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今日，癌免疫療法の主役を演ずる細胞は，リンパ球， N-K細胞，マクロファージと考え

られているが， 皮膚，臓器移植，試験管内での知見と異なって，生体内にー緩発生し，無

限に増殖を続け， かつ，抗原性の弱い癌細胞の抑制には，癌増殖に対応す{)体内既存の免

疫担当細胞に期待しでも不可能に近い. これに反して，生体内にあまねく分布する間質細

胞，間葉細胞に由来する結合織の増殖， コラーゲンの合成，増殖は癌増殖を抑制する最も

重要な生体防御機転である.人型結核菌体抽出多糖体(丸山ワクチン)の作用は化学療法

のような直接的痛殺傷作用はないが癌間質(血管，筋，神経，軟骨等の線維成分)のコラ

ーゲン増殖を促進するもので，免疫 T細胞， マクロファージ，腺細胞はこのコラーゲン

増殖をさらに二次的に増強した. すなわち，丸山ワクチンの抗癌作用は乳癌を主体とする

臨床治験で治癒困難であ{)癌性潰蕩の治癒，癌破壊局所の修復，ひいてはコラーゲン増殖

によ{)癌封じ込め，癌癒痕化を招来する重要な抗癌機序である. したがって，丸山ワクチ

ンの効果を期待するには，癌が小さければ小さいほど効果的で，早期より使用し，長期間

使用するほど効果的であった. この臨床的事実を実証すべく，更に T-細胞欠除のヌード

マウスへの人癌(胃癌，肺癌〉の玄enograftsを作製して，丸山ワクチンをモデルとして

癌浸潤への防御機転としての癌間質，基質の結合織およびコラーゲン増殖が如何に重要で

あ{)かを明らかにすることができた.

The antitumor activity of SSM consists of activation and intensification of 

collagen proliferation against carcinoma. Experiments in vitro and in vivo (xeno-
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grafts) indicated that SSM did not direct1y damage cancer cells， but that it did 

accelerate the proliferation of collagen fibers of the stroma. These collagen 

fibers enc10sed the cancer cells and prevented cancer cell proliferation. It was 

also made c1ear that the proliferation of collagen fibers was remarkably acceler-

ated by SSM under a certain immune condition. Therefore， it appears that one 

of the basic activities of SSM is to stimulate the proliferation of collagen fibers 

in stroma invaded by cancer cells. The smal1 blood vessels， blood capil1aries， 

muscle IIbers， and nerve fibers are in part composed of collagen. Furthermore， 

the biosynthesis of collagen seems to be accelerated by carcinomatous infiltration， 

and this process may also take place in the fibroblasts， endothelial cells， and the 

amorphous matrix of normal tissue or cancer cells themselves. 

Key Words ① SSM ② Human cancer xenograft ③ Collagen proliferation 

はじめに

人型結核菌青山株を純粋培養して，蒸溜水浮

遊液を作り，これを加熱し菌体成分を抽出し，

種々の過程で除蛋白等を経て得られた多糖体成

分(アラビノ，マンナンを基準として定量〉を

主体とする抽出液1)はいわゆる丸山ワクチン

(S. S. M. Special Substance，1) Maruyama)2)“ 

心部}と呼ばれ日本医大，丸山千里教授によって

1944年以来，抗結核剤として多数の難治皮膚結

核に著効を奏した.その後，丸山は世界ではじ

めて抗腫蕩剤3) として使用したが，作用機序の

解明に未解決の点が多いことから，その発想は

当時の学者のうけいれるところとならなかっ

た.しかし，その後，フランスのパストール研

究所の Matheら5)6)が BCGで一例の子供の

急性リンパ性白血病患者治癒例を報告し， BCG 

の癌治療が世の注目をひくようになったのが

1960年代の終わりからである.その後B1uming

ら7) もメラノーマに著効を奏したことを報告し

た.わが国では山村8)-10) も BCG-CWS(牛型

結核菌の細胞壁基本成分〕で悪性黒色腫および

癌性胸膜炎の治験例を報告した.ここではじめ

て，かつては一顧だにされなかった癌の非特異

的免疫療法をはじめ，創意の丸山ワクチンはあ

らたな脚光を帯びはじめた.その後，丸山ワク

チンは動物実験での成功をみないまま，周知の

ように苦難の道を歩むことになるが，現在まで

日本においては癌治験薬として17万の癌患者に

厚生省治験薬として使用研究され，しばしば，

末期の癌患者の延命効果，癌の痛みの解消，お

よび治験例が多数報告されている1l)-18)

S.S.M.の作用機序としては現在まで， リン

パ球を刺激してインターフェロン産生を促進さ

せること 19う癌患者の衰弱したりンパ球活性

を正常に回復させること 20う N.K細胞の活性

化21) リンパ球活性化問，ラット肝癌の一部の

ものは肺転移腫蕩が消失し22に延命効果が著し

いことが報告されている.他方，病理学的には

藤田，吉井，水谷ら23)24) は丸山ワクチンの抗

癌効果に結合織増殖の著明なことを示唆してい

る.しかし，これらの諸説も抗癌作用の解明に

はなお宋解決の点が残されたままであるといっ

てよい.

