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緒 言

種 々の 病 的状 態 に おい て 末 梢 血 中 に幼 若 白血 球 が

出現 し或 いは 白血 球 数 の著 増 を 生 じて 白血病 類 似 の

状態 を 示す 事 は 古 くか ら 知 られ て い た が, 1826年

Krumbhaar43)がleukemoid blood pictureと 題 して

報告 した のが 類 白血 病反 応 に関 す る臨床 例 の最 初 と

され て い る.同 年Herz18)もleukamiachee Biutbild

と して 記 載 し,次 で1928年 に はFontana9)が 今 日

用い られ てい るleukemoid reactionな る 名 称 を 始

めて使用 した.本 邦 においては1938年 緒方51)は 骨

髄性反応 なる名称 を 用い,浜 口等17)は 白血病様反

応なる語 を使用 してい るが,第13回 日本血液学会総

会で 中尾 ・三宅の 宿題講演45) 47)以 後 専 ら類 白血病

反応の語 が用い られ るよ うになつた.何 れにせ よ類

白血病反応に関する臨床症例並びに病理学的研究は

欧米及び本邦において も枚挙 にい とまなき程多 く,

近年白血病について特に関心の高まつてい る折 から

もうなず かれ る事であ る.然 し乍 ら,類 白血病反応

の本態については,現 在の所諸説あつて定説 なく,

然も上述の臨床面の研究 に比較 して動物実験での類

白血病反応に関す る研究 は意外に少ない.欧 米にお

いて はHueper34), Burrow5), Parsons62) 63), Bate

man4), Lewis38) 39), Kelsall41), Jaffe37)等 が実験的

腫瘍に際 して類 白血病反応が見 られた事を報告 して

いる.本 邦では尾曽越60) 61)の サ ポニン衝撃家兎,

中馬6)及 び 大村54)の 慢性遷延性卵白感作家兎,浜

田13) 14) 15) 16)のMY肉 腫移植マ ウス更 に最近では教

室岡田31)の実験的皮膚癌マ ウス及び佐藤65)の サポ

ニン中毒マウ スについての研究 が見 られる.

さて教室 においては1954年 以来臨床組織培養を考

案して基礎的研究を行 うと共に之を臨床面に応用 し

て各種 血液疾患の診断 に極めて有力な手技であ る事

が確認 されてきた20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 44)

 49) 55) 71).私 はその基礎的研究の一環 として実験 的に

マウスに類白血病反応 を惹起せ しめ,臨 床組織培養

法を駆使 して本反応の本態を追求 しよ うと試 みた.

白血病の本態 については今 日ウイル ス説10) 11) 12),腫

瘍説1) 2) 50) 64)な どがあつて 一定せず,且 つ白血病反

応の本態 も 尚充 分明 らか とは云えず3) 7) 46) 48) 70),本

反応の研究は白血病追求の上 からも極めて有意義 と

考えられ る.

私は諸氏の研究を考察 した結果,比 較的短期間且

容易に類 白血病反応 を惹起 し得 るMY肉 腫移植マ

ウス35) 36) 72) 73) 74)を とりあげて 臨床組織培養法を用

いて研究を行ない新知見を得たので報告す る.

実験材料並びに実験方法

1実 験動物並びに移植腫瘍

国立遺伝学研究所において飼育維持せ られてい る

D103純 系白マウスの同胞を譲 り受け,同 胞交配を行

つて純系を維持 しつつ実験に供 した.飼 料と しては

オ リエンタル会社製繁殖用固形飼料を使用 し水 と共

に自由に与えた.類 白血病反応 を惹起せ しめるため

の腫瘍 としては同 じく国立遺伝学研究所において継

代されてい るMY肉 腫 を用いた.

2移 植方法

上記継代中のMY肉 腫腫瘍の辺縁部で,壊 死 の

少ない腫瘍部分を無菌的に取 出し,シ ヤー レ中で少

量 の生理的食塩水を加えて細挫 し,国 立遺伝学研究

所 において使用中の移植用套管針に小腫瘍組織片を

詰め,生 後1～2カ 月の成熟D103系 マ ウスの背部

皮下 に注入 した.

3血 液学的並びに組総学的検査

MY肉 腫が骨髄性類 白血病反応を惹起す る事 につ

いて は既に1957年 浜田がかな り詳細な血液学的並び
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に組織学的検討 を加えているが,私 はその後の継代

移植によ る血液像並びに組織像の推 移と,類 白血病

反応を惹起 してい るか否かを確かめ るべ く諸検査 を

行つ た.

赤血球数,白 血球数,網 状赤白血 数並 びに栓球数

についてはMY肉 腫移植 マウスの尾 静脈 より採血

し,人 におけ ると同様に して その数 を算定 した.

末梢血液像 についてはマウスの尾静脈よ り湧出せ

る血液をオブエク ト ・グ ラスに塗抹 して速やかに乾

燥せ しめ,マ イ ・ギ ムザ染色を行つて 白血球分類を

行つ た.

骨髄像並びに脾捺印標本 について述べれば,致 死

せ しめ たマ ウスの骨髄並びに脾をオブエク ト・グラ

ス上 に直接捺 印 し,若 しくはオブエ クト・グ ラス上

に1滴 の生理 的食塩水を置いてその中で骨髄或いは

脾 を細挫 し,軽 く混和 したる後直ちに塗抹乾燥せ し

め,乾 燥後マ イ ・ギムザ染色によ り白血球 の分類を

行つ た.

更に骨髄並 びに脾を10%ホ ルマ リン液で固定後組

織標本を作成 して検討 した.

