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I.緒 言

本編では第1編 に引続 き,化 学療法 によつて寛解

を来 した白血病患者の骨髄組織培養 に生体染色を応

用 し,治 療 による白血病細胞の微細な る構造の変化

を明らかにす ると共 に,第1編 で述べた如 く慢性骨

髄性白血病の寛解時に於ける低形成 型変化1)は 再生

不良姓貧血の培養所見 に極めて類似 しているので両

者の細胞学的鑑別 に就いて も検討す る.

血球の超生体染色法 はSabin(1921)に よつて完

成せ られ,こ の方法 によ りSabin2) Simpson3)は 白

血病細胞を詳 しく観察 し,我 国で も杉山4),天 野5),

加藤6)等 は優れ た研究 を行なつてい る,超 生体染色

はギムザ染色等の死細胞 の染色標本 に比 して一歩進

んだ方法ではあるが,細 胞構造の死直前に於ける一

断面を観察 し得 るに過 ぎないという弱点があ る.最

近教室で考案 された骨髄組織培養は生 きたままの細

胞の細胞学的観察には極 めて優れた方法であ り,こ

れによつて始めて骨髄細胞の生 きた状態に於 ける染

色即ち生体染色を行な うことが可能 とな り,且 つ長

時間に亘つての細胞観察 も出来 るようになつ た.

教室田村7)は 中性赤,リ チオンカル ミン等 によ る

生体染色を行 つて骨髄細胞の染色性を追求 し,更 に

臨床的応用を試 みた.次 いで太 田8)は 中性赤及びヤ

ー ヌス緑Bを 同時に骨髄培養に使用 して正常血球並

びに白血病細胞の細胞学的研究を行ない,両 者の細

胞学 的構造の差異を明らかに した.

飜つて白血病治療時に於ける細胞学 的研究 に就い

ての文献を通覧す るに,そ の 数 極 め て少 な く,山

田9)は 急性骨髄性 白血病にPrednisoione投 与後白

血病細胞の ミトコン ドリアの膨 化を認め, Granville,

 N. B. et al.10), Rajendra G. Desai11)等 は 単に血

液像上の変化 に言及 している程度であつて未だ充分

に検討 されて いるとは云い難い.

私は教室太 田により考案せ られた生体染色法8)に

よ つ て,各 種抗 白血病剤 に よ る 白血病治療時に於

ける骨髄細胞 の細胞学的変化を追求 し,抗 白血病剤

の作用機転の一部を明らか に す る と共に慢性骨髄

性 白血病の寛解時に見 られ る低形成型骨髄 と平木教

授12)の 云 う汎骨髄癆型再生不良性貧血の骨髄に就

いて も細胞学的検討 を行ない,差 異のあることを見

出したので報告 する.

II.実 験 対 象 及 び 実験 方 法

実験対象:昭 和34年7月 か ら翌35年6月 迄に当

教室に入院 した各種白血病患者14例,再 生不良性貧

血患者2例 の胸骨穿刺により得た骨髄小片を使用 し

た.白 血病患者14例 は急性骨髄性 白血 病2例,急 性
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淋巴球性 白血病3例,単 球性 白血病3例,慢 性骨髄

性白血病6例 で骨髄穿刺時の治療状態は第1編 で詳

しく述べ た通 りである.

実験方法:教 室太 田の生体染色法9)に 依つ た.

即 ち,教 室考案の臨床組織培 養を行な うに際 して,

健康入血清及びV. B12の 培 地 に 更にヤーヌス緑B

の0.01%生 理的食塩水溶液及び中性赤の0.05%生 理

的食塩水溶液 を各半滴ずつ加えた.そ の他の処 置は

第1編 の実験方法 と略々同様であ るが,観 察時間は

培 養直後 よ り約72時 間に及 び,又 観察 には普通 の顕

微鏡を用い,保 温箱 により標本 を37℃ に保 ち,光

源には断熱 フイルターを挿入 した.

III.実 験 成 績

白血病症例の各培養回数,培 養年月 日及 び主な る

使用抗 白血病剤に関 しては これ を一括 して表 に示 し

た.尚 寛解基準は第1編 に従い,白 血病型 より中間

型,正 常型を経て低形成型迄 に分類 した.

(1)急 性 骨髄性 白血病

第1例　 三〇通○　 13才 男

本例 は治療前か ら寛解期を経て末期 に到 る迄5回

に亘つ て骨髄培養を行 ない,経 過 を観察 した.

第1回 培養,治 療前:細 胞増生帯を形成 する構

成 細胞 は成熟好中球が多 く増生帯 内層 にはかなりの

好中球系異型前骨髄球 が観察 された.ミ トコン ドリ

ア(以 下 「ミ」 と略す)の 染色性 はいずれの細胞に

於いて も正常 より低下 してい た.

異型前骨髄球の 「ミ」 は概 ねSabin型 分 布 を示

し,小 型,同 大,淡 青色で,培 養時間の経過 と共に

早期 に腿色 した.中 性赤微細顆 粒は1～3の 集団を

作 り,時 間の経過 と共 に濃赤色の中性赤顆粒とな り

大小不 同を生 じた.核 には数ケの切れ込みを有す る

も のが多かつ た.

増生帯 内層 に於いては好中球系骨髄球 も散見 され.

