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第1章　 緒言

1906年von PirquetがAllergieと 題 す る論文1)を

発表 して以来,し ば らくの間 アレルギーの分野にお

ける研究の進展は遅 々と した ものであった. 1923年

Coca2)はatopic reaginの 概念 を提唱 したが,こ の

よ うな即時型 アレルギー反応はその後整理 され, 19

64年Gell and Coombsら3)は 広 汎 な ア レルギー反

応 を4型 に分 ける事を提唱 し,即 時 型反応 を1型 ア

レルギーに入れ,レ アギン型 とも称 した,そ してか

かる反応に ヒスタ ミン含有細胞であ る肥胖細胞を関

連づ けて考 えるようになった. 1966年 石坂 らによ り

reaginのcarrierと してIgEが 見 出され, IgEの

target cellが 好塩基球及 び肥胖細胞である事が証明

4)5)され
, 1型 アレルギーの代表的疾患 であると考 え

られた気管支喘息にIgE抗 体による抗原抗体反応の重

要性が強調 された.し か しアレルギー反応の場にお

ける好塩基球の形態 的変化特 にdegranulationに つ

いてはほ とん ど解明 されてお らず,従 来やや もす れ

ば肥胖細胞 に準 じて考 え られて きた.か か る観点 か

らこの第2編 においては気管支喘息患者末梢血好塩

基球 を対象 としてア レルギー反応 の場 にお ける好塩

基球の形態的変化について 喘息の型,免 疫 グロブ リ

ン関与 の様相について種々検討 を加 えたのでその結

果 を報告す る.

第2章　 対象並びに実験方法

当科喘息 ク リニ ック通院中の気管支喘息患者の う

ち血清IgE値 が1000u/ml以 上を示 し,末梢血好塩基

球増多を示す ア トピー型気管支喘息患者7例 につい

て,又 血清IgE値 が100u/ml以 下の症例7例 につい

て も同 じく好塩基球の生態観察 をお こなった.末 梢

血好塩基球の分離は第1編 でのべた如 く, Boyumの

方法に準 じてお こなった.こ の操作によ り好塩基球

は1～7%に まで分離す る事 が出来た.次 に平木式

培養盤1号 に好塩基球浮遊液40λ を入れ,つ いで抗

ヒトIgE血 清(Hyland)あ るいは抗 ヒ トIgG血 清

(Hyland)を10λ 添加 し,た だ ちにカバーグラスを

のせ,パ ラフ ィン封入後保温箱つ き微分干渉顕微鏡

および位相差顕微鏡にて好塩基球の形態 的変化 を観

察 した.

第3章　 実験成績

第1節　 微分干渉顕微鏡による生態観察

微分干渉顕微鏡での生態観察では図1に 示す如 く,

 3種 類の好塩基球の形態的変化が見 られた.す なわ

ちⅠは抗免疫 グロブ リンの添加後 も運動亢進 を示 さ

ずまった く形態的変化 を示 さない もの, Ⅱはanti -
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IgE添 加によ り運動亢進 を示 し洋梨状 を示す もの,

