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Ⅰ　諸 言

著者は第1編1)に おいて,リ ンパ球 膜 の精 製分離

法 に工夫 を加 え,そ の化学組成 之形態学的研究をお

こな うとともに,仔 牛胸腺 リンパ球膜(TMと 略),

成牛腸 間膜 リンパ線 リンパ球 膜(LMと 略)を,

 Freund complete adjuvant (FCAと 略)と とも

に皮下に感作 して も,耳 静脈よ り注入 して も,胸 腺,

脾臓,リ ンパ腺な どの リンパ組織か ら,リ ンパ球が

減少して一種の 自己免疫性 リンパ組 織病 が発生 した

と考えられる成積を家兎 で得た.こ の際, TMとLM

で組織像 に差 が存在することが示唆 されたが,本 編

ではこの点を更 に明確 にす るために,体 重の統一 し

た幼若マウスC57Blを 用いて一連 の 実験 を反復 した.

 TM, LMそ れぞれについて感作抗原量 を3群 に分別

し,抗 原量 とリンパ球膜 の質の差による抗原性の異

同について検討 を加 えたので報告す る.

Ⅱ　実験材料 と方法

TM, LMの 分離,精 製 は第1編 に記載 した方 法1)

を用いた.凍 結乾 燥 したTMとLMの 蛋 白量 をLo

wry-Folin法 で測定 し,そ の5γ, 10γ, 100γを4

週令の雄性C57Blマ ウスの腹 腔内へ毎週1回 宛合計

5回感作 した.各 感作群の体重,ヘ マ トクリッ ト値,

末梢白血球数,リ ンパ球百分率 を求 め るとと もに,

末梢血のMay-Giemsa染 色標 本 で リンパ球 直 径を

測定 した.初 回感作後5～7週 で心臓穿刺で瀉血死

せしめ,胸 腺,脾 臓,リ ンパ腺 を10%生 食 ホルマ リ

ン液で固定 し, 6μのパ ラフ ィン切片 をヘ マ トキ ミ

リン ・エオジン染色 して組織像 を鏡検 し,一 定の倍

率で写真撮影 し,印 画紙 に焼付 けた上 で リンパ組織

を,胸 腺 で は皮 質 と髄 質,脾 臓 と リンパ腺 で は リン

パ 濾胞 とそ の他 の リンパ組 織 の部 に 区 分 して,紙 重

量 の比 で面 積 比 とした.

心臓 穿 刺 で え た血 液 か らは,血 清 を分離 し, Sep

arax電 気 泳 動法 で血 清 蛋 白 分画 を検 討 し, immun

oelectrosyneresis1)で 可 溶 化TM, LMに 対 す る抗

体 活 性 を検 索 した.

またTM 5γ, 10γ感 作 マ ウ スか ら無 菌 的 に摘 出 し

た胸腺 な らび に脾 臓 か ら, Ficoll-Conray 400法 で

リンパ球 を分 離 し, 15%牛 胎 児 血 清 を含 むTCM-199

で, 0.5×106/mlの 細 胞 数 に調整 し, PHA-P (Dif

co Lab) 15μg/mlを 添 加 し,炭 酸 ガ ス ・イ ン キ ュ

ベーターの中 で68時 間 培 養 後, 3H-TdRlμCi (比 放

射 活 性5.0c/mM) 4時 間 のflushingで 細 胞 内へ の

3H -TdRの と り込 み を , millipore filter上 で 生 食

液 ひ きつ づ き5%ト リク ロル 酢 酸 で リンパ 球 を洗 浄

後,乾 燥,ミ ンチ レ ー ター液(POPOP 0.05g, PPO

 4.0gを1lの トル エ ン に 溶 解 す る) 10mlを 入 れ て,

液 体 シ ンチ レー シ ョン カ ウ ン ター でcpmを 求 め た.

各 検 体 は3組 ず つつ くって その 平均 値 を求 め た.

