ⅲと高度有効例を認めるが

Grade０も多かった。つまり，長期治療法は，対象

腫瘍に均一な効果を認め，短期治療法は有効対象に

は強い効果を示すが，無効例も多いといった二極性

を示す傾向が示唆された。

５‐FUは時間依存性の抗腫瘍剤である３４，３５）。しか

し，濃度にも依存し３６，３７），RNA障害は高濃度で生

じるとの報告３８）もみられる。したがってUFT�経口

投与と比較し，細胞内濃度を一気に上昇させること

のできる動注法はすべての判定に有効な結果が期待

された。しかし，病理組織学的には動注療法に無効

例が多く，今回用いた組織の壊死を対象とした病理

組織学的判定基準を用いるとUFT�経口投与のよう

な長期継続療法の効果が高いことが推察された。

２．細胞増殖動態について

本実験結果では，動注側の腫瘍組織において対照

群，非動注側腫瘍組織のいずれに対しても LI（Ｓ期

にある細胞の割合を示す）の減少を認め，LI から細

胞周期を算出したところ動注側の細胞周期は対照

群，非動注側に対し延長していた。これは，LMI

（Ｓ期の通過とＭ期へ移行した細胞の割合を示す）の

対照群，非動注側に対する減少からも矛盾はなかっ

た。一方，MI（Ｍ期に存在する細胞の割合を示す）

は対象群と比較し有意な差は無く，細胞分裂能の低

下は証明できなかった。また，非動注側では，対照

群，動注側に対してMIの上昇をみた。この結果か

ら，非動注側の残存腫瘍組織の増殖能は，動注側は

もとより対照群より上昇していたことが推察され

た。

５‐FUは，DNAの合成を阻害するためDNA合

成期（Ｓ期）を延長させると言われている３９）。しか

し，その作用は投与濃度の影響を強く受け，in vitro

の研究においては，低濃度でＳ期集積を，中等度濃

度でＧ１‐Ｓ移行期集積を，高濃度でＧ１期集積を示す

と報告されている４０，４１）。本実験において見られた動

注側腫瘍組織の細胞周期の延長は，LI，LMI が低

下し，MIに変化を認めないことからＧ１期集積が推

察された。これは，動注による５-FUの急速な腫瘍

内濃度の上昇に伴い，本実験においても培養細胞実

験において高濃度５-FU添加時に認められたと同様

な細胞周期の変化が生じたものと推察された。

５-FUの濃度差により細胞周期に変化を生じるメ

カニズムは，いまだ詳細が不明である。現在のとこ

ろ，５-FU濃度の上昇に伴いDNA合成阻害作用が

増強し，ひいてはその阻害作用はDNA合成開始点

まで至る，もしくは細胞周期の進行を阻害する他の

因子が関連していると推察できる。

片倉１７）は UFT�経口投与実験において，対照群の

LI が２８．５±４．９％であったのに対し，UFT�投与群

は２３．１±１０．０％と低下していたと報告している。ま

た，国府田３３）は Tegafur 投与実験において，対照群

の LI が３３．５１±８．８４％であったのに対し，Tegafur

投与群は２８．３４±８．２１％と低下していたと報告して

いる。今回の実験における LI は対照群２７．３６±

７．１４％，非動注側２０．２９±５．８７％，動注側１６．３８±

５．９２％，と５-FUの分布濃度の高い組織に LI の低下

を認め，かつUFT�経口療法，Tegafur 静注療法と

比較しても LI の低下が著しかった。つまり，フッ
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化ピリミジン系抗腫瘍剤の細胞周期に対する影響