 Ⅲは同 じく運動 亢進 をきた し洋梨状 を呈 した後 しだ

いに運動能が低下 し,つ いには停止 して膨化 を始め,

次第 に大 きく膨化 して ほとん ど顆粒 を失 うものな ど

の諸 変化で ある.高IgE喘 息 の好塩基球に おいて添

加前 に静止 していた球状の好塩基球は(写 真1),

 anti-IgEを 添加す るとほぼ添加後2分 以内に次第 に

運動亢進 をきた し洋梨状 を呈 して くる.こ の頃には

まだ好塩基球の内部構造には著明 な変化はみとめ ら

れない(写 真2).そ して3～5分 頃にな るとこの

洋梨状 を呈す る好塩基球がhand-shape様 突起を出

し,そ の突起の先端 よ り好 塩基球顆粒が1～3個 の

割合 で放 出されるよ うにな る.こ の形態的変化 にと

もな ってこの頃には好塩基球 の内部構造に変化 が現

われ始 め,細 胞内に小空胞の出現及 び顆 粒の変化,

黒色 の小顆粒が出現 しはじめ るが,こ れ らの変化 は

微分干渉顕微鏡の観察 では明確には認めがたい(写

真3, 4).こ のよ うな状態 が3～7分 続いた後,

 anti-IgE添 加後8～15分 頃にはhand-shape様 突起

を出 し,顆 粒放出を行 う好 塩基球 の一部は徐 々に運

動能 を減弱 し,つ いには運動 停止 を きた して膨化傾

向を示 し始 める(写 真5).そ してついにはほ とん

ど顆粒 を失ない著明に膨化 して しま うが,膨 化をお

こさない好塩基球 は1時 間後 に もなお軽微なが ら運

動能 を維持 してい るもの もみ られ る.こ の著明に

膨化 した時期 には細胞 内の空胞は互 いに融合 して増

大傾向を示 し,黒 色 の小顆 粒は減少 して むしろ膨化

して周囲がぼやけたよ うに見 える顆 粒が散在 して認

め られた(写 真6). anti-IgE添 加による好塩基球

のこのよ うな膨化の出現頻度は生態観察 において数

量的 に表現 しに くいが,添 加後ほ とんど全ての好塩

基球が運動亢進 を示 し洋梨状 を呈 した.こ れ ら洋梨

状好塩基球の20～70%はhand-shape様 突起 を出 し,

その先端 か ら顆粒 を放出する現象がみ とめ られ,そ

の20～50%に 膨化傾向がみ とめ られた.も ちろん

anti-IgE添 加後 もほ とんど運動亢進 を示 さず,球 形

を保ったままの好塩基球 も少数 なが ら観察 された.

このよ うにanti-IgEを 添加 した際の好 塩基 球脱顆

粒現象を詳細に観察 した結果,好 塩基球の顆 粒放出

現象は従来いわれてい るごとく,肥 胖細胞 に準 じた

形式 としての運動停止 をした状態での細胞全体か ら

の爆発 的な顆 粒放出現象 とは異 なる事が判明 した.

このよ うに微分干渉顕微鏡において細胞表面の顆 粒

の状態,細 胞 よりの突起の出現 など細胞表面の変化

や細胞周 囲の変化の観察には最 も適 した観察法では

あるが,細 胞内部の構造の観察 が十分でないとい う

欠点がある.抗 免疫 グロブリンについては高IgEを

示す喘息の好塩基球 は, anti-IgEに よ り,一 方低

IgEを 示す喘息 の好塩基球 は, anti-IgGに よ り反応

を示 した事は前編の場合 と同様 であるが,こ の際そ

の表現 される形態変 化は全 く同一の様相を示 した.

図1　 抗免疫 グロブ リン添加 による好塩基球の生態観察

第2節　 位相差顕微鏡による生態観察

微分干渉顕微鏡下 の観察同様に高IgE喘 息 の好塩

基球 において,添 加前 はほぼ球形であ り運動能のな

かった好塩基球が(写 真7), anti-IgE添 加後約2

分以内 に運動亢進 をきたし洋梨状を呈 して くる(写

真8), anti-IgE添 加後3～5分 頃になると好塩基

球 は軽度の膨化傾向を示 しなが ら大小の空胞 が出現

しは じめる.こ の頃には細胞内顆粒 の減少及 び小顆

粒の出現が認 め られ,顆 粒の大小不 同が目立 って く

る(写 真9).さ らに反応が進行す ると,細 胞内顆

粒は次第に減少 し,大 小種々の空胞 の出現が 目立 ち
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始め る.そ して細胞の周囲に放 出 された顆粒が認 め

