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I緒 言

1891年Ehrlich9)が 創 始 し, Pappenheim41), Na

egeli36)に より完成 された塗林固定 染色法は,そ の

後 の白血病研究 を血球 形態学 を中心 とす る方向にす

す めて来た.更 にSabin42),清 野30)等 によ り中性

赤,ヤ ー ヲス緑 による超生体 染色法 が完成 され るに

及 び,白 血病細胞学 は死後観 察か ら超生体観察へ と

進展 し,近 年 に至つ ては位相 差顕 微鏡,電 子顕微鏡

及 び螢光 顕微 鏡等に よる観察方法 も導入 され,白 血

病研究 に 目覚 しい進歩を斎 らして きたのであ る.併

し,こ れ等 の方 法は死後乃至 は瀕死 の状態 における

観察で あるため,微 妙な 白血病細胞 の動態研究 には

全 く不充分で あつて,近 時次第 に増加 しつつ ある非

白血性 白血病 の診断,類 白血病反応又 は再生不良性

貧血 と白血病 との鑑別等 に際 して は履 々混乱を生 じ,

特 に各種芽球 の鑑別 に至つ ては困難な場合が多 かつ

た.従 つて適切な治療を行 なうため白血病種 の正確

な診断が要求 されて いる現在,新 しい血球観察法 の

登場が望 まれ る次第で ある.

鼓 に於いて教室で は生 きた儘 の血球並 びに造血組

織の形態学的及び機能的研究 を目的と して,各 種造

血臓器の体外組織培養法 を大 き くと り上 げ,組 織 的

且つ系統的に研究 し,基 礎18) 20) 38)並 びに臨床血液

学19) 39) 90) 49)に多大の業績を挙 げて きた.従 来,骨

髄体外組織培養に よつて血球 の動態観察 を した記録
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は比較 的少な く, Foot11), Carrel4), Erdmann10)等

による断片的な報告 をみ るにす ぎなかつたか ら,教

室で行 なつた系統的且つ徹底 的な研究の意義は誠 に

大 きい もの と云え よう.こ の内,田 村49),末 永47),

大亀37)は中性赤,リ チオ ンカル ミン,ヤ ー ヲス緑等

を添加 して生体染色 を行 ない,太 田40)はこの生体染

色法 で白血病細胞 を観察 し,又 嘉 村26)と共に位 相差

顕 微鏡を も駆使 して超生体観察 では成 し得なかつた

動 態観察 を行 ない得 た.又,渡 辺54)は螢光色素Ac

ridinorangeを 添加 して培養 し,螢 光顕 微 鏡 で観 察

す る螢光 培養法 を案 出 し,人 骨髄諸細胞の螢光 観察

を詳細に行ない,小 林31)は人淋巴腺で,木 畑29)は動

物 脾でそれぞれ 同様 に して各 種正 常血液細胞の螢光

所見 を明 らか に した.

弦 に 螢 光 顕 微 鏡 の歴 史 を一 瞥 す る と, 1904年Ko

hler24)に よ り創 製 され て 後,暫 くは 固 有 螢 光 の 観

察7)に 留 つ て い た が, Haitinger14)の 螢 光 色 素 法 に

よ る二 次 螢 光 の観 察, Strugger44)の 濃 度 効 果 の 提

唱 以 来,医 学 に広 く応 用 され る処 とな つ た.即 ち細

菌 学 分 野 で はHageman13)に 端 を 発 し,結 核 菌 染 色

法56)は 既 に広 く利 用 され て 居 り,免 疫 学 に お い て も

Coans5),田 中50)は 螢 光 抗 体 法 に よ り抗 原抗 体反 応 の

場 を 追 求 した.組 織 学 に お い て はHicke15),熊 谷 鋤

が 固 定 組 織 の 染 色 観 察 を 行 な い,細 胞 学 の 分 野 で は

Friedman12)が 子 宮 癌 の 細 胞 診 を 行 な い,服 部16),

 Vinegar52)は 腹 水 細 胞 を 観 察 した.細 胞 化 学 で は

Bertalanffy2), Mellors34)に よ るRNA染 色 が 挙 げ

られ る.血 液学 に お い て もBraunateiner3), Leon

hardsberger33), Werth53), Kosenow25), Contier6),

 Eder8),天 木1),宇 野51),山 下55)等 の記 載 が み られ

るが,何 れ も超 生 体 染 色 法 に よ る観 察 を 主 と し,生

体 観 察 と云 え るの はKosenow25)の 海 〓 骨 髄 培 養 の

み で あ つ た た め,教 室 渡 辺54),小 林31),木 畑29)ら は

螢 光 培養 法 に よ り,従 来 成 し得 な か つ た生 きた細 胞

の螢 光 観 察 を 行 な つ た ので あ る.

そこで私は教室に於ける白血病研究の一環として

螢光培養法により各種白血病患者の骨髄を培養し,

増生帯及び白血病細胞の螢光所見,更 に螢光と細胞

機能の関係について追求し,白 血病研究に新しい分

野を開くことを試みたのであるが,先 づ本編では各

種白血病増生帯の弱拡大による観察成績を報告し,

それによる白血病診断の可能性につき論ずる.

