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第一章　緒 言

抑 々好 酸 球 の存 在 は既 に1846年Wharton,

 Jones50)がCoarse granular corpuscleと し

て記載 した のに始 り,其 の後Ehrlich20)に よ

りそ の特 異美 麗 な る顆粒 がTriacidfarbungに

よ り染 色 され る事 が 発見 され,同 時 に エ オ ジ

ン好性 白血球 と命 名 され た 事 は周 知 の事 で あ

る.そ の 後好 酸 球 の形 態 学 並 び に生理 学 的研

究は 主 に血 液 学 者 に よつ て続 け られ,静 的 形

態 学 の面 では 種 々の業績 が認 め られ てい るが,

そ の機能 形 態 学 に関 しては 現在 尚不 明 の点 が

多 い.

抑 々白血 球 の運 動性 に 就 て は,既 に 古 く

Jones51) (1845)は エ ヒの 白血 球が 運 動 す るの

を,次 でDavine (1850)51)は 人 白血 球 の運 動

を 認 め てお り,後 年Philipsborn (1931)92)は

湿 潤薄 層標 本 で人 好 中球 の運 動形 態 を 詳細 に

観 察 し,そ の ア メー パ状 運 動 を5型 に分 類 し

てい る.又 本 邦 で は栗 原(1943)61)は 人 好 中
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球運動に周期 のあ る事 を認め,又 瞬間過熱固

定 法によ り観察 して運動型を7型 に分 ち,更

に又長短径の比率に よる運動型値 法を提唱 し

た.

以上の他好 中球の運 動形態 に関す る研究 は

浜田(1952)31),杉 山(1952)112). Bessis (1955)4),

 Ackerman (1955)2)等 によ り行われて いるが,

好酸 球の運 動形態に関す る研究 は従来殆 ど行

われ ていない.然 るに近年 千田(1954)103)は

人末梢血の超生態観 察によ り,好 中球並に好

酸球 の運動形態及び力源代謝に就 て詳細 に観

察 してお り,又 教室亘理82)は骨髄組織培養 に

よ り,人 並 に家兎骨髄白血球(好 酸球を含 あ

て)の 運動形態をA-Iの 型 に 分 類 し て い

る.

此の様 に正常白血球 に於け る機能形態学に

就ては漸 く系統的研究が見 られ る様になつた.

然 し乍 ら好酸球減少作 用を有す る薬物による

好酸球の試験管内の数量的変動に就て見た も

の74)111)21)はあつ ても(須 賀, Muehrcke等),

そ の及ぼす機能形態学的変化 を観察 した もの

はない.私 は第1, 2編 にア ドレナ リン(以

下 ア.),コ ーチ ゾン(以 下 コ.), ACTH好 酸

球減少の機構 に関 し主 として骨髄組織培養法

によ り研究 した結果 を報告 したが,引 続 き之

等薬物が好酸球の運動形態に如何 なる影響を

与 えるかを研究 し,以 て出来得可 くんば好酸

球機能形態学 の面か らも好酸球減少作用機序

の一端を窺明せ ん とし,一 連 の実験を試みた

のでそ の成績を茲 に報告する.

第二章　実験材料及び実験方法

第一節　 実験材料

体重1.5kg前 後 の健康雄性家兎(白 色)を

前 日よ り絶食せ しめた ものを使用 した.

(1)　培養材料は同様絶 食せ る家兎の大腿骨

々髄 を無菌的に採取,細 切 して用いた. (2)　健

康家兎 ヘパ リン加血漿は同様絶食せ しめた家

兎を早朝空腹時心臓穿刺によ り得た ものを用

い, (3)　発育促進物質には胎生9日 目の鶏胎

児圧搾液を使用 した. (4)　ア.は 三共製薬製 の

塩化 ア ドレナ リンを,コ.は 米国 メル ク社 製

の11-dehydro 17-hydroxycorticosteroneを,

 ACTHは 米国アー マー社製を使用 した.

第二節　 実験方法

第一編 に詳述せ る如 く被覆法を用い,支 持

体 として健康家兎ヘパ リン加血漿を1/2針 に

て1滴 々下後円形(直 径1.5cm)に なる如 く拡

げ,骨 髄組織片1個 を置 き,次 に所要薬物を

0.01cc宛 添加 し,そ の上に鶏胎児圧搾液1滴

を重畳 した.次 に被覆硝子を被せるのである

が,此 の場合に凹窩載物硝子式被覆法 と海野

式打抜硝子を用 うる被覆法 とで多少異るが,

詳細は第一編に記述せ るため省略す る.私 は

此の編の実験に於ては主に海野式打抜硝子を

用 うる被覆法を応用 した.観 察はすべて37℃

の保温箱内で行 い,ア ツベの描画器を以て遊

走速度を測定する一方,好 酸球の運動形態の

変化を描 画す ると共に,そ の内部 の核,顆 粒等

の変化 を細胞運動の周期を単位 として観察記

載 した.尚 一部 の観察には位相差顕微鏡を使

用 し,又 運動形態 の推移を詳細に研究する為

に顕微鏡映画に撮影せ るものを映写 して観察

した.

