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癌の化学療法における白血球減少症の対策

脇 坂 順 一 ・弓 削 静 彦

久留米大 学

は じ め に

癌 の化学療法は,今 臼の進歩 した手 術や放 躬線療法を

もつて して も,な お十分 な治療 成績が望み難い とい うと

ころか ら必然 の形 で発展 して来 た ものであ り,現 在多 く

の 制癌剤が 見出され てい るが,本 癌法の占め る地位は未

だ高い とは言い難い ようである｡し か し最近の血中癌細

胞 に関す る知見か らみて も,化 学療 法の必要性は今後 ま

す ます高 くな るもの と思われ る｡と ころで,本 療法 の効

果 を十分に発揮 させ るた めに は,十 分量 の制癌剤を投与

す る必 要があ り,そ れには如何に して,そ の副作用を防

止 ない しは抑制す るかが臨床上極 めて重要な問題 といえ

よう｡

さて,多 くの制癌剤にみ られ る副作 用の主 た る も の

唖ま,白 血球減少症であ り,こ のためや むな く本来 の治療

を中断 或は放棄せねば な らない ことが あ り,こ の白血球

減 少症 を防止 しよ うとの試みは,既 に先人に より多 くの

研 究が試み られてい る｡私 共 も数年来 この問題に関 し検

討 を加 えた結 果,珈 か知見を得た のでその概要 を述 べる

と共に,共 同発表者の1人 脇坂に よつ て,初 め て 提 唱

された,テ レピン油注射法に関す る研究 の全貌 を紹介 し

允 い と思 う｡

い わゆる自血球増 多剤の比較 検討

癌 の化学療法 に伴 な う自血球減少に対 しては,従 来か

ち多 くの薬剤 が用い られてい るが,私 共は一応,こ れ ま

で 報告 された,い わ ゆる白血 球増 多剤の中か ら数種の も

の を選 び動物実験に より比較検討 してみた｡即 ち,2kg

内外 の家 兎を用 い,Nitremin2.5mg/kgを1週 間連続

注 射 し,白 血球減少 の予防 の 目的では,あ らか じめ1週

間 供試薬剤を注射 した.後,Nitrominを 注 射する群 と,

」引 き続 きNitrominと 供試薬剤 を併 用する群を,ま た,

治 療 の 目的ではNitrominを1週 間注 射 した後,こ れを

中止 し,か わつて供試薬剤 を注射 し,白 血 球数の回復状

態 を追 究 した｡実 験に使用 した薬剤 は,パ ニ ールチ ン,

強 力 ミノフアーゲ ンC,メ ルチオ=ン,ノ ルチ オB12,

フ レス ミン,フ ナリア ミシ,コ バル トグ リンポ ール,ヵ

チ ーフ,モ リア ミンS等 で あるが,こ の実験 を通覧 して

み ると従来報 告 された,い わゆ る白血球増 多剤 は一応 白

血 球増多 的に は作用す るが,そ の増多率 と期問 には可 成

りの差があ り,私 共 の実験 に関す る限 りではモ リア ミン

Sが 最右翼に位す る ように 思われ る｡と ころで臨床 の実

際においては,疾 病 の軽重,全 身状態等に よ り必ず しも

動物実験の それ とは比較 出来ないが,私 共 の教室入院患

者を無選択的にひ ろつて ロヂ ノ ン,ビ タ ミンB,C,s

チオ ニン等 の肝庇護剤,パ ニ ールチ ン,フ オ リア ミン,

強 力 ミ ノファーゲ ンC,コ パル 卜グ リンポ ール,モ リア

ミンS,輸 血等についてみ る と,輸 血 やモ リア ミンS等

ではあ る程 度白血球数 の回復が み られ るカ{,他 の薬剤で