4骨 髄並びに脾組 織培養法

教室考案の臨床組織培養法 に よつ た.即 ち, MY

肉腫移植 マウスを経時 的に頸 椎骨折によ り致死せ し

め,直 ちに無菌的に大腿骨骨幹部よ り骨髄を取出 し,

更 に脾を取 出して生理的食塩水 中で眼科用 グレーフ

ェ刀を使用 して 約1mm立 方体 に細切 した.予 め平

木式培養盤No. 1上 に1㏄ 中ビタ ミンB12 100γ 含

有 のチ ヨコラB12 1滴 とラ ッテ血清1滴 を混和 して

おき,こ の中 に前記組織片を静置し,カ バー ・グ ラ

スで被覆後パ ラフィンで封 じ, 37℃ の 孵卵器に入

れて3, 6, 12, 24時 間後 に観察 した.

骨髄並 びに脾組織培養において原組織の周囲に増

生帯 が出現 し漸次拡大 して行 くが,類 白血病 反応 マ

ウスと正常マ ウスの骨髄並びに脾組織増生の比較 に

際 して私 は教室 のこれ迄の研究 に従 つて比較成長価,

細胞密度並びに好中球遊 走速度の3者 をその主要な

指標 として検索 した.但 し,好 中球遊走速度 につい

て は正常脾組織培養で増生帯構成細胞が殆ん ど リン

パ球系 細胞 のみで占め られ,従 つて脾における好中

球遊走速度測定 はその困難性の故 に行わず,骨 髄に

ついてのみ測定比較 した.以 下 これ等諸項 目につき

少 しく説 明を加え る.

1)比 較成長価

経時的 に孵卵器 より培養盤 を取 出し, 37℃ に調

節 した保温顕微鏡観察装置の中で細胞増生帯をア ッ

ベ描画器で描画 し,原 組織面積に対 する細胞増生面

積 の比を算出 して比較成長価 とした.

2)細 胞密度

接眼 レンズを5倍,対 物 レンズを100倍 とし,増

生帯の中心部,中 間部及び周辺 部の3部 分につ きそ

れぞれ1視 野中の細胞数を計測 し,そ の和 を以つて

細胞密度と した.

3)好 中球遊走速度

ア ッベの描画器で最 も活溌 に運動 してい る成熟好中

球の中心点の軌跡を描き,之を 「キ ュルビメー ター」

で計算 し,そ の倍率か ら換算 して実測値 とした.即

ち, 5細 胞をとつて30秒 毎 に追跡 し, 3分 間観察 し

て1分 間の平均移動距離を算出 した.

4)位 相差顕微鏡観察

骨髄並びに脾 について圧挫 標本 を作成 し,又 培養

によ り増生帯 に出現 する細胞についてその まま位相

差顕微鏡による観察 を行つた.

5)生 体染色

前記骨髄並びに脾組織培養法 に準 じてラ ッテ血清

1滴,ビ タミンB12 1㏄ 中100γ 含有液1滴,ヤ ー

ヌス緑生理的食塩水溶液1/2滴,中 性紅生理的食塩

水溶液1/2滴 を加え培地最終濃度がヤーヌス縁 につ

いて0.05%,中 性紅 について0.01%に な る様 に調

整 し, 37℃ の孵卵器中に静置 して12時 間迄 に観察

を終了す る様 にした.

6)螢 光培養法

前記骨髄並びに脾組織培養法に準 じて ラッテ血清

1滴, 1㏄ 中に ビタ ミンB12 100γ,ア ク リジ ン ・オ

レンヂ0.2mg含 有の生 理的食塩水1滴 を混 じ(ア

クリジン ・オ レンヂ培地最終濃度は0.01%と な る),

この培地中に組織片を静置 してパ ラフィンで封 じ,

 37℃ の孵卵器中 で 培 養 した.螢 光装 置はKarl -

Zeiss製Large Fluorescense Equipmentで,光 源は

OSRAM HBO 220高 圧 水銀燈を 用い,光 源 フィル

ターはBG 12,接 眼 フィル ターにはOG 5を 用い拡

大倍率 は10×12.5と して観察 した.

7)巨 核球数並びに機能

骨髄組織培養時平木式培養盤No. 2を 用い培養12

時間後増生帯 中の巨核球数を測定 し,又 運動型を静

止型,変 形運動型並びに突起形成型の4型 に分類 し

てそれ等の出現数を以つて巨核球機能 の指標 とした.

実 験 成 績

以下MY肉 腫移植マ ウスの末梢血液像,骨 髄像,

脾捺印標本並びに組織標本についての経時的変化を,
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ういで主たる目的の培養所見 につ いて詳細 に述べ る

事 とす る.

1血 液学的並びに組織学的所見

生後1～2ケ 月の成熟純系D103系 マ ウスの背部

皮下にMY肉 腫 を移植す るに,私 の例では100%

移植可能で約5日 目で既 に移植 部位 に小腫瘤 を触知

し碍る様にな り,腫 瘍 は漸次増大 して30日 前後でマ

ウスは悪液質に陥 り死亡 した.末 梢 白血球数 は腫瘍

の増大に伴つて略々直線的増加を示 し約1週 にして

3万 を越え るが実験個体によ りかな りの変動がみ ら

れた.白 血球分類では白血球増多 と共に好 中球が増

加 して著明な核左方移動を示 し, 1週 後未熟好中球

が出現 した(写 真1, 2).即 ち,後 骨髄球ついで骨

髄球,前 骨髄球更に骨 髄芽球の順で出現 し骨髄性類

白血 病反応を 呈 した.死 亡前白血球数 は80,000よ

り90,000,最 高128,300に 達 したが幼若好中球の 出

現率は高々5%迄 を占めるに過ぎなかつた(表1).

表1　 MY肉 腫 移植 マ ウス末 梢血液 像

D103-MY-121.

末梢 白血球の マイ ・ギムザ染色所見では出現 した

骨髄芽球その他の未熟好中球は正常のそれと軌を一

にし,移 植 白血病 にみ られ る如 き異型性は認めず,

又肉腫細胞の存在 も認めなかつた(写 真3, 4).然

し末期には少数の赤芽球の出現をみ る事 があつた.

