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I　 緒 言

1942年Coons6)に よ り考 案 された 螢 光抗体法に

よ り,抗 体,細 菌,ウ ィルス,ホ ル モン等抗原 とな

り得 るものは全 て組織切片や塗株標本 の上で固定出

来 るよ うになつ た.腫 瘍 ウイル スの分野にお ける本

法の活用は比較 的近年広 まつて おり, Noyes30), Mel

lor8%)等 はShope乳 嘴腫 ウイル ス抗原を 腫瘍組織

のgerato-hyaline層 の核 内に認 め,又Malmgre塾26),

 Mellors28)等 はRoue肉 腫 ウイル スの 抗原 を肉腫細

胞の胞体内及び核 に 認 めてい る.又 マウス 由来 の

Polyomaウ イル ス抗原 はMalmgren27)に よつて核 内

の局在が示 され, Levinthal25)は 胞体 内 に も存在す

ることを明 らかに した.白 血病 ウイルスに関 しては

家鶏白血病 ウイルス群 の一つ である赤芽球症 ウイル

ス抗 原 を岩 片21)は観察 し,市 川 は20)SLマ ウス 白

血病 ウイルス抗原 を組織 培養細胞 につ いて観察 し,

その結果 を電顕的観察の成績 か ら天野1)は 腫瘍 ウイ

ルスの細胞膜面増殖説を唱えた.

組織培養 細胞 に感染可能な腫 瘍ウイル スについて

は ウイルスの感染増殖,発 癌 の過程 を知 るべ く螢光

抗 体法を用 いて ウイルス抗原 の消長を追求す ること

が可能であ り, Vogt34)はRous肉 腫 ウイル スを,

新 保32)はPolyomaウ イルスを観察 してい る.

最近 までマ ウス白血病 ウイルス抗原 の螢光抗体法

による観察 は先 の市川の ものを除いてみられなかつ

たが,そ の後Fink11)はRauacher白 血病 ウイル ス

抗原を白血病細胞核 内及び巨核 球内に認めた と報 じ,

 Friend12)もSwissマ ウス白血病 ウイルスの抗原を

白血病細胞核 に認 めたと言 う.し か しなが ら何れの

論文 も組織 切片標本 におけるウイルス抗原 の分布を

明 らかに し得てお らず,従 つて ウイルス抗原 の分布

と白血病細胞 との関係を明確に し得 た ものはない.

更 に所謂Grossウ イルス14)であ るとAKR及 びC58
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マ ウスの 白血病 ウイル スについてその抗原分布を観

察 した記録 は見 当らない.

私は第一編においてC58マ ウス白血病 ウイル ス抗

原をFluorocarbon処 理法 にて 精製 し,螢 光抗体法

直 接法に よりウイル ス抗原を 白血病組織内に顕示す

る事に成 功 したが,本 編では直接法によ り更 に鋭 敏

な間接法及び補体法を用いて,ウ イルス抗原 の分布

を詳細に観察 し,更 に 軸 マ ウスにみ られた リンパ

性 及び骨髄性白血病の ウイルス抗原間の関係につ い

て検討 したので結果を報告す る.

II　 実験材料及び実験 方法

A.実 験材料

C58系 自然発生 リンパ性 白血病マ ウス並 びに教室

で継代移 植中の白血病株OHS-LL,　 No.　1(リ ンパ

性)OHS-ML No. 1及 びNo. 2(骨 髄性)マ ウス

を用いて,対 照 には同系 の正常 マウス(生 後3ケ 月

以 内)を 使 用 し,脾,リ ンパ節,肝 を摘 出して各 々

を抗原 の作製 に供 した.

B.実 験 方法

1)ウ イルス抗原 の精製

第一編 皿3)に て詳述せ るFluor㏄arbon処 理法 を

用い た.即 ちEstein10)に 準 じ上記同材料燐 酸緩衡

液(PH 7.2) Fluorocarbon (CF2cl-Ccl2F,大 阪金属

Diflon-SolventS3)を ホモゲ ナイザ ーで 乳剤 を作 り,

これを遠 沈す る操作を5回 くり返 し,略 々透 明にな
げ

つた上清を ウイル ス抗原液 とした.

