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第1章　 緒 言

第一編に於 て腹水食 細胞の生体 染色像は単球の所

見に類似していることを述べたので あるが,然 らば

本細胞の本態 は如何,之 の 決定的究明の為には正常

時腹水細胞に就ての観察のみでは勿論不充分で あり,

単球,組 織球の検索は もとよ り,出 来得れば食細胞

の幼弱型か ら追求 し,更 に成熟,老 化す るに従 い如

何なる変化を辿 るか,又 細胞機能 と生体染色像 との

関係 は如何,等 々を吟味することが極 めて重要 とな

つて来 ることは申す迄 もない.そ れで私は刺戟時腹

水細胞の推移,就 中刺戟時に増加せ る新生細胞に重

きを置 き詳細 に観察 し,更 に培養途 中に於け る食細

胞の態度 の追求及び骨髄単球,皮 下組織 球の再吟味

を併せ 行い,尚 又大網切除腹水を も検索 し大網乳斑

と食細胞 との関係を裏面 より検討した.

刺戟時腹 水 に関 し ては村 田77),赤 崎37) 38) 39),小

島53),長 谷川68),平 田71),臼 淵43),篠 崎54) 55)等 に

よ り諸種の刺戟物質を用いて,質 的,量 的,形 態学

的研究 が広 く行われ ている.生 体染色像 と細胞生活

力の関係 に関 しては教室大藤45)等 が 骨髄 培養の途

中に於 て色素液を添加 し,"細 胞の生活力の低下 し

たもの程早期 に高度染色 し,早 期 に褪色開始す る"

と興 味ある実験を行 つてい る.食 細胞の起源 に関 し

ては,こ れが大網乳斑に由来す る事が多 くの大網乳

斑研究者により認められている.単 球,組 織球 に関

しては古来幾 多の研究 があるが,総括的に言 えば.単

球 は中性赤花冠状配列,核 の多形性,特 異な る運動,

「ミ」の核に接 しての核 周分布等,組 織球はその特

異なる形態,胞 体内広範囲に亘 る中性赤高度染色像,

「ミ」の核 周に密なるも胞体内広 範 囲 分布等を特徴

としてい る.而 して食細胞 との比較に於 て,天 野42)

は 「ミ」観察 に成功し,組 織 球では 「ミ」は胞体全

体に充満す る中性赤顆粒の間に核周に密に辺縁に及

ぶに従 い次第 に粗 に存在 し,こ の 「ミ」 と中性赤顆

粒 との関係は組織 球特有 のものであり,単 球の「ミ」

が所謂中性赤 ロゼ ッテを囲繞 す るか或はこれの範囲

を拡大 して胞体内に散布す ると云 うの と明らかに区

別すべ きものであるとなし,結 局食細胞を単球であ

ると結論 してお り,一 方赤 崎37) 38) 39)は 被刺戟状態

下の皮下組織 球を検索 し,組 織 球は刺戟に敏感 に反

応 し,特 異な る巣状増殖 を営み,且 つ種々増殖,変

態す るもので,容 易に遊離円形化 し或 は小型化 して

中性赤顆粒の群在,花 冠状配列を来 す場合があると

述べ,又 胎生期組織球 に於て,幼 弱型 は小型で 円形

単離状のもの多 く,核 は分葉を示 し中性赤顆粒時に

花冠状配列をなすものがあ ることを明 らかに し,腹

水食細胞は生理的に刺戟 された状態の組織球である
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と してい る.私 は教室に於け る腹水細胞研 究の一環

として専ら生体染色 によりこの二大説のいつれが真

理なや,そ の本態は何処にあ りやに就て徹底的に吟

味追求 した.

第2章　 実験材料並 に実験方法

1)刺 戟時腹水

実験 動物 はマウスを使用 し,刺 戟物質 としてペプ

トン,乳 酸,チ フスワクチン,牛 乳,カ ゼ イン等を

腹腔 内注入 し24時 間後に断首により出血死 させた後,

毛細管 ピペ ッ卜にて腹水を吸 引し中性赤0.01%,ヤ

ーヌス緑0 .001%の 培地濃度にて培養観察 した.

2)培 養途 中に於け る色 素添加実験

マウス正常 時腹水を色素を加えず,ヘ パ リン加血

漿,鶏 胎圧搾 液のみ にて培養 し, 3, 6, 9, 12, 24,

 48, 72, 96, 120時 間後 に 被 覆硝子を剥離 し, 0.05

%中 性赤水溶液及び0.005%ヤ ー ヌス緑水溶液を夫

々一滴添加 し,再 び被覆硝子にて覆 い,正 常時腹水

に於け ると同様 に観察 した.

3)大 網切除 マウス腹水

マウスを開腹 し大網を可及的切除せ る後,腹 壁を

縫合 し, 24時 間, 48時 間, 120時 間 後に出血死 させ

た後腹水を採取 し培養観察 した.

4)皮 下組織球

マウスを出血死 させ た後,背 部皮下に リンゲル氏

液1～2cc注 射 し,膨 化せ る皮下組織を切除採取 し,

塩基性色素生体 染色 では,培 地濃度,中 性赤0.01%,

ヤーヌス緑0.001%に て 培 養 観察 した.酸 性色素生

体染色では4%リ チオンカル ミン水溶液及び2%ト

リパ ンブ ラウ水溶液を夫 々別に0.03～0.05ccを24

時間毎に尾静脈 内に注入 し,最 後の注入 より24時 間

後に皮下組織を採取培養観察 した,

5)骨 髄 並に末梢血単球

マウス大腿骨 々髄を 無 菌 的に採 取 し, 1mm3程

度の小 片を培養 し塩基性色素生体染色 して観察した.

尚家兎末梢血 も同様に培養生染 し,末 梢血単球を観

察 した.酸 性色素生体 染色では皮下組織球に於 ける

と同様 に尾静賑 より色素を注入 して,マ ウス:末梢血

単球を観察 した.

第3章　 実 験 成 績

1.刺 戟時 マウス腹水細胞特 に食細胞に就て,刺

戟 により示 される反応の主体 は,先 づ単球類似細胞

の増加であ り,在 来の細胞殊 に大,中 型食細胞の進

行せる変性像 であり, 30%余 の好中球反応である.

