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第1章　 緒 言

一般 に体外組織培養を行 うに当つて培地の各種条

件 を調 整すべ き事は不可欠 であつて,こ れ らが互に

相交錯 して組織 の増生,細 胞 の形熊及び機能を左右

す るこ とは言 を俟たない所である.就 中培地構成成

分,培 養温度,培 地水素 イオン濃度並 びに培地滲透

圧は培 養の条件 として最 も重要 なものと考え られる.

体外組織培 養は1907年Harrison108)が 蛙の神経の

培養 に成功 して以来Carrel & Burrows86), Fischer98),

木村23)ら に依 り長 足の 進歩 を見 るに至 り,培 養の

各種条件 についても既に色々と検討がなされて来 た.

即 ち培養温度の体外組織 培養 に対する影響 に関 して

はLambert & Hanes123). Jolly113), Commadon89)根

本50)等 の研究があ り,温 度 の 白血球 に対す る影響

に関 しては甲賀20),江 川9)等 の報告 があり,培 地水

素 イオ ン濃度の影響について はRous147), Fischer98),

 Mendeleef35),福 光64),河 島22),鈴 木33),杉 山 ら32)

等の観察 があ り,更 に培地滲透圧の影響に関 しては

Hamburger106). Ruth149). Carrel & Burrows86) 87),

 Ebeling94), Lambert124),速 見 及 び 田 中55),内 藤44)

等が種 々なる組織について観察 して いるが,骨 髄組

織培養 に対す るこれ ら各鍾条件 の影響 については極

めて稀 で,僅 か に河島物 の家鶏胎児骨髄について.

又鈴木及 び杉村33)の 家 兎 骨髄について培地水素 イ

オ ン濃度 の推移 に関する観察があるのみであつ た.

所が最近教 室 大 藤,亘 理7)が 患者骨髄の体外組

織培養を行なつたのを契機 として教室では既 に広汎

な骨髄組織培養に関す る研究が な され て お り.津

島42) 43) 44),高 橋38) 39) 40)は そ れ ぞれ家兎骨髄 の体外

組織培養を行なつて培養温度,培 地滲透圧.培 地水

素 イオン濃度の影響を組織増生及び偽好酸球遊走速

度,運 動形態,偽 足及び尾形 態等 について詳細 に報

告 してい る.又 大 河原12)は 人 及 び海〓骨髄 の体外

組織培養 において.こ れ ら物 理化学的培養条件の骨

髄 巨核球 に及ぼす影響を観察 し.更 に渡 辺70)は こ

れ ら各種条件 下における人白血球の変性像を螢光顕

微鏡を用いて観察 してい る.

私は前編において人骨髄 組織培養における各 種白

血球の退 行性変 化について報告 したが.本 編 におい

て は同様 人骨髄体外組織培養を行ない,こ れ ら各種

の物理化学 的条件が姓 中球の退行性変化 に及ぼす影

響につ いて経時的に位相差顕微鏡を用いて観察 した

ので ここに報告する.

第2章　 実験材料並びに実験方法

第1節　 美験材料

培養組織 としては全て健康人の胸骨骨髄穿刺 によ

り得 られた骨 髄組織片を使用 した.

培地支持体 として は健康人空腹時血清を用い,発

育促進物質 と しては1cc中 にV. B12 100γ 含有の

注射 液を用いた.

詳細 については前編において述 べたので省略する.

第2節　 実験方法

平木 内科教室考案の臨床組織培 養法 によ り行ない,

又これを応用 して培養温度,培 地水素 イオン濃度,

及び培地滲透圧を種 々変化せ しめて実験 した.

培養器具 として平木式培養盤No. 1(培 地の深 さ

0.2mm)を 使用 した.

1.正 常培養術式

上述の方法 によ り行ない37℃ に保温培養 し,こ

れを対照と した.詳 細 については第1編 において述

べた通 りであ る.

a.培 養温度

培養温度が好中球 の退行性変化 に及ぼす影響をみ

るため,上 述の正常培養術式 の温度 の み を 変 えて

0°～43℃ に亘 り13段階に分 けて 培 養 し,各 々につ

いて好中球の形態の変化を比較観察 した.

III.水 素 イオン濃度

培地水素 イオン濃度を変化せ しめ るため酸性培地

として1/10N～1/2000Nの 塩酸等張液 と血清及び

V. B12の 各等量を混 じて培地を構成 した.ア ルカ リ

性培地 とし,ては1/100N～1/2000Nの 苛 性 ソーダ

等張液を同様 に添加 した.

pH測 定 には甘汞電極pHメ ー ターを用いた.

IV.培 地滲透圧

滲透圧を変化せ しめ るため0.3～3%の 滅菌食塩

水溶液を用い,こ れ らと血 清 及 びV. B12各 等量を

混 じて培地 とした.

滲透圧測定にはBeckmann温 度 計 により氷点降

下度を測定 した.

V.各 種単独培地

生理的食塩水, Ringer氏 液,血 清 及 び等張葡萄

糖液をそれぞれ単独培地と して培養を行なつた.
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第3節　 観察方法

前編において述べた如 く,位 相差顕微鏡を用いて

培養直後か ら24時間迄 は6時 間おきに, 72時 間迄は

12時 間おきに,以 後24時 間おきに観察 し,必 要に応

じて120時 間迄観察を行なつ た.

第3章　 実 験 成 績

第1節　 培養温度の好中球退行性変化に及ぼ

す影響について

45°～35℃ の間は2℃ の間 隔 で, 35°～0℃ の

間は5℃ の 間 隔 で,即 ち45°,43°,41°, 39°,

 37°, 35°，30°, 25°, 20°, 15°, 10°, 5°及び0℃

でそれぞれ保温培養 し増 生帯 中の好中球を経時的に

観察 した. 37℃ を対照 とした.

I. 45℃

培養6時 間:好 中球は原組織周辺 に僅かに散在

するのみで増生 は全 くみられ なかつた.胞 体 は全て

略々球状で,軽 度に縮小 し,既 に因有顆粒(以 下固

顆 と略す)の 大小不同性 が著明で光輝性の著減が認

め られ た.変 性顆 粒(以 下変顆 と略す)は 微小で出

現 は僅少 であつ た.尾 状突起(以 下尾突 と略す)は

稀 にみ られたがその他の異常突起はみ られず,空 胞

も殆んど認め られなかつ た.核 において も既 に可成

りの変化が認め られ,核 膜 は肥厚 しクロマチ ン融解,

核の均質化がみ られ,核 葉融合 し核は軽度縮小 して

いた.

培養12時 間:依 然増生 は全 く認め られなかつた.

胞体は球状 に縮小 し,変 顆,空 胞等は殆ん ど出現せ

ず,核 の濃縮が進行 して来た.

培養18時 間:胞 体 はやや膨 化して光輝性を失つ

ているが変顆の出現 は極めて少 な く,又 増大 も認め

られなかつた.核 は殆ん ど全て球状 に濃縮している

がやや透光性を増 し,軽 度膨 化せ るもの も認め られ

た.

培養24時 間:胞 体は逆 に漸次膨化の傾向が認 め

られ,こ の時期 には胞体 は殆ん ど全て球状膨化 して

来 た.小 空胞の軽度増加が認め られた.核 において

も胞体と同様に濃縮 か ら膨化への移行が認め られた.

培 養36晴 間:胞 体の崩 壊が著明で残 存せ るもの

は全て膨化 してお り,原 形質 は凝固状で不均質に散

在 した.変 顆 は依然小 さく,増 加,増 大の傾向な く,

尾突以外の異常突起を認 めなかつた.

培養48時 間:殆 んど全て胞体は崩壊 し,核 は膨

化 し破 壊消失,又 は裸核状 となつて残存 し周囲に僅

かに原形質を附着 してい るのが認 められた.

45℃ では細胞の増生 な く,好 中球 は始め胞体,

核共に軽度濃縮 し,次 いで共 に膨 化 した.核 の膨 出

はみ られなかつた.空 胞少な く,変 顆及び異常突起

の出現 は稀であつたが変性 は極めて急速に進行 した.

II. 43℃

培 養6時 間:殆 んど増生を示 さなかつた.好 中

球の遊走能 は殆ん ど認め られず,胞 体は球状で軽度

縮小 の傾向がみられた.固 顆 は排列不整,光 輝性 は

やや減少 しており,軽 度凝集状であつた.変 顆 は微

小で稀 に認め られるのみであつた.核 において も既

に退行性変化が認め られ,ク ロマチン凝集傾向著明

で次いで均質化せ るもの も多 く,核 葉融合 し,核 膜

の肥厚が認め られた.

培養12時 間:増 生は依然 として殆ん ど認め られ

なかつた.好 中球の胞体は全て球状 で毬状突起(以

下毬突 と略す)を 出す ものがあ り,又 小空胞を有す

るもの も認め られた.核 の球状に濃縮せる ものが増

加 した.

培養18時 間:胞 体は軽度に膨化 し,固 顆 は凝集

状で軽度膨化,光 輝性が次第に減退 して来た.小 空

胞はやや増加 したが大 ・中空胞 の出現な く,変 顆 も

又極 めて少ない.核 は球状に濃縮せ るものが多いが

軽度膨化せるもの も出現 した.

培養24時 間:胞 体 は全て軽度に膨 化し,固 顆の

光輝性が著明 に減退 した.変 顆の増加,増 大 な く,

空胞の増加 も認め られなかつた.尾 突 は漸次増加 し

てい るが,そ の他の異常突起 は殆んどみ られなかつ

た.核 の膨化せ るものは次第に増加 しており約20%

に認め られたが膨 出はみ られなかつた.

培養36時 間:原 形質 は凝固状 とな り胞体の破壊

が進行 した.核 は膨化せ るもの増加 し濃縮が20%程

度に減少 した.膨 化核 においても核膜 は比較的厚 く,

膨 出は認め られなかつた.

培養48時 間:胞 体の崩壊著明で核 は膨 化せ るも

のが圧倒的に多 く,稀 に膨 出せ るものも認め られた

が依然 として濃縮のままで止 まつているものもあつ

た.少 数出現 していた小空胞 は殆んど全て融解,消

失 した.

43℃ において も細胞増生 は殆んど認め られ ず,

好中球の退行性変化は極めて急速 で胞体,核 共に初

め軽度濃縮 し漸次膨 化へ移行 した.稀 に核膨出 も認

め られ た.変 顆,空 胞,異 常突起の出現は極あて少

なかつた.

III. 41•Ž

培養6時 間:軽 度の増生を示 しているが,好 中
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球 の遊走能 は著明に減退 して おり,胞 体 は球状の も

のが多い.固 顆 は軽度膨化 し,光 輝性の減弱化せ る

ものが認め られた.変 顆 は小 さいが増生帯周辺部で

は100%に,中 心部 でも70%に 認め られた.又 周辺

部で は空胞及び球状突起(以 下球突 と略す)が 出現

し,極 く稀なが ら水胞,棘 状突起(以 下 棘 突 と略

す)も み られたが中心部 においては異常突起 は極め

て稀 であつ た.核 の変 化は未だ殆 んど認め られなか

つ たが稀 に クロマチン凝集傾向を示 す もの が あ つ

た.

培養12時 間:増 生 は依然不良 で遊走細胞 は殆ん

ど認め られ なかつた,好 中球 には変顆の漸増,肥 大

がみ られ た.空 胞及 び異常突起の増加はな く,胞 体

は透光性を増 して軽度膨化の傾向がみ られ,核 にお

いては クロマチン凝 集が進行 し,極 く少数乍 ら球状

に濃縮せ るもの も認められた.

培 養18時 間:胞 体 は全て球状で軽度に膨化せる

もの もみられ,尾突及び球突が軽度増加 し,又小空胞

も増加 して周辺部で約25％ 中心部 で10%出 現 した.

核 の濃縮せ るものは特 に周辺部 で増加 して来 たが核

膨 化は未だ認め られ なかつた.

培養24時 間:固 顆 は膨化 し光輝性の減退が著明

とな り,凝 集化 して来 た.変 顆 は依然 として小 さい

が中心部 において も全ての好中球 に出現 した.核 に

おいて は球状濃縮せ るものが次第 に増加 した.

培養36時 間:胞 体の膨化せ るもの漸増 し,小 空

胞が増加 して周辺部 で45%中 心部では25%に 認めら

れた.球 突はやや減少 した.核 の濃縮が漸増 してい

るが逆 に膨化せるもの も極 く稀乍 ら出現 した.

培養48時 間:こ の時期 に空胞の出現最 も多 く周

辺部では60%に 認め られたが中心部では増加 してい

ない.尾 突が増加 しつ つあ る他異常突起は稀 に認め

られ るのみで あつた.胞 体膨化 し,核 濃縮せるもの

は周辺部 では既 に60%に 達 しているが,一 方核膨化

の漸増 も認め られた.

培養60時 間:空 胞 は融解消失 しつつあ り,漸 減

している.原 形質は凝固状 となり,胞 体の崩壊せ る

ものも認め られた.濃 縮核か ら漸次膨 化核への移行

が認め られ,濃 縮 と膨化は略 同率 となつ た.核 の膨

出は殆ん ど認 められなかつた.

培養72時 間:胞 体の崩壊が著明 となり,残 存せ

るものでは核濃縮は15%程 度で逆に膨化せ るものが

著増 した.尾 突 は殆んど全て にみられ たが,そ の他

の異常突起では水胞,球 突が極 く稀 にみ られるのみ

であつた.

41℃ では不良乍 ら細胞の増生が認 められ た.好

中球 の退行性変化 はかな り急速 に進行 した.変 顆は

小 さいが早期よ り出現 し小空胞 も可成 り出現 したが

異常突起は少 な く,核 は最 初濃縮 し次 いで膨化へと

移行す るものが多かつた.核 膨出は殆 んど認められ

なかつた.