著者如何29) は過去数年におよぶ培養細胞を

使用して人癌細胞の殺細胞機序を検索し，リ

ンパ球が特異的(免疫学的〉または非特異的

(コンカナバリンAを使用〉に標的細胞の腫蕩

細胞の細胞膜に接着した場合，最も強いリンホ

トキシン作用を発現して，殺細胞作用が起こる

ことに着目し，報告してきた. たまたま， こ

のような invitroでのリンパ球と癌細胞との

相互関係を研究中，子宮癌の肝転移例の剖検

で，肝における癌転移巣の興味ある病理所見に

遭遇した.結合織でとりかこまれた癌巣の所見

で， リンパ球様細胞が癌細胞に付着し，この癌
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細胞巣では癌細胞が融解消失を来しつつある所

見に遭遇した29) 乳癌，胃癌の髄様癌等で著明

なリンパ球の癌巣への集積がみられるとき癌進

展は強く抑制されることも病理学者のしばしば

遭遇するところである.次に出会った症例は乳

癌末期患者 (43歳〉で 1年間 S.S.M.単独投

与で乳房の癌性潰蕩(写真 1)が4カ月で治癒

し 1年間で娘痕化を来し(写真 2)，今日，

5年以上経過しているが，癌と共存して仕事に

従事している.この患者が岡山労災病院を訪れ

た時は癌はかなり進行し，皮膚転移もみられ乳

癌末期のものであった.直ちに卵巣摘出を行っ

Fig. 1. Clinical Cas巴 II.43 years old with 
left breast cancer. Many metastatic 

foci and cancerous u1ceration can b巴

observed in the skin before SSM 
treatment. 

Fig. 2. Clinical Case 11. Cancerous u1cera-
tion healed after 1 year of SSM 
trea tmen t alone. 

たが，既に両卵巣への癌転移 (Fig.3)と，骨

盤腔転移浸潤 (Fig.4)のため制癌剤投与はも

とより，手術の適応を越え，手術は不可能であ

ったので， S.S.M.単独投与にふみきった. 幸

いにも 1年後に復職し，現在も写真 2のよう

に癌と共存し，仕事に従事しながら 5年以上を

経過した.

第3例は同じく若い主婦の乳癌患者 (27歳)

で手術時， リンパ節転移， 皮膚転移を認めた

が，術後 S.S.M.単独投与で皮下における癌転

移の縮小を来し 2年後現れた左右の癌性胸水

もl年3ヵ月以上の再発もなく元気に通院中で

あるは年後腰椎への癌転移のため死亡，剖検

後述). これらのいずれの患者も終始元気で，

Fig.3. Clinical Case II. Metastatic ad巴nocarcmoma
of the br巴astcancer in the ovarium before 
SSM treatment (five years ago). H. E. 20x 10 
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解消失しつつあった.この所見が著者の

S. S M.研究の動機となった叫.

臨床治験第E例 :

Fig.5. Clinical Case 11. Cancer cells surrounded by 
remarkable prolifera tion of collagen after 4 

months of SSM treatment. Mallory stain. 

20x 10 

43歳(初診時)， 女性， 左側乳癌(腺

癌)，初診時， 乳癌は外観上， 皮膚およ

び阪商 リンパ節転移を認め，乳房部皮膚

に癌浸潤による潰蕩形成のため手の挙上

は不可能であった (Fig.1). 手術不能

で，まず左側の卵巣摘出を行ったが，卵

巣は左右とも癌転移をみとめ (Fig.3) 

骨盤腔にも既に癌の浸潤 (Fig.4)を発

見したので， 以後 S.S. M.単独投与を

行った [S.S. M.-A (2μgjml) B (0.2 

μg多糖体 jml]各 1筒 1日おき，皮下

注射). 4カ月後，皮膚浸潤巣と潰蕩は縮
喜んで生検組織を提供してくれたことは印象に

深く ，研究の励ましとなった.この病理組織検

査で，著一者が症例第 1例の肝の所見で予期して

し、た リンパ球の姿は全く見られず，癌間質成分

(基質)の著明な増殖に気づき， 浸潤している

個々の癌細胞へは間質からのコラーゲン増殖に

よる癌巣の囲緯と圧迫萎縮，消失 (Fig.5)が

みられ，いずれの治験例でも癌間質の増殖を促

進していることに気づいた.この所見に遭遇し

て以来，丸山ワクチンの抗癌機序の解明に着手

した.まず，S.S.M.の作用機転を解明するた

め，組織培養法を中心に，ヌードマウス移植実

験を行い，S.S.M.の抗癌作用に関して，新し

し、知見を得ることができたので報告し，諸賢の

御批判をいただければ幸いである.

材料と方法

臨床治験第 I例:

47歳，子宮癌術後， 2年で死亡した肝への癌

転移巣所見であるが，術後，化学療法を受けて

いたが効果なく ， 死前数カ月 S.S.M.注射を

続けた.化学療法剤の効果としての癌細胞の変

性，壊死等の所見はなく ，肝では栂指頭大の多

数の転移巣が認められたが，癌細胞はし、ずれも

間質の結合織に取りかこまれていた.しかし転

移巣の一部では， リンパ球様細胞の浸潤が著明

で癌細胞に接着し，この転移巣での癌細胞は融

小を来し，生検を行ったが， 当時皮膚の癌潰

蕩は快方に向い，手の挙上ができるようになっ

た(写真 2). S. S. M.投与 4カ月の組織所見

は Fig.5のように間質，特にコラ ーゲンの増

殖著明で，腺管構造部の基底膜，小血管からの

好銀線維，筋線維成分の腰原線維の増殖が著明

で，個々の癌細胞または癌巣をとりまき，多く

の癌細胞は萎縮し，変性におちいっていた.そ

のため，癌の増大は抑制され癌病巣の縮小がみ

られた. さらに血管由来のコラーゲンは脂肪織

中へ浸潤している癌細胞を追うように纏絡し，

一部では癌細胞はコラ ーゲンにより蜘妹の巣の

ごとく取りかこまれていた.これらの癌巣には

リンパ球浸潤は全く見られなかった.現在，患

者は 5年を経過しているが腰椎への癌転移を

もちながら日雇いに従事している.