T細 胞 形質 の指 標 と考 え られ る ヒツ ジ赤 血 球 ロゼ

ッ ト形 成 反応 は,同 じ くFioll-Conray 400法 で 分

離 した 胸 腺 な らび に脾 臓 リンパ 球 を,ゼ ラチ ン加 ベ

ロナ ール 緩衝 生 食液 で2回 洗 浄,ヒ ツ ジ赤 血 球 は生

食 液 で3回 洗 浄 後,リ ンパ 球 は5×106/ml,ヒ ツ ジ

赤 血 球 は1×108/mlに 牛胎 児 血 清 で 調整,浮 遊 させ

た.リ ンパ球 浮遊 液 と,ヒ ツジ 赤 血 球 浮 遊 液 各0.1

mlを 合 成樹 脂 製遠 心 管 中 で混 和 し, 37℃, 15分 間 孵

置 後, 300×g, 5分 間遠 沈 の の ち,永 中 に1時 間 放

置,細 胞 を再浮 遊 し,ス ラ イ ドグ ラス上 に お き,カ

バ ー グ ラ ス をか け,パ ラ フ ィン に封 入 し, Nikon位
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相差顕微鏡DLL×100で 鏡検 し,ヒ ツ ジ赤血球2個

以上結合す る リンパ球 を ヒツジ赤血球 ロゼ ッ ト形成

リンパ球(RFC)と した.

Ⅲ　実 験成 績

TM5γ(表1), 10γ(表2), 100γ(表3)感 作

群 とLM5γ(表4), 10γ(表5), 100γ(表6)感

作群 の体重(g),ヘ マ トク リッ ト(%),白 血球数

(per cmm),リ ンパ球 数(per cmm)な らびに 白

血球 分類 を一括 して表示 した.図1に も示す ように,

 LM5γ, LM10γ, LM100γ 感作群 とTM10γ 感作群

とでは, 1週 目にすでに体重増加が抑制 され,特 に

 LM100γ では一過 性 の著 明 な体 重減 少 がみ られ,

 LM100γ とTM10γ では5週 目よ り,明 らか に体 重

が減少 した. TM5γ で は体重の 自然増加 が認 められ

ず, TM100γ で は4週 と7週 で体重減少が認め られ

たがその程度 はLM100γ にはおよばなか った.ヘ マ

トクリッ トはLM10γ, LM100γ で減少 したが, TM

5γ, TM10γ, TM100γ では軽度なが ら増加 した.

末 梢白血球 数 は, TM感 作群(表1～3)で はい

ずれ も感作 中は白血球増 多症 が好中球増加 を伴 って

み られ るが,感作終了後 は急速に白血球数 が減少 し,

 600/cmmか ら3000/cmmに なる.

LM感 作群(表4-6)で も感作中の白血 球増加

は,ほ ぼTM感 作群 に類以す るが,感 作終了後 の白

血球減少 の程度 はTM感 作群 にはおよばない.た だ

し, TM, LM両 群 と も,感 作抗原量が多い程,白 血

球減少の程度 が高度で ある.

リンパ球百分率か ら算出 した リンパ球数(表1～6)

は, TM群(図2)で は感 作3～4週 ですでに減少

傾向がみ られるが,感 作終了後 一時 的な反跳があ っ

た後, 5週 か ら7週 にか けて,い ず れ も有意 に減少

した(P<0.05).こ れ に対 してLM群(図3)で は,

 LM5γ, 10γが終 始一貫 して安定 した リンパ球数 を

示 したのに, LM100γ でのみ,感 作終了後にTM群

に匹敵 もしくはそれ以上 に経過 の早 い リンパ球減少

症 をみせた(表7).感 作前の正常 マウス リンパ球数

は5406±2626 (N=30)で あ ったのに対 して,感 作

後の リンパ球 数 はTM群 では1814±1087 (N=12)

と, LM群 の4783±2787 (N=11)よ り明 らかに減

少 していた.