2)ウ イル ス血清の作製

抗 原液3m1をFreundのAdjuvant法 即 ちArla

oel A (Atlas Power Go, Wilmington, Delawase) 0.5

mlと 流動パ ラフィン2.5mlを 抗原 液3mlと よ く

混合 してAdjuvantに し,こ れを家兎背筋 に一週間

間隔で3回 筋注 し, 4週 間後 に補体結合反応(Kalrner

変法 によ る)を 行い,抗 体稀釈法によ り80:1以 下

の低抗体価の場合 は抗原液1mlず つ3日 間連続で

耳静脈に静注後,一 週間 に補体結合反応(抗 体稀釈

法)に よ り抗体価を 測 定 し, titer 120倍 以上 の も

のを全採血 した.

3)抗 補体螢光抗体の作製

石 田鋤 に従いまずモルモ ッ ト血 清か ら半飽和沈澱

法 によ りグ ロブ リン分画を 得た,即 ち全 操作を0°

～4℃ で行い,モ ルモ ット血清 と同量硫 安飽和 溶液

を加え なが らMagnetic Stirrerで 撹拌 し,こ れを冷

凍遠心機で12.000rpm20分 間遠沈 した.こ の沈澱

物を0.85%食 塩水にて溶 か し総 容 量 を 測 り,こ れ

に同量 の硫安飽和溶液 を加 えなが らMagnetic Stit

rerで 撹拌 し,生 じた沈澱 を再 び12.000rpm20分

間 の遠沈 によつて集めた.か か る操作を合計3回 反

復 し,最 後の沈 澱物を0.85%食 塩 水に溶 か し,セ ロ

ファンバ ッグに入れ, 0.85%食 塩水 に透析 し, SO4--

が飽和塩 化バ リウム液 で検 出不能 になるまで透析 し

た.上 記 の如 くして得た補体3ml Arlacel A 0.5ml

と流動パ ラフィン2.5mlでAdjuvaatを 作 り,こ

れ を家兎背筋 に2週 間間隔で3回 注射 し, 4週 間後

採血 した.抗 補体抗体価を測定 した結果では1:60

まで溶血完全阻止を示 した.

免疫家兎血清におけ る抗補体成分 はγ-グロブ リン

分画 に存在す ることが知 られてお り,従 つて抗補体

血清よ り1/3飽 和硫安沈澱法に より γ.グロブ リンを

粗製 した.本 法が上記 した半飽 和硫 安法 と異 なる点

は,血 清量の1/2の 飽和 硫安 を加 えることであり,

他 は全 く同様の操 作により γ-グロブ リン分 画 を 得

た. γ-グロブ リンへの螢 光標識 は第一編IIBと 同様

γ-グロブ リン溶液の蛋白量を1.5%に 稀釈 したもの

を0.5M炭 酸重炭酸緩衡液を1/9容 加 えPH9.0～

9.2に 補正 し,こ れ にFluorescein ieothiocyanateを

蛋 白量40mg当 り1mg加 えConjugateし た. 6時

間撹 拌 し,遊 離色素の透析及 びDEAE-Ceilulose通

過 も同様 にして行つた.か くして得 た螢光抗補体血

清 は少量ずつ分注 して凍結保存 した.

4)螢 光抗体法 の実施

イ)直 接法

Coons and Kaplau7)の 原法 に従い凍結切片標本及

びスタンプ標本を0° ～4℃ アセ トンで15分 間固定

後,直 接螢光家兎抗 ウイルス血清 によ り染色 した.

ロ)間 接法

上記直接法を同様アセ トン固定後,先 ず家兎抗ウ

イル ス血清によ り反応 を起 させ,次 いで螢光性羊抗

家兎 グロブ リン血清(Sylvans製Lot. No. 199601

を4倍 稀釈 した もの)に より染色 した.

ハ)補 体法

上記染色法 と同様 アセ トン固定後2倍 に稀釈せ る

家兎抗 ウイル ス血清 と4倍 に稀釈せ るモルモ ッ ト血

清 を等量混合せ るものを30分 間反応 させ緩衡液 で充

分洗滌 した後, 16倍 に稀釈せ る螢光性家兎補体血清

で30分 間染色 し,然 る後充分な洗滌を行つた.

尚使用せ る全べての抗血清は肝粉吸着を行つ たも

のである.

5)特 異螢光の判定

非 特異反応 を除 くため,螢 光抗体血清 に全てPe-
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図1　 ウ イ ル ス 抗 原 の 染 色 法

tereoa31)に 従 いDEAE-Cellulose Columnを 通過せ

しめて非結合性 の色素 を除 き,又Coone9)に 従つて

作製せ るマ ウス肝 粉を用いて組織 親和性の因子を除

去す る事 に務めた.

抗原側 の対照 と して正常C58マ ウス各組織を抗体

側の対照 として正常家兎血清及び抗 正常マ ウス組織

血清を用い,更 に 直接 法 ではbloekingteatを 行つ

て特異螢 光の識 別に務 めた.

