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第1章　 緒 言

胸腺は生体内では,か な り大 きな臓 器であ り,特

に幼弱 な動物 では大 き く,マウスで は体 重の0.5～1

%に 及 び,そ のmetabolic activi tyは 他 の リンパ臓

器と比較す るとDNAの 産生や細胞 分裂 の速度 など

も大体5乃 至10倍 に遠 し,幼 弱時 の生体 にとつて極

めて重要 な臓 器であ ると考え られ る.そ れ にも拘 ら

ず,そ の機能 に関 しては長い間全 く不明 のままで あ

つた.し か し最近2, 3年 間に胸腺 に関す る実験的,

な らびに臨床的知見 は急速 に増 大 し,胸 腺が生体の

免疫学的機構に対 し支配 的な役割 を有す る器官で あ

ることが判明 した.

即 ち1961年Miller1)は マ ウスで生 後1～16時 間の

間に胸腺を摘 出 し, 6週 聞後 に皮膚 移植を行 うと,

移植皮膚片の生着期間が延長 するが,生 後5日 目に

胸腺摘出を行つた ものや,あ るいは生後5時 間 で胸

腺摘出を行つて も3日 目に再 び胸腺 の移植 を うけた

ものでは"こ のよ うな効果がみ られ ない ことを認 め

た.さ らにこの実験 か ら,胸 腺は全身の リンパ系組

織 の細胞に免疫学 的能 力を賦 与す るもので あ り,し

かもその大 部分 は出生直後の短時間 に行われ るもの

であることを指摘 した.こ れを契機 として胸腺の免

疫能に関する知見 はにわかに深 ま り,免 疫学的寛容,

さらには実験的腫 瘍の移植免疫 な どについて も,胸

腺の果す役割が検討 され, 1962年Martinetzら2)は,

胸腺別 出によつて腫 瘍の同種移植 につ いても,皮 膚

の場合 と同様の傾 向のみ られ ることを認 めた.

著者は胸腺 摘出の免疫能 に及 ぼす影響 につ いて,

 2, 3の 実験 的研究 を行 い,特 にマウスを用いて生

直後 胸腺摘 出による免疫能 の抑制効果を検索 し,そ

の抗体産生能 の低下が, Algire3)ら のMillipore dif

fusion chamber techniqueに よる実験な どで 一般に

認 められて いるよ うに,主 として移植免疫 に関与す

ると考 えられてい る細胞性抗体の低下だけによ るの

で はな く,体 液性抗体の産生の低下 も関与 して起 る

もので はないか との示唆をえた.さ らに この点 を明

らか にす るため血清学的検索を行い,な お生直 後胸

腺摘 出の腫瘍 の異種移植に対す る効果の有無を も検

討 した.

第2章　 実験材 料及 び実験方法

第1節　 実験動物

実験 動物にはスイス系及 びCb系 マ ウスの生直 後

の もの及 び成熟 した もの(30日 ～45日)を 用 いた,

なお腫 瘍の移植 実験 には 吉用肉腫,弘 前 肉 腫 を 用

いたため,移 植腫 瘍源 として 雑 系 ラ ットを 使用 し

た.
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第2節　 胸腺 摘出法

胸腺 の摘 出は,生 後24時 間以 内のマウスを笹 麻酔

の まま,図1の 如 く背臥位に固定 し,前 胸部を0.1

%マ ー ゾニ ンアル コールで 清拭 し,胸 骨 を 上 約2/3

部で縦 に切開,胸 腺 を露 出 し,水 道 吸引器に接続 し

た口径 約1.5～2.0mmの ガ ラス ピペ ットで低い吸

引圧 の もとに出血 しない よ うに注意 しなが ら胸腺 を

吸 引摘 出 した.創 部は縫合せず,コ ロヂオ ンによ り

接着閉鎖 し,直 ちに親 マ ウスの飼育箱 に帰 した.抗

生物質 などの投与 は全 く行わな かつ た.な お対照群

で は胸骨切 開を行 い,そ のま ま創部 を コロヂ オンで

接着閉鎖 した.