は殆 ど効 果が認め られ ない｡ま た,ロ イ コ ン,ア ドナ｡

ソーア ミン等についてみ ると,ロ イ コンは多少 とも効果

があるが,ア ドナ,ソ ーア ミンに は特 に 目立つて とりあ

げる程 の効果 はない｡次 に最近強力 な肝 庇 護作用を有 し

放射線照射に よる白血球減少に有効 との報 告があ るホモ

チステ ンについ て動物実験,臨 床実験 を試 みたが従来 の

い わゆ る白血球増 多剤 にみ られない優れ た効 果が認 めら

れた｡こ れ等 の実験 を通 じて考え られ るこ とは,肝 鷹護

作用を有す る薬剤 や網内系を刺激,そ の機能 を充進させ

るよ うな薬剤が白血球増 多剤 として効果 を発揮 する よう

に 思われ る｡

α一Thiola誘 導体 について

α一Thi01a誘 導体 とは,化 学上 グル タ ミン酸,シ ステ

イ ン,グ リシ ンよ り成 る グル タチオ ンの優れた解毒作用

に着 眼 して,こ れに類似 の構造 を有す る化合物 と して参

天 製薬 研究室が初 めて 合 成 した α一丁土hiola,α一Thiola-

mid,β 一Thiola,β 一Thiblamidの4種 類 であ る｡私 共は

この4つ の誘導 体が健常家兎 の末梢 白血 球数に及ぼす影

響 を調 べてみたが,い ずれ も白血球数 の増減はほ巌生理

的範 囲の ものであつ た｡と ころが,Nitrominと 本剤を

併 用す ると対照群 では著 明な白血 球減少 が あ る が,,α一

Thiola誘 導体使 用群 では殆 ど白血球減少 が認 め られ な

い｡ま た,Nitromin使 用後 の自血球減少に対 しても可

成 り優れ た白血 球増多が認 められ たoこ の よ うな基 礎実

験に も とず き臨 床 応用を試み たが,Mitomycinの 白血

球減少に 対 して,予 防的に も治療的に もみるべ き効果の

あ る事 を確認 出来た｡本 剤の作用機序に つい ては 目下検

討中 であるが,こ れ までの実験成績で は本剤 の使用が制

癌効果 を減弱 しない こと,そ の他特に副作 用のない こと.
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が判明 してい る｡

制癌剤投与法 の検討

制癌剤を投与す る場合,病 巣 部に向つて,選 択的集 中

・的に制癌効果 を発揮 し然 も副作 用の少ない方法が最 も理

想 的であ り,そ の 目的のために 多 くの研究が行なわれ て

い るが,私 共 は次 の点に ついて検討 してみた｡

制癌 剤の溶解液 について

Nitromin投 与時に おける 白血球減少を防止 す る 目的

でその溶解液 を種 々変えて,こ れ を静脈内に投与 した場

合 と,静 脈 内に投与 した場 合につい て系統的に検討 した

結 果,次 の ような結 論を得た｡

1)Nitrominを 生塩水或 は糖液 で 溶解 した場合 は,

静脈注 射に よるよ りも動脈注射に よつた方が 白血球減少

は軽微であ り,Nitromin投 与中止 後の 白血球減少 の回

復 も早い｡'

2)葉 酸,バ ニールチ ン,メ クオニ ン等 は白血球 減少

を防止するが,そ の薬理作 用か らみる とNitrominの 効

力 を減弱 させ ると思われ るか ら混合注射,同 時注射は さ

けたが よい｡ま た,ビ タ ミンCは 還元性 であ るため溶媒

之 しては不適 であ る｡'

3)Nitrominの 溶解液 と しては 日常使用 され る生塩

水,糖 液に較べ ると,V.K.,強 力 ミノファーゲ ンC,V.

