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第1章　 緒 言

衆知の如 く骨髄造血系 には,赤 血球系,顆 粒白血

球系及び栓球系の三系が存在 し,夫 等は骨髄 内に於

いて解剖学部 に極 めて密接な関係の下 にあ る.そ し

て骨髄が一つの統一ある機能 を有 してい る以上夫等

三系は独立 しつつ も何等かの有機的連関を有す るも

のと考えられる.従 つて脾の骨髄造血に及ぼす影響

を追求するに当つても脾がその中の一系統のみに関

与し他に全 く無関係であ るとは考え難 い.私 は前編

に於いて骨髄赤血球系にのみ注 日しつつ脾の影響を

観察 したが,本 編it於 いては顆粒白血球系に就いて

種々検索を加えたい と思 う.

脾の白血球系に及ぼす影響を実験的に捉えんと し

て従来最も多 くとられ た方法はやはり剔脾であろう.

剔牌により末梢白血球数は増加するとなす者が大多

数を占めるが,却 つて減少す るとなす もの,増 減を

認めないもの,増 減不定 で一定の傾向を見 出 し得な

いとするもの等があり,必 ず しも一致 をみていない.

蓮池鋤 は家 兎 に急性瀉血を施 して後剔脾を行 うと,

術後に於いては術前 に於け るより偽好酸球 増多を伴

う白血球増多症が遙かに強度 に起 り且つその持続が

長いと云う.又Rosenow95)は ヌ クレイ ン酸 ソーダ

注射により剔脾動物は有脾動物に比 し遙か に高度 の

白血球増多を来 すと云い,中 尾31)は 同 様 ヌクレイ

ン酸 ソーダ注射 によ る骨髄造血組織の反応は有脾家

兎に比 し遙か に高 度 で あ る と述 べ て い る,一 方

Bock u. Frenzel61)は 脾 静脈及び胃冠 状静脈を結紮

し,脾 静脈血の肝内流入を遮断 し直接下大静脈へ流

入 させ る事により,赤 血球数,栓 球数 と共に白血球

数 も減少する事を報告 じ,之 は正常時には脾の骨髄

抑制物質が肝によりその効力を減弱せ しめられてい

るが,上 記血管結紮 によ り大量に骨髄に作用す る為

であるとしてい る.し か し この 実 験の追試者は必

ず しも上述 の見 解 に 同意 を 示 してい な い.近 年

Palmer et al92).は パ ラビオーゼを用いた実験 に於

いて末梢白血球数の調節が脾よ り分泌 され る内分泌

的要因によるものであ る事を明 らかに している.之

等従来の実験的研究の多 くは何れ も末梢血白血球数

の算定 にその基礎を置き,間 接に脾の骨髄 白血球系

に及ぼす影響 を論 じているに過 ぎない.し か るに衆

知の如 く動物 の末梢白血球数は些々たる原因により

動揺 し易いものであるので,之 を以つて軽々 しく骨

髄顆粒球造血を云 々す ることは出来ない.此 処 に骨

髄 自体に惹起 される変化の追求が望まれるわけであ

るが,脾 の骨髄造血機能 に及ぼす影響を見んとして

骨髄組織培養法を用いたのは,西 林34),河 島11),教

室小林14),宮 井51)等 極めて少数の人 々に過 ぎない.
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即ち西林は家鶏胎児骨髄組織を塔養し.その発育に

及ぼす脾エキスの影響を観察しており,河島は同じ

く培養せる家鶏胎児骨髄組織に及ぼす脾エキスの影

響を細胞分析学的に追求している.更 に教室小林は

脾機能亢進症の代表的疾患たる所謂バンチ氏病患者

血清及び脾エキスを正常家兎骨髄組織培養に添加し

てその白血球系に及ぼす影響を観察しており,更に

教室宮井は実験的脾腫を来せる家兎の骨髄組織培養

を行い,何 れも骨髄組織増生並びに白血球機能低下

を認めている.し かるに同方法による正常脾の骨髄

顆粒球造血に及ぼす影響に就いては未だ全く検索さ

れていない.そ こで私は第1編 同様正常家兎に

剔脾,及 び脾他家移植を行つた後経時的に骨髄組織

培養を行い,又 脾エキスの骨髄組織培養への添加実

験を行つて骨髄顆粒球系造血に及ぼす脾の生理的機

能を明らかにせんと企図し次の実験を試みたのであ

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 の白色雄性家兎

を一定期間一定食餌にて飼育 した後用いた.