臨床治験第班例:

27歳(初診時)，女性，左側乳癌(腺癌)， 3 

年 3ヵ月前，左側腫癌のため，生検を行い，腺

癌の診断て、マイ トマイシン 4mg1回のみ投与，

入院，乳癌摘出術を行い， コバル ト照射5000R

1回，続いて10カ月ハロテスティン 3錠投与を

続けた.術後 1年で，左鎖骨上高 リンパ節転移

をみとめたので，両側の卵巣摘出術を施行し，

左鎖骨上富にコバル ト照射4000R 1回を行い，

以後 2年以上 S.S. M.単独投与を行っている
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Fig. 6. Clinical Case III. 30 years old. Atrophic and 
disapp巴aringcancer cells in the skin due to 
proliferation of stromal collagen fibers were 
observed after 2 years of SSM tr巴atment.
PAP stain. 10x 10 

Fig. 7. Clinical Case III. 30 years old. Left 
breast cancer (adenocarcinoma). A mastec-
tomy had b巴巴ncarried out when metastasis 
of the axillary Iymphnode occurred 3 years 
earli巴r.Treatment was performed employ-
ing SSM-A and SSM-B. After the opera-
tion， the cancer continued to infiltrat巴 dif-
fusely into the skin and the other lymph 
nodes. About 4 years after the operation， 
the cutaneous lesions of metasta tic cancer 
formed cicatrices 

が，その後左胸壁部に硬結を認知し生検を行っ

た. Fig. 6のように， 間質よりのコラ ーゲン

増殖のため，癌細胞は圧迫包囲され，空胞化，

萎縮におちいり ，消失しつつあるところもみら

れた.しかし，反対側 リンパ節腫大に気づき，

摘出し，生検の結果，癌転移がみられたが，著

明なコラ ーゲン増殖により癌細胞は閉じ

込められていた.他方，癌の増殖と浸潤

はなお著明であった.肝の機能をはじめ

本人の状態は極めてよく ，肺，肝への転

移もなく ，家事に従事している.その後

乳癌の皮膚転移巣は S.S. M.皮下注射

を続行していたところ Fig.7のように

躍様化を来し，いわゆる「かさぶた」化

を起こした.その後この「かさぶた」は

脱落し，新生皮膚が出現した (Fig.8). 

その他周辺の小転移巣も脱落した.この

所見はヌ ー ドマウスの肺癌移殖時に見ら

れた腰様化 の現象と全く同じであった

(Fig.14) 以上の人体材料から S.S.M.

の作用は間質成分の増殖，特にコラ ーゲ

ンの増殖を促進していることに気っき，これ

を実証するために次の実験を行った.

実験研究

組織培養

S.S.M.は培養細胞では S.S. M.-A (2μg 

多糖体Iml)を用いた.

標的細胞と してはヒト胃癌細胞30) (HGC 

未分化癌)，ヒト肺癌細胞 (HLC:腺癌)31)の

培養株を用い，10% S. S. M.-A添加培養液

(MEM + 10 % FCS) で培養し effector

cellのリンパ球としては胎児の胸腺リンパ

球を始め，パーキットリンパ球様制胞 (Raji，

EB-4)，急性リンパ性白血病創11胞 (T-cell: 

Mol t_4)32)等の所調 lymphoblastoidcells 

を用いた. Target cell 1: Effector cells 

10で Leightontubes 内で 1週間観察し，

S. S. M による cytotoxiceffectの検索を

行った.対照実験では S.S. M.の代わりに

10% PBSを添加した.

ヒト胃癌細胞 (HGC)，肺癌細胞 (HLC)の

ヌードマウス移植癌 (xenograft)に対する

S. S. M.の抗癌実験 :

ヌー ドマウス (Balb/c-nu/nu) 生後約1.5

カ月の雌雄マウスを使用し，次の実験群に分け
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る免疫学的な研究を追加した.すなわ

ち，S.S.M.のみ皮下注射の他に Table

2のように， S. S. M.注射とともに，

ヌー ドマウスと同種の正常マウス

(Balbjc thymic mouse)に感作細胞

として肺癌細胞 (HLC)を2回(1回 :

3 X 107細胞〉感作し，1カ月後ブース

ター注射 1週間後の胸腺細胞および11平

和l胞を分離し，凍結保存し(-900C)， 

S.S. M.と同時出射した.この免疫学

的た実験は S.S. M.-A 効果の顕著で

なかった 11市癌細胞移植の xenograft

の実験群に用いた.

木本:人型結核菌体抽出多糖体成分 (S.S.M.:丸山ワクチン)の抗癌作用に関する研究

Fig.8. Clinical Case III. 30 years old. The can-
cerous cicatrices were shed and replaced by-
newly regenerated skin. 
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Fig.9. HGC c巴11line (human gastric cancer cell: un-

differentiated cancer). 20x 10 

t.:... 

1)人癌移植後 (約2週間後〕米粒

大の臆癌の生着と増大を確認して，隔

日S.S. M.-A (0.5 ml)皮下注射.

II)癌細胞移植と同時に S.S.M.-A

の注射を開始し， 隔日に (0.5ml)皮

下注射する群.

III)癌細胞移植後， 無処理または

PBS 0.5 ml皮下注射群 (対照実験〉

癌細胞の生着，増大後の第 I実験群

はさらに下記のごとき 実験群に分類

し，免疫胸腺細胞，1Iキ細胞の添加によ

Effects on Tumor Bearing Nude Mice (Undiff巴rentiat巴dGastric Cancer， HGC) 
of SSM Tr巴atment
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Table 2. Effects on Tumor Bearing Nude Mice (Lung Cancer， Adenocarcinoma， HLC) 
。fSSM， Various Sp1enic Cells， Thymic Cells and Anti-Serum 

HLC (3x106)+SSM 

HLC (6X106)+SSM 

HLC (6xl06) CT 

HLC (1.5x107)+SSM 

HLC (1.5x10
7
)+SSM 

+splenic cell* 

HLC (6xl06)+SSM 
+sp1enic ce11* 

HLC (6X106)+SSM 
+sp1enic ce11** 

HLC (6x106) 
+sp1enic ce11** 

HLC (1.5x107)+SSM 
+thymic cel1 

HLC (6xl 06 )+SSM 
+Anti-Ca-Serum 

(Rabbit) 

。
• • -縫・

2 3 

. 6.会・ 6.6. 