第3節　 マ ウス の感作法

スイス系 マウスを用 い, Markiel4)の 方 法に従 い,

市販 の卵 白アル ブ ミン10mgを 菌 数約7×109を 含

む百 日咳 ワ クチ ン0.5ccに 溶解 した ものを1回 量の

抗原 として用い,こ れを胸腺摘 出群及 び対照群の腹

腔 内に1回 注射 す ることによ り感作 した.使 用 した

百 日咳 ワ クチンは0.3cc中 に菌数約7.2×109を 含

む ため,こ れに生理 的食塩水0.2ccを 加えて0,5cc

と して用 いた.

第4節　 実験方法

1)胸 腺摘 出の循環 リンパ球 に及 ぼす影響 につい

て

Cb系 マ ウスを使用 し,第2節 で 述 べた方法で,

生 後24時 間以内に胸腺 を摘 出 した群 と,対 照群につ

表1　 白 血 球 数 及 び リ ン パ 球,好 中 球
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いて,流 血中の リンパ球数 の経 日的変化を検索 し,

胸腺摘 出の影響 を調べ た.先 ず白血球数 の変動 を調

べ,リ ンパ球 数の変動 を,リ ンパ球数,好 中球 数比

によ り算 出 した.採 血法 は,生 後間 もな いもので は

断頭 によ り,成 熟 した ものでは尾部先端 の切断 によ

った.白 血球数の算定 は通常 の計算板法 によ り,白

血球分 類はMay-giemea染 色塗沫標本 によつ た.

2)胸 腺摘 出のγ-グロブ リン分劃値 に及ぼす影響

について

スイス系マ ウスを用 い,第3節 に述べ た方法 によ

り感作 した胸腺摘 出群 及び対照群 を,感 作后10日 ～

14日 目に断頭 して採血 し,室 温で約30分 間放 置 した

のち3000r. p. m.で5分 間 遠 沈 し,血 清を分離 し

た.

濾紙電気泳動 法

Graesman and Hannig法5)に よ り濾紙上 で泳動を

行つた.即 ち緩 衝液にはpH 8.9の ベ ロナール緩衝

液を用い,濾 紙 はWhatman No. 1を 用いた.試 料

は一検体毎 に0.003mlを マイ クロピペ ットで濾紙上

に塗布 し,室 温 で通 電 々流0.3mA/cmに よ り,泳

動距離が7～8cmと な るまで 泳 動を行つた.泳 動

終了后 は濾紙を100～110℃ で20分 間乾燥 し,染 色

にはAmido Black 10B溶 液を用い, 20分 間染色 の

の ち, 1%氷 酷酸で脱色,風 乾 後Zeise積 分計つ き

吸光 自記装置で,血 清蛋 白分劃 図をグ ラフ用紙 に記

録 し,各 分屑の%を 算 出 した.

3)胸 腺摘 出の血清学 的シ ヨックに対す る感受性

に及ぼす影響 につ いて

スイス系 マウスを用い,第3節 で述べ た方法 によ

り感作 した胸腺摘 出群及 び対照群 につ いて,感 作注

射后10～14日 目に尾静脈 より感作 に用 いたと同一抗

原を同量静注す ることに よりシ ヨックを誘発 し,シ

ヨ ックの発現よ り死亡 までの時間,及 び発現様式を

観察 した.

4)胸 腺摘出の腫瘍異種移植 に及ぼす影響 につい

て

ラ ット腹水腫瘍をマ ウスに異種移植 す ることによ

り実験 した.即 ち雑系 ラ ッ トの腹腔 内に移植 した5

～6日 目の増殖旺盛 な吉 田肉腫及 び弘前 肉腫 を用い,

ガ ラスピペ ッ トで腹腔穿刺 によ り採取 した約500万

個の腫瘍細胞をCb系 マ ウスの胸腺摘 出群及 び対照

群 の腹腔 内に移植 し,腹 水貯溜量 と腫瘍細胞 の増殖,

比 の 経 日 的 変 化(Cb系 マ ゥ ス)
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及 び消失の経過を,数 日の間隔で検索 した.腹 水量

の算定 は,マ ウスを ヱーテル麻 酔のの ち,出 血 をさ

けて開腹 し,脱 脂綿 に吸収 させて秤量 した.腹 水 の

細胞密度 の算定は 白血球数 の算定 に準 じ,腹 水 の凝

固 して い る場合は,チ ュル ク液 の代 りにヘパ リン液

を使用 した.従 つて腹水全腫瘍細 胞数は腹水量 と腫

瘍細胞密 度よ り計算 した.