6)螢 光装置及び組織 細胞学 的染色

千代 田高輝度水銀燈を使用 し,暗 視野 コンデンサ

ーを装置 し,主 としてBV励 起法に より観察 した.

又Hematoailin-Eoein染 色及びMsy-Giemsa染 色 に

よ り組織学的細胞学的検索を行つた.

III.実 験 成 績

A. C58自 血病マ ウスに於け る ウイルス 抗原の特

異螢光

1)リ ンパ性白血病

(イ)直 接法

極 く少数の 白血病細胞の胞体が淡 い黄緑色 を呈 し

主 と して胞体縁に接 して少な る光輝性 の粒子 が連珠

状 に連な るのが見 られ,核 周に も少数 は存在 したが,

胞体 中間部で は粒子状の螢光は認め られなかつた.

粒子 の大 きさは点状よ り胡麻 粒大迄 様 々で輪郭 は不

明瞭で多 くは光の点 と して認め られた.尚 核周 には

微 細顆 粒のみ認め られ,胞 体周辺部では大 な るもの

も混つて不揃いな螢光を示 した.細 胞間隙 には大小

不 同の粒子が散在す るのが認め られた.

(ロ)間 接法

白血病細胞の胞体に はび漫性黄緑色の螢光 が強 く,

光輝性黄緑色 の粒子 は核周 と胞

体辺 縁に連 なるのが見 られたが,

粒子 の数,及 び形態の観察は直

接 法よ り困難 であつ た.(写 真

2)

(ハ)補 体法

補 体法では最 も鮮明な る特異

螢光が認 め られ た.即 ち胞体の

び漫性螢光 は殆ん ど見 られな く

な り,微 細 な帯黄緑色の粒子の

みが鮮明に観察 され た.こ の特

異螢光出 現 細胞 はMay-Giemsa

染色によれば白血病細胞であ り,

螢光が明 らかに粒子状を呈する

事,並 びに細胞 内において特定

の位置に存在 する事,更 に対照標本で は認め得ない

事 よりウイルス抗原で あると考え られ た.

我 々はウイルス抗原の細胞内分布 を4型 に分類 し

た.(図2)即 ち1型 は主に核周の一部分に限局 さ

れて おり,核 周以外 の胞体内に散在するもの は少 く,

核周配列型 とした。(写 真2)皿 型は螢光粒子が殆

ん ど全核周に見 られ,一 部では胞体縁 に接 して連珠

状 に配列す るもの も見 られ,か つ核周と胞体縁の間

隙 にも少量散在す るもので,次 に述べる胞体縁配列

図2
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型 に対 して胞体 内移行型 と名付けた.(写 真3)III:

型 は核周 には少な く主 として胞体縁 に連珠状に連な

り,一 部 は細胞外間隙 にも認 められ るもので胞体縁

配 列型 と称 した.(写 真4)本 型 では微細な粒子 に

混 つて胡麻粒大迄の様 々の 大 きさのInclusion body

と思われ る粒子が出現す るものが多かつた.IV型 は

少量 が胞体縁 に接 して認め られ るのみで細胞 内には

少な く主 に細胞外の間隙に散在性 に分布 す るもので

細 胞外放 出型 とした.(写 真5)上 記 のI, II, III

及 びIV型 の出現頻度には有 意の差 は認 め られなかつ

た.

2)骨 髄性 白血病

ウイルス抗原 は主 として白血病細胞 の胞体 内にあ

り,リ ンパ性 白血病 の ウイルス抗原 の分布 と全 く同

様 であつ た.ウ イルス抗原 の少数 は細胞間隙に も認

め られ たが, I, II, III及びIV型 共 に出現頻度は非

常 に低かつ た.直 接法,間 接法,補 体法の三者を比

較す ると直接法 では胞体及 び細胞間隙に粒子及び,

び漫性螢光が共 に最 も強 くInclusion bodyの 如 き比

較的大 きい粒子のみが認め られ,間 接 法では胞体細

胞間隙のび漫性螢光が強 く,こ のため小な る粒子 は

判 別で きず,補 体法では胞体のび漫性 螢光 は殆ん ど

み られず,微 細な帯黄 緑色の粒子状螢光 のみを鮮明

に観察 し得た.(写 真6)

