
616. 381-003. 217

生 体 染 色 並 び に 墨 粒 貪 喰 に よ る人 腹 水 の 細 胞 学 的 研 究

附T. P. T(Triphenyl Tetrazolium Chloride)反 応

第2編

腫 瘍 性 腹 水 に 就 い て

岡山大学医学部平木内科教室(主 任:平 木 潔教授)

小 松 原 利 繁

〔昭和35年12月8日 受稿〕

内 容 目 次

第1章　 緒 言

第2章　 実験材料並びに実験方法

第3章　 実験成績

第1節　 一般 性状並 びに細胞構成

1.一 般所見

2.腫 瘍細胞の出境率 による分類

第2節　 直接徴候

1.腫 瘍細胞の生体染色並び に墨粒貪喰所見

2.腫 瘍細 胞性印環細胞 の生体染色並 びに墨

粒貪喰所見

3. T. P. T.反 応

第3節　 間接徴候

1.腹 水性状並 びに細胞構成

2.腫 瘍細胞以外の細胞の生体染色並びに墨

粒貪喰所見

3. T. P. T.反 応

第4章　 総括並 びに考按

第5章　 結 論

第2章　 緒 言

臓器穿刺 によ る細胞学 的検査 は疾病診断上直接の

極手となるため最近新術式 も加 えて広範囲 の臓器に

応用され,そ の診断的価 値は臨床上高 く評価 されて

いる.然 るに腹水穿刺液に関 しては一般 には従来 よ

り行なわれてい る単なる漏 出液,滲 出液の区別 に止

まり,そ の細胞学 的検索 は一部の癌細胞の検 出を除

いては全 く行なわれていない.尤 も腹水中には大小

多様の食細胞,漿膜細胞,腫 瘍細胞等通常の血液検査

では遭遇 しない特有の細胞 が存在 し,こ れ らの鑑別

は必ず しも容易 とは云えず,特 に従来 の塗沫染色で

は極めて困難であり,従 つて充分な細胞構成の把握

が出来なかつたためであろう.も とよ り物理化学的

方法により漏 出液,滲 出液を区別 し,更 に臨床症状

並びに他の検査所見を綜合すれば容易 に臨床診断の

可能なこともあ るが,実 際 には漏出液,滲 出液の区

別が曖昧で あつ た り,或 いはそれははつ きりして も

他の臨床症状,検 査所見 が不一致のためにそれ以上

の決定診断に迷 う場合 も少な くない.こ の様な場合,

腫瘍細胞 の検出は腫瘍性疾患の診断の極 め手 となる

ことは云 う迄 もないが,更 に腫瘍細胞の確認されな

い場合で も他 の細胞学的特性 によ り腫瘍 性腹水の特

徴を掴み,他 疾患腹 水と鑑別す ることが出来 るな ら

ば,腹 水検査 の診断的価値は倍加 される筈で ある.

抑 々腹 水 中 の腫 瘍 細 胞は古 くLuecke-Klebe,

 Quinke, Boegehold, Ehrlich等 に よ りその存在が

確認 され,そ の後 も多 くの人 々により検出されてい

るが,近 来漸 くその検出 が 重要視 され,武 田76)の

特殊濾過膜を用 い た 方法,山 田87)の 比重 による重

層遠沈法等の採 集方法や水戸38)の 特 殊 染色法等そ

の検索 には色 々な工夫 が行なわれている.し かしそ

の細胞診は普通塗沫染色のみによるため,必 ず しも

常に容易 とも確実 とも云えず,特 に腫瘍細胞の少な

い場合 には余 り信頼 をお くことは出来ない.更 に腫

瘍性腹水における腫瘍細胞以外の腹水細胞に関 して

は従来満足すべ き吟 味 は 見 られず,僅 かに千田,

中62),山 田86),田 坂76)等 は検索 例の細 胞百分比 に

好中球の増加を認め,又 千 田,中64) 65)は塗沫染色,

超生体染色,墨 粒貪喰等により食細胞,漿 膜細胞,

腫瘍細胞の鑑別を行なつてい るが,疾 患別腹水 の細

胞学的特性 に就いての検索 はみ られず,従 つて腫瘍
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細 胞の確認 されない場合 には腹水の細胞診 による診

断は全 く不可能であ ると云わ ざるを得ない.私 は第

1編 に於 いて組織培養に基 いた生体染色,墨 粒貪喰

による人非病的腹水細胞の生態観察 を行つ たが,本

編 ではこれ らの所見 を基礎 として33例 の腫瘍性腹水

を同様の方法で観察 し,腫 瘍 細 胞 を は じめその他

の細胞の 特 性 を 把 握 し,更 にT. P. T. (Triphenyl

 Tetrazolium Chloride)反 応 を も応 用 して極めて有

意な所見 を得 たので茲に報告す る.

第2章　 実 験材料並びに実験方法

1.実 験材料

各種腫瘍疾患 々者即 胃癌22例,肝 癌3例,胆 管癌

3例,食 道癌1例,腸 癌1例,体 腔上皮腫2例,細

網内皮腫1例,計33例 の腫瘍性腹水 を無菌的 に型の

如 く採取 し,非 病的腹水同様1分 間1,000回 転, 5分

間遠沈 しその沈渣を用いた.

2.実 験方法

1)一 般性状　細胞数並びに細胞百分比は非病的

腹水 と同様な方法で求め,蛋 白量 は日立血清蛋白計

を用いて測定 し,比 重,リ バルタ反応は型の如 くに

行なつた.

2)生 体染色,墨 粒貪喰　第1編 と同様 に行なつ

た.