られ る時 もある(写 真10). anti-IgE添 加後8～15

分後頃 には好塩基球 は著明な膨化 を示 し,顆 粒数 は

ごく少数 とな り,細 胞内は大少種 々の多数 の空胞 で

占め られ るよ うになる(写 真11).さ らに進行す る

と細胞内に顆粒 はほとん ど認 め られ な くな り,巨 大

空胞 を主体 とした多数の空胞で細胞全体が占め られ

るよ うにな る(写 真12).こ れ ら一連の経 時的な形

態変化の観察によ り,微 分干渉顕微鏡でみ とめ られ

た好塩基球のhand-shape様 突起 か らの顆 粒の放 出

と並行 して,細 胞 内において も顆 粒の変化,空 胞 の

出現等 のあわただ しい一連 の形態 的変化がお こるこ

とが明 らか とな った.な お このよ うな好塩基球 の形

態変化 は,高IgE喘 息では抗 ヒ トIgG血 清添加 にて

はほ とんど認め られなか った.し かし低IgE喘 息 で

はanti-IgG添 加 に よ って前者 同様 の変化が示 され

た.ま た健康人好 塩基球 にanti-IgEを 添加 した際 に

も,軽 度の運動亢進 を示すか,運 動亢進 を示 さない

かはあるにして も,細 胞の膨化空胞 の出現等の形態

的変化は認 められなかった. anti-IgGに ついて も同

様で あった.ま た この観察期間は抗原添加後30分 ま

で にとどめたが一部 は1時 間までの観察 をお こなっ

た. 1時 間 までの観察 にお いては最大限 に膨化 した

好塩基球 はその形態 を保 ち,膨 化 しない好塩基球 は

次第に運動能 を減弱 し,中 には運動停止 をきたす好

塩基球 もみとめられた.又 細胞の膨化 をお こす好塩

基球 は全例15分 以内に変化 をお こし,そ れ以後 に起

す事はなか った.

第4章　 総括並びに考按

当教室の木村 らは臨床的 に末梢血好塩基球が気管

支喘息発作 と密接 な関連6)7)をもちながら変動 し,特

に発作前段階では増加 し,発 作 中は減少す るとい う

明確な事実 を証明 し,つ いでや は り木 村 らに よ り

skin vesicle test8)を用 いて,好 塩基球がアレル ギ

ー反応 の皮膚局所に出現す るとい う現象 を見出 した.

又喀痰の研究9)に よって気 管 支喘息患者 においては

好塩基球 が喀痰中へかな りの頻度 で出現 して くると

い う事 を証明 した.

近年IgEのtarget cellが 好 塩基球 で あ ることが

判明す るに至 り,即 時型 アレルギーにお ける好塩基

球の重要性が注目 され るようになった.現 在 この好

塩基球 よ り主 としてhistamineやSRS-Aな どの

chemical mediatorの 放出が,好 塩基球の重要な機

能の一つ と考 え られてい るが,果 して これのみが本

細胞の機能 であるか否かは末 だ不明確である.こ の

よ うに好塩基球 は従来一般 に好塩基球 と形態的,生

化学的 に非常 に類似 している肥胖細胞10)に準 じて考

え られて きたために,好 塩基球独 自の機能的解明が

遅れた事は否定で きない.

