
616. 25-003. 217: 578. 085. 23

体外組織培養法による人胸水の細胞学的研究

第1編

人 非 病 的 胸 水 に 就 い て

岡山大学医学部平木内科教室(主 任:平 木潔教授)

副 手　 園 部 武

〔昭 和44年8月13日 受 稿 〕

目 次

第1章　 緒 言

第2章　 実験方法

第1節　 実験材料

第2節　 実験方法

第3章　 実験成績

第1節　 細胞構成

第2節　 構成細胞

1) 食細胞に就いて

a) 大型食細胞

b) 中型食細胞

c) 小型食細胞

2) 漿膜細胞 に就 いて

3) 淋 巴球 に就 いて

4) 其他 の細胞 に就いて

第4章　 総括並 びに考按

第5章　 結 論

第1章　 緒 言

近年種 々の新手技の導入に より,臓 器穿刺診断法

の発展は著 しい ものがあ る.し かるに 日常手広 く臨

床医家によ り行われ,手 軽で且つ危険の少ない胸腔

穿刺 による胸 水の検 査に関 しては,従 来よ り一般 に

行 われている古典 的な物理 化学 的検査 にとどま り,

近時漸 く重 視されて来た腫瘍細胞 の検索 を除 いて は

細胞学 的吟味 は全 く顧 み られず,細 胞数 の算定す ら

行われていな い.も とよ り物理 化学的方法に より,

一応漏 出液,滲 出液 の区別 はつ き,更 に臨床症状及

び他の検査所見を総合すれば,容 易に疾病診断の可

能な事 もあ るが,実 際には漏出液,滲 出液の区別 が

瞹眛であつた り,或 いはそれははつき りして いて も,

他の臨床症状,諸 検 査の結 果に今一つ極手を欠 くが

故にそれ以上 の決定診断 に迷 う事 が必ず しも少な く

ない.尤 も,腫 瘍性胸水 の場合 は,腫 瘍細胞の確認

が疾病診断上絶対的極手 とな る事 は論をまたない と

ころであ り,従 来 より多 くの人達19)-22)41)によつて

検索が進め られてい る.し か し,こ れ らの細胞診 は

固定染色 のみによる場合 が普通 であ り,必 ず しも容

易 と も確 実 とも言えず,特 に腫瘍細胞 の存在 の少な

い時 には余 り信 頼がおけない.か かる際,詳 細な細

胞学 的検索 が各 種疾病 に特異 な所見 を呈す るな らば,

胸水の診断価値 の倍価 は勿論 の事,更 に進 んで疾病

の予後,経 過及 び治療法 の決定 に大 いに役立つ事 は

論をまたない.

さて,腫 瘍性胸水 に しろ,他 疾患の胸水に しろ,

その細胞学 的特徴を把握せんが為には,先 ずその病

的胸水 と比較対照すべ き基礎 とな る正常人胸 水の細

胞数,細 胞構成及び構成細胞の細胞学 的吟味 が必要

であ るが,塗 沫染色によ る数例30)を除いて は全然検

査が行われていない現状 である.も とより正常胸水

の採取は極めて困難であ り,そ れかといつて,小 動

物の胸 水の細胞学 的検索所見を もつて,正 常人のそ

れを推 論 し,こ れ と病的胸水を比較す る事は正 確を

期 し難 い.そ こで私 は正常人有志3名 よ り非病 的胸

水 を採取 し,教 室考 案の組織培 養法26)-28)を応用 し,

細胞学的吟味を行い,以 下の結果 を得 たので報告す

る.

第2章　 実験方法

第1節　 実験材料

正常人胸水の採取 は極めて困難であ るが,実 際に

は正常な状態に於いて も数竓の胸水の存 在が認め ら

れてい る.私 は胸部疾患の既往歴 もな く,現 在 自覚
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的に も,他 覚的に も病的 と認め られない有志の者5

名に就いて,後 腋窩線上 に於いて横隔膜角を穿刺 し,

その中3名 よ り0.3竓 乃至0.5竓 の無色透 明の正常

人胸水の採取に成功 した.そ して採取後速や かに採

取胸水を1分 間1,000回 転, 5分 間遠心沈澱 し,そ

の沈渣を実験 に使用 した.