3)小 括

Cseマ ウス白血病 のウイル ス抗原 は抗 ウイルス螢

光抗体 を用 いた直接法 によつて 白血病細胞 内及び細

胞間隙 に粒子状特異螢光 と して認あ られた.抗 ウイ

ル ス血清及び抗家兎 グロブ リン螢光抗 体を用いた間

接法 では白血病細胞内及び細胞間隙にび漫性螢光が

強 く,こ のため粒子状 螢光は判 然と しなかつ た.抗

ウイルス血 清補 体及 び抗 補体螢光抗体 を用い た補体

法 では粒子状 の特異螢光 が非常 に多数且つ鮮明に観

察 され た.補 体法 による特異螢光 は白血病細胞内の

核周,胞 体周辺部及 び細胞間隙 に認め られ,出 現形

式を4型 に大別す ることがで きた.リ ンパ性 白血病

及び骨髄性 白血病の何れ も特異螢光の出現型 式に差

はみ られなかつたが,自 然発生 リンパ性 白血病 マウ

スでは特異 螢光は多 く,骨 髄性 白血病 マウスでは少

数 であつ た.

B.各 臓器 におけるC52白 血 病ウイルス抗 原の

分布

1)リ ンパ 性白血病(OHS-LL, No. 1株)マ ウス

Fluorocarbon処 理法に より得 られた ウイル ス抗原

に対 す る抗 血清を用いて補体法によ りウイルス抗原

第1表　 ウイル ス抗原 の分布

-補 体法に よる-

(-):非 特異的螢光 のみ

(±): 0.1%以 下

(+): 1%以 下

(〓): 1～5%

(〓): 5～10%

の分布 を観察 した.(第1表)

(イ)骨 髄 では特異螢光陽性細胞 は最 も多 く認め ら

れ,全 細胞の5%乃 至 それ以上に も達 し, 2～3個

の陽性細胞が集簇 して見 られ るもの もあつた.

(ロ)リ ンパ節では骨髄 に次 ぎ多 く,約2～3%の

白血病細胞に認め られた.

(ハ)脾 では特異螢光陽性細胞は少 な く2%を 越 さ

なかつた.

(ニ)肝 では非 常に 少な く浸 潤 せ る 白血病細胞の

0.1%に も達 しなかつ た.

(ホ)腎,肺,脳 で はウイル ス抗原 は認め得なかつ

た.

(へ)背 部細胞移植の局所に発育 した皮下腫 瘍で は

0.1%以 下で あつた.

2)骨 髄性白血病(OHS-ML, No. 2株)マ ウス

ω 骨 髄では特 異螢光 陽性細胞 は非常 に少な く,

 0.1%程 度であつた.

(ロ)リ ンパ節,脾 で はやや多いが,1%以 上 には

認 め られなかつ た.

(ハ)肝,腎,肺,脳 で はウイル ス抗原を認め得な

かつ た.

3)正 常 マウス

骨髄 リンパ節,肝,腎,肺,ー 脳いずれにおいて も

ウイル ス抗原を全 く認め得なかつた.

4)小 括

C58白 血病マ ウスの各組織 に各 々対応 す る抗血清

を反応せ しめ,螢 光抗体 法補体法 を行つ た結果以下

の所見 を得 た.即 ちウイル ス抗原の所在を示 す特異
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螢光 は白血病細胞 内及び細胞間隙に粒子状螢 光と し

て認 められ,補 体法では微細な粒子が最 も鮮 明に観

察 する事がで きた.補 体法によつて明示 されたウイ

ルス抗原 の白血病細胞 内におけ る分布は核 周配列型,

胞体 内移行型,胞 体周辺部配列型及び細胞外放 出型

の4型 に分類す る事が 出来,両 型白血病の間に差 は

認 められなかつた.ウ イル ス抗原の臓器内分布は リ

ンパ性 白血病 マウスで は骨髄,リ ンパ節に最 も多 く,

脾,肝 に少量認 められ,骨 髄性 白血病では骨髄,リ

ンパ節,脾 で少量認 め られたが,腎,肺,脳 では両

株白血病 マウス共 に認 め得なかつた.又 正常C58成

熟マ ウスでは何れ の臓器 にもウイル ス抗原を認め得

なかつた.

C.原 株(リ ンパ性)と 変異株(骨 髄 性)白 血病

ウイルスの交叉免疫 反応

教室で継代 中の リンパ 性 白血 病 株C58系OHS-

LL, No. 1と これの無細胞濾液移植 中に骨髄性白血

病に変異 した株C59 OHS-ML, No. 2,に ついて各 々

両系ウイルスの抗原性 が同一 か否か につ き実験 した.