腫瘍の増大 に伴つて漸次低色素性貧血 を来 し,末

期にはかな り著明 となつたが栓球数並 びにこ網状赤血

球数には著明な変化は認 められず,む しろ網状赤血

球はやや増加の傾向を示 した.

骨髄像で は末梢白血球増多に応 じて.好 中球系幼

若細胞がやや増加 したが,骨 髄芽球は高 々5%迄 を

表2. MY肉 腫移植 マウス骨髄像

占め るに過 ぎなかつた(表2).骨 髄内幼若細胞に

ついても異型性 は特に認めなかつた(写 真5).

脾捺 印標本では末梢血液像で幼若好中球の 出現す

る時期 に相当 して未 熟好中球が増加 し,末 期には リ

ンパ球系細胞 は殆んど好中球 系細胞によつて置き換

えられ た像 を示 した(写 真6).

組織標本において,骨 髄 では移植後1週 か ら好中

球系細胞の増殖が著 明とな り,種 々の成熟段階の も

のが認められたが骨梁の破壊や骨膜 への好 中球系細

胞浸潤はな く,又 肉腫の骨髄転移 も認めなかつた.

又脾においては骨髄における好中球系細胞の増殖よ

りやや遅れて2週 目頃より赤脾髄 に好中球系細胞の

増殖 が始ま り,以 後病 期の進展 と共 に更 に著明とな

つた.

2骨 髄組織培養所 見

類 白血病反応の病期 を末梢血 液像 に従つて3期 に

分類 し,各 時期 について培養 を行つた.即 ち, MY

肉腫移植後約1週 を経て末梢血 に幼若好中球が少数

出現 し末梢白血球数30,000～40,000の 時期 を類 白

血病 反応初期 とし,腫 瘍移植後2～3週 の間で,腫

瘍の発育速度並 びに惹起 され た本反応の程度 にはか

な りの個体差 がみられたが,末 梢白血球数45,000～

60,000,骨 髄芽球0～2%出 現 した時期を中間期と

し,更 に腫瘍移植後約4週 を経過 して末梢白血球数

80,000～90,000,骨 髄芽球3～5%出 現 した時期を

類 白血病反応 進展期 とした.

先 ず 対照 として 正常D103系 マウスの骨髄組織培

養を行つたのでその成績 について述べれ ば,骨 髄原

組織には脂肪細胞が少数含有 されてお り,培 養時間

の経過 と共に培養原組織の周 囲か ら細胞 が増生 した.

培養増生帯は中心 部稠 密で周辺に行 くに従つて粗 と
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な り増 生 帯 辺縁 部 は成 熟 好 中球 で 占 め られ た(写 真

7).比 較 成 長 価(表3,図1)は3例 平 均 で3時 間

2.18, 6時 間4.06, 12時 間7.94, 24時 間14.16を 示

し,細 胞 密 度(表3)は3時 間84, 6時 間97, 12時 間

117, 24時 間125を 示 した.又 好 中 球遊 走 速 度(表3,

図2)は3時 間8.8μ/分, 6時 間9.3μ/分, 12時 間

5.2μ/分, 24時 間2.0μ/分 を示 した .

表3.対 照D103系 マ ウ ス骨 髄 組織 培 養

比 較成 長 価

細胞密度

好 中球遊走速度(μ/時)

図1　 対照D103系 マ ウス骨髄組織培養

類白血病反応初期のマ ウス骨髄培養 原組織中の脂

肪細胞含有量は対照正常マウスのそれ と略々等 しか

つ た.培 養時間 の経過と共 に原組織よ り主 として好

図2　 対照D103系 マウス骨髄組織培養

中球系の未 熟並びに成熟細胞が遊出 して くるが細胞

増生様式は正常型を示 し,決 して白血病に見 られ る

如 き辺縁鋭利 に区劃 され た型は示 さなかつた.比 較

成長価(表4,図3)は3時 間3.18, 6時 間4.93,

 12時 間10.41, 24時 間13.75を 示 して対照 の正常マ

ウスに比 してやや細胞増生は活溌で あつたが,細 胞

密度(表4)は3時 間73, 6時 間90, 12時 間110,

 24時 間138で 対照 と略 々同様の値を示 し,又 好中球

遊走 速度(表4,図4)は3時 間7.4μ/分, 6時 間

9.4μ/分, 12時 間4.2μ/分, 24時 間1.9μ/分 と対照

に比 し幾分低下の傾 向を認めた.

表4.類 白血病反応 初期 マウス骨髄培養

比較成長期

細胞密度

好 中球遊走速度(μ/分)
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図3　類白血病反応初期骨髄組織培養

図4　 類 白血病反応初期骨髄組織培養

類白血病反応 中間期 では培養原組織 内の脂肪細胞

は対照に比 して少数とな つていた.組 織増生様式は

正常型を終始呈 したが,比 較成長価(表5,図5)は

3時 間4.41, 6時 間6.63, 12時 間12.97, 24時 間

18.60と 初期に比 して更 に細胞増生は活溌 となつ た.

細胞密度(表5)は3時 間78, 6時 間93, 12時 間

118, 24時 間140で 対照との 間に差は認めず,好 中

表5.類 白血病反応 中間期 マウス骨髄培養

比較成 長価

細胞密度

好 中球遊走速度(μ/分)

図5　 類白血病反応 中間期骨髄組織培養

図6　 類 白血病反応中間期骨髄培養

球遊走速度(表5,図6)は3時 間7.6μ/分, 6

時間11.5μ/分, 12時 間5.3μ/分, 24時 間1.8μ/分 と

幾分低下の傾 向にあつ た.

