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園癌免疫と微量元素

。

。

荒川泰昭
静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学教室

はじめに

“癌免疫"の領域は細胞生物学，免疫学などの全

てを包含する広範な生命科，学そのものであり，こ

れにかかわる微量元素の領域もまた同等である .

本稿ではこの“痛免疫"を痛をとりまく免疫環境

として発癌，掘進展，市IJ癌の広領域でとらえ， そ

れぞれの領域における微量元素のかかわり方を現

在までに得られている知見をもとに 2IIiIにわたり

まとめてみた(図 I). 

1 . 発癌と微量元素

発癌領域における微量元素のかかわり方には大

別して 2つある . 1つは微量元素の欠乏ある いは

過剰によりホメオスタシスが崩れ，酵素，ホノレモ

ン， サイトカイ ンな Eの代謝能や活性化能力f抑制

あるいは冗進され，免疫応答に異常・混乱を生じ，

易癌性となる場合であり 1~5)，他の 1つはこうした

発癌感受性が尤進した状態のもとで，発癌性微量

免疫応答の修飾

元素(表 I)により 種々の DNA障害が発生し， そ

のあるものが細胞増殖や分化にかかわる遺伝子機

能を破壊あるいは変化させ，発結へと結びつく場

介てゃある(図 2). この中て二特に金属による 発怖

を“真の発惰性"かそれとも単なる異物刺激

(chronic irritation theory)あるいは免疫能の低

下による“見せかけの発癌性"かを明確に識別す

ることは現在のところ難ししヒ卜の場合，疫学

的調査による判定が付加される.

II. 癌進展と微量元素

癌免疫の中核をなすのは癌に対する宿主の免疫

応答であるが， その主体は①癌細胞に対する細胞

傷害機構と②癌細胞による免疫抑制発現機構であ

る. しかるに， この機構に関与するのは細胞性免

疫であり，液性免疫はほとん E関与しない(図 3). 

したがって，癌免疫を担うのは細胞傷害性T細胞

およびヘノレバーT細胞またはサプレッサ-T細胞

ということになる.この系に対して，微量元素は
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癌進展 発焔 ¥ ge癌抑制 癌抑制OIIIJ焔)
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( 腫霧細胞)

促進的作用 ~"っ 抑制的作用
分裂・増殖

転移

宿主の免疫応答系 図1 癌免疫と
微量元素
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表 1 微量元素のもつ発癌活性

微量ヒトにおける発周目 動物1;:おける発癌性 染色体異常
元素在学的証明 所見 実験動物 金属 所見 組織培養細胞 金属 所見
Cr 有 肺絡 ラット，ウサギ(筋 i:E，Cr，Cr価(3価)) 院j腫(注射音11位) ハムスターBHK← 21細1包 Cr(6{illi) + 

皮下j主，}由主) Cr(6 ハムスター胎児細胞 Cr(6{1目) 十

マウス，ラット(11及人) Cr(6価)肺癌 ヒトノ材I~J(Jl リンノ f球 Cr(6価)誘起性
>>Cr(3冊

Ni 有 肺11活 オ、コ，ハムスウタサーギ，マ(筋ウ結品型Ni肉腫(注射部位) フットIlti児筋肉 結I?H~Ni + 
鼻腔鰭 ス，ラット， 脂溶性Ni (切断)

注，皮下i主， JI主主u
モノレモット，ラ、yト(II}I(人) 結品型Ni!耐a:

IIrri存性Ni
ラット(;特j主) 1m;客位Ni各種臓器癌， 1士j腫

As 有 皮膚癌 けっ歯類(経口) As ヒト1'1血球 As(5側) + 
As(3佃i) ヒ卜IJ古児二倍体細胞 As(3{lffi) (切断)
As(5{耐)ー (WI38， MRC5) + 

ヒト末梢J(IlYンノf球 AAss(1(5耐価〉〉) 

誘(切起断性
) 

