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亜 砒酸少 量連 日投 与廿 日鼠 にEetromelia virusを 感染 させ

た場 合 の体 内諸臓 器の組織 学 的変化 につ いて
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緒 言

前編に於いて,各 種濃度 の亜砒酸を,廿 日鼠に経

口的に連 日投与 し,全 身諸臓器の変化を組織学的に

検索 し,亜 砒酸で死亡をまぬがれ る程度の微 量,即

ち0.05%の 亜砒酸0.05cc連 日経 口投与 した場合で

は,血 管系 の変化 と軽い組織 の変化 と壊 死を認め,

可成 り流行性肝炎 時の組織変化 と類似の所 見を得た.

J. Marchal1)は 廿 日鼠の汎臓器親和性Virusを 分

離 して, Ectromelia virusと 名付けた.以 後該Virus

はFenner2),天 野3),神 保4),に よりVirus性 疾患の

本態を研究す る目的で使用 され てい る.天 野等5) 6) 7)

はEctromeria virusを 腹腔及び経 口内接種 した場

合の肝変化がK. Roholm等8) 9)の説明す る流行性肝

炎時の黄疸発生後13日 目の肝生 検所見 と相似性を有

する事を発表 し,池 田10)もEctroroelia virusを 廿

日銀の腹腔内 ・経 口的に接種 した場合の肝組織及 び

血管系の変化が入の肝炎 の組織像に類似す ると記載

した.

そこで第1編 に於いて述べた如 く,著 者は流行性

肝炎罹患者が同時に砒素中毒例であ る場合の病変 が

如何なるもので あるかを追及す る目的で,急 性砒素

中毒とEctromelia virus感 染 を 同一廿 日鼠に起 さ

せて,体 内諸臓器の病変を組織学 的に検討 した結果,

興味ある成果を得たので報告す る.

実験材料並びに方法

実験材料

第1編 同様に飼育 した市販廿 日鼠体重10g前 後 の

ものを使用した.

Ectromelia virusはLD10-10程 度 の毒力を有す る

肝乳剤 ・生理的食塩水液を使 用 した,

実験 方 法

0.05%亜 砒 酸0.05cc連 日 経 口 投 与 と 同 時 に

Ectromelia virus 0.05cc経 口投 与 した群 と,亜 砒

酸授 与 第4日 にEctroroelia virusを 投 与 した群 に

分 け,感 染 後毎 日3匹 宛 を殺 して各臓 器 の病 理組 織

学 的 検 索 を行 な い,前 群 で は10日 間,後 群 で は8目

間観 察 した.

各臓 器 は10% Formalinを 用 い固 定 し, Paraffin

切 片 と し, Haematoxylin-Eosin染 色, Azan染 色 を

行 なつ て鏡 検 した.

実 験 成 績

I. 0.05%の 亜 砒 酸0.05cc連 日経 口投 与 と同 時

に1010倍 稀 釈Fctromelia virus 0.05cc経 口投 与

(Table I),

I.1.症 状

Virus接 種 後4日 目迄 は一 般 症状 を 現 らわ す 廿 日

鼠 は見 られ な いが, 6日 目にな ると,多 くの廿 日鼠

が立 毛,運 動 不 活 溌,尿 色が 赤 色 乃至 暗 赤 色 とな り,

黒 色便 で 下痢 を起 し,死 亡す る例 もあ る. 6日 目,

 7日 目 は上記 の症 状 は最 も強 く殆 ん どの 例 が死 亡 す

る. 9日 目以降 生 存 す る例 は外 見 上異 常 を 認 めな い.

I.2.内 臓 肉眼 所 見

4日 目迄 は各 臓 器 に軽 い鬱 血 が 見 られ るに過 ぎな

い が,重 症例 で は出 血斑 が 各臓 器 に み られ,肝 で は

壊 死像 が 存在 し,脾 の腫 脹 も認 め る.