類 白血病反応進展期 においては培養原組織 内に脂

肪細胞は殆ん ど認めなかつた.増 生様式は終始正常

型 を呈 し,白 血病 に見 られる如 き周辺鋭利に区劃 さ

れ た型 は1例 も見 られ なか つた(写 真8).比 較成

長価(表6,図7)は3時 間9.11, 6時 間15.34,

 12時 間28.62, 24時 間41.61と 対照 より大で,骨 髄

過形成の状態 を示す と考えられた(図9).細 胞密

度(表6)は3時 間81, 6時 間93, 12時 間129, 24

時間143,好 中球遊走速度(表6,図8)は3時 間

8.5μ/分, 6時 間14.2μ/分, 12時 間6.7μ/分, 24時

間3.1μ/分 を示 し,対 照とは有意の差 を認めなかつ

た.

骨 髄圧挫標本並びに骨 髄組織培養細胞の位相差顕
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表6.類 白血病反応進 展期 マウス骨髄培養

比 較成長価

細胞密度

好 中球遊走速度(μ/分)

図7　 類白血病反応進展期骨髄組織培養

図8　 類 白血病反応進展期骨髄組織培養

図9　 MY肉 腫 マウス骨髄組織 培養

微鏡所見を述べ ると,先 ず骨 髄芽球 は円形 の核を有

し核小体 もかな り明瞭な ものを2, 3個 認 め るが,

原形質はやや均等で明確な顆粒は認 めず,又 運動性

もなかつた.前 骨 髄球はやや大型の細胞で核は僅か

に楕 円形を呈 して一部に陥凹を認め,且 つ核小体 も

明 らかであ り,原 形質 はやや広 く小顆粒少数散在 し

た.骨 髄球は円形の核を有 し,原 形質 内に固有顆粒

を明瞭に有 し軽度の変形運動を認めた.後 骨髄球は

胞体やや大で,環 状核を有 して遊 走時核は後方 に位

置 し,原 形質は顆粒を有 し,細 胞はかな り活溌な遊

走を行 う.成 熟好 中球は最 も活溌なアメーバ様運動

を行 つて,増 生帯の周辺 に広範囲に多数存 し,且 そ

の大 部分を占めていた.核 は運動時一時不鮮 明とな

り胞体後進部に存 し,原 形質 には中等乃至微細の顆

粒を有 していた.以 上の所見は対照 正常マ ウスの骨

髄圧挫標本並びに骨髄組織培養時の位相差顕微鏡観

察時の好 中球系細胞所見 と一致 し,白 血病 マウスに

み られ る如 き異型性は全 く認めず,且 私の観察 中に

はMY肉 腫細胞と 考え られ る異常細胞 は全 く認め

なかつた(写 真9, 11).

次にMY肉 腫 移植 マウスの類 白血病反応 進展期

における骨髄培養増生帯 に出現す る骨髄芽球並び に

好中球系細胞の生体染色所見を主として染色顆粒 に

ついて述べ ると,骨 髄芽球 においては中等数大型杆

状の青緑色糸粒体が核周辺 に存在 し,細 胞中心域に

は微細な赤橙 色未熟顆粒が数個乃至十数個存在 して

いた.培 養3時 間後に両者は最 も著 明に染色 され る

が,時 間の経過 と共に糸粒体は褪色 し,微 細未熟顆

粒は少 し増大 した後褪色 した.糸 粒体は培養7～8

時間迄,中 性紅顆粒は12時 間迄観察 し得た.細 胞の

成熟段階に従つ て細胞中心域に特殊顆粒が 増加 し,

之と共に糸粒体は数が減少 し,骨 髄球では特殊顆粒

が細胞全域を占め るに至 り,同 時に糸粒体が不明 に

なつ た.培 養3時 間頃より成熟好中球に主 として針
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状,杆 状,紡 錘状を呈す る結 晶が認め られ た.こ れ

は中性紅 で赤色を呈 して強 く輝 き,偏 光顕 微鏡では

複屈折を呈 した.

骨髄巨核球培養を平木式No. 2培 養盤 で行ない,

 12時間後巨核球数を形態 に従つて 分類 した(表7,

写真10)が,対 照 マウスで平均 出現個数9.6,類 白

血病反応初期8.4,中 間期11.4,進 展期9.8と な り,

又その運動型分類では対照で 静止型5.0,変 形運動

型3.4,偽 足運動型1.0,突 起形成型0.2,類 白血病

反応進展期でそれぞれ5.6, 2.8, 1.2, 0.2を 示 し,

結局巨核球数並 びにその機能 は類白血病反応全期を

通 じて対照 と略 々同 じ成績を得 た.

表7.骨 髄巨核球培養

(培養盤No. 2, 5枚 計測1枚 平均出現数)

つぎに,骨 髄螢光培養所見について述べ ると,ま

ず正常マ ウス骨髄では培養原組織 より瀰漫性 に細胞

が 増生 し,顆 粒球特 に好 中球系細胞に よ る赤橙 色

螢光を呈 した.類 白血病反応 マ ウスでは前記正常増

生様式を終始示 したが,本 反応 の進展 と共 に過形成

を示すに至 り,周 辺部では成熟好中球による瀰漫性

赤橙色を呈 した.更 に骨 髄螢光培養増 生帯に出現す

る好中球系細胞 の螢光所見 について述べれば,ま ず

骨髄芽球は核膜及び核小体は緑色 を呈し,核 膜は繊

細で微弱な緑色螢光がみ られ,胞 体は比較的強い緑

色を呈 し顆粒成分 は認め られなかつた.前 骨髄球で

は核膜粗増とな り,ク ロマチ ンの部分に強い緑色螢

光を認め,胞 体 内には橙 色微細の顆粒が散在性に出

現 した.骨 髄球及び後骨髄球では胞体内の顆粒は赤

橙色粗大不整 とな り,且 増量 して胞体全般 に散在 し

た.成 熟好中球は核が強い緑色螢光の塊状を呈 し,

胞体は弱い緑色で判然 とは認め難 く,赤 橙 色顆粒は

融合して 大小 不岡 の 空胞状を 呈す るものが 多かつ

た.以 上MY肉 腫移植により類白血病反応を惹起

したマウスの骨髄 中に 出現 する骨髄芽球並びに好中

球系細胞の螢光培養所見 は大凡正常マ ウスのそれ に

一致 し,白 血病 に見 られ る如 き赤橙 色顆粒の異常増

加や胞体 と核の間の成熟度不均衝などは全 く認めら

れなかつた.