May-Giemsa染 色 を施 した末梢血塗抹標本の リン

パ球直径 を測定 して ヒス トグラムを作成(表8)す

ると,末 感作 マ ウス では7μ か ら16μに分布 して,

 10μの リンパ球が41%と もっとも多数 を占め,平 均

直径 は10.43±1.19μ (M±S. D.)と 計算 された.

 TM群 はいずれ も10～13μの リンパ球 が軽 度 正常マ

ウスよ りやや増加 して,平 均 直径 は10.47～10.52μ

 (10.49±1.24μ)と 延長 した.逆 にLM群 で は8～10μ

の リンパ球 百分 率が増加 して14μ以上の大型 リンパ

球 が比較 的 に減 少 し,平 均 直 径 は10.05～10.47μ

 (10.17±1.11μ)に 短縮 した(P>0.05).

Separax電 気泳動法による血清蛋白分画(表9～

12)の変化 は, TM群 では感作開始1～2週 目に α1-

gl, α2-glが急激 にふえる(表9, 10)が, LM群 で

は この反応 を欠 いてむ しろa3-glが 急上昇す る(表11

12). α3-glと γ-glを 各感作群の平均値で追跡(図4)

す ると, α3-glに関 しては, TM5γ では3週 後に85

%, TM100γ で は4週 後 に180%に 一過 性 に増 加 し

て感作終 了後 は,感 作前値に復帰 した.こ れに対 し

てLM群 では感 作1週 と3週 の早期 に約2倍 の増加

を示 し,感 作終了後はTM群 と同様 に感作前値 にも

どった.

γ-glに関 しては, TM群 では感作2～4週 頃よ り

次第に増加 しは じめ,ゆ るやかな増加曲線を感作終

了 後 も続 け るが, LM群 はTM群 よ り,よ り早期の

1～2週 ですでに明 らかな増加を示 してその状態が

感作終 了後 も継 続 した.し か もγ-gl増量の程度 は

感作抗 原量に比例す る傾向が あった.

正常 マウスの胸腺(図5)は 皮質髄質の境 界が比

較的鮮明で,皮 質 には小 リンパ球 が密集 してヘマ ト

キシ リンに濃染 し,髄 質 は上皮 性細網細胞が優勢で

皮質 に比較 して明 るく,小 型 のHassall小 体 を少数

認 める.こ の皮質 は胸腺全体の85.1%の 面積比を保

有 して いる.こ れに対 してTM感 作群 の胸腺では,

皮質の小 リンパ球 が減少 して細胞密度 が粗 とな り,

リンパ球核濃縮 片が散在 して上皮性細網細胞 が露 出

す るために髄質 と同様 もしくは髄質 よ り明る くな っ

て細血管 の拡張 と欝 血像 が認 め られ,皮 質 の面積比

は59.7%に 減少 していた. LM群 では皮 質 の小 リン

パ球 の減少 は軽度で細胞密度 は比較的保たれてお り

皮質 の面積比 は76.5～88.7%(表13)と 正常マウス

の胸腺 とほぼ同じで あった.

正常 マウスの脾臓(図7)に は白脾髄 と赤脾髄 が

あ り,白 脾髄 には リンパ濾胞 が並 びその一部には中

心動脈 を囲んだT依 存 領域があ る.赤 脾髄 は脾柱 を

中心に赤血球,巨 核球,細 網細胞,小 リンパ球 と形

質細胞 で構成 されて いる.こ の リンパ濾胞 の占め る

面積 比 は29.4%で あるが, TM群 で はこの リンパ濾

胞 は比較 的保 たれているの に中心動脈週辺 の リンパ
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球が減少 して面 積比 ではTM10γ23.6%, TM100γ

25.8%で あった. LM群 の脾臓 は白脾 髄の リンパ濾

胞を形成する リンパ球が高度に減少 して,リ ンパ濾

胞が萎縮 し,そ の密度 も減少 してお り, LM5γ で

19.6%, LM10γ で7.4%と 面積比 が著明 に減少 して

赤脾髄の面積比が増加 していた(表13).

