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第1章　 緒 言

白血病治療剤の進歩 に ともな い多 数の白血病治療

剤が見出 されたが,そ れ らの薬剤 は病型 に よつて比

較的特異的に作用す るこ とが多 い為 出来 るだけ正確

に病型を分 類す ることが,も つ とも適切 な治療法 の

決定 あるいは予後判定 に とつて もきわ めて重要な こ

となつた.

か くて現 在まで にギ ムザ染色,ペ ル オキ シダー ゼ

反応,生 体 染色,位 相差顕 微鏡,螢 光顕微 鏡,電 子

顕微鏡等多 くの検 査手技 が考 案乃至応用 され,血 球

鑑別に大 きな威力 を発揮 してい る.さ らに近年 当教

室で考案 され た骨髄,リ ンパ腺 を中心 とす る造血 臓

器の臨床組織培養法5)が 血 液疾患の鑑 別診断 に対 し

て大な る効果を挙 げてお り,白 血病 の病型分類 も比

較的容易に行 なわれ るよ うになつ た.し か しなが ら,

周知の ごとく白血 病細胞 の分類 に関 してはなお異 論

が多 く,諸 家の間 に未 だ完 全に一致 した見解 が見 出

されていないのが現状で ある.

さて,尿 によつて細胞 質 が加 水分 解 さ れ る事 が

Brachet4)によつ て始 めて報 告 され て以来本現 象は多

くの報告者1-3,6-10)によつて研 究 され,更 に血 球鑑

別にも応用可能 なこ とが明 らかに され た.即 ち,メ

タノール固定 され た未 梢血塗抹標 本あ るい は骨髄 標

本に尿を作用 させ る際,好 中球系細 胞 の核 が加 水分

解されて染色性 を失 うのに対 して,リ ンパ球系及 び

単球系細胞の核が比較 的作用 を受 け難 い事実 を利 用

した ものであ る.し か し,こ の尿 によ る白血球核 の

加水分解の本態に関 しては, RNase, DNaseあ るい

は塩類溶液の作用に よるとなす ものな どあつ て,未

だ定説がたて られて いない.

ここにおいて著者 は本反応 の本態の解 明を試み,

まだ臨床的に本反応 を実 施す る場 合の諸 条件に つい

て種 々検索を行 なつ た.

第2章　 実験材料 及び実験方法

第1節　 尿 の調整:尿 は主 として健康人 よ り実施

直前 に採尿 した.尿 のpHは0.1N NaOH又 は0.1N 

Hclで 必要 なpHに 調 整 し,温 度 は水浴 中で加 温 し

実験 に必要 な温度に保つ た.

第2節　 標本 作製方法:　未梢血 塗抹 標本及 び骨髄

標本 は一般 に検査室で行 なわれてい る普通 の塗抹 標

本の作製方法 で作製 し,メ タ ノールで3分 間 固定後

自然乾燥 した.標 本 は各 々5枚 作製 し,1枚 はCon

trolと し, May-Giemsa染 色 を施 した.

第3節　 Brachetテ ス トの実 施手技:　健康人尿 を

約100mlビ ー カーに採 尿後0.1N NaOHま たは0.1N 

HClに よつ て必要 なpHに 調整 し,水 浴中で必要 な

温 度に調整 した.尿 中に メタ ノール固定 した未梢血

塗抹標本 あ るいは骨髄標本 を一 定時間浸漬 し,水 洗,

乾燥後May-Giemsa染 色 を施 した.

第4節　 DNase活 性 測定法:　DNaseは 酸可 溶性分

画の紫外線 吸収率 によつて 測定 した.そ の方法の概

略 は次 の通 りであ る.