2)培 養基:塔 地支持体 としては健康家兎心臓

穿刺によ り得 たヘパ リン加血漿を用いて発育促進物

質 と しては,孵 化 の9日 目の鶏胎をFischer圧 搾器

により圧 出 し得た忠状物を, 3000回 転15分 間遠沈 し

てその上清を使用 した.

3)培 養組織:実 験家兎撲殺 後直 ちに大腿骨々

髄を無 菌的に取 り出し,リ ンゲル氏液中でグ レーフ

ェ氏 刀を用い約1mm3程 度 の 組織片 とせ るものを

用いた.

4)脾 エキス.第1編 と同様な方法 によ り作製

した.

5(手 術 方法:剔 脾術及び脾他家移植術の術式

は第1編 に述べた通 りである.

第2節　 実験方法

術後 日を逐 つて末稍血 白血球数の算定 を行い,次

いで術後一定の経過 日数別の各群に分 ち骨髄組織培

養を行つた.全 て被覆培養法 によつたが,夫 々の観

察 目的に応 じ最 も適切な る器具を使用 した.

1)組 織増生並 びに偽好酸球遊走速度: Carrel

 Burrowsの 懸滴法 を 用 い た,即 ち被覆硝子上に健

康家兎 ヘパ リン加血漿を1滴 々下 し,直径約1.5cm

の円形に拡 げ,そ の中来 に可及的均等 な大 きさに載

り出 した偶髓 組織片 を置 き,そ の上に鶏胎圧搾液を

1滴 々下す る.そ の上を凹窩載物硝子で掩い,パ ラ

フィンで包理 し, 37℃ 孵卵 器に入れ る.

2)墨 粒負喰:教 室角南の方法 に従 い一面に被

覆硝 子を貼布せ る海野式打抜載物硝子を使用 し,墨

汁は古梅園製紅花墨を用 いた.上 記 と岡様に して拡

げたヘパ リン加血漿 の中央に骨髄組織片を置き,そ

の上に適正濃 度に調製 して滅 菌せ る墨汁 と鶏胎圧搾

液 とを予め等量に混 じておいたものを2滴 々下する.

その際骨髄組織片上 にむ らのない墨汁の膜が作 られ

る様注意す る.

第3節　 観察方法

1)組 織増生面 積: Abbeの 描画装置を使用し

投影せ る増生帯の面積をプ ラニメー ターにて計測 し,

増生前後の差 即ち絶対成長価の原面積に対す る比率

を比較成長価 と した.更 に実験 群の些 較成長価の対

照群の それに対す る比率を成長係数 とし,之 を以て

各群の増生率 を比較検討 した.

2)細 胞密度:接 眼 レ ン ズ5倍,竍 物 レンズ

100倍 にて増生帯の周辺部,中 間 部,中 心部に於け

る1視 野の細胞数 を計算 し,そ の和 を密度指数とし

対照の それに対す る比 を密度係数 とした.

3)偽 好酸球遊走速度: Abbeの 描 画器を用い,

遊走せ る細胞 の中心点 の軌跡を画 き,之 をキュル ビ

メー ターにて計測 した.観 察は5ケ の細胞について

各 々2分 間行い, 1分 間平均遊走速度を算出 した.

 1), 2), 3)を 通 じ観察 は培養後3, 6, 12, 24及 び

48時 間 目に行つた.

4)偽 好酸球墨粒 貪喰能:墨 粒貪喰能の程度を

谷24)に 従つて5度 に分類 し,杉 山17)に従つて平均

貪喰度及び貪喰率を算 出 した.観 察は培養後2, 4, 

6, 9, 12, 24時 間目に行つた.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 剔脾の影響

第1項　 末梢血白血球数の推移:

剔脾群5例 対照群3例 に就いて術後30日間の推移

を追求 した結果 は第1表 の通 りで ある.即 ち剔脾群

では5例 中4例 に於 いて術後何れも増加を認 め1例

では殆 ど変動を認 めなかった.最 高増加に至る術後

経過 日数には一定の傾向な く一般に増減の変動が大

であつ た.し か し対照群 に於 いても3例 共 に術後増

加の傾向を示 して いる.従 つて剔脾後の白血球数の

増加 には,一 部手術 自体の影響を除外出来 ない.