Be 不十分 マウス，ウサギ(静注)Be(2{iHi) 骨肉腫 ヒト末梢JUlリンノf球 Pe(2{目。
サノレ，ラット(1吸入) Be(2{面)肺癌

Cd 不十分 マウス，ラット(筋注，皮下i主)Cd(2価)肉腫(注射音11
燈位疹

) ラット11古ニ児ー細ズ胞ノ、
C
臼
d((22佃佃

) 
) 

+ 
皐丸Leydig チャイ ムスター + 

線車fT.芽細胞
ニワトリ(率丸|λ1) Cd(2{ifii) 皐丸・奇形腫 ヒトリンパ球 Cd(2価) + 

(切断)
ヒトリンノf球

)臼(淵)ヒ卜線維芽細胞
Pb 不十分 マウ，ス皮，ラドッ

i主ト)
(経 11，Pb(2価)腎癌 チャイ一一ズ、ハムスターpb側面) + 

腔j主
皐染丸癌 情差是細胞 (切断)

マウス(経口) Pb(2価) 色体臭常 ヒトリインニパー球
ズ

Pb(2{illi) 
ヒト Pb リンノf球中染色体異常 チャ ハムスター

明義組111包 Pb(2{1耐)
Fe 不十分

腔ハラッム
j
主トス皮ウタサー下ギ，

j
主マ(
) 

ウス， Fe(有機)肉腫(注射音11位) N.D 
筋j主，

， 
Co 未 皮ラッ下ト注，ウ，サギ(筋 j主， Co(2{耐) 肉腫(注射部位) N.D 

骨内) Co 
Ti 未 フット((筋j土)

) 
Ti(有機)肉腫肉(注腫射部位)

ラット筋注 Ti 線維
(粉末金属}リンノf件，11重

Zn 未

ニラウラッッズワトトラ(ト(率皐リ(率九，丸ハ以メしいム外いJiス
l

よ

Zi主りタ)
投)ー与)

Zn(2{iIli) 皐丸奇形臆 N.D. 

Zn(2{iIli) 精上Jx臆、附品、奇形腫
Zn(2佃i)

Se 未 けっ歯類
類

Se(6価)肝癌 ヒ卜末.fl~血リンノf球 Se(4{1自) + 
けっ歯 Se(4価) Se(4価)誘起性

Se(6価)ー >>>Se 
(6価)

癌原性物質 微量元す欠乏，過剰

(発?菌性微量元素)臆蕩ウイノレス感染
代謝能，活性化能の抑制，)C進

一一寸ユ B 1町 (静索，ホノレモン，サイトカイン)
U 1 11 rー『円門司?遺伝子以外の変化11:1 .!J ................r ZF一司よ

(刺1]胞膜な1::') I t::>発癌感受性の:/c進 免疫抑制免佼l町市
日 111

遺伝子情報の伝達異常111

DNA障害
G'I焔遺伝子の活性化

細胞分化の異常 II ':þ，.熔trll~ì lJ逃伝子の不Ìiti化
d.J Ja遺伝子bcl-2の細胞死抑制

} ロ 促 進癌進展の … 

l:J抑制

金属の化学形態

Cr(Milli):CCrr(CN103， 3 

Cr203 
Cr(6{11i):K2CCrr2004 7， 

Ca 
Cr03 

水溶性Ni:NiCI2， NiSO. 