さて木村 らによ り明 らか にされた気管支喘息患者

にお いては発作前段階において増加 した好塩基球 が

発作 とともに流血中よ り減少す るのは,ど のよ うな

機序 によるのであるかにつ いては,先 ず血管外へ の

遊走が考 えられ るところで あるが,著 者は今回の生

態観察 において,第1に は好塩基球運動亢進 による

アレルギー反応局所へ の血管外遊 出による減少 であ

り,第2に は抗原暴露 による血管 内好塩基球膨化 そ

して崩壊のためではないか と思われ る.好 塩基球 は

白血球の中では遊走速度 は遅い とはいえ,抗 原添加

による好塩基球の遊走速度亢進は第1編 でのべた如

くであ り,こ の血管外遊出 とい う現象が白血球の重

要 な特性であることは論 をまたないところであ り,

この観点よ り好塩基球 の血管外遊 出 も当然 の事で あ

ろ う.し か しこの アレルギ ー反応局所へ出現 した好

塩基球がいかなる形態 的変化 をとげ,ど のよ うな働

きをす るか,に ついては今 まで明 らかに されていな

かった.著 者 は好塩基球の生態観察 を詳細 に行 なっ

た結果反応局所へ遊 出 した場合,好 塩基球 は運動能

を亢進 させ なが らhand-shape様 突起 を出 し,そ の

先端か ら顆粒 を放出す るとい う明 白な事実 を明 らか

に した.著 者 は好塩基球生態 観察の結果,生 体 内に

おける好塩基球の形態的変化 として次の3段 階が存

在す るもの と考 えている.第1段 階 は好塩基球が運

動亢進 をきたし洋梨状 を呈す る時期,第2段 階はか

かる洋梨状好塩基球 がhand-shape様 突起 を出 し顆

粒の放出を行な う時期,第3段 階 は好塩基球 が著明

な膨化 を示 し顆 粒減少及 び空胞出現 を呈す る時期 で

ある.著 者 は抗原添加後の好 塩基球の生態観察時 に

添加抗原 が微量の場合 には,好 塩基球は運動 亢進 を

来たす ものの,顆 粒放 出を示 さない事 を観察 してお

り,こ の事 は気管支喘息 においては,吸 入抗 原が気

管支粘膜に到達 し,さ らに血管内に入 る場合血液中

の濃度は ごく微量であると考 えられ,血 中好 塩基球

は運動亢進 を きた して も顆 粒放出までに到 らず,上

記第1段 階の形態的変化のみがお きると考 えられ る.

しか し気管支粘膜に遊 出 した好塩基球 はよ り濃度の

高 い抗原に暴露 され る結果, hand-shape様 突 起 を

出 し顆 粒の放 出をお こない,一 連 の細胞 内変化 を経
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て,第2段 階の形態的変化 を起す もの と考 え られ る.

又 そのよ うな変化 をとげた好塩基球の一部 は第3段

階の変化を とげる もの もあると考 えられ る.そ して

即時型 アレルギーは第2段 階が主体を占め,全 身性

のアナフ ィラキシーにおいて は第3段 階のよ うな高

度 の変化が主体 をな しているか もしれない.