胞体は正常 よりやや小 さかつ たが生体染色上の異常

はな く長時間経過後 も不染空胞の発生は極めて少な

かつ た.

成熟好 中球 には殆 んど異常がなかつ た.

その他,好 塩基球 の中性赤顆粒に著 しい大 小不同

があつ たが,赤 芽球,好 酸球等には異常を認めなか

つた.

第2回 培 養, Prednisoloneに よ る治療後:増 成

様式 は白血病型で白血病細胞 には細胞構造上変化 を

来 さなかつ たが,前 回の所見 に追加 すべ きもの とし

て淋 巴球の 中に核の分葉の多 いものがあつ た.

第3回 培養:増 生様式 は中間型 とな り白血病細

胞即 ち異型前骨髄球 には細胞構造上変化を認めない

が 赤芽球の増加 が目立 ちその中に極めて稀である

が約1μ の巨大な桿状 「ミ」を 有 す る ものがあつ

た.

第4回 培養:増 生様式が正常型を呈 し最 も寛解

した時期で,治 療の影響 により初 めて白血病細胞,

赤芽 球及 び淋巴球 の 「ミ」 に大小不同を生 じ且つ染

色性 の改善 を認めた.そ の他の細 胞に特記すべ き所

見は なかつた.

第5回 培養:再 発 して増生様式が白血病型 とな

つた場合で あるが,異 型前骨髄球が大多数 を占め,

その 「ミ」 には著 しい大小不同を生 じ核は1～4の

切れ込みを有 して瘤状 をなす ものが多かつ た.中 性

赤顆粒には著変を認めなかつた.

培養20時 間後にはすべての異型前骨髄球,骨 髄球

に10数 ケの正円形で光輝性の強い不染空胞 を生 じ,

正常の場合 よりも不染空胞の発生が早期且つ多数で

あることを認めた.

第2例　 角○久 ○　 7才 男

治療前 か ら3回 に亘つて骨髄培養を行ない寛解時

に退院 した.

第1回 培養,治 療前:増 生帯周辺は殆 んど成熟

好 中球によつて 占め られ たが,増 生帯内層では成熟

好 中球 と略 々同数の好 中球 系 異 型 前 骨 髄球を認 め

た.「 ミ」はいずれの細 胞 に 於いて も染色性が低下

していた.

異型前骨髄球は小型 の細胞で培養初期には淋巴球

との鑑別が困難であうたが,異 型前骨髄球では時間

と共 に微細顆粒 は中性赤空胞 となることな く,前 骨

髄球の中で も幼若前骨髄球 に近い所見を呈 した.

その他の細胞 に就いてはすべて第1例 と略々同様

であつ た.

第2回 培養, Prednisoloneに よる治療後:増 生

様式 は中間型変化を来 し,淋 巴球が増加 して増生帯

構成細胞の約30%を 占め,そ の中には中性赤空胞が

小 さ くて異型前骨髄球に似 たものが少数 あつた.

異型前骨髄球 の 「ミ」には軽度の大小不同を認め

たがその他の細胞 には余 り変化がなかつ た.

第3回 培養:増 生様式 はやは り中間型であり,

「ミ」 は第1例 の場合 と同 様 に いずれの細胞に於い

て も染色性がやや改善 された.

異型前骨髄球及び骨髄球ではその中性赤顆粒の中

に特に大 なるものが散在 し,そ の大 きさは好酸球顆

粒大に達 した.こ の顆 粒は所謂 「B型顆粒」9)の変
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化 した ものと思 われ る.

第1例 の場合 と同様 に異型前骨髄球の 「ミ」 に大

小不同を生 じ,又 好 中球系細胞以外にも赤芽球及 び

淋巴球の 「ミ」に大小不 同を生 じ,培 養時間の経過

と共に膨化の傾向を示 したことが治療による影響 と

して注目され る.

小 括

急性骨髄性白血病で 認 め られたPrednisoloneに

よる治療後の生体染色上 の変化を小括 すれば次の如

くなる.

1)増 生様式が中間型寛解以後では好中球系異型

前骨髄球の 「ミ」 に大小不同を生 じ,こ の大小不同

は再発に際 して一層著 明となつ た(附 図-1).

2)淋 巴球,赤 芽球の 「ミ」 にも大小不同を生 じ

た(附 図-2).

3)幼 若好 中球系細胞の中性 赤顆粒 に大型 のもの

を生ずることがある(附 図-3).

(2)急 性淋巴球性 白血病

第3例　 三○千○○　 15才 女

治療前及び治療後の2回 に亘 り骨髄培養を行つ た.

第1回 培養,治 療前:淋 巴芽 球 及 び異 型淋巴

球9)が構成細胞の殆ん どを占め,他 には赤芽球 と骨

髄球が散見され るのみであつた.

淋巴芽球は増生帯全細胞の約15%程 度を占め,そ

の 「ミ」は濃 緑色で大小不同を認めた.

異型淋巴球の胞体 は極 めて狭 く,「 ミ」の分布 は

核周に散在性であるが核の切れ込 み附近にやや集合

する.又,「 ミ」の大小 不 同 を認めた.微 細顆粒は

培養約20時 間で増大 して中性赤空胞 となつ たが,同

時に存在す る赤芽球の中性赤空胞が略々均等大で真

紅の風船の如 く美 しいのに比 しやや堅 く汚ない感 じ

を持つており,そ の大 きさに大小不同があつ た.

