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第1章　 緒 言

脾臓はガ レーヌス以来久Lく 「神秘的臓器」或は

「迷宮的臓器」の名を以つて呼 ばれ て来 た.即 ち他

臓器に比 し脾の生理又は病態生 理に関 しては不明 の

点が余 りに多 く,脾 臓 を剔出 して もその個体の生命

の保持には直接影響 しない と云 う事が脾に関す る唯

一の確実な知識とされていた時代が長 く続 いた
.近

年に至り漸 く脾に関す る研究が盛んとなり,次 第に

その全貌が明 らかに されつつあ るとは言え,な お定

説として認められ るに至つてい るものは微々たるも

のに過ぎないと云 えよう.扨 て脾がその機能のーつ

として骨髄造血作用 と密接 な関係を有す るであろ う

と云う事は,脾 が胎生 期に於 ける主 要造血臓器であ

る事,又 種 々の血液疾 患に際 し脾 が之 に関与す る事

等より容易に想定され る処であり,両 者の関係 に就

ては已に古 くより枚挙 に遑 ないほどの実験 的,臨 床

的研究が繰返 されて来た.然 しなが らそれ等 の間に

は全く相反す る学説が存在 し未だ定説の確立を見 る

に至つていない,今 これ等の学 説を展望す るに大 き

く次の三つに分つ事が 出来よ う.即 ち

1)脾 は骨髄に対 し抑制的に作用す るとなす説.

2)脾 は骨髄に対 し促進 的に作用す るとなす説.

3)脾 は骨髄 に対 し促進及び抑制 の相反性二作用

を併 せ 有 す るとの説.

1)に 属 す るも の にHirschfeld77), Klemperer82) ,

 Weinert76), Aseher u. Dubois69), Messeri60) ,

 Frank69), Brieger u. Forschbaoh62), Keller81),

 Boek u. FrenzeI61), Hultgren u. Backmann78) ,

 Waltz105), Mayr85),蓮 池38),中 尾13),坂 井16),渡

辺(文)58),水 口50),今 井7),馬 島47),吉 岡56),谷 口

他25),佐 々木15)等 が あ り, 2)に 属 す る も の に

Downs66), Eppinger68), Krumbhaar83) 84), Naswitz89),

 Higgins75), Godard72),豊 田28),高23),久 崎41),飯

田2),中 村(三)32)等 が あ り, 3)に 属 す る者 に

Eddy67), Verzar u. Kokas103), Zih110),武 藤(忠)52),

藤野44),清20),友 田27),西 林34)等 が あ る.

さ て之等 の諸 家 に よ り行 わ れ た実 験方 法 を 省 るに

多 くみ られ る もの と して,各 種案 験 動物 に於 け る剔

脾,脾 移 植,脾 抽 出物質 投 与,脾 動 ・静 脈 よ りの血

液学 的検 査,脾 動 ・静 脈 の結 紮,向 脾 自律 神 経節 の

切 断,異 物輸 入 に よ る貪 喰性 脾腫 乃至 ア レル ギ ー性

脾 腫 の作製,パ ラ ビオ ー ゼ に よ る実 験 或 は脾 に種 々

操 作 を 加 え た後 の実 験 的貧 血 の恢 復 速度 に 関す る研

究 等 が挙 げ られ よ う.而 して夫 等 は何 れ も主 と して

末梢 血 液 所 見,即 ち之 を今 赤 血 球 系の み就 て 述 べれ

ば,末 梢血 述血 球 数,網 赤 血 球 数,血 色素 量,多 染

性赤 血 球 数,ジ ョ リー 氏小 体 保 有赤 血 球,赤 血球 抵
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抗等 を目標 として間接 に骨髄造血機能 を類推 してい

るに過ぎないものが多 く,骨 髄 自体 の変化を併せ観

察 したもので も骨髄像,骨 髄の組織学的検 索を行つ

た ものが一部に見 られ るのみであ る.此 処に於て私

は新 たに教室考案の骨髄組織培養法を応用 し,骨 髄

に惹起 され る変化 を直接かつ動 的に把握する事によ

り,本 問題を一毅 と闡明 にせんと企図 した.

扨て1884年Roux96)の 実験 にその端 を発 し, 1907

年Harrison73)に より始めて成功を見た体外組織培

養法 にま, Carrel64)(1910), Burrowe64)(1910)に 至

つて今 日の固形培地法の基 礎 が 確 立 さ れた.一 方

1936年Osgood & Brownlee90)に よ り初 めて人骨髄

を対象 として特殊の液体培地を使用す る細胞浮游培

養法が考案 され た.そ の後幾多の先人に より改良 さ

れ,現 今組織培養法 は医学生 物学 の多 くの部門の研

究 に広 く応用 され るに至つてい る事 は周知の通 りで

あ る.近 年平木教授,大 藤,亘 理49)等 は 骨 髄の体

外組織培養法を行 う事によ り基礎及び臨床の各方面

に亘 り詳細かつ尨大な る業績 を発表 し,血 液学 の分

野 に劃期的新生面 を開拓す ると共に,新 しい骨髄検

査法 としての骨髄組織培養法 の不動 の地位を築いた.