3)T. P. T.反 応　 上 記 沈 渣 の1滴 を 載物硝子

上 に採 り,こ れに1.0% T. P. T.生 理的食塩水溶液

1滴 を加 えて混和 し,こ れを被覆硝子で被い,周 囲

をパ ラフ ィンで 封 入 して, 37℃ 孵卵器中に保存す

る.観 察 は染色1時 間後孵卵器よ り取 り出して室温

にて検鏡 した.判 定 に就 い て は 個 々の細胞 により

T. P. T.顆 粒の出現数に多少があ り,又 腫瘍性腹水

以外 の腹水細胞にも認 め られ るこ とが あるので,

 T. P. T.顆 粒の染色状態 により図1の 如 く染色度を

0～5度 に分 け て 次 の 如 く判定 した.即 ち染色度

図1　 T. P. T.染 色 度

4～5度 の細胞 を 標 本 中 に1個 以上認める場合を

T. P. T.反 応 陽性(腫 瘍 性 疾 患), T. P. T.顆 粒を

認 めないか,染 色度2度 以下で染色率の低 い場合を

T. P. T.反 応陰性(非 腫 瘍 性 疾患)と し,染 色度3

度 の細胞を1個 以上認め る場 合及び染色度2度 の も

のを高率(70%以 上)に 認 め る場合をT. P. T.反

応疑陽性(腫 瘍 性疾患の疑い)と した.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 一般性状並び に細胞構成

1.一 般 所見

概観す ると表1の 如 く平 均蛋白量3.36g/dl,細

胞数平均584/mm3で,非 病的 腹水,結 核性腹水よ

り少な く,肝 硬変,ネ フローゼ,心 不全の各腹水 よ

り多い.細 胞構成では腫瘍細胞の出現,食 細胞の比

較的減少,好 中球,漿 膜細胞,印 環細胞の増加 が特

徴的であ る.併 しこれを個 々の症例 に就いて観察す

ると比 重1008～1027,蛋 白量0.89～7.14g/dl,細

胞数15～2300/mm3と 著 る しい 開 きがあ り,リ バ

ルタ反応 も陰性 の場合があつて一定せず,他 疾患腹

水 に比 し遙 かに複雑多様であり,更 に腫瘍細胞の出

現率は0～88.8%と 大きな差 があ るので一概に云え

表1　 腫 瘍 性 腹 水
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ないが,腫 瘍細胞の出現率 によ り検討す ると次の如

くかな り明瞭に分類することが出来る.

2.腫 瘍細胞 の出現率 による分類

腫瘍細胞の出現率 は33例 中最高88.8%,最 低0で,

この中腫瘍細胞の出現 しない ものを4例 認めている

が,こ れを詳細 に観察す ると出現率の非常 に少 ない

場合(5%以 下)と 多い場合(20%以 上)に 大別 出

来 るので,前 者を第1群 腹水,後 者を第2群 腹水 と

呼べば,第1群 は胃癌 その他 による腹水 の場合であ

り,第2群 は各種癌性腹膜炎及び体腔上皮種の腹水

表2　 各種 腫瘍性腹水の一般性状並 びに細胞構成

である.先 づ第1群 腹水では表2の 如 く比重1008～

1020,リ バルタ反 応 は 屡 々陰 性で,平 均蛋 白量は

2.48g/dl,細 胞数平均461/mm3で 肉眼的 に非血 性

の腹水が多 く,細 胞構成 では好 中球が平均17.0%で

多 く,次 いで漿膜細胞の増加をみ るが,腫 瘍細胞は

平均1.5%,印 環細胞は平均1.3%で 少 ない.こ れに

対 し第2群 腹水で は肉眼的に血性乃至溷濁液が多 く,

比重1018～1027,リ バ ル タ反 応 陽性,平 均蛋白量

5.0g/dl,平 均細胞数817/mm3で 何れ も前者よ り多

く,細胞構成で は常時高率(平 均47.1%)に 腫瘍細

胞の出現 をみた.従 つて腫瘍性腹水 には腫瘍細胞の

出現す る場合 と然 らざる場合が あるので,腫 瘍細胞

又は腫瘍細胞性 印環細胞の確認を直接徴候 と し,そ

れ以外の細胞学的特性を間接徴候 として以下述べる.

第2節　 直接徴候

1.腫 瘍細胞の生体染色並 びに墨 粒貪喰所見

a)腫 瘍細胞 の一般所見

細胞は一般に大 き く,重 厚感 あり,胞 体縁 は極 め

て明瞭で,屡 々クラッカー状,鬚 状,舌 状等多様の

偽足 を認め,細 胞質 には顆粒多 く,核 は優勢で核膜

特に厚 く,核 小体は大 き く大小不同で ある.生 体染

色では癌細胞の種類或いは機能により種 々の所見 を

呈するが,中 性赤顆粒 は平均 して大き く,又 大小不

同が著明で屡 々巨大な中性赤顆粒 を認め,そ の分布

様式 は核偏在性の ものでは細胞質の広い側に集簇 し

(A型 分布),そ の他核周辺に多数存在す るもの(B

型分布),胞 体内に 散布 するもの(C型 分布)或 い

は胞体の1ケ 所 に孤立性の もの(E型 分布)等 があ

り,中 性赤顆粒数は一般 にA, C型 分布では多いが,

 B, E型 分布で は少ない.色 調 は濃 紅 色乃至暗赤色

で,一 般 に中性赤に良染するが,老 化変性細胞では

淡 く,鮮 明な顆粒像を欠ぎ,屡 々胞体染色を認め る.

次にヤ緑顆粒 は微細点状乃至糸状で,青 緑色に濃染

し,細 胞 によつては淋 巴球の ものよ り粗大な ものも

あ り,こ れ らの細胞で はヤ緑顆粒は大小不同で ある.

又症例 により特 に大 きな ヤ緑特殊顆粒(大,中 型食

細胞の中性赤大顆粒大)を 認めることもある.そ の

分布は核の偏在す るものでは中性赤顆粒 同様細胞質
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の広い側 の核傍 に密在するが,一 般 に核周辺部に調

密であ る.以 上を第1群,第2群 腹水 別に観察す る

と第1群 で は老化変性細胞が多 く,細 胞は汚穢で,

多数の変性顆粒 を認め,中 性赤顆粒は少 な く上記老

化変性細胞の染色像を呈す.又 ヤ緑顆粒は主 と して

核周辺部 に存在するが,第2群 の細胞 に比 し少ない.

中性赤,ヤ ーヌス緑両染 色 と も表3, 4の 如 く培養

表3　 第1群 腹水腫瘍細胞中性赤染色

表4　 第1群 腹水腫瘍細胞 ヤーヌス緑染色

後1時 間前後で染色度最高 とな るが,平 均染色度 は

第2群 の細 胞よ り低 く,染 色時間 も短か く9～10時

間で脱色す る.次 に第2群 で は変性細胞 は少な く.