IV. 39•Ž

培養6時 間:増 生はやや不良 で好 中球遊走能の

軽度低下が認め られた.固 顆の中には既 に光輝性の

減退 した ものも混在 しており,周 辺部で は既に殆ん

ど全ての好中球 に変顆が 出現 してお り,中 心部でも

60%に 出現 してい るが小 さ く, 1胞 体内の含有数は

少ない.小 空胞が少数 出現 してお り,球 突 の出現著

明で周辺部では35%に 認め られた,核 の変化は殆ん

ど認め られなかつ た.

培養12時 間:増 生は依然やや不良であつた.好

中球の変顆 はやや肥大 し,周 辺部では球突が更 に増

加 し60%に 認め られ,連 鎖状 のもの も可成 りみられ

た.そ の他の異常突起は殆 んど出現せず,小 空胞も

僅かに認め られるのみであつ た.核 においてはクロ

マチン凝集が起 こり始めており,核 膜の明瞭化の認

め られるものがあつた.

培養18時 間:中 心部で は未だ退行性変化 は軽度

であつた.周 辺部では球突が著明に増加 してお り,

 70%以 上 にみられた,水 胞,膜 状伸展(以 下膜展 と

略す)毬 突等 はみ られなかつた.核 膜がやや肥厚 し,

核葉融合 し核 は球状化 して軽度膨 化又 は濃縮せるも

のがみ られ た.

培培24時 間:変 顆 はやや肥大 し増加 して来た.

固顆の光輝性 は減退 しやや膨化 し,又 は集簇性を示

す ものの混在が認 められた.小 空胞が増加 し始め,

逆 に球突は減少 しつつあ り,尾 突 は軽度増加 し,周

辺部 において は胞体 の軽度膨化せ るものが増加 した.

核の膨化せ るものもやや増加 したが核膜は比較的

保たれてお り膨出は未だ認 められなかつ た.

培養36時 間:中 心部ではなお変顆の 出現を見ぬ

もの もあるが胞体 は殆ん ど全て球状 となり,変 形運

動は認 められな くな り.球 突 は著減 し,空 胞及び尾

突が漸増 しており,核 の退行性変化が次第に進行し

た.

培養48時 間:退 行性変化 は急速に進行 しており,

胞体 の膨化せ るものが周辺部で は既に50%に 達 して

お り,膨 化崩壊せ るものもみ られた.空 胞及び尾突

が増加 しているが,そ の他の異常突起 は著減した.

又核において も膨化の著増が認め られた.
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培養60時 間:胞 体 は全て球状で多 くは膨化 して

いるが稀に胞体の縮小せるもの もみ られた.尾 突以

外の諸突起 は殆ん どな く,空 胞 は融解 消失せ るもの

がありやや減少 した.

培養72時 間:退 行性 変化 は中心部 において も漸

く高度 とな り,周 辺部 との差 は殆んどみられな くな

つた.膨 体の崩壊が進行 して おり,空 胞 は漸減 し,

核は膨化が圧倒 的に多いが,依 然核膜 は比較的保 た

れて核膨出は極 く稀であつ た.核 濃縮 も15%位 に認

められた.

培養96時 間:崩 壊が進行せ る他は同様の状態で

依然核濃縮が残存 し,核 膨 出は極 く少 ない.

39℃ で は好 中球の退 行性変化は比較的急速に進

行 した.変 顆 は早期よ り多 く出現 し空胞 もかな りみ

られ た.球 突の出現が著明で あつたが,そ の他の異

常突起は少な く,膜 展,毬 突 は全経過 を通 じてみ ら

れず,水 胞,棘 突,ミ エ リン体等 も極 めて稀 であつ

た.核 は膨 化が多かつたが濃縮 も低率 なが ら認め ら

れた.核 膨 出は極 く稀 であつた.

V. 37℃

対照 とした.成 績は第I編 に詳述 した.

即 ち37℃ で は好中球の退 行性変化 はやや緩徐に

進行 した.変 顆 は6時 間 より出現 し始め核の変化は

24時 間頃よ り始 まり,以 後遊走能の減退 と共 に退行

性変化は漸次急速 とな り,変 顆多 く,空 胞,棘 突,

水胞,膜 展,尾 突等多彩な変化を示 し,核 は膨化乃

至膨出 した.特 に核膨 出は特異的であつた.

VI. 35℃

培養6時 間:増 生 は良好 で略 々正常であつた.

好中球 の運動 も正 常で固顆の変 化はな く,変 顆は周

辺部では10%,中 心部で は殆 んど認め られなかつた.

空胞及 び球突が少数 出現せ る他核 には全 く異常は認

め られ なかつた.

培養12時 間:運 動正常で固顆に も未だ変化は認

め られ ないが周辺部では変顆 は増加 し,且 つ比較的

大で略 々50%に 認め られた.球 突,棘 突が少数 出現

し空胞 は比較 的少ない.

培養18時 間:固 顆 の光輝性に軽度の不整が認め

られた.変 顆 は肥大 し増加 して来 たが中心部で は未

だ少な く, 30%程 度であつた.球 突がかな り増加 し

た.核 においては極 く軽度の変化のみ られるものが

あり,核 膜が軽度 に肥厚 し,ク ロマチン凝集傾向を

示す ものが稀にあつた.

培養24時 間:運 動能 はやや減退 し,固 顆には軽

度膨化せ るものが混在 し,光 輝性の不整が著明とな

つた.変 顆 は増加,肥 大 した.空 胞 もやや増加 して

いるが異常突起の増加 は殆 んどみ られなかつた.

培養36時 間:固 顆の光輝性を減 じたものが増加

し,変 顆は漸増,肥 大 し,空 胞及び尾突の軽 度増加

が認め られた.核 においては クロマチン凝集の軽度

なものがみ られ るが退行性変化 は未 だ 僅微 であつ

た.

培養48時 間:変 顆及び尾突が漸増 しつつ ある他

胞体 に退行性変化の著明な進行は認 められないが,

核 においては極 く少数なが ら球状濃縮又は クロマチ

ン融解 し核膨化を来 した ものが出現 して来 た.

培養60時 間:好 中球の運動は停止 し,胞 体の球

状化せ るものが急増 し,更 に球状膨化せるものが出

現 した.変 顆 は漸 く全好中球 に出現 した.尾 突の増

加以外その他の異常突起及 び空胞はいづれも減少 し

て来た.核 の退 行性変化も漸 く急速 に進行 し膨化及

び濃縮はいづれ も増加 してい るが膨 出は未だ極 く稀

であつた.

培養72時 間:胞 体の球状膨 化せ るものが著増 し

固顆は膨化 して光輝性を著減 して凝集状とな り,尾

突以外の異常突起 は極 く稀にみられ るのみとなつた.

又胞体の崩壊が進行 しつつあ り,核 において も膨化

乃至膨 出が著増 し,核 濃縮は逆 にやや減少 した.

培養96時 間:極 く稀 に未だ遊走能を有す るもの

があるが一般 に胞体は膨化 し,核 も膨 化乃至膨 出し

てお り,少 数ながら核濃縮 も認 められた.

培養120時 間:全 て高度の変性に陥つており生

存好中球は既 に認め られなかつ た.

35℃ にお いては好 中球の退行性変化は対照 に比

し,や や緩徐に進行 した.変 顆 は比較 的大で異常突

起が比較的少 なかつた.核 は膨化及び膨出が多かつ

た.

VII. 30℃

培養6時 間:増 生不良で好 中球 の遊走能 は低下

しており,原 形質内顆粒運動 もやや緩徐であるが固

顆 の光輝性は正常で,変 顆が極 く稀 に認められ るの

みであつて退行性変化 は殆 んどみ られなかつた.

培養12時 間:増 生 は依然不良で好 中球の遊走能

も依然低下 してお り,固 顆の中には軽度の不整化乃

至光輝性の減弱化のみ られるものがあつた.変 顆は

周辺部で未だ20%に み られるのみで1胞 体内にも少

な く2～3個 であるが比較的大 きい.小 空胞が僅か

に出現 してお り,異 常突起 は未だ認め られなかつた.

培養18時 間:遊 走せ る好中球 は比較的少な く変

形運動 も緩徐であつた.変 顆及び空胞 は徐々に増加
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してお り,毬 突及び稀に棘突 もみ られたが核には殆

ん ど異常を認めず退行性変化 はなお軽微であつ た
.

培養24時 間:固 顆の軽度膨化 し,光 輝性の減退

したものがやや増加 して来た.変 顆 は徐 々に増加 し

つつ あり,毬 突,尾 突.膜 展が軽度出現 してお り,

核 においては クロマチン凝集傾 向が稀 ながら認め ら

れた.

培養36時 間:変 顆は中心部では略 々半数にみら

れ る程 度で周辺部で も変顆 の出現 しない ものがかな

り認 められ た.小 空胞が徐 々に増加 してお り,球 突,

毬 突,尾 突等 も軽 度増加 した.核 ではクロマチン融

解 し,核 葉融合 して核の軽度膨化せ るものが認め ら

れた.

培養48時 間:未 だ固顆 に変化な く,変 顆を有 し

ない ものがかなり認め られ た.小 中空胞が漸増 しつ

つあ り,周 辺 部では50%に 認め られ た.尾 突 も増加

してお り,球 突,水 胞,膜 展等は殆ん ど変動 な く,

胞体 の球状 に膨化せ るもの もあ り,原 形質が凝固状

となり核の均質濃縮せ るもの,又 は逆 に膨 化せる も

のが少数なが ら認め られた.

培養60時 間:周 辺部で は変顆 は漸 く全ての好中

球に出現 したが中心 部ではなお変顆を有 しないもの

がみ られた.小 中空胞 は漸増 しているが大空胞 はみ

られなかつた.異 常突起 はやや減少 し核 は濃縮及び

膨 化が略 々同率に増加 しているが膨 出は殆ん ど認 め

られなかつた.

培養72時 間:漸 く変性高度 とな り,異 常突起 は

尾突を除 いて減少 し,胞 体の膨化,更 に崩壊が増加

し,核 で は膨化乃至膨 出が次第に多 くな り,核 濃縮

の増加 は最早や認め られなかつた.

培養96時 間:殆 ん ど全て胞体は膨化乃至崩壤 し

てお り,核 は膨化又は膨 出が圧倒的であるが核濃縮

も比較 的残存 していた.極 く稀に胞体の運動能を示

す ものが認め られた.

培養120時 間:生 存せる ものはみ られず,胞 体

は全て膨 化 し崩壤 しつつあり,核 はなお濃縮せ るも

のがみ られ た.

30℃ で は好 中球の退行性変化 は更に緩徐 に進行

し培養60時 間以後急速 となつた.変 顆の出現遅 く異

常突起の出現がやや少なかつ た.核 は膨化乃至膨 出

が主であつ た.

VIII. 25℃

培養6時 間:増 生不良で好 中球の遊走能 は低下

してい るが胞体の球状の ものは稀で殆 んど全て運動

形 態をとつ ていた.固 顆 に変化な く.小 変顆が僅 か

に認 め られた,又 小空胞及び球突が少数出現 した.

培養12時 間:周 辺部においては小 変顆及び小中

空胞の軽度の増加があ り,又 膜 展 も認 められた.中

心部では変顆は稀で退行性変 化は殆ん ど認 められな

かつた.

培養18時 間:固 顆に軽度 の光輝性の不整が認め

られ,変 顆はやや増加 し,又 肥大 して来た.空 胞,

球突がやや増加 してお り,毬 突,膜 展 もみ られ るが,

核 には未 だ異常は認め られなかつた.

培養24時 間:中 心部では変顆の出現は未だ少な

く25%に み られるのみで1胞 体 内の含有数 も少ない

異常突起 はやや増加 しているが棘突は認め られなか

っ た.核 においては稀 にクロマチン凝集,核 膜 肥厚

を来 した ものがあつ た.

培養36時 間:運 動静止状態の ものが かな り増加

した.空 胞及び異常突起の増加 は殆 んどな く,固 顆

の光輝性の不整がやや顕著 となつた.核 膜 の肥厚,

クロマチン凝集がやや増加 し,稀 に核濃縮が認めら

れた.

培養48時 間:中 心部では未 だ約半数 に変顆がみ

られ るのみであ り,周 辺部でもなお変顆を有 しない

ものがか なり認 められた.小 空胞,毬 突,尾 突がや

や増加 したが膜展 は殆んど認め られな くなつ た.胞

体の球状膨 化せ るものが 出現 し,核 濃縮がやや増加

した.又 核膨化 も認められた.

培養60時 間:高 度の変性に陥つた ものが増加 し,

胞体膨 化が急増 してい るが未だ変顆を有 しないもの

が周辺部 において もみ られ た.核 においては濃縮が

多 く約20%に 認め られたが膨化核 も漸増 しており膨

出も稀 に認められた.

培養72時 間:胞 体 は殆 んど全て球状で膨化せ る

もの漸増 し又胞体の崩壊 も開始 した.原 形質は凝固

状で固顆の膨 化,凝 集が著明 となつ た.核 において

は膨化乃至膨 出が次第に増加 し濃縮核 よりやや多 く

なつた.

培養96時 間:胞 体膨化 し,核 は濃縮も比較 的多

く30%を 占めているが膨 出が漸増 して来た.

培養120時 間:胞 体膨 化,核 膨化乃至膨 出が圧

倒的で核濃縮 は減少 した.