さて組織培養法 には大別 して上述の固型培地を用い

る被覆培養法 と液体 培地を用い る細胞浮游培養法 と

あり,更 にやや特殊 のもの として瓶培養法,回 転盤

培養法等が あるが,骨 髄組織の場合赤血球系の観察

には細胞浮游培養法が,白 血球系,栓 球系の観察 に

は被覆培養法が好都合であ る.そ こで先づ本編 に於

て は脾の骨髄造赤血球機能に及ぼす影響を観察すべ

く,教 室岩崎,久 米 田8)に より改良 された細胞浮游

培養法 を採 りあげ,次 の如 き実験を試み一定の成績

を得 たので報告 する.

第2章　 実 験 方 法

第1節　 実験材料

1)実 験動物:体 重2kg前 後 の白色成熟雄性

家兎を一定期間一定食飯にて飼育 した る後,下 記の

方法によ り手術 を施 し実験に供 した.

2)手 術方法:

a)剔 脾術:予 め絶食せ しめた家兎を無麻酔の

下に背位 に固定 し正中線 にて開腹 す.大 網をたどり

つつ胃部後方に脾を見 出し,之 に出入す る動 ・静脈

を全て結紮した後,出 血を最少限度に止 めるよ うに

注意 しなが ら之 を剔出 し,直 ちに腹壁 を2層 に縫 合

した.な お対照家兎群に対 しては同様に して開腹 し,

脾に触れ るのみにてその まま腹腔 を閉鎖 した.

b)臓 移植術:白 色成熟雄性家兎脾を無菌的に

剔出 した後細片に分ち,直 ぢに実験に使用せんとす

る家兎 の腹壁筋膜下 に埋没縫 合した,な お対照家兎

群 に対 しては脾の代 りに同様に して正常家兎腎の移

植を行 つた.

3)脾 エキス:正 常家兎脾を剔 出後 リンゲル氏

液 を加えて乳鉢内にて挫滅 し,氷 室に1昼 夜貯えた

る後遠心沈澱 して,そ の上清より25%及 び5%エ キ

スを作製 した.

第2節 実験方法

上記動物に対 し,上 記 の方法により剔脾術及び同

種脾他家移植術を施 した後末梢血の推移 を観察 し,

更 に剔脾群 については之 を術 後4日, 1, 2及 び3

週の4群 に分 ち,脾 移植群については術後5, 10,

 20及 び30日 の4群 に分つてその骨髄像を検討す ると

共 に,次 の如き方法によ り骨髄浮游培養を行つた.

更 に上記脾エキスを正常家兎骨髄浮游培養に添加 し

て その影響 を観察 した.培 養方法 は教室岩崎,久 米

田の改良法 によつた.即 ち家兎 の大腿骨,脛 骨,上

膊骨々髄を無菌的に取 出しGey氏 第1液 に入れる.

低速約1分 間ホモゲ ナイザーにかけ, 3,000回 転,

 10分間遠沈後上清を捨て,沈 澱物をグル コーゼ非含

有の タイロー ド液 に入れ細胞 浮 游 液 を作 る.之 を

一 定 容 器 に2cc宛 分 注 し, Warburg氏 恒 湿槽

(38℃)に て振盪培養す る.

第3節　 観 察方法

観 察は培養開始前及び開始後3, 6及 び9時 間 目

に行 い,赤 血球及び血色素増加率 を求めた.

1)骨 髄赤血球数:赤 血球用メランジュ-ル 及

びハ イエム氏液を 使 用 し, Burker-Turk計 算盤に

て算出 した.

2)骨 髄血色素量:1/15モ ル第1燐 酸カ リ溶液

22ccと1/15モ ル第2燐 酸ソーダ3ccを 混和 し,之

を4倍 に稀釈 したもの6cc中 に ザ ー リ氏血色素用

メランジュール にて血 球 浮 游 液20cmmを 吹 きこ

み充分混和溶血 させ る.次 で20%フ ェリシア ンカ リ

溶液1滴 を加え, 10分後に5%シ アンカ リ1滴,更

に2分 後にアンモ ニ ア1滴 を 加 え て10分 以 内 に

Beckmann分 光光度計 にて測定す る.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 剔脾の影響

第1項　 末梢血所見

剔脾群5例(Na. 11, 12, 13, 16, 32).対 照 群

3例(No. 101, 102, 103)の 術後30日 間 に於 け る
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第1表　 剔 脾 後 家 兎 末 梢 血 所 見

赤血球数,血 色素 量及び網赤 血球数の推移は第1表

の如くである.

1)赤 血球数:剔 脾群5例 中3例(No. 12, 16,

 32)で は術後一時減少傾向 を示 した後,又 他の2例

(No. 11, 13)で は 減 少 す る事 な く何れ も次第に増

加し5～10日 目に最高に達 しNo. 16で は最大増加

率19.3%を 示 した.そ の後次第 に減少傾向を示 し,

 15日目頃より已に術前値に復帰 するものがあり20日

巨以後はNo. 16を 除 き,ほ ぼ徳 前値 を持続 した.

対照群では術後何れも軽度減少傾向を示 したが程な

く回復し,最 大増加率5.7%,最 大減少率4.3%の 間

で変動したに過 ぎない.