屡 々偽足運 動を認 め,中 性赤染色は濃染 し,時 間の

経過 につれて染色顆粒の増加並びに遍満化を認め,

 3時 間後では暗赤色の顆粒が胞体内に充満するもの

もみ られ る.こ の状態は培養後5時 間頃 まで持続 し, 

6時 間頃よ り裾色を認め るが,良 染 した細胞では染

色時間 は12～15時 間 に及ぶ.ヤ ーヌス染色は培養後

1時 間で染色度最高 とな り,ヤ 緑顆粒 は暗緑色 に濃

染 し,核 周辺 部並 びに核前庭部 に稠 密で ある.時 間

の経過 と共 に染色度 は低下す るが,中 性赤染色同様

第1群 の ものよ り染色時間長 く,脱 色 は培養後12時

間前後であ る(表5, 6図2, 3).墨 粒貪喰は一般

に腫瘍細胞では見 られず,こ れは屡 々他細胞 との鑑

表5　 第2群 腹水腫 瘍細胞中性赤染色

表6　 第2群 腹水腫瘍細胞ヤーヌス緑染色

図2　 腫瘍細胞中性赤染色度経過曲線

図3　 腫瘍細胞ヤー ヌス緑染色度経過曲線
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別に役立つ.し か し私 は多数の腫瘍性腹水中,腺 癌

3例,膠 様癌1例 の少数癌細胞 に墨粒貪喰像 を認め

た.こ の特異所見 は何れ も第2群 腹水中の もので,

培養5～6時 間後 に忽然 と1～2ケ の円形な墨粒子

を発見 した.墨 粒 貪喰実験で は墨粒子の貪喰 か,附

着かと云 うことは慎重 に区別 しなければな らないが,

上記の所見は仔細な観 察によつて明 らかに貪喰像 と

考えられ,腫 瘍細胞の機能異常 によ るものと思われ

る.

b)各 種腫瘍細胞の特徴

腫瘍細胞 は組織学的に種々分類 されているが,腹

水中にも形態的,機 能的に明 らかに異 なつた種類の

細胞を認めるので,こ れ らを一応病理組織所見 に基

いて分類 し,そ れぞれの腫瘍細胞の生態観察上の特

性に就いて述べ る.

1)腺 癌細胞

胞体円形で,大 小多様あ り,屡 々癌巣形成を認め

る.細 胞質 は清明で,大 空胞 を作 り易 く,核 は偏在

性で,核 胞体比は比較的小 さい.中 性赤顆粒 は小乃

至中型で濃紅色に良染 し,胞 体 に空胞形成の見 られ

るものでは中性赤 巨大顆粒を認 め,細 胞質の広い側

の核傍に集籏 し,こ こか ら核周及び胞体 内え散布す

る傾向がある.時 間の経過 によ り中性赤顆粒の多少

の膨化を認め るが,胞 体 内えの遍満化は見 られない.

ヤ緑顆粒 は中性赤顆粒の集簇す る核傍及び核周辺 に

密在 し,稍 々粗大であ る.

2)単 純癌細胞

胞体円形で大 き く,胞 体縁 は短毛状突起で囲まれ,

細胞質には多数の不染顆粒を認める.核 胞体比 は大

きく(核 優勢),核 には2～3ケ の 大 きな核小体が

ある.中 性赤染色度は低 く,中 性赤小顆粒を核周辺

或いは細胞質 の一ケ所 に集合性に認める.ヤ 緑顆粒

は大小不同で細胞質一面 に多数存 在す るが,や はり

核周縁 に稠密であ る.

3)硬 性癌細胞

胞体 は小 さ く円形で,辺 縁には短毛状突起を認め,

細胞質には不染顆粒多 く,核 は優勢で,核 小体 は大

きく明瞭である.中 性赤顆粒は小 さ く,同 大で,暗

赤色に濃染 し,点 状のヤ緑顆粒 と共に多数胞体内に

散布 している.

4)膠 様癌細胞

腺癌腹水中に多数出現 し,癌 巣形成 をなす ものが

多い.細 胞質 はコロイ ド状で,顆 粒を認めず,核 並

びに核小体は不 明瞭であ る.中 性赤染色性 は一般 に

極めて低 く,少 数の中性赤小顆粒を核周の一部に認

め る程度で,染 色顆粒陰性の もの も少な くない,ヤ

緑顆粒 は粗大で各細胞 に明瞭に認め られるが,核 周

部にのみ少数存在 し,中 性赤染色 と共 に特異 な所見

を呈す.

5)肝 癌細胞

胞体大 き く,細 胞質 には屡 々光輝性 の強い同大の

極 めて特異な顆粒が充満 し,核,核 小体 ともに不明

瞭で ある.中 性赤顆粒 は光輝性顆粒の間に微細な も

のを少数認めるもの もあるが,染 色率 は極めて低い.

ヤ緑顆粒は胞体一面 に光輝性顆粒の間隙に多数認め,

微小である.

6)体 腔上皮腫細胞

核膜稍々薄 く,核 偏在性で,又 屡 々多核を認め,

胞体 は他の腫瘍細胞 に比 し重厚感少な く,漿 膜細胞

の移行型 と考え られるものもあり,一 般に腫瘍細胞

の性格に乏 しいが,偽 足運動 は活溌で クラッカー状,

花弁状,舌 状等多彩な運 動を行ない,こ れによつて

も本細胞の診断は容易である.又 本細胞は空胞化が

盛んで屡 々大空胞 を認め,印 環細胞化の傾向が強い.

中性赤顆 粒は濃紅色清明で,空 胞形成のない細胞で

は小.中 型顆粒が核前庭部に集籏す る傾 向を認 める

が,空 胞形成著明な細胞で は染色顆粒は大小不揃い

で,屡 々中性赤巨大顆粒 を認め,核 前庭部をは じめ

胞体内全体に分布する.ヤ 緑顆粒 は微細点状で,核

周辺部並 びに中性赤顆粒集合部 に稠 密で ある.

7)細 網内皮腫細胞

体腔上皮腫細胞同様重厚性 に乏 し く,細 胞質 は清

明で顆粒少な く,核 優勢で核膜,核 小体 は癌細胞に

比 し不明瞭で ある.核 周 には特有の屈光性の強い リ

ポイ ド顆粒を認め る.中 性赤顆粒は小 さ く.色 調淡

く,ヤ 緑顆粒 は粒状乃至短桿状で両者 とも核周部に

多い.