第3章　 実 験 成 績

1)胸 腺摘 出の循 環 リンパ球 に及ぼす影響

白血球数 の変 動については表1に 示す ごと く対 照

群では10000～17000/mm3の 間 を 変 動 して お り,

生直 後 より成熟 した ものまでの間に有意 の増減 は認

め られず,又 対照群 と胸腺摘 出群 との間に も差 は

ない.従 つて 白血球数 には胸腺摘出の影響は認め

られなかった.

なおマ ウスの 白血球 数の正常値 はGardner6)に

よれば. 8000～22000/mm3,平 均14000/mm3程

度 であ り,著 者 の成績 とほぼ一致 してい る.

次に リンパ球,好 中球比(L/P比)は 対照群 と

胸 腺摘 出群の間 に明 らかな差 を 示 した(表1).

胸腺摘 出群は生下時 よ り殆 んど 増 加 が 認 め れれ

ないが,対 照群では漸次 その比 が増 大 し,リ ンパ

球 数の相対的増加 を示 してい る.こ れを グラフに

すれ ば図2の 如 くで生後3日 目までは両 群の間に

差 はないが, 6日 目頃か ら対照群 の比が2よ り3

に 向つて増加す る.し か し胸腺摘 出群の比 は幼 弱時

より全 く増加 の傾 向はみ られず, 45日 目の比 も大 体

生後3日 目の比,約1.5程 度に と ど ま つ て 居 り,

胸腺摘 出によ りリンパ球 の産生が抑制 され ることが

判 明 した.

2) γ-グロブ リン分劃値 に及 ぼす影響

胸腺摘 出群 と対照群 を,そ れ ぞれ第2章,第3節

で述 べた方法で感作 した群 と無 感作群の2つ にわけ,

これ ら4つ のグループについて7-グ ロブ リン分劃値

の変動 を比較 した.

成績 は表2の 通 りで,各 々6匹 つつ で実験 を行い,

その平均値 をみ ると対照 群で感作 しな いもの9.1%,

感作 した もの16.8%で あ り,胸 腺摘 出群で もそれぞ

図2　 リンパ球,好 中球 比の経 目的変化

表2　 Paper-electropheresie (Swine系 マ ウ ス)

表3　 諸 家 の 報 告 し た マ ウ スPaper-electrophoresisの 正 常 値
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表4　 胸 腺 摘 出 のAnaphylactic shockへ の 効 果

表5　 移値腫瘍細胞,腹 水量 の経 目的変化

(吉 田 肉 腫)

れ12.7%, 15.1%と 云 う値を示 した.し か し諸家の

報告 したマ ウスのPaper electrophoresisの正常値(表

3)と 比較 す るとこれ らはすべ て正常値の範囲 内に

あり,従 つ て本実験 にあおいては胸腺摘 出のγ-グロ

ブ リン値 に及ぼす影響 は殆 ん ど認 め られなかつ た.

3)胸 腺摘 出の血清学 的 シヨ ックに対す る感受性

に及ぼす影響

胸腺摘 出群,対 照群 の両者 とも,定 型的 なシ ヨッ

クに陥 り,死 亡 したが,シ ヨックの発現 より死亡 ま

での経過時間を みると両 群の間に明 らか な差が あつ

た(表4).

なお本実験 の前 に無 感作の マウスで尾静脈 よ り実

験に用いたと同 じ抗 原を同量注射 し,こ れらの動 物

では死亡 やシ ョック症 状,或 いは何 らの中毒症状 も

起らない ことを確かめて いる.