淋巴球には核 に切れ込みを有 して いるものが多 い

が,一 つの切れ込みが核の中央を走つて いるもの,

核が2～4の 分葉 を作 るもの,切 れ込み というよ り

も多数の瘤状 をなせ るもの,と その様相は区々であ

つた.中 には円型 に見え るもの もあつ たがよ く観察

すると1～3ケ の切れ込 みを有す るものが大部分で

あつた.

第2回 培養, Dexamethasoneに よる治療後:未

だよく寛解 していな い時期 で増生様式は白血病型 を

示 し,増 生帯の細胞は前回と同 じく淋巴球系の細 胞

が大部分を占めて いた.

全細胞 の生体染色上の所見 は治療前の場合 と大差

がなかつたが,細 胞の変性 は治療前 に比 して早 く,

約20時 間で各細胞は変性をおこ し始めた.そ の際不

染空胞の発生をかな り多数 認めた.

第4例　 大○繁○　21才 男

治療前,寛 解時,再 発時の3回 に亘つて培養所見

を観察 した.

第1回 培養,治 療前:淋 巴芽球及び異型淋巴球

が増生帯 に観察 される細胞の大多数を占めた.こ れ

ら細胞の核は多 くの切れ込みを有 し,そ の溝に沿つ

て正常よりも多数で且つ軽度の大小不 同のある濃緑

色の 「ミ」が散在 した.

異型淋巴球 に於いてはやはりこの溝に沿つて極 め

て少数の微細顆粒が散在 し,培 養時間の経過 と共に

中性赤空胞に移行す るのが確 め られた.こ のものは

正常淋巴球の中性赤空胞 よ りや や 堅 い感 じを有 し

た.

その他一般 にこれ ら細胞の核形 は多形を呈 し核膜

は非常に屈光性 が強 く核網は粗であつ た.

第2回 培養, Prednisoloneに よる治療後:増 生

様式は中間型を示し,構 成細胞 では治療前に較べ淋

巴芽球及 び異型淋巴球がかな り減少 し,成 熟淋 巴球

の割合が増加 した.

淋 巴芽球,異 型淋 巴球に於 ける 「ミ」の大小不同

は一層増加 し,更 に膨化,不 染空胞 化が認められた.

これ ら細胞の核の切れ込みは減少 した.

第3回 培養:骨 髄増生様式は白血病型を示 し,

丁度再発時であつ た.構 成細胞は再び殆ん ど淋巴芽

球及び異型淋巴球 となつた.

これら細胞の 「ミ」の大小不同は著明で,培 養時

間の経過 と共に膨化 し,不 染空胞を生 じた.中 性赤

空胞は正常淋巴球のそれに比 しやや小 さく,や は り

堅 い感 じを有 した.

第5例　 浅○糸○　17才 女

治療前 と治療後の2回 に亘 り骨髄培養 を行なつ た.

第1回 培養,治 療前:増 生帯の構成細胞は淋 巴

球系細胞が大部分を占めているが,異 型淋巴球は少

数であり,淋 巴芽球は殆ん ど観察できなかつ た.

成熟淋巴球の中性赤空胞は集団 を形成 しているも

のが殆 んどであつ た.そ の 中性赤空胞は約半数の淋

巴球に於 いてやや堅い感 じを 有 した.「 ミ」には軽

度の大小不 同を認めた.

好 中球系細胞では骨髄球が認め られた.

第2回 培養, Prednisoloneに よる治療後:増 生

様式は中間型変化を示 したが,第1回 培養に比 し好

中球系細胞の増加 とその貪喰能 の亢進 が見 られた他,

著変を認 めなかつ た.
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小 括

急性淋 巴球性 白血 病 で 認 め られたDexametha

sone, Prednisoloneに よる治療後の変 化は次の通 り

であ る.

1)増 生様式が中間型寛解以後では淋 巴芽球及 び

異 型淋 巴球の 「ミ」 に著明 な大小不 同を生ず る(附

図-4).

2)こ の 「ミ」は更 に不染空胞化する(附 図-5) .

3)こ れ らの変化は寛解後 に再発 した場合に も認

め られ,更 に一層著 しい.

(8)単 球性白血病

第6例　 柏 ○次　57才 男

本例は治療前 の骨髄培養 を行ない得たのみでその

後 間もな く死 亡 した.

増生帯 の構成細胞は殆んど前単球であつ た.こ の

前単球 に於け る 「ミ」 は小型で,多 数が核 の一側に

集団を形成 しSimpson型 の分布 を示 した.中 性赤

微細顆粒は数ケ存在 し,こ れ も集団を作 る傾 向があ

つ た.こ の ものは時 間と共に増大 して中性赤 空胞を

形成す るが,成 熟単球 のものに比 し堅い感 じがある.

核小体は明瞭で1-4ケ 存在 し,核 は胞体 の割はこ

大 き くその辺縁 に軽 い波形 の凹凸があ り,又 深い切

れ込みによつ て核が二 つに折れ曲つた感 じを与える

もの も多 かつ た.