2.腫 瘍細胞性印環細胞の生体染色並びに墨粒貪

喰所見

a)腫 瘍細胞性印環細胞

胞体縁境界明瞭で,立 体感 あり,原 形質 には顆粒

少な く,核 は楕円形 に変形 し,核 膜厚 く,空 胞部

は粘液様で腫瘍細胞の性格を備えている.腺 癌,体

腔上皮腫腹水 中に多数出現 し,体 腔上皮腫腹水では

屡 々空胞の重な りあつた ものを認める.中 性赤染色

は良染 し,原 形質には腫瘍細胞同様多数の中性赤顆

粒 を認め,又 空胞部が中性赤 に染色性の ものがあ り,

体腔上皮腫腹水では腫瘍細胞性印環細胞の20～30%

に認め られる.ヤ 緑顆粒は核周辺部に多い.生 体染

色の時 間的経過 は腫瘍細胞に順ず るが,中 性赤に染
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色 された印環細胞 は淡紅色で中性赤顆粒よ り淡 く,

褪色 も早い.墨 粒 貪喰 は見 られない.

b)食 細胞性印環細胞 との区別(表7)

従来印環細胞の出現 は腫瘍性腹水 に特有 な所見 と

され ていたが,多 数 の各種疾患腹水を検索 した結果,

表7　 腫瘍細 胞性印環細胞と食細胞性 印環

細胞の区別

腫瘍細胞由来の ものと食細胞由来の ものと2種 類あ

り,後 者は腫瘍性以外の腹水中にも出現 し,就 中肝

硬変症腹水 中には高率に認 められ る事が明らかにな

つたので,こ の両者 は腹 水診断上厳重に区別されね

ばな らない.教 室 の入江25),嘉 村28)は 組 織培養及

び位相差顕微鏡による生態観察で,両 者の間に有意

な差 を認めてお り,又 私の検索による墨粒貪喰所見

も異な るので,こ れ らを綜合すれば容易に区別出来

るが,就 中次の諸項 目は鑑別上重要である.

1)腫 瘍細胞性 印環 細胞(A)に は腫瘍細胞の性

格があ り,食 細胞性印環細胞(B)に はない.

2)Aに は偽足な く, Bに はある.

3)Aの 空胞は立体的で重な り合 うものがあり,

又内容は粘液様で あるが, Bで は平面的で,内 容は

水様で ある.

4)Aに は墨粒貪喰能 はないが, Bで は強い.

3. T. P. T.反 応(表8)

腫瘍細胞の確認 され る腹水11例 中, 7例 の腹水腫

表8　 腫 瘍 性 腹 水 のT. P. T.反 応
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瘍細胞に本反応陽性 を認め,陰 性 例は何れ も腫 瘍細

胞の出現率が極めて低 い場合である.染 色後30分 頃

からT. P. T.顆 粒の出現を認め, 1～2時 間で染色

を完了する.平 均染色度は最大2.48,最 小0で,こ

れは染色率の最大92%,最 小0と 平行 し,腫 瘍細胞

の出現率の高い 時程 この 両 者 も大となつてい る.

 T. P. T.顆 粒は暗赤色,同 大で食細胞 のものよ り稍

々小さ く,胞 体一面に多数存在 し,時 間 の経過によ

り多少の膨大を認 む.染 色度は3～4度 で5度 は少

な く,染 色時間は10時 間後頃まで最高染色状態を持

続 し,以 後褪色著 明とな る.

第3節　 間接徴候(表9)

前述の如 く腫瘍 細胞の確認 される場合には腫瘍性

表9　 腫瘍性腹水の特異所見

腹水の診断は極 めて容易であるが,確 認 されない場

合でも腹水性状,細 胞構成並びに細胞学的所見 より

多数の腫瘍性腹水の特性が認め られるので,こ れ ら

を間接徴候と して述べ る.

1.腹 水性状並びに細胞構 成

腫瘍細胞の出現率の極めて低 い第1群 腹水 に就い

て観察す ると,細 胞数 は平均461/mm3で,結 核性,

非病的腹水よ り遙 かに少な く,肝 硬変,ネ フローゼ,

心不全の各腹水に比べ るとかな りの増加 であ り,蛋

白量は平均2.488/dlで 心不全を除 くと細胞数 と同

じ傾向が見 られる.細 胞構成では好中球の著明な増

加(平 均17.0%)が あ り,次 い で漿 膜細胞(平 均

3.0%),印 環細胞(平 均1.3%)の 比 較 的 増加をみ

る.又 赤血球の多い時 には腫瘍 を一応 疑が うのは常

識であ り,こ れ も間接徴候の一つ と見做 され るが,

中には腫瘍細胞の多数 出現するにも不拘,全 然赤血

球を認めない場合(全 例中3例)も あるので確定的

で はな く,従 つて他の細胞学 的検索を忽がせにする

ことは出来ない.

2.腫 瘍細胞以外の細胞の生体染色並びに墨粒貪

喰

a)食 細胞

大,中 型食細胞に著変を認めるので これ らの細胞

を中心 に述べ る.胞 体には粗大顆粒が出現 して汚な

く,偽 足運動は不活溌 である.生 体染色では中性赤

染色性亢進 し,培 養後1時 間で既 に暗赤色に濃染 し

た中性赤顆粒を多数認め,胞 体内に不規則に散布す

る(C型 分布).中 性赤 顆粒 は時間の経過につれて

更 に増加,膨 大 して,胞 体内に充満性 とな り(D型

分布),培 養後2～3時 間 には 赤 く塗 りつぶされた

様な細胞 も現われる.こ の状態 は4～5時 間後 まで

持続 し, 6時 間後頃よ り褪色著 明とな り, D型 細胞

も減少す る.中 性赤顆粒は他腹水食細胞に比 し濃染

し,染 色時間 も長いが,色 彩暗赤色で汚ない.以 上

中性赤染色性の亢進,色 彩汚穢なD型 食細胞の増加

及び染色時間の延長等 は本腹 水に特有な所見で ある

(表10).第2群 腹水では培養後最高平均染色度に達

表10　 第1群 腹水大,中 型食細胞中性赤染色

する時間が第1群 食細胞よ り遅 く,中 性赤染魚性は

更 に亢進 して おり,平 均染色度高 く,染 色時間 も長

い(表11・ 図4).ヤ ーヌス緑染色(表12, 13・図5)

は培養後1時 間で平均染色度最高 とな るが,非 病的



2010 小 松 原 利 繁

表11　 第2群 腹水大,中 型食細胞中性 赤染色

図4　 腫瘍性腹水大,中 型食細胞中性赤染

色度経過 曲線

表12　 第1群 腹水大,中 型食細胞ヤーヌス緑染色

表13　 第2群 腹水大,中 型食細 胞ヤーヌス緑染色

図5　 腫瘍性腹水大,中 型食細胞ヤーヌス

緑染色度経過曲線

腹水並びに各種疾患腹水の食細胞 を通 じて最 も低 く,

染色時間 も非病的腹水食細胞より稍々短かい.