実験の組合 せ として1) L(原 株)対 抗L血 清, 2)

 M(変 異株)対抗M血 清, 3) L対 抗M血 清, 4) M対

抗L血 清の4組 を検討 した.対 照 として は正常C58

マウスの組織及び正常家兎血 清を用 いた. L対 抗L

血清, M対 抗M血 清では極めて強度 の螢光粒子を認

めるが,交 叉抗原抗体群であ るM対 抗L血 清, L対

抗M血 清では矢張 り特異螢光を認めるが,そ の光度

の微弱で ある事又は螢光粒子の減少せ る事 は一見 し

て明らかで あつ た.そ こで ウイルス抗 原の所在を示

す螢光粒子の見 られ る白血病 細胞の出現頻度,ウ イ

ルス抗原 の光輝度及び螢光粒子の量 を検討 し,陽 性

度を〓〓+±-の 各段階に分け,表2の 如 く整理 し

た.そ の結果原株LL即 ち リンパ性 白血病 と変異株

ML即 ち骨髄性 白血病 との間 に部分的交叉免疫反応

が成立 し,こ の両者の ウイル スの抗原性 はかな り近

い ものであるが全 く同一で な い 事 が 明 らか となつ

た.

IV.総 括 及 び 考 按

螢光抗体法 は抗原抗体反応 の場を顕 微鏡下 に直視

す ることを目的 として1942年Coone6)に よ り考案 さ

れ,直 接抗体 に螢光色素を ラベルす る直接法 と抗体

グロブ リンに対 する抗体(抗 抗体)を 作製 しておき,

これに ラベルす る間接法が発表 された.間 接 法に比

較 すると直接 法は螢光の強 さにおいて劣 るが,操 作

が簡単で非特異染色 の可能性 も少ないのでよ り確実

第2表　 螢 光 抗 体 法

特異反 応細胞 出現度

I　 判定規準

(-):非 特異的螢光 のみ

(±):顆 粒不 明,非 特異的螢光 より梢々光輝

性大

(+):特 異的螢光を有す る細胞が1000倍 拡大

の一 視野 中1個 出現

(〓):同 じく一視野 中2個 出現

(〓):同 じく一視野 中3個 出現

II成 績判定

な方法 とされている.間 接法では螢光抗体液はγ-グ

ロブ リン(こ の場合 は抗体 グロブ リン)を 抗原 とす

るから容易に高抗 体価 の血清が得 られ,従 つて中間

層 の抗体 グロブ リンに対 して螢光抗体液 は1:3又

は1:4以 上の高単位で反応す ることが考え られ る.

即 ち間接法 は直接 法に比 し3～4倍 又はそれ以上感

度 が優れてい ると言 われ る8).一 方 補 体 法 は 初 め

Goldwasser13)に より補体染色法 と して発表され た.

抗原抗体反応の標識法 としての価値には否定 的な意

見 もあ り, Beutner4)は 非特異反応 が 強いと して間

題 に して いない.し か し日沼16) 17)はウイルス抗原対

γ-グロブ リン系の反応において は適 当に抗体 を稀釈

しさえすれ ば,間 接法 と補体法 の間に反応の特異性

に関 しては全 く差がない と述べてい る.更 に 日沼18)

は抗 ウイルス血清の要求量に関 し間接法は補体法の

16倍 の量を必要 と した と言い,螢 光抗体の量 も間接

法 は補体法の4倍 を要す ることを示 してい る.更 に

同一条件においてセンダイウイルス抗原の培養細胞

内検出数を観 た成績で は補体法の検 出感度は間接法

の それの2倍 に も達 してい る.即 ち補体結合抗体が
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主役 をなすウ イルス抗原 に関 しては補体法 は非常な

高 感度で以つて抗原検出が出来 る し,そ の反応特異

性 に も異論がない様に思われ る.

さて私がC58マ ウスの白血病 ウイルス抗 原を材料

として直接,間 接及び補体法の3者 を行つ た結果 で

は間接法において最 も非 特 異 染 色 が 強 く, Coons

 and Kaplan7)の 直接法で はウイル ス抗 原 の 存在 は

判 然 とせず,又 教室小塚23)の改良せ る直接法 ではウ

イルス抗 原は強い粒子状 螢光 と して観察 され たが,

数量 は僅 少であつた.こ れに対 し補体法で は充分な

稀 釈の結果非特 異染色は減弱 してな くな り,多 数 の

ウ イルス抗 原が鮮 明に観察 された.私 は白血病の ウ

イルス抗原 が白血病細胞 胞体 内及 び細胞間隙 に分布

す ることを明 らかに したが,か かる成績 は文献上 ま

だ例を見 ない.即 ち岩片21)は家鶏赤芽球症 ウイル ス

抗 原について2型 の細胞内分 布を観察 して おり,一

つは細胞質の一 部分に顆粒状,矩 桿状 に存 在 し,細胞

表面では広い部分にび漫性の螢光が認 め られるもの,

他の一つは少数の細胞の胞体中心域 に相 当する部 に

孤立性の強い螢光を呈 す るものがあ ると述 べてい る.