• 会6.0

• 
: ~~8 

• 

4 5 6 7 Month 

..会..a.. 金A 。
-41 •• が・• • A 

-炉
* Source from Balb/c 

2 Normal Mice Immunized 
by HLC Cell s 

6. Jt.6. 8 ** Source from Tumor 
Bearing Ba1b/c nu/nu 

A ~6.~ Nude阿 ce

..・6.6.・ 6. 

Fig.10. HLC cell line (human 1ung cancer cell: adenocarcinoma). 20x 10 

移植には前記のように，癌細胞はヒト癌細胞 して， 10%ホルマリン固定し，パラフィン標本

の胃癌 (HGC:未分化癌， Fig. 9)および肺癌 を作製し， H-E， Mallory， Masson， PAP， 

細胞 (HLC:腺癌， Fig. 10)の長期培養細胞 Orsein染色等を行った.

を， 3 X 106， 6 X 106， 1 X 107の細胞数を皮下移 付記:本実験開始後 4年を経過し， HGC移植に

植して xenograft を作製した.マウス死亡 は (2x 10')を用いている.

時，および一定期間後，実験動物の一部は撲殺
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実験 結 果

培養癌細胞への S.S.M.作用 :

胃癌細胞，肺癌細胞を10%S.S.M.-A(MEM， 

10% F. C. S . ) とともに 1~2 週間培養したが，

S.S.M.による癌細胞障害作用は全く見られな

かった.これらの癌細胞とヒ ト胎児胸腺細胞を

混合培養すると S.S.M.添加培養の場合，胸腺

の リンパ球細胞のほとんどが癌細胞表面に接着

した. この時， 描細胞障害は軽度にみられる

が， S.S.M.無添加で胸腺細胞のみを添加した

対照併との細胞傷害に顕著な差異は見られなか

っTこ.

ヌードマウスへのヒト癌細胞の移植実験群

(xenograft) : 

胃癌細胞 (HGC)(Fig. 9)移植実験群 :

癌細胞の着床は10'以上の細胞数を皮下移植

する場合100%に近い着床をみた.おそくとも，

2週間後には米粒大の腫癌が生着し，以後，エ

ンドウ大，栂指頭大の固型腫癌を皮 Fに形成し

た (Fig.11).移植癌の組織像は未分化癌で腺

管状構造に乏しい. 胃癌の場合， S.S.M.投与

のみで一部では腫癌の消失，腫癌の縮小がみら

れた.特に， 3 X 106移植群では腫癌の縮小と叛

痕化が見られた (Fig.12). 6 x 106， 1 X 10'の

場合も，後述の肺癌 (HLC)に比べて腫癌の縮

小は著明であった. なお， 担癌マウスの延命

効果も著しかった. 表 1に示すように， HGC 

Fig.11. Xenograft of HGC (10' cells) 
transplan ta tion in a nude mOllse 

(o). 81 days. Control. 

Fig. 12. Xenograft of HGC (6 x 10. 
cells) in an athymic nud巴

mouse ( ~). The tumor shows 
collagenesis and cica triza tion 

140 days after transplantation 

and the treatment with SSM-A. 

Filr. 13. Xenograft of HLC (6 x 10. 
cells) in a nude mouse (o). 

The xenograft is of hen's egg 
size 150 days after transplan-
tation without SSM-A treat-
ment (control mouse). 

(3x 106
) の移植癌に対する S.S.M.の抗癌作

用は腫蕩形成後，搬痕化は50%，完全ではない

が潰易及び腰原化の増強による退縮傾向は 43

%， S.S. M 無効は 7%であった. また 2倍数
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Fig. 14. Xenograft of HLC (6 x 10. c巴lIs)in a nude mouse 

(♀). The xenograft shows remarkable collagenesis 

and cicatrization 150 days after transplantation and 

treatment with SSM-A (resembling the human 

breast cancer in Fig. 7.). 

S.S.M.注射60目前後で Fig.15の

ように個々の胃癌細胞をとりまく謬

原線維， コラーゲンの形成と増殖が

細胞聞に見られた.このコラーゲン

産生は遠隔，または近隣の毛細血管

に由来するものの他，癌細胞の浸潤

増殖している宿主の細胞外基質(ex-

tracellular matrix)，破損基質を素

材として合成したと思われるコラ ー

ゲンの噌摘も見られた.この時期で

は， リンパ球，マク口ファージの遊

出はほとんどみられない. 80日以上

経過すると移植増大した腫癌は搬痕

化へすすみ (Fig.16)， コラーゲン

は噌殖しつつある癌細胞聞にビマン

性に増殖，癌巣内へ侵入するもの，

遂には癌細胞の周囲を取りまき，

の6X 106移植癌に対する S.S.M.効果は般痕化

が 8%，治癒傾向が 65%，無効が 27%であり，

移植細胞数の多い程治癒傾向も低下した.それ

に反して S.S.M.注射しないか， PBS注射群

では 3X 106移植で 100%， 6 X 106移植で 100

%無効であった. また HGC移植時， 同時に

S.S.M.注射開始したものでは HGC(3 x 106
) 

で 86%，HGC (6 x 106
)で65克が腫蕩の生着が

見られなかった (Table3.). 

S.S.M.注射の継続と共に，著明なビマン性の

コラーゲン増殖による廠痕化が見られた (Fig.