第2項　 骨髄像の推移:

術後4日, 1, 2, 3週 の各群5例 平均値の骨髄像
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第1表　 剔 脾 時 末 梢 血 白 融 球 数 の 推 移

は第1編 に於いて掲げた通 りである.そ の中の顆粒

球系のみに注 目すれば列脾後 各群の間及び対照群と

め間に著明な変動は認め られなかつたが剔脾後4日,

及び1週 群に於 いて軽度乍 ら核分剖像 の増加が認め

られた.

第3項　 骨髄組織培養所見

1)増 生面 積比較 成 長 価:術 後4日, 1, 2及

び3週 の4群 に分 ち各群3例 づつに就 いて求 めた比

較成長価並びに成長係数を一括 して第2表 に示 し,

各群3例 平均値を第1図 に示 した.尚 支持体たるへ

第2表　 剔 脾 後 比 較 成 長 価
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備考 S1～S3:別 脾群

K1～K3:対 照 群

第1図　 剔脾後比較成長価(3例 平均値)

パ リン加血漿及び鶏胎圧搾液により構成 される培地

条件のわづかの差が組織増生 或は偽好酸球遊走速度

に意外に大きい影響 力を及ぼすので実験例 と対照例

との比 較は培養の都度 同一培地内で行つた両 者の間

でのみなされ るべ きであり,表 上他の例と比較す る

事は余 り意味が ない.即 ち成長係数を以て判定す る

のが最 も妥当である.

先づ術 後4日 群を見 るに培養3時 間 目より已に3

例共に剔脾例の方が対照例 より高値を示 し,其 の後

培養全経過を通 じ優位 を保つている.成 長係数は培

養例No. 66に 於いて特に高 く1.38～1.50を 示 して

い る.

術 後1週 群に於いて更に この傾 向は助長 され,や

は り3例 共に別脾例が対照例 より高値を示 した.成

長 係数3例 平均 値は全群中最 高で1.22～1.41を 記録

した.

術後2週 群では,剔 脾例 と対照例 との差は次第に

減少傾向を辿 つてお り,培 養例No. 75に 於いて培

養6時 間 目, 12時 間 目の比 較成長価は対照例の方が

逆に高値を示 し成長係 数は夫 々0.96, 0.87を 示した.

しか し成長係数3例 平均値は培 養全経過を通 じ何れ

も1よ り大であつた.

術後3週 群 を見 るに第1例No. 76で

は対照例が極 く軽度乍 ら終始高値を保ち,

第2例No. 78で は逆に剔脾例がやや優

位に立 ち第3例No. 79で は培養3時 間

目に剔脾例が高値を示 したのみでそれ以

後は逆 の関係にある.成 長係数3例 平均

値は0.98～1.10を 示 し剔1脾例 と対照例と

の間に殆ど有意の差 を認め難い.即 ち剔の

脾後比 較成長価は1週 目を頂点とし一時

軽度増加 を示すが約3週 目には略々旧値

に復帰する.

2)細 胞密度:全 例 の細胞密度指数

を一括 し第3表 に示 した同術後4日 群で

は3例 中2例 に剔脾例の軽度亢進を認めた.術 後1

週群では3例 共に剔脾例が優位を占め,密 度係数3

例平均値は1.1～1.3を 示 した.術 後2週,3週 に至

ると殆んど対照群 との間に有意の差 を認め得な くな

つた.即 ち剔脾後細胞密度 は比較成長価 と略 々並行

して推 移 した.

3)偽 好酸球遊走速度:全 例を一括 し第4表 に,

又各群3例 平 均値 を第2図 に示 した.尚 表上同一段

に記せるものが同一培地中で培 養せ る剔脾例 と対照

例であり,両 群の比較はこの両者の間でなさるべ き

であ る.

先 づ術 後4日 群では培養全経過を通 じ3例 共に貧

脾例が対照例よ り軽度乍 ら促進せ るのが認 められた.

術後1週 群に於いて も略々同様の関係が保 たれ,剔

脾例が軽度 亢進を示 したが培養時間の経過 と共に両

者の差 は僅少 となつてい る.術 後2週 群及び3週 群

では何 れも対照例 との間に有意の差 を認め難 くなつ

ている.即 ち剔脾後偽好酸球遊走速度は4日 ～1週

目に於いて軽度亢進を来すが2週 ～3週 に至 り略々

術前値 に復帰する.