第2節　 実験方法(第1図)

第1図　 被覆培養法術式

当教室考案に よる骨髄体外組織培養法(被 覆培養

法)を 胸水細胞検索に適す る様に応用使用 した.先

ず,海 野式打抜載物硝子の穴の片面を被覆硝子で覆

い,其 の内面 に健康人 ヘパ リン加 血 漿1滴 を拡 げ

(1/3針接 着の ツベル ク リン用注射器使用),そ の上

に胸水上 清,胸 水沈渣,孵 化鶏胎圧 搾液の順に各1

滴ずつ 滴下 した.次 いで片面 を更 に被覆硝子で覆い,

 37℃ 孵卵器 に入れ,観 察 は 明視野 顕微鏡 で 同温の

低 温箱の中で行 つた.観 察 は, 2時 間, 4時 間, 12

時 間,及 び24時 間後に行 い,其 の後は24時 間毎 の観

察 を行つ た.細 胞構成 の百分比 は培 養後2時 間後 の

ものに就 いて, 2～3枚 の標本で200個 の細胞 を数

えて算 出 した.

又,物 理 化学 的検索 は従来 よ り行 われて いる方法

で,リ バ ルタ,蛋 白量 の測定 を行 つた.細 胞数の算

定 には白血球用 メ ランジ ュールに1.0迄 胸水を吸い,

チュル リ氏液 にて稀釈 し,ビ ュルケルチュルク計算

盤 にて計 算 し,そ の9区 画 全体の 細胞 数に100/9を

乗 じた ものを1mm3の 細胞数 とした.

第3章　 実験成績

第1節　 細胞構成(第1表)

細胞数 は平均1626/mm3で,教 室入 江3)等の人 正

常時腹 水細胞 数1161/mm3に 比すれ ば や や 多 い.

細胞構成 では,特 定 の貪食細胞がやは り胸水 にお い

て も腹 水同様大部分 を占め るが,其 の他 は,淋 巴球,

好中球,好 酸球等 も低率 なが ら存在す る.こ の細胞

構成 の主要%を 占ある胸水食細胞 には,人 腹水正常

時並 びに各腫正常動物胸水 同様,大,中,小 型の3

型 が存在す る.さ て教室福 田(源)30)の 人 の胸 水の

塗沫染色並 びに福 田(正),山 近39)等 の動物 におけ

る胸水 の体外培養法 による分類 と比較す ると,私 の

正常人胸水組織培養 の場合 も食細胞が大部分 を占め

る事には相違 はないが,そ の中,小 型食細胞の 占め

る%が 一 番多い.教 室入 江3),小 松原15)等 に よれば,

正常時人腹水 中に も低率 なが ら,漿 膜 細胞の存在を

証明 しているが,教 室山近39),嘉 村13)等によ る,マ

ウス,ラ ッテ,犬,猫,家 兎等 の正常時腹水同様,

私の観察で も漿膜細胞 は認め られなかつた.

第2節　 構成細胞

1) 食細胞 に就 いて

大 きさの基準と して大型 は赤血球 の3倍 以上,中

型は赤血球 の1.5倍 以上3倍 迄,小 型食細胞 はそれ

以下 とした.

a) 大型食細胞

培養直後 において既に変性老化膨化 したものが多

く,胞 体 はやや菲薄に して,胞 体 縁は不 整形多 く,

又空胞 も多 く,種 々の光輝性の大小 不同の変性顆粒

も沢 山見 られ る.偽 足運動 は次に述べ る中型食細胞

に比 し,不 活発で然 も弱い.更 に時間の経過 と共 に

変性膨化は進み,変 性 顆粒は周辺 に僅かに認め られ

る.形 態,運 動,偽 足の基本 的状 態は中型 食細胞 に

類似 しているが,や は り入 江3)等 の云 う如 く,中 型

食細胞が胸水 中に長 時間存在 する間に老 化 した もの

と考えて よいであろ う.

b) 中形食細胞

本細胞 の一部 は,既 に早 くから軽度 の変性 を起 こ

している ものもあるが,大 部分 において は活発 な偽

足運動 をなす.即 ち,膜 状,触 手状,旗 状,針 状,

第1表　 正 常 胸 水 細 胞 構 成
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鋸歯状,気 泡状等多種多様の偽足及び突起を出し,