新生細胞 と思われ る単球類似細胞は小型乃至小型と

中型の中間大の ものが多 く,胞 体 が在来食細胞より

菲薄で,胞 体全周 より旗状,触 手 状等の偽足を出し,

運動性 も見 られ,中 性赤顆粒は少な く染色度上昇は

緩 やかで,正 常 時腹水食 細胞で述べた如 く染色は進

行するも濃染 される ものは少 ない.｢ミ 」は在来食

細胞より豊富であ り,骨 髄 培養で見る単球 より中性

赤 ロゼ ッテは寧 ろこの細胞 の方が綺麗である.運 動

は骨髄単球に比 し劣 る.一 方在来食細胞は中性赤染

色では培養直後 より染色は急速に進み,培 養後30分

乃至1時 間では,大,中 型食細胞は染色顆粒の融合

膨大が対 照に比 し高度で,大 小不同濃淡種々であ り,

多 くの細胞に1～ 数 ケの大 染色顆粒が認め られ,胞

体内広 く散在性に濃染 され るものが多 くな るが,胞

体 の一部に特に集合する傾 向は見 られ,染 色 されざ

る死滅像 も散見 され る.こ の他に大型で,胞 体が菲

薄且つ不規 則形或は円形をな し,染 色顆粒が円形色

紙を一重に並べた如 く胞体全体に散在するもの,或

は膨化 して尚濃染せるもの等 も少数見 られる.表1,

表2,図1に 示す如 く対照に比 し早期に高染 され,

平均染色度 の最高 は1時 間にあ り,且 つ早期に脱色

を始める傾向にあ り,染 色率は梢 々低度 で第一編で

述ベたI型 は少な くIV型が多い.即 ち全般的に見て

変性像が目立つ.在 来小型食 細胞で も対照に比 し染

色稍々高度 で融合膨大せ る染色顆粒 も少数見られ,

一部 のもの に変性空胞を有するもの もあるが,大,

中型食 細胞に於ける程の変 化は認め られず,多 くは

対照 と同 じ く微細染色顆粒が核陥凹部に集合する.

ヤーヌス緑染色では,大,中 型食細胞では変性空胞多

く,そ の間に変性顆粒を点在 させ 「ミ」は約半数に

於て見 られ,染 色様式は対照同様 であるが 「ミ」数

は一般に梢々少な い.変 性 の 進 め る ものでは勿論

「ミ」を見ない.中 性赤 染色 の場 合 に比 し空胞が遙

かに多 い点 から見て この空胞が中性赤に染色 される

ものと思われ る.上 記単球類似細 胞に於ては全てに

「ミ」が多数明瞭に証 明 され,こ れが幼若細胞であ

ることを物語つてお り,単 球様 に核周分布をなし,

特 に1～2ケ 所に密在す る.小 型食細胞では変性比

較的少なき為 「ミ」 は多 くの もの に見 られ,対 照と

大差はない.リ ンパ球 顆粒球,肥 畔細胞等の染色

所見は対照に比 し特記すべ き変化を見ない.培 養後

3時 間頃では対照に於て も染色顆粒の融合膨大進み

刺戟 時腹水 との所見の差は短縮 され る.単 球類似細

胞 も染色進み,偽 足を出 さず円形化 し,あ ま り濃染

されざるも,在 来の食 細胞の所見に接近す るものが
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表1　 マ ウス刺戟時腹水大,中 型食細胞

中 性 赤 染 色

表2　 マウス刺戟時腹水小型食細胞

中 性 赤 染 色

図1　 刺戟時 と正常時のマウス腹水食細胞

中性赤平均 染色度比較

増加す る為, 30分 乃至1時 間に於て見た如き典型的

な単球類似細胞は時間の経過 と共に減少す る.次 第

に対照 との差はな くな り12時間 で略々完全に脱色す

る.

2.培 養途中に於 ける色素添加

培養途中に於て,線 維細胞様,線 維芽細胞様或は

組織球様に変形せ る細胞(図5)が 多数出現 し,之

に就て教 室山近は9～12時 間頃が最 も多 く,平 均22

%を 示す事 を認 めている.こ の変 形細胞は色素を最

初 より添加せ る培養例ではその%が 非常に少 ない故,

図5　 培養途時変形せる細胞の生体染色所見

○中性赤顆粒,・ ヤー ヌス緑顆粗(「 ミ」)

最 初 か ら色 素 添 加 を 行 わ ず,培 養3, 6, 12, 24,

 48, 72, 96, 120時 間に色素を一滴添加 して検索 し

た.先 づ3, 6及 び12時 間後色素添加例に就て述ベ

れ ば,色 素添加によ り変形細胞の%は 幾分減少し,
し

且つ変形細胞 より従来の円形食細胞へ移行す るのが

顕微鏡 下に観察 される.又 染色所見は食細胞 と全 く

変 る所 がない.か かる点 よ りこの変形細胞は食細 胞

の一変形であ ることが判明 した.又 何れ も色素添加

後12時 間で略々完全に脱色す るも,一 部は20時 間余

も色素を離 さないものがある.培 養後24時 間の色素

添加例では一般に食細胞の変性高度で,初 期 の変形

細胞は稀 とな り,多 数出現せ る顆粒,空 胞が次第に

染色 されて行 き,染 色顆粒は一つ一つが くつきり浮

び上つた様に見え,非 常 に大小不同,濃 淡種 々で,

「ミ」は極 く一部の ものに少数 認 め られ るのみであ

る.中 性赤染色顆粒は色素添加後48時 間で殆ん ど脱

色し,一 部 は何時迄 も色素を離 さない.培 養後48時

間色素添加例 より核 染色が見 られ る様にな り,変 性

顆粒益 々多 く,死 滅像を多 く見る様になる. 72, 96,

 120時 間後色 素添 加例では死 滅像が殆んどで,核 染

色せ るものも多 く死後染色を呈す る.尚 かか る死滅

細胞は全て よ く染色 され るも,早 期 に色素添加して

一度脱色せ るものは,再 度色素添加 して も全然色素

を摂 らなかつた.尚 又,死 滅像が多数 出現 す る培養

24時 間以後の実験 は別 として,こ の経 時的色素添加

実験 では培養 より色素添加迄 の時間が長 いもの程,

即ち機能の低 下せ るもの程染色度 は急激に上昇 し,

染色顆粒の融合膨大が著明 となり早期 に脱色 を開始

し,「 ミ」の染色率,染 色度は低 下す る.