第三章　 実 験 成 績

前章に述べた方法によ り,ア.,コ.,ACTH

の直接効果を好酸球個 々の運動機能 と,そ れ

に伴 う形態 の変化に就 て逐時的に観察 した.

培地に出現せ る好酸球は時間の推移 と共に

形態 の変化を伴 いなが ら一定 の法則に従つて

運動す るが薬物添加の場合は無添加の場合に

比べてその形態は夫 々固有の変化を来 してい

るかに思われ る.然 し之等 の変化は夫々を観

察すれば全 く異つた如 くに見えなが らも本質

は程度の差に留 るや も知れず,之 が決定的判

定 を下 さんがため詳細な る検討を行つた ので

あ る.

第一節　 無添加並に生理的食塩水添加

の場合.(写 真1, 2を 参照)

無添加の時の好酸球運動形態 と生理的食塩

水添加の場合 とは大差がないので一括 して述

べ る.但 し生理的 食塩水添加 の場合は幾分早

く変性す る傾向が見 られ る.
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第一項　増生帯全細胞運動の推移(全 細胞

運動期)と 個々の細胞運動周期

全 細 胞 運 動 期は運動開始 期,運 動最盛期,

運動減退期,変 性 期の4期 に分け られ る.先

づ運動開始期は各白血球 の1個1個 が夫 々培

養 メヂュームの環 境に馴れ て運動 を開始 する

時期であ り,此 の後は比較的早 く運動は活溌

とな り,や がて運 動最盛期に入 る.此 の時期

は長 く,最 も活溌に且つ特徴付け られた運動

を個 々に行 いつ ゝ,次 第に運動減退 して運動

減退期に入 る.此 の時期には運動性が 内部 よ

り乱れて最盛期に於 て見 られ た如 き規則正 し

い運動は見 られず,偽 足及 び瘤(後 述)形 成,

顆粒運動等すべ て不規則 とな り,更 に尾糸を

生じた り,又 胞体尾部膨隆が ひつかか り長 く

延びた状態を呈す るもの も現われ る.そ して

更に変性空泡 の多数出現,胞 体膨化,顆 粒散

乱,核 露出等 を表す変性期へ と進み遂 に死亡

停止す るのである.

次に以上 の各期の夫 々を更に分析すれば,

個々の細胞の運動周期 の連続に よ り形成せ ら

れてい る.即 ち運動に よ り,胞 体 の変形す る

(細胞)運 動期 と原型 に復す る休止 期(原 型

期)と である.更 に此 の中(細 胞)運 動期に

就ては運動準備期,偽 足形 成期,主 体前進期,

尾部收縮期であ り,続 いて休止期(原 型期)

に入 る.然 し之等 の各期には夫 々歴然た る区

別の見 られ るものではな く漸次移行 して行 く

ものである.亦 此の細胞運動周期は各全細胞

運動期 によつて各 々の時間的比率が異 り,運

動最盛期には運動期長 く休止期は短いが,運

動減退するにつれ て休止期が長 くなつて来る.

(図1)

図 　 1

第二項　胞体並に胞体の形態の分類

好酸球 の特異性は胞体そのものよ りも顆粒

の特 徴に よつて意義付け られ ている如 く,胞

体運動の特性 も殆ん どすべて内部顆粒 の運動

性 によつて左右 され るものでは ないか と思わ

れ る.全 体 として好酸球 を眺めた場合,つ や

のよい特有の顆粒がぎつ し りつ まつた整然 た

る感 じの丸味 を帯びた細胞である.次 にそ の

胞体が運動によつて作 る主 な胞体の形態に就

て各全細胞運動期別 に分類すれば図2の 如 く

である.即 ち Ⅰ型は主に運動開始期に見 られ

る型であ り,胞 体は丸味 を帯びたものが多 く

運動は比較的緩慢である.Ⅱ 乃至Ⅲ型は運動

最盛期に主に見 られ,運 動 は活溌で胞体の進

行面が広い ものが多い.Ⅳ 型は運動減退期に

見 られ,不 規則な型 を示す ものが多 く運動は

緩慢で ある.Ⅴ 型は変性期 に示す型で,殆 ど

原型に近い ものが多 く僅かに廻転状運動が見

られ るのみである.