II実 験 方 法

1.実 験 材料

昭和33年5月 よ り同35年10月 迄 の間 に平木 内科 に

入院せ る各種 白血病 患者の 内,全 く未治療 の もの50

例 につ き胸骨骨髄穿刺 を行 ない,得 られ た骨髄組織

片を用 いた.症 例 の内訳は表1に 示 したが,病 名の

診断 は末梢血及 び骨髄塗抹 標本 のMay-Giemea染 色,

 Peroxydase反 応,及 び教室考案 の臨床 培養法39)に

よる観察で慎重 に決定 され た ものであ り,急 性好塩

基球性 白血病 の1例27)で は骨髄穿 刺液体外液体培養

を も行ない診断を確定 した ものであ る.白 血 病種別

の例数 は次の如 くで あるが,以 下 の文 中にては カ ッ

コ内に示す略称を用 いた.即 ち,急 性 骨髄性 白血病

(AML)5例,急 性淋 巴球性 白血病(ALL)8例,

急性好塩基球性 白血病(ABL)1例,慢 性骨髄性 白

血病(CML)13例,慢 性淋巴球性 白血病(CLL)2

例,単 球性 白血病(ML)21例,計50例 であ る.

第1表　 被 検症例
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2.培 養方 法

教室 渡辺54)の考案せ る螢光培養法 によ り培養 した.

即 ち,培 地には血清1滴 及 び1ml中Vitamin B12

 80γ, Acridinorange 0.2mg含 有 の 生理 的食塩 水溶

液1滴 を混合 して用 い(Acridinorange培 地 濃 度 は

10-4と な る),平 木式 臨床培養 盤No. 1の 上に前記

培地 を拡 げ,培 地 中に前述 の組織 片を グ レー フ ェ刀

にて1mm3の 大 きさに細切 せ るものを置き,被 覆

硝子で覆つて周囲をパ ラフ ィン で封 じ, 37℃ 孵卵

器 中に被覆硝子面を上 向きに して静 置培養 した.

3.観 察方法

上記標本を培養後3, 6, 12, 24時 間 目に取 出 して

螢光顕微鏡で観察 した.螢 光 装 置 はKarl-Zeiss製

Large Fluorescence Equipmentで,光 源 はOSRAM

第2表　 代 表 例 骨 髄 像(May-Giemsa染 色 に よ る)
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HBO 200高 圧 水 銀 蒸 気 燈 で あ り,光 源 フ ィル ター は

BG 12,接 眼 フ ィル タ ー に はOG 5を 用 い ,拡 大 培

率 は10×12.5と して 観 察 し,写 真 撮 影 に はSuper

 Anecochrome ASA100を 用 い, 4乃 至6秒 の露 出 を

行 つ た.

4.記 載方法

増生帯の螢光 の推 移を 出来 るだけ正確 に記載 す る

ため,渡 辺 に従つて次の方法 を用いた.

1)螢 光色を赤,赤 橙,橙,橙 黄,黄,黄 緑,緑

(〓),緑(+),緑(±),(-)に 分 けて表現 す る.

2)増 生帯 の細胞 を中心部,中 間部及び周辺部 に

互 り100ケ 無 差別に撰び,胞 体部 の螢光 と核部 の螢

光に分 け,各 段 階に属す る螢光の%を 出す.

注1,胞 体部螢光 とは,胞 体原形質の螢光 と顆粒

の螢光の総称 であ り,従 つて顆粒な き細胞では原形

質 の緑色が胞体部螢 光 とな り,好 中球の如 く顆粒の

多 い細胞では原形質 が殆 ん ど認 め られぬ為,顆 粒の

赤橙 色が胞体部螢光 とな る.

注2,単 球淋 巴球 の如 く顆粒 の少 い細胞では,原

形質 と顆粒 とが 占め る面積比 を概 算 し,例 えば原形

質8/10,顆 粒2/10な らば緑(+)8/10,赤 橙2/10の 如

く表現す る.

注3,核 部螢光 とは,核 膜,核 網,核 小体,核 質

の螢光 の総和であ り,そ れぞれ異つ た螢 光を呈 す る

時 は注2に 準 じて計算す る.

注4,す べて細胞の如何を問わず色調 のみを 問題

とす る.

3)胞 体部 の螢 光を○,核 部の螢光を● にて表現

し,各 々2%を1個 の記号 として,縦 軸 に螢光色を,

横軸 に時間を とつて分布図を作製 した.

4)症 例 は50例 に も達 し,実 験成績は莫大な量 と

なつたた め,複 雑 化を避 け るため各種 白血病 より代

表 例3例 迄を撰んで記載 し,代 表例の平 均値を以て

分 布図を作製 した.尚,代 表例 には骨髄像 が教室に

於 け る白血病 統計21)のそれ に略々一致す るものを撰

び,表2に 詳 細を掲 げた.

III実 験 成 績

1.急 性骨髄性 白白病(図1,写 真1)

a.症 例41.角 乢○ ○, 〓7才.

培 養3時 間後 の増生 帯は細胞密度が非常 に調密で

増生 帯辺縁は鋭利 に区劃 され,瀰 漫性に緑色を呈 し,

周辺 部には少数の赤燈色,黄 緑色 の螢 光が混在 した.