2)血 色素量:剔 脾群では最大増 加率2.2～6.7

%と わずかに増加傾向を示 したが,赤 血球の増加に

比 し極めて軽微であつた.対 照 群 で は 最 大増減率

2.6～4.7%の 間で変動 したに過 ぎない.

3)網 赤血球数:剔 脾群では全例 に於て術後3

～5日 目を頂点 とす る著明な増加が認 められた.対

照群では3例 共 に軽度 の増減 を繰返 したに過 ぎず剔

脾群の如き分利 的増加は認め られなかつ た.

第2項　 骨髄像所見

術後4日, 1, 2, 3週 及び対照の各群の5例 平均

値 を示せば第2表 の如 くであ る.今 赤芽球系のみに

注 目 し各群を比較すれば赤芽球系百分率 の総和に於

ては術後1週 及び2週 群 が最 も増加 し同 じく55%を

示 してお り,術 後4日 群 では対照に比 し軽度増加,

術後3週 群では対照よ り軽度減少の傾向 にある.術

後1週, 2週 群の対照群 に比 しての増加 は主 に多染

性正赤芽球の増加によ る.核 分剖像には各群 の間に

殆んど差が認め られなかつた.

第3項　 骨髄培養所見

1)赤 血球数:全 例の赤 甑球数並び に赤血球数

増加率の推移は第3表 に示す通 りであ り,術 後経過

日数別の4群 の赤血球数 増加率平均値を図示すれば
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第2表　 剔脾後家 兎骨髄(5例 平均値) 第1図 の如 くな る.即 ち術後4日 群 では培養3時 間

にて巳に剔脾群が3例 共 に対照群より高値を示 した,

更に培養6時 間では著明な増加が見 られ赤血球数増

加率平均値に 於 て27.3%を 示 し,対 照群との間に

10.9%の 差を生 じた.し か し培養9時 間 目では逆に

対照群 より軽度 なが ら低下を示 している.術 後1週

群 では更に この傾向は強め られた.即 ち培養3時 間

では3例 中2例 で対照と殆ん ど有意の差が認められ

なかつたが, 6時 間に於て全例共 に急激な増加をみ,

増加率平均値 は26.0%を 示 して対照群との差 は全例

中最高の+11.3%を 示 した.術 後2週 群ではなお3

例共に培養全期間を通じ射照群より優位を保つてい

るが,培 養6時 間に於ける両群の差は増加率平均値

に於て+3.0%と 著明 な短縮 を示 した.術 後3週 群

では培養3時 間で3例 中2例 に於て対照群の方がわ

ずかに高値を示 し,培 養6時 間では逆 に3例 中2例

に於て剔脾群が高値 を示 して いる.而 して両群の増

加率平均値間の差 は4群 中最小 とな り,対 照群同志

間の動揺範囲内に入つてい る.

2)血 色素量:全 例の血色素量及び血色素量増

加率 の推移は第4表 に示す通 りである.先 づ対照群

を通覧す るに術後経過 日数 による各群の間には殆ん

ど有意の差 は認 められない,培 養3時 間では12例中

軽度減少せ るもの3例,無 変化 のもの3例 を除き他

は全て培養前値に比 しわずかなが ら増加傾向を示 し

てお り,培 養6時 間 目では2例 を除き他は全て培養

前値よ り減少 し9時 間 農では この傾向 は更に著明と

第3表　 剔脾後家兎骨髓浮游液培養 に於ける赤血球数(万)及 び赤 血球数増加率(%)
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備考: ()内 は赤血球増加率(%)

第1図　 剔脾後赤血球増加率(骨 髓浮游液培養)(備 考)

第4表　 剔脾後家兎骨髓浮游培養に於ける血色素量(mg)及 び血色素量増加率
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備考: ()内 は血色素量増加率(%)

第2図　 剔脾後Hb.増 加率(骨 髄浮游培養)

なつてい る.之 に対 し剔脾群を見 るに培養3時 間で

は12例 中培養前値に比 し軽度増加をみたもの4例,

無変化 のもの3例,他 は全て已に軽度 の減少傾向を

示 してい る. 6時 間 では1例 のみ増加傾向を保ち,

 3例 は無変化,他 は全て減少,培 養9時 間では全例

共に著 明な減少を示 してい る.術 後経過 日数別の各

群を各 々の3例 平均値 により比 較す るに術後4日 群

が最 も低値 を示 して い る.

第2節　 脾 他 家移 植 の 影響

第1項　 末 梢血 所見

脾 移 植 群5例(No. 51, 52, 53, 54, 58),対 照

群3例(No. 105, 106, 108)に つ い て の術 後30日

間 に 於け る末梢 血 の推 移 を示 せ ば第5表 の 如 くであ

る.

第5表　 脾 移 植 後 家 兎 末 梢 血 所 見
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3)赤 血球数:脾 移植群 では全例に於て術後次

第に減少 し, 4～7日 目に最低 に達 した もの多 くそ

の後次第に増加 し早いものでは10日,遅 い ものでは

30日目に至りほぼ術前値 に復帰 してい るが. No. 54

では術前値よりやや増加 の傾向にある.移 植群5例

の最大減少率は夫々33.2%, 24.1%, 11.1%, 23.4

%, 17.1%で あつた.対 照群では3例 共に著 明な変

動は認められず,そ の最大増減率 は4.8%, 5.3%,

 9.9%で あつた.