3脾 組織培養所見

対照 マウス脾の培養について述 べれば,培 養時間

の経過 と共 に骨髄 に見 られ た如 く原組織よ り漸次細

胞が増生遊出 して行 き,中 心部稠密で周辺 に至 るに

従い疎 となつた.培 養12時 間頃迄 は成熟 リンパ球 が

大部分 を占め,少 数の成熟好中球,好 酸球及び単球

が介在した.比 較成長価(表8,図10)は3例 平均

で3時 間1.93, 6時 間4.03, 12時 間6.11, 24時 間

8.80を 示 し,細 胞密度(表8)は3時 間54 , 6時 間

64, 12時 間76, 24時 間85で あつた.

表8.対 照D103系 マウス脾組織培養

比 較成長価

細胞密度

図10　 対 照D103系 マ ウス脾 組織 培 養

類白血病反応初期では終始前述の如 き正常型脾組

織培養増生様式を とり,白 血病 マウスに見 られ る如

き周辺鋭利に区劃 された所謂白血病増生型は認めな

かつた.比 較成長価(表9,図11)は3時 間2.25,

 6時 間2.65, 12時 間5.54, 24時 間8.13と 対照に比

較 し増生は幾分良好であつたが有意の差とは認め難
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表9.類 白血病反応初期脾組織培養

比較成長価

細胞密度

図11　 類白血病反応初期脾組織培養

表10.類 白血病反応中間期脾組織培養

比較成長価

細胞密度

く,細 胞密度(表9)も3時 間56, 6時 間68, 12時

間82, 24時 間90と 対照 と有意の差 は認めなかつた

図12　 類白血病反応 中間期脾組織培養

表11.類 白血病反応進展期脾培養

比較成長価

細胞密度

図13　類 白血病反応進展期脾組織培養

が,こ の時期に既 に培養原組織及び増生帯に未熟好

中球の出現を認め た.

類白血病反応 中間期では増生様式は正常型で,比

較成長価(表10,図12)は3時 間3.00, 6時 間4.50,

 12時 間7.26, 24時 間10.19と 増 生面積は対照 に比

し大 となつたが,細 胞密度(表10)は3時 間64,

 6時 間77, 12時 間79, 24時 間98で 有意の差 とは認
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められ なかつた.増 生帯 内の細胞分布では好中球系

細胞が約40～50%と 増加 していた.

類白血病反応進展期で も増生様式は終始正常型を

とり,白 血病 増生様式を示 したものは1例 もなかつ

た(写 真12).比 較成長価(表11,図13)は3時 間

5.10, 6時 間7.38, 12時 間9.87, 24時 間14.21と

中間期に比 して更 に過形成を示 した(図14)が,細

胞密度(表11)は3時 間72, 6時 間83, 12時 間89,

 24時 間102で 対照 との間に有意 の差は認められなか

つた.増生帯構成細胞 について述べれば,顆 粒球系細

胞特 に成熟好中球 が多数 出現 し,増 生帯周辺部では

出現細胞 の70～80%を 占め るに至つた.中 心部 には

多数の未熟 好中球の出現を認めた.

図14　 MY肉 腫マ ウス脾組織培養

脾圧挫 標本並び に増 生帯 出現細胞の位相差顕微鏡

並びに生体染色所見では,骨 髄の部で述べた如 き好

中球系細胞の他 に リンパ球系細胞,細 網細胞,赤 芽

球並び に巨核球が見 られ たが,個 々の細胞につ いて

は正常 マウス脾 の場合に比 して特記すべ き変化 はな

く,白 血病マ ウス脾に見 られ る如 き異 型性は認めら

れなかつ た(写 真13).

次に脾螢光培養所見につ いて述べ る.ま ず正 常マ

ウス脾培養においては リンパ球系細胞 により漸次周

辺 に向つて粗となる瀰漫性黄緑色螢光 を呈 した.類

白血病反応惹起マウス脾では中心部で リンパ球系細

胞によ る黄緑色螢光 と好中球系細胞による赤橙色螢

光 と相半 ばしてお り,周 辺部では好中球 によ る瀰漫

性赤橙色を呈 し,一 見 して正常脾培養の場合 と異つ

ており,正 常及び類白血病反応 との間の差異 は明瞭

であつた.尚 脾螢光培養増生帯 に出現す る骨髄芽球

及び好中球系細胞の螢光所見は骨髄螢光培養時のそ

れと一致 し,白 血病にみられ る如き異型性は全 く認

めなかつ た.

総括並びに考按

感染性,中 毒性疾患,悪 性腫 瘍並びに諸種血液疾

患等に際 して末梢血中に正常では見 られぬ幼若白血

球が出現 し白血病 に類似 した血 液像を呈す る事は

古 くか ら知 られており8),こ の状態を 総括 して 類白

血病反応 と呼ばれてい る事は周知の通 りである.本

症 に対 し中尾48)は 種々の病的状態に随伴 して惹起

され る末梢血の白血病への類似性を総括す るもので,

造 血器の続発性反応性病変であると定 義 した.理 論

的には造血臓器 の腫瘍と考え られ る白血病 とは明確

に区別 され るべきであるし, Hill and Duncan19)は

臨床的に類白血病反応 は基礎疾患,血 液像等の検査

結果により白血病 と区別 し得 ると述べて両者の鑑別

につき表示 している.然 し乍 ら,血 液学の非常な進

歩を逐 げた今 日においてさえ,実 地臨床上 には類 白

血病反応 と白血病 との鑑別が時に非常に困難な場合

があるとされている3) 7) 46) 48) 70).