3.大 網切除 マウス腹水細胞

小型食細胞の減少 と進行せ る変性像が主体をなす.

即ち刺戟時腹水細胞で述ベた如 く,大,中 型食細胞

では染色度増加が急激 で,胞 体 内広 く染色す るもの

が多 い一方染色 されざる死滅像 も見 られ,染 色顆粒

の融合膨 大は対照に比 し著明であ り,少 数見 られ る
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小型食細胞は,染 色 してい るものは対照より染色 梢

々高度 で,幼 弱な る単球様細胞 は出現 しない
.「 ミ」

は見 え難 く,一 部 の細胞に於て見 られるのみで核 染

色を呈す るものもある.

4.皮 下組織球(図6)

皮下組織球には円形乃至類円形稍々小型の遊離型

組 織球 と,三 角形.紡 錘形,不 整形を呈す る稍 々大

型 の休止型組織球が存在す る.胞 体は厚 く,固 有顆

図6　 マ ウス皮下組織球中性 赤染色像

・●中性赤顆粒 ○固有不染空胞

マ ウス皮 下組 織 球 ヤー ヌ ス緑 染色 像

・ ミ トコ ン ドリヤ○ 固 有不 染 空胞

粒,不 染空胞多 く,時 に針状,触 手状等の偽足を有

し,核 は楕 円形一部腎形を呈 し偏在 する.中 性赤染

色では培養直後 より染色開始 し,微 細明瞭 なる染色

顆粒が,一 般に胞体 の広い側 に多 いが,核 に接して

略々全 周に出現し,最 高平均染色度は図2,表3の

如 く3時 間で,腹 水食細胞 に比 し染色進行が遅 く,

先づ核 に接 して極めて明瞭 なる染色顆粒が略々核全

周に現 われ,次 第 にその数を増 し融合膨大 も始ま り,

核周に密に辺 縁に粗に胞体内広 く存在す る様になる.

融合染色顆粒 もそ うであるが,特 に多数存在する小

染色顆粒があたか も砂を撒いた如 き観を呈し,極 め

て明瞭に染色 され,腹 水食 細胞の球形染色顆粒に比

し稍々不規則形且つ粗慥で梢 々褐色調強 き事が一つ

の特徴であ る.中 には5～6時 間頃迄 に遅々と染色

度を増加 させ,染色顆粒 あまり融合膨大せず.又あま

り濃染せず,長 く同 じ状態を続け時に30時 間余迄染

色 されて,忽 然 と脱色す るものもある.又 中には染

色が急速 に進み,染 色顆粒の融合膨大著明で,大 小

種 々の染色顆粒が累々と胞体を埋め,や がて融合膨

大せ る染色顆粒がそのまま脱色 した様 な変性空胞に

置き換 り,そ の間に微細染色顆粒を点在 させ, 5～

10時 間で早期に脱色す るもの も認め られるが,こ れ

は変性 の進め るもの或は何等かの刺戟 状態下にある

もの と解 されるもので,例 えは,培 養の不備で培養

器中に細菌が多数繁殖せ る如 き場 合に多 く見 られる.

一般に遊離型組織球は休止型組織球より染色度が優

る.ヤ ー ヌス緑染色では 「ミ」は中性赤染色顆粒よ

り遅れて30分 頃 より見 られ,天野,平 田の言 う如 く核

周に稍々密な るも胞体内広 く存在 し,特 に密集する

像 は見 られず,胞 体辺縁部迄存在 し,腹 水食細胞に

比 し梢々粗大粒状で,「 ミ」数 に於 て梢 々優 り,中

性赤空胞,固 有不染空胞間を縫 う如 く広 く存在する.

図2　 マ ウス皮下組織球並に骨髄単球の中

性赤平均染色度

表3　 マウス皮下組織球 並に骨髄単球の中性赤平均 染色度
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即 ち腹水食 細胞とは 「ミ」の大い さ,形,数,分 布

状 態に於て異 る.尚 赤崎等の言 う被刺戟 状態下の組

織 球特にその小型 に就 き検索せ るも,刺 戟により必

.ずしも小型円型組織球が増加す るとは限 らず,反 つ

て正常 マウスに於て多数見 る事 もある.抑 々小型細

胞には二種 あり, 1つ は上記せ る如 き組織球の性格

を備え,唯 大 いさに於て小 さいのみの もの と,他 は

よ くロゼ ッテを形成 し,針 状,触 手状等の偽足 を有

し,仔 細に観察す ると,単 球様の 運 動 が 見 られ,

この運動 は映画撮 影に より明 らかに証 明せ られた所

であり,「 ミ」は稍々粗大 な る感あ るも,分 布状態

が単 球様で,且 つ組織球に特有な る固有空胞が認 め

られない.而 して両種細胞中,数 に於て後者細胞が

前者 細胞に比 し遙 かに多 く,私 は後者を血液に由来

した単球 であ ると解 してお り,こ の事 は遊出せる好

酸球,好 中球の多 い場合に多 く見 られることよ りも

うなづけるのであ り,赤 崎等の小型円形組織球の中

には,こ の単球が多 く算入 されてい るや に伺われる.