は，腫瘍内の薬剤濃度と強く関係し，局所濃度を急

激に上昇させうる動注療法は他の投与法より細胞周

期に早期に与える直接的影響が強いことが示唆され

た。

現在，臨床において５-FU動注化学療法は放射線

治療に併用されることが多い。放射線治療に抗腫瘍

剤を併用する目的は，腫瘍組織の細胞周期を放射線

感受性の高いＳ期に誘導，停滞させ，放射線照射に

よる殺細胞性を向上させることにある。そして５-

FUはＳ期集積性をもつ抗腫瘍剤として放射線治療

に併用されてきた。今回の実験において５-FUを高

濃度に分布させると，Ｇ１期への細胞周期の集積が

示唆されたが，病理組織学的に明らかな抗腫瘍効果

を認めなかった。これは，５-FUの組織学的抗腫瘍

効果は濃度依存性に上昇しないが，細胞周期に与え

る影響は腫瘍内濃度と関連していることが示され

た。これは，ヒト癌組織においても同様に反応する

ことが推測される。今後，本実験を発展させ，５-

FU濃度と細胞周期の関連を調査することは，臨床

における放射線治療に併用される化学療法のプロト

コールを作製する一助になると思われる。

結 論

４NQO誘発舌癌ラットに対し動注モデルを作

製，５-FU持続動注による抗腫瘍効果を観察した。

観察は肉眼的，病理組織学的抗腫瘍効果および細胞

増殖動態について検討し，次の結論を得た。

１．発育様式別に外向性，内向性発育に分類した結

果，５-FU投与群，対照群ともに外向性発育型と内

向性発育型の発生する割合は約６：４だった。

２．肉眼的抗腫瘍効果は著効０例（０％），有効１例

（４％），やや有効６例（２３％），無効１９例（７３％），進

行０例（０％）だった。

３．組織学的抗腫瘍効果はGrade Ⅳ：０％，Grade

Ⅲ：４％，Grade Ⅱ b：４％，Grade Ⅱ a：２３％，

Grade Ⅰ：１５％，Grade０：５４％だった。また，腫

瘍細胞変性度は３度：４％，２度：２３％，１度：

２３％，なし：５０％だった。

４．視診型，発育様式と抗腫瘍効果に有意差な関係

は認めなかった。

５．Tegafur 静注実験との比較の結果，肉眼的に

も，組織学的抗腫瘍効果においても動注法に有効性

を認めた。

６．labeling index を算出した結果，動注側は非動

注側，対照群に対し有意差をもって低下を認め，動

注によるＳ期細胞画分の低下が示めされた。

７．labeling index および labeled mitotic index の

結果から細胞周期を求めた結果，動注側組織におけ

るG１期への集積が示唆された。

本論文の要旨は８４th American Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons Annual Meeting and Scientific Ses-
sions（２００２年１０月２～５日，シカゴ）および第４７回日本口腔外
科学会総会（２００２年１１月１日，札幌）において発表した。

謝 辞

稿を終えるに臨み，終始ご指導，ご高閲を賜りました本学
生化学講座木崎治俊教授，薬理学講座川口 充教授に心から
感謝申し上げます。統計処理に関しご助言をいただいた本学
数学研究室菅野隆三元教授，実験に際しご便宜をいただいた
本学アイソトープ系研究室平山明彦助手，本学実験動物施設
の関係者の皆様に心からお礼申し上げます。そして本学口腔
外科学第一講座高野正行助教授，高木多加志講師，畑田憲一
助手ならびに教室員各兄に心から感謝の意を表します。

参 考 文 献
１）藤井良憲，黒岡一仁，他：ヒト大腸癌培養細胞系を用い
た放射線科学療法における細胞動態の解析．日癌治，２９：
８３０～８４０，１９９４．
２）近藤 齋：耳鼻咽喉科領域悪性腫瘍に対する制癌剤局所
投与法に関する臨床的研究．耳鼻と臨床，１１：１０９～１３２，
１９６５．
３）小野 勇，柄川 順，他：抗癌剤動注療法の評価．癌の
臨床，２３：１１２４～１１２９，１９７７．
４）服部孝雄，平野忠則，他：頭頸部腫瘍における浅側頭動
脈からの超選択的持続動注療法．日本医放会誌，４５：１０５６
～１０５８，１９８５．
５）藤内 祝，不破信和，他：口腔癌に対する浅側頭動脈よ
り超選択的動注法を用いた化学療法の検討．頭頸部腫瘍，
２５：５９～６４，１９９９．
６）服部孝雄，田代敬彦，他：BUdR；５‐FU超選択的持続
動注と放射線治療との併用―頭頸部腫瘍を中心に―．癌
の臨床，３４：１８９３～１９０２，１９８８．
７）片倉 朗，野間弘康，他：発癌剤４‐nitroquinoline １‐ox-
ide 溶解飲料水経口投与によるラット口腔扁平上皮癌発生
実験．日口外誌，３２：１７６～１８６，１９８６．
８）犬山征夫，堀内正敏，他：頭頸部癌に対する効果判定．
癌の臨床，２６：６３７～６４４，１９８０．
９）犬山征夫：頭頸部癌治療効果判定基準．癌と化療，１３：
２６８１～２６８９ １９８６．