17). この場合も癌細胞周辺にはリンパ球の集

積，マクロファージはほとんど見られない.一

部の移値癌細胞は取りかこまれたコラーゲン増

殖により，硝子化した結核結節に似た結節状の

搬痕となった (Fig.18). 

対照群では移植癌細胞の数によって米粒大腫

癌形成後，エンドウ大または栂指頭大の腫癌を

Table 3. Tumor Cell Transplantability to Nude Mic巴 withthe 

Simultaneous Trea tm巴ntof SSM and Cell Transplantation 

形成した (Fig.11) 

コラーゲン増殖は対

照群でも見られるが

S.S.M 投与群に比し

て弱い. (Fig. 19)対

照群でも生着した移植

癌の周囲には著明なリ

SSM 

d ，___.~_ Tumor incident 'in recipient mice 
XENOGRAFT (0 ¥ 4 months 

"'"・ .. 
3 x 106¥jイ

Human Gastric @/で CT

Cancer (Hω ⑤Lモム
6~ 1O~ ((0¥ 

、‘4 ・ーー一ーー』ー-

CT 

Human L川側一→(0i一一一
Cancer (HLC) ~〆\ ー /

。 児

ンパ球，マクロファー

ジの遊出は見られなか

った. S.S.M.投与群

で注目すべきことは腫

腐の増大をみながらも

表のごとく延命効果が

みられると共に，マウ

l∞% スは極めて活動的に動
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Fig. 15. Collag巴nwas formed and proliferated， surrounding individual. HGC 

cells about 40 days after SSM treatmet. No macrophages and lympho-
cytes are seen. PAP stain. 20 x 10 

Fig. 16. Collagen fiber proliferation attacking cancer cells. Simu1taneous in-
jections of SSM and HGC (2x 107 cells) for 70 days. Balb/c nu-nu. PAP 

stain. 20 x 10 
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Fig. 17. Collagen prolifera ting diffus巴lyamong the growing HGC cells. 

Lympocytes were sparse. 90 days of SSM treatment. Mallory 

stain. 20 x 10 

腫癒を形成した (Fig.13).興味ある

ことは，肺癌の場合，胃癌細胞に比し

て移植癌は腺管構造を形成し，定型的

な腺癌で，癌間質の増殖は未分化の胃

癌細胞に見られたような個々の癌細胞

間隙に侵入することなく，腺管構造に

沿って小葉状に取りまき，コラーゲン

増殖もルーズであった.したがって，

腫癌の S.S.M.投与による完全消失

は見られなかったが， この S.S. M. 

連続注射の実験で最も重要な所見は，

癌腫の増大にかかわらず， S. S. M.投

与を続けていくと腫蕩表面に壊死と潰

蕩を形成し，次いでこの壊死巣は深部

Fig. 18. Cancer cells form a nodular cicatrix resem-
bling hyalinized tuberculous nodules. Xenograft 

of HGC (3x 106). 132 days o.f SSM-A treatment. 
Mallory stain. 20 x 10 におよび隈原化がすすみ，ニカワのよ

うに固くなり，癌増殖は腫癌の付着部分にわ

きまわったことは印象的であった.

ヒト肺癌細胞 (HLC) (Fig. 10) の移植実

験群:

買癌細胞よりも生着は強く， 3 X 106， 6 X 106 

を移植すると 100%の固型癌 (xenograft)を

形成し，エン ドウ大，栂指頭大，ケイラン大の

ずかに限局して増殖するか，疲痕化を来した

(Fig. 14).中には，癌腫癌の腰様化の部分(ミ

ーラ状〕が脱落した. この所見は S.S. M.注

射を続けている第E症例の乳癌患者にも観察さ

れたのて・後述する (Fig.7， 8). 

潰蕩形成は移槌ヌードの無処理対照群にもみ
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Fig. 19. Transplanted HGC tumor (6 x 106) with PBS treatment. Collagen 
proliferated less distinctly and cancer cells in白1tra ted to the soft 

tissue in the control group. 80 days. H. E. 20x 10 

¥ .... 
Fig.20. Xenograft of HLC (6 x lC6) in a nude mouse ( o). The response 

and proliferation of collagen fibers sho¥Vs lobular pattern against 
HLC proliferation. Thirty days after transplantation without 

SSM treatment (control mouse). PAP stain. 20x 10 

られたが， S. S. M.投与群に比して著明でな

く，躍原化の傾向も弱く CFig20)，表在性で

延命効果は S.S. M.注射訴に比べると期待で

きなかった.

なお，S.S.M.投与群では，癌細胞の浸潤，

増殖のために破壊された生体組織の壊死巣で破

壊，融解された基質を素材として，針状，また

は薄膜状のコラ ーゲン合成が起こり ，修復機転

の促進がみられた.

さらに興味あることは，ヌ ー ドマウス担癌体
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の牌細胞および肺癌細胞で感作免疫した正常マ

ウス (Balbjcthymic mouse)の胸腺細胞，

牌細胞(-90
0
C で 凍結保存したもの〕を 1x

105
• S. S. M.投与とと もに皮下注射を続ける

と，腫蕩は著明な縮小， または搬痕化が促進さ

れた.肺癌の場合，胃癌に比して. S. S. M.-A 

の濃度では皮下注射での腫癒縮小は胃癌ほど著

効がなかったが，ヌ ー ドマウスに二次的に免疫

細胞を移入するこ とにより .Fig. 21のように

癌を取りまくコラーゲン増殖はさらに著明とな

り，輪状または結節状に癌細胞を取りまき，遂

には癌細胞の完全な「封じ込め」と搬痕化がみ

られた.したがって，肺癌細胞の移植実験から

得られたことは.S.S.M.投与のみでは腺癌の

完全消失は見られないが，癌腫は増大しながら

も，長期の S.S.M.-A投与(約 5カ月)を続け

ることにより癌塊は，遂には腰様化，

擁痕化を来した (Fig.22). 対照ヌ ー

ドマウスでは癌腫は増大し，表在性の

わずかな潰蕩と謬様化を見ることがあ

るが.S. S. M.-A注射に見られるよう

な深部への娘痕化は見られなかった.