尚,本 腹水 中の食細胞には1～2ケ のヤーヌ

ス緑 に染色 された大型顆粒(中 性赤大顆粒)

を認めることがあり,こ れ は腫瘍性腹水に特

異な所見であ る.第2群 の食細胞で はヤーヌ

ス緑染色度稍 々高 く,非 病的時よりも高い.

墨粒貪喰は培養後1時 間では貪喰率低 く,数

ケの墨粒子 を認めるに過 きないが,時 間の経

過 と共に貪喰率 上昇 し,墨 粒子 の増加及び膨

化 によつて6時 間後 には細胞質 は略同大の墨

粒子により満た され, 9時 間後には貪喰率,

貪喰度 とも最高 とな り,墨 粒子の充満により

核,原 形質の認 められな くなつ た超貪喰細胞

も現 われ る.こ の状態は12時 間後頃まで持続 し,こ

の頃か ら高度貪喰細胞 の崩壊 により多少平均貪喰度

の低下をみるが,墨 粒子の放 出は欠如 している.墨

粒貪喰能の亢進及び超貪喰細胞の出現 は本腹水の間

接徴候 とな り得 る(表14).第2群 食細 胞では貪喰

表14　 第1群 腹水大,中 型食細胞墨粒貪喰

能 は更に亢進 してお り,平 均貪喰度も高い(表15・

図6).

小型食細胞は中性赤染色性,墨 粒貪喰能ともに低

く,非 病的腹水並 びに他疾患腹水 と有意な差を認め

ない,
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表15　第2群 腹水大,中 型食細胞墨粒貪喰

図6　 腫瘍性腹水大,中 型食細胞墨粒貪喰

経過 曲線

b)印 環細胞

肝硬変症腹水 と略々同率に出現す るが,本 腹水で

はこの中腫瘍細胞性印環細胞を何%か 認め,又 印環

空胞が中性赤 に染色性の食細胞性印環細胞が肝硬変

症腹水 より少ない.墨 粒貪喰能 は旺盛であるが間接

徴候 として有意な所見 はみ られない.

c)漿 膜細胞

肝硬変症腹水に次いで多数出現す るが,肝 硬変の

ものに比 し胞体汚 な く,細 胞質 には粗大顆粒 を認め,

偽足運動 も少ない.中 性赤染色 は本来陰性で あるが,

本腹水中では約50%に 中性赤顆 粒を認め,そ の数は

少な く,大 小不定で ある(表16, 17).ヤ 緑顆粒 は粒

状乃至短桿状で濃 緑色に良染 し,核 周に多 く,核 偏

在性のものでは核 周のみな らず細胞質 の広い側の核

傍に集籏 し,分 布 は稍 々不規則 で,肝 硬変の ものの

如き核周に同心円的な配列は乱れてい る.染 色率,

染色度は肝硬変の場合よ り低 い(表18, 19).墨 粒貪

喰能は本来欠如 してい るが,第2群 腹 水中で は屡々

比較的大 きな墨粒子を1～2ケ 認める.

表16　 第1群 腹水漿膜細胞中性赤染色

表17　 第2群 腹水漿膜細胞 中性赤染色

表18　 第1群 腹水漿膜細胞 ヤーヌス緑染色

表19　 第2群 腹水漿膜細胞 ヤー ヌス緑染色
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d)好 中球

細胞質には粗大顆粒を多数認め,核 は萎縮し,遊

走機能も衰え変性が早い.中 性赤染色度は他腹水の

ものより稍 高々 く,培養初期より暗赤色汚穢な中性

赤顆粒を多数認め,ヤ 緑顆粒は色調淡く褪色が早い.

墨粒貪喰能は低下し,一部の細胞に少数認めるに過

ぎない.

3. T. P. T.反 応

腫瘍細 胞以外の細胞では大,中 型食細胞 に陽性反

応 を認 め,そ の他の腹水細胞 には余 り染色がみ られ

ないので対象にな らない.さ て腫瘍性腹水12例 中10

例 の食細胞に本反応陽性を認 めたが,陰 性2例 は大,

中型食細胞が極めて低率のため判定不能 な症例であ

つた.食 細胞の平均染色度は0.42～4.28で 腫瘍細胞

同様染色率21～100%と 平行 して お り,染 色度5度

の細胞 も多数存在 し,平 均染色度 は腫瘍細胞 よりむ

しろ高 い.特 に注 目され る事は表7,症 例10の 如 く

腫瘍細胞を認めない場合の陽性反応で,こ れ は有意

な間接徴候である.さ て,一 方非病的腹水及び非腫

瘍性疾患腹水に於いて は,腫 瘍性腹水の場 合と同様

大,中 型食細胞にT. P. T.顆 粒 を 認 め るもの もあ

るが,染 色度1～2度 で,何 れ も本反応陰性であつ

た.

第4章　 総 括 並 び に 考 按

腫瘍性滲出液中の腫瘍細胞に関す る従来 の研究の

主な もの として は 千田,中65),山 田86),田 坂79)等

の業蹟があるが,こ れ らは何れ も固定染色或い は頻

死の状態に於 ける細胞観察であるため,腫 瘍細胞の

多数出現 する場合は別 と して,出 現率の極 めて少な

い場 合にはこれ等の所見によ る腫瘍細胞の確認は決

して容易 とは云えない.又 腫 瘍細胞以外の細胞に関

して も千 田,中64)の 記載 が あ るが,こ れ も塗抹染

色並びに超生体染色 によるものであ り,又 他種腹水

との比較 が行なわれな いので,腫 瘍細胞の確認 され

ぬ時 の腫瘍性腹水の診断には役立たない.従 つて私

は腫瘍性腹水の物理化学的吟味 に加 えて,第1編 同

様生体染色並びに墨粒貪喰を中心 とした本腹水細胞

の組織培養によ る生態観察を行ない,腫 瘍細胞は勿

論,そ の他の細胞の本腹 水に於け る特性を検討 し,

更にT. P. T.反 応を 応 用 して,こ れ等の所見 を非

病的並び に非腫瘍性疾患腹水の所見 と比較検討 し,

以て本腹水の診断を試 みた.