4)偽 好酸球墨粒貪喰能:以 上の実験成績より

骨髄顆粒球系に最 も著明な変化を生 ずると思われる
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第3表　 剔 脾 後 細 胞 密 度 指 数

備考
S1～S3:別 脾 群

K1～K3:対 照 群

術後1週 目を選び,剔 脾群,対 照群 各5例 について

本実験を試みた.第5表 に見 る如 く第1,第2,第

3例に於いて培養4時 間
, 6時 間 日に於け る貪喰率

並びに平均貪喰度 は対照例に比 しむ しろ軽度の低下

を示した.第4,第5例 では両者の間に殆 んど有意

の差は認められなか つた.培 養4時 間 目に於ける平

均貪喰度5例 平均値は対照群0.86に 比 し剔脾群0.74

てあつた.即 ち墨粒貪喰能は別脾後1週 日に於いて

軽度の低下を示 した.

第2節　 脾他家移植の影響

第1項　 末梢血白血球数の推移:

脾移植群5例,対 照群3例 に就 いて,術 後30日 間

の推移を追求 した結果は第6表 に示す如 くであ る.

即 ち脾移植群では5例 中1例 が殆んど変動を示 さな
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第4表　 剔脾後偽好 酸球遊走速度(μ/m)

第2図　 剔脾後偽好酸球遊走速度(3例 平均) かつたが他の4例 では何 れも術後一時増加

傾向を示 した後15～20日 で略 々術前値に復

帰 した.一 方対照群に於いて も術後一時的

増加傾 向が認め られ両群の間に特 に著明な

差は認 め られなかつた.

第2項　 骨髄像の推移:

術後5, 10, 20及 び30日 の4群 に分 ち各

群5例 の平均値骨髄像は第1編 に掲げた通

りであ るが,今 その顆粒球系にのみ着 目す

れば脾移植後5日 ～10日 群に於いて所謂骨

髄左傾即 ち軽度の成熟抑制の傾向が認め ら

れる.

第5表　 剔 脾 後 偽 好 酸 球 墨 粒 貪 喰 能
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第3図　 剔脾後墨粒貪喰能(5例 平均値) 第3項　 骨髄組織培養所見

1)増 生面 積比較成長価:術 後経過 日数別 の各

群3例 づ つに就 いて求 めた比較成長価並 びに成長係

数を一括 して第7表 に,各 群3例 平均値 を第4図 に

示 した.

先づ術後5日 群を見 るに3例 共に対照例に比 し著

明な低下を示 してお り,特 に培養例No. 81で は成

長係数0.59～0.64を 示 した.成 長係数3例 平均値 は

全 群中最低て0.65～0.73を 記録 した.

術後10日 群では第1例No. 85て は対照例 に比 し

終始軽度 の低下を示 したが,第2例No. 86で は培

養3時 間目対照値に極 めて接近 した.第3例No. 87

ては終 始対照 との間に殆ん ど有意の差 を認めなかつ

た.

術後20日 群で は第1,第2例 共に培養初期やや対

照 例に比 し低下を認 めたが,培 養時間の経過 と共に

両者 の差は認 められなくな り,第3例 では終始対照

例 と近似せ る値 を得た.

術後30日 群では3例 共にその成長係数は1.0を 中

心 に小 さ く変動 し,対 照群と有意の差をつけ難かつ

た.

即ち脾 他家移植後,比 較成長価は5日 目に於いて

第6表　 脾他家移植後末 梢血白球数の推移

最も低下し, 20～30日 で略 々正常値 に復帰す る事が

知られた.

2)細 胞密度:細 胞密度指数は第8表 に見 る如

くであり,術 後5日 群に於いて 対照例に比 しわずか

に低下傾向が認め られたが, 10日 群以後では殆んど

有意 の差を示 さなかつた.
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第7表　 脾 他 家 移 植 後 比 較 成 長 価

備考
T1～T3:脾 移槙 群

K1～K3:対 照 群

3)偽 好酸球遊 走速度:全 例を一括 して第9表

に,又 各群 の3例 平均値を第5図 に示 した.術 後5

日群に於いては3例 共 に対照例に比 し軽度乍 ら低下

の傾 向が認 め られた.術 後10日 では培養初期やや

低下を認め るが培養時間の経過 と共 に対照値に近づ

き,術 後20日 群, 30日 群では終始対照群 と有意の差

を認めなかつた.