酸性色素生体染色(表4,図3)で は2回 注入時よ

り殆ん ど全ての組 織球が染色され,注 入 回数を増 す

表4　 マ ウス皮下組織球の酸性 色素平均染色度並に染色率

(24時間毎 に尾静脈 内色素注入 し最後の注入 より24時間後採取培養)

図3　 マウス皮下組織球酸性色素平均 染色度

(24時間毎に尾靜脈内色素注入 し最

後の注入よ り24時間後採取培養)

に従 い濃染す る.中 性赤 と略々同様の染色所見を呈

し,稍 々大小不同の微細染色顆粒が核周に密に略 々

胞体全体に存在する.染 色軽度の ものは,中 性赤染

色で述べた如 き特徴を有す るも,濃 染せるものでは

胞体広 く染色 され,大 染色顆粒 も見 られる.遊 離型

組織球は休止型組織球に比し染色度稍々優 り,腹 水

食細胞の項で述べた如く,染色顆粒は中性赤顆粒に

比し鮮明度を 欠き,殊 に リチオ ンカル ミンに於て然

りである.又 腹腔,皮 下共高度の被刺戟 下にあ り濃

染せるもの多き為,一 般 に中性赤染色の場合 より腹

水食細胞 と皮下組織球は近似 して来 る.然 し染色軽

度の ものでは充分区別 し得る.培 養後時間を経 るに

つれ,変 性顆粒,変 性空胞次第 に増加 し, 1回 注入

の場合は一部を残 して72時 間で大部 分脱色す る. 2

回, 3回 注入の ものでは,染 色高度 なるため,多 く

の ものは脱色せず何時迄 も色素を離 さない.尚 皮下

組織には一般 に好酸球の多数の遊 出を見る例が多い.

5.骨 髄並に血液単球(図7)

骨髄組織培養に於て,単 球の遊出は他細胞より遅

れるが培 養2時 間後には既に之を見 る事が出来 る.

胞体は非常 に菲薄で少数の微細固有顆粒を有するも,

一見無構造に見え,全 周か ら旗状,膜 状,触 手 状等

の偽足を出し,所 謂蛸状運動を行いながら遊走 し,
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図7　 マウス骨髄並に血液単球中性 赤染色像

●中性赤顆粒

マ ウス骨 髄 並 に 血 液単 球 ヤー ヌス緑 染 色 像

・ミ トコ ン ドリヤ

核 は腎形で切 れ込みを有 し,時 に分葉形を示 し陥 凹

を細胞の中心に向けて偏 在す る.中 性赤染色では,

染色初期 には稍 々大小不同性 ある微細球形染色顆粒

が核陥凹部 を中心にゆ るや かに移動 してお り,細 胞

運動の盛 んな るもの程勿論顆粒運動 も旺盛であ る.

この時期 には胞体及び顆 粒運動のため典型的な ロゼ

ッテを形成す るものは殆 んどな く,或 る時期 には顆

粒が円形集合 して ロゼ ッテの形をとる事 もあ るが稀

であ る.こ の頃には光輝性顆粒が数 ケ存在す る.時

間の経過 と共に染色顆粒の融合膨大進み大小 不同性

の程度 を増す も染色顆粒数の増加 は殆ん ど認 められ

ない. 5～10時 間後では大染色 顆粒は,染 色 初期に

見た原顆粒の数倍乃至十数倍 となり,光 輝性顆粒 も

数 ケ乃至十数ケ となる.運 動 は尚活溌で

あ る. 10時 間を過 ぐる頃 より運動は緩慢

となり, 15～24時 間後では染色度の変動

は殆ん どなき も,胞 体縁の鮮明度を増し,

この頃には大顆粒を外 囲に小顆粒を中に

もつ美麗な るロゼ ッテが認め られるもの

が 出現す る.染 色度を腹腔食細胞 と同方

法にて測定 すると,表3,図2に 示す如

くなり腹腔食細胞,皮 下組織球に比 し遙

かに低度 で時間的消長 は殆 ん ど認 め ら

れ な い.渡 辺86)氏 が述ベてい る如 くマ

ウスは他種動物に比 し,染 色 度 が 劣 る

為 と思 わ れ る. 24時 間を過 ぐる頃より

次第に変性顆粒を増 し,変 性空胞を有す

るもの も現 われ,胞 体 は漸次膨 化或は萎

縮 し, 30～35時 間で完全に脱色する.ヤ ーヌス緑染

色では,「 ミ」は腹腔食細 胞 に見 る程 鮮明ではない

が,微 細球形で大体核 に密接 して広 く存在 し,特 に

1～2ケ 所 に密集 しており,核 の突起部に好んで集

簇す る傾向が ある.中 性赤に先立 ち24～30時 間で脱

色す る.家 兎末梢血単球は マウス骨髄単球 に比し染

色顆粒の融 合膨大著明で大小不同性著 しく,多 くは

核陥凹部 に染色顆 枝集合す る傾向を示 し,又 美麗な

るロゼ ッテを作 るものが出現 する.マ ウス末梢血単

球は骨髄単球 と同様で,染 色顆粒が家兎程大小不同

性な く,微 細染色顆粒が ロゼ ッテを作る傾向にある.

酸性色素(表5,図4)で は,染 色 され難いが3回

注入に於て,単 球の大部分 と好中球及び リンパ球の

表5　 マ ウス血液単球の酸性 色素平均 染色度並に染色率

(24時間毎に尾靜脈内色素注入 し最後の注入より24時間採取培養)



動物穿刺液細胞の主として組織培養法を応用せる生体染色の研究 3759

図4　 マ ウス血液単球 酸性色素平均 染色度

(24時 間毎に尾静脈 内色素注入 し最

後の注入 より24時 間後採取培養)

一部 が染色され る.単 球は微細染色顆粒が少数(数

ケの事多し)核 陥凹部 に集 る.時 に散在性に良染す

るもの もあ るが,こ れは変性の進める老化型 と思わ

れる.染 色顆粒は不鮮明で,卜 リパンブラウが リチ

オンカル ミンに比 し染色率が高い.

第4章　 総 括 並 に 考 按

腹水食 細胞の本態を徹底的に追求せんが為.以 上

の如 く諸種検索を行つた結果,こ れが単球に極 めて

類似す ると云 う見解に到達 した.