増生 帯中心部で は核部,胞 体部共 に全 て緑色 であ り,

周辺部 には核部 緑(〓)で,胞 体 に赤橙色顆粒 の充

満せ る細胞,並 びに核部胞体 部共 に黄緑色 の細胞 が

混在 し,6時 間後 では周辺部 の赤橙色 顆粒 は梢々増

加 し,核 部 には黄 緑色 が増加 し,こ の傾向 は時間 と

共 に漸次 中心部 に波及 した.他 方,周 辺部 で は6時

間をす ぎると赤橙色顆粒 は漸次槌色 し,橙 色,橙 黄

色を経て無螢光 とな り,核 部 に も燈色 調の螢光がみ

られ,更 に膨化 して核部胞体部 の不 明瞭な緑(±)

の陰影 とな り, 24時 間後で はこの緑色 膨化せ る細胞

は9.2%に 達 したが,中 心部で は尚赤橙 色,橙 色 の

顆粒が残存 し,核 部には黄緑色が多数 み られ た.

第1図　 急性骨髄性白血病螢光分布図

b.症 例45.池 田○○,〓24才.

培養3時 間後の増 生帯は症例41と 同様非常 に稠密

で辺 縁鋭利に区劃 され,瀰 漫性 に緑色を呈 したが,

周辺部 では胞体部 に赤橙 色顆粒 が梢 々多 く, 6時 間

後 には周辺部 に核部 の黄緑色,胞 体部 の赤橙 色が増

加 し,中 心部 では胞体部 に赤色又 は赤橙 色の微細な

顆粒が播種状 に散在 し時 間と共 に増加 した. 12時 間

後で は周辺部 に顆粒褪色,核 緑色膨 化が著明であ り,

 24時 間後で は18.4%に 達 したが,中 心部 では尚赤橙

色顆粒が多数残存 した.

c.症 例50,畑 ○○,〓57才 .

培養3時 間後の増生帯は非常に稠 密で はあ るが,

辺 縁は比較的鋭利 と云え る程度で あ り,中 心部 では

緑色 が,周 辺部 では赤燈 色が支配的で あつ た.核 部

には緑 色が多 く,胞 体部 には赤橙 色顆粒が多 く, 6

時 間後 では胞体部 に赤橙色 が著 増 し,核 部 に黄緑色

が増 したが周辺部 では既 に顆粒 の褪色がみ られ, 12

時間後 では顆粒褪色及 び核緑色 膨化を来 した ものは

30%を 越え, 24時 間後で はそれ ぞれ58 .8%, 57.2%

に達 した.こ の時期 に中心部で は尚,核 は黄緑色で

胞体部 には燈色顆粒 が残存 した.
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d.小 括

AMLの 増生帯 は何 れ も非 常に稠密 で 辺縁鋭利に

区劃 され,培 養後6時 間迄 は瀰 漫性 に緑色を呈 し周

辺部で は赤橙 色調が強 く,時 間 と共に赤橙色螢光 は

漸 次増加 して 中心部 に波及 し,核 部には黄緑色が増

し, 12時 間をす ぎると周辺 部よ り赤橙色顆粒 の褪色

が起 り,核 は緑色膨 化に陥入 り, 24時 間後で は これ

等 変性 細胞は平均28%を 越えた.代 表例3例 の平均

値 によ り螢光分布図(図1)を 作製す ると,上 述の

螢 光の推移が比較 的正確 に図示 され,而 も螢光 の分

布 は後述の他種 白血病 とは異つ た特徴 的な ものであ

る事が明瞭で あ る.

2.急 性淋 巴球性 白血病(図2,写 真2)

a.症 例24,平 木 ○,〓22才.

培養3時 間後の増生帯 は非常に稠 密で辺縁は全 く

鋭 利に区劃 され,瀰 漫性 に緑色を呈 し,周 辺部では

黄色調 が強い.核 部及 び胞体部 の黄色調 の螢 光は時

間 と共 に漸増 し乍 ら中心部 に波及 し, 6時 間後では

緑色螢 光は中心部 にみ られ るのみ とな るが,周 辺部

で は胞体部に赤乃至赤橙色 の微 細な顆 粒がみ られ,

胞体 が橙 色調を呈す る ものが出現 し時間 と共に増加

す るが, 12時 間後で は既 に周辺部で顆 粒の褪色 と核

の緑色膨 化が始 ま り, 24時 間後 では22.6%に 達 した.

この時 期に中心部 は核,胞 体部 共に黄色 又は黄緑色

を呈 したが,赤 橙色顆粒 は認 め得なかつた.

b.症 例32,大 川○○,〓21才.

培養3時 間後の増生帯 は前例 と略 々同様であつた

が黄色調 の螢 光が梢 々多 く,為 に増生帯は瀰 漫性に

黄緑色 を呈 し,そ の間 に赤橙色螢 光が点 在 した.核

部 は時 間と共 に更に黄色調 を増 し, 6時 間後では胞

体部 に微 細な赤色顆粒が散在 し時 間 と共 に中心部 に

波及 した. 12時 間後 には周辺部 の顆粒褪色 核 緑色

膨化が著 明で, 24時 間後 には26.0%に 達 したが,こ

の時期 に中心部では核部,胞 体部共黄 緑色が多 く,

赤橙色 は認め られなかつ た.

c.症 例43,三 木 ○○○,♀15才.