2)血 色素量:脾 移植群では赤血球数 とほぼ平

行 して変動 した。併し5例 中2例(No. 53, No. 54)

では赤血球に比 しその減少率軽度であ り,中1例 で

は術後15日以後逆に軽度 増加 を示 した.対 照群 では

術前値と殆んど有意の差 を示 さなかつた.

3)網 赤血球数.脾 移植群では5例 中3例 に著

しい減少傾向が見 られたが,そ の中の2例 では続 い

て急激な増加が認め られた.対 照群ではNo. 105に

一時増加傾向が認められた他 には顕著 な変動は見 ら

れなかつた.

第2項　 骨髄像所見

術後5, 10, 20, 30日 及び対照の各群の5例 平均

値を示せば第6表 の如 くであ る.今 赤芽球系百分比

総数に注目すれば,術 後5日 群が最低値 を示 し, 10

日群では極 く軽度なが ら恢復の傾向を示 し, 20日群

では対照群より寧ろやや高値 を示 し, 30日群では殆

んど対照群 と有意の差 を見出 し難 い.又5日 及び10

日群では塩基性正赤芽球がやや減少せ るのが認 めら

れる.核分剖像は各群 の間に有意の差を認 めない.

第6表　 脾他家移植後家兎骨髄 像
(5例 平均値)
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第3項　 骨髄培養所見

1)赤 血球 数:全 例の赤血球数及び赤血球数増

加率の推移は第7表 に示す通 りであ り,術 後経過 日

数別の4群 の赤血球数増加率平均値を図示すれば第

3図 の如 くであ る.先 づ対照群を通覧 す るに術後経

過 日数に よる各群の間には著明な差 は認 められず,

培 養3, 6及 び9時 間 に於け る増加率平均値は夫 々

+10.8～+16.8%, +13.6～+18.2%, +1.3～

+4.7%で あ る.之 に対 し脾移植群 を見 るに術 後5

日群 の培養3時 間に於 ける増加率 は対照群 に比 しや

や 劣り,培 養6時 間 にな ると3例 中2例 に於て早 く

も培養前値 より減少傾向を示 し対照群 との差は平均

値で14.6%と 著明に開き, 9時 間目で この傾向は更

に著明となつてい る.術 後10日 群で はやや恢復の傾

向が見 られたが,な お3時 間, 6時 間に於け る増加

率は3例 共 に対照群 より低値を示 した.術 後20日群

で は3例 中1例 が培養全経過を通 じ対照例よりむし

ろやや高値 を示すに至つてお り,術 後30日 群では対

照群 と殆んど有意の差 を見出 し難 い.

2)血 色素 量:全 例の寒 色素量及びその増加率

の推移は第8表 に示 す通 りであ る.先 づ対照群を通

覧す るに培養3時 関に於て12例 中5例 に極 く軽度の

第7表　 脾他家移植後家兎骨髄浮游培養に於ける赤血球数(万)及 び赤血球数増加率(%)

備考: ()内 は血色素量増加率(%)
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第3図　 脾他家移植後赤血球数増加率(骨 髄浮游培養)

第8表　 脾他家移植後家兎骨髄組織 培養に於ける血色素量(mg)及 び血色素量増加率(%)

備考: ()内 は血色素量増加率(%)
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第4図　 移植脾移植後Hb.増 加率(骨 髄浮游培養)

増加を見た他 に全経過を通 じ減少傾向を示 した.し

か し術後経過 日数によ る名群 の間には殆んど有意の

差を見出 し難い.之 に対 し脾移植群を見るに術後5

日群では3例 平均値 に於て培養全経過を通 じ対照に

比 し軽度減少が認め られ る.併 し10日群では培養3

時間に於て逆 にむ しろ軽度 増加せ るのが注 目され る.

 20日 群, 30日 群では対照群 との間に殆 んど有意の差

が認 め られない.

第3節　 脾 エキス添加の影響

以上の成績 より正常家兎脾は何 等かの液性 因子に

より骨髄 造赤血球機能 を抑制的に調節 してい るもの

と推定 され るが,か か る液性因子の存在を確認す る

ため,脾 リンゲル抽出エキ スを作製 し之を直接家兎

骨髄培養 に添加 してその影響 を観察せんとした,脾

エキスは前記の方法 により作製 し, 5%及 び25%エ

キスと して使用 した.一 方対照には リンゲル氏液の

みを添加 した.な お もとより全操作は全て無 菌的に

行 つた.