岩片 の所見 は教室巻幡29)がC3Hマ ウス乳癌 の転移

リンパ節で観察 した乳癌 ウイルス抗原 の分布 に非常

によ く類似 してい る.因 みに教室小塚別)はマウス腫

瘍 ウイルスを共 通抗原性 によつ て二群 に大別 し,こ

の共 通抗 原群 と電顕形態との関連 を示唆す る成績を

発表 してお り,一 群はBernhard3)の 分類 によるB

型 乳癌 ウイルス群 であ り,他 の一群 はC型 白血病 ウ

イルス群 であ ると言つ ている.岩 片 の観察 した家鶏

赤芽 球症 ウイルスはB型 粒子 よ り成 るもので宿主 こ

そ異 るが ウイルスの粒子形態 と細胞 内増殖過程 との

因果 関係を示唆する如 く思 われ る.私 が 観 察 した

C58白 血 病 ウイルスはBernhardのC型 粒子に 属す

る ものであるが,同 じくC型 に属す るSL系 白血病

ウイルスに関 して市川 は培養 白血病細胞の細胞表面

の一局所 のみにウイル ス抗原を認め胞体内の一部に

顆 粒状又 はび漫性 に認 められ た螢光 については宿主

細胞蛋 白の混入 によるもので あつて,ウ イルス抗原

で はない と述べて いる.市 川の観察 した胞体内の螢

光 は私が直接法 により観察 した細胞内特異螢光と同

様の如 く思 われ,補 体法或いは教室小塚23)の改良せ

る直接法 を用い るならば,ウ イルス抗原の粒子状形

態が判然 とす るのではないか と思 われ る. Fink and

 Malmgren11)はRauscher白 血病 ウイル ス抗原 を白

血病細胞の核及び胞体内に 認 めたと云 う. Finkら

の観察 では電顕で無数に観察 される細胞間隙 のウイ

ル ス粒子には特 異螢光を認あてお らず,従 つて ウイ

ル ス蛋 白に由来す る特異抗原であ るか否かは疑わ し

く,む しろ腫瘍特異抗原 として の 性 格 を有 する如

く思われ る. Friend12)等 もSwieeマ ウス白血病 ウ

イル ス抗原を核内に認めた と言 うが,ウ イルス粒子

との関係は全 く明 らかにされていない.し か るに我

々の観察 した白血病 ウイルス抗原 の螢光 は粒子状で

あつて細 胞間隙における分布 は電顕 によるウイルス

粒子の分布 とよ く一致 してい た.教 室 で はH3-Uri

dineを 用 い,オ ー トラジオ グラフを応用 し, AKR

マ ウス白血病 ウイルスの細胞 内浸入様式を調べた結

果,そ の分布 は核 内,核 周,細 胞周辺部に局存する

Grainを 認め19),こ れはVirus3NAのLocalisation

を示 す ものと思 われ る.以 上今後尚数多 くの研究を

持 たねばな らな いが,私 はC58白 血病 マウスにおい

てVirusRNAの 合成 が先 ず細胞核 内で行われ,そ

れが抗原性 を持つ て,順 次核周,細 胞辺縁に移動 し,

最後に電 顕でViral Particleと して も観察 されるべ

く成熟 して細胞外 に放 出され るもの と推定 したい.