1) 試薬;　a)基 質 として0.2% DNA水 溶液(犢

胸腺製高 重合DNA…Worthington Biochemical Cor

poration).

b) 1/25Mベ ロナール 醋酸緩衝液(pH 7.0)

c) 1/25 MgSO4.

d) 6%過 クロール酸

2) 実施法;　 基質 液0.5ml+緩 衝液3ml+尿1ml

+MgSO4液1mlを 順 次加 えて, 37℃, 30分 間加温 後

氷 冷6%過 クロール酸4mlを 加 えて充分 に振盪 し,

さらに104rpm, 15分 間遠沈 し,そ の上清 について

260mμ の吸光度 を測定 した. Controlと して は基 質

液+MgSO4液+緩 衝 液+過 クロール酸+尿 の混合液

を直 ちに振盪 遠沈 した上 清 を使 用 した.

3) 酵素単位;　高 重合DNAか ら生 じた 低 重合の
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ヌ ク レオチ ッ ドに よつ て260mμ に おけ る吸光度 が

増加 す るが,本 実 験に おいては尿1mlに つ き30分

間吸光度0.001の 増加 を1単 位 とした.す な わ ち

ΔE260×1,000=1単 位/ml/30min.で あ る.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 温度の影響:　健康人 の血 液塗抹 標本 を使

用 し成熟好 中球の核の染色性 に対す る尿 の温度の影

響を観察 した.尿 を37℃, 60℃, 90℃, 90℃ に加

温後37℃ に冷却 の4群 に分 けて それぞれに標本 を

浸漬,水 洗,自 然乾 燥後染色鏡検す ると, 37℃ で は

5分, 60℃ で は2分 で 好 中球核の クロマ チ ンが消

失 して, May-Giemsa染 色 に対す る染 色性を失 ない始

め る.一 方 尿 を90℃ に 加温 した ときは,す べ ての

血球が融解 されて染色 され ず, 90℃ に加温後 冷却 し

た尿で はBrachetテ ス トに対す る尿 の活性 は失 なわ

れ,従 つて核 の加 水分解はみ られなかつた.

第2節　 pHの 影響:　尿のpHを 次の14段 階に分

けて37℃ で それぞれ反応 せ しめた.す なわ ちpH 

50, 5.5, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 

7.4, 7.6, 8.0, 8.5, 9.0,で あ る.健 康 人未梢血 塗

抹 標本で はpH 6.0～9.0の 間で 好中球核が染色性 を

失 うが,健 康人骨髄 塗抹標本で はpH 6.2～6.8と 反

応 す るpHの 範囲が狭 い.従 つて未梢血 液及 び骨髄

に共通 な反応 尿pHと してpH 6.2～6.8を 用 いるの

が適 当 と考え られ る.

第3節　 脱 染色度:　好中球核のMay-Giemsa染 色

の染色性 によつてその程度 を次の ごと く分類 した.

すなわ ちMay-Giemsa染 色 にて全 く変化のみ られな

い もの(-),核 内の周辺部 は濃染 して 中心部 が淡染

す るもの(±),核 内の周辺部 は濃染す るが核 内部 に

調 密な顆 粒を形成す るもの(+),核 内の周辺 部が淡

染 し核 内の顆粒が散在性 とな る もの(〓),核 膜 が淡

染す るのみで中心部 に2～3個 の顆粒 を残 すの みの

もの(〓)そ して核の染色性 が全 く失 われ た もの(〓),

であ る.そ の模式図 を図1に 示す.

第4節　 白血 球種類別 のBrachetテ ス トに対 する

態度の相違:　尿 を37℃, pH 6.6と して5, 10, 20, 

30, 60分 間 それぞ れ血 液標本 を浸漬作用 さす ときの

各 種 白血 球 の態 度を観察 した.好 中球 は5分 で反応

を開始 して核 の加 水分 解に よ り染色性 を失 い始 めて

10～20分 で ほ とん ど完全 に染色性 を失 う.リ ンパ 球,

単球及 び好 酸球で は上 の条件 下で20分 までは全 く反

応 がみ られず30分 では これ らの白血 球 も染 色性 を失

うよ うにな り, 60分 ではすべて の白血球 の核 が完全

に加水分解 を うける.し か しこの中で も リンパ 球及

び単球は好酸 球に比 して受 ける変化がやや弱い.従

つ て この条件 において10～20分 間反応せ しめるとき

は,核 の加水分解 の有無に よつて好 中球系 の細胞 と

他 の白血 球 とを 明瞭 に鑑別 す るこ とが可能で ある.