従来好塩基球の形態 的変化特にその脱顆粒現象 と

chemical mediatorの 遊離 とは並行 してお こるもの

と考 え られて きた.し か しこれは肥胖細胞 に準 じた

考 え方であ る.一 般にア レルギー現 象 として特徴あ

る変化は毛細血管透過性亢進,血 管拡張,平 滑筋の

収縮であ ると考 えられて いるが,こ のchemical me

diatorの 放 出が アレルギ ー反応 の最終結果 としてあ

らわれ るのか,細胞障害 によ って2次 的にchemical

 mediatorが 遊離 されるのか,定 かでない.山 崎11),

 chan12)ら は肥胖細胞や好塩基球において抗原投与後

の形態 的変化 を電 子顕微鏡 を用いて観察 し,細 胞内

顆粒の周辺 よ りの空胞出現か ら次第に空胞が大 きく

な り,融 合 してその空胞の中に変性 を始 めた顆粒 自

体が脱顆粒(細 胞内脱顆粒)す ると報告 してお り,

顆 粒の細胞外放出は(細 胞外脱顆粒)そ れに伴 う変

化である と報告 している.又 位相差顕微鏡等使用 に

よる抗原抗体反応 による肥胖細胞 の形態的変化 につ

いては種々報告13)14)15)されてお り,そ の ヒス タ ミン

遊離については山崎 が詳細に報告16)をしてい る.そ

してchemical mediator主 としてhistamineの 側か

らみ ると脱顆粒す なわち顆 粒の 細 胞外 放 出現 象 と

histamine遊 離 とは必ず しも並行 しない とか,細 胞

内顆粒の変化が細胞外放出よ りも著明で あるとの報

告がある.勿 論好塩基球 をそのまま肥胖細胞の機序

にあてはめて考 えることは不可能で ある.数 少 ない

好塩基球の観察 としてHastie17)は,位 相 差顕 微鏡

下に抗原添加後の好塩基球 の形態的変化 を詳細 に観

察 し,細 胞内での顆粒の変化,空 胞の出現,細 胞の

膨化 などの一連の変化を報告 して いる.し か し顆 粒

の細胞外放出につ いては何 ら言及 していない.著 者

も前述 したよ うに,抗 免疫 グロブ リン添加後の好塩

基球の運動亢進,細 胞内での顆 粒の変化,小 顆 粒の

出現,顆 粒 の減少,空 胞の出現,空 胞の増大 を認め,

ついには膨化 にいた る興味 ある一連 の変化 を観察 し

たが,顆 粒の細胞外放出につ いては位相差顕微鏡で

は認 める事が出来なかった.し か し著者 は微分干渉

顕微鏡使用によ り抗免疫 グロブ リン添加 にて,好 塩

基球 は終始活発な運動能 を示 し, hand-shape様 突

起 を出 し,時 には1～3個 の割合で顆粒 を放出す る

の が認め られた.こ れはExocytosisと しての所見

であ りActomyocin18)が 関 係 した機転で はないか と

考 え られ る.し か し細胞 内顆粒の減少に比 し,細 胞

外への顆粒 の放出が常時観察出来 るとは限 らないの

は事実であ り,中 には細胞外顆 粒放出を微分干渉顕

微鏡下に認 める事がで きないに もかかわ らず,一 連

の細胞内形態変化 をとげた好塩基球 もみとめられ,

観察方 法の再検討が必要で あるか もしれ ない.最 近

のpattersonの 報告19)ではむしろ細胞外への顆粒 の

放 出 につ いて は否定 的な 見解 を示 しているが,何

れ にして もこの点 に関 して は今後 の検 討 に まつ外

はな い.著 者 は好塩 基球 生 態観察よ り,脱 顆粒 を

細胞 内の顆粒 減 少 と考 えれば脱顆粒 の機序 として

は細 胞外 脱顆 粒 の ほか に 細胞 内脱顆粒の可能性 も

考 え られ,又かかる形態の推移につ いてはア トピー性

喘息好塩基球のanti-IgEに よる形態 変 化 と全 く同

一の形態変化が,低IgE喘 息好塩基球のanti-IgGに

よ る反応で示 されてお り,何 れの場合 も表現形式 は

同 じであることは興味深い.し か しこの変化には好

塩基球表面に付着 したIgE抗 体 な どの強弱 も密接 に

関係 してい るもの と考 えられ る.

以上好塩基球の形態 変化 について述べたが,こ の

一連の細胞内変化の過 程 とchemical mediatorの 遊

離及 びアレルギー反応 との関連について は未だ不明

な点 も多 く,又 これにはアレルギー反応の原 因ある

いは結果 としてのヘパ リンの関係 した修復機転 とい

う考 え方20)もあ り,今 後の研究課題 として重要で あ

る と考 えられる.

第5章　 結語

気管支喘息患者の末梢血好 塩基球 を使用 して, in

vitroで 抗免疫 グロブリン添加 による免疫反応の場に

おける好塩基球の形態変化を微分干渉顕微鏡及 び位

相差顕微鏡 を用いて生態観察 をお こない,次 の結果

を得た.

1) 微分干渉顕微鏡 による生態観察ではanti-IgE

添加後好塩基球は運動亢進 を示 し,洋 梨状 を呈 した.