胸水細胞中最も活発な運動を呈する(第2図).就

中,本 細胞 において は,緩 やかな触手状 偽足運動を

呈す るもの が最 も多 く見 られる.胞 体 は大部分円形,

又 は不正形 を呈 し,胞 体縁 は不規則 に して且つ,上

記大小長短 の諸種 の突起 を出 して運動す る為にやや

不 明瞭であ り,胞 体 内には微細 な顆粒の充満が認め

られ,時 にはや や大な る少数の光輝性顆粒,更 には

同様の小空胞の存在す る事 もある.そ して胞体 内顆

粒 は絶えず流動 してい るのが認め られ る.核 は円形,

腎形,分 葉形等多種 に及び,核 膜は薄 くやや不 明瞭

であ る点等か らして,正 常人腹水食細胞 と全 く同一

の ものの様に考え られ る.次 に,組 織培養経過 と細

胞変性の過程であ るが,培 養後2時 間では胞体 の顆

粒は微細で,大 小 不同は殆ん ど認め られず,核 は概

ね偏在 し,偽 足は触 手状,旗 状 の ものが多 く見 られ,

偽足 の長 さはあま り長 くな く,運 動 も比 較的緩慢で

ある.培 養後5時 間頃が偽足運動 は最 も活発 とな り,

偽足 は触手状 の ものが最 も多 いが,膜 状偽足 も認め

られ,偽 足 の長さ も数 も最大 となる.胞 体 はやや盛

り上 がつた様 な感 じが し,胞 体 内の顆粒等は依然 とし

て微細 であ り,核 膜 も比較 的明瞭 に認め られ る.そ

して,以 後次第に偽足運動 も活発性が減退 し,偽 足

も旗状,針 状 のものがその数を増 し,偽 足の数 も少

な くなつて来 る.培 養後10時 間頃にな ると,微 細顆

粒 は漸次見 られな くな り始め,そ れに代わつて胞体

の廻 りに変性顆粒が現れ始め る.然 し,胞 体中心 部

には大な る変性顆粒 は見 られない.培 養12時 間頃に

は胞体 は膨 化扁平化 し,変 性顆粒の数 も増 し,又 変

性空胞の粗大な ものが多数認め られる様にな り,核

膜 も厚みを増 し,明 瞭になつて来 る.そ して正確 な

偽足運動 も殆ん ど行われず胞体周辺よ り気泡状 の も

のを 出す ものが多 くなつて来 る.培 養後24時 問頃に

は変性顆粒 は益 々粗大 とな り,一 部には胞体辺縁 に

大な る変 性空胞を有す るもの も出現す る.活 発な偽

足運動 は見 られず,僅 かに気泡状の ものが引続 き存

在 す る.培 養後36時 間頃には胞体 は益 々扁平 化 し,

胞体 縁の一 部が破壊欠損 して いるもの も現れ る.培

養後50時 間頃 には急速 に変性 が進み,も はや偽足運

動 は認め られず,変 性顆粒或い は,変 性空胞は胞体

内に充満す る.本 細胞 も腹 水食細胞同様,そ の運動

形態 の基本形は膜状触手状の一 見甚だ非 能率 的な運

動で あり,や は り教室27)の血液白血球 の運動型 にあ

て はめ るな らば, D型 運動に準ずる ものであろう.

以上,入 江3)に よ る人腹 水食細胞の所見 とほぼ同一

であ るが胸 水の方 が幾分 その変性 過程 が緩慢 な様で

あ る.