4)偽 好酸球 墨粒貪喰能:以 上の成績よ り脾移

植後最 も影響の著 しい と思われ る5日 目を選び5例

に就 いて本実験を試みた.即 ち第10表 に見 る如 く第

1例 の平均貪喰度 は培養2, 4時 間目に於いて対照

に比 しわずかに低下 し,以 後は逆にむ しろ軽度亢進

を示 した.第2例 では貪喰率平均貪喰度共に対照に

比 し軽度低下の傾向を認 め た が第3, 4, 5例 では
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第 8表　 脾 他 家 移 植 後 細 胞 密 度

備考
T1～T3:脾 他家 移植 群

K1～K3:対 照 群

何れも対照値 と極 めて近似せ る値を示 した.従 つて

3例平均値によ り両群を比較すればその間に殆んど

有意の差を認めない.即 ち脾他家移植 によ り偽好酸

球墨粒貪喰能には著明 な変化を生 じないものと思わ

れ る.

第3節　 脾エキス添加の影響

前2節 の実験成績より正常家兎脾は骨髄顆粒球系

に対 して も赤血球系 とほぼ同様な関係即ち何等かの

液性因子により軽度乍 ら抑制的効果を及ぼ している

ものと推定され る.そ こで前編と同様な方法により

健 康家兎脾の25%, 5%及 び1%リ ンゲル抽出液を

作 り,之 を直接培地 に添加 してその影響を観察 した.

対照には リンゲル 氏液のみを添加した.
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第 9表　 脾他家移後偽好酸球遊走速度(μ/m)

第4図　 脾他家移植後比較成長価(3例 平均値)

第5図　 脾他寄移植後偽好酸球遊走速度(μ/m)

第6図　 脾移植後墨粒貪喰能

(5例 平均値)
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第10表　 脾他家移植後偽好酸球墨粒貪喰能

1)増 生面積比較成長価(第11表,第7図)

25%エ キス添加では3例 共に対照例 に比 し著明な

低下を示 した.特 に第1例 に於いてその差 は最 も大

であつた.次 いで5%エ キス添加では第1及 び第3

例に於いては対照例と極 めて近似せ る値 を示 し,第

第11表　脾 エキス添加の比較成長価に及ぼす影響

第7図　 脾 エキス添加の比較成長価に及ぼす影響

(3例 平均)

2例 に於いては軽度低下が認め られた. 3例 平均値

に於いては対照 と殆と有意の差を認 め難い.次 に1

%エ キス添加では, 3例 共 に培養全経過を通 じてむ

しろ対照例より高値を示 し,促 進的影響が認め られ

た.

2)偽 好酸球遊走速度:(第12表,第8図)

25%エ キス添加では3例 共に対照に比 し低下を認

めた. 3例 平均値 に於ける対照例 との差は培養初期

程著明である. 5%エ キス添加では3例 共に培養初

期 に於いて対照よ りむ しろ亢進する傾向が認 め られ

たが,培 養時間の経過 と共 に殆んど有意の差が認め

られ な くなつた. 1%エ キス添加ではやは り対照 と

極 めて近似せ る値 を 示 し,有 意 の 差 を見 出 し難

い.
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第12表　 脾エキス添加の偽好酸球遊走速度

に及ぼす影響

第8図　 脾 エキス添加の偽好酸球遊走速度

に及ぼす影響(3例 平均)

3)偽 好酸球墨粒貪喰能(第13表,第9図)

25%エ キス添加では3例 共 に著明な低下が認め ら

れた.次 いで5%エ キス添加では3例 中第1,第3

例に於いては逆に軽度乍 ら対照例 よりむ しろ亢進の

傾向が認 め られ,第2例 では対照 と殆んど有意の差

を認 めなかつた. 1%エ キス添加では3例 共に培養

初期やや対照よ り亢進せ る傾 向を示すが以後対照値

と殆ん ど近似せ る値を示 した.

第13表　 脾エキス添加の偽好酸球墨粒貪喰

能に及ぼす影響

第9図　 脾 エキス添加の偽好酸球墨粒貪喰

能に及ぼす影響(3例 平均)
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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 後末梢血白血球数は一時増加す るものが多

かつた.

ii)術 後骨髄像顆 粒球系 百分率では4日 ～1週 目

に於いて核分剖像の増加傾 向が認 め られた.

iii)術後骨髄組織培養に於いて比較成長価,細 胞

密度指数は対照に比 し, 1週 目を頂点と して軽度増

加を示 し,約3週 後には対照値 との間に有意の差を

見出し得な くなつた.偽 好酸球遊走速度は4日 ～1

週目で対照に比 し軽度亢進 が認 め られたが, 2週 以

後では有意の差を認め難 い.偽 好酸球墨粒貪喰能 は

1週 日に於いて5例 中3例 に対照 に比 し軽度低 下が

認められたが,他 の2例 では著変 を認 めなかつた.