25℃ で は 培養初期 においては好 中球の退行性変

化 は緩 徐に進行 し変顆及び異常突起の出現少な く棘

突 は全経過を通 じて全 く出現 しなかつた.核 は初め

濃縮せ るものが多 く72時間頃か ら膨化乃至膨 出核が

急増 した.
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IX. 20℃

培養6時 間:増 生は殆 んどみられなかつ た.好

中球は略 々球状 で遊走す るものは少 な く,僅 かに変

形運動が認め られるのみであつた.変 顆は極 く稀に

認め られ た.

培養12時 間:増 生 は極めて不良で好中球の遊走

形態を示す ものは依然少ない.変 顆 は少な く小 さ く,

小空胞が僅か に出現 した.固 顆及び核 には異常が認

められなかつた.

培養18時 間:固 顆 の中 には軽度膨化 し光輝性を

減 じた ものがあ るが変顆 は未だ極めて少 く周辺部で

も20%程 度で あり,極 く小 さ く又1胞 体 内含有数 も

少 ない.微 小空胞は比 較的多 く出現 したが対照 より

は少ない.

培養24時 間:極 く稀 に胞体の軽 度膨化せ るもの

がみ られたが一般に退行性変化は僅微で変顆の出現

少 な く,空 胞 は極 く小 さく異常突起は極 く稀であり,

棘突,膜 展等 は全 くみ られ なかつた.

培養36時 間:極 めて徐 々に遊走するものがかな

り認め られた.固 顆 の光輝性 はやや不整 となつたが

変顆は未だ30%に 満たなかつ た.球 突,水 胞,毬 突,

尾突が少 数出現 してお り膜展が極 く稀 に認め られた.

培養48時 間:退 行性変化 はやや進行 し変顆が増

加 し,小 空胞 も増加 し略々50%に 認 められ,各 種異

常突起は僅かなが ら増 加 した.胞 体の透光性が増 し,

顆粒が凝 集状 となつて胞体が膨化 し核 においてはク

ロマチ ンの凝集傾向を示す もの もあ り,又 核の軽度

濃縮又は膨化せ るもの も認め られた.

培養60時 間:核,胞 体共 に退行性変化がやや急

速に進行 しつつあ り,殊 に核 において比較的速やか

であつた.一 方変顆 は小 さ く,未 だ変顆の出現 しな

いもの もかなり多いが固顆 は軽度膨化せ るもの多 く

光輝性の不整が著明 となつ た.

培養72時 間.胞 体 は殆ん ど全て球状で膨 化せ る

ものがやや増加 した.核 の変化は中心部 において も

比較的強 く濃縮及び膨 化が略 々同率 に認め られ,周

辺部 との差 は殆 んど消失 した.

培養96時 間:固 顆 は既 に光輝性が著減 し,粗 大

に膨化せ るものが多いが変顆 が依然小 さく少 ない.

小空胞 は略 々50%に 出現 しているが大空胞 は全 く認

め られなかつた.尾 突が増加 してお り,毬 突 もやや

多いが,そ の他 の異常突起は少 な く,胞 体 の膨化せ

るものが著増 し崩壤に移 行 し,核 において は濃縮も

比較的多いが膨化乃至膨 出の急増が著 明であつた.

培養120時 間:殆 ん ど全て高度 に変性 しており,

遂に変顆の出現 な く原形質凝固状 となり固顆が一部

凝集 し胞体の膨化せ るものがかな りあつた.稀 に胞

体の縮小 もあ るが膨化が圧倒的に多 く,核 も膨化乃

至膨 出せ るものが多い.し か し核濃縮 もかなり認め

られた.

20℃ に お いては好中球の退行性変化は培養初期

には極 めて徐 々に進行 し,変 顆は小 さく,少 な く末

期 に至るも変顆の 出現をみない もの もあつ た.異 常

突起は一般 に少な く,核 は膨化,膨 出に次 ぎ濃縮 も

かな り多 く認められた.

X. 15•Ž

培養6時 間:増 生は殆ん どみられず成熟好中球

が僅かに原紐織周辺に散在す るのみであつた.胞 体

は球状のものが多いが偽足運動をなす もの も稀に認

あ られた.固 顆 に変化な く変顆 も殆んどみ られなか

つたが小空胞がやや多 く認め られ た.

培 養12時 間:極 く僅か に増生が認められたが好

中球の胞体は一般に略々球状であつた. 1～2個 の

変顆 を有す るものは15%位 あ り,小 空胞 はやや多 く

略 々25%に 認 められた.極 めて稀 に膜展が認め られ

たが異常突起は極 く稀で核には未だ異常は認められ

なかつ た.

培養18時 間:固 顆 のやや膨化せ るものがあ り,

変顆 はやや肥大 しているが出現率 は依然低 く,異 常

突起 も極めて少なかつた.

培養24時 間:変 顆 の増加は殆ん どみられなかつ

たが,固 顆の光輝性の軽度不整が認め られ,小 中空

胞が比較的増加 し, 50%に 認め られた.異常突起は依

然極 く少な く,核 にも殆ん ど変化 はみられなかつ た.

培 養36時 間:胞 体は殆んど全て球状で遊走せ る

ものは全 く認 められな かつた.空 胞はやや減少 して

来た.変 顆は未だ30%に 過 ぎない.核 においてはク

ロマチン凝集が始 まり,核 網 がやや粗とな り,核 膜

肥厚を来 した ものが出現 した.

培養48時 間:固 顆の不整がやや著明となつたが

変顆 は依然少な く小 さい.毬 突,尾 突が軽度 に認め

られる他,異 常突起 も極めて少ない.核 において は

膜核肥厚 し,核 葉融 合して核 は球状 とな り,ク ロマ

チンの均等に濃縮せ るものが少数み られたが一般に

退行性変化は未だ軽 度であつた.

培養60時 間:胞 体の軽度膨化 したものが あり,

尾突,毬 突がやや増加 しているが,退 行性変化の進

行はな お緩 徐であつた.

培養72時 間 ・ 変顆の増加 はみ られないが,固 顆

の軽度膨化及び光輝性の不整が次第 に顕著にな り,
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凝集傾向が認 められた.胞 体の球状膨化せ るものが

増加 し,核 では濃縮乃至は膨 化が増加 して来た.し

か しなが ら未だ正常な好中球 もかな り認 められた.

培養96時 間:胞 体の膨 化せ るものが急増 して来

たが崩壊 は比較的少な く,核 濃縮及び膨化が増加 し,

核膨 出 も出現 した.

培養120時 間:変 顆 の出現せ ぬまま退行性変化

が高度 に進 行した もの多 く,核 では濃縮が最 も多 く,

核膜 の肥厚 したまま核 の軽度膨化せ るもの,又 核膜

菲薄化 し核の膨化せ るもの,更 に膨 出せ るものも漸

増 した.

15℃ においては退行性変化は最 も遅 延 した.空

胞 はかな り出現 したが変顆 及び異常突起 は少な く,

退行性変化は主 と して核及 び固顆の変化 で開始 し進

行 した.核 濃縮が比較的多 く認め られた.

XI. 10•Ž

培養6時 間:増 生はみ られなかつ た.好 中球の

胞体は殆 んど全て球状 で遊走せるもののな く僅かに

偽足の出没が認め られたのみである.固 顆 に異常を

認 めず,変 顆 は未だ殆 んど出現せず,極 く稀 に空胞

を みるのみであつた.

培養12時 間:増 生は依然認め られなかつた.好

中球の固顆 の中には光輝 性の減弱化せ るものが混在

した.核 には異常は認 められなかつ た.

培養18時 間:固 顆の不整化及 び光輝性の減弱化

がやや著 明であ るが変顆 は小 さ く極めて少ない.小

空胞 は少数なが ら認め られ,や や増加 して来た.核

において は既に核膜がやや肥厚 し明瞭 とな り,又 核

葉 の融合 もみ られ,核 の軽度濃縮せ るものが認 めら

れ た.

培養24時 間:異 常突起 は極めて稀で胞体は全て

球状であ り,空 胞及び変顆 も極 く少ないが固顆の軽

度膨 化,凝 集傾向が漸次顕著 となり,核 の退行性変

化 が既 に徐 々に進行 しつつあ り,核 濃縮がやや増加

した.

培養36時 間:変 顆は小 さ く未だ10%程 度である

が小空胞及 び尾突がやや増加 し,胞 体の軽度膨化せ

るものが増加 した.核 では核膜 肥厚乃至核濃縮が多

く,又 核膨化 も出現 し,一 般に核の変化が高度であ

つ た.

培養48時 間:胞 体膨 化し,核 の濃縮せ るものが

急増 してお り核膜空胞の認 められ るもの もあ り,又

核 の膨化,膨 出が次第に増加 し変性 は既に高度 に進

行 した.尾 突の他異常突起は殆ん ど認められなかつ

た.

培養60時 間:既 に胞体の崩壊多 く,核 濃縮 は40

%に 認め られ核膨化よ りやや多 く認め られた.変 顆

は遂に少数 出現 したのみ で膜展,棘 突等は全 く認め

られなかつ た.

10℃ に お ける好中球の退行性変化は非常に急速

に進行 した.変 顆 は僅かに出現 したのみで空胞及び

異常突起は少な く,核 及 び固顆が早期 より変化 した.

XII. 5•Ž

培養6時 間:増 生 は全 く認 め られなかつた.原

組織周辺 に散在す る好中球は全て球状であり,固 顆

は軽度凝集状で光輝性の不整が あり核膜 は軽度 に肥

厚 して明瞭化 した.空 胞及 び異常突起 は認められな

かつた.

培養12時 間:胞 体の軽度膨化せ るものがあ り,

原形質は凝 固状で固顆 はやや膨化 し光輝性 を減 じて

お り,変 顆 は全 く出現 しなかつた.核 においても退

行性変化は急速に進行 してお り,核 膜は肥厚 し,又

稀 に核膜空胞 も認 められ,ク ロマチン凝集が進行 し

て不均質 に核濃縮を来 した ものが多 く,又 漸次核葉

融合球状化 して クロマチン融解が起 り膨化せ るもの

もみ られた.

培養18時 間:変 性は既 に高度 であり,胞 体膨化

し,核 の不均質濃縮 及び膨化はいづれ も増加 し特に

核膨化の増加が著明であつた.変 顆は全 く出現 しな

かつた.

培 養24時 間:漸 次胞体 の崩壤が始 まり,核 の膨

化乃至膨 出が増加 し逆に核濃縮は漸減 した.変 顆及

び空胞 は殆んど出現せ ず,尾 突以外の異常突起 もみ

られなかつた.

5℃ では好中球の退行性変化 は極めて早期より急

速 に進行 した.核 は不均質に濃縮 し,次 いで膨化乃

至膨 出した.変 顆及 び空胞は殆 んど認 められなかつ

た.

XIII. 0•Ž

培養6時 間:増 生は全 く認め られず,好 中球の

胞体は全て球状 で既に膨 化せ るもの多 く,固 顆 もや

や膨化 して光輝性を減 じ凝集 し又はブラウン運動を

行ない,変 顆 は全 く出現せず,空 胞な く,原 形質は

凝固状 とな り,又 は融解 してお り,異 常突起は稀で,

僅かに尾突,及 び毬突が認 められた.核 膜は肥厚し

て明瞭化 しクロマチン凝集 し核 は軽度に不均質濃縮

の傾向を示 した.

培養12時 間:核 膜 は肥厚 しているが核葉の融合

は少な く,核 は不均質 に濃縮 したものが多 くみられ

た.又 核の軽度膨化 もみ られたが未だ核膨出は認め
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られなかつた.

培養18時 間:胞 体は全て膨化 し,更 に崩壊 して

お り,核 は濃縮か ら膨 化へ と移行が認 め られ,核 膨

出 もみ られた.

培養24時 間:胞 体は次第 に崩壊 しており,核 の

膨 化乃至膨 出が急増 して核濃縮 は殆殆 んど消失 した.

以後 も変顆及 び空胞の出現 は全 く認 め られなかつ た.

0℃ においては好中球の退行性変化 は更 に速やか

で変顆及び空胞 は出現せ ず異常突起 も殆ん どな く,

核 は初め不均質 に濃縮 し次いで膨化乃至膨出へ移行

した.

小括:好 中球の退行性変化は一般 に高温に至 る

程その出現が早 く且つ 急 速 に進 行 し,低 温程遅 く

15℃ において も最 も遅 延 した が10℃ 以下 では逆

に急速に進行 した.又 低温 に至 る程変顆の出現が遅

れ,小 さ く且つ少な く空胞及び異常突起 も少なかつ

た. 5℃ 以下 においては変顆 は全 く出現 しなかつた.

従つて低温 においては固顆及び核 の変化のみが主 と

して退行性変化の進行 の指標 となつ た.こ れ に反 し

39℃ では変顆の出現 早 く,空 胞多 く,異 常突起 中

特に球突が著明に出現 した.し か し更 に高温にな る

と変顆 は小 さく,空 胞及び異常突起 も少なかつ た.

核につ いて は高温及び低温共 に核 濃縮が比較 的多 く

認め られた.即 ち高温では核は最初軽度濃縮 し次い

で漸次膨化 したが核膨出は少な く43℃ 以上では膨

出は殆 んど認 められなかつた.又 低温では核濃縮が

末期 に至 るも比較的多 く認め られ たが10℃ 以下 で

は核の不均質濃縮が先づ起 り,次 いで膨化乃至膨 出

へ急速 に移行 した.

第2節　 培地水素 イオ ン濃度の好中球退行

性変化に及ぼす影響についで

I.酸 性培地

培地を酸性 にする た め,塩 酸 のN/10, N/50,

 N/100, N/250, N/500, N/1000, N/2000各 等張

液を正常培地 に添加 して培地を構成 し,無 添加正常

培地を対照 とした.各 培 地 のpH値 は第1表 に示

す通 りである.