B1は 白血球減少がはるかに少ない｡ま れ 白 血球減少の

飼復 も早い｡

4)静 脈血を もつて,Nitreminを 溶解 し,再 び静脈

1内投与を行な うと白血球減 少が軽減 され る｡更 にV.K,

V・Bを 添加 して お くと白血球減 少は一 層防止出来 る｡

5)静 脈血 に較 べ動脈血は とくに と りあげる程 の白血

球減少防止作用は ない｡

肝解毒機能 を中心 と して

制癌剤の投与法 を主 として肝解毒機能 を中心 として系

i統的に検討 した結果,次 の様 な成績 を得 た｡

1)Nitrominsmglkg,sarkGmycinloom」91kg,8-

Azaguanine3mglkg,Carzinophilin500単 位ノkgを

連 続30日 間,静 脈内 と動脈 内に分 けて投与 し一般機能

検 査を追究 したが,尿 ウ ロビリノーゲ ン,血 清高 田反応

が僅か に陽転す るほか 特に肝機能 には有意 の 影 響 は な

い｡ま たその投与法が 静脈 内投与 であつ ても,動 脈 内投

与 であつ ても肝機能 には有意 の差は ない｡な お,肝 機能

・の面のみか らでは供試制癌剤 に優劣 をつけ難い｡

2)Nitrominは 肝 ミ トコ ン ドリアに 可成 り強い 障害

を与えるが,肝 庇護剤 を併用 する と ミトコン ドリアに対

する悪影響は可成 り軽減 され る｡特 にV.K・ に その傾 向

が強い｡

3)制 癌剤投与 によつ て一般肝機能検査 には特 に障害

邊思わ しめる数値が現われ な くとも,肝 の組織像,特 に

肝 ミトコン ドリアには可成 り強い障害 があ らわ れ る か

ら,臨 床使用 にあたつ ては特 にその点 に留意 し十分 な肝

庇護 を併用す ることが副作用防止 の 日的 で望 ま しい｡

われわれのテ レビ ン油注射法の提唱

私共 の一連 の研究 におい ても,ま た諸家 の報告か らみ

ても,従 来のいわゆ る白血球増多剤は,い ずれ も相当長

期間使用せねば ならず,急 速 に然 も確実に白血球増多を

来たす ものは ない｡と ころで私共は テ レピ ン油(以 下,

テ油)注 射に よる無菌的炎症惹起が白血球増多を もた ら

す点に着 目し,日 本薬局法精製滅菌 テ油の皮下注射法を

提唱す ると共 に,そ の後幾多 の研究を重 ねた結 果,静 注

用 認ロイ ド テ油を,ま た筋注用 テ油を創 製 し基礎実験

を行なつた後,臨 床応用を試みているので,そ の全 貌の

概略を述べてお きたいn

テ油皮下 注射の血液一 般性状 に及 ぼす影響

1)白 血球数に及ぼす影響:

テ油皮下注射に よる白血 球数は3時 間 目より次第に増

加 し6日 日迄200%前 後の増加を示す｡そ の後徐 々に減

少するが,0.05cc/kgの 場合 が最 も顕著 な増加 を示 す｡

2)赤 血球数に及ぼす影 響:

白血 球増多に対応 して稽 減少の傾向を示 し,い わやる

感染性貧血の像が認め られるが,臨 床使用量の0.01cb小

kg以 下では特に変化はない｡

3)血 色素量 に及 ぼす影i響:

赤血球 数の推移 とほぼ同 じ傾 向を示 す｡

4)血 小板 数は軽度 の減少 を,ま た網状赤血球数は稻

稽増加 を示すが,い ずれ も有意 の変 化では ない｡

5)赤 血球沈降速度 に及 ぼす影響

テ油0.01cc小kg～0.03cc小kgで は認むべ き変 化 は な

い が,0.05cc/kg～0.1cc/kgで は僅か に促進 す る 場合

が ある｡

6)血 液凝固時間 に及ぼす影響:

0・01cc/kg～O.03cc/kg注 射では3日 目}c-一時短縮す

るが,そ の後は梢 々延長す る｡然 し15日 目には殆 ど平

常 に復す る｡

7)血 液粘稠度 に及 ぼす影響

3時 間～6時 間 にかけ て一時僅か に低下 の傾 向があ る

が,24時 間～3日 目にはむ しろ少 しく増加す る｡

8)血 漿比重及 び血漿蛋白濃度 に及ぼす影響:

特に とりあげ る程 の変化は なかつた｡

9)全 血比重,血 球容積,血 色素量に及ぼす影響 ・

全般的 に稽 々減少 の傾 向が あるが有意の変化 ではない｡

10)A小G比 及び血液膠質滲透圧に及ぼす影響:

全般 的に極 く軽度減少 の傾 向が ある｡

以上 テ油注射 による血液性状一般 を通覧 する と,テ 油

の大量投与 ではいわ ゆる感 染性 貧血像 がみ られ るが,私
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共 が臨 床に使用す る範囲 の量(0.01cc/kg以 下)で は 何