次に教 室鈴木 ら33)が行つた実験 ではC58及 びA

KRマ ウスの 自然発生 リンパ性 白血病を無細胞濾液

によ り継代 中,両 系マ ウス共骨髄性 白血病 への変異

が認め られ,更 にその変異株の無細 胞濾液接種 によ

り骨髄性 白血病が継代 され るもの と リンパ性 白血病

への復帰 が認 め られ るのの両者が観 察 され た.こ の

病型変異の機転 と して は1種 類の ウイルスがPolyo

maの 如 き多能性 を有す る場合 と今一つ は初 めか ら

2種 の別個 のウイル スが混在 していた場合 との2つ

の立場 が考 えられ る.私 は螢光抗体法 によつて二つ

の立場 の何れが妥 当であ るかを検討 した結果,両 株

白血病 ウイルスは抗原性はかな り近 い もので あるが,

全 く同一 ではない と言 う成績を得た.か か る病型変

異 の例 と して はBurmester6)が 家鶏 白血病 において

Myeloblastosia及 びErythroblastosieか らVisceral

lymphomstosieへ 変異 した例を 報告 してい るが,後

にBeard2)は 免疫学 的手法 によ り,こ れ らが抗原性

の極 めて近似 した家鶏 白血病 ウイル ス群に属 し,そ

の各 々は異つた変異株 ウイル スであることを明らか

に してい る.又 マ ウス白 血 病ではAroseがAKマ

ウス リンパ性白血病 ウイルスをC3H新 生児 マウス

に接種後胸線を摘 出 した際,骨 髄性 白血病への変異

を見てお り, Groae14)は 異種 のウイル スによ るもの

と推定 してい る.以 上 の如 く文献報告 例において も

病型変異例は一応別種 のウイル スに よるとする見方

が優勢であ り,私 の実験成績を支持す るものの様で
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あ る.

V.結 語

C58マ ウス白血病 のウイル ス抗原 を螢 光抗体法,

補体法 によ り観察 し,直 接法 による染色結果 と比較

し, C58マ ウス白血病 におけ る ウイルス抗原 の分布

を明 らかに した.

更 にC58マ ウス白血 病を無 細胞濾液 によ り継代中

に認め られた病型変異 ウイルス抗原性 の面 より検討

した.

1)白 血病 ウイルス抗原 の所在 を 示す 粒子状螢光

は補体法 によつ て直接法 よ りは一層 明瞭かつ多数 検

出可能 であつ た.

2)ウ イルス抗原 の 白血病細胞 内に於 け る分布 は

核周配列型,胞 体 内移行型,胞 体周辺部配列型及 び

細胞外放 出型 の4型 に分類す る事が 出来,リ ンパ性

白血病 と骨髄性 白血病 の間 の差 は認 め られなかつ

た.

3)ウ イル ス抗原 の臓器 内分布 は リンパ 性 白血病

マウスでは骨髄,リ ンパ節 に最 も多 く,脾,肝 に少

量認められ,骨 髄性 白血病で は骨髄,リ ンパ節,脾

で少量認 めたが,腎,肺,脳 では両株 白血病マ ウス

共に認め得なかった.

4)正 常C58マ ウスの 各 臓 器 において ウイルス抗

原は見 られな かつた.

5)リ ンパ性 白血病及 び骨髄性 白血病 の ウイルス

の抗原性 はかな り近い もので あるが,全 く同一 でな

く,従 つて元来二種 のウイル スが混在 していた もの

と思われる.

本論文 の要 旨は第21回 日本癌学会総会,第24回 日

本血液学会総会及び第3回 日本組織化学会において

発表 した.

全 編 の 総 括

C58マ ウス白血病 ウイル スの 組織 培養細胞 での増

殖 は他種動物で の感染増殖が不能であつたため,そ

の精製分離 に従来よ く用い られた濾過 管通過及 び分

画超遠沈法 と, Geeslerら に よ り始 め られ,文 献上

ウイルスの精製分離 に優 れ た 方 法 と さ れ て い る

Fluoracarbon処 理法を用いて抗原を精製 した.各 ウ

イルス抗原について螢光抗体法 による特異螢光の観

察,電 顕 によ る粒子の観 察,物 理 化学 的方法 による

核酸 の定量分析,生 物学 的活 性 等 を検 索 し,更 に

Flaoracarboa処 理法に関す る文献 的考察を 行い,何

れが抗 ウイルス血清 を得 るために最 も優れた方法 で

あるかを比較検 討 した.そ の結果Fluorocarbon処 理

法が最 も優れた精製効果を示 したので,之 により得

られた抗血清 を用いて 白血病組織内のウイル ス抗原

分布を螢光抗体法特 に補体法にて精細 に観察 した.

又C58マ ウスに見 られた リンパ性及 び骨髄性 白血病

の ウイルス抗原間の関係について検討 した.

実験 結果 は濾過管通過法及 び分画超遠沈法によ る

抗原には宿主組織に由来する蛋 白多量 を含むため,

螢光抗体法 にウイル ス抗原の所在を明 らかにする事

は出来なかつ た. Fluorocarbon処 理法によ る抗血清

で螢光抗体法直接法を行 うと白血病臓器において一

部粒子状,一 部び漫性 の特異螢光が白血病細胞 内及

び細胞間隙に認 あられた.又 白血病臓器 のFluoroc

arbon処 理によ るウイル ス精製 効果を吟味す るに電

顕的には多数 のウイルス様粒子 が認め られBioassay

にて505の 発症を認め,紫 外線吸光度は260mμ 附

近 が極大230mμ 附近で極小 を示す ことによ り,多

量 の核酸が含有を認め, Bial試 験に より多 量 のR

NAが 存在す ることが明らか となつた.