培養3時 間後の増生帯 は上述 の2症 例 と略 々同様

であ るが,胞 体部に赤橙 色顆粒 が稍 々多 く特 に周辺

部に散在 し,6時 間後に は中心部 に も少 数が散在 し

たが,以 後急 速に褪色 し12時 間後 には赤橙色顆 粒は

殆ん どな く,周 辺部 では胞体の橙 色調螢 光が19%に

達 し,核 緑色膨 化を呈す る もの も多 く, 24時 間後に

は26.0%に 達 した.

d.小 括

ALLの 増生帯 は非 帯 に稠 密 で 辺縁鋭利に 区劃 さ

れ,瀰 漫性 に帯黄緑色 を呈 し,周 辺部 では黄色調 が

強 く,先 のAMLの 螢光 とは対 照的であつ たが,代

表例3例 の螢光 を分布図(図2)に 表 わす と差異 は

一層 明瞭 となつ た.時 間的推移 において もAMLの

如 く赤橙色顆粒の増加は著明でな く,本 症では胞体

の橙色調螢光の増加が特異的で あつた.

第2図　 急性淋巴球性白血病螢光分布図

3.急 性好塩基球性 白血病(図3,写 真3)

a.症 例9,市 川○○,〓12才.

培養3時 間後の増生帯 は非常 に稠密で辺縁鋭利 に

区劃 され,核 部 は緑色を呈す るが胞体部の赤橙色顆

粒 に覆われて認め難 く, 6時 間後で は顆粒 は更 に増

加 して赤色調を帯び,こ の為増生帯は瀰漫性 に赤色

を呈 した.時 間 と共に核部には黄緑色螢光が増加 し

たが,胞 体部の赤色顆粒は12時 間後に も全 く褪色を

認めず, 24時 間後では周辺部で稍 々褪色 して橙色調

の螢光が主 となつたが,全 く褪色 して緑色膨化を来

した ものは13.0%に す ぎず,中 心部は尚瀰漫性に赤

橙色を呈 した.

第3図　 急性好塩基球性白血病螢光分布図
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b.小 括

ABLの1例 で はAML, ALLと 同型の増生帯が

著明な顆粒 の螢 光によ り瀰漫性 に赤色を呈 した.螢

光の時間 的推 移を分布図(図3)で みると,赤 色顆

粒が容易 に褪色 せぬ事が特異 で, 24時 間後に も赤,

赤橙色 の螢光 が多数み られ, AML, ALLと は全 く

異つ た分布 を示 した.

4.慢 性 骨髄性 白血病(図4,写 真4)

a.症 例7,揚 枝○○○,♀47才.

培養3時 間後の増生帯 は稠密 で辺 縁鋭利 に区劃 さ

れ た内層 と,稍 々疎 なる外層 とよ り成 る二 重増 生帯

を形成 し,顆 粒 の螢光 によ り瀰漫性 に赤橙色 を呈 し,

中心部で は緑色螢光 が多 い.胞 体部 は中心部以外は

赤橙 色顆粒で覆 われ,核 部 は緑色 明瞭で, 6時 間後

には胞体部の赤橙 色調 が更 に増加 して90%に も達 し,

核部 には黄緑色 が増加 した. 12時 間後では周辺 部に

赤橙色顆 粒の褪色が み られ,核 部 に橙 色調 螢光が出

現 し,核 が緑色 膨化を来す もの も多 く, 24時 間後で

は緑色 膨化が27.8%に も達 したが,こ の時期に中心

部 は尚瀰漫性 に赤橙 色を呈 し,そ の間に核の黄緑色

螢 光が混在 した.

b.症 例20,加 藤○ ○,〓30才.

症例7と 同 じ く二 重増生 帯を呈 したが,内 層は遙

かに広大 で,且 つ緑色 螢光が支配的であ り,内 層周

辺 部 と外層で は瀰 漫性赤橙 色を呈 した.胞 体部 には

症例7に 比 して赤橙 色顆粒が少 く, 6時 間後の緑色

螢光 は22.8%も あ り, 12時 間後には中心部に赤橙色

調が増加 したが,他 方周辺 部では顆 粒の褪色が著明

で,核 部 の橙色 化 もみ られ, 24時 間後の核緑色膨化

せ る ものは19%に 達 し,こ の時中心部は尚瀰漫性に

赤橙色を呈 し,そ の間に核部 の黄緑色螢光が混在 し

た.

c.症 例36,伊 藤○ 〓27才.

培養後3時 間 の増生 帯は症例20と 全 く同様な所見

を示 し,以 後 の時 間的推移 も等 しかつた.

d.小 括

CMLで は既述 のAMLに 類 似 した稠 密で辺縁鋭

利な増生帯 の外側 に,密 度の稍 々疎な る部分が存在

して所謂二重増生帯 とな り,中 心部 では緑色螢光が

多 いが 内層周辺部及 び外層 では顆 粒の螢光によ り瀰

漫性に赤橙色を呈す る.代 表例3例 の平 均値 で螢光

分 布図(図4)を 作製 す ると,赤 橙 色顆 粒は時間 と

共 に増 加 して6時 間後 では胞体部 の大部 分を占め,

 12時 間後で も褪色はAML程 著明でな く,核 部 も橙

色調螢 光が漸次増加す るが緑色 膨化は著明でな く,

 24時間後でも胞体部は主として赤橙色を核部は緑色

を呈し,既 述の急性白血病の何れとも異つた特異な

分布が認められた.