図 　 2

第三項　偽足形成 と細胞運動

好酸球は他 の白血球 と同様,細 胞の運動即

ち位置の移動は主 として偽足運動に よつて行

われ,偽 足中に顆粒及び核が移動 する事に よ

つ て移動 を完了するものである.然 し偽足運

動はいつ も同 じ能力,言 換 えれば同じ速 さで

且つ同じ方式を繰返 して同 じ方向に進 んでい

るとは限 らない.之 は吾 々人間に於 ても,の べ
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つ ま くな しに同 じ能 力で仕事が出来 るもので

ないの と同様に,好 酸球に於て も一定期間前

進すれば一定期間休止 し,そ の後再び新 たに

偽足を形成 して一定期間前進すれば再び原型

に戻 る と云つた事 を繰返すのであ る.

偽足の出 し方は好酸球は偽好酸球に比べ稍

々落着いた感 しを受け る.即 ち一 定時間内は

大体同 じ場所か ら偽足を出し,同 じ 方向に向

つて移動す る事が多い.偽 足形成 の模様を詳

細に観察すれば,先 づ 原形即ち丸い形の中で

顆粒個 々が運動 を開始 し,廻 転状運動を起 し

た と思 うと偽足を出し始 めるが,い きな り一

方向に出さず2, 3度 たあらつた後,一 旦方

向が決 まれば勢 よ く偽足を形成 しその中に顆

粒が移動 して行 く.然 し此 の際運動性が亢進

しておれ ば躊躇 しないで進む事が多い.又 偽

足は胞体 の真中か ら出る事は少 く,稍 々右寄

り又は左寄 り即ち偏 側か ら出す事が多い.又

偽足の先端(進 行面)に は透明帯が一定の幅

に出来 る.(図3)勿 論此の透明帯(正 確に

は稍 々半透 明)の 内部には顆粒を認めない.

又之は動物 の触角的 作用を幾分有 し,障 碍物

を避け る事が多いが必ず しもそ うとは限 らな

い.又 偽 足の太 さ,幅 は大体胞体の1/3程 度

のものが 多 く,細 胞運動周期 の経過 に伴つて

変化 して行 く.

次に全細胞運動期 の推移 と偽足形成 との関

連に就て述べ る.運 動性の亢進 と共に偽足形

成は速やか とな り,運 動性 の減退 と共に緩慢

又は不規則 とな る.又 偽足の幅,太 さも之に

伴つて変化 し,運 動最盛期では胞体は扇形 と

な り,偽 足の幅は広 く短 く,偽 足が胞体の進

行 方向全面 に拡つている.従 つて此 の場合透

明帯 も広 く鋸歯状を呈 し,活 溌に進行する.

(図4)運 動減退期に入れば 偽 足の 出る間隔

は延長 し,偽 足 の幅は狭 く細 くな り時に尖鋭

化 し,従 つて透明帯 も尖鋭 とな り胞体のあち

こちに出現 し,運 動は緩慢 となる(図5) .更 に

運動減退 して変性期に入れば,胞 体 は原型に

戻 り軽い廻転状運動 を行 う場合が多 く,時 に

胞体諸処 よ り水泡形成状突起を出した り,蝸

牛殼皺襞状を呈した りす る.此 の時期では偽

足は殆 ど形成せず,従 つて透明帯 も殆 ど見 ら

れな くなる.然 し透明帯のみは小 さい半円形

の ものが胞体各所か ら出現す る場合がある.

図　3　 図　4　 図　5

写 真　 3 図　 6

第四項　瘤 形成 と細胞運動

瘤 は顆粒 と核によ り形成 され各全細胞運動

期に よ りその大 さ,形 等が異るが,通 常偽足

運動中は見 られ る.瘤 形成が特に著明に見 ら

れ るのは細胞運動が強盛 された場合(扇 形進

行)で,こ の場合休止期 と思われ るものが殆

んどないため,瘤 形成 も非常に短時間ではあ

るが著明に現われ,映 画撮影に よつてよ く判

定 され る(写 真3,図6).又 此の瘤 は細胞移

動 の際の重心 となるもので通常偽足 と反対 の

位置に出来,核 の進入に よつて完成 し次の移

動への支点 となつている.又 此 の瘤 の中に入

る顆粒は細胞の主に後半に属す る顆粒で,此

の先頭 に核が移動 し瘤に入れば,之 等は一旦

静止 した後再び次 の運動が開始 され るのであ
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る.此 の際瘤 の中で顆粒が廻転 し次の偽足に

進む事が多い.