ノ(
k不i1等性Ni
非 ，Hdr~型 :NiS， Ni
結品)1ヲ型:aNi3S2，

NiS，NiO 
IJ制作性Ni:Ni(CO).
As(3{ilii) :NaAs02， 

AS203， 

AscAIs3 
O As(5{iIIi) :H3As04， 

Na，HAsO" 
As20S 

Be(2作li): BeO， BeC03， 
BeS04， 
BeHPO.， 
BeSi03 

Cd(2古川): CdCI" CdSO.， 
CdS，CdO 

Pb(2{而).PPbb(3C(P2H0304)
山
h 

Pb(C，H30，)・2Pb(CH)，

Fe(
有
2
機
f耐)):FeS04 Fe(fi:l) :Fe炭化水素

Co(2{illi) :CoS， CoO. 
CoC12 

Ti(布機):Ti(C5H5)2

Zn(2{lIi):ZnCso 12， 
Zn れ

ZnN03 

Se (4{iIIi):N a2Se03' 
H，Se03' SeO， 

Se (6filli):NHa2s2Se0e04 4， 

図E 発癌ならび
に癌進展と
微量元素と
のかかわり

日医雑誌第113巻・第日号/平成 7(1995)年4月15日 8G-ll



2111殺 I泳三-川百三 : 千 三 - - 川川織さ憲判慨 をiII議問委側I披露言語概略鰍欄l!!lHI1玄え川三:手- 泌総幽 .

癌市11111包に刈する制)1包傷三;機梢

I亘弘HI(絶抗h~t認、識
機構の発引

宿主の免疫応答系

表 E 癌疾患における微量元素の動態

微量
腫 蕩

健常者との比較
特記事項

元素 匝i清)中I.!繍中量産
Zn 

腎焔腺悩f，，a大食，Jf)道i「若制痕癌1 ， H1l 
↓1， 2) 1)進行妨.JlJ 

立 包癌 発焔で~!lli"1 
JI出，勝 ↓1，2) 2)血i-t7Cu/Zn
悩腎f，AJH山道筋， 1汗癌 比I士iM

↓3) 
3)組織|失ldCfhufi/tZLn 相、

Se Urli焔，食道筋5)， ↓1-3) 1)進行 li;'i，r'f 

il縮癌1t包HI5焔，l}lJ，包H大l絡道JI曇，癌上癌，5)， 

発ïr，'íて ~!fi ;存
勝 肝 2)婚の進}起と
車!日 負の fllWI 
肝 ，焔上，部 ↓4) (進行・再発
i肖化1SR)~ 手L

3)血の指清標Se)/Mn 脱(，話
腎iii'i 正の中111刻

4)組高織値AI/Se 
11: 

5)血消 Sei氏
値による
擢忠危険率
の増大

Cu 肝細胞1M，食道 ↑]，2) 1)進行総で顕

焔i出j体rJ
1
払
/f，大 JJ曇

焔腎 i&i，J也道癌
2) I総相表血K樵清M調CC性Uuu低//ZZL n ↓3) 
3) Hlf;&Cu/Zn 

Fe 肝紺IJJ包灼
恥19肝制1I11包焔 1) 1)有志、若なし

!胞姉悩i'目焔，肝細 1) 

Al !防1f.~， í~J' 焔，肝細 ↑1) 1)特に)1市ii::で、
H包JiI'i 高値

肝細胞?腺M，泌上，吉11 ↑2，3) 
2)組組織手哉蓄A積I/S 

消化作 手L 3HIU1lltAI/Se 
腺iiI'i よI: "'~J値

Mn !)Ul包H焔焔，Ti煩，肝細 ↓1) 1)血清S巴/Mn
正のキ111長l

Mo 食道・山焔陽，胃癌，大
腸癌

Pb 肺結，同府，肝細 il) 1)特にJIili焔，
1包癌 骨|央l艇でl:Jl

C04+T:C04+T細胞
C08+T: C08+T刺IIJJ包

f直
2)血 i，'i-Pb/ 
Se， Pb/Mn 

LAICリンホカインi百位二化 負のキ111長l
キラー細胞

MqI・マクロプアージ
Cr JIiliiM， 'j'ii!.'i，肝細 ↑1) l)t~f( こIIiliï，i.'í て

高値
NK:ナチュラノレキラー細胞

PMN多核白血球

月肺包焔焔
↑2) 2)歯科技 1-，

師，汚染(?)

B:B紺JJJ包 Au 肺焔 ↑1) 1)歯科技[
癌納11包による免疫抑制発引機桃

TGF一β・transforming

growth factor-β 

師，汚染(?)