第4図　 慢性骨髄性白血病螢光分布図

5.慢 性淋 巴球性 白血病(図5,写 真5)

a.症 例3,筒 井○○,〓57才.

培養3時 間後の増生帯 は広大で非常 に稠密 な部分

と,そ の外側の稍 々疎な る部分 とよ り成 るが,そ の

境界は明確でない.中 心部では核部胞体部共 に黄緑

色又は緑色が支配的で,周 辺部で は核部 の黄色 と胞

体部の赤橙 色顆粒 とが混在 し,黄 色,赤 橙色 は漸 次

増加 して6時 間後には胞体が橙色を呈す る もの もみ

られ た. 12時 間後で は周辺部に胞体橙 色の細胞 が増

加 し,核 部 にも橙 色調螢光がみ られ,以 後漸次褪色

して24時 間後 には緑色膨化せ る ものが15.6%に 達 し

たが,中 心部では 尚核部,胞 体部共 に黄色螢光 が著

明で あつ た.

b.症 例27,福 滝○○,〓67才 .

培養3時 間後の増生帯 は内層稠密で外層疎 なる定

型的な二重増生帯 とな り,核 部,胞 体部共 に瀰 漫性

に黄緑色を呈 し,外 層では胞体部 に赤橙 色顆粒 が少

量み られ,漸 次増加 して6時 間後で は胞体橙色 の細

胞 も出現 し,為 に増生帯は瀰漫性黄色で 中に赤橙色,

橙色の螢光が散在 した. 12時 間後で は胞体部,核 部

共に橙色調の螢光が増加 し,そ の後漸次褪色 して24

時間後 には胞体部の全 く褪色せ る もの15.2%,核 緑

色膨化を呈す る もの11.2%に 達 したが,中 心部 では

核部,胞 体部共に尚黄色が支配 的であつ た.

c.小 括

CLLの2症 例の 内, 1例 は表2に 示す 如 く骨髄

像分類 において多数の顆粒球が認 め られ,事 実その

増生帯 には赤橙色顆粒が多数 混在 し二 重増生帯を形

成 しなかつ た.他 の1例 では骨 髄像に顆 粒球は殆ん
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第5図　 慢性淋巴球性白血病螢光分布図

ど認め られず,そ の増生帯 は定型的な二重増生帯 と

な り瀰漫性 に黄 緑色 を呈 した.従 つて後者を骨髄像

よ りみたCLLの 代 表例 と考 え,そ の螢 光を分布図

(図5)に す ると,核 部,胞 体部共に 前 述 のALL

と同 じ く黄色調 の螢 光が多いが,赤 橙 色顆 粒及 び橙

色 胞体は遙か に本症 に多 く,他 方その 褪 色 はALL

に比 して極めて緩徐 であ り緑色膨化を来 す もの も少

数 であつ た.

6.単 球性 白血病(図6,写 真6)

a.症 例8,安 原○,〓44才.

培養3時 間後 の増生帯 は非 常に稠 密で辺縁 は比較

的鋭利 に区劃 され,瀰 漫性緑 色の中に赤橙 色,黄 緑

色の螢光 が混在 した.中 心部 では核部,胞 体部共に

緑色が多 いが橙 色顆粒 も散在 し,周 辺部 では赤橙色

の顆粒が多 く,時 間 と共に増加 して漸次 中心部 に も

及 び, 6時 間後 では核部に も黄色調が増加 して増生

帯 は赤橙色,黄 緑色 が略 々同量 となつ た.赤 橙色顆

粒 は6時 間以後 は急速 に褪色 し, 12時 間後では13.4

%, 24時 間後で は386%が 無螢光であ り,中 心部 に

少量 の橙 色調顆粒を残 すのみで核の緑色膨 化せ るも

の も19.4%に 及んだ.

b.症 例29,馬 越○○,〓6才.

培養3時 間後の増生帯は稠密で,辺 縁 は比較 的鋭

利に区劃 され,胞 体部には症例8に 比 し赤橙色顆粒

が多 く中心部 に迄 散在 し,周 辺部で は核部の黄色調

螢光 が多数 混在 して多彩な螢光を呈 した.赤 橙色顆

粒 は中心部 において も漸次増加 し核 は黄色調を増す

が,周 辺部で は6時 間後に既 に核部の橙色調螢光が

み られ,時 間 と共 に増加 し, 12時 間後 には20%に 達

し同時に赤橙色顆粒 の褪 色 も進行 したが症例8程 著

明 ではな く, 24時 間後 で も中心部に多数の赤橙色 が

認め られた.

c.症 例38,柏 野○○○,〓71才.

培養3時 間後の増生帯は症例29と 略 々同様であ り,

中心部 において赤橙 色顆 粒が稍 々少かつたが, 6時

間以後 の経過 は全 く等 しかつた.

d.小 括

MLの 増生 帯は非常に稠 密で辺 縁は比 較的鋭利に

区劃 され,核 部,胞 体部 の緑色,赤 橙色,更 には核

部の黄色調螢光が加 わつて 誠に多彩 な螢光 を呈 した.

これ を代表例3例 の平均値 による螢光分布図(図6

)で みると,螢 光 は赤色 より緑色 に至 る迄略 々均等

に分布 し,他 種 白血病 にみ られな い特徴を示 し,更

に本症 では核部の橙色調螢光が多い ことも特異であ

つ た.