第2図　 食細胞の偽足突起の種顧

c) 小型食細胞

大 きさは大体赤血球大 のものが多 く,構 成細胞中

最 も大 なる%を 占める.胞 体 は円形を呈 し,辺 縁 は

大,中 食細胞 に比 し明瞭で,胞 体 内に は極めて微細

な顆 粒が充満 し,為 にやや暗調を帯び,立 体感があ

る.核 膜 は腹水の それに比 しやや明瞭で,核 は胞体

に比 し比較的大で,或 るものは胞体の大 部分 を 占め,

特有の切れ込みを有 し,然 もその数多 く,立 体 感の

あるもの もかな りあ る.偽 足運動 は中型食細胞 に比

較す ると,多 様性 も少な く,培 養 初期 よ り5時 間目

頃迄 は胞体周辺よ り主 として栗毬状,針 状 の不活発

な突起を出 し,偽 足運動 が認め られるが,そ の運動

能 も次第に減退 して,腹 水 同様培養後6時 間頃 から

は認め られな くなる.一 方,培 養初期光輝性の ある

脂肪 球様物質 を貪食せ るものもあるが,や は り培養

後6時 間頃にはその放 出が認め られる.培 養後12時

問頃たは胞体周辺 にそろそろ変性顆粒 が現れ始め る

が,腹 水と比 較す る とやや少な い様であ り,又,中

型食細胞 に比 べると微少且つ少量であ る.培 養後24

時間 では変性顆粒 の数 も増え,胞 体 も幾分菲薄 とな

るが,未 だ気 泡状偽足を 出 してい るもの も見 られ る.

培養 後48時 問 目頃 には変性顆粒が胞体周辺に散在 し,

核膜 は一層厚みを増 し,核 内及び胞体の破壊,或 い

は透 明化す るもの もある.然 し,本 細胞 は中型,大

型 に比 し,そ の変性度の極めて緩慢な ものが比 較的

多 く見 られ,培 養後72時 間経過 して も尚,偽 足運 動

こそ見 られないが,変 性の認め られ な い も の も あ

る.従 つて,本 細胞 も腹水のそれ と全 く同様の性 状

のもの と思われ るが,唯 変性過程が 幾分 緩 慢 で あ

る.

2) 漿膜細胞に就いて

さて,本 細胞は後述の病的胸水には,し ば しば認

められ るものであ るが,正 常人胸水ではまず認め ら

れな い.先 に教室入江は正常人腹 水細胞 において,
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極 く低率で はあるが,そ の存在 を認めて いるが,福

田(源)30)は 塗沫染色 において 高 等動物 正常時 の胸

水 中には認めていない.

3) 淋巴球 に就いて

血液 中の淋 巴球 と同様 の所見 であ り,大 きさは小

型食細胞 とほぼ同大 であ り,為 に しば しばその区別

が塗沫染色 では困難 であ る.然 し生態観察 を行 うと

小型食細胞 に比 し胞体辺縁 が明瞭であ り,胞 体 内顆

粒 は極 めて少 な く,膜 核 は厚 く,核 は普通 円形,楕

円形 にて 明瞭である.偽 足運動 も小型食細胞 の針状,

栗毬状 のものと異 な り,舌 状偽足 を前進方 向にのみ

出 して位 置移動 を行 い,又 その際核 は先進 し,且 つ

核 は変性 し易 い.本 細胞 も小型食細胞 同様 その変性

度 は遅 く,培 養後24時 間 でも尚位 置移動 を認め るも

のもある.

4) 好 中球 につ いて

血液 中の好 中球 同様,胞 体 内には特有の光輝性の

弱い黒い点状 の中等大の顆粒が あり,培 養初期には

舌状偽足を 出し,核 後進の活発な る偽足運動によつ

て游走す る.

第4章　 総括並びに考按

人 胸水内細 胞の研究は先人達 によ り行 われて来 た

が,病 的胸 水の比 較対照 となる最 も重要 な正常人胸

水に関 しては,古 来よ りその存 在を認めなが らも検

索 は充分 に行われてお らず,僅 かに往時海軍4)に お

いて簡 単な検 索が行 われた程度にすぎない.小 川 は

1913年,健 康 と思 われる者の中か ら0.25cc乃至3.0cc

の穿刺 液を採取 し,そ の蛋白含有 量につ いて述べて

い るが,細 胞学的検索 は行 われて おらず,従 つて正

常か,病 的 かを自信 をもつて述べ るに至つていない.

 1933年 には,武 谷23)も健康 と思 われ る人 々の胸膜腔

液について,物 理化学的性状の一部 につ いて述べて

いるが,こ れ も同様 に充分な る細胞学的検索 は行わ

れていない.も つ とも各種動物の正常胸水に関する

研究は古来よ り行われてお り,そ の構成細胞の大多

数を占める ものは腹 水同様やは り特定の細胞た る所

謂食細胞 である事が観察されているが,更 に古 田33),

村 田38)及 び教室 の嘉村13),山 近39),福 田(正)31),

服部25)等は胸水食細胞 と腹水 食細胞 は同一 種類 の細

胞であ る事を認 めて いる.そ もそ も腹水食細胞 は古

くよ り研究34)35)29)24)16)36)37)17)18)11)12)されて来 たが,

その本態に就いて常に組織球説(赤 崎1),村 田38))