シ ョック症 状 は緒方 らの記載 した如 く,典 型的な

ものでは惹起 注射暖直 ちに不安,ふ るえ,立 毛な ど

の症状が現われ,呼 吸 が次 第に荒 くな り,動 きが鈍

くなり,歩 行は不安定で よろめ くよ うにな る.次 い

で脱力,呼 吸困難を きた し,や がて後脚を伸ば して

ぐつたりと腹ば いにな り,し ば ら くして全身痙攣を

起 して死亡す るが,対 照 群は6匹 全例が15分 以 内に

死亡 し,最 も強 い ものでは9分 で死亡 した.胸 腺摘

出群は惹起注射 後直 ちに不 安状態 とな り運動 は緩慢

になつ たが,こ の状態 が しば ら く続 き,後 脚 マ ヒが

起つてか ら全 身痙攣 までは対照群 と同様,す みやか

に進行 して死 亡す るが,全 経過が永 く,は やい もの

で も死 亡までに40分 を要 し, 1時 間4分55秒 で死亡
.
した1例 は,一 時は その ままで回 復す るかに見 えた

が1時 間3分15秒 で 遂 に 痙攣 発作を起 し,死 亡 し

た.

4)腫 場の異種移植 に及 ぼす影 響

胸腺摘 出群及び対照群 の各 々について,無 選択的

に数匹 につ いて触診 によ り腹 水の貯溜をた しかめ,

エーテル麻酔下 に出血 を さけて開腹 し腫瘍細胞数 の

算定,及 び腹 水量 の秤量 を行つた.貯 溜腹水量及 び

腫 瘍細胞数 の経 日的変化を示せば表5,表6の 如 く

で吉 田肉腫,弘 前 肉腫共 に同様 の経過 をた どつ た.

対照 群では腫 瘍移植 後4日 目の増殖 が最 も旺盛 で,

腫瘍細胞 は吉 田肉腫 では1mm3中 平均約25万,弘

前 肉腫 では平均19万 前後で,腹 水量 も1g前 後にな

るが, 7日 目の検査では著 るしい減少を示 し, 9日

目には腹 水は凝固,消 失 し,腫 瘍細胞密度 の算 出及

び腹 水の秤 量 も困難でやや成績 の不正確 さの免 かれ

ない もの もあつ た.従 つて大体7日 乃至8日 目 くら

いで急速 に腫瘍細胞 は減 少消失 して治癒 に向 うもの

と考え られ る.



794 岡 谷 照 太

表6　 移植腫瘍 細胞,腹 水量の経 日的変化

(弘 前 肉 腫)

図3　 全腫瘍細胞数の経日的変化

一方胸腺摘 出群は7日 目では まだ全 く旺盛 に増殖

し, 11日 目に至つ て対照 群の7日 目の成績 に近い値

を示 し,以 後12日, 13日 と急速 に減少 し,腹 水量 も

同様の経過 をたど り凝固消失 した.腫 瘍細胞密度 と

腹水量 より,腹 腔 内の全腫 瘍細胞数を算 出し,そ の

経 日的推移 をグ ラフにすれば図3の ごと くな り,対

照 群では腫瘍細胞 の増殖 旺盛な極期には吉 田肉腫,

弘前 肉腫は それぞ れ約2.5億, 2億 前後にな り,移

植量 の数十倍 に及ぶ のが判 る.

以 上の如 く胸腺摘 出群は対照 群よ り約4日 間,腫

瘍細 胞の検 出可能 期間が延 長す ることを認めた.

なお極期 におけ る単位 容積当 りの腫瘍細胞数 は対

照群 よ りやや増加 の傾向を示 したが,腹 水量 は対照

群 に比 べて,そ の貯 溜期問が延 長 した割に は増量 の

傾 向はみ とめ られず,や やその粘稠 度を増す傾向が

み られたに過 ぎない.

第4章　 考 按

近時臓 器移植 に関す る研究 は非 常に盛ん とな り,

同種移植 や異種 移植な どは,な お成功に至つていな

いが,こ こ数年 間におけ るこの方面での各種の知見

や,技 術的な面 での進 歩はめ ざま しい ものがあ る.