第7例　 橋○恵○　 10才 女

治療の前後に亘 り2回 の骨 髄培養 を行ない得 た.

第1回 培養,治 療前:前 例 に比 し前単球,成 熟

単球共 に少な く,増 生帯構成細胞の過半数を成熟好

中球 が占めた.成 熟単球の 「ミ」は正常の場合 とは

逆 に核周 に分布 し中性赤空胞よりも内側にあつ た.

赤芽球が約10%位 あり,そ の中には核の二分せ る

が如 き形態の ものが認 められた,又,そ の中性赤空

胞 にも分布に色 々異 常 の ある ものが あり,「 ミ」 と

離れて別 々の集 団 を 作 る もの,「 ミ」と混在す るも

の,正 常 とは逆 に 「ミ」 の周囲 に分布するもの等が

見 られ た.

好塩基球の顆 粒に大小不同を認めた.

第2回 培養, Haematoporphyrin及 びPrednisolone

によ る治療後:増 生様式は正常型 とな り,構 成 細

胞 では前単球の減少が認 め られた.

前単球の 「ミ」 の大 きさに軽度の大小不同を生 じ

た.

第8例　 定○ あ○　 57才 女

治療前及 び治療後の2回 に亘 り骨髄培 養を行 なつ

た.

第1回 培養,治 療前:原 組織辺縁 の大部分を前

単球が占め,そ の他の増生帯は成熟単球が殆んどで

あつ た.

前単球は鈍なる運動能 を有 し,胞 体辺縁 は部分的

にべつた りした膜状を呈 していた.前 単球 の胞体内

で は杉山5)の 云 う中性赤 空胞の比較的速やかな位置

移動 が観察 され,ゴ ル ジ野の存在 も明白で あつた.

中性赤空胞は真紅 の円形で余 り大小はな く,互 に集

合す る傾向があつた.

第2回 培養, Prednisoloneに よる治療後:増 生

様式 は中間型とな り,構 成 細胞上淋巴球がやや増加

している程度で形態学的には前回 と大 して変 る所が

なかつた.

小 括

単 球性 白血 病 で 認 め られたPrednisolone, Hae

matoporphyrinに よる治療 後 の 変 化 として挙げ ら

れ るのは,増 生様式が正常型寛解 を示 した場合前単

球の 「ミ」 に軽度の大 小不 同 を 生 じたことであ る

(附図-6).

(4)慢 性骨髄性白血病

第9例　 伊○清　27才 男

治療前 より,骨 髄増生様式 が低形成型寛解 を来す

迄5回 に亘つて骨髄培養 を行なつた.

第1回 培養,治 療前:骨 髄増生帯を構成する細

胞 では好中球系の細胞が圧倒的に多 く,そ の中に約

20%程 度の幼若好中球が認め られ た.

幼若 好 中 球 系 細 胞 の 「ミ」 は中型で概ねSabin

型に分布 しその数は正常の ものより多かつ た.成 熟

好中球の 「ミ」は特 に培養初期に於いて正常の場合

より多数観察 され,中 性赤顆粒及び 中性赤空胞の間

に散在 した.中 性赤顆粒 等 の所 見 は正常 に近かつ

た.

好酸球では培養の経過 と共にその顆粒の両測に,

普通好塩基球の顆 粒に見 られ る赤色の極 を生 じたも

のがその約10%に 見 られた.

好塩基球 は顆粒の大小不同が著明であつた.

第2回 培養Myleranに よる治 療後:増 生様式

は中間型変化を示 し,増 生 帯構成細胞は好中球系細

胞が殆 んどである.

前回 との差異 は培養初期 か ら幼若好中球系細胞の

「ミ」 に大小不 同及び膨 化 を生 じた ことである.し

か し不染空胞は認 め られなかつた.又 幼若好中球系

細胞の核に1～3ケ の切れ込みを生 じ瘤状を呈 した

ものが多かつた.

第3回 培養:増 生様式 は正常型 とな り増生帯の
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殆んどを成熟好 中球が占めた.

この成熟好中球 には 中性赤 空胞の発生が著 しかつ

た.

好塩基球の顆 粒にはやは り大小不同を認めた.

第4回 培養:引 続 き増生様式は正常型 を示 し,

成熟好中球が圧 倒的 に多 く,幼 若好中球系細胞では

「ミ」が核周に分布す る傾 向を有 した.又 「ミ」は

成熟好中球に於 いて も膨化 し,不 染空胞を生 じた.

第5回 培養:増 生様式は低形成型に達 してお り,

原組織は殆ん ど脂肪細胞よ り成 り培養後長時間を経

ても細胞増生帯 は形成 されず遊走す る細胞 は見 られ

なかつた.よ く見 ると脂肪細 胞の間隙に淋 巴球,骨

髄球,細 網細胞等の少 数の細胞 が見 られた.

骨髄球は全 く運動せず,細 胞 の大 きさは正常の も

のより幾分小 さく,胞 体中のB型 顆粒は少なかつた.

特記すべ きことは培養初期よ り不染空胞が多数見 ら

れ,核 周に群在 して いたことである.

第10例　 浦○久○　49才 女

既 に治療を行 なつた後の3回 に就 き骨髄培養を行

なつた.