図3 腫蕩細胞に対する宿主の免疫応答と微量元素

促進的ならびに抑制的な両面から働く.すなわち，

微量元素はそれぞれがもっ生理活性に依存して直

接に，あるいは細胞内代謝や細胞応答関与の酵素

活性化機構，サイトカイン活性化機構，ホノレモン

活性化機構，情報伝達機構などへの影響を介して

免疫応答を修飾し，癌細胞の分裂，増殖，転移な

どの癌進展にかかわっている 1，4，5)

したがって，“癌"という特殊な環境下での微量

元素の動き(表 2)や意義(次号後編に表掲載)を知

日医雑誌第113巻・第日号/平成7(1995)年4月15日 88-12

ることは病態把握の上からも重要である.すなわ

ち，担癌生体における微量元素の有意の変動が癌

進展の直接の原因か否か(あるいは促進的に働く

か否か)は亜鉛ならびにセレンを除いては今後の

課題であるが，臨床上，癌の進展度合を把握する

指標としては極めて有効である.

癌の進展に対して抑制的に働く微量元素につい

ては，次号の後編で解説する。

(文献は次号に一括掲載)

協賛⑧.fi"J'P新薬工業株式会社



園癌免疫と微量元素
荒川泰昭

静岡県立大学食品栄養科学部公衆衛生学教室

に⑤癌細胞増殖に必要な特定微量元素の要求性の

増大，あるいは⑥それに対して抑制的に働く微量

元素の増大などがある.

本稿では前号lニヲ|き続き，さらに制癌の領域に

おける微量元素のかかわり方についてまとめてみ

?こ.

制癌と微量元素

癌の進展に対して微量元素が抑制的に働くのは，

現在までの知見てやは，癌部位てやの亜鉛欠乏による

増殖抑制6)やアルミ ニウムの組織蓄積による増殖

抑制7)などの他は，ほとんどが制癌剤として体外

より投与された場合である(表 I). この制癌機構

には①白金銭体や銅錯体の如<DNA!:.の直接作

用による場合，②有機錫や亜鉛の如 く増殖情報伝

達系の阻害(図 2，有機錫はゴノレジ体， 小胞f本に集

1 . 

“癌免疫"における微量元素のかかわり方には図

|に示すようないくつかの局面がある.すなわち，

“癌免疫"を発癌，癌進展， 制癌の広領域でとらえ

た場合，前号てや記 したよう に， 発癌領域てやは①微

量元素の欠乏あるいは過剰による一般細胞内代謝，

酵素，ホノレモン，サイ トカインなどの活性発現調

節機構の乱れや免疫応答の乱れが易癌性を誘発す

る場合や，②こうした発癌感受性が尤進した状態

てや癌原性物質(発癌性微量元素な ど)による種々の

DNA障害さらには増殖 ・分化にかかわる遺伝子

の機能障害が発癌を誘発す る場合がある.ま た，

癌進展の領域では③癌進展に伴って免疫系におけ

る微量元素の本質的役割に破綻を来たす場合や，

逆に④この破綻が癌進展を促進させる場合，さら

はじめに

。

正
常
過
程

癌
進
行
過
程

制
焔
過
程微量元素による免疫修飾

癌進展の自然史と微量元素図1

ー

発
焔
過
程

微量元素の正常な免疫系に
おける本質的役割lの維持

微量元素の欠乏あるいは
過剰による免疫系の破綻

作月j昔Ilf立

細胞内代謝機構(ホメオスタシス)
酵素活性化機構
サイトカイン活性化機構
ホノレモン活性化機構
情報伝達機構

。

免疫賦活ー|
免疫抑制 lI ITIJ • I 抗癌物質(金属抗癌)

協 賛 ⑧ 例7新薬工業株式会社
日医雑誌第113巻 ・第10号/平成 7(1995)年 5月15日 8G-13
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表 l 癌進展における微量元素の意義 ( )内は微量元素の生体あるいはJfIlr，'t，組織における状態を表わす.