1.刺 戟時腹水細胞の研究 も古来幾多の人によ り

広 く研究 されておる所 で あ る.即 ち村田77)は ペプ

トン液, BCG,鼠 チフス死菌生理的食塩水浮游液,

磨壊人 白血球を腹腔内に注入 して,刺 戟の種類如何

に拘 らず概ね 一定 した反応を示す とし,そ の主要な

る変化は好 中球反応,食 細胞の活溌 なる貧喰像,食

細胞の変性過程であるとしてお り,又 核の多形性を

有す る小 型の食細胞が増加 し,こ れは一見単球 と見

誤り易い外観を示す ことを認あている.こ れ私の云

う新生 細胞に一致するものであるが,彼 はこれをI

～II型 の中間型である と している.平 田71)等 は家

兎血清,赤 血球浮游液, Hb及 び赤血球基質,酵 母,

カゼ イン,乳 酸,牛 乳,蟇 血液,墨 粒浮 游液等を腹

腔内に注入 して,特 に乳酸注入 の場合に小型の単球

が増加出現す る事を指摘 し,又 臼淵43)等 はマウス,

ラ ッテ等 の腹腔内に卵 白,各種血清,ア セチール コ リ

ン,墨 汁等を注入 して,腹 腔 内単球 の大部 分が淋巴

球へ転化す ると述ベ,長 谷 川68)は 家兎に実験的に

腹水を潴溜 させての研究に於て,単 球系の過半数は

小型であつた と云 つ て い る.篠 崎54) 55)は 寄生虫感

染 マウス腹水にて,感 染後増加 した小型単球 と,在

来単球の変性過程に就 き述ベ ていろ.

以上諸家の研究成績を見るに,い づれも小型 細胞

の増加を見てお り,又 在来細胞の変性過程に就き述

ベ ている.こ れ等は私の研究に一致 する所であ り,

私の検索 よりも,刺 戟 時 腹 水 細 胞 の特徴 として,

 1.新 生細胞の増加出現, 2.在 来細胞の進行せ る

変性像, 3.好 中球反応,と す る事が出来 る.新 生

食 細胞は小型乃至小型 と中型の中間大 で,あ ま り濃

染 されず,他 細胞に比 しロゼ ッテが綺麗 で,「 ミ」

は多数明瞭に出現 して単球様に核周分布をな し,胞

体菲薄且つ胞体全周よ り旗状,触 手状等 の偽足 を出

し,血 液単球特有 の蛸 状運動を行 うものも見 られ,

単球に一致 した所見を呈 し,従 つて腹水食細胞が元

来血液単球近縁 のものなる事が之によつて明瞭 に伺

え る.こ れに反 し,在 来 の食細胞は種 々の程度 に変

性 し,胞 体全体が濃染され,一 見組織球様外観を示

す もの も多数現われ,染 色 されざる死滅像も散見 さ

れ る.こ れ等は機能低下或は機能 消失せる変性像で

ありこれに大な る意味は期待出来 ない.

2.組 織培養後経時的に色素を 添加 して,培 養途

時増加する線維細胞様,線 維 芽細胞様,或 は組織球

様に変形 する細胞の本態を追求せ る結果,該 細胞は

色素添加 によりその%を 減 じ,又 かかる変形細胞よ

り本来 の食細胞へ移行す るのが観察出来,且 つ染色

所見に於て も食細胞 と全 く同様で,従 つて これが食

細胞の一変形である事が判明 した,次 に細胞の生活

力 と生体染色 との関係に就 き一言すると,腹 水 中の

各細胞は培養後色素添加迄 の時間が長い程,即 ち細

胞生活力の低下 した細胞程早期に濃染され且つ早期

に脱色開始 し,教 室大藤45)等 が骨 髄 細 胞で述べて

いる事実 とよ く一致する.然 し培養24時 間以後に於

ける色素添加の場合では,高 度変性或は死滅せ る細

胞の染色であ り高染 して長 く色素を離 さない細胞が

多 く,核 染色 せ る もの もあり,「 ミ」は勿論殆ん ど

見 られない.尚,培 養後長時間経過 して細胞死滅せ

る後,及 び最 初より又は早期に色素添加 して生体染

色 を行って脱色死滅せる後に中性赤色素を添加 して

の実験によ り,一 度 も色素を摂 らずに死滅せ る細胞

は,基 質 と色素 との結合力は尚強 く存在 し死後染色

を呈す るが,一 度 色素を摂 つて後脱色死滅せ る細胞

には基質 と色素 との結合力は全 く破壊 され,従 つて

死後染色を呈 しない事が判つた.

3.大 網切除 マウス腹水での主要なる所見は小型

食細胞の減少 と,進 行せ る変性像である.少 数残存

す る小型食細胞 も対照に比 し稍 々高染 されており,

「ミ」の染色率,染 色度共 非 常 に悪 く,そ の機能低

下を物 語つている.又 刺戟時腹水に於け る小 型食細

胞の増加 と,小 型食細胞が染色度低 く幼弱 である事

よ り併せ考えて,大 網切除実験に於 ける小型食細胞

の減少 と,幼 弱な る新生細胞の認 められない事実は,

小型食細胞から中型,大 型食細胞へ成熟す ることを
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物 語つて おり,又 食細胞が大網乳斑に由来す ろ事を

裏 書きして いる.尚 大網乳斑に関しては教室小谷が

詳述しており,食 細胞が大網乳斑 に由来す る事を明

確に証明 して いろ.