1) 25%エ キス添加の場合(第9表,第5, 6図)

家兎No. 62で は1滴 添加の場合赤血球数増加率

は培養3, 6及 び9時 間に於て夫 々-3.4%, -6.0

%, -16.1%と 終始減少傾向を示 した.血 色素量 も

ほ ぼ之に並行 して減少 した. 3滴 添加の場合は赤血

球数,血 色素量共に更 にこの傾 向が助長 され対照例

との間に著明な差を生 じた.家 兎No. 63で は1滴

添加の場合,赤 血球数増加率 は培養3及 び6時 間に

於て+7.8%, +2.1%と 軽度 の増加を示 したが,対

照の+14.9%, +13.3%に 比 しやは り著 しい低値 を

示 した.血 色素量について もほぼ同様の事が云 われ

る. 3滴 添加の場 合は赤血球数,血 色 素量共に1滴

添加の場合 と有意 の差が認 め られなかつ た.

2) 5%エ キスの場合(第10表,第5, 6図)

家兎No. 64で は1滴 添加の場合,培 養3, 6及び

9時 間の赤血球 数増 加 率 は+22.8%, +27.6%.

 +16.9%と 著明な増加を示 し,対 照 よりむ しろ高値

第9表　 脾 エ キス添 加 の影 響

(1) 25%エ キス の場 合

() 内は赤血球数 又は血色素量増加率

を示 した.血 色素量に就 いて もほぼ同様の傾向が認

め られ る. 3滴 添加では赤血球増加率は全経過を通

じ対照 との有意差を認 めず,血 色素量増加率では対

照 よりやや低値を示 した.家 兎No. 65で は1滴 添

加の場合や はり赤血球数,血 色素量共に著明な増加

を示しており.培 養3時 間 で は赤 血球 数増 加 率
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第5図　 脾エ キス添加の赤血球増加率に及

ぼず影響

第6図　 脾 エキス添加の血色素増加率に及

ぼす影響

+32.4%,血 色素壁増加率+4.1%を 記録 してい る.

併し3滴 添加では対照 と近似 し,赤 血球数増加率は

やや減少の傾 向を示 した.以 上要す るに赤血球数及

び血色素量増加率は5%エ キス1滴 添加の場合対照

よりむしろ亢進 し, 25%エ キス1滴 及び3滴, 5%

ニキス3滴 添加では何れ も対照 より低下す るか或は

有意の差を認 めなかつた.

第4章　 総 括.考 按

以上の実験成績を総括すれば次の如 くであ る,

1)剔 脾の影響: i)術 後末梢血赤血球数 は次

第10表　 脾 エキス添加の影響

(2) 5%エ キスの場合

() 内は赤血球数又は血色素量増加率

第に増加 し, 5～10日 目を頂点 とし約3～4週 で術

前値 に復帰す るものが多かつた.血 色素量は赤血球

のそれに比 し軽度の増加を認め るのみであつた.網

赤血球数は3～5日 目を頂点 とし分利的増加を示す

ものが多かつ た.

ii)術 後骨髄像 に於ける赤芽球系百分率は1～2

週 目で最高増加を示す ものが多かつた.

iii)術 後骨髄細胞浮游培養に於け る赤血球数増加

率は, 4日 ～1週 間目に於いて培養後6時 間に最 も

著明な増加を示す ものが多 く,術 後2週 では対照に

やや接近 し, 3週 では殆んど有意の差が認め られな

くなつた.血 色素量は対照各群に於て培養3時 間目

に軽度増加 し,以 後減少 してい るものが多いのに比

し,剔 脾群では培養3時 間より已に減少傾 向を示 し

てい るものが多かつた.術 後経過 日数別の各群の間

には著明な差 は認め られなかつた.
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2)脾 他家移植の影響: i)術 後 末 梢 血赤血球

数は次第 に減少 し, 4～7日 目を最低 値と して15～

30日 でほぼ術前値 に復帰す るものが多かつ た.血 色

素量はほぼ赤血球数に並行 して変動 したが,変 動値

は一般に軽度で あつた,網 赤血球数 は術後一時減少

を示 したものが多 く,続 いて著明な増加をみたもの

もあつた.

ii)術 後骨髄像に於け る赤芽球系百分率 は5～10

日目に最低値 を示す もの多 く, 30日 目ではほぼ対照

と近似せ る値 を示 した.

iii)術 後骨髄細胞浮游培養 に於け る赤血球数増加

率 は, 5日 目の培養6～9時 間に於 て最低値 を示す

もの多 く, 20～30日 目では対照 と殆 んど有意の差を

認 めな くなつた.血 色素量増加率は5日 目で対照に

比 し軽度の減 少を示 し, 10日 目では逆 に軽度の増加

傾 向を示 した. 20日 目以後 では対照と殆ん ど近似せ

る値を示 した.

3)脾 エキ ス添加の影響:正 常家兎脾 リンゲル

抽出エキスを家兎骨髄浮游培養に添加す るに,赤 血

球数及 び血色素量増加率は, 25%エ キス1滴 乃至3

滴 添加及び5%エ キス3滴 添加では対照に比 し低下

したが, 5%エ キス1滴 添加ではむ しろ軽度亢進を

認 めた.