2)脾 他家移植の影響:

i)術 後末梢血白血球数は一時増加 したものが多

いが15～30日 目に至 り略 々術前値に復帰 した.

ii)術 後骨髄像顆 粒球系百分率では5日 ～10日 目

に於いて軽度の骨髄左傾,即 ち成熟抑制の傾向が認

められた.

iii)術後骨髄組織培養に於いて比較成長価及 び細

胞密度指数は5日 目を最低値 として一時減少 したが

10日目頃より次第に恢復 し, 20日 目以後では対照 と

殆んど有意の差を認 め難い.偽 好酸球遊走速度は5

日目に於いて対照に比 し軽度の低下を認 めたが, 10

日目以後では殆ん ど有意 の差が認め られなかつた.

偽好酸球墨粒貪喰能には著明 な影響は認 め られなか

つた.

3)脾 エキス添加の影響:

組織増生に対 し, 25%エ キスは著明な抑制的効果

を与え, 5%エ キスは対照と有意の差 なく, 1%エ

キスでは逆に軽度 の促進的効果 を及ぼす ものが認 め

られた.偽 好酸球遊走速度に対 しては25%エ キスは

軽度の抑制的効果を及ぼすが, 5%, 1%エ キスは

殆んど影響を与えなかつた.偽 好酸球墨粒貪喰能 に

対しては25%エ キスは之を著明に抑制 し, 5%及 び

1%エ キスでは軽度乍 らむ しろ促進的効果 の認 めら

れるものがあつた.

さて剔脾後末梢血白血 球数 の増加を来す と云 う者

にはMusser u. Krumbhaar88), Palmer et al92)

 Weickel u. Gebhardt107), Archer u. Messerli60),

 Takagi98),浜 口39),綱 島26),上 野9),二 宮35),山

本55),原田40),高 橋21),蓮 池38),久 崎41),吉 岡56),

鷹津22)な ど多数の報告 が あ る.そ の増加に対 して

は手術 自体の影響による反応性増加を考慮に入れな

ければな らないが,浜 口,蓮 池,上 野等は手術の影

響 が全 く除外された と考え られ る時期に於て も尚増

加 を続 けるものがあ り,単 にそれのみとは断 じられ

ないと云 う.私 の成績では一般 に不安定乍 らも増加

傾向を示 した後, 20～30日 で略々術前値に復帰 した

ものが 多かつた.次 に正 常動物の剔脾後の骨髄像 に

関 し顆粒球系に触れ論 じた文献は 極 め て 少 な い.

 Port94)は 家兎 を用いて剔脾後顆粒細泡が増加す る

と述べBreu, Reimer u. Schaeider63)は 顆粒球系

の幼若型が増加す ると述 べ,佐 々木紛 は殆 んど著

変 は認め られなかつたと云 う,私 の成績ではその百

分率 に殆んど著変を認 めなか つたが,顆 粒球系核分

剖像 の軽度 の増加傾向が認め られた.

末梢血液像 のみを以つて直 ちに骨髄造血を論 じ得

ない事は幾度 も繰返 した処であるが,骨 髄像或は骨

髄の組織学的検索によつても骨髄造血機能を確実に

把握す る事は必ず しも容 易 で は な い.ま して骨髄

細胞機能 の動態を直接捉えることは不可能であ る.

第1編 に於いて も述べた如 くこの口的の為には骨髄

組織培養法が最 も有力な方法であると考 えられ る.

今 その培養成績よ り考按するに,剔 脾後4日 ～1遇

に於いて細胞増生即 ち細胞増生帯の比較成長価,及

び細胞密度 の亢進を来 した事は,剔 脾後骨髄像に於

ける顆粒球系分剖像 の増加傾向と併せ考え る時,骨

髄顆粒球造血機能の亢進を意味す るものと考 えられ

る.次 いで顆 粒球系機能に就いては偽 好酸球遊走速

度が剔脾後一時軽度亢進を来 したに反 し墨粒貪喰能

は逆に軽度低下 の傾向が認め られたのが注 目される.