先づ腹水性状及び細胞 構 成 に就いて,田 坂79)は

腫瘍性 滲出液15例 を検索 して比重1014～1024,平 均

蛋 白量5.1%,細 胞 構 成 は好 中球26.3%,淋 巴球

24.4%,腫 瘍 細 胞23.6%,単 球13.4%,漿 膜細胞

10.5%で 印環細 胞 は少 ない と述べ,山 田86)は細胞

数1290～4427/mm3で 全例 に 淋 巴 球,一 部に好中

球 の増加 を認めてい るが,腫 瘍細胞の検出は13例中

8例 で最 高 出現 率 は1.8%で あ つたと云 う.又 千

田62)は14例 中6例 に腫 瘍 細 胞を認め,腫 瘍性腹水

の主要男を占め る細胞 は単球で特に巨大型が多いと

述べている.私 は各種腫瘍性腹水33例 を検索 して表

1の 如 き所見を得た.即 ち群硬変,ネ フローゼ,心

不全の腹水 に比 し,平 均蛋白量,平 均細胞数は多 く,

細胞構成 ではその特徴 として腫瘍細胞の出現及び好

中球,漿 膜細胞,印 環細 胞の比較的増加を認めた,

又食細胞 は平 均58.1%(こ の 中,小 型食細胞36.5

%)で 田坂,山 田の単球組織球よ り遙かに多い.こ

れ は田坂,山 田では貪喰細胞の少ない反面淋巴球の

増加がみ られているが,塗 抹染色で は小型食細胞 と

淋 巴球は相似 して屡 々鑑別困難な事があるので,氏

等の場合両細胞の混同が疑がわれ る.以 上腫瘍性腹

水 は症例 により物理化学 的性状に も,細 胞構成上に

も大 きな差があ り,腫 瘍細胞の出現率 も0～88.8%

と多種多様で一概には云えないが,全 体を通 じてみ

ると一定の傾 向 が み られ る.私 は本腹水を腫瘍細

胞の出現率により5%以 下 と20%以 上に大別するこ

とが出来たので,こ れらを第1群,第2群 腹水に分

類すると,第1群 は再癌,胆 管癌その他による細胞

数の少ない腹水であ り,第2群 は癌性腹膜炎による

細胞 数の多い滲出液で,そ の他の所見 も表2の 如 く

かな り明瞭に分け ることが出来た.次 に細胞学的所

見 に就いて,腫 瘍細胞の 出現 を直接徴候,然 らざる

場合の細胞構成及び細胞学 的特異所見を間接徴候と

して述べ る.

直接徴候:田 坂79)は 腫 瘍 細 胞の少ない場合に

は漿膜細胞 との鑑別が困難であると云い,又 癌細胞

の特徴 として胞体大き く,形 体の不規則性が著明で,

屡 々空胞形成 を認め,核 は大き く核構造粗剛で,著

明な核小体を認め ることを 挙 げてい る.由 田86)は

腫瘍細胞を定型的な来分化細胞 と腺癌より分化 した

ものに分け,全 般的に核内容の増加及び染色質の不

規則な分布,核 小体の大小不同,貪 喰能の欠如等を

特徴 として他細胞 と区別 し,又 前者では細胞縁を欠

如 してい るが,後 者で は細胞縁を認め,空 胞形成が

盛 んであ る と述 べ てい る.千 田65)は腫瘍細胞はペ

ルオキシダーゼ反応 及び墨粒貪喰陰性で,胞 体縁に

著 明な可逆 的変化を行な う突起運動 を認めるが,単
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球様細胞ではペル オキ シダーゼ反応並びに墨粒貪喰

陽性で,胞体縁には良 く変形す る花弁状,鞭 毛状偽足

を認め,又漿膜細胞はヤ緑顆粒粗大で,核 周に特異な

配列をな し,突 起運動の徴弱なこと等よ り腫瘍細胞

とこれ等の細胞 とを鑑別 している.教 室福 田(源)15)

は塗抹染色標本によつて従来か ら伝 えられている腫

瘍細胞の特徴を再 吟味 して,特 に核小体の異常,染

色質の増加,胞 体 縁及び核境界 所見 が最 も重要 な診

断根拠 とな る と云 い,又 教室入江25),嘉 村28)は 本

細胞の生態観察を行なえば細胞形態,細 胞構造.偽

足運動等 から塗抹染色 とは比較にな らぬ程本細胞 の

診断は容易であると述べている.そ こで私 は生体染

色並びに墨粒貪 喰を中心 と して本細胞の生態観察 を

行なつた.腫 瘍細胞は形 態的に も生体染色所見で も

多種多様であるが,全 体を通 じてみ るとこれ等 には

共通の性格が認め られ る.即 ち,細 胞は一般 に重厚

感があり,胞 体縁は境界明瞭で,屡 々クラッカー状,

鬚状,舌 状等特殊な偽足を認め,核 は大 き く,核 膜

厚 く,核 小体は大小不 同で ある.更 にこれを詳細に

観察すると第1群 では細胞質に変性顆粒多 く,胞 体

汚穢で,偽 足運動 は低下 してい るが,第2群 で は変

性細胞少な く,活 溌な偽足運動を認める.生 体染色

は他細胞に比 し一般に中性赤顆粒大き く,大 小不同

性で,胞 体内に散在するC型 分布が多 く,又 核偏在

性のものでは細胞質の広 い側の核前庭部 に群 在 して

いる.染 色度は細胞の種類 によ り異な るが一般 に良

染する.ヤ 緑顆粒 は大小 不揃いで,中 性赤染色性が

細胞種により著 しい差があるの に比 し,各 細胞に多

数認め,核 周辺部 に多在 する.こ れを分類別にみる

と第1群 で は中性赤,ヤ ーヌス緑共に染色性低 く,

中性赤顆粒 は色調淡 く,数 も少ないが,第2群 では

多数暗赤色 に濃染 し,染 色時間 も長い.こ の両者の

相違は第1群 細胞が腹 水中に脱落 して長時間を経過

した老化細胞が多 いのに対 し,第2群 細胞 は広 範囲

な漿膜面の病巣から播種 された新生細胞が多いため

と思われ る.以 上 の腫 瘍 細 胞の 特 性 は山田86),田

坂79),福 田(源)15)等 の塗抹染色 所 見 に於け る特性

及び千 田65),武 田75)等 の超生体染 色所 見に 於け る

特性 とも共通 している点 もあ るが,私 の生態観察に

よれば本細胞の特徴 は更に明瞭に確認 される事が明

らかである.