I.3.組 織 学 的 所見

肝 に於 い て は, 3日 目頃 よ り静 脈 洞 の配 列 が幾 分

乱 れ,壁 の離 断 ・融 解 を軽 度 に認 め,星 細 胞 の肥 大 ・

増殖 も増 強 す る.動 ・静 脈壁 の膨 化 ・静 脈 の充 血,

 G鞘 結 合織 線 維 の 膨化 も増 強 し,肝 細胞 核 ・肝 細 胞

は大 小 不 同で 一 部 の核 は消 失す,又 一部 には二 核 性,
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Table Ia　 肝 病 変

Table Ib　 脾,肺 の 病 変
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Table Ic　 腎 ・心 ・胃 ・小 腸 ・大 腸 の 病 変

細胞を認め る. 6日 目頃にな ると,静 脈洞の配列が

乱れ,管 腔 巾は広狭不規則で,壁 の膨化 ・破綻,鬱

血,赤 血球等を貪喰 した星細胞等 が認め られ る.門

脈 ・動 ・静脈の充血,壁 の膨化 ・粗化 も強い.淋 巴

腔の拡大 もかな り強 く,腔 内にAzan染 色で淡 い青

色に染 る漿液性滲出物 を容れ る. G鞘 結 合織線維の

膨 化 ・粗化 も強 く硬化状を呈す.毛 細血管の破綻を

認め一部の肝実質内に小 出血を認む.肝 細胞 の形は

全く不規則で細胞核 ・細胞の変性 は非常に強 く,変

性 ・壊死入 り乱れ,正 常組織像は殆ん ど認め られな

い.又 反面,肝 細胞の再生像 も軽度 に認め られ,二

核性細胞が多 く,核 の代償性肥大 も認 められ る,単

核球 ・淋巴球か らなる円形細胞浸潤 は肝細胞索 ・G

鞘にかなり認め る.

脾では, 3日 目頃より網状織細胞の肥大 ・増殖を

認め,脾 洞の鬱 血 も増強す. 5日 目にな ると染材結

合織 ・被膜の膨化 ・粗化 も認め脾洞 ・動 ・静脈の血

管壁の膨化 ・粗化 も著 るしく, 6日 目になると,洞

壁の拡張 ・鬱血 も高度で洞壁 の破綻 ・出血も認め ら

れる.濾 胞では,網 状織細胞 の肥大,増 殖 は強 く血

管壁は拡張 し,充 血著 るしく,血 管壁 の膨化 ・粗化

も著明に認め,又 一部では核の崩壊著明で反応中軸

を認 める.染 材は肥厚 し膨化 ・粗化を認める.又 一

部 の死亡例では,中 心動脈の拡張.壁 の膨化粗化が

強 く内膜剥離 を認め,濾 胞は強い壊死に陥ちい り,

肥大 した少数の網状織細胞を認め,出 血 も強 く,漿

液性 の滲出物 も多量に認め る,洞 は鬱血著るしく,

洞壁 の破綻 ・消失 ・出血である.髄 索の壊死 も強 く,

網状織細胞の肥大を認め るも,増 殖は殆んど認め ら

れない.染 材周辺部では円形細胞の集積を認め る.

生存例では網状織細胞の肥大 ・増殖が可成り認め ら

れ るも壊死は認め られない.

肺 に於いて は,血 管の充盈が 早期 よ り見 られ, 3

日目にな ると気管周辺部に間葉細胞の増殖が起 こり,

又少数の円形細胞浸潤を認める.日 が経るにつれ気

管枝炎,結 合織繊維 の膨化,浮 腫,肺 動 ・静脈の充

血 ・血流静止状態,血 管壁の膨化,粗 化の所見 も増

強す.肺 胞 中隔 も毛細血管の鬱血 ・破綻 ・出血を認

め るようになり,肺 胞内に漿液性滲出物 ・赤血球を

入れた ものや,又 含気性の減 じた もの,或 いは無気

肺になつたもの も認む.

腎では, 3日 目頃 より糸球体毛細血管壁の膨化又
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充血 を認 め,細 尿管上皮の硝子滴様変性 を認め,又

一部 は溷濁 し
,間 質の動 ・静脈の充血,血 管壁 の膨

化 ・粗化を認 む,糸 球体頸部に少数の円形細胞の浸

潤を認め る.糸 球体 ・内被細胞の核は濃縮性であ る.

 5日 目頃になると,糸 球体 の充血著 るしく,大 小 不

同が 目立 ち,細 胞核の増加,特 に糸球体頸部で細胞

の増加を起 して居 るものが多い.細 尿管上皮は蛋白

様変性が著 るしく, 6日 目頃の重症例 ・死亡例では,

糸球体の充血,高度で,大 小不同 ・核の濃縮性著 るし

く,細 尿管上皮の蛋 白様変性 も著 るしい.間 質の血

管の充血 ・欝 血 ・出血 ・浮腫 ・漿液性滲 出物,血 管

壁の膨化 ・粗化,軽 度の 円形細胞浸潤を認 める.生

存 例では上記の症状 は軽い.