著者の生直後胸 腺摘 出の免 疫能に及ぼす影響に関

す る実験 的研究 も,要 す るに究極には臓器移植成功

の希 求につなが るものであ る.

今 日,胸 腺 の免疫学 的役割 については,多 数の研

究者 によ り,極 めて多方面 にわた る実験的研究が行

われてお り,ほ ぼその大綱は明 らか にされつつあ る

といえる.緒 言 に述 べた 如 く, 1961年Miller1)が

出生直後 のマウスで胸 腺摘出を行 うと,免 疫学的反

応 力が殆ん ど消失 し,同 種移植皮膚片の生着期間が

著明に延 長す ることを見 出 し,に わかに この方面 の

研究 が活 発になつて来た.文 献よ り胸腺摘 出に関す

る2, 3の 実験 を 参照 し て み ると,同 種皮膚移植に

つ いてはWakemanら7)が ラッ トで, Martinetsら8)

がマ ウスでそれぞれ移植片の生着期間の著明な延 長

をみとめ,遅 延 型過敏症反応 に及ぼす影響 について

はJankovicら9), Arnasonら10)な どがそれぞれ ラ

ットで,ツ ベル ク リン反応や,牛 血 アル ブ ミンに対

す る反応性 の著明な低下を確かめてい る.

一方Miller , Metca1f11)は 生直 後に胸腺摘出を行
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うと,リ ンパ組織 の萎縮 と血 中 リンパ球 減少を きた

す ことを認 めてい る.

以上 の如 く生直後の胸腺摘 出は,遅 延型過敏症反

応 や移 植片 拒絶,あ るいは末梢血 および各種臓器組

織 の著 明な リンパ球減少症 の発現 など重篤な免疫反

応の障 害を結果す るが,こ れ らは すべ てBurnet12)

な どの言 う い わ ゆ るimmunological competent cell

として知 られ る リンパ球様細 胞の関与を証明す るも

のであ り,胸 腺 の免疫学 的役割 として,細 胞性因子

の支配 を強調す るもので ある.

著者 も本実験 において末 梢血 リンパ球数の変動を

リンパ球.好 中球比 によ り生直 後よ り経 日的に追求

し,対 照群 との問 に明らかな差異のあ ることを認め

た.併 し,一 方移植実験 の場 合考 慮すべ きことは,

移植片 に反応 して第1次 反応が起 るまで に必ず潜伏

期が あること,2回 目の移 植によ り,受 容者 は第2

次反応(second set phenomenon)を 示 し,か つ そ

の反応の様式 は全身 的(systemic)で あ る こと,及

びこの反応 には厳格 な特異性がみ とめ られ ることで

ある.こ れ らの事実 は移植 に対す る反応が獲得性免

疫の範疇 に容れ られ るべ きもので あることを明示 し

て居り,従 つ てこのよ うな 反応 の 本 態 をrecipient

の血清 中に産 生され る抗体に求あ よ うとする考 えの

生れるのも当然 で,著 者 も本実験で生直後胸腺摘 出

による移植片脱落 な どの免 疫反応 の抑制効果 に,体

液性抗体が関与 してい るか否かを検索 したいと考え

た.

Archerら13)は1961年 家兎 で 胸腺摘出を 行 い,

 Capillary precipitin methodに よ る沈降抗体価,及

びT2 Coliphageのneutralization rateを 検索 して,

いずれ も有意 の結果 をみ とめ,胸 腺摘 出により体液

性抗体 の産生 も抑制 され ることを指摘 してい る.

さて,血 中抗 体を考え る場合,血 清 中のγ-グロブ

リンの変動を調べ ることは免疫学的常套手段 の一つ

であ るが, 1962年Jankovicら14), Wakamanら は

それぞれ ラ ットを牛血 アル ブ ミンで感作 し, γ-グロ

ブ リン分画値 を測定 したが,対 照群 との間 に差 異を

認めなかつた.著 者 もマ ウスを卵 白アル ブ ミンで感

作 し,同 様の検 査を行ったが,彼 等 とは使用実験動

物,免 疫方法などに相違 があ り,有 意 の結果を期待

したが,お な じくγ-グロブ リン分画値 には差 を認 め

得なかつた.