(表1).

図1　 好中球核の脱染色度(模 式図)

(-)  May giemsa染 色 性 の変 化 な し

(±) 
核内の周辺部 は濃 染 し,中 心部は

淡 染す る。

(+)  核 内の周辺部は 尚濃染す るが,核

内部 に稠 密な顆粒を形成す る。

(〓)
 核 内の周辺部 は淡染 し,核 内の顆

粒 は散在性 とな る。

(〓)
 核膜 が淡染 され るのみ で中心部に

2～3ヶ の顆粒を殘す。

(〓)  核 の染色性 は全 く失われ る。

表1　 白血球種類による脱染色性の相違

(ph 6.6, 37℃)

第5節　 尿稀 釈 の影響:　尿 を蒸溜水で倍数稀釈 し,

それぞれ の稀 釈尿でBrachetテ ス トを行 なうと図2

にみ られ る ごと く尿の本 反応 に対す る活性はほぼ直

線 的に失活 し, 8倍 稀釈 でほ とん ど活性 を失 い16倍
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稀釈では活性が完全に失われる.

図2　 尿の稀釈による核の脱染色性の失活

第6節　 尿 の安定性:　尿 を0～4℃ の氷室 内 及 び

20～26℃ の室 温に放 置 しBrachetテ ス トに 対す る

活性 の変化 の有無を遂 日的に追 求す ると,氷 室 内保

存で は2週 間経過後 もほ とん ど活性の 変化 はみ られ

ない.室 温で は時 間の経過 と共 に活性 は漸 減 して, 

96時 間で既 にほ とん ど完全 に失 活 し, 120時 間では

全 く活性は失 われ る(図3).

図3　 尿 の核に対す る脱染色性 の安定性

第7節　 塩類 溶液 及 びRibonuclease (RNase)の

影響:　尿にかえて再蒸溜水, 0.9%食 塩 水, 0.1M燐

酸緩衝液(pH 7.4)を 用いて健康人血 液塗抹 標本に

反応 させると,好 中球 のみでな く全 白血 球の核 の染

色性が低下 す るが,尿 を用 いた場合 にみ られ る核 ク

ロマチ ンの消失 とは態 度を全 く異 に し,核 全体 のほ

ぼ平等な染 色性 の低下 をみ,こ れ らの変化 は非 特異

的な物理化学 的変化で あ ると考え られ る.

またRNaseを 水,生 理的食 塩水,燐 酸緩 衝液に溶

解 し, Brachetテ ス トを行 なつて も同様な非特 異的

な白血 球核 の染色性 の低下 を み るにす ぎず, RNase

がこの反応 に関与す る もの とは考 え られな い.

第8節　 尿 中DNaseとBrachetテ ス トるの 関係:　

健康人 の尿 中DNase活 性 を測定 し,そ の 活性 とそ

の尿による好 中球核の加水 分解の関 係をみ ると,図

4に 示す如 くほぼ正 の相関 がみ られ る.

図4　 尿中DNase活 性 と好 中球 核の脱染色性

の関係

従つて,各 々の尿のDNase活 性 に差 があ ることか

ら,臨 床上Brachetテ ス トを実施す る際反応 条件の

うち作用時間 にあ る程度の幅 を もたせ ることが必 要

であ る.

第9節　 阻害物質 によ る影 響:　中性DNaseの 阻

害 物質 で ある クエ ン酸 ソー ダを尿 に各 種の濃度で 添

加 し反応を行 うと, 0.01及 び0.02Mク エ ン酸 ソー

ダ添加ではBrachetテ ス トに対す る活性 はほ とん ど

変化がみ られな いが, 0.02～0.03Mで 急激 に活性 の

低下 を きた し, 0.03M以 上 の濃 度の クエ ン酸 ソーダ

添加 ではほ とん ど核 の加 水分解 はみ られ な くな る

(図5).