Fluorocarbon処 理法 より得た抗 血清 を用いて, C58

マ ウス白血病 ウイルス抗原を観察す ると,粒 子状特

異螢光 は補体法によつて直接法よ り一層明瞭かつ多

数観察す ることが出来 た.ウ イルス抗原の 白血病細

胞 内にお ける分布 は核 周配列型,胞 体 内移行型,胞

体周辺部配列型及び細胞外放 出型の4型 に分類す る

ことが 出来,リ ンパ性 白血病 と骨髄性 白血病の差は

認 められなかつた.

ウイル ス抗原の臓器 内分布は リンパ性白血病マウ

スで は骨髄 リンパ節 に最 も多 く,脾,肝 に少量認め

られ,骨 髄性白血病で は骨髄,リ ンパ節,脾 で少量

認 められたが腎,肺,脳 では両株 白血病マ ウス共 に

認 められなかつた.

リンパ性白血病 と骨髄性白血病の間 に部分的交叉

免疫反応が成立 し,こ の両者の ウイル スの抗原性は

かな り近い ものであるが全 く同一でない事が明 らか

になつた.

以上の結果よ り白血病臓器 のFluorocarbon処 理

液には多量のRNAウ イルスが含有 されて おり,抗

ウイル ス血清 を得 るため には本法は優 れた方法であ

ることが明 らか となつ た.

細胞内 ウイルス抗原の分布状 態及 び文献考察 より

C58白 血病 マウスに おいてVirue RNAの 合成が先

ず細胞核内で行われ,そ れが抗 原性 を持つて,順 次
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核周,細 胞辺縁 に移動 し,最 後 に電顕でVkal　 Par

tideと して も観察 され るべ く成 熟 して 細胞外 に放

出され るもの と推定 し得 ると思 われ る.リ ンパ性 白

血病及 び骨髄性 白血病 ウイルス抗原 は極めて近似 し

た二種 の ウイルスが混在 し,リ ンパ性 白血病 ウイル

スの リンパ組織に対す る親和性 は骨髄性 白血病 ウイ

ルスの骨 髄組織に対す る親和性 よ り強 く,そ れが移

植中偶々何かの要因で後者が前者に優越することが

病型変異の直接の要因と思われた.

稿を終るに臨み御指導御校閲戴いた恩師平木潔教

授,大 藤真助教授並びに直接御指導いただいた小塚

尭前講師に深く感謝致します.
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Immunofluorescent Studies of Viral Antigens in Mouse Leukemias

II Organ Distribution and Intracellular localization of 

Viral Antigens in C58 Mouse Leukemias as studied 

with Immunofluorescent complement fixation method.

By 

Yoshiaki TAKAHASHI

Department of Internal Medecine, Okayama University Medical School

(Derector: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Organ distribution and intracellular localization of viral antigens in C58 mouse leukemias 

were investigated in detail by the immunofluorescent complement fixation method. During 

successive transmission of C5a mouse lymphocytic leukemia by cell-free filtrates myelocytic 

leukemia developed. Whether this myelocytic leukomia was caused by the same or different
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virus was investigated by the above immunofluorescent procedure.

1. More distinct and increased particle fluorescence which indicated the presence of leu

kemia viral antigens were detected by the immunofluorescent complement fixation method than 

by the direct method.

2. The viral antigens in the leukemic cells were localized in 4 different types ; perinu

clear arrangement, intracytoplasmic scattering, arrangement near the cytoplasmic membrane 
and extracellular localization. There was no observable difference in localization of viral anti

gens between the lymphocytic and myelocytic leukemias.
3. Of organ distribution, more viral antigens were observed in the bone marrow and 

lymph nodes and a few in the spleen and liver in the lymphocytic leukemia. Less viral anti

gens were observed in the bone marrow and lymph nodes in the myelocytic leukemia.
There were no viral antigens in the organs of the non-leukemic C58 mouse. Cross-immune 

reactions using antiviral antisera of the lymphocytic and myelocytic leukemias showed that 

the two viruses closely resembled but were not identical. These findings were indicative of 

the presence of the two types of viruses in the C58 mouse leukemias.
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