かか る機能上の解離を生 じた事は如何に解すべきで

あろうか.之 は脾の骨髄 に対する掬制的調節機能の

脱落により偽好酸球遊 走速度の亢進を来 し,未 だ貪

喰能 の完全な成熟をみるに至つていない謂わば不完

全成熟偽好酸球 とも言 うべき細胞が増生帯 中に出現

して来 る為ではないかと考え られ る.之 は丁度急性

出血後の人骨髄培養にみられた処 と一致 し,何 れ も

不 自然な骨髄刺戟状態に因す るもの と解 され るので,

極 めて興味深 く思 われ る.扨,か くして脾 と骨髄 と

の間を結ぶものが何等かの体液性因子によるもので

あろうと云 う事は以上の実験のみによつても容易に

想定 され る処であ るが,之 を更に確認せんが為,正

常家兎脾の同種間他家移権を行 い,謂 わば脾の内分

泌機能亢進状態を作 り,其 の後の骨髄の動態を組織

培養により捉えん としたのであ る.而 して術後5～
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10日 に於いて比較成長価の低 下を来 した事は術後骨

髄像に於いて その顆粒球系百分率に軽度 の左傾即 ち

成熟抑制 の傾 向の認め られた事 と相まつて顆粒球系

造 血機能 の一時的低下を示 す もの と考え られる.更

に偽 好酸球遊走速度 も軽度 の低下を示 した事 より,

脾の内分 泌的要因によ る骨髄の抑制的調節作用は顆

粒球系造血 に対 してのみな らず,そ の機能 に対 して

も向け られて いる事を示認 し得 た. Palmer et al92),

はalbino ratを 用い,剔 脾 後 著明な白血球増多が

起 るが,大 網或 は一側 の腎剔 出によつ てはその変動

が軽微であ る事 を認め,更 に剔脾の効果 は脾の極 く

一部を体 内に残すか
,或 は剔 出せ る脾の極 く一部 を

腹壁に移植す る事に よつて殆ん ど認 め られな くな る

と述べてい る.更 にパ ラビオーゼを用いた実験に於

いて一方の動物 に剔脾を行 つたのみでは白血球増多

は起 らず他方の剔脾を行つて始めてその効果の認 め

られ る事等よ り脾が何 等かの体液性因子 により白血

球数の調節を行つてい る事 を明 らかに してい る.私

は脾のかかる内分泌的調節 作用が単に末梢白血球数

の調節作用が単 に末梢白血数の調節 のみに向け られ

てい るのではな く,骨 髄顆 粒球造血機 転に対 して も

向 け られてい ることを,骨 髄組織培養実験により明

確に したわけである.