等 特記する よ うな変化は認 められ ない｡

テ油注射による生体 内白血球分布 について

テ油注 射後の白血球分布を生体 内各臓器 につい て経時

日的に検 索す ると注射後24時 間か ら3日 前 後は 各臓器

とも平均 して増加の傾向が あるが,6日 以後 では骨 髄,

脾 臓,門 脈において特にそ の傾 向が強い ようである｡

血清電解質 に及{ます影響

1)血 清Na,K,Ca,蛋 自質,C1等 は テ油注射量に

比 例 してある程度 の変動 が認 め られる｡即 ち,血 清Na,

総Caの 軽度の低下,血 清蛋 白質 の低 下,血 清Kの 僅か

な増加等が認 められ るが,こ れ等はい ずれ も生体に影 響

を及ぼす程 の変動 では ない｡

2)血 清透析性Caは テ油量に逆比例 して低下す る｡
づ

3)臨 床使 用量0.01cc/kg以 下では 血清電解質(特

にNa,K｡Ca)に は特に憂慮 すべ き変化はない｡

肝機能 に及ぼす影響

臨床一般 に採用 され る機 能検 査について行なつ充が,

殆 ど変化 はな く,B.S.P.testで は0.1cc/kgの よ うな

大量注射 では病的状態 を思 わ しめた もの もあ るが,そ の

他 の量 では殆 ど変動はな く,特 にo.01cclkg程 度の注

射 では全 く影響は ない｡

循環器系 統に及ぼす影 響

P.s.P.試 験 におい てo.1cclkgの 場合 注 射後3日 目

にl例 のみ障害 らしい ものが現 われたが,そ の他の量で

は影響は ない｡

循環器系統 に及 ぼす影響

注射後時間 を追つ て血圧,心 電 図を調 べたが,血 圧の

変動は観血的測定法 によつ ても｡非 観血 的測 定法に よつ

て も特に差異はな く,ま た,テ 油注射 に よる白血球増 多

と血圧 の間には時間的に も,量 的 にも有意 の 関 係 は な

いo

心電 図所見は0.01～0.05cc小kgで は対照群 と何 等 変

る ところは ないが,0.07～o.1cclkgで は,洞 調律 で注

射後24時 間 か ら3～6圓 頃 まで延 長を認 め るものの あ

ること,ま た各棘 波ではPが 僅 か乍 ら増 高す るもの,或

はSTが 注射後12時 間か ら3日 目頃 まで嘆 か乍 ら低

下の傾向 を示 すもの,或 は逆 に上 昇する もの 等 が あ る

が,い ずれ も一過性 で器質的 変化に よる もの とは考え ら

れ ず,む しろ機能的 なもの と考 え られ るか ら全般 的にごは

変 化はない と言つて よい｡

網内系機能に及ぼす影響

テ油注射後経 時的 に コンゴ律一 卜色素係数 を 求 め た

が,白 血球増多 に比例 してO.01cc/kgで は僅か な充進

を,0.03cc小kg～0.5cc/kgで は可成 りの 尤進を認めた

が,0.1cc小kgで はかえつて 逆 に僅 かな 機能低下が認め

られ た｡

骨髄機能に及ぼす影響

1)Nitromin連 続注射時 の骨髄像 では 種 々の退行変

性像,成 熟障害がみ られ 白血球系 細胞の減少が著明 であ

り,特 に リンパ球 の著 しい 減 少がみ られ る｡テ 油0.05

cc小kg注 射時の骨髄像 では注躬 後3～6日 目か ら白血球

系,特 に偽好酸球 の増多 を来た し,赤 血球系,リ ンパ球

は 偽好酸球 の増多 に対応 し多少減少す る｡ま た有核細胞

は漸 増の傾向を示すがNitromin注 射時にみ られ るよ う

な変性像は全 く認 め られ ない｡ま た,Nitrominに よる

自血 球減少時に テ油注射 を行なえぱ骨 髄機能 の改善尤進

がみ とめ られ る｡

2)テ 油注射時におけ る骨髄 血の組 織呼吸,特 にその

酸素消費量につい てみる とテ油2.0cc/kgの よ うな大量

投与 では反つてそ の減少 を来た し好 ましくない影響を与

えるが,臨 床使用量 の0.σ1cc/kg程 度 では 著明な酸素

消費量 の増加がみ られ る｡

全血液殺菌力 に及ぼ す影響

体重2kg内 外 の家兎 を使用 し被検動物血液 のブ ドウ

球菌 に対す る殺菌力を 時 間 的 に追 求 し た(Slideeelit

culture法 に よる)｡テ 油注射量 に よ り多少の動揺はあつ

たが,全 般的には テ油注射量 に比例 して増強す る｡