第1表

1. N/10 HCl添 加

培養直後:僅 かに原組織 周辺 に散在せ る好中球

は全て球形乃至類球形で,胞 体 は軽度に膨 化し,異

常突起 は殆んどみられず変顆 も全 く認められなかつ

たが,固 顆は既 に膨化 してその光輝性は極度 に減弱

した.核 において は既に クロマチン凝 集が網状に起

り核膜の肥厚著 明で原形 のまま軽度に縮小 して核の

屈光性がやや増加 した.生 存せ るものは既に全 く認

められなかつ た.

培養6時 間:胞 体は極 く軽度に膨化乃至は縮小

し,固 顆 は次第 に膨化融解 し,空 胞及 び異常突起の

出現な く,核 は球状化す ることな く濃縮 し固定状態

となつてお り,以 後全 く同様 に固定された状態で核,

胞体共に膨化崩壊への移行 は認め られなかつ た.

即ちN/10 HCl添 加 の 場合は好中球は直 ちに固

定状態 とな り,固 顆 は膨化 し核 は原形のままで濃縮

し胞体は球状 に軽度膨化又は縮小 した,変 顆及 び空

胞 は全 く出現 しなかつ た.

2. N/50 HCl添 加

培養直後:球 状 に軽度膨化 した好中球が原組織

周辺にみ られ,か か るものでは核 は極度 に濃縮 し球

状化 してい るが遊走好 中球 もかな りあ り,こ れ らに

は殆 んど異常を認めなかつた.

培養6時 間:増 生 はかな り良好で遊走好中球が

多 くみ られた.既 に固顆の軽度凝集傾向がみ られ,

変顆 は比較的小 さ く,中 心部には未だ少ないが周辺

部では80%に 出現 した.

培養12時 間:増 生 は比較 的良好であつた.好 中

球 の遊走能 はなお保たれてお り,変 顆 は小な るも増

加 した.又 球突 も比較 的多いが空胞少な く極 く稀に

みられ るのみであつ た.

培養18時 間:固 顆 はやや膨化 し,光 輝性を減 じ,

変顆 は周辺部では既 に全ての好 中球 に出現 してい る

が依然小 さ く, 1胞 体内の含有数は少ない.又 空胞

は極 く稀 で球突の増加がみられた.核 の軽度濃縮 し

たものがやや増加した.

培養24時 間:変 顆 はやや肥大 し,光 輝性を増 し

た.依 然球突のみ多 く,他 の異常突起及び空胞 は稀

であつた.

培養36時 間:固 顆 は膨化 して光輝性の減弱が著

明となつた.球 突,毬 突及び尾突の増加が認 められ

るが空胞 はなお極めて少 ない.核 においては変化は
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軽度の もの多 く,膨 化の傾向 は殆 んどみ られなかつ

た.

培養48時 間:退 行性変化 は漸 く著 明とな り胞体

の球状 に膨化せ るものがかな り出現 し,核 の不均質

濃縮が漸次増加 してお り,分 葉のままで濃縮 した も

の もみ られた.

培養60時 間:胞 体は殆 んど全て球状化 してお り,

膨化せ るもの急増 し,尾 突が増加 した,核 では濃縮

せ るものが漸増 してい るが膨 化核 も認 め られた.

培養72時 間:高 度 に変性 してお り,胞 体 は膨化

してい る.核 では不均質濃縮が依然多 く,核 の膨出

は極 く稀であつた.

培養96時 間:同 様 に核の不均質濃縮が圧倒的に

多 い.胞 体の崩壊の急速な進 行がみ られた.

N/50 HGl添 加の場合には好 中球の退行性変化は

速やかに進行 した.変 顆 は早期よ り出現 したが小 さ

く,球 突 は多 くみ られたが,そ の他 の異常突起及び

空胞は稀 であつた.核 も比較的早期 より変化を示 し

不均質濃 縮が特徴的であつ た.

3. N/100 HCl添 加

培養直 後:原 組織 周辺 に散在せ る好中球 は球状

の ものがやや多いが遊 走せ るもの も可成 り認 められ

殆ん ど異常所見 は認め られなかつた.

培養6時 間:増 生良好 で好中球 の遊走能 は良好

であ り固顆 には異常は認め られなかつた.変 顆 は周

辺部において特 に多 く既 に70%に 出現 してお り,中

心帯で もやや多 くみ られた.空 胞は少な く,異 常突

起 は殆 んど認 められなかつた.核 にも異常は認め ら

れなかづた.

培養12時 間:増 生良好で好中球 の固顆 に変化な

く,変 顆が漸増 してい る他空胞は極 く稀で異常突起

もみ られなかつた.

培養18時 間:固 顆はやや不整 とな り軽度に光輝

性を減 じた.変 顆 は増加 して周辺部では既 に100%

に出現 した.球 突が略 々10%に み られる他異常突起

は少な く,空 胞 も依然僅少 であづた.核 の変化は未

だ殆ん ど認め られなかつた.

培養24時 間:中 心部においては変顆 はなお60%

程度で比校的少な く,核 においては稀 にクロマチン

凝集傾向がみ とめ られ る程度で退行性変化はなお軽

微であつた.

培養36時 間:固 顆 の光輝性は漸次減退 して多少

凝 集傾向を示す ものが あ り,変 顆の軽度の肥大が認

め られた.膜 展が急速 に出現 し,尾 突 もやや増加 し

ているが空胞 は依然極 く少ない.核 においてはクロ

マチン凝集及び軽度 の核膜肥厚が認 められた.

培養48時 間:膜 展多 く,小 球突,毬 突,尾 突等

の増加 がみ られ又棘突 も稀 に出現 した.中 心部では

なお変顆を有 しない ものが認め られた.核 において

はクロマチン凝集が進行 し,核 葉融 合し軽度の核濃

縮を来 したものが認 められた.

培養60時 間:退 行性変化は漸 く急速に進行 し変

顆 は全好中球 に認め られ た.固 顆 は光輝性が著減 し

凝集傾向が 強 くなつた.胞 体は球状 に膨 化せ るもの

が急増 し,核 の不均質濃縮,又 は球状膨 化せ るもの

が増加 して来 た.

培養72時 間:退 行性変化は高度であ る.空 胞は

25%程 度に出現 したに過 ぎず,膜 展 は消失 した,球

突,水 胞,毬 突等 がやや増加 し尾突が著増 した.核

の変化 も高度で濃縮 と膨化が略々同率 とな り膨出も

認め られた.

培養96時 間:胞 体 は全て球状 に膨化 し崩壊せ る

ものが増加 した.核 はなお均質 又は不均質に濃縮せ

るものが多 く40%を 占めてお り,膨 化及 び膨出 も増

加 した.

N/100 HCl添 加 の場合 は退行性変化は対照よ り

やや速やかに進行 した.変 顆の出現 は早期より周辺

部において著明であつたが中心部では緩 徐であつた.

空胞及び異常突起は比較的少な く,核 の不均質又は

均質濃縮が比較的多 く認め られた.

4. N/250 HGl添 加

培養直後:原 組織周辺に散在す る好 中球 には全

く異常が認 められなかづた.

培養6時 間:増 生良好で好 中球 の遊 走能 は略々

正常であつた.周 辺部で は変顆 は比較的大で既に40

%に 出現 した.空 胞 は極 く稀で異常突起 な く,核 に

も異常 は認められなかつ た.

培 養12時 間:変 顆が漸増 しやや肥大 して来たが

固顆,胞 体及び核には異常を認めな かつた.

培養18時 間:固 顆 のやや光輝性 を減 じたものが

混在 し,変 顆 は周辺部で は80%に 達 したが中心部で

は未 だ少ない.核 には殆ん ど変化が認め られなかつ

た.

培養24時 間:変 顆 が肥大 し周辺部では100%に

出現 した.空 胞がやや増加 してい るが冬種異常突起

は極 めて少 な く,核 において も僅かにクロマチン凝

集傾 向が認められ るに過 ぎなかつた.

培養36時 間:好 中球の遊走能 は著明に低下 し,

胞体の球状の ものが増加 し空胞や球突,尾 突,毬 突

等 もやや増加 して来 た.核 で はクロマチン凝集,核
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膜肥厚がやや増加 した.

培養48時 間:固 顆 は軽度膨 化し光輝性 を著減 し

た.変 顆 は増大 し各異常突起 の出現 は漸増 し小空胞

もやや増加 した.稀 に ミエ リン体 も認め られた.核

においては クロマチン凝 集が進行 し,不 均質乃至均

質に濃縮せる ものが出現 した.

培養60時 間:変 顆 は中心部 においても漸 く全好

中球 に出現 した.胞 体は球状 のものが殆ん どで,膨

化せ るものが増加 した.固 顆 は膨化 し凝集 化 し,核

では核葉融合が進行 し核濃縮及 び膨化が共 に増加 し

た.

培養72時 間:退 行性変化 は急速 に進行 しており,

胞体の膨 化乃至崩壊が増加 し,又 尾突,毬 突,球 突

が比較的多 くみ られた.核 の膨化乃至膨出が漸増 し

た.

培養96時 間:胞 体 は殆ん ど全て膨化 し更 に崩壊

しつつ あ り,核 では膨化が50%を 占めてい るが膨出

の他,不 均質乃至均質濃縮 も比較的多 く認め られた.

N/250 HCl添 加 の 場合は変顆の出現がやや速や

かであつたが,好 中球の退行性変化は比較的緩徐で

空胞及び異常突起の出現少な く,核 の変化 も比較的

遅 くよ り徐 々に進行 し,不 均質及び均質の核濃縮が

やや多 く認め られた.

5. N/500 HCl添 加

培養直後:遊 出好中球の遊走能は略 々正常で胞

体,顆 粒及び核 に異常 は認め られ なかつた.

培養6時 間:増 生は良好 で好 中球の遊走能 は略

々正常であ り変顆の軽度の出現を認めたのみである.

空胞 は殆 んど認め られなかつた.

培養12時 間:増 生は正常で変顆 は対照 と略 々同

率 に出現 してい るが空胞 は比較 的少 ない.

培 養18時 間:変 顆 は比較的大 き く周辺部 におい

てはやや多 く出現 した.固 顆 の光輝性のやや減 じた

ものがみ られ空胞 は小 さく少な く10%程 度 であつた.

培養24時 間:中 心部 では変顆 は未だ少ないが周

辺部では既 に100%に 出現 し対照 よ りやや急速 であ

つた.極 く稀 に棘突,尾 突,膜 展がみ られた.核 の

退行性変化 は末だ殆 んど認め られなかつた.

培養36時 間:固 顆の光 輝性 はかな り不整 とな り,

変顆 は漸次増加増大 しているが中心 部ではなお50%

に過 ぎなかつ た.核 においてはクロマチン凝集が軽

度 にみ られ る程度で退行性変化はなお軽度であつた.

培養48時 間:な お遊走形態を とるものが多いが

遊走速度は著減 してお り,空 胞が漸増 して35%に み

られた.

培 養60時 間:核 の変化が徐 々に進行 してお り,

クロマチン融解 して核葉融合 し膨 化 しつつあるもの

がやや増加 した.又 胞体の膨化 もやや増加 した.

培養72時 間:漸 く変性高度のものが急増 し胞体

は球状に膨化せるもの多 く,核 においては濃縮 は少

な く,膨 化乃至膨 出の傾 向が強 く認め られ た.

培養96時 間:胞 体は全 く膨化乃至崩壊 し核は膨

化が最 も多 く膨出が これ に次 ぎ濃縮 は少 なかつた.

 N/500 HCl添 加 の 場合 は変顆の出現がやや速や

かであつたが空胞及び異常突起の 出現は比較的低率

であつた.核 は膨化乃至膨 出す るもの多 く対照 との

差異は一般 に僅微であつた.

6. N/1000 HCl添 加

N/500 HCl添 加 の場合 と同様の 経 過を とり,変

顆の出現やや速 く,異 常突起の出現やや少 な く核は

膨化乃至膨 出 した.

7. N/2000 HCl添 加

退行性変化 は緩徐 に進行 し変顆,空 胞及び各種異

常突起が多彩 に出現 し核は膨化乃至膨 出し対照 と有

意の差を認めなかつた.

小括: N/10 HCl下 加の場合は好 中球は直 ちに

固定状態 とな り,核,胞体共 に凝固状で核 は原形のま

ま濃縮 し変顆,空 胞及 び異常突起の出現 は全 く認め

られなかつた. N/50よ り低濃度の場合 は小変顆が

早期 より急速 に出現 し空胞及 び異常突起の出現少な

く,核 においては不均質 に濃縮せ るものが多 く認め

られた.し か しなが らN/500以 下では 既に対照 と

の差異 は僅微で変顆の出現がやや速 く,空 胞及び異

常突起のやや低率であつ た点のみが差 として挙げら

れ るに過 ぎず, N/2000で は対照 と殆 んど有意の差

異を認めなかつた.

II.ア ルカ リ性培地

培地を アルカ リ性にす るため苛性 ソーダのN/100,

 N/200, N/500, N/1000.及 びN/2000各 等 張 液

を正常培地 に添加 して培地を構成 し無添加正常培地

を対照 とした.各 培 地 のPH値 は第2表 に示 す通

りである.