さて,教 室では昭和29年 以来骨髄を中心とした造

血臓器の臨床組織培養を行い,白 血病 と他種血液疾

患との鑑別,そ の他の血液学的研究 に広 く利用 し得

る極めて有用な方法である事を強調 して きた20) 21) 22)

 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 44) 49) 55) 71).

私は類白血病反応の基礎的な研究と して, 1959年

国立遺伝学研究所 よ り移譲 されたMY肉 腫 マ ウス

を用い,前 述 の臨床組織培養法を応用 して検討を行

つ たのである.既 に1957年 浜 田13) 14) 15) 16)はD103系

マウスにMY肉 腫 を 移植中骨髄性類 白血病反応の

惹起 される事を見 出 し,血 液学的組織学的にかな り

詳細 に検討 を 加えている.私 もMY肉 腫移植 によ

りD103に 類 白血病反応を惹起 してい るか否かを確

かめるため一応血液学 的並びに組織学的検討を行つ

た.そ の結果D103系 マ ウスにMY肉 腫を移植す る

に,私 の例では移植率100%で あり,浜 田のい う如

き移植後腫瘍が消失 し,或 は腫瘍の増殖が弱 くてた

い して大 きくな らぬままに次第に消失する所謂移植

不完全陽性例は認めなかつ た.

腫瘍の増大と共に末梢白血球数も漸増 して行 くが,

私の例 では最高128,300に 止ま り,大 部分は80,000

～90,000で,浜 田14)の見 た如 き648,000に も達す

るものは見 られなかつ た.移 植後約1週 を経 て,末

梢血に未熟好中球の出現を見 たが,骨 髄芽球は進展

期 においてす ら高 々白血球の5%ま でを占め るに過

ぎず,浜 田14), Barnes3), Lewis38) 39)等 の 記載と 同

様に好 中球増 多の割には未熟細胞が少ない傾 向を示
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した.マ イ ・ギムザ標本で も骨髄芽球は形態学的に

正常 マウスのそれ と同 じで,白 血病マウスに見 られ

る如 き異型性 は 認 めなかつ た.骨 髄像 も又 浜田14)

の認載 と略 々一致 して好中球系細胞の比率が増加 し

たが,骨 髄芽球の著明な増加 はな く,そ の形 態も特

に異型 性に富む とは考えられなかつ た.脾 捺印標本

では, MY肉 腫移植後末梢血並びに骨髄における好

中球系細胞増多と幼若細胞出現 にやや遅れて好中球

系細胞が既存の リンパ球系細胞,網 内系細胞 を圧倒

す る如 き所見が見 られ,脾 髄外造血巣を形 成 した,

即 ち, MY肉 腫 移植 によ りD103系 マ ウス に骨髄性

類 白血病反応 を惹起 し得たが,浜 田14)の 如 き著明

な 反応 は呈 さなかつ た.私 の移植継代後大森56)は

更に本株の移植を続 けたが,漸 次本反応が軽度 とな

り,遂 には移植不完全 陽性例,或 は本反応 陰性例 も

見 られたと してお り,腫 瘍移植によ る染色体の変化

が起つ たとも考え られ甚だ興 味深い.

つ ぎに私は教室考案の臨床組織培 養 法 を 応 用 し

て, MY肉 腫移植 マウスの骨髄培養を類 白血病反応

の3病 期,即 ち初期,中 間期及び進展期に分 けて行

つ た.そ の結果何れの時期で も骨髄増生様式 は原組

織よ り周辺へ と漸次細胞が粗 となつて行 く正常増生

様式 を呈 した.教 室では正常人骨髄組織培養で,原

組織近 くの増生帯 中心部 に幼若白血 球 が か な り稠

密 に存在 してい るが,中 間部を経 て辺縁部 に至 る

に従つて細胞密度が漸次粗 とな り周辺部 では 主 と

して成熟 し且つ遊走性の活発 な 白血球 か らな る増

生様式を 得ている.教 室末永66)は マウスを始 めと

す る各種動物 の骨髄組織培養で も人 の 場合 と 同 じ

く上述 の如 き正常増生様式を得ている.一 方 白血病

患者 では急性白血病 の場合増生帯 の細胞密度は極め

て稠密で増生帯辺縁が鋭利に区劃 されるが,慢 性 白

血病の場合はこの急性白血病 に特有の細胞密度高 く

且つ辺縁鋭利 に区劃された増生帯 の周囲を,更 に細

胞密度の低 い成熟細胞によつて取巻かれ,所 謂二量

増生帯を 形成 する もので あ る.又 教室 岡 田57) 58) 59)

は20-メ チル コラン トレン塗布に よりマ ウスに リン

パ性 白血病を発生せ しめ,そ の骨髄培養増生様式 は

入の急性白血病 の骨髄培 養時み られる如 き辺縁鋭利

に区劃された白血病 型増生様式をとつ たと述べてい

る.

以上 により,私 の観察 したMY肉 腫 移植D103系

マウスの骨髄組織培養で得 られた増生様式 はま さし

く正常型 で,決 して白血病 の増生様式 を示 さず,従

つてMY肉 腫移 植後に 起つ た血液像の 変化はこの

面 か らも,従 来云われてい る通 り白血病ではな くて

類白血病反応である事が一 層明確 にな る.因 みに平

木31)は 類 白血病反応患者の 骨髄組織培養を 行なつ

て,悪 性腫瘍の骨髄転移 を認め た症例及 び顆粒球減

少症治療前の症例では細胞増生が極めて悪かつたが,

その他の症例では凡 て正常人 とほぼ同様の増生 を示

したとし,何 れにせ よ全例を通 じて少な くとも白血

病に特有 な増生様式 は全 く示さず,従 つて臨床組織

培養 法に よつて一般に両者 の区別ができると述べ て

い る.