生体内各臓器 の組織 学的所見

テ油注射後12時 間 目よ り1カ 月間にわた り日時を追

つ て検 討 したが,肝 におけ る軽度 の欝 血,同 じ く脾にお

ける軽 度の纏 血,濾 胞の萎縮が み られ,一 時的な網内系

の機 能充進 が窺 われ るほか特に所 見を認 めない｡

放 射線防護作用 につ いて

ラ ッテ10匹 を1群 とし,一 定条件 で隔 日全身照射 を

行 なつ たが,無 処置 対照群及び オ レ副ブ油注射 群では平

均生存 日数 は夫 々6.1日 と6.4日 であ るが,テ 油注射後

レ線照射群,レ 線照 射中 テ油注射群 ではいずれ も生存 日・

数が10日 以上 であ り,テ 油注 射が レ線照射防護作用を

あ らわす ことが判明 した｡

吉 田肉腫 に及 ぼす影 響

1)吉 田肉腫移植 後Nitremin注 射 群,テ 油 注射群,

Nitromin注 射 後テ油注射群,テ 油注射 後Nit:omin注

射群 を対照群 と比較 したが,注 射 法が腹腔内 でも皮下 で

も,そ の肉眼的剖検所見は対照群 に較べて病変 の程度が

軽い｡

2)吉 田肉腫移植 後の生存 日数 は テ油 注 射 後Nitro・

min注 射群,Nitromin注 躬 後 テ 油 注 射群,Nitromin

群,テ 油注射群,対 照 群の順で延命 してい る｡

3)核 分裂像 では腹 腔内注射群 では前期及 び鋒期,終

期 では各群間 に優劣 をつけ難 い｡中 期分裂 ではテ油群は

24時 間 まで対照群 と大差 ないが48時 間以後 では対照群・
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に較べ て可成 り少 ない｡皮 下注射群 では各期 を通 じて各

群間に著 しい差は ないa

4)以 上 の ことか ら,テ 油注射 は吉 田肉腫に対 し特に

抑制的にも,ま た発育助 長的に も作用 しない と考え られ

るか ら臨床応 用につい ては特に憂慮すべ き点はない と思

われる｡

テ油 性自血球増 多の脾性調節について

1)健 常 家兎に脾 摘除を行な うと,白 血球は全 般的に

増加す るが,凡 そ2週 後か ら漸次旧に復する｡

2)'脾 摘 除後,直 後,3日 日,1週 間 目,2週 間 目,

3週 間 目にテ油0.01～0.1cc/kgを 注射す ると脾摘除に

ょる白血球 増多に加 えて更に増加するが,こ の場合の白

血球増多は脾 摘除を行なわない 家兎にテ油を注射 した場

合のそれ とほぼ同 じ傾向を示す｡

3)健 常 家兎にNitromin2・5mg/kgを1週 間 連 続

注射 した場合 の白血球数の減少率 と,脾 摘家兎にNitro・

minの 同 じ量 を同一期間注射 した場合の白血球減少率 と

は,ほ ぼ同 じ傾向を示す｡

4)Nitrominに よる白血球減少 時に,テ 油 の各量を

注射す ると著 明な白血球 増多がみ られ るが,こ の場合,

脾摘家兎 と無処置 家兎 との間には 特に有意の差はな く,

ほぼ同様の白血球 増多傾向を示す｡

5)以 上の ことか ら,テ 油注 射に よる白血 球 増 多 に

は,脾 臓の有 無は 直接大 きな影響を与 えない｡し たがつ

て,テ 油性 白血球 増多には 脾性調節は さした る役割を演

じていない もの と推断 され る｡

テ油 性白血球増 多の肝 性調節について

l)テ 油注 射に より白血球増多を来たす時期に実験的

肝障害を起 させる と白血球増多はお こ らず,む しろ減少

する｡

2)家 兎耳静脈にテ油0.1ccを 注 射・し4時 間後に頸

静脈から全採血 し,そ の血清を分離 し之 を他 の家兎耳静

脈内に2.Occ小kg注 射する と白血球は著明に増加す る｡

然るに肝障害家兎 では白血球は減少す る｡

3)前 記血清O.2cc/kgの 骨 髄灌流試験 を行 な うと,

耳静脈 血では白血球増多が ないが,栄 養 静脈血 では著 明

な白血球増多が認 め られ る｡

4)テ 油,健 常家兎血清 での骨髄灌流試験 では耳 静脈

血で も栄養静 脈血 でも白血球 増多は認 め られ ないn

5)以 上 のこ とか ら,テ 油注射 に よる白血球増 多はテ

油そのものが直接骨 髄を刺激 してお こるのではな く,中

枢神経支配下に自血球増多物質(Neutrephilin,Neutro.