第2表
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1. N/100 NaOH添 加

培養直後:僅 かに原組織周辺に散在せ る好 中球

は既 に球状 に膨化に して お り,固 顆 は球状 に膨化 し

て大小不 同性著明で光輝性 の減退著 しく,原 形質 と

共 に膨化せ る核によつて胞体周辺に圧排 され又数個

の尾突がみ られたが変顆 は認め られ なかつた.小 水

胞はやや多 く15%に 認め られた.核 は高度 に膨化又

は膨 出し透光性大 で全 く均質になつてい るが稀 に膨

化の程度の軽い ものは核構の遺残が認め られた.又

胞体 の空胞化せ るもの もやや多 くみ られた.

以上の如 くN/100 NaOH添 加の場合 は培養直後

に好 中球 は全て死滅 し胞体は膨化 し核は膨化乃至膨

出 した.

2. N/200 NaOH添 加

培 養直後:原 組織周辺に存在す る好 中球はいづ

れ も球状に膨化 し生存せ るものを認めなかつた.変

顆は出現す る も小 さ く少な く,比 較 的屈光性に乏 し

い,固 顆 は膨化 し,光 輝性を失ない,凝 集 し胞体周

辺 に核 によつて圧排 されていた.胞 体は多数 の空胞

で充 された ものが多 く80%を 占めた.尾 突及 び水胞

も認め られた.核 は膨化 した ものが圧倒的 に多いが,

膨 出もあり又核葉融合な く個 々の核葉 が膨化 し核構

の遺残が僅かに認め られ るものもあつた.又 極めて

稀 に核濃縮 も認 められた.

培養6時 間:胞 体は全て膨化 し空胞を有 し,核

は膨化乃至膨 出して濃 縮核 は既に全 く認め られなか

つた.又 胞体の空胞化 もかな り認 められた.

N/200 NaOH添 加 の 場合 にも培養直後既 に生存

好 中球 な く胞体は球状 に膨化 した,少 数の小変顆が

出現 し空胞の出現が著明で胞体 の空胞化 もかな り認

められた.核 は膨化乃至膨出 した.

3. N/500 NaOH添 加

培養直後:僅 か に遊 出せ る好中球 は極めて運動

能不良 で胞体 はいづれ も略々球状であつた.固 顆の

光輝性 は既 に著明に減弱 してお り変顆 は少な く,小

さく,空 胞化せ るものが認め られ胞体及び核 の膨化

せ るものが略 々10%認 められた.

培養6時 間:増 生 は極めて不良で遊走形態を と

る好中球は少な く,固 顆 はやや膨化 し光輝性を失な

つ たもの多 く,変 顆はかな り出現 しているが極 く小

さい,空 胞,水 胞,尾 突の他球突及び毬突が少 数認

め られた.核 においては各核葉が膨化 し核膜 の菲薄

化せ るもの,核 葉融合 し核の膨 出を来 した もの等が

か なり出現 して来た.

培養12時 間:増 生 は依然極めて不良で好 中球 は

殆ん ど全て球状 とな り胞体の膨 化せ るものが漸増 し

た.変 顆 は依然微小であつた.空 胞,尾 突がやや増

加 した.核 では膨化せ るものが増加 したが,稀 に濃

縮 も認め られた.

培養18時 間:胞 体の膨化せ るもの著増 し既 に50

%以 上に及 んだ,固 顆 は膨化 し凝集状 となり,小 水

胞がやや増加 して略々20%に 出現 した.核 では膨化

特 に膨出せるものが著増 した.稀 に核膜空胞 も認め

られた.

培養24時 間:極 めて稀に遊走能を有するものが

あつた.胞 体は殆 んど全て球状 に膨化 してお り,核

の膨出が著 明であ るが稀 に濃縮 も認め られた.

培 養36時 間:胞 体及び核の崩壊が急速に進行 し

た.な お,胞 体の空胞化 も認め られた.

N/500 NaOH添 加 の 場合 は初期よ り固顆の変化

が認 められ,変 顆は小 さ く肥大 しなかつた.空 胞及

び異常突起 は比較的少 なかつたが空胞化はかな り認

め られた.核 は膨 出が著明であつ た.

4. N/1000 NaOH添 加

培 養直後:遊 出せ る好中球 は運動能比較 的良好

で胞体,顆 粒,核 共 に異常所見を認めなかつた.

培 養6時 間:増 生やや不良で好中球の遊走能の

低下 が認 められた.固 顆 には未だ異常は認められな

かつ た.変 顆 は小 さいが既 に70%に 出現 した.空 胞

は比較的少 な く,棘 突 はやや多 く,球 突が少数認め

られた.

培養12時 間:増 生はやや不良 で好中球の遊走は

よ り緩慢 となつた.変 顆はやや肥大 し周辺部では90

%に,中 心部で も50%に 出現 した.空 胞,棘 突,毬

突,球 突,水 胞等が比較的多 く出現 した.核 におけ

る変化 は未だ僅微であつた.

培養18時 間:固 顆は光輝性を減弱 し,不 整化が

認め られた.球 突,水 胞,棘 突はいづれ もやや多い.

核 において は クロマチン融解 し核 の軽度膨化せるも

のが出現 し又逆に軽 度濃縮せる ものもみ られた.

培養24時 間:変 顆 は殆 んど全ての好中に出現 し

た.空 胞 は比較的多 く40%に み られ,又 胞体の空胞

化せ るもの も認め られた.他 の異常突起 もやや増加

した.核 では核 葉融合 し核膨 化が漸増 し更 に膨出も

認 め られた.

培養36時 間:好 中球の運動能は著明 に減退 し,

固顆 はやや膨化 し,光 輝性の減弱化が著明 となつた.

変顆 は既に100%に 出現 した.空 胞 はやや減少 して

いるが,各 種異常突起 は比較的多 く,球 突,棘 突,

水胞 はやや増加 し尾突 は著増 して約50%に 認め られ,
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胞体の膨化せ るものがかな り出現 した.

培養48時 間:既 に高度 の変性を来したもの多 く,

顆粒は凝集 し,胞 体膨 化 し尾突が著増 してい る他胞

体の崩壊 がかなり認 め られた.核 では膨化が著増 し

膨 出が漸増 したが稀 に濃縮 も認 め られた.

培養60時 間:退 行性変化の比較的軽度の ものが

極めて稀 にあ るが殆 んど全て胞体,核 共 に膨化 し,

崩壊 しつつあ るものが漸増 した.尾 突以外の異常突

起は減少 した.

培養72時 間:胞 体の崩壊 が急速 に進行 した.核

では膨 出がやや増加 し,全 て高度の変性に陥つてい

た.

N/1000 NaOH添 加の場合には退行性変 化は比較

的急速 に進行 した.変 顆はやや小 なるも早期 より出

現 し,空 胞及び各種異常突起 が比較的多 く出現 した.

空胞化せ るもの も比較的多 く認 められた.核 は主 と

して膨化 し膨 出は末期に至 り増加 した.

5. N/2000 NaOH添 加

培養直後:増 生帯中に遊 出せ る好 中球は活溌 に

遊走 してお り,胞 体,核,顆 粒共に正常で退行性変

化は全 く認め られなかつ た.

培養6時 間:増 生良好で好中球の遊走能 は略 々

正常で活溌な運動が認 められた.周 辺部では小変顆

が比較 的多 く出現 し既 に60%に 認め られた.空 胞は

比較的少な く,異 常突起 も殆 んど認め られず,固 顆

及び核 に異常は認 められなかつ た.

培養12時 間:小 変顆 が漸増 し空胞 もやや増加 し

た.球 突,水 胞,棘 突 が稀 に出現 した.核 には殆ん

ど異常 は認 め られ なかつた.

培養18時 間:好 中球の遊走能 はやや減退 し固顆

の光輝性 がやや減弱化 し不整化が認 め られた.球 突

及 び小空胞がやや増加 した.核 においては クロマチ

ン凝集の始 まつた ものがあ り,稀 に軽度濃縮せ るも

の も認 め られた.

培養24時 間:変 顆 は中心部 において も漸 く増加

しやや肥大 して来 た.胞 体の軽度膨化 し核の軽度膨

化又は濃縮 したものが認 め られた.

培養36時 間:周 辺部においては変顆 は100%に

出現 しているが中心 部で はなお70%程 度であつた.

小 球突及 び尾突の軽度増加が認あ られた.未 だ少数

ではあるが胞体膨化及び核膨化が増加 した.な お遊

走能 を有す る好中球 も比較的多 く認め られた.

培養48時 間:全 好中球に変顆が出現 しやや肥大

した.遊 走せ るものは急激 に減少 し,退 行性変化が

急速 に進行 した.胞 体の球状 に膨 化せ るものが急増

し核 も膨化乃至膨 出せ るものが増加 した,核 濃縮 も

僅かに認め られた.

培養60時 間:胞 体の球状膨化せ るものは既 に80

%に 及んだ.尾 突が著増 した他異常突起及 び空胞の

増加 は認あ られなかつた.核 では膨化及び膨 出が漸

増 した.

培 養75時 間: 殆 んど全て高度 に変性 してお り最

早や遊走せ るものは認 められなかつた.顆 粒は凝集

してお り胞体 は膨化 し次いで崩壊せ るものが増加 し

た.核 の膨化が急増 し膨出 も漸増 した.核 濃縮 は極

く稀に認 め られたのみであ る.

培養96時 間:胞 体は著明 に膨化 し核は殆 んど全

て膨化乃至 は膨 出して漸次崩壊 が進行 した.

N/2000 NaOH添 加 の場 合にも好 中球の退行性変

化は対照 に比 し,や や急速 に進行 した.変 顆の出現

がやや速やかで空胞及び異常突起 はかな り出現 した.

空胞化 は殆んど認め られなかつ た.核 は膨化乃至膨

出が殆んどで核濃縮 は稀であつた.

小括: N/2000以 上の 濃 度 のNaOH添 加では

好 中球は直 ちに死滅 し胞体膨化 し,核 は膨化乃至膨

出した.一 般にNaOH添 加 の場合は変顆は小 さ く,

少な く空胞が多 く水胞 も比較的多 く出現 した.核 は

膨化 し更 に膨 出 し濃縮は極 く稀であつた.胞 体は膨

化 し又空胞化も多 く出現 した.こ の傾向はNaOH

の濃度の大な る程著明であつた. N/2000 NaOHの

場合は対照よ りやや速やかに退行性変化が進行 した

が上記特微は著明でなかつた.

第3節　 培地滲透圧の好中球退行性変化に

及ぼす影響に ついて

培地の滲透圧を変え るため0.3%, 0.6%, 0.9%,

 2%, 3%, 4%の 各食塩水を正常培地に添加 し無

添加の正常培地 を対照 とした.各 培地の滲透圧は第

3表 に示す通 りてあ る.

第3表

I. 0.3% NaCl添 加

培養直後:原 組織周辺の好中球 は比較的遊走能

を有 しているが固顆の不 整がやや著明であつた.

培養6時 間:増 生 はかなり不良 であつて,好 中
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球 の遊走能 はやや低下 し,固 顆は軽 度膨化 し光輝性

を減 じたものがかな り混在 した.変 顆の出現速やか

で中心部で も既 に30%周 辺部では70%に 認 めちれた.

空胞及び異常突起 は未だ殆ん どみ られないが,既 に

胞体が球状 に膨化 しクロマチンが融解 し核の軽度膨

化せ るものが少数なが ら散見 された.

培養12時 間:増 生は不良であつて好中球の遊走

能 は著明に減退 し,固 顆 の光輝性の不整が著明で,

変顆は比較 的大 き く多数出現 してお り,周 辺部で は

既に100%に 中心部で も約45%に 出現 した.小 空胞

が軽度に出現 し球突,水 胞,尾 突等 は比較的少 ない.

胞体の球状 に膨化せ るものがやや増加 してお り,核

においては核葉の融合が起 り膨化せ るものの他均質

に濃縮せ るものも稀乍 ら見 られた.変 顆を除き中心

部 と周辺部 との差は殆ん ど認め られなかつた.

培養18時 間:増 生不良で好中球 は胞体球状の も

のが増加 した.固 顆 は軽度 に膨 化し光輝性は減弱化

してお り,変 顆は屈光性強 く増 加,増 大 した,空 胞

及 び異常突起の軽度の増加が認め られた.増 生帯全

域 を通 じ20%は 胞体が膨化 しており,核 膨化 もやや

進 行 し既 に核の膨出せ るもの も認め られた.

培養24時 間:変 顆 は既 に全好中球 に出現 し比較

的大 き く1胞 体内の数 も多い.こ の時期に至 り空胞

が著増 してい るが中小空胞で大空胞は認め られなか

つ た.核 及び胞体の膨化せる ものが漸増 した.

培養36時 間:胞 体 は殆んど全て球状 で固顆 は膨

化 し凝集化の傾向が認め られた.空 胞 は依然漸増 し

て お り,球 突,尾 突,毬 突,水 胞 もやや増加 してお

り膜展 も極 く稀 にみ られたが棘突は認 められなかつ

た.核 は膨化 乃至膨 出したものが多 いが均質濃縮 も

比較的多 く認 め られた.

培養48時 間:退 行性変化は既に高度に進行 して

お り,空 胞の 出現率は この時期に最高で略々80%に

認め られ た.し か し大空胞 はみ られなかつた.核 の

膨 化又 は膨 出せ るものは30%に 達 し核濃縮は10%程

度 であつ た.

培養60時 間:胞 体の球状 に膨化せ るものが急増

した.空 胞 は融解 して漸次不 明瞭となり減少 して来

た.球 突,毬 突 もやや減少 しているが尾突特 に水胞

が増 加 した.核 では膨 出が著増 した.

培養72時 間:水 胞,尾 突を除 く諸突起及び空胞

が減少 し殆 んど全 て胞体膨 化 し,核 の膨 出が著明で

略 々50%に 認め られた.又 胞体の崩壊が進行 した.