と単球 説(天 野)2)が 対立 し,今 日とい え ど も,意

見 の一致 をみていない問題 の細 胞 で あ る. 1956～

1958年 教室の大藤5)-10),嘉 村13),山 近39),福 田(

源)30),福 田(正)31)等 はマ ウス,家 兎,猫,犬 等諸

動 物の腹 水食細 胞を組織培養 による生体観察 を含め

た広 い角 度か ら詳細に吟味 し,本 細胞 は少 くとも,

組織 球ではな く,極 めて単球 に近縁 の細胞 である と

言 う結 論に達 した.又 教室の小谷14)はその起源 は大

網 乳斑 である事を同 じ く組織 培養を 中心 と した観察

で明 らかに した.以 上 の腹水食細 胞の研究 に引き続

いて,既 述 の如 く教室 では諸動物胸水食細 胞が腹水

食細胞 と同一種 の細胞で ある事 を認 めた.即 ち福田

(正)31)は生体染色 によ り,山 近39)は組織 培養によ

り,嘉 村13)は位相差顕微鏡観察 によ り,又 服 部25)は

螢光顕微鏡観察に より,何 れ も動物(マ ウス,家 兎,

猫,犬)胸 水食細胞が腹水食細胞 と同一種 の細胞で

単球近似の細 胞である事を明 らかに してい る.尚 教

室小谷14)は,マ ウス,家 兎の胸膜に乳斑様細胞集団

を認め,こ れを胸水食細胞 の起 源 としてい る.一 方

正常人腹水 に就いて は教室 の入 江3),嘉 村13),福 田

(源)30)等が生 態観察 を中心 とした吟味を 行 な い,

その構成細胞 の大部分を 占める ものはやは り食細胞

であ り,そ れ は動物 の場合以上 に血液単球 に彷彿 と

して いると述べてい る.さ て私 は従来行 なわ れて い

ない正常人胸水の組織培養 による観察 を行な い上記

の成績 を得 たのであ るが,結 局正常人胸水の細胞構

成 は動物の それ及び正常人腹水の それ とほぼ同一で,

や は り食細胞が大部分を 占めてい る事が認め られ,

又 その食細胞 は胞体辺縁 よりの偽足,胞 体の変形,

胞体 内顆粒の状態等先に教室で吟味 した正常人腹水

のそれ と全 く同一 であ り,曽 て教室26)-28)で行 な つ

た人骨髄組織培養におけ る血液単球の所見 と極めて

酷似 したものであ る事が確認 された.尚 正常人胸水

と腹水 とでは,細 胞数,細 胞構成 の%の 上で多少の

相違 はみ られ るが,こ れは胸膜腔 内 と腹膜腔 内の環

境の相違 に基づ くものであ ろう.

第5章　 結 論

自覚的に も,他 覚 的にも病 的 と認め られず,又 胸

部疾 患の既 往歴 もな い健康人3名 の胸水 の組織培養

による細胞学 的観察を行な い,次 の結果 を得 た.

(1) 胸水 の細胞構成 は正常人腹水及び正常諸動物

胸,腹 水の それ とほぼ同一 であ り,主 要細胞 は食細

胞で ある.

(2) 胸水食細胞は腹 水食細 胞 と細 胞学 的に同一細

胞 とみな され,単 球近縁の細 胞である.

(3) 食細胞は全細胞 数の89.3%を 占め,腹 水 と異
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な り,小 型食細胞 が一番多 い.

(4)平 均細胞数 は1626/mm3で,正 常人腹水 に比

してやや多 い.
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Cytological Studies on Human Pleural Effusion by Tissue Culture

Part 1. A study on non-pathologic pleural effusion.

by

Takushi SONOBE

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School 

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

In the observation on the tissue culture of 3 adults pleural effusion which has no patho
logic condition, the following results were obtained .

(1) The cell component of these human pleural effusion closely relative of non-pathologic 
human ascites, of pleural and peritoneal fluid of animals .

(2) Phagocytes in the pleural effusion seem to be same cytological natures with human 
ascites, also it resembles quite closely to that of blood monocyte.

(3) Phagocytes occupy 89.3% of the total, and the majority of them are the small size 
phagocytes.

(4) The average cell count is 1626/mm3.
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