第6図　 単球性白血病螢光分布図

IV総 括並びに考按

Acridinorange(以 下Aoと 略)水 溶液に紫外 線を

照射す ると, Stokes43)の法則によ る二次螢光を発す

るが,そ の色調は濃度に よつて異 り,赤,橙,黄,

緑等を呈す ることが知 られ,こ れをStrugger44)は

Konzentrationseffektと 呼ん だ.こ の特性 の故 にAo

は諸種螢光 色素中最 も多 く用い られ,教 室服部16)の

実験 で もAoが 螢光染色に最適の色素であつた.そ

こで教室渡辺54)はAoを 骨髄体外組織培養に応用す

る事 を試 み,教 室考案 の臨床培養法 にAoを 培地濃

度1万 倍 とな る様添加 して螢光 顕微 鏡で観 察す る方

法 を案出 し,こ れを螢光培養法 と呼んだのであ る.

Aoに よつて染色 された細胞 は,各 種 構 成 々分の

Aoに 対す る親和性が異 るため,濃 度効果 によ り多

彩 な 螢光 を発 するか ら,そ れぞれ構成 々分の異 る各

種細胞 は螢光 に差 を生ず る筈であ る.教 室の渡辺54),



324 小 塚 堯

小林31)はそれぞれ正常人骨髄及び非病的淋巴腺の螢

光培養を行なつて,各 種正常細胞の螢光像に特徴を

見出した.即 ち生きた細胞では胞体,核,核 小体は

緑色で,顆 粒は赤橙色を呈し,従 つて幼若細胞では

胞体に緑色を認め,成 熟につれて顆粒球系細胞では

顆粒の赤橙色螢光が著明となり,淋 巴球系細胞では

核の黄緑色螢光を特徴とし,単 球系細胞では緑色の

胞体と核周に集簇性を示す赤橙色顆粒により多彩な

螢光を呈した.従 つて渡辺の骨髄増生帯が瀰漫性赤

橙色を呈し,小 林の淋巴腺増生帯が瀰漫性黄緑色を

呈して,全 く対称的だつたのは,主 として増生帯に

出現した細胞が,前 者では好中球であり,後者では

淋巴球であつたからである.

さて各 種白血病の増生帯 にはそれぞれ の血球系統

に属す る細 胞が多数 出現す るか ら,そ の螢光 はそれ

ぞ れ異 る筈であ る.事 実私 は各種 白血病患者50例 の

骨髄螢光培養 を行 ない,所 期の如 くそれぞれの増生

帯が異つ た螢光 を呈 す る成 績を得た.各 種 白血病の

増生帯 において み られた増生 様式 の差は教室におい

て既に早 くか ら主張 され19),小 野39)がAML, CML,

 MLに おいて,又 川野28),松 木35)がMLに おいて

観 察 したの と全 く等 しく,十 川48)も末 梢血 培養で同

じ結果 をみてい る.教 室渡辺54)はAo培 地濃 度1

万 倍におけ る正常 人骨髄増生 帯が,臨 床培 養法 によ

る対 照に比 し,比 較成長価,密 度指 数で は培養6時

間迄大差 な く,好 中球遊走速度 は対照 よ り低値乍 ら

もかな りの遊 走を認め,こ の濃度 に於 ける培養が可

能 であ ると結 論 したが,白 血病骨髄の増生帯に於い

て もAoの 毒性の影響 は極めて微 々たる もので ある

ことが予想 され,事 実臨床培養法に よる成績 と一致

したことは これを裏 付 けるもので ある.さ て,渡 辺

の正常人骨髄培 養の増 生帯は中心部稍 々密で周辺 に

向つて漸次疎 とな る増 生様式を示 し,白 血病骨髄の

それ とは全 く異 るものであつた.こ れは主 として増

生 帯に出現す る細胞 が成熟好 中球 であつて活溌に遊

走 したか らで あるが,他 方急性 白血病骨 髄では幼若

細胞 が異 常に増殖 し,そ れ らの細胞 は遊走性 が少 い

か又 は全 く遊 走性を欠 き,更 に少数存在す る成熟細

胞 も機能低下 のため遊 走性が劣 るか ら,辺 縁鋭利 に

区劃 され,細 胞 密度の甚だ高い増生帯を形成 したの

で ある.代 表例 に示 した骨髄像,更 に教室 にお ける

白血病統計21)か らも推測 され る様に, AMLの 増生

帯構成細胞 は骨髄芽球 を主 とす る幼若細胞であ り,

成 熟細胞 は少数 が辺縁 部に見 られ るのみで あり,こ

の事 は教室小野39)が臨床培養法に於いて認め,教 室

太 田40)が中性赤,ヤ ー ヲス緑を添加せ る生体染色所

見 よ り支持 し,教 室服 部17)が培養組織 の切片染色 に

よ り確認 した処で あ る.又AML骨 髄 に於 ける好 中

球遊走速度 は,井 上23)が超生体染色で,小 野39)が臨

床培養法で観察 し,共 に著 明な低下 を認めた.