次いで体液性 因子を迫求す る目的で,ア ナフイ ラ

キシーを誘発 し,そ の感受 性の差を調べ た.も とも

とマ ウスはモルモ ットや犬な どに比べ ると,血 清学

的 シ ョックにはかか りに くい ものとされて いるが,

先に実験方法の項 で述べ た如 く,感 作方法 の改良,

及び実験 マ ウス として適 当な系統を選ぶ ことによ り,

極 めて高率 に血清学 的 シ ョックを起 し得 ることが最

近判 明 してお り, Merkielら はスイス系マ ウスを用

い,抗 原に百 日咳 ワクチ ンをAdjuvantと して混 じ

る ことによ り92.3%と い う極めて高率 にア ナフィラ

キ シーの発生をみ とめ,緒 方15), Cameron16)ら も同

様 に良 好な成績 を報告 してい る.著 者 も本法を利用

したが,対 照 群におけ る成績 は極めて良好で,全 例

定型 的シ ョックに陥 り死亡 した.し か し胸腺 摘出群

も全例 が定型 的な シ ョックを発現 し遂には死亡す る

ため,両 群 の間に確 然と した差 は認め られなかつた.

ただ シ ョックの発現 よ り死 亡までの経過時 間には明

らかな差があ り,胸 腺摘 出によ り軽度ではあ るが血

清学 的シ ョックの感受性 の低下 を きたす効 果がある

ものと考えてよいであろ う.従 つて生直 後の胸腺摘

出は遅延型過敏症 反応な どの細胞性因子の関与 する

免疫 反応だけでな く,体 液性因子に も多少の影響 を

及ぼ してい ると推 断 しうる結果 を得 た.

次 いで著者 は,体 液性抗 体の関与が大 きいと考え

られてい る腫 瘍の異種移植実験 におけ る胸腺摘 出の

効果を追求 した.現 在移植実験 として最 も広 く利 用

されてい るのは皮膚 と腫 瘍であ るが,こ の両者 には

それぞれの得失があ る.皮 膚を移植片 として用い る

方法はMedawar17) 18)ら によつ て開拓 されて以来,

移植手技の容易な こと,肉 眼的 観 察 とbiopgY標 本

の組織 学的観 察を併用す ることによ り,極 めて鋭敏

に免疫 性を反映 し得 るな どの点 か ら,現 在移 植免疫

と言 えば皮膚 移植免疫を指す とさえ思 われ る程 にな

つてい る.し か し判定 が定 性的であ り,研 究者の主

観 が入 りやすい上 に,連 続 的に組織学 的な観 察を行

いに くいな どの欠点が考え られ る.そ の点腫瘍を移

植片 とす る場 合は動物の選択 さえ適 当であれば,動

物の発死 と言 う決定的な指標を有す る点で主観を交

えない観察が可能であ る.

以上のよ うな理由か ら腫瘍を実験材料 としてえ ら

び,吉 田 肉腫及び弘前 肉腫の腹水腫瘍 をマウスへ異

種移植す る実験を利用 したが,幸 い に ラッ ト腹水腫

瘍はマ ウス腹腔内で も一定期間 ラッ トの腹腔 内にお

け ると同様良好 に増殖す ることが判明 して お り19)鋤,

吉 田肉腫及 び弘前 肉腫 は移植後3～4日 で増殖 の極

期 に達 し,そ の後速か に減少 し,約7日 で変性,消

失す る.従 つ てこのマ ウス腹腔 内の腫 瘍の増殖態度

を追求す ることによ り,胸 腺摘 出の影響 を知 り得 る
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表7　 Incidence of Successful Tranaplantation

 of an A-Strain Mammary Adenocarcinoma

No. of mice accepting tumor/

No. of animals grafting

もの と考え た.な お腹 水型の腫 瘍を使用 した のは,

細胞が単一遊 離性で あ り環 境の影 響が平等で あるた

め その消長は一定で あ り,し か も数量的に扱い得 る

利点 を考慮 したため である.な お腫 瘍移植の実験を

異種移 植で行 う場合 には異種移植 とい う高度の異種

性 におおわれ るため,腫 瘍 の発生母系 統のずれに基

く抗体 の発生な どに関す る考慮 はほ とん ど問題にす

る必要 はない と考え られ る.