微元量素 腫 蕩
癌進展1:::対する作用

特 記事 項
促進的 抑制的

ii'j化添癌(Tヒjijト_¥なラ1阜ット)
十(欠乏)，)，2) +(欠乏)。

1) I州車萎療C的u縮法調/Z，H査寺1T1比にあk:1榊lりお111包惑f直依仔J性免疫能低下，分化・増MJ!1l11jljm化捺癌， 癌(臆ヒト) +(血清低(J[)2同 化学
Zn Walker 256焔性肉 (ラット)， Ehr1ichIJUノド 十(欠乏) 2)佼学

貯:(マウス)，古川扶JIJ重(YS)(ラット) 3) J血清 七点iu直
i'IJ(jJ病(Ll210，BW5147)マウス) +(過剰投与)

消化器癒(ヒIIIiト.:Uラ車ット) 十((血欠if!乏低i)h)l)，2} 1)殺コ免ー疫Ij¥jホ能能ー低{丘卜町下研ド化学療法n，'j'(二地謡jj'j化.fuf癌， 癌， 1汗制I!抗告4)(ヒト) +削} 2) グノレタチオン・ペノレオキシタ守ーゼ関与
Se i??(仏ノ大腸'fN:，乳焔，悪性I!i五豚傷(ラッchト!)阪，勝 十Wt'j) 3) 究など疫こ(:(1')調合!あり

JI百 、ムスター)， P388 1'=1 J直1.7j有， Ehrli ノK 4))101i青AI/Seン上と七の出併値用
iii':， colon 26， 38結腸婚(マウス)5) 5シスプラチ によるlFT毒性の隠滅
ii'j化協癌(ラット) 十(欠乏)り 1)免淡と-能機錯低序体下は形(不成TltFil ll胞数減少)，殺菌能低下， T細胞との

Cu IFFiii'i(ラット) +(投リ )2)

2)核関連酸

Fe 消化器焔， 111制1111包術(フット) +(欠乏)'1 1)免疫能低ド序(Tl制11包数減少， MIFI]È~I"-: íì~低下)， T制1111包
との関連・機 ま不明

Mg 
I!Iニ焔(ラ、ノト) +(欠乏)1) 1)「(1M1血g球関機連能酵低素下に性伴低う下生，体防血御球能数低I持下

I百 れ 加 )

Sn P388白血病， Ehrlich腹水焔(マウス) +(欠乏)り 1))!i旬腺萎縮， T細胞依揃存性リピ免ド疫阿l能分低(サ下イ
P388向血病(マウス) 十(j支'j-)2) 2錫ステロイド， IJ旬腺出 モステリン)
肺結(ヒト)， I!干制1I1J包痕，上部Iドj化管腺筋，乳腺 十(組織蓄積)')

1)組発(IJ市織癌癌物A発l質/生Sのeを比紘約高酸5値0へ%の抑結制合)を!坊〈。AI 協癌(ラ，ット) 十(J(llh古1主イ[直)
Ih!i 胃癌，肝制1I1J包癌(ヒト)，肺癌(マウス) 十(投与)') 2) 

ii'j発化九熔腹路)話癌語(ヒ，(卵ト食)巣道筋筋"胃T荷1，大IJ引畠)(進行焔，
十(投 '})'-5)

1)D結シNス腸プA痛とラ，のチJ底Iン小抜，制カ反ノIJレ包応ポ腕，プP癌tラ-にDチはNン告Alf(労第錯J2体世形代成，減毒化)2) 
Pt I皐官ヰsi!i:'i'tri'， hífilj~' 肺癌， IJ旬昔JI箔，勝!削i'\t~賢 3) 痛， 癌告lf.