つ いで運動亢進を きた した好塩基球 は,そ の一部 よ

りhand-shape様 突起 を出 し,そ の先端よ り1～

3個 の割合で顆粒 の放出がみ られ,こ れ と並行 して

細胞内での 空胞 の出現,顆 粒の変化,顆 粒 の減少な

どの一連 の変化が認 め られた.

2) 位相差顕微 鏡による生態観察において は, anti-

IgE添 加後好塩基球の細胞内における顆 粒の大 きさ
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の変化,大 小種々の空胞 の出現, 10～15分 後頃 には

細胞の膨化等細胞内部の変化は鮮明 に観察しえたが,

顆粒の放 出は観察す ることができなかった.

3) これ らの形態変化 は高IgE喘 息好塩基球にお け

るanti-IgE添 加及 び低IgE喘 息好塩基球におけるan

ti-IgG添 加の場合に も同様 に認め られた.

(稿を終 るにあた り,御 指導御校閲を賜 った恩師平

木潔教授に深甚の謝意 を表す るとともに,終 始御懇

篤 なる御指導 を賜 った木村郁郎講師 に深謝 します.)

なお本論文の要 旨は第23回 日本 アレルギー学会総会

及 び第15回 日本臨床血 液学会総会において発表 した.

文 献

1) Pirquet, C. V.: Allergie, Munch. Med. Wschr, 53: 1457～1458, 1906.

2) Coca, A. F. and Groove, E. F.: Studies in hypersensitiveness. XIII. A study of the atopic 

reagins. J. Immunol, 10: 445～481, 1925 .

3) Gell, P. G. H. and Coombs, R. R. A.: The classification of allergic reactions underlying dise

ase, clinical aspects of Immunology, Blackwell Scientific Publications, Oxford: 317～325, 1964 .

4) Ishizaka, K., Tomioka, H. and Iskizaka, T.: Mechanisms of passive sensitization; 1. Prese

nce of IgE and IgG molecules on human leucocytes. J. Immunol., 105: 1459～1467, 1970 .

5) Ishizaka, T., Tomioka, H. and Ishizaka, K.: Degranulation of human basophil leucocytes by 

anti-γ E antibody, J. Immunol., 106: 705～710, 1971.

6) 木村 郁郎,谷 崎勝朗:気 管支喘息 における好塩基球の変動 と発作閾値 について,ア レルギー, 19: 605～

612, 1970.

7) 谷崎勝朗:好 塩基球 に関す る研究; 1.好 塩基球 および好 酸球の同時直接算定法の考案 とその臨床的評価,

岡山医学会雑誌85: 199～210, 1973.

8) 木村 郁郎,守 谷欣明,谷 崎勝朗,斉 藤勝剛,高 橋清,上 田暢男,佐 藤周一,小 野波津子:ア レルギー反応

局所への好塩基球 および好酸球の出現 について,ア レルギー, 22: 207～213, 1973.

9) Kimura, I., Tanizaki, Y., Saito, K., Takahashi, K., Ueda, N. & Sato, S.: Appearance of 

basophils in the sputum of patients with bronchial asthma, Clinical Allergy, 5: 95～98, 1975 .

10) Ackermann, G. A.: Cytochemical properties of blood basophilic granurocyte, Ann. New 

York Acad. Sci., 103: 376～393, 1963.

11) Yamasaki, H., Fujita, T., Ohora Y. and Komoto, S.: Electron microscope studies on the 

release of histamine from rat peritoneal mast cells, Arch. Hist. Jap, 31: 393～408, 1970 .

12) Chan, B. S. T.: Ultrastructual changes in guinea-pig bone marrow basophils during anaphy

laxis, J Immunology, 23: 215～224, 1972.

13) Keller, R.: Mast cells and anaphylaxis, Experientia, 18: 286～288, 1962.

14) Saeki, K.: Effects of compound 48/80, Chymotrypsin and anti-serum on isolated mast cells 

under aerobic and anoerbic conditions, Jap. J. Pharmacol., 14: 375～390, 1964.