心に於いては,心 膜の異常は認 めないが,心 筋は

第1日 よ り浮腫状を呈 し,横 紋 は殆ん ど認あ られず,

間質の血 管の充血,壁 の膨化 も殆ん ど認 め られない.

 3日 頃になると,心 筋は顆粒状を呈 し,核 は濃縮性

で,間 質血管の鬱血著明で,壁 の膨化 ・粗化を認 め

る. 5日 目にな ると心筋は蛋白様変性を示 し,核 は

空胞様又一部は濃縮性で,動 ・静脈の鬱血 ・血管壁

の膨化 ・粗化 を認め,間 質中に淋巴球を主 とした円

形細胞浸潤を認む.間 質細胞の軽度 の増加を示す.

又6日 目以後の重症例 ・死亡例では心筋 は萎縮性で

横紋は不明瞭で硝子滴様変性 の感があり.間 質は充

血著 るしく,壁の膨化 ・粗化 も著 るしい,胃 ・小腸 ・

大腸では第1日 目 よ り 粘 膜 に於ける核の分裂を認

め,血 管 の充血壁 の膨化を認め る.こ れ らの病変は

日を経 るに連れ増強 し,後 には粘膜下組織の浮種性

腫脹,間 葉細胞の増殖,円 形細胞浸潤が現われる,

Ⅱ. 0.05%の 亜砒酸0.05cc連 日経口投与 し, 4日

目,即 ち肝障 害 を 起 こ して い る時1010倍 稀 釈の

Ectromelie virus 0.05cc経 口接種 した場合(Table

 Ⅱ).

Ⅱ.1.一 般症状

Virus接 種後3日 目頃 より,多 くの廿日鼠が立毛

運動不活 溌 ・尿色が赤色及び暗赤色となり,黒 色便

で下痢を起し, 8日 目頃 までには全例死亡する.

Ⅱ.2.内 臓肉眼 的所見

臨床症状 と平行 し,第1例 と変 らない.

Ⅱ.3.組 織学 的所見

肝に於 いては,第1日 目より静脈洞では軽度の配

列の乱れ,壁 の離断 ・融触 ・星細胞の肥大 ・増殖,

動 ・静脈の鬱 血 ・血管壁の膨化 ・粗化,肝 細胞核 ・

肝細胞の大小不 同を認め,第2日 目になるとこれら

の所見は更に増強 し,一 部の例では, G鞘 ・肝小葉

内に散在性に星細胞,淋 巴球 よりなる小結節を認め

Table Ⅱa　 肺 の 病 変



実 験 的 肝 炎 の 組 織 学 的研 究 557

Table Ⅱb　 脾 ・肺 の 病 変

Table Ⅱc　 腎 ・心 ・胃 ・小 腸 ・大 陽 の 病 変
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るが,大 なる壊死は見 られ ない.又 二核性細胞 も軽

度に認 める. G鞘 結合織線維の浮腫性 に膨化 し,円

形細胞浸潤が軽度に加わ り, 3日 目には,静 脈洞の

配列が乱 れ,壁 の膨化,鬱 血が見 られ, G鞘 胆管周

辺部に間葉細胞 の増殖 もあ り,星 細胞の肥大 ・増殖,

動 ・静脈壁の膨化 ・粗化,静 脈の充血, G鞘 結合織

線維の膨化等 は程度を増す.肝 細胞の大小不同 ・変

性 ・肝細胞核 の変性崩壊 ・消失が,主 と して肝小葉

辺縁部 に見 られ, 5日 目になると更に増悪 し,死 亡例

では静脈洞の配列が強 く乱 れ管腔巾は広狭不規則で,

壁 の膨 化 ・粗 化 ・破 綻,鬱 血 ・出血 ・門脈 ・動 ・

静脈の充血,壁 の膨化 ・粗化 も強 い.淋 巴腔 の 拡

大 も可成 り強 く,腔 内 にAzan染 色で淡 い青色に染

まる漿液性滲 出物を容れ, G鞘 結合織線維の膨化 ・

粗化 も強 く,肝 細胞 ・核の変性は非 常に強 く,一 部

の例で は,組 織 の変性.壊 死が入 り乱 れて瀰漫性 に

現われ,正 常像は認 めぬ.肝 の病変は小葉辺縁部 に

強 く,中 間部 ・中心部に波 及 し,修 復過程 も殆 んど

認 めない. 6日 目・7日 目も同様な所見で ある.