培養96時 間:胞 体は全て膨化 し核 は膨出が圧倒

的に多 いが膨化の他濃縮 も認め られた.

0.3% NaCl添 加 の場 合は増生不良 で好 中球の固

顆 の膨化が著明で大変顆 が早期 より多数出現 し,空

胞が特に多 く出現 し水胞 が末期 に至 り多 くみ られ,

核の膨化,特 に膨 出が著明で好 中球の退 行性変化は

早期 より急速 に進行 した.

II. 0.6% NaOH添 加

培養直後:原 組織周辺 に散在する好 中球は活溌

に遊走 しており殆ん ど異常 を認めなかつた.

培養6時 間:増 生はや や不良 であるが好中球の

運動能 は比較 的良好であつ た.固 顆 には既に軽度の

光輝性の不整 が認め られ た.周 辺部においては変顆

の 出現多 く既 に50%に 認め られた.

培養12時 間:固 顆の軽度膨化及 び光輝性の減退

がやや著明となつ た.変 顆 は比較的大き く,周 辺部

において特に増加 した.

培 養18時 間:遊 走能 は著 明に低下 し変顆は中心

部 において も増加 し50%に 達 した.小 中空胞,毬 突,

尾突がやや増 し,更 に胞体 の透光性が増 し軽 度に膨

化 したもの もみ られた.核 において も既に変化が認

め られ クロマチン凝集が始 まり,次 いで軽度濃縮せ

るもの及び軽度膨化せるものが認め られた.

培 養24時 間:周 辺部では既に100%に 変顆が出

現 した.空 胞 も漸増 してお り時 に大 空胞 も認められ

た.球 突,水 胞,尾 突,毬 突等 の異常突起 もやや増

加 してい るが棘突は殆ん ど認め られなかつた.

培養36時 間:胞 体 は球状を呈す るもの多 く,変

顆 は肥大 し,中 心部 において も殆ん ど全ての好 中球

に出現 した.周 辺部 においては空胞の出現が特に著

明で60%以 上 に認め られた.核 においても退行性変

化が漸次進行 してお り,膨 化,濃 縮共 に増加 し,又

膨出 も認め られ た.

培養48時 間:遊 走能を有す る好 中球は著減 し胞

体の球状に膨化せ るものが増加 し,又 崩壊 も認めら

れた.空 胞は依然多 く,比 較 的大な る空胞 もかなり

認め られた.尾 突以外 の異常突起 はやや減少 した.

核 は膨化乃至膨出せ るものが漸増 した.

培養60時 間:周 辺部では空胞 は融解 してやや減

少 し,中 心部ではやや増加 して共 に略々50%と なつ

た.

培養72時 間:胞 体は全て膨化 し,核 の膨 出せる

ものが著増 し胞体及び核 の崩壊が進行 した.

培養96時 間:崩 壊 が進行 しているが核の濃縮せ

るもの も少数乍 ら認め られた.

0.6% NaCl添 加 の場合 には好中球の退行性変化

は比較 的急速で変顆 は大 きく比較的多数 出現 し,空
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胞が多 く,且 つ比較的大 なる空胞がか なりみ られた.

核 は膨 化乃至 は膨出 した.

III. 0.9% NaCl添 加

好中球 の退行性変化は緩徐 に進行 し対照 に比 し有

意な差異は認め られなかつた.

IV. 2% NaCl添 加

培養直後:遊 出せ る好 中球 は少な く,遊 走はや

や緩除であつ た.固 顆はやや光輝性に乏 し く,異 常

突起 は殆んどみ られず,核 には異常を認めなかつた.

培養6時 間:増 生は不良 で好中球の遊走能は低

下 し軽度の運動 がみ られ るのみであつた.固 顆はや

や不整で光輝性 を減 じた ものの混在が認め られた.

変顆 は比較的小 さ く1胞 体内の含有数 も少 ないが周

辺部で は既に70%に 出現 した.小 空胞の出現があ り

異常突起 は稀に認められた.核 において も既 に変化

を来 した ものがあり,ク ロマチン凝集が軽度 に認め

られた.し か しなが ら中心部 においては以上の諸変

化は未だ僅微であつた.

培養12時 間:増 生は依然不良で好中球の遊走能

は著 明に減退 しており既に胞体の球状に縮小せ るも

のが出現 した.固 顆の光輝性 の不整は著明 とな り,

核 も高度 に変化 した ものが認 められ核濃縮,膨 化共

に認 め られた.空 胞 は小 さく少なかつた.

培養18時 間:胞 体 は殆んど全て球状とな り,固

顆 は膨化 し,変 顆 は小 さいが 周辺部では既 に100%

に出現 した.水 胞,毬 突,球 突,尾 突,空 胞等の軽

度の増加が 認 め られ た が棘突,膜 展は全 く認めら

れなかつた.胞 体の縮小及び膨化は共 にやや増加 し

た.極 く稀に ミエ リン体が認 められた.

培養24時 間:変 顆は中心部 においても既に90%

に出現 したが依然比較的小 さい.胞 体は膨 化せるも

のが漸増 し,核 も膨化 し膨 出す る傾向が認め られた.

培養36時 間:小 空胞 がやや増加 した.異 常突起

は比較的少 ない.胞 体は縮小 した もの もあ るが膨化

が漸増 した.

培養48時 間:高 度の変性 に陥つ た ものが急増 し,

胞体膨 化 し,核 の膨出 したものが次 第に増加 した.

なお胞体縮小,核 濃縮 も認め られた.

培養60時 間:変 顆の肥大 は認められず,球 突,

水胞,尾 突,毬 突 及び空胞が漸増 し空胞は略 々50%

に出現 した,胞 体の崩壊が進行 し核膨化が急増 した.

培養72時 間:小 空胞がなお増加 し,胞 体の膨化,

核の膨 化膨 出が増加 し崩壊が進 行 したがなお胞体縮

小 し,核 の濃縮せるものが認め られた.

2% NaCl添 加では好 中球の退行性 変 化 は 早 期

よ り急速に進 行した.固 顆 は早期よ り膨化 し,変 顆

は比較的小 さかつたが急速 に出現 した,培 養初期か

ら既 に胞体縮小 し核 の濃縮せ るものがみ られたが,

次第 に胞体膨化,核 膨 化乃至膨 出が増加 した.空 胞

は小 さ く末期 に至 り増加 した.異 常突起 は比較的少

な く,膜 展,棘 突は全 く認め られなかつた.

V. 3% NaCl添 加

培養直後:原 組織周辺に散在す る好中球は球状

で遊走せる ものは殆 んど認め られなかつた.固 顆の

光輝性 は不整で核において も既 にクロマチンの凝集

傾向が認め られた.

培養6時 間:増 生 は殆 んど認め られなかつた.

原組織周辺 に散在す る好中球 は胞体略球状で軽度縮

小 しているが 中には膨化せ るもの もみ られた.固 顆

は不整で軽度膨化 し光輝性 を減 じ凝 集状 とな り顆粒

運動 は殆んどみ られなかつ た,変 顆 は小で出現 も極

く少な く小空胞水胞が軽度に認め られ稀に ミエ リン

体が出現 した.核 は球状に均質化 し濃縮 した ものが

圧倒的 に多いが膨化せ るものも認め られた.

培養12時 間:変 顆の増加,肥 大は殆んど認め ら

れなかつた.水 胞がかな り出現 し空胞,球 突,毬 突

等 は少な く胞体の膨化せ るものが増加 し,核 も次第

に膨化せるものが増加 した.

以後核膨化乃至膨 出が急増 し24時 間で胞体 の膨化,

核の膨出が著明とな り崩壊が急速に進行 した.

3% NaCl添 加 で は培 養直後か ら核に も変化が

認め られた.最 初胞体縮小,核 濃 縮 し次 い で胞 体

膨化,核 膨化乃至膨 出へ急速 に移行 した.変 顆は小

さ く少な く空胞及び異常突起 も少なかつたが水胞が

比較的多 く認められ,ミ エ リン体が比較的屡 々認め

られた.

VI. 4% NaCl添 加

胞体は球状に縮小 し,固 顆 は膨化し変顆 は小さ く

少な く,空 胞及び異常突起少な く核 は濃縮 し,次 い

で胞体膨化,核 膨化乃至膨出へ急速 に移行 した.ミ

エ リン体が稀に観察 された.

小括:培 地が低張の場合には好 中球の退行性変

化は急速 に進行 し,固 顆の膨化著 明で変顆 は大き く

多 く出現 し空胞 も多 く,胞 体膨 化 し,核 は膨化 し特

に膨 出が著明であつた.異 常突起 は少なかつた.高

張の場合 にも退行性変化は速やかに進行 し,固 顆 は

膨化す るが変顆 は小 さく少な く,空 胞や異常突起も

比較 的少なかつ た.但 しミエ リン体 は比較的屡々観

察 され た.又 培養初期においては核,胞 体共 に濃縮

するが次いで胞体膨化,核 膨化乃至膨 出へ移行 した.
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第4節　 各種単独培地におけ る好中球の退

行性変化について

臨床組織培養法を応 用し 生 理 的 食 塩 水, Ringer

氏 液,血 清及び等張葡萄糖液を各単独培地 として骨

髄 の体外組織培養を行ない好中球の退行性変化に対

す る各培地の影響を観察 した.対 照 としては正常培

地 を用いた.

I.生 理 的食塩水単独培地

培養直 後:原 組織周辺 に散在する好中球は活溌

に遊走 してお り,胞 体,顆 粒,核 共 に異常は認 めら

れなかつ た.

培養6時 間:増 生はやや不良であるが好中球の

遊走能 は良好 であつた.変 顆及び小空胞が比較 的多

く出現 したが固顆の光輝性は正常であつた.

培養12時 間:遊 走能 は既 に減退 し始め固顆 の光

輝性 に不整が認 められた.変 顆 は著増 し周辺 部では

既 に100%に,中 心部でも90%に 出現 した.球 突,

水胞が少数認 め られた.核 においては既に クロマチ

ン凝集が始 ま り,核 葉融合 し,核 濃縮又は膨 化が出

現 した.

培養18時 間:変 顆 は既 に全好中球 に出現 し,比

較的大で1胞 体内の含有数 も多い.空 胞は漸増 し,

比較的大なる ものが増加 した.核 における退行性変

化 も漸次進 行 してお り濃縮,膨 化共略 々同率 に認め

られたが膨 化は認め られなかつた.

培養24時 間:遊 走能 は著明に減退 し,固 顆の光

輝性著減 し,空 胞は漸増 して40%前 後 に認め られた.

又水胞,球 突,毬 突 もや や増加 した.核 では膨化 よ

りも均質濃縮が多 く認められた.

培養36時 間:胞 体は膨化 して球状化せ るものが

かな り出現 した.固 顆 は膨化 して光輝性を失 なつて

お り変顆 はやや肥大 し空胞が更に増加 した.空 胞化

せ るもの もかな り認められた.核 の濃縮せ るものの

増加 が著 明で膨化 もやや増加 したが膨 出は殆 んど認

め られ なかつた.な お増生帯の部位 による差 は殆ん

ど消失 した.

培 養48時 間:既 に高度 に変 性せ るものが大部分

であるが空胞はなお増加 しつつあ り,空 胞化せ るも

の も増加 して来た.核 は濃縮せ るものが依然多いが

膨 化せ るもの も増加 しつつあ り胞体の崩壊が既 にか

な り認 められた.

培養60時 間:胞 体 は全て球状 に膨 化 し殆 んど全

て に空胞が認め られた.核 は濃縮か ら膨 化へ移行 し

てお り膨 化が著増 し膨 出 もかな り出現 した.崩 壊が

急速に進 行 した.

小括:生 理的食塩水単独培地で は好中球の退行

性変化 は急速に進行 した.即 ち早期 より比較的大な

る変顆が急速に出現 し,空 胞多 く,末 期 に至 り空胞

は殆 んど全ての好 中球に出現 した.又 空胞化せるも

の もかな り認 められた.核 も早期よ り変化を示 し先

づ核濃縮が急速 に増加 し60時間 に至 り膨化乃至膨 出

へ急速 に移行 した.水 胞,球 突を除き異常突起は一

般 に少なかつ た.

II. Ringer氏 液単独培地

培養直後:好 中球の遊走能 は略々正常で胞体,

顆粒,核 共 に異常は認められなかつ た.

培養6時 間:増 生はやや不良 で好中球 は比較的

緩徐 に運動 してお り遊走能の軽度低下が認められた.

中心部では未 だ殆んど退行性変化は認め られないが

周辺部では既 に変顆 は60%に 出現 し小空胞が比較的

高率 に出現 した.

培養12時 間:増 生は依然不良 で好中球 の遊走能

は減退 し,固 顆の軽 度膨化,光 輝性の不整が認めら

れた.変 顆及び小空胞 は中心部 において も出現 して

いるが周辺部 に比 しかな りの差が認あ られた.周 辺

部では空胞が著増 し既 に50%に 出現 した.核 におい

ては既に クロマチ ン凝集が始 ま り核の軽度濃縮が認

められた.

培養18時 間:遊 走能を有す る好中球 は既に著減

し胞体球状の ものが多 く認 められた.変 顆はやや肥

大 し増加 して周辺部 では90%に 出現 した.し かし中

心部ではな お低率で あつた.空 胞 は特に周辺部 にお

いて著明に増加 した.核 は濃縮の傾向が強 く認め ら

れた.

培養24時 間:周 辺部では変顆 は100%に 出現 し,

小 ・中空胞が著増 しているが大空胞は殆ん ど認め ら

れなかつた.核 は球状に濃縮せ るもの増加 し胞体の

球状に膨 化せ るものがかな り出現 した.