iIiii(ヒト)， i'lJUl病(Ll210)(ラット) 4)卯継巣癌なEでで腎，耐性発現による薬効低下あり
5) 続投ラ 毒性

Bi P388白血病， Ehrlich腹水協 +(投 'j.)') 1)シスプラチンとの側一周による腎毒性の軽減
colon38紡脇町司(マウス) (腎でメタロチオオ、イレ合成誘導)

j' 1 JUl病Is)(P388，焔Ll210)，腺メ貯ラiノーマ， 1!I!i箔 十(投与)'-4) 
l)Au錯f本:DPPE(:RuAのFLJl共CA1合存，)，成l'iA阻d手u性害(D増，Pタ強PンEノ)，Cl 

Au (Lewis)，結)!易 26，乳房 (マウス) 2)DNA合成Illl;ヰ， RNA1'1-IJJtIlli.i:l-F， !il://fク介成阻害

3)iJ郎、細胞毒性で，干Cf効uの， 
4)全てI.p投与 lV投'j-jJ.無効

lJj制高(Lewis)，B16メラノーマ， 十(j止り)1-4) 1)j11j1L転矯移活性がcE:
Ru MCa乳房府(マウス) 2) 発 に効果あるが， 一般に抗焔活性微弱

ヒト結腸癌(ラット)'1 3) Ru-DMSO錯休， Ruーアミン錯f4';:， Ruーヘテロサイクノレ銘体
4)リンパ増姫系(eg.P388tlllll病)(こは無効

Rh I何脆180，Walker 2567:¥1:， Ehrlich}J主ノド焔(マ 十(j立与)') l)DNA合成lift合，タンパク介IJX阻害
ウス)

EE纏重量謹・

焔化・増殖情報伝達系への作用 eg千1機錫
il1'鉛欠乏
~IE鉛過剰 I I核への直桜作用

eg白金銭体
銅錯{本
]ti鉛欠乏

1 必恥I I ~但刈mJ~E

図E 癌遺伝子と癌化・増殖へのシグナルとしてのイノシトールリン脂質代謝冗進機構と微量元素
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微量
元素

Pd 

Sr 

Ga 

有機
Sn 

有機
Ge 

有機Si

有機
Ti 

有機
V 

有機
Mo 

有機
Nb 

街機
Re 

腫 蕩
癌進展に対する作用

特記事項
促進的 抑制的

肉腫180，Landschutzljj{ノkJii'; +(投与)1-3) 1)入国体Pd(N)錯体.cis-(PdCI， (NH3) ，) (Pd (DPPE) ，) 
P388白血病2)，B16メラノ_72)，ヒト結』是焔(マ

2)2PCtよ10り4抗癌活性大ウス)
3)Ptに比べ， DNAとの結合性低い

結腸癒26(マウス) +(投ワ)1) 1)免疫化学療法におけるSrの併用効果

Cwa al7k5e5r12良5癌6縮，L性ew肉isJliIiJIIi; +(投与)1-') 1)タンパクチロシンホス性ファ阻タ害ーゼ活性阻害
腫(マウス) DNAポリメラーセY舌

2)Ga長期投(P与38は8，Mg12，Ca，Zn，Fe欠乏誘発
3)白血病 L IO，K1964)l，向E音hIir癌liclh腹水癌， 結腸

結，メラノー、積マ性，卵巣焔，品リ腎町':，!;， こは無効
4)腎への蓄 あり

皮膚癌， P388fi10|主1l病EE，IMCTIki 十(投 '})1-3) 
21))抗胸リン痛腺脂萎活質縮性代(謝T抗細陣増胞容殖依に活よ存性る|企増:ジ免嫡、7疫ツ情レ能キ報低ノ伝レ錫下達>，系分>の化トリ阻，7増害加殖キJノiIJtIJI) Ehrlich腹ノ削高， I~J Itili: 180 
3) 錫 レ錫

悪性1重リンパ腫，卵巣J!i';，大JI島知(ヒト)，惑|企リン +U立与)1-3) l)G免e疫1賦32i，舌プ作ロ用キがシ七ケツ(レ?ニウム，スピロゲ、ノレマニウム
ノfij)li(マウス) 2) 綱)ロj包ン|企誘，体液性ともに)