さてBock u. Frenze161)は 緒 言に述べた如 く脾

静脈結紮実験に基き,脾 より分泌 され る骨髄抑制物

質が正 常時には肝に よりその効力を減弱せ しめ られ

ると考えた.吉 岡56)は 同 様 な方法により惹起され

た全血球減少が剔脾によ り速かに恢復す るのを認め,

更に この恢復 が正常脾乳剤 の注射によ り一過性乍 ら

完全に阻止 される事 よりやは り脾内に於 ける骨髄抑

制物質の 存 在 を 推 定 して い る,し か し平岡42)は

Bock u. Frenzel61)の 実験を追試 し赤血球,栓 球の

減少は認 め られるが白血球 数は一定 の傾向を見出 し

難い としている.更 に進んでかかる実験的貧血を起

した際の脾内に直接催貧血性因子を求 めん として脾

の10%抽 出液 を作製 し家兎 に注射 したが赤血球及び

栓球系の何 れ も減少を認 めず催貧血性因 子を捉 える

事は出来 なかつ たとしている.此 処 に私は正常脾内

に直接顆 粒球造血抑制因子を見出 さんとして脾 リン

ゲル抽 出エキスを作製 し之を直接骨髄組織培養に添

加 してその影響を観 察 した.そ の結果一般 に高濃度

エキ スでは顆粒球系造血及び偽好酸球機能 に対 し抑

制的効果 を認め得たが一定濃度 以上に稀釈すれば逆

に或程度 の促進的影響が認め られた.こ の成績は前

述せ る西林32)の 実 験 成績と略 々一致するものであ

る.西 林は その成績 より脾 の骨髄に対す る作用は脾

の分泌機 能の如何によ るもので,機 能亢進 し分泌過

多 とな りた る場合には骨髄の造血機能を抑制 し,機

能減退 し分泌減少せ る時は造血機能を促進するもの

で あろうと してい る.培 地内での濃度差の影響を以

つて直 ちに生体内での作用機 転を論ず る事には種 々

問題があるとして も,脾 の骨髄顆粒球系に及ぼす調

節作用に抑制的調節 のみな らず促進的調節の二つの

作用方向の穿在する事を この成績は示唆せ るものと

考え られる.脾 に白血球 系に対す るかか る相反性二

作用を認めた実験 としては他 に 内山10)の 実験があ

る.即 ち成熟家兎に トリパ フラビン注射と 日光照射

を行 うと著明な白血球増多が起 るが剔脾家兎では起

らず,更 に岡様 な光力学 的作用を反覆 して与えれば

一定 時日の後には操作の都度却つて白血球減少を来

す様 にな ると述べ,両 時期に於ける 脾 静脈 血 内 に

炎 々白血球増多並びに減 少性因子を認めてい る.即

ち脾 は内外 より加え られる各種の刺戟の質や量に応

じて骨髄顆 粒球系に対 し之を或は促進的,或 は抑制

的に調節す る因子を産生 するものと考え られ ると云

う.私 の実験ではかか る作用因子を直按 に分離 し証

明 し得たわけではないが,脾 が抑制及び促進の相反

性二作用を有す るであろう事は十分に推定 される処

である.併 し剔脾によ り一時的乍 ら骨髄顆粒球造血

機能の亢進 を招 き脾移植実験により略々逆の成績を

得た事よ り脾は少な くとも生理的状況 に於いてはそ

の抑制的調節作用の方が促進的調節作用に対 しやや

優位を占め,又 骨髄顆粒球系の過形成或は顆粒球機

能の偏向的不完全成熟を制御 しているものと考えざ

るを得ない.

第5章　 結 論

脾の骨髄 白血球系造血機能に及ぼす影響 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,

経時的にその骨髄被 覆培養を行 い,更 に正 常家兎脾

リンゲル抽 出エキ スを家兎骨髄被覆培養に添加 して

その影響 を観察 し次の如 き結 論を得た.即 ち正常家

兎脾は何等かの体 液性因子により骨髄白血球系(顆

粒球系)造 血機能 に対 して も之を抑制的或は促進的

に調節 して いるが,生 理的状況に於いては前者の方

が稍々優位 に立 ち,骨 髄顆粒球系の過形成及び顆粒

球機能 の不完全成 熟を制御 しているもの と考えられ

る.
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Conclusions

In order to observe the influences of spleen on the leucopoietic function of bone marrow 
the author performed the bone-marrow tissue culture (by cover-slip method) of rabbits, and 

obtained the following results.
1. In the observations on the bone-marrow tissue culture of the splenectomized rabbits 

conducted from time to time, the relative growth rate, the cell density index and the wan

dering velocity of pseudoeosinophils all show a transient acceleration with their peak around 
4 to 7 days after the operation, while on the contrary the carbon particle phagocytic ability 
of pseudoeosinophils shows a transient fall. However, all these values return to respective 

levels of the control, normal rabbits without splenectomy, about 3 weeks after the operation.
2. In the bone-marrow tissue culture of the rabbits transplanted with homoioplastic 

spleen conducted from time to time, the relative growth rate, the cell density index and 

the wandering velocity of pseudoeosinophils all show a transient fall around 5 to 10 days 
after the operation, but no marked change can be observed in the carbon particle phagocytic 

ability of pseudoeosinophils. However, all these values resurn approximately to those of the 
control, rabbits transplanted with normal kidney, about 30 days after the operation.

3. In the bone-marrow tissue culture of normal rabbits with addition of Ringer's solu
tion of normal rabbit spleen extract, the extract at a higer concentration has a suppressing 
effect on the relative growth rate, the wandering velocity and the carbon particle phago

cytic ability of pseudoeosinophils, while the extract at a lower concentration mostly gives a 
slightly accelerating effect.

4. From these results it seems that the spleen of normal rabbits with aid of some fluid 
agent adjusts the production of the leucocyte series of the bone marrow either suppressingly 
or acceleratingly . However, from the physiological aspect the suppressing action seems to be 
slightly superior and hence the over-production of the granulocyte series of the bone marrow 
as well as the incomplete maturation of granulocytes seem to be controled.