図5　 クエ ン酸(DNase阻 害剤)添 加に よる

脱染色性 の変化

第10節　 白血病症例 に対 す る検討:　血 球鑑別上 も

つ と も問題 とな るの は急性 白血病で あ り, Brachetテ

ス トの 臨床診 断的意義 をみ る為急性骨 髄性 白血病 と

急性 リンパ 球性 白血病 の各2例 に対 して本 テス トを

行 ない,通 常行 なわれて い る細 胞診 とを比較 検討 し

た.即 ち表2～5に 示す よ うに両型 白血病 の間に劃

然た る相異 が存 し,病 型分 類に おけ るBrachetテ ス

トの有用性 を示 した.ま た リンパ芽 球の染色性 が失

われないだ けでな く,骨 髄 芽球で もその50～60%は

染色性 を有す る.し か し前骨髄 球以上 に成 熟す れば.
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表2　 症例1(急 性骨髓性白血病)

表3　 症例2(急 性 骨髓性 白血病)

表4　 症例3(急 性 リンパ球性 白血病)

表5　 症例4(急 性 リンパ球性 白血病)
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大部分 はBrachetテ ス トに よつ て染色性 を失 う.

第4章　 総括 な らびに考按

白血球が尿 によつて加水分解 を うける態 度の差 に

よ り,血 球鑑別 が 可 能 で あ る と す る,い わ ゆ る

Brachetテ ス トの本態 に関 して は, RNaseに よ ると

なす もの1), DNaseに よるとなす もの, 2)3あるいは

塩類溶液の作用 にす ぎな いとなす もの6)な ど未だ定

説がない.し か し,本 実験 において 得 られ た 尿 中

DNaseとBrachetテ ス トとの関 係,塩 類 溶液, RNase

での反応 は非特異 的な ものにす ぎ な い こ と,及 び

Gardner2), Miyoshi3), Laves11)の 結晶DNaseを 用

いての成 績な どか ら, Brachetテ ス トに お い てD

Naseの 果す役割 は きわめて大 きい もの と考 え られ る.

更にDNaseを 含有 し,線 維 素溶解剤 と して 市 販 さ

れてい るElaseがBrachetテ ス ト陽性 に で るとい

う浅野 ら12)の成績 もDNascが 本反応 の 本態 に 重要

な地位 を占め ることを示唆す る もの と考え られ る.

Bracketテ ス トの本 態がDNaseと 考 え る と き,

果 して尿 中にDNaseが 生 理的 に 出現 しうるか 否 か

が問題 とな るが, DNaseは その分子量 よ りみて生理

的に尿 中に排 泄 しうる最 高の大 きさで あ り,ま たす

でに白血病 で尿 中にDNase活 性が 上昇す る とい う

成績 もみ られ る13)こ とか ら,尿 中にDNaseの 存在

することは確実 と考 え られ る.