培養36時 間:胞 体は全て球状で軽度膨 化せ るも

の多 く,小 変顆 は全好 中球に出現 し,周 辺部では空

胞 も全てに認め られ た.球 突及び水 胞が軽度に出現

した他異常突起 は少なかつ た.核 では クロマチンが

凝集 し核網が粗大 とな り核膜肥厚 し核 は球状ではあ

るが不均質 に濃縮せ るものが著増 し核膨化は少ない.

培養48時 間:空 胞 は次第 に融解消失 しており減

少 した.水 胞,尾 突がやや増加 している他依然異常

突起 は少なかつ た.核 は球状 に不均質濃縮せるもの

が圧倒的に多 く,又 核膜空胞が比較 的多 く認 められ

た.

培養60時 間:全 て高 度に変性 し胞体は膨化 し崩



骨髄体外組織培養に於ける人白血球の退行性変化に関する研究 301

壊が進行 した.核 はなお濃縮 が高率 を占めており72

時間において も依然濃縮核が高率で膨化は比較的少

な く,膨 出は稀 であつた.

小括: Riger氏 液単独培地 の場合 には好 中球の

退行性変化は急速 に進行 し特に周辺部 において速や

かであつたが一般 に生理的食塩水の場合に比 し,や

や緩徐であつ た.変 顆 は比較 的小 さ く早期 よ り出現

し空胞 も早期よ り急速に出現 したが空胞化 は殆ん ど

認められなかつ た.核 は不均質 に濃縮せるものが圧

倒的 に多 く,未 期 に至 るも膨 化への移行は少なかつ

た.又 核膜空胞が比較 的多 く認め られた.

III.血 清単独培地

培養直 後:原 組織 周辺 の好中球 は活溌 に遊走 し

て おり異常 は全 く認め られなかつた.

培養6時 間:増 生良好で好中球 の遊走能 も良好

であ るが固顆の光輝性 の軽度不整が認められ小変顆

が多 く出現 し周辺部では70%に 認め られた.核 には

異常は認 められなかつ た.

培養12時 間:増 生 はやや不良 となつた.変 顆 は

中心部 では未だ少 ない.小 空胞及び球突の出現が軽

度 に認 あ られた.

培養18時 間:一 般 に運動能 は著明 に低下 してお

り,固 顆の光輝性はやや減退 し,変 顆 は中心 部にお

いてはなお少ないが周辺部では90%に 出現 し,や や

肥大 して来た.単 純及び連鎖状 の球突がかな り高率

に出現 してお り略 々40%に 認め られた.核 において

は クロマチン凝集が始始 まり,核 膜の肥厚が認め ら

れた.

培養24時 間:空 胞及び球突が増加 し尾突 もやや

増加 した.核 葉融 合し核濃縮又 は膨化を来 した もの

がかな り認 められた.

培養36時 間:遊 走能を有す るもの は著減 し,胞

体の球状 を呈す るものが増加 した.小 ・中空胞はこ

の時期に最 も多 く出現 して おり約50%に 認め られた.

球突はやや減少 した.核 の退行性 変化 は次第に進行

して濃縮,膨 化共略々同率 に増加 してい るが膨 出は

未だ認められなかつ た.

培養48時 間:退 行性変化は急速に進 行 し,胞 体

は軽度に膨化せ る ものが多いが胞体縁は比較的不整

であつた.固 顆 は全て膨化 し光輝性を失ない,空 胞

は中心部においてむ しろ増加 した.球 突 は減少 した.

核膨化が圧 倒的 に増加 したが濃縮 もかな り認め られ

た.

培養60時 間:胞 体 は全て膨 化 し,崩 壊が進 行し

ており空胞 及び異常突起 は減少 し核 は殆ん ど膨 化 し

た,核 濃縮 も少数ながら認め られ たが膨 出は殆ん ど

認め られなかつた.

小括:血 清単独培地では好 中球の退行性変化は

比較的急速 に進行 した.変 顆 は比較的小 さ く早期 よ

り出現 した.球 突 は特に多 く出現 し,特 異的であつ

たが,そ の他の異常突起は少な く空胞 もやや少 なか

つた.核 の変化はやや 早く18時間頃よ り認め られ48

時間に至 り膨化が急増 したが末期に至 るも膨 出は殆

んど認 められなかつた.

VI.等 張葡萄糖液単 独培地

培養直後:原 組織 周辺の好中球 は緩徐なが ら遊

走が認め られ た.固 顆 の光輝性はやや減退 していた.

 2時 間位迄 は遊走が認 められたが以後漸次毬突を出

し運動形態 のまま静止 し,固 定 され,固 顆 は軽度膨

化し光輝性 を減 じて凝集 した.変 顆は小 さ く稀に認

められ るのみであつ た,空 胞 は泡沫状 に多数生 じた

もの もあつたが多 くは1～ 数個で漸次増大 して核を

圧排 した.核 においては クロマチ ンが融解 し均質 と

なり屈光性を減 じ軽度 に膨化 した ものもあ り.又 均

質 に濃縮 した もの も認め られ た.

培養6時 間 ・ 細胞の増生は全 く認められず,好

中球は原組織周辺 に僅かに散在するのみであり依然

遊走形態を保つ たまま凝固固定状態 となつて おり,

胞体は軽度濃縮 し屈光性を増 しており,顆 粒 は凝集

状 とな り,原 形質 は空胞 によ り圧排 されてい るのが

特異的であつ た.核 は略々原形を保 ちなが ら均質化

し軽度濃縮 し核膜に微細な皺襞 が認め られた.

以後 も同様所見で胞体及び核 の膨化は認め られな

かつ た.

小括:等 張葡萄糖液単独培地では好中球は数時

間で遊走形態のまま凝固固定状 となつ た.変 顆 は殆

んど出現せず大空胞が多 く認め られた.核 は均質化

し濃縮 したが比較的軽度であつた.

第4章　 総 括 並 び に 考 按

平木内科教室考案の臨床組織培養法を応用 し,培

養温度,培 地 水素 イオ ン濃度並びに培地滲透圧等の

物理化学的条件が増生帯 中に出現せ る好 中球の退行

性変化に及ぼす影響につ いて観察 した.

先づ培養温度について は10℃ 以下及び45℃ 以

上では増生は全 く認め られなかつ た.好 中球の遊走

能を示す範囲は15゜ ～43℃ であつたが, 15℃ 及び

43℃ では極 く僅か に認められたのみである.

好 中球の退行性変化は一般 に高温程 その出現が早

く,且 つ急速に進行 し,低 温程 遅 く, 15℃ におい



302 品 川 晃 二

て最 も遅延 したが10℃ 以下では逆 に急速 に進行 し

た.し か しなが ら好 中球 の増 生 並 び に遊 走 能 は

37℃ を中心 として高温及び低温に向 う程低下 して

お り,従 つ て好 中球の 至 適 温 度 は37℃ 附近にあ

ると考 え られ る.

好 中球 の顆粒及び胞体の退行性変化につ いてみ る

に低温に至 る程変顆の 出現は少 な く,小 さく,空 胞

及び異 常突起 も少な く,従 つ て退行性変化は主 とし

て固顆 及び核 の変化 によつてその進行が観察 された.

これ に反 し39℃ では変顆 の出現早 く,空 胞が多 く,

特 に球突の出現 が著明であつ た.更 に高温 になると

変顆は少な く,小 さ く,空 胞及び異常突起 はいづれ

も少な く,結 局37℃ において最 も多彩な各種の退

行性変化像が観察 され た.

更 に核 については高温及び低 温で共 に核 の濃縮が

比較的多 く認め られ た.即 ち高温で は核,胞 体共に

最初やや濃縮 し,漸 次膨化へ移行 したが核膨 出は少

な く, 43℃ 以 上 で は膨出は殆 んど認め られなかつ

た.又 低温では胞 体膨化 し,核 の濃縮が末期 に至 り

比較的多 く認め られ たが, 10℃ 以 下 では核濃縮が

先づ起 り,次 いで膨化乃至膨 出へ と急速に移行 した.

体外組織培養がHarrison108)に よつて始 めて成功

して以来培養温 度の重要性は当初より問題 となつて

おり,培 養温度に関 しての多 くの研究がなされてい

る.即 ちLambert u. Hanes123)の 鶏 胎児心臓及び

腸 管組織の培養では36゜ ～39℃ で,又 根本50)は 繊

維芽細胞の被覆培養 において39℃ で最 高の増生を

示 した と報告 して お り,福 光64)は 鶏胎児 の心,脾

及 び繊維芽細胞 の壜法 によ る培 養において培養の至

適温度 として心,脾 で は38℃ を,繊 維芽細胞では

38 ～゚42℃ を挙 げてい る.

一方骨髄の体外組織 培養における培養温度 に関す

る系統 的な実験 は極 く最近迄見 られなかつ たのであ

るが教室津島43)は 家 兎 骨髄の壜法によ る体外組織

培養 において 増生 は最 低12℃ 最高39℃ であつ

たと述べ,又 教 室高橋38)の 被 覆 法 による観察では

最低15℃,最 高43℃ で あ り,偽 好酸球 の最高遊

走速度は津島,高 橋共に39℃ を挙 げてい る.又 千

田37)は 人 末 梢血好 中球の走 化性 と温度との関係に

おいて, 37°～40℃ において最 も走化性が旺盛であ

つ たと述 べているが比較的高温 において最高値を得

たのは津島,高 橋のい う如 く一時的な刺戟状態であ

ると考え るのが妥当であ り,私 の観察では39℃ に

おいて好 中球の退 行性変 化は対照の37℃ にお ける

よ り速やかに進 行す る事 を 認 め た.教 室大河原12)

も骨髄巨核球の退行性変化 に関す る観察で同様所見

を得ている. Zollinger154)は腎.肝 な どの組織細胞

の位相差顕 微鏡観察において水胞の出現 は温度 に関

係な く変顆 は高温において大 とな り低温程小である

と述べているが私 の好中球 にお ける観察で は水胞は

高温,低 温共 に少な く,変 顆 は低温においては少な

く,又41℃ 以上 の高温において も小 さ く,か つ少

なかつた.

次に水素 イオ ン濃度については培地のpH値 は血

清 の緩 衝 作 用 によ り加えた塩酸又 は苛性 ソーダの

pH値 よりもかな り正 常 培地 のPH値 に近づいて

い る.一 般 に塩酸添加の場合は酸性度の抵い程,又

苛性 ソーダ添加の場 合は アル カ リ度 の低い程,換 言

すれば正常培地に近 い程組織の増生 は良 好で好中球

の退行性変化 は遅延 した.

N/10 HCl添 加 の場 合には核,胞 体共に凝固状で

核は原形の まま濃縮 し,変 顆,空 胞及び異常突起の

出現は全て認め られ なかつた. N/50 HClか らは好

中球の増生が認め られ,酸 性培地においては小変顆

の出現 が速やかで空胞及び異常突起 は比較的少な く,

核 は不 均 質 に濃縮 した ものが多 く認められた.こ

の傾向はpH値 の低い程著 明 で あつ た. N/500,

及びN/1000 HClで は既 に対照 との差 は僅少で変

顆の出現が比較的速やかで空胞及び異常突起のやや

低率であつ た点のみが差 として挙げ られ るに過 ぎず,

 N/2000 HClで は対照 と殆 んど有意の差 を認めなか

つた.

N/200 NaOHを 添 加 せ る場 合は増生 は全 く認め

られなかつ たが一般 にアルカ リ性培地においては変

顆は小 さ く,少 な く,空 胞 が多 く,水 胞 も比較的多

く出現 した.核 は膨化 し更 に膨 出し,胞 体は膨化 し,

又,空 胞 化も多 く出現 した.こ の 傾 向 はpH値 の

大な る程 著明であつ た. N/2000 NaOHで は対照よ

りやや速やかに退行性変化が進行 した がNaOH添

加の場合の上記特徴 は殆んど認められなかつた.

培養組織の発育 と水素 イオン濃度 との関係につい

ては古 くより多 くの研究があ り, Lewis & Felton126)

は家鶏胎児の繊維芽細胞の発育 に 及 ぼ すpHの 影

響をみてpH 6.0～9.0の 広汎囲で該細胞は正常に

発育 し至適pH値 は6.8～7.0で あ ると低値を挙げ

てい る. Fischer98)は 比 較成長価 より家鶏胎児心繊

維芽細胞の至適pHは7.4～7.8で あ ると述べてお り,

 Rumjantzew148)は 蛙の種 々の器官 について肝は6.0

～8.0,脾 は6 .0～7.8,腎 は6.5～7.6が 適当である

と報 じている.又 福光64)は 家 鶏 胎児心及び脾の組
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織培養に及 ぼす 影 響 を検 し,至 適pHを7.45～

7.95と している.教 室津島44)は 家 兎骨髄組織培養

において培地 の水素 イオ ン濃度の増生に及 ぼす影響

を観察 し,塩 酸又 は苛性 ソーダ添加培地 では7.11～

7.94に おいて培養可能 であり,至 適pHは7.63で

あつたと報告 し,教 室 高 橋40)は 家兎偽好酸球の運

動能をpH 7.11～8.01で 認めている.干 田37)は 人

好 中球の超生体観察にお いて, pH 6.4～8.0で は略

々正常の運動形態を保持 して お りpH 4.5及 び9.2

では殆ん ど運動 を認めなかつたと述べている.骨 髄

巨核球 について は教室 大河原12)はpH 7.06～8.91

の間で運動能を認め,増 地 至適pHは7.63～7.92で

あつた と述 べ,更 に巨核球 の退行性 変 化 に及 ぼ す

pHの 影響 につ いて観察 し,酸 度及びアルカ リ度が

高い程早期よ り高度の変化を来す事を認めて いるが

酸性及 びアル カ リ性各培地 における巨核球の退行性

変化の態度の相違 については述 べていない.