正常 マウスの リンパ腺(図9)は 皮質 に リンパ濾

胞が並 び,傍 皮質領域 をへて リンパ腺 内に向 って リ

ンパ球が配列 してお り,リ ンパ濾胞 の面積比は41.2

%を 占めている. TM100γ の リンパ腺 は傍皮質領域

の リンパ球 と もどもにの リンパ濾胞 の リンパ球 も消

失 して細網細胞が優位で荒廃像 を示 し,リ ンパ濾胞

の占める面積 比はわずか4.0%に す ぎなかった. TM

5γでは にの荒廃像 は認め られず,傍 皮質領域 の リ

ンパ球が減少 していて も,リ ンパ瀘胞の リンパ球 は

比較的保たれて41.2%の 面積比 を示 した.こ れに対

してLM5γ の リンパ腺(図10)で は,傍 皮 質 領域

の リンパ球が比較的保たれているのに,リ ンパ濾胞

を構成する リンパ球が減少 して皮質 は リンパ濾胞 よ

りも細網細胞優位 とな り細胞密度 が髄質 よ りも粗 に

なって リンパ濾胞の面積比 は14.2%に 減少 した. LM

10γでもリンパ濾胞の萎縮 は本 質的 に同 じで17.9%

の面積比 と計算 され た.

正常 マウスの胸腺 リンパ球 のPHA-P添 加培養時

の3H-TdR摂 取は10600cpm (表14),脾 臓 リンパ球

では3521cpmで あるが, TM5γ で はそれぞれ12657

cpm, 702cpmと 胸腺 リンパ球では増加 し,脾 臓 リン

パ球では減少 した.こ の傾 向はTM10γ で さらに明

らかで,胸 腺 リンパ球では19368cpmに 増加 し,脾

臓 リンパ球では405cpmに 減少 した.

同様に して胸腺 リンパ球のRFCを 検討 したがTM

5γ, TM100γ 正 常 マ ウス とも0%で あった.に れ

に対 して脾臓 リンパ球のRFCは 正常 マウスの一匹

で0.2%, TM5γ の一匹で3.5%認 め られ た が他 の

正常 マウス, TM5γTM100γ, LM5γ では0%で

あった.

lmmunoelectrosyneresisで はTM5γ, LM5γ

を除いていずれの群で も可溶化TMお よび可溶化LM

に対 して沈降線 を証明 しえた.

Ⅳ　考 察

マウス リンパ組織は,胸 腺 由来 リンパ球(Tリ ン

パ球)依 存領域 と骨髄 由来 リンパ球(Bリ ンパ球)

依存 領域 とが区別 されてい る2).すなわち胸腺 は勿論

Tリ ンパ球 の源 であるが,脾 臓 とリンパ腺で は リン

パ濾胞 がBリ ンパ球依存領域 であ り,脾 臓 では中心

動脈周辺 の リンパ濾胞が,リ ンパ腺では傍皮質領域

と リンパ濾胞 の周辺部がTリ ンパ球依存領域 とされ

てい る.に れは抗胸腺 リンパ球血清 と抗骨髄 リンパ

球血清 をin vivoに 注射す ることによってお きる組

織学 的 変化 のパ ター ンによって決定 で きる し3),蛍光

色素標識 もしくは酵素標識抗体 によ る免疫組織学的

手技4)によ って も証明で きる.さ らに最 近 で は補体

結合 ヒツジ赤血球EACな らびに ヒツジ赤血球Eの

ロゼ ッ ト形成 を,固 定 しない組織切片上 に展開す る

にとによって もBリ ンパ球依存領域 とTリ ンパ球依

存領域 を決定す ることがで きるよ うになった5).