第1回 培養, Myleranに よる治療 後:増 生様式

は中間型変化を示 していた.増 生帯 に遊出せる細胞

の多 くは成熟好 中球で,原 組織中の細胞は幼若好中

球系細胞が約半数見 られ,稀 に幼若前骨髄球が観察

された.

幼若好中球系細胞の 「ミ」に大小不同な く,そ の

他の所見 も形態学 的に正常の場 合と大 して変 らなか

つた.

好塩基球 にはその顆粒 に著明な大小不同を認めた.

第2回 培養:や は り中間型寛解であつたが,原

組織辺縁には前骨髄球が最 も多かつた.

前骨髄球の中性赤顆 粒はその数が非常 に少な く,

中性赤顆粒及 び 「ミ」 の分布 も淋巴球 と紛わ しいも

のが多かつた.こ の ものは幼若前骨髄球に近いと考

えられ るので,急 性 化の前微 と思 われた.

幼若好中球系細胞は何れ も 「ミ」の数が多 く,中

型で濃染 し,大 小不同を認めた.

骨髄球 に不染空胞の発生があつたが極めて少なか

つた.

赤芽球では巨大 な 「ミ」を有するものが数ケ見 ら

れた.第1例 の 場 合 と 同 様長さ約1μ で桿状であ

つた.

第3回 培養, Irednisolone併 用治療後:増 生様

式は正常型 とな り,前 回 に比 し幼若好 中球系細胞及

び少数の成熟好 中球に不染空胞の軽度増加が認め ら

れた.

又第9例 と同 じく成熟好中球には中性赤空胞を 多

数生 じた.

第11例　 秀○代○　62才 女

治療後3回 に亘つて骨髄培 養を行なうことがで き

た.

第1回 培養, Myleran長 期投与による治療後:

既 に低形成型を呈 した時期であり,第9例 の場合 と

同様原組織は脂肪細胞が大部分でその間隙に骨髄球,

淋巴球等が少数散在 していた.

骨髄球では第9例 と同様に核の周辺 に多数の不染

空胞が認め られた.

第2回 培養, Myleran投 与を中止 した場合:増

生帯は正常型に帰 り,増 生帯の細胞 は成熟好 中球が

大多数を占めた.こ の好中球の顆粒は正常よりよ く

染まり,又 その間に散在す る 「ミ」 も正常よ り濃染

していた.

一般に不染空胞の発生は少な く培養約20時 間後で

各細胞に数ケ程度であつた.

その他の所見と して好塩基球が増加 し約5%位 あ

り,そ の胞体内には 「ミ」の認め られ るものがあつ

た.中 性赤顆 粒はやは り大小不同があつた.

第3回 培養, Myleranに よる治療後:増 生様式

は正常型 に止 まつた.増 生帯の細胞は成熟好 中球が

殆んどであつた.

成熟好中球の顆粒は正常の場合よ り濃染 し,「 ミ」

の認め られる細胞が少数乍 ら存在 した.

原組織の周辺では骨髄球が認め られ,そ のB型 顆

粒の軽度増大が認め られるが不染空胞はなかつた.

その他の所見は正常 と大差がなかつた.

第12例　 木○斎○　20才 男

本例はMyleranに よる治療 後1回 のみ骨髄培養

を行ない得た.既 に増生様式 は正常型を示 した時期

で,増 生帯の細胞は好中球系が殆んどであるが原組

織辺縁 では幼若好中球系細胞 が約半数を 占めた.

好塩基球はその顆粒の大小不同が著明であつたが,

他の細胞では形態学 的に正常 と大差な く,治 療によ

る変化も発見で きなかつた.

第13例　 川○与○○　49才 男

本例 もMyleran投 与により骨 髄 増生様式が正常

型になつた場合 に1回 だ け培養 し得た.増 生帯の細

胞では成熟好 中球が最 も多かつた.

成熟好中球の胞体 内には第9例,第10例 の場合と

同 じく培養初期よ り数ケの中姓赤空胞が生 じ,中 に

は極めて大型の ものがあつた.
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幼若好 中球系細胞の 「ミ」 に大小不同を認めたが

淋 巴球 にも亦 「ミ」の大小不同 を認め た.

第14例　 高○三○○　34才 女

やは りMyleranに より正常型 寛 解 を示 したとき

1回 だけ培養 を行 ない得た.成 熟好中球 が殆んどを

占めた.

好塩基球が増加 してお りその顆粒に著 明な大小不

同があつた.そ の他には正常像 と大差 がなかつた.

小 括

慢性骨 髄性 白血病で 認 め られたMyleranに よる

治療後の変化は次 の通 りであ る.

1)増 生様式が中間型及び正常型寛解では幼若好

中球系細胞の 「ミ」 に大小不同を生 じた(附 図-7).

2)正 常型寛解で は成熟好 中球 に中性赤空胞を多

数生 じた(附 図-8).

3)低 形成型寛解では骨髄球の核周に不染空胞 を

多数生 じた(附 図-9).

(5)再 生不良性貧血

第15例　 富○一〇　 48才 男

培 養せる骨髄の原組織は殆んど脂肪細胞 により占

められ定型的再生不良性貧血骨髄であつた,こ れら

.脂肪細胞 の間隙には骨髄球が最 も多 く,次 いで赤芽

白血病症例の骨髄培養回数,増 生様式及び使用薬剤
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球,成 熟好中球,前 骨髄球,形 質細胞等が観察 され

た.