4.赤 崎一派37) 38) 39)が 食細 胞 を 組織球 であると

してい る以上,そ の組 織球の検索 の必要にせまられ,

代表的 なる皮下組織球 に就 き観察を試みた.組 織球

研究の歴 史は,腹 水食 細胞 の研究 と並行 して古 く,

 Ranvier25) 26), Renaut27) 28), Marchand13), Maxi

mow15) 16), Weldenreich35) 36)等 の 研 究 に 始 ま り,

 Goldmann9),清 野51), Mollendorff20) 21) 22)等 の酸 性

色 素 生 体 染色 が行 わ れ るに至 り急速 な る進 歩 の後 が

見 られ,更 にSabin等 か塩 基 性 色素 に よ る超生 体 染

色 を 導 入 す るに及 ん で, Sabin29) 30) 32), Seemann33),

杉 山57),天 野42),平 田70),赤 崎 鋤38) 39),村 田77)等

の広 大 な る業蹟 が あ る,以 下 最 近 の代 表 的文 献 に就

き考 察 す るに,清 野51)は 酸 性 色 素 を用 いて 皮 下組

織 を 検 索 し,こ の組 織 に 主要 な る固定 性 細 胞 は結 締

織成 形 細 胞 で,遊 走 細 胞 の大 多数 を 占 め る もの は組

織 球 で あ る と し,後 者 が よ り多 く色 素摂 取 を な す と

して い る.大 西44)は リチ オ ン カル ミンを 家 兎 に繰

返 し静注 して,皮 下結合織 中には固定細胞 として組

織球 と線維細胞が略々同数認め られ,色 素注 射の継

続 と共 に色素を飽食 した組 織球が著 しく増加 し,組

織球 と線維細胞 の数の均衡は破れ組 織球の絶対数 の

増大 は甚だ し く,線 維細胞 は色素を摂取 しないか,

摂取 して も少数で,組 織球 とは色素摂 取能及び摂取

色素顆粒形態に著しい差異があると述べて いる.平

田69)は 皮下組織球 は 中 性 赤顆粒が胞体全 体に充満

して お り,「 ミ」は核周 に 密 にここか ら周辺部 に亘

つて瀰漫性に分 布 す ると述べ,大 森46)も これの追

試 により同 じ結 論 を 得てい る.又 平田71)は 馬血清

によ り皮下組 織に過敏反応 を惹起 させ,組 織球は単

球 と異 り刺戟 の如何に拘 らず中性赤顆粒は核 とは全

く無関係で原形質内に略々平等に存在す るものであ

るが,単 球では核に接 して 中性赤顆粒の存在 しない

部分が あると云い,又 核は楕 円形で核陥凹を見ない

と述べてお り,小 型組織球 の出現 も観察 している.

天野42)は 組 織球では 「ミ」が 楕 円 形核の全周によ

く密着 して現 われ,核 を離れ るに従つて粗 とな り,

単球の ロゼ ッテの外囲 に 「ミ」を有す るもの とは全

く異つた所見 であ る と してい る.村 田77)は皮下組

織 球には休止型組織球の他に少数乍 ら染色態度の同

一なる円形細胞を認めてお り,特 に被刺戟 下に於て

増加を来 し,核 形は屡 々 くびれや彎曲等を示 し,中

性赤花冠状配列を示 すもの もあ ると述べ,腹 水食細

胞 との近似性を強 調してい ろ,赤 崎38) 39),小 島52)は

尚広範囲に検索を進め,皮 下組織に諸種刺戟を与え,

村 田77)の 認めた円形細胞 の徹底 的究明 に努めてい

る.即 ち彼等は胎生期の皮下織織球の観察に於て,

幼弱型組織球は小型円形単離状の もの多 く,核 は分

葉を示 し,中 性赤類粒は時に花冠状配列を とり,こ

れが成熟す るに従 い大部 分核,胞 体共 に膨大し大型

組織球に変化して行 くとし,又 腹腔 内チフスワクチ

ン注入家兎に於て皮下組織球は刺戟に敏感に反応し

特異 な巣状増殖を営み,容 易に遊離円形化 し或は小

型化 し,胎 生 時組織球 と同様 の中性赤花冠のある事

を認 め,刺 戟を蒙 るとこれは反応 し分裂,新 生,増

殖 して小型化し,体 腔 内食細胞 とよく一致する所見

を示 すとな し,村 田が組織球 との同一視を躊躇した

腹 水食細胞を何等のためらいもな く,生 理的に刺戟

された状態の組織球であると断言 しいて る.即 ち天

野一派は一般的な組織球 に就 き記述し,赤 崎一派は

少数現われ る小型円形組織球を特に強調 して,こ れ

と腹 水食細胞の類似 性 を 求めている.渡 辺86)も こ

の小型細胞に注 目し,こ の細胞は一般組織球より墨

粒貪喰度強 く,運 動性を有 してい ると述ベている.

私 は正1常マウス並に赤崎38) 39)等 の 言 う被刺戟状

態下(チ フスワクチン,乳 酸,カ ゼイン,牛 乳,ベ

プ 卜ン液等 の腹腔 内注入)の 皮下組織球の検索を行

つた のであ るが,染 色初期の像を腹水食細胞 と比較

観察す るに,食 細胞の殆ん ど全てが先づ核陥凹部に

中性赤顆位の集団を作るのに対 して,組 織球では一

部 に染色顆粒集団を作 るもの もあ り,胞 体 の広い側

に多 く染色 される傾向はあるが,多 くは核に接して

広 く出現す る.且 つ中性赤顆粒は食 細胞の球形顆粒

な るに比 し,組 織球の夫 は梢 々不整 形で立体感あり,

あたかも砂 を撒 いた如き硬 い感 じで,夫 々特徴ある

観を呈す る.「 ミ」は食 細胞で は微 細で,核 に接し

て核 周分布をなし特に1～2ケ 所に密生 するに対 し,

組織 球では 「ミ」の大 いさが腹水食細胞に此 し稍々

粗大 で数に於て梢 々優 り,核 周に梢々密なるも胞体

全体 に略々平 等に分布し胞体辺縁部迄追求出来 る.

酸性色素生体染色で も中性赤に於けると略 々同様で

あるが,生 体内に色素を注入 して生体染色を行つた

ため,組 織培養に於け る如 き染色 初期 よりの観察は

不能であ り,又 色素 を飽喰せ るもの多き為,腹 水食

細胞 と組織球 は中性赤生体染色の場合 より一段 と類

似 した所見を呈 している.小 型円形細胞に関しては

杉山56) 57)も 詳述す る所があり,こ れ は 組織球に比
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し著し く小 さく,円 形乃至球形で あり,強 い貪喰性