さて,こ の ようなTリ ンパ球 とBリ ンパ球の膜表

面の リセプターを含 めての膜特 性の相異 をin vivo

で認識 しうるか どうかが本論文の骨子 である.従 来

胸腺 リンパ球 を注射 すれば明 らかにBリ ンパ球 とは

異 なった抗体活性を もつ抗血清が えられるにとは知

られていた3)が,生 きた リンパ球 で な くて,リ ンパ

球 の膜成分のみ にした場合 に もこの特異性 を認識す

ることがで きる可能 性につ いては殆 ん ど実験 がおこ

なわれていない.分 離 精製 したTMとLMの 化学構

造の違 いについて は第1編3)で 論述 したが, TMを 感

作す ると体重 の減少 とともに末梢白血球数 とリンパ

球数 が感作終了後 に減少 し,末 梢 リンパ球 の直径 も

軽度なが ら延長す る傾 向にあ る.リ ンパ組織 の検索

では胸腺皮質 の小 リンパ球 の減少が高度で,皮 髄 の

境界が不鮮明 とな り,細 血管 の拡張 と欝血像 を認 め

るよ うになる.脾 臓 と リンパ腺 のTリ ンパ球依存 領

域にあ る小 リンパ球が消失 す るために リンパ濾胞 が

明確にな る.に れ ら一連 の変化 は,明 らかにTMに

Tリ ンパ球形質 が連座 してい ることの証明 にほかな

らない.し か もTMの 取 得源が仔牛胸腺で あること

か らい えば,異 種胸線 リンパ球膜 に対す るマウスの

抗体がin vivoで 自己の リンパ球就 中胸腺 リンパ球

に交叉反応性 を示 してcytotoxityを もた らした と考

えるにとがで きる.

成牛 リンパ腺 リンパ球 には当然Tリ ンパの混在 が

予想 され, LMに はTMが 関与 してい るとみな され

る. LM感 作 に もとず く一連の変化 は,例 えば末梢

白血球数,リ ンパ球数 ともにTM群 ほど明確 でない

が,抗 原量 の多いLM100γ では5週 以後TM感 作 と

同 じ減少が認め られ,又 リンパ球直径では大 リンパ

球の相対的減少によ って平均値 はむしろ短縮す る傾

向にあ り,組 織学的に も胸腺 の変化 はさほ ど目立 た

ないの に末梢 リンパ組織の脾臓 とリンパ腺 で は, B
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リンパ球 で占居 されてい るリンパ濾胞が極度に萎縮

して,リ ンパ濾胞の面積比 が減少 して いた.こ の場

合Tリ ンパ球依存領域の変 化はLM5γ, LM10γ の

抗原量が少 い群 では著明な変動 をみ とめないのに比

して, LM100γ では リンパ濾胞 と同様 にTリ ンパ球

依存領域の リンパ球 も崩壊,消 失 して荒〓像 を呈 し

て くる.にれ らの一連 の変化 の程度か ら推察 す ると,

 LMの 中 に含 まれ るTMの 比率 は約6～8%と 計算

され る.

最近TMに も免疫 グロブ リンのunitが 存在す る

にとが示唆6)されて いるが, Bリ ンパ球膜 の特 異性

は明 らか に免 疫 グロブ リンの リセ プターにあるηと

思 われ,膜 免疫蛍光法で証明 され る膜表面結合免疫

グロブ リン8)が端的にその姿 を表 現 してい る.血 清

蛋白分画の変化はTMとLMの 差 を比較的素直に反

映 しているよ うに思われ る.即 ちTMの 感作 は,感

作開始後早期 に α1-, α2-glの増加 があ り,ひきつづ い

て α3-gl,さ らには γ-glの 増加 へ とつ なが るが,

 LMの 感作 ではただちに α3-glが 上昇 し, γ-glも早期

に上昇 した.し か もγ-gl増 量 の程度 は感作抗原量

に比例す るところか ら, TMよ りLMの 方 が血清 蛋

白分画へ よ り直接的な影響 を与 えて いることは明 ら

かで, LM感 作 によって もた らされるBリ ンパ球依

存領域 のゆ さぶ りが抗体 産生系(マ クロフ ァージ,

形質細胞系 を含 む)の 賦活 と直結 しているにとを示

唆す る.逆 にTM感 作 に由来す るTリ ンパ球依存 領

域のゆ さぶ りは, Bリ ンパ球 依存領域 の賦活 を介 し

て間接的 に抗体産生へ と結 びつ く可能性が示 され た

と理解 され る.