骨髄球には不染空胞等の異常 は全 く見 られずほぼ

正常の骨髄球の細胞学的構造 を示 した.

赤芽球では中性赤空胞がやや堅い感 じを与え,分

布も正常に較べ散在す る傾向があつた.

成熟好中球は中性赤空胞に富み,又 多数 の赤血球

を貪喰 してい るものが多かつた.

前骨髄球では ゴルジ野がかなり明瞭に観察せ られ,

「ミ」の大小不同,膨 化等は認め られなかつた.

形質細胞の 「ミ」 は桿状,粗 大で,片 在す る核の

対側に環状をな して分布 していた.ゴ ルジ野は明域

をな し,中 性赤顆粒は この明域以外の胞体 内に数ケ

散在 していた.

第16例　 阿○和○　 9才 男

前例と同様に骨髄原組織 は殆んど脂肪細胞 により

占められ,そ の間隙に骨髄球,淋 巴球等が散見 され

た.

骨髄球にはや はり不染 空胞の発生 は認め られなか

つた.

小 括

再生不良性貧血の骨髄原組織は殆ん ど脂肪細胞に

よつて占め られ,そ の脂肪細胞の間隙 に見 られ る骨

髄球には慢性骨髄性 白血病の治療後,低 形成型寛解

に於いて認められた如 き不染空胞の多数発生はなか

つた.

IV総 括 並 び に 考 按

急性骨髄性 白血 病の 治療 前 に所 謂 「異型前骨髄

球」を認めることが出来たが,教 室太 田8)も慢性骨

髄性白血病の急性転化期に同様の細胞 を生体染色を

もつて観察 している.而 して 日比野13)は,慢 性骨

髄性白血病の急性転化期 に於 ける骨髄芽球の塗抹染

色標本上の細胞学 的所見は急性骨髄性 白血病に見 ら

れる骨髄芽球と形態的,機 能的 にも同様 なものと思

う,と 述べている.蓋 し,染 色標本に於 ける骨髄芽

球の多 くは生体染色上前骨髄球に属す るもめである.

 Steroid hormone による治療後 の変化 として先ず挙

げるべ きことは好中球系に於いて第1例,第2例 共

に幼若好 中球系 細胞の 「ミ」に大小不同を生 じたこ

とである.前 骨髄球の 「ミ」の大小不同は寛解後再

増悪を示 した第1例,第5回 培養で著 明とな り,培

養時間の経過 と共 に不染生胞を生 じ易 くなつている.

第2例 では治療後 に骨髄球 の所謂 「B型顆粒」 の増

大を生 じた.そ の他好中球系以外の細胞 にも変 化が

認め られた.即 ち第1例,第2例 共 に赤芽球及び淋

巴球の 「ミ」に大小不同を生 じ,第2例 で は 「ミ」

は更 に培養時間の経過と共 に膨化の傾向を示 した.

第1例 では淋巴球の核に分葉の多い ものを生 じた.

又,第1例 で見 られた好塩基球の顆粒の著明な大小

不同は前述の如 く急性骨髄性 白血病以外の多 くの症

例で も認め られた所 であり,太 田はこれを白血病の

特微 として慢性骨髄性 白血病で観察 しているが,治

療後に於いて もこの特微が失 なわれていないことが

明 らか になつた.

上述 の事は,化 学療法による白血病寛解時の白血

病細胞の変化が白血病細胞の正常細胞構造への帰復

ではなく,白 血病細胞はその特有な構造を変える事

な く,更 にその上に各種使用薬剤による変化の加わ

つたもの,換 言すれ ば変性像の加わつた細胞学的構

造であ ることを示 している.而 して細胞学 的変性像

が特 に 「ミ」 に著 しい と ゆう事実 は,「 ミ」が各種

の呼吸酵素 を多量に有 し細胞の物質代謝の中心をな

してい る点 と考 え 合わせて, Prednisolone等 の副

腎皮質ホルモ ンが白血病細胞に対 して破壊的に作用

す る事を明白に示唆 してい る.こ の事は副腎皮 質ホ

ルモンが白血病 の治療 に使用 される場合の作用機転

の一つとして極 めて重要な点であると考え られる.

同時 に淋 巴球,赤 芽球にも 「ミ」の異常を認める事

は興味深 く,特 に前者 に関 しては既 にDongherty4)

らが副腎皮質 ホルモ ンの正常 リンパ組織 に対 する障

碍作用 を見 出 してい る事 実 と も よ く符合 してい

る.