１０）外木守雄：４‐nitroquinoline １‐oxide（４NQO）誘発ラッ
ト舌癌に対する peplomycin の影響について．第二編
peplomycin の４NQO誘発舌粘膜病変に及ぼす影響につい
て．歯科学報，８８：１０６９～１１０４，１９８８．

神山，他：４NQO誘発ラット舌癌における 5-FU持続動注の効果４４８

― 52 ―



１１）大星章一，下里幸雄，他：放射線療法の病理，〔I〕癌組
織の治癒過程の組織学的追跡（その１）．医学のあゆみ，
６１：６１８～６２５，１９６７．

１２）大星章一，下里幸雄，他：放射線療法の病理，〔I〕癌組
織の治癒過程の組織学的追跡（その２）．医学のあゆみ，
６１：６６５～６７１，１９６７．

１３）大関 悟：口腔粘膜扁平上皮癌に対する bleomycin の
効果第一編 bleomycin 術前投与の意義に関する臨床的な
らびに病理組織学的研究．日口科誌，３０：２０６～２３７，
１９８１．

１４）高木多加志：４‐nitroquinoline １‐oxide（４NQO）誘発
ラット舌癌の発生過程における細胞動態に関する実験的研
究第二編舌癌発生過程において認められた角化病変ならび
に扁平上皮癌の形態と微少血管構築ならびに細胞動態との
関連について．歯科学報，８６：７７７～８０４，１９８６．

１５）Cleaver J. E., : thymidine metabolism and cell kinetics.
Frontierof biology, Vol.6：１０４～１３６，１９６７．

１６）関川一嘉：４‐nitroquinoline １‐oxide（４NQO）誘発ラッ
ト舌癌の微細血管構築に関する研究．歯科学報，８３：１０９９
～１１３５，１９８３．

１７）片倉 朗：４‐nitroquinoline １‐oxide（４NQO）誘発ラッ
ト舌癌に対するUFT�の抗腫瘍効果に関する実験的研究．
歯科学報，９０：１１３１～１１６１，１９９０．

１８）Duschinsky R., Heidelberger C., et. al. : The synthesis
of 5-fluoropyrimidines. J. Am. Chem. Soc., ７９：４５５９～
４５６０，１９５７．

１９）赤沢修吾：MTX/５‐FU時間差投与法の基礎，Biochemi-
cal Modulation の基礎と臨床 第１版（金丸竜之介，小西
敏郎編集），２３，医学書院，東京，１９９５．

２０）Ayusawa D., Arai H., et al. : A specialized form of
chromosomal DNA degradation induced by thymidilate
stress in mouse FM 3 A cells. Mutation Research,２００：
２２１～２３０，１９８８．

２１）Kawamura R., Kakuta H., et al. : The inhibitory effects
of 5-fluorouracilon the metabolism of preribosomal and ri-
bosomal RNA in L-1210 cells in vitro. Cancer Chemother.
Pharmacol.,１７：４３～４６，１９８６．

２２）Greason M. K., Fraenkel-Conrat H. : Biological conse-
quences of incorporation of 5-fluorocytidine in the RNA
of 5-fluorouracil-treated eukaryotic cells. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA.,７３：１５２８～１５３１，１９７６．

２３）Wilkinson D. S., Crumley J. : Metabolism of 5-fluo-
rouracil in sensitive and resistant novikoff hepatoma
cells. J. Biol. Chem.,２５２：１０５１～１０３３，１９７７．

２４）藤田 浩，小川カツイ，他：N１‐（２’‐tetrahydrofuryl）‐５
‐fluorouracil（FT２０７）の代謝．癌の臨床，１８：９１７～９２２，
１９７２．

２５）田口鐵男，中野陽典，他：Uracil と FT‐２０７の併用経口

投与（UFT�療法）による抗腫瘍効果の増強について．癌と
化療，５：１１６１～１１６５，１９７８．

２６）田口鐡男：５’‐DFUR（doxifluridine）．癌と化療，１４：
２３３５～２２４３，１９８７．

２７）Shirasaka T., Shimamoto Y., et. al. : Development of
novel form of an oral 5-fluorouracil derivative（S-1）di-
rected to the potentiation of the tumor selective cytotox-
icity of 5-fluorouracil by two biochemical modulators. An-
ticancer Drugs, ７：５４８～５５７，１９９６．