PHA-Pに 反応 して芽 球 化 する リンパ球は, Tリ

ンパ球 であることは現在 ほぼ確実9)であ り, TM群 の

胸腺 リンパ球 が,抗 原量に応 じて高 い3H-TdR摂 取

を示 したことは, TMが 胸腺 リンパ球 をも感 作 して

膜 リセ プターの成熟 を促進 していた もの と考 え られ

る.

ただ し胸腺 リンパ球に対す るRFCは 観察 した範囲

では0%で あったところか ら, PHA-Pの リセ プター

とRFCの リセプ ターとは異 なった局在 と別 の活性

化 機序 を要 す る もの と推察 された.脾 リンパ球の

3H -TdR摂 取の低 下 は,組 織像 と組み合せて考 えれ

ぱ, PHA-P反 応 性 リンパ球す なわちTリ ンパ球の減

少, Bリ ンパ球の相対 的増加 を裏づ ける もの にほか

な らない.脾 リンパ球 のRFCは 正常マ ウスで も0.2

%以 下で ごく少 く,胸 腺 リンパ球 よ りはRFCリ セ

プターが成熟 してい るとはいえその程 度は ごく軽度

の もので あるが, TM5γ の一 匹で3.5%と あきらか

に増加 してい た.こ れ もおそ らく, TMに よ り胸腺

リンパ球の感作,成 熟が促進 された結果 と想像 され

る.

Ⅴ　結 語

分離精製 したTMとLMを, 5, 10, 100γの三種

の抗 原 量 に調 節 して, C57Bl(♂)マ ウスの復腔内に

毎週1回 ずつ合計5回 感作 して,経 時的に体重,ヘ

マ トクリッ ト,白 血球数,リ ンパ球百分率,リ ンパ

球直径,血 清蛋 白分画像 を追跡 し,感 作終 了2～3

週 目に心臓穿刺瀉血 で屠殺 し,リ ンパ組織(胸 腺 ・

脾臓 ・リンパ腺)の パラフ ィン切片 を作成 して胸腺

の皮質,脾 臓 ・リンパ腺の リンパ濾胞 の面積比 を算

出 し,か つTリ ンパ球依存領域 とBリ ンパ球依存領

域 の変動 を追求 した.ま た一部マ ウスでは胸腺 ・脾

臓 リンパ球 を分離 して, in vitroでPHA-P反 応性

を3H-TdRで 評価す るとと もに, RFCを も検討 した.

その結果,末 梢血,組 織 の リンパ球はTM感 作に

よ ってよ り直接的 に障害 を受け,胸 腺皮質 リンパ球

の消失,脾 臓 ・リンパ腺 のTリ ンパ球依存 領域の リ

ンパ球 の減少 がいちぢるしく, LMで の脾臓 ・リン

パ腺 リンパ濾胞 の消失 と対照的であった. LM100γ

で示 された組織 反応 はTMに 類以性が求 め られ, LM

内へのTMの 混在 が約6～8%と 推察 された.血 清

蛋 白分画の変動はTMで α1-gl, α2-glつ いでα3-gl

の一過性増加 を順序 に認め,感 作終了後 にγ-glの

増加 が決定 的 になったのに比 し, LMで はご く早期

にα3-glつ いで γ-glの増加 が認 め られ,抗 体産生糸

の賦活 に対す る態度の違 いが観察 された.ま た胸腺

リンパ球 と脾臓 リンパ球 のPHA-Pに 対す る幼若化

現 象 とRFCの 違 いか ら,そ れぞれの リセプターの

成熟段階 と局在 の違 いが推察 された.