を有 し,中 性赤 にて ロゼ ッテを現わ し,カ ル ミン生

体 染色に より弱 い染色顆粒を現 わし,且 つオキシダ

ーゼ反応陽 性等の事実か ら,氏 は之を血液に由来 し

た大 単核球であ ると考えてお り,諸 種の刺戟 により

これが増加す ると記述 してい る.而 して彼は正常皮

下組織 中約2%存 在す る と言つている.私 の観察で

は遊離小型 細胞に二種類 あり, 1.は杉山 の大単核球

に相当するもので あり,赤 崎の言 う如 き中性赤 ロゼ

ッテを作 るもので, 2.は 小型乍 ら他の組織球 と同様

の染色態度を とるものである.然 し前者が数に於て

遙 かに優 り,よ く運 動 性 も見 られ,「 ミ」の分布が

単球様に核 に接 して核 周分布をなすものが多い.後

者はその数極 めて少数で,組 織球特有 の固有不染空

胞を有 し,中 性赤顆粒,不 染空胞の間に 「ミ」を点

在 させ,核 周迄追求出来,単 球 の如 く密在す るもの

は見 られない.而 して刺戟に際 して増 加す るのは前

者であ り,後 者には殆ん ど増加 は認め られず,赤 崎

が被刺戟時皮下組織中に増加した小型細胞は組織球

の幼弱型で多形性 を示す と言つてい るのには前者の

細胞が多数算入 されてい ると思 われ る.私 は上記諸

性状よ り,前 者は杉山56) 57)の 言 う如 く血液 に由来

した単球であ ると解してい る.こ の点 教室嘉村は位

相差顕微鏡観察により,山 近 は組織培養によ り,藤

田は墨 粒貪喰に より,私 と同様にこの小型細胞は血

液に由来 した単球であると言つている.

5.単 球 の 帰 属 に 関 して はEhrlichが 単 球 を多

核 白血 球 へ の 移 行 型 と称 え て 以来, Naegeli23)は 骨

髄 芽 球 よ り 分 化 す る と し,又 淋 巴 球 との移 行 が

Weidenreich35) 36), Maximow17), Bloom4) 5) 6)等 に

よ り強 調 さ れ,又Papgenheim24)は 単 球 の独 立 を

提 案 し, Aschoff,清 野 両氏1)はHistiomonozyten

を 作 る第 三造 血 系統 を 称 え る等 々枚 挙 に遑 が な い程

研 究 が あ る.而 して 中性 赤,ヤ ー ヌ ス緑 を用 う る超

生体 染 色 を用 い て はSabin29), Simpson34)が 始 め て

記 載 した 所 で あ るが,彼 女 等 の お か した 誤 謬 を天

野10) 41) 42)は 大 き く訂 正 して い る.天 野 に よれ は超

生体 染 色 で は 中性 赤 花 冠 と これ を囲 繞 す る如 き「ミ」

を 特徴 と し て い る.森78) 79) 80) 81) 82)は 血 液細 胞の超

生 体 染色 に於 て,標 本 作 製 後 已 に少 数 の 球形 染 色 顆

粒 が 胞体 内 をゆ るや か に移 動 して い るが,次 第 に染

色 度進 み20分 後 には 融合 膨 大 に よ り著 しい大 小 不 同

性 を 呈 し,定 型 的 花冠 状 配 列 を なす として い る.教

室 大 藤45)等 は家 兎骨 髄 組 織 培 養 に於 け る生 体 染 色

に 於 て,単 球 は 染色 顆 粒 の 融 合膨 大 著 明 で美 麗 な る

中性赤花冠状配列を示 し,組 織培養 に於て も森 の超

生体染色所見に一致 す る と述 べ ている.滝 川,平

松59)は 血中に見 られ る墨 粒 を貪 喰 した単球は,超

生体染色では,墨 を取入れて いる単 球にも中性赤 ロ

ゼ ッテが見 られることもあ るが,大 部分定型的 ロゼ

ッテは認め られず,個 々の顆粒 もに じんで染つて い

るとし,又 ヤーヌス緑顆粒 も染 りに くいとしている.

而 して以上の様な単球は骨髄 中に も認められ ると記

してい る.酸 性 色 素を用 いては,古 く清野51)は 血

液組織球 として,原 形質内には甚だ多数の大小種 々

な る染色顆粒が現われ,原 形質に略 々平等に散布或

は一部 に特に密集す ると述べ,森81)は 超生体 染色に

成功 して彼の塩基性色素超生体染色 に於け ると略 々

同様 の結果を得ている.渡 辺85) 86)は卜リパ ンブラウ

を用いて森 と同じ結果を得,又 各種 動物血液単球 を

比較 して,染 色度は犬,人 間,家 兎,海 〓,廿 日鼠

の順 に低 くな ると 言 つている.小 島,大 西52)は 酸

性色素生体染色,墨 粒貪喰 により血液単球を検索 し,

末梢血内食細胞は単球に他 ならず となし,一 般に色

素摂 取顆粒は網内系細胞と異 り微細で大小不同性少

な く且 つ均ーで一般 に淡 く,初 め瀰満性に染つた内

部原形質内か ら浮き上 る様に微細顆粒が出現 し,成

熟 した単球程小型顆粒を数多 く摂 るとして いる.

私の組織培養を用 いての塩基性色素生体染色では,

骨髄組織片 より遊 出した単球 は特有の蛸状運動を行

い,菲 薄膜状偽足の波状運動 も見 られ,染 色初期 に

は顆粒,胞 体共 運動盛んな るため,一 般に美麗なる

中性赤 ロゼ ッテは認 められず,核 陥凹部を中心に広

く散在するも, 15～24時 間経過 し運動が緩慢 となつ

て来 ると,先 人の認 めた如き美麗 なるロゼ ッテを見

るものが出現す る.染 色度は食細胞,皮 下組織球 に

比し低 く, 9時 間で平均染色度 は最高を示す も,染

色度の消長 は殆ん ど認 められず, 30～35時 間で全細

胞が脱色す る,「 ミ」は梢々 鮮 明 さを欠 くも,核 に

接して広 く存 し特に1～2ケ 所に密集 して おり,核

突起部に集合す る傾向を示す.こ の為に天野の言 う

如 くロゼ ジテを囲繞 する如 き観 を呈す るものが認め

られ る.酸 性色素では染色度は食細胞,皮 下組織球

に比 し遙かに低 く,塩 基性色素に於 ける以上に染色

度 の差が激 しい.少 数の微細染色顆粒が核陥凹部 に

集合 してい る.家 兎末梢血単球の中性赤顆粒 は融合

膨大著明で,静 止時に美麗な るロゼ ッテを見 るもの

が出現す る.マ ウス末梢血単球は骨髄単球 と変 る所

な く微細な る中性赤染色顆粒が ロゼ ッテを作 る傾向

にある.
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腹水食細胞 とこの単球 を比較す るに,運 動,形 態,

染色態度 に於て一致 す る所が多い.特 に幼弱食細胞

及び一般食細胞の染色初期 の像は極 めて類似す る.