DNaseに は その最 高pHに よ つ て 中 性DNase 

(DNase Ⅰ)と 酸性DNase (DNase Ⅱ)が あ り,前 者

の作用す るpHは6.6～8.2と され,後 者 は 最 適

pHを5.0附 近 に もつ とされて いる.ま た前者 はMg, 

Mn,等 で賦 活 され,ク エ ン酸 で阻害 され るが,後 者

は0.25M MgSO4で 阻害 され,ク エ ン酸で は阻害 さ

れな いとい う相違 があ る14)15).さ らにWebb16)に よ

れば, DNase Ⅱ は60℃ に熱す るとたやす く不活性

化 さ れ る と い う.本 実 験 に おいてpH 5.0で は

Brachetテ ス トが陰性で あ ること,尿 中DNase活 性

の測定 にMgSO4を 用いて 阻害 され ないこ と,ク エ

ン酸添加 によつて 阻害 され ること,及 び60℃ で反

応がすみや かに 行なわれ ることか ら, Brachetテ ス

トの本態はDNaseに よ るもの とすれ ば,そ れ はD

Nase Ⅰ に よるもので あ ると考 え られ る.ま た本実

験 の成 績では クエ ン酸 の阻害 効果が0.02Mと0.03M

の間に みられ, McCarty17)の0.01Mで ほとん ど完

全に阻害 され るとい う成績 よ り高 濃度 を要 したが,

これ はMg, Mnの みな らず種 々の電解質 がDNase

を 賦活 す るとい うGreenstein18)の 成績 か ら,尿 中

に存在す る電 解質 が クエ ン酸 と拮抗 す るた め高 濃度

を必要 と した もの と考え られ る.

Brachetテ ス ト実施の温度 は従来 の方法 は60℃ で

行な われ,著 者の成績で も反応開始 に要す る時間 は

最 も短 い.し か し, 65℃, 30分 の加熱で血清DNase

は破壊 され るといわれ, Miyoshi3)も75℃, 30分 の

加温で 尿のBrachetテ ス ト陽性物質 が失活 す ること

をみてい る.ま た 臨床上60℃ の恒 温を保 つ ことは

比較 的難 しい.こ れ に対 して37℃ は恒温槽 または

孵 卵器を用い ることによつて容易 に利 用出来 るため,

著者 は37℃ で反応 を行 なわ しめ る ことに した.

血 液標本 と骨髄標本で は反応す るpHに 大 きな相

違が あ り,両 者に共通 なpHは6.2～6.8の 範 囲内

にある.ま た好 中球系 の核のみが ほとん ど特異 的に

反応す るが,こ れ らの理 由につ いて は明 らか でない.

しか し,人 の骨髄や 白血 球に はDNaseの 阻害 物質

が あ る19)とい われ るので,白 血 球中の この阻害物質

の量 的あ るいは質 的な差 も関与 す るので あろ う.ま

た逆 に好中球 に賦活 剤が存在す ることも考 え られ る.

その他,白 血 球に よつ てDNAの 質的 な差 が存在す

るとい う想像 を否定 す る事実 は未だ認 め られな い.

白血病症 例 において,骨 髄芽 球,前 骨髄 球 と成熟 す

るにつれ白血 球の脱染色度 が高 くな る成 績 も,こ れ

らの推定を ある程 度支持す る もの で あ ろ う.ま た

Laves11)は 種 々の溶 液を用いて本 反応 を実 施 し,好
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中球 と リンパ 球の核膜 の透 過性 に差 のあ ることを見

出 し,こ れが血球 の種 類の相違 によつてお こる核 の

加水分解 の程 度の差の一 因 とな るとのべて いる.

尿 を稀釈 す るとき尿 中のBrachetテ ス ト陽性物質

が直線 的に失 活す るとい う成績 は, DNase Ⅰの稀釈

と考え るこ とに よつて容易 に理解 出来 る.ま た尿 を

氷室保存す るとき, 2週 後 もなを活性 を失 わないが, 

Kunitz20)は 結 晶DNaseは5℃ で1週 間あ るい は

それ以上安定 であ ると報告 し,著 者の成績 とよ く一

致す る.

以 上の成績 よ り, Brachetテ ス トの本 態 は尿 中D-

Nase Ⅰが大 きな因子 をなす もの と考 え られ る.し か

し,尿 中DNase Ⅰ 活性のほ とん ど認め られ ない例

で も軽 度に反応 し,ま た高濃度 クエ ン酸添加 によつ

て も完全 に阻害 され ない こと,ま た水,塩 類溶液に

よつ て非特異 的な染色性の低下 がみ られ ることか ら, 

DNaseの みでな く他 の因子 も関与 しうることを否定

出来 ない.

表6　 Brachet's test

以 上の実験成績 か ら, Brachetテ ス トの実施法 と

して表6に 揚 げる方 法が もつ と も優れ た もので ある

と考 え る.