延命効果も Table2.のようにほとん

ど見られなかった.

Fig.21. When immune splenic cells were added to th巴

HLC tumor (3x 106)， stromal collagen prolife 

rated mor巴 distinctly than with SSM-A alone 

70 days. Mallory stain. 20x 10 

Table 2.に示すように. HLC移値

癌で3X 106個の植え込みで S.S. M.-A 

注射群では疲痕化を来し消失した例は

0%. 治癒傾向 64%. 無効37%で. 6 

X 106個の植え込みで娘痕化10%. 治

癒傾向40%. 無効50%であった.それ

に反して無処理対照群はほとんど腫癒

Fig.22. Cicatrization and collagen proliferation from the cancer 

associated stromal tissue which confines the HLC cancer. 150 
days. Mallory stain. 40x 10 
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Fig.23. Ee1-like collagen proliferated arid became entang1ed with cancer 

cells following SSM treatment with transp1antation of HGC simu1-

taneous1y. No 1ymphocytes were observed. Mallory stain. 40x 10 

の娘痕化への傾向，縮小は皆無であった.また

1 X 107個以上の植え込みでは搬痕化への傾向

は25%見られるが完全な椴痕化は皆無であり，

無効例は75%と高率であり植え込み数が多い程

S. S. M.-A投与の効果も減少することを示し

た. これに反して， S. S. M.-A投与と免疫牌

細胞を同時注射した場合， 100 %に近い腫癌の

娘痕化を来し，免疫牌細胞の方が免疫胸腺細胞

よりも更に効果的であった.これに反して，癌

免疫血清は期待に反して効果弱く，癌縮小には

細胞免疫の方がコラーゲン増殖の点から見ても

効果的であった.

癌細胞 (HGC，HLC)移植と同時に S.S.M.

投与を開始した場合 (Table.3): 

HGCおよび HLCを3X 106， 6 X 106， 1 X 107 

を皮下移植し，同時に S.S. M.-A皮下注射を

開始した.両者とも，マウスへの癌細胞の生着

が低下し，コラーゲン増殖の出現も早まり，癌

増殖の遅延がみられた.特に，胃癌細胞移植の

場合は HLCに比し生着が低下した. 癌移植後

1ヵ月で癌細胞の生着をみなかった胃癌細胞の

移植巣には血管由来と思われるウナギのような

コラーゲンが結節状に癌細胞に纏絡していた

(Fig. 23).周囲にはリンパ球はほとんどみら

れなかった.このことについては詳しく後述す

るが， S.S.M.の生体内における抗癌機序とし

ての基本組織像として重要である.今日，癌増

殖への抑制効果として， リンパ球の集積やマク

ロファージが考えられているが，無限に増殖を

続ける癌に対しては生体内でのコラーゲンの反

応と増殖はヌードマウス (T一細胞欠除〕の実

験に見られるように癌の進行に対する生体防禦

の第一線にあることを示唆していた.

考 察

癌の浸潤，増殖に伴い，癌巣を蜂富状または

小葉状にとりまく癌間質については，古くから

知られており，癌の組織診断上の手がかりと

なっていることはあらためて言うまでもない.

しかし，この癌間質については，ほとんど詳し

し、研究もなく，最近になってようやく注目され

てきた.緒方 33)34) 吉井町山等は丸山ワクチ

ンがこの癌間質の増殖を促進している所見lを示

唆し，緒方叫はつとに，癌間質の重要性を指

摘した.今回の丸山ワクチン研究をモテ‘ルとし
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て，この間質結合組織を中心とするコラーゲン

増殖は癌の増殖と浸潤にたち向かう，生体の極

めて重要な防禦反応であることを教えてくれ

た.癌細胞の暴力的な生体破壊や攻撃にたち向

かうささやかな生体の防禦機転の一つであるこ

とをも教えてくれた.すなわち，癌の発生と，

次いで起こる癌細胞の浸潤，増殖の場合，癌細

胞の増殖に反応するこの間質増殖も，そのまま

では癌の進行巳打ち勝つまでの増殖には至らな

化学療法剤は，この癌細胞を極めて速攻的に

かつ，直接的に，殺癌作用を発揮し，白血病細

胞等には著効を奏するが，ひるがえって，血液

細胞以外の体細胞由来の癌を考えるとき，この

殺癌効果を癌細胞に与える投与量は，残念なが

ら，生体の免疫担当細胞をはじめ，広く生体の

健康組織，特に著者の強調する生体の間質細胞

へも多大な傷害を及ぼし，制癌剤により生体は

著しく衰弱することは癌の化学療法の弱点であ

る.今回の研究で， S.S.M.の作用は，癌細胞へ

の直接的な殺細胞作用はなかったが，全身に分

布する莫大な基質，間質からの破壊部の修復，

特に，血管系を中心とする好銀線維 (reticulin

等)からコラーゲン線維 (Masson，Mallory 

染色陽性)への成熟と増殖を中心に，癌細胞の

浸潤により破壊された間質の組織，細胞外基質

をも素材として，コラーゲンの生合成を促進し

た. 副作用のない S.S.M.連続注射により，

遂には，このコラーゲンの増殖は癌増殖を封殺

すること，さらには，癌細胞の血管内侵入を阻

止することを見出した.すなわち，血管内に浸

入した癌細胞も血管壁よりのコラーゲンの著

明な反応と増殖により，器質化されて，そのま

ま封じ込まれている所見にしばしば遭遇した

(Fig. 17，18，21，，22，23). また， S.S.M.は長

期使用すればするほど効力を発揮し，コラーゲ

ン増殖を促進，増強し，癌破壊局所の修復を促

進した.特に，このことは臨床治験E例の乳癌

患者にも見られ，難治の癌性潰蕩の治癒は，極

めて重要な所見で，この事実を物語った (Fig.