然 し時間的経過,染 色度等 に於ては必づ しも全 く同

一 とは言えない
.こ れ環境適応に より若干性格の変

異を来せ るものとも考え られる.

以上の如 く諸種検索を行 つた結果,第 一編で述べ

た食細胞の単球類似性が極 めて明 らかとなつて来 た

が,こ こに教室に於け る他の研究成績 を一部列挙す

ると,

a)固 定染色を駆使 して検索せ る福 田(源)は,

従 来議論の的 となつて いたペルオキシダーゼ反応を

解決した.即 ち彼は血液単球のぺ反応陽性な るマウ

ス,人 の腹水食細 胞は夫々平均18.4%, 20.7%陽 性

を示すに反 し,血 液単球のぺ反応陰性な る家兎の腹

水食細 胞は僅か0.5%陽 性な うに過 ぎざ る事を認め,

又好中球の%と 腹 水食細胞のべ反応陽性%と の間に

は相 関のな い事 より,ぺ 反応陽性顆位貪喰に よる%

は極 めて少 い事を認めてい る.之 等の所見及び刺戟

時新生 細胞 の死 後染色の所見よ り,彼 も本細胞は単

球近縁の細胞であ ると述べている.

b)山 近 は組織培養 を行い,腹 水食 細胞の位置移

動を軽微 であるが認め,偽 足運動 としては,全 周よ

り出没す ろ針状,触 手状及び単球特有の膜状偽足運

動を認め,又 波状運動 も認めて おり,且 つこれ らを

映画によ り見事に立証 してい ろ.

c)藤 田 は墨 粒貪喰により,腹 水食 細胞の貪喰形

式,墨 粒子 の形,時 間的経過のあらゆ る面から見て,

食細胞は組織球 とは異 なり単球に極めて類似す ると

言つてい る.

d)嘉 村 は圧挫法に よる位相 差顕微鏡観祭 で腹水

食細胞の胞体,核 膜,核 構造の所見が組織球 よ り単

球に近 く,只 一部に核 膜のみ組織球牲の ものが混在

してい うと言つてい る.

e)服 部 は螢光顕微鏡を用いて,腹 水食細胞は組

織球,単 球両者の性格が見 られ るも単球に近 いと述

べている.

私の生体染色所見に,之 等教室の諸成績 を考慮 し

て総括す るに,腹 水食細胞 は機能 的にも形態的にも

組織球 より遙かに単球に類似せ るものであ り,そ の

単球 と若干異な る特殊性 は,特 殊の環境適応に より

変異せ るものと考え られ,結 局腹水食細胞は単球か

或は単球 に極めて近縁 のものであ ることが結 論出来

る.尚,こ の腹水食 細胞の起源に就ては,大 網切除

実験 より大網が考え られ,こ の点 教室小谷 は大網乳

斑の組織培養に より,乳 斑が腹水食細胞の起源であ

る事を確認 してい る.

第5章　 結 論

腹水食細 胞の本態を追求せんが為,刺 戟 時旗水,

大網切除腹水,皮 下組織球及び骨髄並びに血液単球

に就て夫々生体染色 をもつて検索 し,併 せて培養後

経時的 に色 素添加 しての観察を行 つた.

1.刺 戟時には,新 生細胞は幼弱で単球の性格が

極めて強 く,在 来 の食細胞は進行せ る変性像を示し

た.

2.培 養途中 より色素添加せ る実験にて,培 養中

に線維細胞様,線 維芽細胞様,或 は組織球様に変形

せ る細胞は食細胞の一変型である事を確認 した.

3.大 網切除実験 より,食 細胞 は小型→中型→大

型 と成 熟す る事を認 め,又 食細 胞が大網乳斑に由来

す る事を裏面 より証明 した.

4.皮 下組織球及び骨髄並びに血液単球を詳細に

再吟味せ る結果,第 一編で述ベた食細胞の単球近似

性 を確認 した.

5,以 上により腹 水食細胞は単球か若 し くは単球

に極 めて近縁の細胞であろと考 え られ る.

稿を終へ るに臨み終始御 懇切な る御指導と御校閲

を賜わ りし恩師平木潔教授 並びに大藤真助教授に深

謝 します.

(本論文の要 旨は第19回,第20回 日本血液学会総

会に於て発表 した)

(文献は第三編巻末に一括記載す)
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Studies on the Vital Staining of Cells in the Fluid obtained 

by Puncture from Animals, mainly by 

Means of Tissue Culture

Part 2. The Property of Phagocytes

By

Masao FUKUDA

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

With the purpose to pursue the property of phagocytes in ascites observations were 

carried on vital stainings of the ascites cells at the time of stimulation and after removal of 

the greater omentum as well as vital stainings of subcutaneous histiocytes and monocytes in 

the bone marro and blood; and also studied vital staining of the ascites cells stained after 

a certain period of culture.

1. At the time of stimulation the newborn cells in ascites are weak and immature, 

possessing characteristics very much like those of monocytes, and pre-existing phagocytes 

reveal an advanced degeneration.

2. In the case where dye was added in the course of culture, it has been confirmed 

that those cells transformed like fibrocytes, fibroblasts or histiocytes are none other than 

one of modified forms of phagocytes.

3. By excision of the greater omentum, it has been observed that phagocytes mature 

in the steps of a small typeintermediate typelarge type. Moreover, it has been veri

fied that phagocytes are derived from milky spots on the greater omentum.

4. After precise scrutiny of subcutaneous histiocytes and monocytes in the bone marrow 

and blood, the similarity of phagocytes to monocytes as already stated in Part 1 has been 

verified.

From these data it is bilieved that ascites phagocytes are either monocytes or the cells 

very closely related to monocytes.