脾では1日 目より濾胞周辺部に於いて網 状織細胞

の肥大 ・増殖 を認め,洞 静脈の 充 血 ・血 管 壁 の膨

化 ・粗化を認める. 3日 目になると濾胞周辺部の網

状織細胞の肥大 ・増殖著 るしく,濾 胞 内の淋巴母細

胞の増殖が可成 り著 る しい.洞 静脈の充血 ・血管腔

は拡張 し壁の膨化 ・粗化 も強 く,髄 索では単球 ・網

状織細胞の肥大 ・増殖を認め,梁 材 は肥厚す.又 一

部で は反応 中枢を形成す るものも認ある. 5日 目にな

ると,上記の病変 は更に増強 し,網状織細胞の肥大 ・

増殖,中 心動 脈の充血 ・血 管壁の膨化 ・粗化,梁 材

の膨化 ・粗化脾 洞の充血は強 く,死 亡例又は重症例

では,中 心動脈の拡張 ・壁 の膨化 ・粗化 も強 く,内膜

剥離,洞 壁の破綻,出 血 も認め,一部では壊 死に陥 ち

いつた もの もある. 6・7・8日 目も同様な病変である.

肺では,血 管の鬱 血が早期に見 られ,血 管壁 の膨

化であ り,第2日 よ り気管枝周囲に淋巴球 の浸潤,

間葉細胞 の増殖,又 間質 に続 く肺胞 中隔に も同様の

細胞の浸潤を認め, 4日 目になると,間 質炎 ・胞隔

炎の症状 を呈 し,間 質及び肺胞中隔 には淋 巴球 ・単

球 ・間葉細胞の増加著 るしく,肺 動 ・静脈 の鬱血,

血液 の静止状体,血 管壁の膨化 ・粗化,浮 腫 も認め,

 5日 目には病変 は更 に増強 し,死 亡例,又 は重症例

では血管内膜の剥離,毛 細血 管の欝血 ・破綻 ・出血,

が見 られ,壁 の膨化 も強 く,間 葉細胞 の軽い増殖が

あり,円 形細胞 の浸潤を認む.肺 胞 内に漿液性滲 出

物 ・赤血球を容れた ものを 認 む. 6・7・8日 目も同

様であ る.

腎では, 1日 目よ り糸球体は充血 し,上 皮の一部

はやや変性を示 し,細 尿管上皮は硝子滴様変性,一

部は溷濁 し,中質の血管な充血 し,血管壁の膨化 ・粗

化を認む. 3日 目になると糸球体は強 く充血性で,

 Bowmann氏 嚢膨化,大 小 不同が 目立 ち,細 胞核の

増加 特 に糸球体頸部で 目立 ち,こ の部に間葉細胞

が増殖す る.細 尿管上皮は蛋白様変性強 く,間 質の

毛細血管 の充血,血 管壁の膨化 ・粗化 も増強し, 4

日目にな ると糸球体の血管上皮は浮種状を呈し,糸

球体 に近い血管周囲 には,淋 巴球 ・単球よりなる細

胞浸潤を認め,細 尿管上皮は蛋白様変性強 く,核 の

濃縮性の ものが多 い. 5日 目には糸球体の充血 ・血

管上皮の変性は著 るしく,核 も大小不同を呈 し,細

尿管は蛋白様変性強 く,間 質の鬱血,充 血号出血浮

腫 ・漿液性滲出物,間 質の血管壁の膨化 ・粗化 も認

め る. 6・7・8日 目も同様な病変 である.

心 では,心 膜は全 く異 常な く,第1日 より心筋は

不明瞭で溷濁 し,核 は濃縮で,間 質の血管の充血,

膨化,粗 化 を認め る.こ れ らの病変は日を経 るにつ

れ増強 し, 5日 目の死亡例,或 いは重症例では心筋

は殆ん ど萎縮性で横紋は殆ん ど認められず,間 質の

血管 の充血 ・血管壁の膨化 ・粗化 ・内膜剥離,出 血,

を認む. 6・7・8日 目も同様であ る.