さて,著 者 の行つた腫瘍異種移植 の実験 では,胸

腺摘 出の効果 によ るマウス腹腔 内の腫 瘍細胞の検 出

可能期間 の延 長は,対 照群 に比べ,わ ずか数 日に過

ぎなかつ たが,胸 腺摘 出の影響 は確 かにみ とめ られ

た.し か し反面 これ らの結果はMartinetzら のA系

マ ウスのmammary adenocarcino uaをC3H系 マ ウ

スへ同種移植 した際にみ とめ られ た高 い移植率(表

7)や,同 じくMartinetzら 或い はMillerな どの

同種皮膚 移植の実験 などにみ られ る生 着期間の著明

な延 長な どの成績 に比較 す ると,そ の効果は極めて

軽度 であ り,同 種移植 と異種移植 との間には極めて

大 きな差がみ とめ られ る.こ れ らの差 は,根 本的に

は遺伝 的に決定 され た組織適合性遺伝 子(hiatocom-

patibility gene)の 相違 によ ると 考 え るのが妥 当で

あ ろ うが,こ のよ うな胸腺摘 出時 における移植片脱

落 の態度 が同種移植 と異種移植で著 る しく異 るのは,

 hostの 反応 の仕方 の差,即 ち移 植 片 脱 落 の際に働

く抗体が,細 胞 性因子が主 として関与す ることによ

り生ず るものか,あ るいは体液性因子 の関与 が大 き

いかの差 にも一 因あ るので はない かと考 え られ る.

そ こで先づ 同種移植 と異種移植 にお ける局所 の組

織学 的な反応 の差 をみ ると,す でに1926年Murphy

21)が 同種移植で は移 植片 や, recipientの 組織 と接

す る部 位に炎症性細 胞浸潤が起 ることを観察 してお

り,こ れ らは リンパ球様 の細胞であ り,従 つて 同種

移植片 の拒否現象 にはこのよ うな感作 リンパ球様細

胞の関与が大 きいことがMitchison22), Billingham23)

のそれぞれ腫瘍組織,正 常組織 の移 植実験で確かめ

られてい る.彼 らは感 作 した動物 の リンパ節や脾 よ

り集めた リンパ球様細胞 を,同 種 の非 感作動物に注

入 す ることによ り,移 植免疫 を受 動的に移す ことが

出来 ることを証明 し,こ の際感作 リンパ 球様細胞の

代 りに,感 作血清を用いたので は免疫 を移す ことが

出来 ず,従 つて細胞性因子の 関与 の大 きい ことを結

論 してお り,緒 言にあげたAlgireら のdiffusion cha

tuberを 用いた実験 も,こ の考 え を支 持す るもので

ある.

しか し一方,異 種移 植の場 合は移植 され た組織と

recipientの 組織 との間 に脈管 系の連結 が 起 る前 に

拒否現象が起 る.即 ち同種移植の場合に比べてその

反応 は遙か に急速 に,し か も激 し く起 る.ま た反応

には質的な相違が みられ,同 種移植に際 してみられ

る著明な炎症性細胞浸潤 が少 な く,逆 に脈管系の変

化が強 くみ られ る.即 ち異種移植 の際には体液性抗

体に よつて移植 された細胞が破壊 され る面 が強いと

考 え られ る.

以上のよ うに同種移植 と異種移植 では細胞抗体 と

血 中抗体 の関与す る度合が異 る訳で,著 者 は胸腺摘

出による体液性 抗体の関与を検索す る目的で体液性

抗体 の影響 が大 きい と考え られてい る異種移植の実

験 を行い,胸 腺摘 出の効果について検討を加 えたが,

胸腺摘 出群 の腫瘍 細胞 検出可能期間 は対照群 に比べ

て わずかに延長 す るにす ぎず,胸 腺摘 出の効果 は同

種移植 での実験 に比べ,は るかに弱 く,従 つて体液

性因子 の関与 は少 いと考 え ざるを得ない結果であつ

た.