以上 よ りTMとLMの 抗 原 性の違 いはマウスを用

いたin vivoの 系で も証 明 されたと考 えられ る.
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表1　 TM5γ 感作群
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表2　 TM10γ 感作群
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表3　 TM100γ 感作群
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表4　 LM5γ 感作群
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表5　 LM10γ 感作群
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表6　 LM100γ 感作群
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表7　 感作 マウス末梢血の リンパ球数,白 血球数変化

表8　 感作 マウス末梢血 リンパ球直径の変化
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表9　 TM5γ 感作 マウスの血清蛋白分画 の変動 表10　 TM100γ 感作 マ ウスの血清蛋 白分画の変動



566　 小 橋 秀 広

表11　 LM5γ 感作 マウスの血清蛋白分画の変動 表12　 LM10γ 感作マ ウスの血清蛋 白分画の変動

← 表13　 Thymic cortex, lymphfollicle of

 spleen & lymph-node in mice

 sensitized c TM & LM

表14　 PHA-P reactivity of thymic & splenic 

lymphocytes obtained from normal & 

TM sensitized mice
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表15　 マ ウスのRFC形 成性

図1　 Alteration of body weight in mice

 sensitized c TM or LM

図2　 Circulating lymphocytes in mice

 sensitized c TM

図3　 Circulatine lymphocytes in mice

 sensitized c LM

図4　 Alteration of α3 & γ-globulin in

 mice sensitized c TM or LM.
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小橋論文附図

図5　 正常 マウスの胸腺組織像

図6　 TM10γ 感作 マウスの胸腺組織像

図7　 正常 マウスの脾臓



リンパ球膜の抗原性 に関す る研究　 569

小橋論文附図

図8　 LM100γ 感 作 マ ウ スの脾 臓

図9　 正 常 マ ウス の リン パ腺

図10　 LM5γ 感 作 マ ウ スの リンパ腺
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Studies on the antigenicity of lymphocyte membrane

Part Ⅱ

Immunizing experiment on mice

Hidehiro Kobashi

The Second Department of Internal Medicine

 Okayama University Medical School, Okayama, 700, Japan

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Further investigation concerned on the antigenicity of the lymphocyte membrane was per

formed in this paper using C57B1 mice and purified lymphocyte membranes which were pre

parated from either calf thymic lymphocyte (TM) or bovine intestinal lymphnode lymphocyte

 (LM).

The detail of the methods for the purification of lymphocyte membrane were described in

the part Ⅰ of this article.

Intraperitoneal injection of 5, 10 or 100γ of lymphocyte membrane was performed once a

 week untill 5 weeks.

The peripheral blood pictures, diameter of lymphocyte, histological studies on the thymus,

 lymphnode and spleen, serum protein electrophoresis, immunoelectrosyneresis, RFC and PHA

 reactivity were examined in these immunized mice.

The lymphocytes both in the peripheral blood and lymphatic organs were diminished pro

foundly in the mice immunized with TM. Especially the lymphocytes in the T dependent area

 of spleen and lymphnode as well as in the cortical area of the thymus decreased intensively in

 contrasting with a decrease of B cell area of spleen and lymphnode in the mice immunized

 with LM.

The lymphocyte depletion in the lymphoid organs of the mice immunized with 100γ LM

 had a similar pattern to those of mice immunized with TM indicating the contamination of TM

 into the LM preparation up to approximately 6-8%.

Temporary increase of α1-globulin, α2-globulin and α3-globulin in this order was noted in

 serum of the mice immunized with TM, being followed by hypergammaglobulinemia.

On the other hand an increase of α3-globulin and then of γ-globulin appeared rapidly in

 the mice immunized with LM.

The discrepancies on the tissue reaction and protein fraction of these two groups suggested

 the difference of antigenicity between TM and LM on the activation of antibody-forming

 system.