胃・小腸 ・大腸では粘膜上皮 にて多少の核分裂・変

性 を認め,粘 膜下組織 ・筋層の血管の充血 ・血管壁

の膨化 ・粗化 を認め,後 には粘膜下組織の浮腫性腫

脹,間 葉細胞 の増殖,円 形細胞の浸潤が現われる.

総括並びに考按

亜砒酸を少 量連 日投与す ると共 に,投 与開始時同

時にEctromelia virusを 投与 し,第1編 に於いて

検討 した亜砒酸少量連 日投与例と対比つつ,各 臓器

の病変を検討 してみると,肝 では3日 目において静

脈洞の配列が幾分乱 れ,壁 の離断 ・融解を軽度にみ

とめ,動 ・静脈壁 の膨化,静 脈の充血, G鞘 結合織

の膨化 もより強い. 6日 目では静脈洞の配列が乱れ,

管腔 巾は広狭,不 規則 とな り,壁 の膨化 ・破綻をみ

とめ,赤 血球を貪喰 した星細胞を もみとめる.又G

鞘の変化は更 に強 く硬化状 を示 し,毛 細血管の破綻

も強 く,一 部実質内小出血 を認めた.又 この時期で

特有 なのは肝細胞の変性が非常に強 く,壊 死が入れ

乱れ,細 胞核 の変性が強い.又 反面肝細胞の再生像

も軽度 にみ られ る.更 に肝細胞索, G鞘 に円形細胞

の浸潤が可成 り認め られてい る.
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脾では6日 目に洞壁 の拡張 ・鬱 血が高度で,洞 壁

の破綻,出 血をみ ることが注 目され,更 に死亡例で

は濾胞の壊死が強 く,出 血 も強 く,漿 液性滲 出物を

多量に認め,洞 壁の破 綻,消 失,出 血を認めた.

肺では毛細血管の鬱 血 ・破綻,出 血を認め,肺 胞

内への漿液性滲出物,赤 血球をいれ,無 気肺を一部

みとめた.

腎では細尿管の変性がやや著 るしい.

心では心筋 の変性 が特 に強 く,早 期 よ り横紋の消

失,次 で蛋白様変性 ・核 の濃縮が著明,死 亡例では

心筋の萎縮を認めた.

以上の各臓 器の特徴は血 管障害が より著明であ る

点が先ず自に着き,次 で肝では6日 目に肝細胞の変

性 ・壊死が強 く,細 胞核の変性 も強 く,反 面肝細胞

の再生と円形細胞浸潤を,腎 ・心 でも実質障害が高

度であつた.

Ectromelia virusの 経 口感染に よる廿 日鼠の各臓

器の変化 は,教 室の池田,釈 舎 らの明 らかに した如

く,著 明な血管反恋を認 めると共 に,流 行性肝炎類

似の肝実質の変性 ・壊死,円 形細胞浸潤を認 めると

いう.従 つて上記 の変化は亜砒酸連続投与 による諸

変化にEctromelia virusの 感染によ り生 じ た結果

が加つた ものと解釈され る.

次 に 亜砒 酸 少 量連 日投 与4日 目にEctromelia

 virusを 感染 させ ると,感 染第2日 にG鞘 内,肝 小

葉中に星細胞 ・淋巴球 よ りな る小 結節 を認め,第3

日ではG鞘 周辺部の円形細胞浸潤,肝 細胞の変性 ・

大小不同,細 胞核の変性,崩 壊,消 失を認め,死 亡

例では静脈洞の広狭,不 規則,淋 巴管の拡大 も可成

り著るしく,漿 液性滲出物 を認 め,肝 細胞の変性,

壊死も著明で,病 変は瀰 漫性で あるが,特 に小葉周

辺部に強 く,修 復過程を認 めなかつた.

脾では感染第4日 に於いて濾胞内の淋 巴母細胞の

増殖は可成 り著 るし く,髄 索では単球,網 状織細胞

の肥大 ・増殖,梁 材 の肥厚,一 部反応 中枢を も認め

た.

肺では気管支周囲に淋巴球浸潤,間 葉細胞 の増殖

を認め,間 質炎,胞 隔炎の像を示 した.