以上著者 の行つ た生直 後胸腺 摘出の実験 を総括す

ると,胸 腺摘 出に よる免疫反応 の抑 制効果 には体液

性抗体の関与す る面 は比較的少 な く,主 と して細胞

性抗体が作用す るとの従来の見解 の正 当性 は認め得

るが,体 液性抗体 の関与 も全 くは否定 し得 ないとの

結論を得た.

第5章　 結 語

生後間 もな く胸腺を摘 出す る と,各 種 の免疫反応

が著明に抑制 され ることが最近判 明 したが,こ の点

に関 し,マ ウスを用いて特 に胸腺 の体 液性 因子 に及

ぼす影響について の検索 に重点 を置いて実験 を行い,

次の結果を得た.

1)循 環 リンパ球に及ぼす影響

胸腺摘出群 と対照群 の血 中 リンパ球 の増加 の状態
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を生下時 よ り45日 まで'リ ンパ球 ・好 中球比 によ り,

経 日的 に追求 したが,対 照群では この比 が2よ り3

と大 き くなるのに反 し,胸 腺摘 出群で は殆ん ど生下

時 より増加がみ られ ない.

2)γ-グ ロブ リン分劃 の変動に及ぼす影響

胸腺摘出群.対 照群 の γ-グロブ リン値 を, Paper

 electrophoresisに より比 較 したが,両 者の問に変化

はみられ なかった.

3)血 清学 的 シ ョックに対す る感受性 に及ぼす影

響

胸腺摘 出群,対 照 群を夫 々,卵 白アル ブ ミンに百

日咳 ワクチンを加 えた抗 原で感作 して アナフィ ラキ

シーを誘発 し,シ ョック発現率 の差 をみ たが'両 者

の間には シ ョック発現 よ り死 亡までの時間的な差 し

か認 められ なかつ た.

4)腫 瘍異種移植に及 ぼす影響

吉 田肉腫,弘 前 肉腫の腹水腫瘍 を用 い,胸 腺摘 出

群 と対照群 とで腫瘍細胞の検 出可能期間を比較 した

が,胸 腺摘 出群において3～4日 の延長がみ とめ ら

れた.

以上 の実験 を綜合 してみると生直後 胸腺摘 出によ

り認 められ る免疫能 の低下 は主 として細胞性抗 体の

関与に よるもの との考え は正 当で あるが,な お軽度

ではあ るが体液性抗体の関与 も考え られ る.

稿 を終 るにあた り,御 指導御校閲を賜はつた恩師

砂 田輝 武教授 に深 甚の謝 意を棒 げ る.(本 論文の要

旨は第22回 日本癌学会総 会において発 表 した。)
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Experimental Study of Effects of the Thymectomy on 

Immunological Function. With a Special Reference to 

Effects of the Thymectomy on Circulating Antibody.

By

Teruta OKATANI, M. D.

The Second Surgical Division, Okayama University Medical School

Effects of the thymectomy at birth on immunological function, especially on humoral 
factor, were studied in mouse. The following results were obtained.

1. Changes in circulating lymphocytes were followed daily for fourty-five days after 
thymectomy. No increase of lymphocytes was observed in thymectomized mice, although ratio 
of lymphocytes/neutrophiles increased from two to three during growth in control gronp.

2. Changes in 7-globulin fraction were investigated by paper electrophoresis. No marked 
difference was found between thymectomized and control groups.

3. Anaphylactic shock was induced after sensitization with egg albumin added with 
hemophilus pertussis vaccine. There was found no difference in incidence and severity of shock 
except survival time from onset of shock to death between both groups.

4. The immunological response to foreign tumor transplant was studied using Yoshida 
and Hirosaki sarcoma of rat. Behavior of growth of tumor cells implanted into peritoneal 
cavity of mice was investigated.

Three or four dads prolongation of survival time of tumor cells was only observed in 

thymectomized group.
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These results show that suppressive effect of tbymectomy at birth on immunological func

tion is apparently relating ro cellular antibody, although perticipation of humoral antibody 

is not completely neglected.