２８）白坂哲彦，島本雄司，他：Biochemical Modulation を応
用した腫瘍選択毒性の高い新規５‐fluorouracil 系抗癌剤 S‐
１の基礎的研究．癌と化療，２５：３７１～３８４，１９９８．

２９）Tarr N. O., SensenbrennerL. L., et. al : Intraalterial in-
fusion of malignancies with 5-fluorouracil. Cancer Chemo
Rep.,１４：２３～３７，１９６１．

３０）佐藤靖雄，森田 守，他：頭頸部腫瘍に対する抗癌剤局
所療法．日癌治誌，１：１８７～１９４，１９６６．

３１）真崎規江，茶谷正史，他：上顎癌の持続動注化学療法と
放射線併用治療の長期観察例における検討．頭頸部腫
瘍，１８：２７～３２，１９９２．

３２）宮田 守，森田 守：上顎癌併用療法における動注化学
療法および照射療法の意義．JOHNS，９：５９１～６０１，１９９３．

３３）国府田英敏，野間弘康：４‐nitroquinoline １‐oxide（４
NQO）誘発ラット舌癌に対するシスプラチンとテガフール
の併用効果について．日口外誌，３９：１１５６～１１７３，１９９３．

３４）Skipper H. E., Schabel F.M., et. al Experimental evalu-
ation of potential anticancer agents. Cancer Chemother.
Rep.,３５：１～１１１，１９６４．

３５）下山正徳，木村禧代二：各種抗がん剤の in vitro におけ
る殺細胞作用について．最新医学，２８：１０２４～１０４０，１９７３．

３６）太田 潤：動注化学療法における５‐fluorouracil の至適
投与法に関する実験的研究第一報．持続動注モデル動物の
作製と５‐fluorouracil の投与方法による効果と副作用の比
較．癌と化療，１０：２３５３～２３６１，１９８３．

３７）武田節夫，内田淳二，他：フッ化ピリミジン系抗癌剤に
おける thymidylate synthase 阻害との関連性について．
癌と化療，１５：２１２５～２１３０，１９８８．

３８）池中一裕，田中宏和，他：５‐fluorouracil（５‐FU）の作用
機序に関する研究．癌と化療，１０：２２７～２３１，１９８３．

３９）小坂健夫，竹川 茂，他：胃癌大腸癌細胞核DNAヒス
トグラムにおよぼすUFT�の影響について．日外会誌，９０：
１９５５～１９５８，１９８９．

４０）田川 泰，川副直樹，他：５‐FUによるDNAヒストグ
ラム変化のタイプ分類と臨床応用．癌と化療，１８：２１０１～
２１０７，１９９１．

４１）高本 茂，太田和雄：細胞増殖に対する制癌剤の作用．
細胞，１７：３３２～３３６，１９８５．

歯科学報 Vol．１０４，No．４（２００４） ４４９

― 53 ―



An effect of intra-arterial infusion of５‐fluorouracil for
rat tongue carcinoma induced by４‐nitroquinoline１‐oxide

Isao KAMIYAMA, Hiroyasu NOMA,
Akira KATAKURA

１st Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Hiroyasu Noma）

Key words : 4-nitroquinoline 1-oxide(4 NQO)-induced rat tongue carcinoma, 5-fluorouracil(5-FU), intra-arterial infu-

sion

We examined a method of intra-arterial infusion of 5-FU, which brought out the anti-tumor effects of ra-

diotherapy at its maximum against 4NQO-induced tongue carcinoma in rats.A capillary cannula was in-

serted into the right axillary artery and proceeded to the beginning of the right external carotid artery to

infuse 5-FU into the hemi-lateral region of the tongue. A cannula was firmly fixed in the artery to maintain

a reproducible position of the end. 5-FU（30 mg/kg/day）was administered for five days.

The effects of drug were examined by morphological/histological observation and micro-autoradiography

using a 6〔３H〕thymidine flash labeling technique.Both labeling and labeled-mitotic indexes of the infused

site were significantly reduced compared with those of the opposite side and in the 5-FU-free animals,al-

though morphological and histological observations did not show significant anti-tumor effects. These results

suggest that intra-arterial infusion of 5-FU is an effective method for arresting the cell cycle at the G 1

stage, which is a critical factor for enhancing the anti-tumor activity of radiotherapy.

（The Shikwa Gakuho，１０４：４３８～４５０，２００４）
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