免疫調誘節，発イ末(ン梢糸タ球神ー体経フェ 起，抗質ウイノレスなど
3)腎不全 ド，市JJR古*11I管・聞の病変)

心筋障害
肺転移癌(マウス) +(投'j-)I) 1)抗転移活性

ヒト結腸線癌，ヒ，ウLトス!ei制w，3fih別s，lh市ヒ11)ト平厄多!11(1梢1マ1息片ウ筋ス)，，)ヒ結ト胃腸癌，
+(投り)1-4) 

1)紘肝無チシタス。機ヘノプ胃Tテセ腸ラ1ロはンチ管ク智鈴ニロ毒樹体棒マ性栴チにあDン(りラNにッA貯トを)留仁直f有免接効反ライ応ソ
ヒト胸部癌(マ 勝癌38， 23)) ソ'ームへ蓄積
B16メラノーマ

45) ) 

ヒト胃腸癌，ヒ卜肺焔，ヒ卜胸部焔)ヒト頭部癌，癌ヒ +(投与)1-3) 

1)パP肝マ比ウ般。ナ開例スドに腸移セ秘l度植管ン1，錯P毒ヒのtト体よ性結語りあ性腸抗り絹腺錨活に性i 
卜頚部癌(マウス癌，輿(椅移，I!D.I'i)，L巴wisll市 2) は弱L、
(マウス)，乳房腺 TA3Ha) (ラット)4) 3) 

4) 
5) 対係長UJ

Ehrlichll夏ノ判岳(マウス) +(投与)1，2) 1)モリフ占テッセン3昔{本
ヒト結腸癌，ヒ卜胸部焔(マウス，異種移植片)

2)抗無モ機リ増ブ殖Mデo活ンli性酵食(素道チタノセン錯体と間程度)
3)) 癌(キ(サランチンオキシタ'ーゼ)
4 ッ卜)に有匁J

Ehrlich腹水f卜高1旬(マウス) +(j貸与)1，2) 1)ーオボ、セン錯f4i:
ヒト結腸癌，ヒ 部焔(マウス，異種移航)干) 2)抗増殖活性(チタノセン錯体と同程度)
EhrlichJl!I7lc)邑(マウス) +(投与 )1，2) 1)レノセン錯体
ヒト結腸癌，ヒト胸部焔(マウス，異積移純片)

積し，細胞内リン脂質の輸送障害から PI代謝回

転， Ca動員化などりン脂質代謝系を阻害する 1，4)

亜鉛欠乏あるいは過剰は Cキナーゼの活性化を陣

害する 5，8))による場合， また③ノレテニウムの如く

抗転移作用による 場合，④有機ケツレマ ニウ ムの如

〈サイトカインヰ4pにインターフエロンやインター

ロイキン (IL)-1， 2の産生増強に働き，免疫賦活剤

(あるいは免疫調節剤)として作用する場合9)など

がある.現在までに米国立癌研究所(NCI)におい

て抗癌活性をテス卜された金属ならびにメタロイ

ド化合物の数は，錫が最多 (2000種以上)で，次が

白金(約1500種)である.その他，多いものとして

銅(約1280種)，鉄(約880種)，亜鉛(約860種)，セ

レン(約730種)などがある.

おわりに

癌免疫における微量元素のかかわり方をまとめ

てみた.はじめに述ぺたように癌免疫とそれにか

かわる微量元素の領域は広範である.今後，この
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2)抗増殖活性(チタノセン鈴体と同程度)

癌免疫機構における微量元素の役割や作用に関す

る機序解析は腫蕩免疫機構全体の解明や癌治療の

上で大きく貢献するものと思われる.最後に，紙

面の都合て告Ij愛したが，個々の微量元素の各系に

おける詳細な機序などについては他書を参照され

たい
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