遊離腫瘍細胞の組織学的分 類 に就いて は,綾 部6)

の胃液中の胃癌細 胞の分類があるが,私 は一応病理

組織学的所見に基づいた腺癌,単 純癌,硬 性癌,膠

様癌,肝 癌,体 腔上皮腫,細 網内皮腫の各細胞 に就

いて生態観察に基 く鑑別を試みた.先 づ腺癌細胞は

屡 々癌巣形成をな し,胞 体清明で顆粒少な く,空 胞

化の傾 向著明で,生 体染色 は良染 し,粗 大なヤ緑顆

粒を認 ある.単 純癌細胞は胞体に不染顆粒多 く,核

特 に優勢で,中 性赤染色性 は低 く,ヤ 緑顆粒 は大小

不同である.硬 性癌細胞は胞体小型で,同 大の中性

赤顆粒がヤ緑顆粒 と共に多数胞体 内に散布 している.

膠様癌細胞 は細胞質 コロイ ド状で殆ん ど顆粒を認め

ず,核,核 小体は不明瞭で,ヤ 緑顆粒は稍 々大き く

核 周に少数存在 し,中 性赤顆粒は屡 々欠如 している.

肝癌細胞は特異な光輝性の強い大きな不染顆粒が細

胞質 に充満 し,そ の間隙に微小なヤ緑顆粒を多数認

めるが,中 性赤染色性は極めて低 い.体 腔上皮腫細

胞は細胞膜,核 膜共 に薄 く,一 般 に腫瘍細胞の性格

に乏 しく,又 漿膜細胞 との移行型 もみ られるが,ク

ラッカー状,花 弁状,鞭 毛状等特有な偽足を認め る.

生体染色度は高 く,中 性赤顆粒 は大小不問性著 るし

く屡々中性赤巨大顆粒を認あ,印 環細胞化の傾向は

腺癌よ り更に強い.細 網 内皮腫細胞は生体染色性低

く,核 周に認め られ る屈光性 の強い リポイ ド顆粒が

特徴である.

次に印環細胞 は従来腫瘍性腹水に特有な所見 と考

えられていたが,千 田64) 65)は腫 瘍 性 腹水には腫瘍

細胞由来 と食細胞由来のものが混在することを認め,

私 も両者を略 々同率に検 出したが,体 腔上皮腫及び

腺癌腹水 中では腫瘍細胞性印環細胞を多数認めた.

両者の鑑別 は表7の 如 くで,そ れぞれ原細胞の性格

を備えているのでその鑑別 は容易であ る,尚 腫瘍細

胞の墨粒貪喰は本質的には陰性であるが,稀 に1～

2ケ の墨粒子を貪喰 した機能異常細胞がある.

間接徴候:細 胞構成では好 中球,漿 膜細胞の増

加及び印環細胞の出現が特徴である.尚 肉眼的に血

性腹水は一応間接徴候 となるが,私 の経験では腫瘍

細胞を多数認めたにも不拘,赤 血球の殆んど認めら

れなかつた場合が3例 あり,従 つて肉眼的非血性腹

水といえ ども細胞学的吟味を忽がせ にすることは出

来ない.構 成細胞に就いては本腹水の多数を占める

食細胞の中,大,中 型食細胞 は非病的及び非腫瘍性

疾患腹水の もの に比 し胞体汚な く.多 数の粗大顆粒

を認 め,中 性赤染色は亢進 し.短 時間で染色を完了

して暗赤色に濃染 した中性赤顆粒を多数認め,胞 体

が赤 く塗 りつぶ された様 に見 えるものも少な くない.

ヤーヌス緑染色 は他腹水食細胞 に比 し低下 している

が,ヤ ーヌス緑 に染色 された大 きな円形の特殊顆粒

を1～2ケ 認めることがあり,こ れ は本腹水に特有
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な所見であ る.墨 粒貪喰は貪喰率,貪 喰度 とも他腹

水 の ものよ り高 く,墨 粒子 が胞体内に充満 した超 貪

喰細胞 も多数み られ る.印 環細胞(食 細胞性)に 就

いては,本 細胞の増加 している場合には肝硬変症腹

水 と鑑別を要 するが,肝 硬変時では空胞部が中性赤

に染色性の ものが多いのに対 し,本 症で は少ない.

又本細胞の墨粒貪喰は著明であ るが間接徴候と して

の特色はみ られない.漿 膜細胞は本来中性赤染色陰

性であるが,本 腹水 では約50%に 中性赤顆粒を認め,

ヤ緑顆粒 は固有の同心 円的な配列が乱れ稍 々不規則

とな り,細 胞質には粗大顆粒多 く,偽 足運動は低下

している.好 中球 も胞体に粗 大顆粒を認め汚な く,

ヤーヌス緑染色及 び墨粒貪喰は低 下 してい る.

以上 の各細胞学的特異所見 は腫 瘍細胞以外の細胞

に就 いて,細 胞学的吟味の全 く顧 りみ られていない

現在,腫 瘍細胞の認め られな い場 合の本腹水診断上

有力な間接徴候 とな り得る ものである.尚,本 腹水

の食細胞では中性赤染色,墨 粒貪喰 ともに著 明に亢

進 してお り,こ れは教室大藤等49) 50)が骨髄好 中球の

組織培養で,中 性赤染色及び墨粒貪喰は細胞機能 と

関係があ り,中 性赤染色 は細胞の生活力の低下 した

もの程早期 に高度の染色を し,早 期 に褪色 し,墨 粒

貪喰は細胞機能の低下す るに従つて貪喰能 も低下す

ると述べ,又 教室 川野29)が単球性白血病患者骨髄培

養 に於 いて,単 球 に於いて も機能減弱せ る場合には,

中性赤生体染色,墨 粒貪喰共 に上記好 中球の場合 と

同様の態度 を示す事を認めている所 とは一致 しない.

これは本腹水 では腹水 中に遊 出している腫 瘍毒 によ

る細胞 の機能異常乃至低下のある事が当然考え られ

るが,一 面本腹水中の細胞の新陳代謝 はかな り活溌

に行なわれ,非 病的腹水の場 合の如 く老化変性によ

る機能 の低下が少ないので,機 能異常のあ り方が複

雑 であ り,従 つて生態観察に於 ける機能異常の表現

に特殊性がみ られる ものと思 われる.