急性淋巴球性 白血病の治療前の所見 として,淋 巴

芽球及び異型淋巴球は第3例,第4例 ではその骨髄

増生帯構成細胞の殆ん どを占めたが,第5例 では成

熟淋巴球が圧倒的であつた.即 ち症例によつて構成

細胞 にかな りの開きのあることが窺われる.治 療前

既 に淋巴芽球及び異型淋 巴 球 に は 核 の切れ込みと

「ミ」の 大 小 不 同を認めた. Steroid hormoneに よ

る治療後は 「ミ」の大小不同は更 に度を加え,膨 化

空胞化 も認めているが,核 の切れ込みは寛解時 に少

なくなつている.第4例,第3回 は再発時の培養所

見であ るが,「 ミ」の大小 不 同,膨 化,空 胞化は一

層著明になつており,こ の所見が使用薬剤による白

血病細胞の変性像であることは急性骨髄性 白血病の

場合 に述べた如 く想像 に難 くない.但 し 「ミ」の一

部が不染空胞を形成す ることは事実であるが,「 ミ」

が必ず不染空胞 化するとは限 らず,又 不染空胞が常

に 「ミ」 から生ず るかどうか も詳かでない.
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単球性 白血病 も急性淋巴球性 白血病 と同様に各症

例 によつて治療 前の構成細胞に開きがあ る.第6例

は全視野 を殆ん ど前単球 によつて占められ るが,第

7例 では前単球,成 熟単球共に少 な く
,第8例 はそ

の中間を示 した.白 血病性前単球に就いて太田8)は

その核形 に不規則な ものがあ ることを述べているが,

第6例 では核の切れ込 みが著 しく核 自体が折れ曲つ

た感 じを与え るものが多 くて変形に富 んでいた.主

と してPrednisolone使 用 に よ る 治 療 後 の 変 化 と し

ては前単球の 「ミ」に軽度 の大小不 同を認めたこと

であ る.そ の他 に も構成細胞 では前単球 の減少,淋

巴球の増加等 があつた.成 熟単球に於 ける 「ミ」 の

分布は治療前後 を通 じて正常の場合 とは逆に中性赤

空胞の内側,核 周に存在 した.

慢性骨 髄性 白血病は太 田の述べ る如 く各種白血病

の中で特徴の最 も少ない ものであ る,そ の うち,好

塩基球の顆 粒の大小不 同は治療前後 を通 じ多 くの症

例に共通 して観察 されてい る.さ て,治 療 によつて

骨髄増生 様式が 中間型 寛解を示 したものは第9例,

第10例 であ る.こ の中間型 に共通 してい る治療後の

変 化は,幼 若好中球系 細胞 の 「ミ」 に大小不同を生

じてい るが,不 染空胞の発生 は殆んど見 られない,

とい うことである.そ の他,第9例 で は幼若好 中球

系細胞の核に切れ込みを生 じた ものが多い.骨 髄増

生様式が正常型を示 した ものは慢性骨髄性 白血病の

全6例 の経過 中にそれぞれ1個 以上 を数えた.そ の

何れ にも共通 してい る点 は増生帯に成熟好中球が圧

倒的多数を 占め,こ れ らの細胞は治療前の慢性骨髄

性白血病 の特徴 を保持 してい ることであ る.即 ち,

成熟好中球は 「ミ」の染色性が増加 してお り,好 塩

基球の顆 粒に大小不同を保持 している.そ して治療

によ る変化と しては中間型の場合 よりも幼若好 中球

系細胞及び成熟好中球の 「ミ」に大小不同,膨 化傾

向の増加 を認 め,更 にかな りの不染空胞を生 じた も

のがある.そ の他の所見 としては第9例,第10例,

第13例 に共通 して成熟好中球に中性赤空胞 を多数発

生 している.骨 髄増生様式が低形成型 となつたのは

第9例, 11例 であ り,何 れに も全 く共通 の所見を得

ている.即 ち,原 組織 は殆んど脂肪細胞よ り成 り,

その間隙には骨髄球,淋 巴球等が散見 され,骨 髄球

で はその核周に多数 の不染空胞が群在するのを認め

た.か か る所見 は,第15例,第16例 の再生不良性貧

血症例 には全 く見 られず,従 つて治療によ り低形成

型と なつ た白血 病と再生不良性 貧血 との鑑別 は一見

して明瞭であ る.

以上に述 べた諸変化が使用薬剤 と如何な る関係に

あ るかという問題は極めて重要である. Prednisolone

は急性骨髄性 白血病の白血病細胞の 「ミ」に対 して

はその膨化を来 し,従 つて細胞破壊 作用を有す るこ

とは既述 した所であ るが,急 性淋巴球性白血病,単

球性 白血病 の白血病 細胞 に対 して も同様に作用する

ことは明 らかであ る. Myleranは 慢性骨髄性白血病

の 白血 病細胞の 「ミ」 に対 してその膨化を来すが,

それのみならず細胞質 をも空胞化 し,そ の作用は成

熟細胞に も及 んでお るの である.即 ちMyleranの

作用は白血病細胞に撰択的ではな く,白 血病細胞 に

見 られた と同様の作用機転が,程 度 の差はあれ,、い

ずれの種類 の骨髄細胞 にも及んでいると考え られ,

従つてMgleranを 長期に亘つて使 用 す ると骨髄が

低形成 を示す ことが説明できる.