15) 山 崎 英 正:ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 組 織 反 応 に お け るMediatorsの 役 割,ア レ ル ギ ー, 10: 19～32, 1961.

16) 山 崎 英 正:ヒ ス タ ミン の 遊 離 と そ の 機 構 に つ い て,第17回 日本 医 学 会 総 会 学 術 講 演 集, 1: 555～578, 1967.

17) Hastie, R: The antigen-induced degranulation of basophils leucocytes from atopic subjects, 

studied by phase-contrast microscopy, Cli. Exp. Immunol, 8: 45～61, 1971.

18) 紫 田 宣 彦,巽 典 之:好 中 球 一 収 縮 性 蛋 白,第35回 日本 血 液 学 会 総 会 抄 録 集: 64, 1973.

19) Patterson, R., Tomita Y.: Respiratory mast cells and basophiloid cells. I. Evidence that they 

are recreted into the bronchial lumen, morphology, degranulation and histamine release, Clin. 

Exp. Immunol., 16: 223～234, 1974.

20) 木 村 郁 郎,守 谷 欣 明,谷 崎勝 朗,高 橋 清,斉 藤 勝 剛,上 田暢 男,小 野 波 津子;気 管 支 喘息 にお け るHepa

rin吸 入 療 法 お よ び その 作 用機 序 につ い て,ア レル ギ ー, 21: 489～496, 1972.



968　 佐 藤 周 一

Studies on supravital observation of basophils 

in bronchial asthma in immunological reaction

Part Ⅱ

Morphological changes of basophils 

in addition of anti-immunoglobulin

by

Shuichi Sato
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Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Morphologic changes in vitro of basophils from the peripheral blood of patients with atopic 

bronchial asthma (serum IgE more than 1000u/ml) and intractable bronchial asthma (serum IgE 

less than 100u/ml) were studied by addition of anti-IgE or anti-IgG.

In supravital observation by differential-inteference microscopy, basophils when exposed to 

anti-immunoglobulin moved rapidly and changed morphologically to a pear-shape and next to a 

hand-shape and the granules were degranulated from the tip of the cytoplasmic processus in a 

manner of exocytosis.

In the observation by phase contrast microscopy, intracellular changes of granules and vacuo

lation were observed clearly, but ejection of granules were not observed by this method.
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写真1 運動亢進 を きたす前の好 塩基球

 (微分干渉顕微鏡 ×600)

写真2 anti-IgE添 加約2分 後,運 動亢進 を きたし洋梨状 を呈す る好塩基球

 (微分干 渉顕微鏡 ×600)

写真3, 4 hand-shape様 突起 を出し,顆 粒放 出中の好 塩基球,添 加5～7分 後

 (微分干渉顕微鏡 ×600)

写 真5 やや膨化傾向を示 しつつ ある好塩基球, anti-IgE添 加約8分 後

 (微分干渉顕微 鏡×600)

写真6 著明に膨化 した好 塩基球, anti-IgE添 加約12分 後

 (微分干渉顕微鏡 ×600)

写真7 運動亢進 を きたす前の好塩基球

 (位相差顕微鏡 ×1000)

写真8 運動亢進 を きた し洋梨状 を呈す る好塩基球, anti-IgE添 加約2分 後

 (位相差 顕微鏡 ×1000)

写真9 やや膨化 を始 めた好塩基球, anti-IgE添 加約5分 後

 (位相差顕微鏡 ×1000)

写 真10 膨化傾向 を示 し顆粒の減少 した好塩基球, anti-IgE添 加約9分 後

 (位相差顕微鏡 ×1000)

写真11 著明に膨化 した好塩基球,細 胞 内に大小種 々の空胞を多数認 める, anti-IgE添 加11分 後

 (位相差顕微鏡 ×1000)

写真12 著明に空胞化の認 め られ る好塩基球anti-IgE添 加14分 後

 (位相差顕微鏡 ×1000)
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写真7 写真8

写真9 写真10

写 真11 写 真12