Lewis127)は 酸性 培 地 にお ける原形質のゲル化 は

可逆性 の もので アルカ リ性培地においてゾル化す る

と述べているがZollinger155)の 反 証 した如 く,私

の好中球 にお ける観察 におい て も低pH培 地 にお

ける胞体及 び核 の凝固 は既に細胞の高度の変性を意

味す るもので不可逆性の病的変化である.

次 に培地滲透圧が好中球の退行性変化 に及ぼす影

響を種 々の濃度 の食塩水添加 によつて観察 した結果,

低張の場合には退行性変化は急速に進行 し固顆 の膨

化著 明で変顆 は大 き く多 く出現 し,空 胞 も多 く胞体

膨化し,核 も膨化 し特に膨 出が著明であつ た.異常突

起は少なかつた.高 張液の場合 にも退行性変化は速

やかに進行 し,固 顆は膨化す るが変顆 は小 さ く,少

な く,空 胞や異 常突起 も比較 的少なかつた.但 しミ

エ リン体 は比較 的屡 々観察 され た.培 養初期におい

ては核,胞 体共 に濃縮する ものが多いが,次 いで胞

体は膨化 し核は膨化乃至膨出へ移行 した.

一般 に培地 滲透圧 は細胞の機能 に多大の影響を及

ぼす ことは容易に考え られ る所であり,古 来多 くの

研究がなされて来たが骨髄組織培養 において,培 地

滲透圧の細胞増生及 び機能等に与え る影響 について

は教 室 津 島42),高 橋39),大 河原12),渡 辺70)等 の最

近の研究以外 にはな く従つて骨髄組織培養における

好 中球の退行性変化 に対 して滲透圧 の及ぼす影響 に

関す る系統的研 究はみ られなかつ た.

滲透圧 の影響 につ い て 古 くはLoeb129)が 海〓の

卵子の発育 について正常の海水中よ りも蒸溜水を加

えて低張に した方が よ り大 き く発育することを見て

い る.体 外組織培養における培地滲透圧の影響につ

いてはCarrel & Burrows87)が 家鶏の脾を食塩水又

は蒸溜水で滲透圧を変えた血漿中で体外培養を行 い,

高張培地 に於いて常に発育不良であるが低張培地で

は常に促進 されていることを認めた.又Ruth149)も

蛙の皮膚上皮細胞 の体外培養 に於て血漿単独よ りも

蒸溜水を以て血漿を稀釈 した場合の方が増殖良好で

あつたと述べてい る.か か る低張培地 の優越説に対

しLambert124)は 等張液にて血漿培地を稀釈 した場

合が最良であ ると述べ,稀 釈によ り血漿繊維素網の

粗造化が起 り細胞 の遊走を容易な らしめるためであ

ろうと推論してい る.之 に対 しHogue111)は 低調の

場合 に細胞の遊 出の多 いのは稀釈に よつて血漿中の

栄食物が少な くな り,之 を細胞が探 し求め るためで

ある と反 論 して い る.千 田37)は 白血 球の運動形

態 に及 ぼ す 滲 透圧の影響をみてお り, 0.7%が 最

良であつ たと述べている.家 兎骨髄組織培養に於て

教室津島42)は 低 張 の場合に増生が促進 されると述

べ,教 室高橋39)は 低 張 液に於て家兎偽好酸球の遊

走速度が亢進す ると述べてい るが,こ れらは何れ も

一時的な被刺戟状態で急速に増生並びに遊走速度の

低下が来る ことを認 めてお り,私 の実験の結果で は

等張液 において好中球の退行性変化 は最 も遅 く進行

した.従 つて低張液において組織増生が盛んである

とい う多 くの研究者 の見解は津島.高 橋のい う如 く

一時 的な被刺戟状態時のみの観察 に基 くものであろ

うと考え られ る.

細 胞 の 退行 性 変化と滲透 圧 との 関 係 について

Hogue111)は 鶏胎心の体外組織培養 において 繊 維 芽

細胞 の超生体染色を行つて低張培地では大 中性赤空

胞の 出現 が あ り核 の膨 出を認め,高 張の場合には

細胞が萎縮す る と述 べ て い る.又Richards, H. &

 Richards, D.145)は 各種濃度の食塩水を添加す ること

によつて白血球の抵抗 をみてお り形態学的な退行性

変化を核膜の軽度菲薄化,核 の光輝性の減弱化,核

のす り硝子様均質化,及 び核影 と4型 に,主として核

の変化か ら分類 し白血球の脆弱性 を検 している.小

野 田16)は 試 験 管 内家兎血液 に種 々な濃度の食塩水

を加え滲透圧を変化せ しめて偽好酸球の形 態学的変

化をみており,高 張血液中では胞体の縮小,原 形質

の濃染,空 胞,顆 粒の染色異常,核 の濃縮,融 解が

おこり,低 張血液中では胞体膨化,原 形質の透 明化,

空胞,顆 粒異常,核 の膨化を来す と述べてい るが又

宮川66)は 人 末 梢血好中球につ いて各種濃度の食塩

水を加えた場合の形態及 び貪喰能 の変化をみてお り,
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両者共低張液 において保存状態可良で高張液 におい

て退行 性変 化が速かで あつた と報告 して いる.更 に

教室大河原12)の 骨 髄 巨核球の観察 では低張培地 に

於て は胞体膨化,空 胞形成,核 の膨化,次 いで濃縮 を

来 し,高 張培地 では胞体の粗〓化,核 の光輝化の傾

向が強い と述べてい る.し か しなが ら巨核球の運動

を示す範 囲内で は低 張及 び高張培地 で巨核球の退行

性 変化像 に差 はみ られ なかつ たと述 べてお り私の好

中球 における観察 とやや趣 きを異に して いる.

最後に生理 的食塩水. Ringer氏 液,血 清及び等張

葡萄糖液 の各単独培地 における好中球 の退行性変化

について観察 した結果 は各培地共,正 常培地 に比 し

退 行性 変化は早期 より速かに進行 し,等 張葡萄糖液

の場合最 も速 か で あ り,次 い で 生 理 的 食 塩 水,

 Ringer氏 液,血清の順であつ た.然 して各培地におい

て退 行性変化像 にかな りの相異か認め られ た.即 ち

生理 的食塩水単独培地では早期よ り変顆の出現が著

明で空胞多 く空胞化せ るもの もかな り認め られ,核

の変化 も早期 より認め られ,始 め濃縮 し末期に至 り

急速 に膨化又 は膨 出に移行 した. Ringer氏 液の場合

も退行 性変化 は急速で特に周辺帯において速 く,変

顆は比較 的小 さ く空胞 は多 く出現 し核膜空胞 も比較

的多 くみられ たが空胞 化は殆 んどな く,核 は不均質

濃縮が多 く末期に至 る も膨化への移行 は少 なかつた.

血 清の場合 は小変顆が早期よ り出現 し,球 突多 く,

その他の異常突 起及 び空胞は少 な く,核 は膨化が多

かつたが膨出は稀 であつた.等 張葡萄糖液 では増生

が認め られず,好 中球 は数時間で凝固状 とな り,変

顆 は殆 ん ど出現せず,大 空胞が多 く出現 し,核 は軽

度の濃縮 を示 した.

宮川66)は 染 色 標本における観察 で一定量の葡萄

糖の添加 は保存血中の好 中球の退行性変化を遅延せ

しめるといい,教 室菅野31)はRollertube法 に よる

家兎骨髄組織培養で培地の構成する血清の割合 は20

%が 最適で あると述べて おり,又 少量の葡萄糖の必

要性 を認めてい る.し か し鈴木34)は 鶏胎児心の組

織培養 において0.1～0.5%以 上 の葡萄糖 は退行性変

化 を促進せ しめ ると述べ て お り,福 光64)も 鶏胎児

脾臓の組織培養 において同様 の成績を得てい る.又

Lewis, M & Lewis, W. 125)は 鶏胎児組織培養 におい

て0.75～0.9%の 食塩水では血漿よ りも発育が不良

であ るといい教室菅野31)も 上 記 実験でRinger氏

液及び生理的食塩水はいづれ も培養液 として劣 ると

述 べてい る.更 に教室大河原12)の 骨 髄 巨核球 につ

いてのこれ ら単独培地 における観察で遊走能の著減

及び退行性変化の急速な進行をみてお り,又 教室渡

辺70)の 等張葡萄糖液及びRinger氏 液 における好

中球の螢光顕微鏡による観察 において も変性の速や

か に進行す る事を認めてい る.従 つて教室考案の臨

床組織培養法 け小野14)の 述 べ ている如 く簡易 に行

なえ,し か も観察 に至便で あり優秀な培地であると

いいうる.

第5章　 結 論

私 は教室考案の臨床組織培養法を用いて健康人骨

髄 の体外 組織培養を行ない,増 生帯 中に出現せ る好

中球 に就 いて,培 養温度,培 地水素 イオ ン濃度,培

地滲透圧及び単独培地の好中球退行性変化 に及ぼす

影響を観察 し正常培養 における好中球と比較 して次

の結論を得 た.

1.一 般に低温でに好 中球の退行性変化は遅 く,

高温程速やかに進行 し, 15℃ で最 も緩徐に進行 し

たが10℃ 以下では逆 に速やかであつた.又 変性顆

粒,空 胞,異 常突 起 等 は37° ～39℃ を中心 として

低温又は高温に至 る程減少 し,核 は高温及び低温で

共 に濃縮が比較的多 くみ られ,核 膨 出は低温 に多 く,

高温では殆ん ど認 められなかつた.

2.水 素 イオ ン濃度の影響につ いては正常培地の

pHか ら遠 ざかる程退行性変化 は速やかに進行 した.

酸性培地で は小変性顆粒の出現速やかで空胞及び異

常突起 は少な く,核 葉の融 合な く,不 均質に濃縮す

る傾向強 く,ア ルカ リ性培地で は変性顆粒少な く,

空胞及 び水胞が多 く,胞 体膨化 し核は膨化又は膨 出

する傾 向が強かつた.

3.滲 透圧 の影響については等張液において退行

性変化 は最 も遅 く,低 張の場合には固有顆粒は大 き

く多 く,空 胞 も多 く出現 し胞体膨化 し核の膨化特に

膨 出が著明で あつた.高 張の場合 にも固有顆粒は膨

化す るが変性顆粒は小 さ く少な く,空 胞及 び異常突

起 も少な く,ミ エ リン体が比較的多 く認められ培養

初期には核,胞 体共 に濃縮す るが次いで共 に膨化に

移行 した.

4.生 理的食塩水, Ringer氏 液,血 清 及 び等張

葡萄糖 液の各単独培地 においては退 行性変化はいづ

れにおいて も早期よ り急速 に進行 し,葡 萄糖液にお

いて最 も速やかに,食 塩水, Ringer氏 液が これに

次ぎ,血 清の場合に最 も遅延 したが正常培地 におけ

るより速やかであつた.
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Studies on Degenerative Changes in Human Leucocytes in Bone

 Marrow Tissue Culture

II. Influences of Various Culture Conditions on Degenerative

 Changes in Neutrophils

By

Koji Shinagawa

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

The normal human bone marrow was cultured in vitro by the clinioal tissue culture 

method devised in our Department in order to see the influences of suoh faotors as the medium 

temperature, the hydrogen ion concentration, the osmotic pressure in the media, and some 

single media, on the degenerative changes of neutrophils appearing in the growth area. These 

results were compared with those in the case of neutrophils cultured in the normal medium. 

The following are the conclusions.

1. In general the degenerative changes of neutrophils proceed slowly under low temperature 

but more rapidly at higher temperature. At 15•Ž the progress is most slow while on the 

contrary, at the temperature below 10•Ž it is rapid, The number of degeneration granules, 

vacuoles, and abnormal processes decreases as the bone marrow is cultured at a lower or at a 

higher temperature centering around 37•Ž-39•Ž. More condensed nuclei can be observed at 

a high temperature, and also at a low temperature. The eruption of the nucleus appears more 

frequently at low temperature, however, there is almost no nuclear eruption at high temperature.

2. As for the influence of the hydrogen ion concentration, the further away is the pH 

from that of the normal medium the more rapid is the degenerative changes. In the acid 

medium the appearance of small degeneration granules is more rapid but the number of vacuoles 

and sbnormal processes is less, showing no tendency of fusion of nuclear lobes but a strong 

tendency of non-homogeneous pyknosis. In alkaline medium degeneration granules are less but 

vacuoles and blisters are numerous, and cytoplasm is swollen, and nucleus tends to swell up 

or to erupt.

3. As for the influence of the osmotic pressure, in the isotonic solution the degenerative 

changes appear most slowly, and in the hypotonic solution the swelling of specific granules 

is marked and degeneration granules are numerous and large with many vacuoles. Cytoplasm 

and nulcleus are swollen, especially the eruption of the nucleus is striking. In the hypertonic 

solution the swelling of specific granules is observed, but the number and the size of degenera

tion granules are small. Vacuoles and abnormal processes are less, while myelin forms can be 

recognized relatively many. The nucleus and cytoplasm are condensed at the initial stage of 

the culture but later both of them are swollen.

4. In the single medium such as physiological saline solution, Ringer's solution, serum, 

or in the isotonic glucose solution, the degenerative changes proceed radidly at an early stage 

in any of these media, and the changes progress most rapidly in the glucose solution followed 

by physiological saline solution and Ringer's solution. The progress is slowest in the serum 

medium but it is more rapid than in the normal medium.