次 にCMLで は成熟細 胞が多数出現 し,そ の遊走

能 も比較的良 く保 たれて いる為,幼 若細胞に よる稠

密な増生帯の外側 に,正 常人骨髄増生帯 と同様な周

辺部増生帯を形成 したので ある.教 室小野39),太 田

40),服 部17)はCML増 生帯で は幼若細 胞は内層に,

成 熟細胞は主に外層にあ ると云い,坂 野45),井 上23)

及び教室小 野39)は好中球 遊走速度の軽度低下 を認 め

たが急性症程 著明ではなかつた.

MLで は代表例 の骨髄像及 び教 室の 白血病統計21)

が示 す如 く,多 数 の単球 系幼若細胞の他に,好 中球,

淋巴球 もかな り残存 する例 が多 く,小 野39),川 野28),

太 田40),服 部17)らの観察 で も中心 部に幼若単球が密

集 し,周 辺部 は成熟単球,好 中球及 び淋巴球 が混在

して居 り,従 つて増生帯辺縁 は全 く鋭利 とはな らな

い.教 室川野28)は本症 に於 ける好 中球及 び成熟 単球

の遊走速度を測定 し,共 に正常人 同種細胞 に比 し著

明な低下を認めた.

茲で実験 成績中の各症例につ き再検討 して みよう.

先づAMLの 症例41で は,骨 髄像 によつて も明 らか

な如 く多数を 占め る幼若細胞の他 に好中球,淋 巴球

も多数出現 したため,稠 密な増 生帯の中心部 は幼若

細胞 によ り緑色 を呈 し,周 辺部 では好中球の顆 粒に

よる赤 賢色 と,淋 巴球 によ る黄 色 とが混在 したので

あ り,症 例45は 略 々定型的 なAMLの 螢光を呈 した

が,症 例50で は多数 の幼 若細胞 は橙 色微細な顆粒を

有す る前骨髄球で あつたた め,橙 色螢光 が中心部迄

散在 した ので ある. ALLの 症例 は何 れ も 略々同様

な螢光 を呈 したが,症 例32で は成熟細胞 が比較 的多

かつたため,周 辺部 に黄色螢光が増 した のであ る.

 ABLで は嘉村27)の 報告 にみ られ る如 く,増 生帯 に

主 として出現 した細胞は幼若好 塩 基 球 で あ り,渡

辺54)が正常好塩基球でみた赤色の固有顆粒が 白血病

細 胞に多数出現 したため,増 生帯 はび漫性 に赤色を

呈 したのであ る.

CMLの 増生帯は顆粒球系細胞の螢光によりび漫

性に赤橙色を呈し,遊 走能の劣る幼若細胞は中心部

に在るため中心部が緑色をおびたのである.

CLLで は増生帯は多数の幼若淋巴球及び成熟淋巴

球で占められるが成熟淋巴球は元来顆粒球に比して

遊走能の低い細胞であり,且 つ白血病時には多少の
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機能 障碍があ ることが予想 され るため,完 全 な二重

増生帯 は呈 し難い ものと されていた22).然 るに私 の

症例27で は略 々定型 的な二 重増生帯を形成 し,瀰 漫

性 に黄緑色を呈 した が,こ れはAoの 毒性 のため細

胞 の遊 走能が低下 し,特 に元来遊走能 の小 なる幼若

細胞 は殆ん ど遊走せ ず,遊 走能の比較的大 な る成熟

細胞 との間 に遊走性 の開 きを生 じたた めに起つた も

の と思われ る.

MLで は増生帯 中心部は幼若単球が密集す るた め,

その螢 光に よ り瀰漫性緑色 を呈 し,周 辺部 では成熟

単球,好 中球及 び淋 巴球 等に よる緑色,赤 橙色,黄

色 の螢光が 混在す る.症 例8は 幼若細胞 が多 かつた

ので緑色螢光 が多 く,症 例29及 び38で は顆粒球系細

胞が多 く,た めに増 生帯に赤橙 色螢光 が増加 した の

であ る.

最 後に教室渡辺54)及び小 林31)は,そ れぞれ骨髄及

び淋巴腺の螢光培養 に於いて各種細胞 の変性像を観

察 して居 り,白 血病 細胞に於いて も同様な変性像を

認めたが,但 し白血病 に際 して は正常人 に比 し変性

は早期 且つ高度 に起 り,こ の点 は教室品川46)の位相

差顕微鏡観察 によ る成績 に一致 した.即 ち,核 は黄

緑色 化,橙 色化 し,次 いで褪色 して緑色に膨化 し,

或いは濃縮 して黄 緑色を呈 し,胞 体 は黄緑色化,橙

色 化 し,更 に は辺縁 よ り崩 壤 し,顆 粒 は漸次褪色 し

て数 を減 じ遂 には全 く認 め られな くな る.従 つて螢

光培 養増 生帯で は各種 白血 病に共通 して,時 間 と共

に核部 の黄 緑色が増加 し,橙 色調の螢光が出現 し,

遂 には褪色 して緑色 とな り,胞 体部では橙色黄色の

螢光 が増加 す ると共 に,顆 粒に よる赤橙色螢光が培

養6時 間以後 は漸次 減少 し,遂 にはみ られな くな る.