次 にMY肉 腫移植に より惹起 された類 白血病反

応 マウスの骨髄培養 に際 して,骨 髄 の白血球系造血

機能の一面 を表わすと考え られる培養時 の増生面積

は,比 較成長価で示 され る如 く,何 れの時期で も正

常マ ウスのそれよ りも大なる値を示 し,し か も本反

応の進展に伴なつて漸次大 なる値を示 し骨髄白血球

系造血能の機能亢進即ち培養上骨髄過形成 の像を示

したわけである.然 し乍 ら,増 生帯における細胞密

度では対照 との間に有意の差を認 めなかつ た.好 中

球遊走速度では類白血病反応初期及び中間期には幾

分低下 の傾向を,進展期には殆ん ど正常 であつた.教

室佐藤65)は サポニン 中毒によ り惹起 した骨髄性類

白血病 反応 マウスの骨髄組織培養を行なつて,比 較

成長価は正常乃至はそれ以下の値を示 し,即 ち全体

として低形成 の像を示 し,又 好 中球遊走速度 は対照

に比 しやや低値を示 したと述べ てい る,こ の点MY

肉腫移植マウスとサポニ ン中毒 マウスの骨髄の態度

には差異があ り,腫 瘍 とサポニ ンの如 き毒性物質に

よる類 白血病 反応の発生機序にはかな りの相違 があ

る事を示唆する ものではなか ろうかと思 う.

従来白血病を始めとす る諸種疾患の血 液学的検討

は主 としてマイ ・ギムザ染色その他の生 化学的染色

法,即 ち血液細 胞の死後の状態についての研究が主

たるものであつた.近 年組織培養法が血液学研究の

面において も導入 され,特 に教室考案 の臨床組織培

養法によれば,血 液細胞 の動的観察 が比較的容易に

行 ない得 る.そ こで 私 はMY肉 腫移植 に より惹起

された類白血病反応マウスの骨髄圧挫 標本,並 びに

組織培養増生帯に出現す る細胞 について位相差顕微

鏡によ る観察,生 体染色並びに螢光培養法 による観

察を併せ行なつた.既 に 教室 嘉村等40)は このよう

な方 法を 用いて人血液細胞につき,又 末永66)は マ

ウス血液細胞について位相差顕微鏡に よる血球鑑別

法 を詳 しく述 べ そ の有 用性 を強調 している.私 は

MY肉 腫移植による類白血病反応 マウス骨髄につい
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て位相差顕微鏡に よる観察 を詳細 に行 なつ たが,結

局骨髄圧挫 標本並びに組織培養増生帯 中に出現する

細胞は正常 マウスの骨髄芽球並びに好中球系 細胞 と

一致 し,白 血病に見 られ る如 き異型性はみ られず,

又肉腫細胞 も認 めず,こ の点 か ら云つて もMY肉

腫移植 によ り惹起 された血液像 は類 白血病反応であ

り決 して 白血病ではない事が 判 る.教 室 田村67)は

人並びに家兎骨髄内各種白血球 の生体染色を骨髄組

織培養法を応用 して行ない,各 種骨髄細胞 は各 々中

性紅 に対す る染色性が特異性を示すので,細 胞鑑別

が甚だ容易で あつたと し,引 続き 教室 太 田53)は人

白血病細胞について同 じく生体染色による観察を行

なつている.私 もこの方法 を応用 して詳細 に細胞学

的検討を行なつた所,成 熟好中球胞体 内に多数の結

晶体を認めた他 は対照マウス骨髄芽球並びに好 中球

系細胞 の生体染色所見 と一致 し,白 血病細 胞にみ ら

れる如 き糸粒体 の分布異常 とか未熟顆 粒の胞体 内散

在性等の異常 は全 く認 めなかつた.尚 成熟好 中球内

に出現する結晶体52)に ついては教室佐藤65)も サポ

ニン中毒により骨髄性類白血病反応を惹起 したマ ウ

スの骨髄組織培養増生帯の好中球に多数認 めたと述

べてお り,こ の結 晶は細胞の変性過程に出現す るも

のと考えてい ることか ら,類 白血病反応惹起時何 ら

かの原因 によ り好中球の変性崩壊過程 が促進 されて

いる事 を示唆するもの と考え られ る.

次に教室 渡辺69)は 骨髄臨床組織培養法並 びに圧

挫法を応用 して螢光顕徴鏡 による骨髄細胞螢光観察

の基礎的実験を行ない,更 に教室 小塚42)は 正常と

白血病の鑑 別に際 して非常に有 力な方法である事を

強調 しているので,私 も本法 を用いてMY肉 腫移

植による類 白血病 反応 マウスの血液細胞観察を行な

つたが正常細胞 と全 く差異を認 めなかつた.

次に巨核球培養 でも類白血病反応と正常マ ウスと

の間に 量的 にも機能的に も有意の 差を 認めず,浜

田14)の 述べている如 く骨髄捺印標本 並びに組織標

本において巨核球数に差 のない事,末 梢血液像 にお

いて栓球 数に差のない事 と一致する.因 みに教室佐

藤65)は サポニン中毒マ ウスに おいては 巨核球機能

はあま り犯 されていないが,増 生帯出現数は低値を

示 したと述べてい る.

さて脾組織培養33)に おいて は, MY肉 腫移植 に

よる類白血病反応 マウスでは,本 反応の何れの時期

で も骨髄 におけ ると同様 に正常増生様式 を示 した.

更に増生面積においては,骨 髄過形成にやや遅れて

本反応 の進展 に相伴つて比較成長価が増大 し,培 養

上 脾 過 形成の状態を示 した.然 し細胞密度 は対照

正常 マウス脾との間に有意の差を認 めなかつた.こ

の様に増生様式 は正常脾 の場合に近似するが,増 生

帯構成細胞には著 るしい差異が認 められた.即 ち,

類白血病反応の進展と共に正常脾の リンパ球系細胞

に代 つて好 中球系細胞が増加 し,進 展期で増生帯中

心部 で出現細胞の70～80%を 占めるに至 り,組 織学

的所見に応 じた脾におけ る骨髄系細胞による髄外造

血 の成立を立証 し得 た.こ の点脾螢光培養法 による

と,対 照正常 マウス脾が リンパ球系細胞による瀰 漫

性黄緑色螢光を呈 するのと異な り,本 反応脾は幼若

系を含む好 中球系細胞の著 明な増加 によ り瀰漫性赤

橙色を呈 し,一 見 して類白血病反応である事を明確

に し得た.