考按: 1)剔 脾実験に就いて さて脾と骨髄

との関係に就て古来幾多の実験的研究があ る事は緒

言に於 て述べた通 りであ るが,脾 の骨髄に及ぼす作

用を知 るために先づ脾を剔出 してその機能 を完全に

脱落せ しめた後,骨 髄 及び末梢血液像に惹起され る

変化 を追究せんとす る方法が最 も容易 にしてかつ効

果 的で あり,多 くの先人達 により採 用されて来た処

であ る.即 ちHirschfeld77)(1915), Klemperer82)

(1913), Weinert76)(1914)等 は 剔脾後長期に亘 り

赤血球増多症を来 し,か つ有核赤血球, Jolly小 体

を有す る赤血球が多数流血 中に出現 する事か ら,脾

は内分泌によ り骨髄に於け る赤血球新生作 用を調節

し,又 赤血球脱核作用を も営む ものであろうと云つ

た.蓮 池38)は 家 兎 に於て剔脾後軽度の赤血球増多

と共 に著明な網赤血球増加 を来すと云い,又 家兎に

急性瀉血の後剔脾を行 えば術前に比 し赤血球数及び

色素量の回復 が急速にな ると述べ,正 常脾 は骨髄赤

血球新生 作用に対 し抑制的調節作用を営むものであ

ろうと云 つて いる.一 方二宮36)は 犬 に於 て剔脾後

多 くの場合赤血球数,血 色素量は減少 し,赤 血球抵

抗は上昇 す ると云い,飯 田2)は家兎で, Eppinger68)

は犬で夫 々急性瀉血貧血の恢 復は剔脾を行つた場合,

正常動物 よりも遅延す ると云 い,常 態に於て脾は却

つて骨髄 に対 し促進的に働 くと述べてい る,そ の他

剔脾後の赤血球数,血 色素量の変化については増加

を来すというもの,逆 に減少す るとい うもの,一 定

の変化 を認 め難いとす るもの等があ り帰一す る処な

きの憾があ る.私 の成績は術 後一時減少 した後, 4

日目頃よ り漸次増加 し, 7～10日 を頂点 として漸減

し2～3週 でほぼ術 前 値 に 復 帰 す る とな す 山本

(宗)55)の 成績に最 も近い ものであつた.

斯の如 く各人の成績に一致が得 られないのは一つ

にはその対象 とした実験動物の種類により,脾 の身

体に比 較 しての大きさや構造 に大 きい差異のあるこ

と,又 手術時動物 に加え られ る侵襲の程度の相違等

に よるとも考え られ るが,又 一面末梢血液像 は種 々

な る要 因により変動 し易い ものであ り,必 ず しも骨

髄造血機転 の直接的反映でない事が想起 されな くて

はな らない.即 ち骨髄造血機能 の判定のためには末

梢血球数の算定は極 く限 られた意味 しか持たないと

云え よう.此 処に剔脾後骨髄 目体に惹起 される変化

の究明が望 まれ るわけであ るが,か か る文献 は一般

に少 く,剔 脾後骨髄を組織学的に検 索 した ものに

Winogradow108)(犬), Port94)(家 兎), Vulpius104)

(人,山 羊,家 兎), Pearce u. Pepper93)(犬),中

村(弘)33),渡 辺(伝)57)等 が あ り,骨 髄穿刺によ

り骨髄像を見たも の に 佐々木15),森 谷54)等 がある

に過ぎない.佐 々木は家兎 を用い術後 日を逐 つて骨

髄穿刺 を行い,骨 髄 像の変化を系統的かつ動的に検

索 して,剔 脾後赤芽球系は著明な増加を来 し,幼 若

赤芽球並びに核分裂の増加 を来 したものが多いと云

う.又 教室森谷は剔脾後2週 目に於て最も高い赤芽

球系百分率の増加及び幼若型の増加が認められると

してい る.私 の成績はほぼ之等に一致す るが剔脾後

1週 目に於て2週 目とほぼ同程度 の赤芽球の増加を

認めている.

所で骨髄 像やその病理組織像 と雖 も謂わば骨髄の

或瞬間の像に過ぎないか ら,造 血機能を必ず しも何

時 も的確に表現す るとはいえない.こ の点骨髄組織

培養を併せ行えば,造 血機能を動 的(立 体的)ar把

握す る事が出来 るのであ り,此 処に大きな意義が存

在す る.然 るに脾の骨髄 に及ぼす影響を知 らんとし

て組織培養法を用いたのはわづかに家鶏胎児骨髄組

織培養 に対 す る脾 エキスの影響 を観 察 した前 述 西

林紐),河 島11)の業績及び最近の教室小林14),宮井51),

岸12),本 多45)等 極 く少数の業績 があるに過 ぎない

が,何 れ も造赤血球系については殆んど触れていな
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い.被 覆培養法 によつては増生帯 に出現す る細胞は

主に白血球系細胞,結 合織性細胞によ り占め られ,

赤芽球系細胞の観察は困難であ り,そ の変動を量的

に捉え る事,又 血色素 量の測定を行う事 は全 く不可

能である.こ の細胞浮游培養法を選んだ所以であ る.