この傾 向は急性 白血病及 び単球 性白血病では高度で

あ り,慢 性 白血病で は比較 的軽 微であつた.又,淋

巴球性 白血病 に於いて時 間 と共 に核部胞体部に橙色

調螢光 が増加 したの は,淋 巴球 系細胞では核及び胞

体の橙色 化が起 り易いた めで,こ れは渡辺,小 林 ら

の所見 と一致 した,又MLで は培 養6時 間後に赤橙

色螢光 の著増 を認め,後 急速 に褪 色 してい るが,こ

れは単球系細 胞の旺盛な貪喰能 に基 くAo空 泡の増

加 と,そ の消 褪によ るもの であ り,教 室 太田40)が本

症 の 白血病細 胞に中性赤空泡が著増 し,後 急速に褪

色 す るのを認 めたの と同様 の現象 と考 え られ る.

V結 語

私は螢光培養法により各種白血病患者50例の骨髄

螢光培養を行ない,次 の結果を得た.

1.急 性白血病では増生帯は非常に調密で辺縁鋭

利に区劃され,多 数出現する幼若細胞の螢光により

瀰漫性に緑色を呈し,骨 髄性では顆粒の螢光により

赤橙色調を,淋 巴球性では核により黄色調を帯び,

この傾向は周辺部に強かつた.

2.急 性好塩基球性白血病では特異な赤色顆粒が

多量に出現したため,増 生帯は瀰漫性に赤色を呈し

た.

3.慢 性白血病では稠密で辺縁鋭利に区劃された

増生帯の外方に密度の稍々疎なる部分が存在して二

重増生帯を形成し,中 心部では幼若細胞による緑色

螢光が多く,内層周辺部と外層は骨髄性では顆粒に

より瀰漫性赤橙色を,淋 巴球性では核により瀰漫性

黄緑色を呈した.

4.単 球性白血病では稠密な増生帯は辺縁比較的

鋭利に区劃され,単 球系細胞の他,好 中球,淋 巴球

も相当数出現するため,瀰 漫性緑色の中に赤橙色,

黄緑色の螢光が混在して多彩な増生帯を呈した.

5.各 種白血病の増生帯は螢光の時間的推移にお

いても異り,骨髄性及び単球性では赤橙色顆粒の褪

色が,淋 巴球性では核及び胞体の橙色調螢光の出現

が特異であつたが,こ の傾向は急性及び単球性白血

病では高度であり,慢性白血病では比較的軽微であ

つた.但 し,急性好塩基球性白血病においては特異

な赤色顆粒は容易に褪色の傾向を示さなかつた.

6.以 上 の如 く螢光培養法 によれば,各 種 白血 病

の増生帯 はそれぞれ特徴 ある螢光像を呈す るので,

白血病の診断並 びに病型決定を確実にす ることが出

来 る.

擱筆す るに当り,終 始御懇篤 なる御指導,御 校閲

を賜つた恩 師平木教授並びに大藤助教授に深甚な る

謝 意を捧 げる.

(本論文 の要 旨は昭和34年4月 の第21回 日本血液

学 会総会,同37年10月 の37年 度秋季 日本血液学会

「白血病分類に 関す るシ ンポジ ウム」 におい て発表

し,又 昭和33年9月 の第6回 国際血液学会総会,同

34年4月 の第15回 日本医学会総会におけ る平木教授

の御講演の一部 として発表 した).
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Fluorescence Microscopic Studies on Leukemia by Bone Marrow

•@ Tissue Culture.

Part 1. Diagnosis of leukemia by fluorochrominized tissue 

culture of bone marrow.

By

Takashi Kotsuka

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. K. Hiraki)

50 cases of leukemic bone marrow were studied by the fluorochrominized tissue culture with 

acridine orange divised in our laboratory. Following results were obtained.

1. In acute leukemias, the growth area was extremely dense with migrating cells and its 

boundary was distinctly defined. It was characteristic in fluorochrominized tissue culture that 

the greater part of the growth area was green in color owing to the fluorescence of blast cells 

and its outer zone was somewhat reddish in acute myelogenous leukemia and yellowish in acute 

lymphocytic leukemia because of the presence of mature cells.

2. In chronic leukemias, the well-defined boundary of the growth area with a high cell 

density, which was also characteristic of acute leukemia, was sorrounded by another less dense 

zone of mature cells, forming a double growth zone. In chronic myelogenous leukemia, the inner 

zone of this doudle growth zone showed reddish green color, and in chronic lymphocytic leukemia 

yellowish green color. In the outer zone of this double growth zone the fluorescence of mature 

leukocytes was especially predominant.

3. In monocytic leukemia, the growth pattern was almost similar to that in aute leukemia, 

but its fluorescent color was somewhat different. In the growth area there were many, greenish 

orange colored promonocytes and monocytes, green monoblasts, yellow lymphocytes and a few 

neutrophils with reddish orange granules. Therefore the growth area in monocytic leukemia 

disclosed multi-colored fluorescence.

4. To conclude these results, the growth area of each type of leukemia were occupied by 

the fluorescence of predominant leukemic cells. Accordingly by the fluorochrominized tissue 

culture of bone marrow the diagnosis of leukemia types could be performed.
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図 版I

各種白血病骨髄の螢光培養増生帯(培 養後6時 間)

写 真 説 明

1急 性 骨髄性 白血病

2急 性淋 巴球性 白血病

3急 性好塩基球性 白血病

4慢 性骨髄性 白血病

5慢 性淋 巴球性 白血病

6単 球性 白血病