結 論

私 はMY肉 腫移植により実験的に マウスに 骨髄

性類 白血病反応を惹起せ しめ,血液学的,組織学的検

討を加えた後,教 室考案の臨床組織培養法を施用 し

て骨髄並びに脾の組織培養を行い次 の結論を得た.

1.骨 髄培養　類 白血病反応の何れの時期におい

ても組織培養増生様式 は正常型をとり,決 して白血

病型増生様式をとらなかつ た.本 反応の進展 と共に

比較成長価は大 なる値 をとり,骨 髄過形成を示 した

が,増生帯の細胞密度 は対照と有意の差を認めず,好

中球遊走速度 は初期及 び中間期 においてやや低 い値

をとり,進展期においては有意の差を認めなかつ た.

骨髄圧挫 標本及び培養増生帯 に出現する細胞 につい

て位相差顕微鏡及び生体染色 による観察では正常細

胞 との間に差を認めず,白 血病細胞の如き異型性は

なかつた.螢 光培養法で も過形成 を思わせる所見 を

示 したが,色 調では正常マウスの場 合と同じく瀰 漫

性赤橙色であつた.又 異常細 胞は認めなかつた.

2.脾 培養　類白血病反応 の何れの時期において

も骨髄 におけると同様 に正常増生様式 を示 した.本

反応 の進展 に伴なつて比較成長価は大な る値 をとつ

たが,細胞密度では対照 と有意の差を認めなかつた.

類 白血病反応では正常脾の リンパ球系細胞に代つて

好中球系細胞が漸次増加 し,進 展期 において増生帯

周辺部 を構成する細胞の70～80%を 占め るに至つた.

螢光培養法では対照が主 として リンパ球 による瀰 漫

性黄緑螢光を呈す るのに対 して,本 反応で は主とし

て好中球系細胞 に よ り全般 に瀰漫性赤橙 色を呈 し,

一見 して正常マウスとの鑑別が容易であつた.以 上

の所見は脾に髄外造血巣が生 じた結果 と考え られる.
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Experimental Leukemoid Reaction in Mouse Induced 

by MY Sarcom Transplantation

Part I. Studies on the tissue culture of bone marrow and spleen

By

Masanori KAHARA

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Hematological and histological investigations were performed in mice with myelogenous 

type of leukemoid reaction induced by transplantation of MY sarcom. Thereafter, tissue 
culture of bone marrow and spleen were carried out. The following results were obtained.

1) Tissue culture of bone marrow. The growth patterns in bone marrow culture were 
always normal and did not display the leukemic type throughout the entire course of leuke

moid reaction. The growth ratio of the pattern increased as leukemoid reaction progressed, 
while the cell density was fairly constant through the course of leukemoid reaction. Wandering 

velocity of the neutrophils was low in the early and intermediate stages and did not show 
difference from the controls in the advanced stage. Cytological observations by phase contrast 

microscopy, vital staining and fluorescence microscopy did not revealed any difference from 
normal marrow cells, nor atypism which was usually seen in leukemic cells.

2) Tissue culture of spleen. The normal pattern was always observed as seen in bone 
marrow tissue culture through the entire course of leukemoid reaction. The growth ratio 

increased as the reaction progressed. However, the cell density did not show difference from 
the controls.

In leukemoid reaction, the lymphocytic cells were gradtally replaced by the neutrophilic 
cells. Therefore, 70 to 80% of the cells in the growth zone of the splenic tissue culture 
were occupied by neutrophilic cells.

In fluorescence tissue culture, the growth zone seen in leukemoid reaction displayed 
diffuse reddish orange color as a result of a large number of neutrophilic cells present, while 

the zone observed in controls showed diffuse yellowish green color owing to abundant lympho
cytes. These findings were very helpful for differentiation of the splenic tissue in leukemoid 

reaction from the controls.

The findings described above seemed to demonstrate the development of extramedullary 
hematopoiesis in the spleen.
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写真1　 MY肉 腫移植 マウス末梢血液塗抹標本

(マイ ・ギムザ染色)(10×40)

写真2　 MY肉 腫移植 マウス末 梢血液塗抹標本

(マ イ ・ギムザ染色)骨 髓芽 球 及 び成

熟好 中球(10×100)

写真3　 MY肉 腫移植マ ウス末梢血液塗抹 標本

(マ イ ・ギムザ染色)前 骨髓球(10×100)

写真4　 MY肉 腫 移植 マウス末梢血液塗抹標本

(マ イ・ギムザ染色)骨 髓芽球(10×100)

写 真5　 MY肉 腫 移標 マ ウ ス骨髓 捺 印 標本

(マ イ ・ギ ムザ 染 色)(10×100)

写 真6　 MY肉 腫 移 植 マ ウス 脾 捺 印標 本

(マ イ ・ギ ムザ染 色)(10×100)
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写真7　 健康D103系 マ ウス骨髓組織培養増生様式

(5×10)

写真8　 MY肉 腫移植 マウス骨髓組織培養増生様式

(10×10)

写真9　 MY肉 腫移植 マウス骨髓組織培養増生帯出

現細胞(DDL, 10×100)

写真10　 MY肉 腫移植マウス骨髓組織培養増生帯

出現巨核球(偽 足運動型)(DDL, 10×100)

写真11　 MY肉 腫移植 マ ウス骨髓組織培養増生帯構

成細胞(DDL, 10×100)

写真12　 MY肉 腫移植 マウス脾組織培養増生様式

(5×10)
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真写13　 MY肉 腫移植 マウス脾組織培養増生帯構成細胞

(DDL, 10×100)