1， 2). 

S. S.M.の生物学的活性に関して今日まで，

荒廃したリンパ球賦活 20)25) インターフェロ γ

産生19) を促進することが知られているが， 臨

床治験例II，mに示す乳癌治験例の癌縮小，癌

性潰蕩の治癒部には， リンパ球浸潤はみられな

いか少なく，基底膜，間質の小血管，筋線維を

中心に癌破壊部よりのコラーゲンの増殖が起こ

り，このため浸潤した癌細胞の萎縮，消失が見

られたことは将来癌治療への新しい発想を示唆

した.乳癌は，しばしば，免疫細胞の関与がな

くても，ホルモン調節下で線維増殖は左右され

るもので， 必ずしも S.S.M.の抗癌効果は免

疫条件のみに支配されないと考えている.した

がって，乳癌のホルモン治療(ステロイドを除

く)と S.S.M.投与は推奨すべきと考えてい

る.

これらの生検，剖検例(続報)の所見から得

られた知見に基づき，教室で継代維持してい

るヒト由来の癌細胞として，人癌の代表的な癌

細胞として，胃癌，肺癌細胞のそれぞれー型の

培養株細胞を用いて実験を行った.試験管内培

養実験でも，癌細胞は S.S.M.による直接的な

傷害をうけないが，正常リンパ球(胎児よりの

胸腺細胞〕との混合培養で S.S.M.添加により

大部分のリンパ球細胞が癌細胞に接着した.こ

のことは S.S.M.が癌細胞とリンパ球とのリ

セプター的な役割をしているか否かは重要な課

題であるので，今後検討する.この際，癌細胞

への傷害作用も軽度に見られたが， リンパ球の

みの (S.S.M.を含まなし、〉混合培養時との癌

細胞傷害作用には有意差は見られなかったので、

著者は S.S.M.によるリンパ球の活性化によ

る癌細胞傷害は少ないものと考えている.も

し，発生した癌細胞が特異的抗原性を発揮し

て，この刺激に反応したリンパ球(免疫リンパ

球)が存在する場合は，癌細胞へのリンパ球の

接着によって，極めて強い殺細胞性を発揮する

のではないかと考えるが，癌の抗原性は極めて

弱し、ので期待は少ないように思う.乳癌の治験

例で， リンパ球はほとんど関与していないの

で， この意味からも元来 T 細胞を欠除する
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ヌードマウスへの胃癌，肺癌細胞への移植実験

から得られた S.S.M.の抗癌効果は， マウス

でも，全身に分布するコラーゲンの癌細胞に対

する反応と増殖が極めて重要で，コラーゲン増

殖と S.S.M.は密接な関連をもっていること

を知ることができた.実験に使用した移植癌細

胞は 3x106，6x106， 1x107 でヌードマウス

は 100%に近い生着と増大を示した. 移植後，

米粒大の腫虜の出現をみて S.S.M.投与を開始

した場合の S.S.M.-Aのコラーゲン増舶によ

る抑制効果は，腺癌である肺癌への制癌作用よ

りも，未分化癌である胃癌への制癌効果の方が

むしろすぐれていた.胃癌細胞は肺癌より異型

性の強い未分化癌であるが，移植後の組織像も

未分化で，腺管構造はみられなく，個々の大小

不同の癌細胞がビ、マン性に浸潤.増殖した.こ

れに伴う.マウス宿主の間質反応も肺癌よりは

強かった S.S. M.-A注射でコラーゲンの増

殖は 2カ月頃より細胞周囲に出現し，増殖を開

始し，個々の官癌細胞を格子状に取りまいてき

た (Fig.15， 16). この格子状の好銀線維は遠

隔の血管壁よりの好銀線維 (reticulin)が伸長

して帯状にとりまくもの，癌の浸潤巣に近く分

布している小血管，毛細血管壁のコラーゲンは

もちろんのこと，癌浸潤のみられる筋線維をは

じめ神経線維も加わり， S.S.M.投与期間の長

いものほど顕著で，コラーゲンの成熟により，

癌細胞は結節状の娘痕化を起こした. すなわ

ち，癌巣は結核結節の治癒機転に酷似し，結節

状の液痕となり増殖が停止した (Fig.18). な

お，移植対照群の無処理または P.B.S.注射で

もコラーゲンの増殖は見られるが， S.S.M.投

与群にくらべれば少なく，腫癌の増大を抑制す

ることはできなかった.

興味あることは， HLC， HGCの移植では 100

%の生着がわかっているので，癌移植と同時に

S.S.M.注射を行った胃癌では， Table 3に

示すように腫癌生着率は10%に激減し，癌細胞

をコラーゲンが纏絡し，癌細胞の増殖は阻止さ

れ，変性壊死におちいり，生着が妨げられた

(Fig. 23). この場合， コラーゲンの反応と増

殖については， これを調節するマクロファー

ジ， リンパ球が介在しなくても癌細胞そのもの

の性状に依存することがわかったが後述する

(本実験3年後の HGC生着と腫蕩増大には2x

107 細胞数移植を必要とする).