さて培養の結果剔脾後4日 ～1週 目に於 て赤血球増

加率の亢進を来 した事 は上記末梢血及び骨髄像所見

と相俟つて剔脾後骨髄造 赤血球機能の亢進を招来せ

る事を意味す る.即 ち脾は正常時骨髄造赤血球機能

に対 し或程度の抑制的調節を行つてお るもの と思考

される.こ の点,骨 髄機能 の他方面よ りの検索法と

して教室森谷54)が 剔 脾 家兎骨髄の呼吸解糖値を計

測し,主 に赤芽球系のエネルギ ー代謝を反映す る呼

吸値が術後1週 で最 も高値 を示 し,第2週 には正常

よりやや高 く,第3週 にはほぼ正常に復す るのを認

め,や はり脾には骨髄造血機能を抑制す る働 きがあ

るとしているのは,私 の成績 とほぼ較を一つにす る

ものであり興味深 い.し か しここに見逃されてな ら

ないのは培養上血色素増加率が必ず しも赤血球増加

率と並行 してお らず,剔 脾後対照群に比 しむ しろ減

少 の傾 向を示 した点 で あ る.こ の点 に関 し近年

Heilmeyer and Bilger74)は 剔 脾後末梢血赤血球中

に未だヘモグロビンに合成 され ざる鉄 を有す る赤血

球,所 謂Sideroeyteが 増 加す ることより脾は骨髄

に於ける血色素の合成 過程 に重要な意義を有 し,剔

脾によりその過程 に障碍 を来す ものであると述べて

いるが,私 の実験成績 は之を新に裏づ けたものと云

えよう.

次に剔脾によ り一時亢進状態を示 した骨髄造赤血

球機能が約3週 余でほぼ術前値に復帰す るのは如何

なる機転によるのであろ うか.之 に関連 した実験 と

して宮崎,増 田等49)は 脾 性 中毒症患者脾抽出液を

正常家兎に注射 して得 られ る著明な貧血が剔脾直後

に注射したのでは認め られず,約30日 を経過す れば

再び現われ るよ うになり,更 に この時網内系を完全

に填塞すれば再び認め られな くな る事 より,脾 の貧

血関与機能は剔脾後一定期間を経過すれば,他 の網

内系により代償 され ると述べているが,私 の場 合も

同一機転により説明され るものと考え られ る.

2)脾 他家移植実験に就て:剔 脾後起 る赤血球

数,血 色素量,網 状赤血球数の増加に対 し,之 は血

球破壊,血 球貯蔵等を営む処の脾のいわば単な る機

械的作用の脱落によるものであり,脾 は骨髄の造血

難 とは無関係とす る説 がFreytag71)等 によ り主

張された.併 し前述の私 の剔脾後骨髄組織培養によ

り捉 え られた骨髄の動態像は明 らかに之を否定す る

ものであり,直 接骨髄に加え られてい る脾の抑制作

用を認 めざるを得ない.そ の作用機転に関 し先づ想

定 され るのが脾 より分泌 され る何等かの体液性 因子

によ る調節であ るので,之 を確認す る目的で同種間

に於け る正常家兎脾の他家移植 を行い,剔 脾の場合

と同様の検索を試みたのであ る.脾 他家移植 による

血液像の推移を観察 した業績 は実に少 く,わ ずかに

中村33),佐 々木15)等 があ るに過 ぎな い.両 氏は共

に赤血球数,血 色素量は減少す ると述べてい る.そ

の骨髄像の推移については佐 々木の報告 があ るのみ

であり,術 後2～10日 日に赤芽球百分率が最低値を

示す ものが多かつたという.私 の成績はほぼ佐 々木

に近い ものであつた。一方脾他家移植後骨髄培養を

行 つた報告 は全 く見 られない.而 して培養上得 られ

た成績は剔脾の場 合とほぼ逆の関係を示すものであ

つた.即 ち脾他家移植により謂 わば脾の内分泌機能

の相乗による亢進状態が作られた結果,骨 髄 に於て

造赤血球機能の一時的低下が惹起 されたものと考え

られ る.な お移植脾臓片の運命に関 し永 島29)は 移

植後2日 目までは移植片の一部 に生存せ る脾組織を

認め, 3日 後では肉芽組織の増殖が強 くな り, 10日

目にはその一部 に瘢痕形成が認め られ るようにな る

と述べているが,之 は組織培養上に於て10日 目頃よ

り早 くもその抑制的効果の減退が認 められ, 20～30

日に至つて完全に術前に復帰す る事を説明づけ るも

の と思われ る.以 上の如 き抑制的効果は腎地家移植

によつては全 く認め られず,従 つて本実験 によ り脾

の骨髄 調節作用は脾よりのみ分泌され る何等かの液

性因子によるものであ る事が再確認せ られた もの と

いえよ う.

3)脾 エキス添加の影響に就て かかる液性因

子を脾の中に求 め,種 々な る方法で脾エキスを作製

し,之 を用いて骨髄 に及ぼす影響 を見んとした実験

は幾多見受け られ る.即 ち今井7)は 脾の食塩水,ア

ル コール抽出液で骨髄灌流を試み,そ の血管の収縮

す る事を認めて お り, Jeney u. Jobling79)は 脾エ

キ ス投与により赤血球減少を来 したと述べ,又 教室

難波37)は 正 常家兎脾エキスの連続注射により骨髄

DNA, RNAの 消長を計測 した結果,骨 髄に於ける

細胞分裂の減弱及び骨髄 蛋白代謝の減少.次 いで増

加がみられ ると述べてい る.私 は正常家兎脾 リンゲ

ル抽出エキスの骨髄細胞浮游培養 に対 する直接添加

実験 に於て,一 般 に脾エキスは骨髄造赤血球機能を

抑制す るが,一 定濃度以上に稀釈すれば逆にむ しろ
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やや促 進的に働 くとい う成績 を得た.之 は脾 に骨髄