poetin)を 生 じ,本 物質が肝臓 を介 して 骨髄刺激的に作

用 し白血球増多を うながす 重の と思われ る｡

静注用期 ロイ ドテ レピ ン油について

私共が白血球増多剤 として初めて提唱 した 日本薬局法

精製滅菌 テ油注射法 は上述 の系統的実験成績 か ら生体 に

何等悪影響 もな く,急 速 に然 も確実 に白血球増 多を来 た

す ので,癌 の化学療 法を続行 し得 る利点 があるが,臨 床

の実際 に爵い ては残 念乍 ら注射局所 に発赤,疹 痛,腫 脹

等 一連 の炎症症 状を惹 起する ことがあ り,そ のため患 者

は時 として苦痛 を与える とい う欠点がある｡そ こで私共

は 何等かの方 法で この点を解決 出来ない か と種 々検討 を

加 えた結 果,武 田薬 化学研究所 との協 同研 究に より,私

共が当初に着 目したテ油を コロイ ド化 して静脈用に しよ

うとの構想か ら30数 種類 の試作 品を作 り種 々選 定 した

結果,ブ ドウ糖 に12・5%の 割にテ油を含む白色粉末 を

作 り,本 剤209を 滅菌水100ccに 溶 か して用い た｡

本剤の粒子の大 きさは1～2μ であ り血栓 をお こす危 険

は ない｡本 剤につ き予備実験 を行な5と 白血球 数は多少

の動揺はあるが一応 増加する こと,Ht値,循 環血 液量,

血清電解 質等に特に著 変はな く,Nitrominに よる白血

球減少を或る程度回復出来る ことが判明 した｡そ こで多

数の臨床例について応用 したが,肝 障害 のある ものでば

白血球増多が認め られない こと,皮 下注射 に較べ注射局

所の副作用的症状は全 くないが,白 血球増多に動揺が多・

く,皮 下注射に較べ増加の程度が低 く,持 続時間が短か

く,従 つて頻回注射を要す ること,そ の製造過程が煩雑

であ ること等 の欠点を生 じて来た｡

無痛性筋注用テ レビ ン油について

上述 の静注用 テ油 の欠点を補足す るた めに作つた もの

であ り,テ 油80%,ペ ンヂル アル コール20%を 含有 し

てい る｡本 剤 の白血球増多率は皮下注射 のそれ に近 く,

生体へ の悪影響 もな く,臨 床応用 につい てもほぼ満足ナ

ベ き成績を あげ る｡ま た,注 射局所 の副作用的症状 も極

めて稀れ であ り,1渾1回 の注射 で十分 その 目的を達 し

得 る｡注 射時 の疹痛 は 皆無で1回o.3～0.5ccで 目的'

を達 し得 るので無痛性筋注用 テ レピン油 として提唱 する

と共 に今後更 にそ の改善 に努力 したい と思 う｡

む す び

悪性腫瘍 の治療 につい ては,現 在 におい て も,な お早

期 に外科的根治手術 を行 な うこ とが最 良の治療 法である

ことに異論 はない｡し か し乍ら,わ れわれが最 もしば し

ぽ遭 遇する腎癌 を例 に とつてみて も,最 近 の10年 と,

更にそれ 以前の10年 間における胃切 除の5年 以上 生存

率を比較 した場合,特 に顕著な好転がみ られ た とは 言い

難い よ うに思われる｡こ こにおい て最近 各方面か ら手術

並びに放 射線療法に加えるに化学療法の必要性が唱え ら

れ るよ うになつて来た｡事 実,わ た くしどもの教室にお・

ける 胃i癌手術例の5年 以上の遠隔成績を調査 した結果 で・

は,手 術前後に化学療法を行なつた ものは,そ うでない

ものに較ぺて確かに成績が良い ことが判明 している｡
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ところ で,放 射線療法 に して も,化 学療 法に して も,

・その治療中に殆 どすべ てが,白 血 球減少を来た し,そ の

た め止む を得ず本来 の治療 を中断或は放棄せねば な らな

い ことが あ り,こ れ は,わ れわれ実地医家に とつて全 く

.致命的 な障害 である｡し たがつて,こ の白血球減少 を出

来 るだけ防止 し本来 の治療効果を十分発揮す るよ う努力

す る事 は私共臨床 医家に与 え られた1つ の課 題である と

言え よ う｡か かる意味 におい て,・わた くしどもが初 めて

提唱 した テ レピン油注射法が1つ の足場 とな るな ら極め

て幸甚 である｡

(終 りに特別講演 の機 会をお与 え下 さつた占部 薫 会

長に厚 く御 礼申上 げ ます)