腎では糸球体のBowmann氏 嚢の膨化,大 小不 同

が目立ち,細 胞核の増殖が糸球体頸部 にやや著る し

く,次 に血管周囲に細胞浸潤を認めた.

心では心筋の変化が次第に著明に認 め られた.

以上の如き著変は亜砒酸連 日投与後の病変に更 に

Ectromelia virusの 感染病変が加つたも のであ り,

予め血管傷害を来 した上 に感染 によるその傷害が加

わ り, Ectromelia virus感 染 による肝実質傷害 は更

に高度 となつた ものと思われ る.特 に死亡例に於け

る肝実質病変が小葉周辺部に著明であつたことは感

染前 に既に血管傷害の著 るしい ことと併せ興味があ

る.又 砒素中毒時腎 ・心 の実質障害が著 るしい こと

は第1編 に於 い て 検 討 し た が, Ectromelia virus

の感染 に伴 う血 管傷害の増強は更 にその傷害を高度

にす るよ うであ る.

斯 くして亜砒酸 中毒時の血 管 傷 害 はEctromelia

 virus感 染時のそれと本質的に類似 した ものと考え

られ る.

結 論

亜砒酸を少量連続投与す ると共に,投 与開始時同

時にEotromelia virusを 経 口感染 させた 場合及び

亜砒酸投与第4日 目に経 口感染 させた場合の各臓器

の病変 を,亜 砒酸を少量連続投与 した場合のそれと

対比 しつつ,そ の特長を検討 し,次 の結果を得た.

1.亜 砒酸投与開始と同時にEctromelia virus を

感染 させると,血 管傷害 がより著明で,一 部は血管

壁の破綻,出 血,血 流の異常を認め,更 に肝では実

質細胞の変性 ・壊死が著 るしく,細 胞核の変性 も強

く,反 面 肝細胞の再生像がみ られ,円 形細胞 の浸潤

を伴 い,腎 ・心臓では実質細胞がよ り高度であつた.

2.亜 砒酸投与第4日 目 にEctromelia virusを

感染 させ ると,血 管傷害はよ り高度となり,更 に肝

実質により高度 の変性 ・壊死を認め,特 に小葉周辺

部に著明であ り,又 腎 ・心臓 の実質障害 もよ り高度

であつた.

3.亜 砒酸投与 に加え, Eetromelia virusを 感染

させ ると,両 者の傷害の加重 した病変を示すが,特

に血管傷害が高度である,又 亜砒酸 中番を起 させた

後Virusを 感染 させた 場 合 は,亜 砒酸中毒による

血管傷害 が爾後の病変 に影響 を与え る.

4.亜 砒酸 中毒時 の血管傷害はEctromelia virus

感染時のそれ と本質的に類似 した ものと考え られ る.

本研究に当 り種 々御教示を賜つた本学病理学教室

浜崎教授,佐 藤助教授 に厚 く御礼を申し上げる.
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Conclusions

Observing the histological changes of the internal organs of the mice, having daily oral 

administrations of arsenious acid and simultaneous oral infection of Ectromelia virus and of 

the mice infected Ectromelia virus 4 days after the beginning of the arsenious acid admi

nistration, in compared with those that had daily arsenious acid without the infection, 

and the following results were obtained.

1. In the cases had the continuous administration of arsenious acid administration, in 

compared with those that had daily arsenious acid without the infection, and the following 

results were obtained.

In the liver of the same cases, degeneration and necrosis of the liver cells and nuclei 

were marked, on the other hand, regenerations of the liver cells in association with round 

cell infiltratioas were noted. There were extensive parenchimal impairments in the kideny 

and heart as well.

2. In the cases with Ectromelia virus infection on the 4th day after the beginning of 

the arsenious acid administration, much severe vascular damages, and degenerations and necrosis 

of the liver parenchyma especially marked in the peripheral areas of the lobules were observed 

There were more extensive parenchymal imparments in the kidney and heart.

3. The cases with both Ectromelia virus infection and the administrationn of the arsenic 

acid presented the pathological findings summed up both of damages but especially marked 

in the vascular regions.

In the cases with viral infection following the arsenious acid intoxication, the vascular 

damages due to the intoxication gave some influences upon the further pathological changes.

4. The vascular damages caused by the arsenious acid intoxication appeared to be essen

tially similar to those of Ectromelia virus infections.