造赤血球機能 の抑制的調節作用のみな らず,一 部促

進的調節作用をも存在す る事を新 たに示唆す るもの

であろう.脾 にかか る相反性二作用の存在を認 め る

学説の あることは已に緒言に述べた処であ る.即 ち

友 田27)は 脾 の 灌流実験 に基づき,所 謂条件反応説

を唱え,脾 は内外よ り加え られ る刺戟の質及び量に

より骨髄 に対す るその反応性 を異 にす ると述べてお

り,小 宮門下藤野.麻 殖 生44)は 交 感,副 交感神経

支配によ り脾臓中に於け る骨髄造血促進及 び抑制両

因子の産生 が調節 され るとして い る.又 清20)は 正

常脾 に化学的分析を加え,赤 血球増多性及 び減少性

二物質を分離 し得 たと報告 してい る.か くの如 く脾

に促進及び抑制の相反性二作 用を認め る事 は,骨 髄

に対 する脾の極めて複雑な る機能を説明す る.上に有

力な る鍵を与え るものであ り,私 の脾エキス添加実

験 は新 たに之を裏づけたもの と考 える.し か し剔脾

及び脾他家移植後の骨髄組織培養 の成績よ り脾は何

等かの体液性困子により,骨 髄造赤血球機能を絶え

ず 調節 しているが,少 くとも生理的状況に於ては抑

制 的調節作用が促進的調節作用よ り優位に立 ち,骨

髄 赤芽球系の過形成を制禦 してい るもの と考え られ,

又一方赤血球 内に於け る血色素合成 に関与 して之を

完成せしめ,不 完全成熟 のまま,流 血中へ出現す る

事 を防止 してい るもの と考え られる.

第5章　 結 論

脾の骨髄造赤血球機能に及ぼす影響 を考察せん と

し,家 兎を用いて剔脾後並びに脾他家移植後,経 時

的にその骨髄 細胞浮游培養を行い,更 に正常家兎脾

リンゲル抽 出エキスを家兎骨髄浮游培養に添加 して

その影響 を観察 し,次 の如き結論を得 た.

正常家兎脾は何等かの体液性因子により骨髄造赤

血球機能 を抑制的或は促進的に調節 してい るが,生

理的状況 に於ては前者がやや優位 に立 ち赤 芽球系の

過形成を制禦 してい るもの と考 えられ,一 方血色素

合成に対 しては之を助長促進せ しめ赤血球の不完全

成熟を制禦 してい るものと考え られる.

擱筆するに当り御懇篤なる御指導 と御校閲を賜わ

つた恩師平木教授並びに大藤助教授に深甚なる謝意

を表 します.

(本論文の要 旨は第20回 日本血液学会 に於て発表

した)

(文献は第3編 に一括記載)
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Part 1. Influences of Splenectomy, Homoioplastic

 Transplantation of Spleen, and of Spleen

 Extract on the Erythropoietic Function

 of the Rabbit Bone Marrow

By

Koichi KITAJIMA

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School
(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Conclusions

With the purpose to study the influences of the spleen on the erythropoietic function of 
bone marrow the cell suspension culture of the rabbit bone marrow was conducted, and the
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following results were obtained.
1. In the bone-marrow tissue culture of splenectomized rabbits conducted from time to 

time the rate of the increase in the number of erythrocytes is temporarily accelerated having 

its peak around 4 to 7 days after the operation as compared with the control, while on the 
contrary, the increase in hemoglobin declines slightly. About three weeks after the operation 
both values of erythrocytes and hemoglobin return approximately to those in the control 

group, normal ones without splenectomy.
2. In the bone-marrow tissue culture of the rabbits transplanted with hemoioplastic 

spleenand conducted from time to time, the rate of the increase in the number of erythro

cytes temporarily declines having the minimum around the fifth day after the operation and 
the rate of the increase in hemo-globin falls slightly around the fifth day but by around 

the tbenth day it shows a slight acceleration, as compared with those of the control, rabbits 
transplanted with normal kidney. However, after about 30 days both of these values return 

approximately to those of the control.
3. In the observations of the bone-marrow tissue culture of normal rabbits with addi

tion of Ringer's solutions of normal rabbit spleen extract at various concentrations, the 

extract at a higher concentration brings about the fall in the increasing rate of erythrocytes 
and hemoglobin, while on the contrary it brings about a slight acceleration in the increasing 
rate of both at a lower concentration.

4. From these results it is assumed that the spleen of the normal rabbit with the aid 
of some body-fluid agent adjusts the erythropoietic function of the hone marrow either sup

pressingly or acceleratingly, but from the physiological aspect the suppressing action seems 
to be superior: namely, an abnormal formation of the erythrocyte series is suppressed, while 
on the other hand the hemoglobin synthesis seems to be accelerated, thus suppressing the in

complete maturation of erythrocytes.