肺癌細胞の移植組織像は腺癌で，コラーゲン

増殖は腺管構造の周辺をとりまき，胃癌でみら

れたような個々の癌細胞を取りまく傾向は少な

い.したがって，間質増殖は小葉状に見られる

ので，癌増殖の抑制も胃癌に比し弱かった.し

かし，癌の増大にもかかわらず長期 S.S.M.注

射を続けると，表面は潰蕩と著明な謬原化(か

さぶた〉が起こり，癌細胞も壊死におちいり，

ニカワ化した塊状となり，著しい延命効果がみ

られた (Fig.14). 移植癌の潰蕩形成と謬原化

は S.S.M.無処理の対照の担癌マウスにも小

数のものにみられるが，明らかに範囲は狭く，

表層性で，腫癒は増大した (Fig.13). これに

反して S.S.M.注射の肺癌の移植癌ではこの

ように腫癒は増大しながら，遂にはニカワのよ

うな疲痕塊となるが， S. S. M.-A単独投与の

みでは肺癌の縮小と消失はみられなかった.そ

こで腫癌形成後， S.S.M.投与と共に担癌ヌー

ドマウスの牌細胞あるいは肺癌細胞で免疫した

正常マウス (Balbjcthymic mouse)の胸腺，

牌細胞の併用注射を行ったところ，牌細胞の投

入によって著しく間質増殖を促進し，多くの場

合，癌腫増大の抑制と，擁痕化への促進が強く

みられた. Fig. 21のように S.S. M.-A単独

注射よりもさらに著明なる間質のコラーゲン増

殖による癌の封殺がみられた.

以上の実験より S.S.M.の抗癌作用は癌細

胞に直接の傷害を起こさないが，癌間質のコラ

ーゲン増殖を促進して，癌細胞の増殖を阻止

し，さらに封じ込めることがわかった.また，

このコラーゲン増殖は牌細胞，特に N.K細

胞，マクロファージの関与により，さらに促進

されるものと考えられる.したがって， S.S.M. 

の抗癌作用の病理学的な観点からの基本作用の

一つは間質および間葉系の賦活化とコラーゲン

の増殖で，このコラーゲン増殖の由来としては
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全身に分布する間質細胞が関与するが，なかで

も，毛細血管，小血管，筋線維，神経線維を主

体に，あらゆる線維成分が参加し，癌により変

性壊死におちいった細胞外基質もコラーゲン合

成の素材として役立ち，癌封じ込めの躍原化に

役立っているものと考えられる.

乳癌患者の S.S.M.単独投与により癌性潰蕩

の治癒し得ることは極めて注目すべきことであ

り，癌の縮小，延命効果，または活力を保持し

ている末期癌患者の臨床知見に基づいて T-

細胞欠除のヌードマウスを使用して実験研究に

着手し，丸山ワクチ γの抗癌効果の重要な役割

の一つは癌の種類に依存する間質細胞をはじ

め，癌細胞自らのコラーゲンの生合成と増殖を

も促進することで， N.K細胞， マクロファー

ジの出現による免疫の基盤によっては，さらに

著明な増殖が促進されることがわかった.この

コラーゲンの成熟と増殖によって遂には癌細胞

の封じ込めが進み，転移の抑制に役立つものと

考えられる.

この S.S. M.を使用したモデル実験で，府

の生体防禦機転としては全身に分布する間質細

胞，特に線維芽細胞，線維細胞，内皮細胞は癌

の進展の抑制に関する限り，生体にとっては，

免疫リンパ球，マクロファージ以上に重要な細

胞であることは著者の早くから指摘するところ

であり 27) 組織培養でも毎常旺盛な線維芽細胞

の増殖が観察されることからも，生体内での本

細胞の役割は無視できないことを，あらためて

提言しておきたい.

最後に S.S.M.が間質結合織増殖を促進し

ている病理所見は， つとに吉井ら附24) の指摘

するところであるが，この重要所見に気づきな

がら本格的な研究に着手することなく，研究半

ばで米国キャンサス大学の免疫学会招轄での壇

上で急逝された吉井教授の死は，惜しみても余

りあることである.緒方知三郎酌もこの吉井の

所見を重視し， i私も見せてもらったが，吉井

教授の診断は丸山ワクチンが，まず癌腫組織の

うち生理的な結合組織よりなる癌基質に，強度

の参出性炎を催起せしめ，このアレルギー性変

化によって，癌宮内の癌細胞群(癌胞巣〉を死

滅せしめるものと推定された.なお，慢性的な

リンパ細胞惨潤のある結合組織の増生が認めら

れたが，それが丸山ワクチン注射前から起こっ

ていた自然治癒の組織変化と見なすべきものか

否か決定し難いところがあった.Jさらに「私

が丸山ワクチンをもって最良の制癌剤なりと

するゆえんは，なんらの副作用をも起こすこと

なくして，優良なる治療効果を現すというよう

な，表面的な理由によるものではない.……発

癌後はホルモンによる間葉強化療法とともに丸

山ワクチ γに認め得たごとき，結合組織に癌細

胞にのみ被害を与え得る免疫反応(組織免疫〕

を出現せしめ得るワクチンの注射を行うこと

(免疫による間葉強化療法)，これが私の理想に

合致させる対策である(間葉二重強化療法).J

といわれ，最後に「単なる私の私見を基礎とし

た独断的な主張となる危険を抱くことと考える

ので，これから述べるところについては諸兄の

高逼な医学知識をもって判断し，御教示願L、た

いと思う .Jと死前19日，病床で口述され，遺稿

となった(昭和48年).

しかし，その後10年間，この丸山ワクチンの

制癌効果についての結合織増殖論はむしろ珍説

と考えられ一顧だにされていない.

著者は子宮癌屍の一枚の病理組織標本から数

年間，着手している癌細胞とリンパ球の問題か

ら丸111ワクチンの生物学的活性の研究に心ひか

れるようになり，研究は現在， リンパ球よりも

むしろ癌とコラーゲン増殖の問題に発展して

いった.

この時 N氏から緒方知三郎先生の第四回唾

液腺シンポジウム別冊， 御遺稿， i発癌の実相

の正しい把握とこれに適合する治療対策」の別

聞を知らされたので、ある.あらためて先生の病

理形態学の御洞察の深さを知るとともに著者の

研究の進展を勇気づけられた.
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