次 にT. P. T.反 応 は最初御園生5) 36) 37)が 本反応

を用いて腟分泌物 か ら子宮癌 の診断を試み,好 成績

を挙 げて以来,黒 須等35)は 胃癌,食 道 癌 の検出に

応用 し,高 瀬80),岩原26)等は胃液による胃癌 の早期

診断を試みている.私 は腹水 に応用 して腫瘍性腹水

の診断を試 み,表8の 如 き所見を得た.即 ち本反応

は腫瘍細胞の 出現 時は勿論,そ の認め られな い場合

で も腫瘍性腹水では常時陽性反応を呈するので,間

接徴候 と して極めて有意義である.し か しT. P. T.

顆粒 は腫瘍細胞及 び大,中 型食細胞に多数 出現 し,

その他の細胞では少数か全 く認 められないので,上

記陽性細胞の低率 に しか存在 しない場合には判定 は

不 能 で あ る.尚,腫 瘍 性疾 患 以 外 の腹水中にも

T. P. T.顆 粒を認 めることがあ るが,こ の場合の染

色率,染 色度 は共に極低度であるため,私 の判定方

法によれば,腫 瘍性腹水 との鑑別 は容易である.次

に本反応 の本態に就 いて は, T. P. T.は 還元 される

と橙赤色 のFormazanに な るので,琥 珀 酸 脱水素

酵素の増 強 している腫 瘍性腹水では,遊 離水素によ

り還元 されてFormazanと な り,こ れが 細 胞のズ

ダ ンIII染色顆粒を染色 して呈色反応をおこす ものと

考 え られ る.こ のT. P. T.顆 粒とズダ ンIII顆粒の関

係 は,同 一材料を用いた実験で両者の所見を比較す

ると,顆 粒の大 きさ,分 布状態,染 色率,染 色度に

於 いて略 々一致 し,又 ズ ダンIII顆粒 もT. P. T.顆

粒 同様腫瘍細胞,大,中 型食細胞には多数認められ

るが,そ の他の細胞では少ない と云 う私の実験によ

つて裏書せ られる,尚 このズダ ンIII顆粒 は腫瘍性腹

水以外の腹水中の食細胞 にも,腫 瘍腹水同様に多数

認め られ るので, T P. T.反 応 が腫瘍性腹水中の細

胞のズダンIII顆粒増加 に甚 くものでない事 は明らか

である.

第5章　 結 論

腫瘍性腹水33例 に就いて生体染色,墨 粒貪喰を中

心 とした組織培養 に基 く生態観察並びにT. P. T.反

応 による細胞学検索を行ない,更 に腹水性状及び細

胞構成 を も検討 して,次 の結論を得た.

1)比 重1008～1027,平 均蛋 白量3.36g/dl,平

均細胞数584/mm3で,細 胞構 成では腫瘍細胞の出

現,好 中球,漿 膜細胞並びに印環細胞の増加が特徴

である.こ れを腫瘍細胞の出現率により5%以 下を

第1群 腹水, 20%以 上を第2群 腹水 に分けると,本

腹水の性状 を更に明瞭に把握 出来 る.

2)腫 瘍細胞並びに腫瘍細胞性印環細胞の確認を

直接徴候と し,そ の他の細胞の細胞学的特異所見を

間接徴候と した.

3)直 接徴候では腫瘍細胞並びに腫瘍細胞性印環

細胞は一般 に生体染色に良染 し,第2群 では第1群

より染色度高度である.墨 粒貪喰は陰性である.

4)腺 癌,単 純癌,硬 性癌,膠 様癌,肝 癌,体 腔

上皮腫及び細網内皮腫 の各細胞 には生態観察による

それぞれの細胞学的特徴が認められた.

5)間 接徴候 としては各種細胞に粗大顆粒を認め,

食細胞の中性赤染色性,墨 粒貪喰能の亢進及びヤー

ヌス緑特殊顆粒の出現,好 中球,漿 膜細胞の中性赤



生体染色並びに墨粒貪喰による人腹水の細胞学的研究 2015

染色性の亢進をみた.

6)T. P. T.反 応は腫瘍性腹水では腫瘍細胞並び

に食細胞 に常時 陽性であ り,そ の他の腹水で は陰性

のため有力な間接徴候 とな る.

7)腫 瘍細胞性印 環細胞 と食細胞性印環細胞の区

別としては,両 者 にはそれぞれ原細胞の性格が あり,

又前者は墨粒貪喰陰性であ り,後 者は陽性であ る.

擱筆するに当た り終始御懇切なる御指導 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の

謝意を表す.
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Cytological Studies on Human Ascites by Means of Vital 

Staining and Carbon Particle Phagocytosis

 with Triphenyl Tetrazolium Chloride (T. P. T.) Reaction

Part 2. A Study on Tumor Ascites

By

Toshishige Komatsubara

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

Vital observations were carried on with 33 examples of tumor ascites in tissue culture by 
means of vital staining and carbon particle phagocytosis and also cytological investigations 
were conducted with T. P. T reaction. With further studies on the nature and cell composi
tion of ascites the following results were obtained.

1. The average specific gravity of ascites has been found to be 1008-1027, the average 

protein content 3.36g/dl., the average cell count 584/mm3, and the composition of cells 
reveals the increase in the appearance of neutrophils, serous cells and signet ring cells among 
tumor cell, and these are characteristics of the ascites. By dividing these into two groups, 
namely one ascites group with the appearance of less than 5per cent of tumor cells and 
other with the tumor cell appearance of over 20per cent, the characteristic traits of ascites 
might be understood still better.

2. The confirmation of tumor cells and tumorous signet ring cells is taken as a direct 
indication and cytological peculiarities of other cells are considered to be an indirect indica
tion.

3. As for the direct indication, tumor cells and tumorous signet ring cells are generally 
stained well with vital staining, and the stainability of the group 2 is better than the 

group 1. However, that of carbon particle phagocytosis is negative.
4. Cytological peculiarities of their own can be recognized in the vital observations of 

various cells such as those of adenoma, simple cancer, scirrhus, colloid cancer, hepatoma, 
coelothelioma.

5. As for the indirect indication, coarse and large granules of various cells can be 
recognized, and also the acceleration of neutral red staining, phagocytic ability of phagocytes 
and the appearance of Janus green specific granules as well as enhancement of the neutral 
red stainability of neutrophils and serous cells can be observed.
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6. In T. P. T. reaction tumorous ascites is always positive whereas in other ascites 

they are negative to this test and therefore, this point proves to be a useful indirect indica

tion.

7. For the distinction between tumorous signet ring cells and phagocytic signet ring 

cells, both possess their own characteristics of original cells and carbon particle phagocytosis 

of the former in negative, while the latter is positive.