第5章　 結 語

Brachetテ ス トの本 態に関 して 種 々検索を行 ない,

尿 の至適pH,温 度,安 定 性な どの性状 によ り本反

応 が尿 中のDNaseに よ るもので あることを 推定 し

た.さ らに尿 中DNase活 性の測定, DNase Ⅰ 阻害

剤 の効 果,結 晶DNaseに よ る作用 との 比較 か ら,

本反応 の本態が主 と して, DNase Ⅰ に よ るもので

あるこ とを確定 し,ま た白血 球種別に よる反応 の強

弱 の差 の成因 につ いて も考 察を行 なつ た.

以上 の諸成 績か ら本反 応に最 も適 した実施術式を

考案 した.更 に臨床 的に多数の 白血病症例 につ いて

本反応 を実施 した結果Brachetテ ス トは 白血病の病

型分類 上 きわ めて有 用な方法で あることを明確 にし

た.

(稿 を終え るに 当 りご懇篤な る御指導 と御校閲を

いただ いた恩師平木潔教授 に心か ら感謝を捧 げます.

又色 々と有益 な御指導 と御 助言をいただいた教室の

浅 野健 夫博士 に深謝 いた します。)
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Studies on the Urine Hydrolysis Test (Brachet's Test) 

for Primitive White Blood Cell Differantiation

By

Makoto Ishikawa

Department of Internal Medicine Okayama University Medieal School

(Director: Prof. K. Hiraki)

The accurate classification of leukemia is very important, because antileukemic agents have 

different effects for each leukemic types. But still now, it is often difficult, especially in acute 

leukemias.

The urine hydrolysis test was first proposed by Brachet and then Thoma and Gardner et al, 

who suggested that nuclear chromatin of myelocytic cells were "hydrolysed", while lymphocytic 

and monocytic nuclei remained intact.

The purpose of this study were to establish the most considerable conditions to carry out 

this test, and to confirm the very responsible substance in urine for this test.

Certainly, the lytic action of the urine on nuclear chromatin were variable in different 

conditions. Therefore, 3 factors, pH and temperature of the urine and incubation time were 

discussed for the purpose of standardization of Bracket's test. The temperature of urine specimen 

was heated at 60℃ in preliminary studies. But it was demonstrated that the most effective 

temperature of this test was 37℃ from aspects of its biochemical natures in this paper, so I 

tried to design the best method. It was the best method with temperature of 37℃ with incu

bation time of 10, 20, 30, and 40 minutes for each blood film, which showed satisfactory results 

in hydrolyze myelocytic cell nuclear chromatin to differentiate from other cells.

The optimum pH range of the urine for this reaction were different in blood film and in 

bone-marrow film. Nevertheless, it was noted that the range of pH 6.2 to 6.8 was common 
and suitable for both films.

The urine substance responsible for this test was studied further. The effect of varying 
concentration of salt solution and pure distilled water were tried in same method instead of the 

urine with various conditions but they showed only diffused nonspecific effect, not like the 
urine specimen. Also purified enzyme solution of RNase in buffered solution and in distilled 
water resulted nonspecific reaction.

On the other hand, the reaction of crystaline DNase solution applied to blood film were 

markedly simi1ar to those of the Brachet's test. The DNase activities on the urine, were parallel 
very well with the results of the Bracket's test. In addition, the activities of the Bracket's test 

fell down linialy with dilution of the urine by buffered solution. From these, the hydrolysis 

of nuclear chromatin of cells seemed to be due to DNase of urine most likely.

Especially, DNase I must be responsible for the Brachct's test because the optimum pH and 

temperature in this test were at pH 6.6 to 6.8 at 37℃, while no activity was seen at pH 5.0. 

And this test was inhibited by citrate and not by MgSO4.

In clinical application, it was observed that this Brachet's test was exactly useful in differen

tiation of the type of leukemic patients.