飜つて現状 を見 るに,化 学療法 による治療後の白

血病細胞の細胞学的変化 に関する研究は未 だその歴

史が浅 く報告が甚だ少ない.山 田9)は 急性骨髄性白

血病患者 にPrednisolone投 与後 白血病 細 胞 の著減

を認 めた例で, Janus green-neutral red超 生体染色

上 「ミ」が治療後に粗大顆粒と して認め られ ると述

べている.電 子顕微鏡に よる白血病細胞微細構造の

研究15) 16) 17)は現在進展 を遂げつ つあ るが,化 学療

法後の所見 に就いても報 告 さ れ て いる.同 じく山

田9)は 急性骨髄性 白血病で化学療法が著効を示 した

例 に於いて電子顕徴鏡像上 「ミ」の膨大化,空 胞化

を認めてお り,し か もこれを 「ミ」の機能 と関連 し

て考えてい る.以 上 は私の生体染色所見 と一致して

い ると思われ る.位 相 差 顕 微 鏡 による観察では宮

崎18)が 急性骨髄性 白血 病 の 治療後に 「ミ」の大き

さ及び配置の状態が変化 し,ア ウエル小体の消失を

認め る等その病 的特徴が失 なわれ ると共に反面空胞

発生等の変性像が著明となると述べてい るが 私 の

所見 では治療 後構成細胞の正常化は見 られたが微細

構造上 では殆 んど白血病細胞の特徴は失なわれてお

らず,そ の特微 の上 に変性像が追加 していることを

認めた.従 つて私 は寛解時 に於け る白血病 と雖 も細

胞学 的に他種血液疾患 と鑑別す ることが可能である

と考 える.又 同氏18)は淋巴球性白血病の場合細胞質

内に於 いて光輝性の強い リポイ ド小滴が治療経過 と

共に増加の傾向を示す ことを認めている.私 は急性

淋巴球性白血病 の寛解時に不染空胞の増加傾 向を認

め,再 発時には一層著明となつた ことを既述 したが,

これ とリポイ ド小滴 とは同 じもの と考え られ,そ の

多 くは「ミ」より生ず ることを確 認 した. Freeman19)
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の所謂"Fibrillar Formation"に 就 い て は,こ れ

に該当するものを治療前後を通 じて生体染色上認 め

ることが出来なかつた.

V.結 語

以上生体染色法を応用 して白血病 の化学療法前後

に於ける骨髄細胞を観察 し,主 としてその寛解時 の

細胞学的構造上の変化を 明らかに した,各 種白血病

は治療後の寛解時に も白血病 としての細胞学的特徴

を保持 してお り,治 療 による変化はその上 に追加せ

られた変性 象である.従 つて白血病は寛解時に於い

て も細胞学 的特微によりその診断は可能 である.

擱筆す るに当 り終始御懇篤な る御指導,御 校閲を

賜わつた恩師平木 潔教授並びに大藤真助教授及び教

室太田講師に深甚なる謝意を表する.
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附 図 説 明

1.前 骨髄球　 「ミ」 に大小不同がある.

2.赤 芽球　 「ミ」に大小不同がある.

3.前 骨髄球　 中性赤顆粒に大な るものがあ る.

4.淋 巴芽球　 「ミ」に著明な大小不 同があ る.

5.淋 巴芽球　 不染空胞がある.

6.前 単球　 「ミ」に軽度の大小不同があ る.

7.前 骨髄球　 「ミ」に大小不同がある.

8.成 熟好中球　 多数 の中性赤空胞がある.

9.骨 髄球　 核周に 多数の不染空胞がある.



866 白 血 病 の 治 療 と 臨 床 骨 髄 組 織 培 養

生 体 染 色 見 取 図

急性骨髄性白血病

1.前 骨 髄 球2.赤 芽 球3 .前 骨 髄球

急性淋巴球性白血病

4.淋 巴芽 球5.淋 巴 芽球

単球性白血病

6.前 単 球

慢性骨髄性白血病

7.前 骨髄 球8.成 熟 好 中球9.骨 髄 球



河 原 徹 867

Treatment of Leukemia and Clinical Bone Marrow Tissue Culture

Part 2. A Study on Cytomorphological Changes of

 Bone Marrow Cells by Vital Staining

By

Toru Kawahara

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

The blood cells in the bone marrow of leukemia before and after antileukemic chemotherapy 

and those of hypoplastic anemia were observed morphologically by vital staining.

1. In acute my elogenous leukemia at remission, the mitochondria of the atypical promy

elocytes displayed variation in size and those of the lymphocytes and the erythroblasts showed 

the same change. Some of neutral red granules of the young neutrophilic cells became larger 

in size.

2. In acute lymphocytic leuklemia at remission, the mitochondria of the lymphoblasts 

and the atypical lymphocytes exhibited a considerable variation in size and during the tissue 

culture, some of those mitochondria developed small vacuoles.

3. In monocytic leukemia at remission, the mitochondria of the promonocytes displayed 

a slight variation in size.

4. In chronic myelogenous at remission, the mitochondria of the young neutrophilic blood 

cells became varying in size and many neutral red vacuoles appeared in the cytoplasm of 

mature neutrophils. Appearance of many unstainable vacuoles around the nucleus of the myolo

cytes seemed to be characteristic in the chronic myelogenous leukemia at remission that showed 

the hypolastic pattern in bone marrow tissue culture.

5. In hypoplastic anemia, unstainable vacuoles which were observed in treated chronic 

mylogenous leukemia made no appearance.

In conclusion, the morphologic changes observed after treatment were considered to be the 

pictures of cellular degeneration that were superimposed over the cytologic characteristics of 

leukemic cells and accordingly, by this feature leukemia was able to be cytologically diagnosed 

even at remission.