次に瘤 の形成 され る場所は進行 方向に対 し

て右に出来れば暫 くその状態を繰返 し,次 に

左となればそれを繰返すが,運 動減退期に入

ると次第に右,左 乱れて不規則的 となる.

細胞移動の際 の重心の移動方法:偽 足を出

した後,そ の方向に重心を移すため顆粒及び

核が移動 して細胞全体 が移動 を完了す る.即

ち好酸球では核が瘤 の中に進入 して重心 とな

り次の偽足は瘤 の反対 側か ら出現す る.又 運

動最盛期では核が瘤 の中へ入 り始 め ると次の

偽足が形成 され るが,運 動減退期では核が瘤

の中に入つて しまつてか ら暫 く原型を保ち,

その後躊躇 しなが ら次の偽足が形成 される.

第五項　顆粒並に顆粒運動

特異美麗な好酸球顆粒 は一見印象的で,つ

やのよい鈍い光 沢(透 過性 の稍 々弱 い)を 有

し,又 非常 に淡い赤褐色調を帯び る事が多 く,

殆ど半透明に近 いが時に透 明な感 じを受け る

事もあ り,又 核 との境界鮮明である.又 顆粒

個々の形は多面立方体 を思わせ るものが多 く,

高倍率の顕微鏡で見れば更 に そ の感 を 深 め,

 1個 の胞体内で夫 々の顆粒 の角が調和 し合つ

て收つてい る様 な感 じを受け る.更 に此の顆

粒は最後迄その形 を変形 する事な く終始 し,

例えば薬剤添加の場合顆粒の分布が不平等 と

なり,又 は核が変性露 出し,更 に胞体が破壊

して顆粒が散乱せ る時 も尚個 々の顆粒 は原型

を保つてい るのを見 る事が出来 る.即 ち好酸

球の顆粒は比較的抵抗の強 い事を示 してい る.

又尾部膨隆に相 当して認め る微細 な数個 の小

顆粒には多少分子運動が認め られ る.

顆粒運動:細 胞(好 酸球)運 動が顆粒 の

自働性によつて行われ るものか,又 逆に胞体,

核又は中心体等 によ り他動的に顆粒が移動す

るのか厳密なる判定 は下 し得ないが,遊 走速

度大なる場合顆粒が非常に運動性増大 して一

様に前進 するかに見える点,又 胞体破壊 後散

乱した個 々の顆粒が廻転運動又は分子運動を

しているのを見得 る点等 は顆粒自体が運動 性

を持 ち,種 々の場合夫 々の運動性の変化に応

じて細胞その ものの運動を左右す るのではな

いか と云 う事 を推察せ しめ る.前 述の偽足形

成 と同時にそ の中に流れ込む顆粒 は,偽 好酸

球 と異 り或 る法則に従つて流れ込む のでは な

いか と思われ る程整然 と順序 よ く行われ てい

る.然 し之等は全細胞運動期に よつて異 り一

律 には述べ られないが,最 も運動 の活溌な時

期(培 養後3～6時 間)に 於け る形態が多 く

の特徴を表わ してい ると思われ るので,そ れ

に就 て述べ る事 とす る.扨 て顆粒 の運動を分

類 して見れ ば先づ 内部の顆粒が個 々に軽い廻

転状運動を起す時期が顆粒運動 準備期である.

次いで胞体の一 ケ所か ら偽足が延びると,立

方体をなした各顆粒がお互に押 し合 う様 な恰

好 を とりなが ら,そ の中へ どつ と流れ込む の

であつて,之 が顆粒前進期であ る.そ の際偽足

の幅が大きければ顆粒 は一列に並んで進む事

は少 く,二 列以上 の状態で一斉に前進す る.

先づ最初に先頭 を切 る顆粒が進み,そ の後 を

続 く顆粒は滑 る様に偽足中に充満す るのであ

つ て,之 即ち顆粒滑動期である.詳 し く述べ れ

ば,最 初偽足中に入 る顆粒が最 も勢 よく且つ

迅速に移動す るが,後 の顆粒は円滑に移動 す

るのであ る.そ して尾部 に存在す る大抵2～3

個か ら5個 以内の微 細 な透 過 性の 殆 どない

暗 く見 える顆粒は,移 動 の際 も最後尾で あま

り秩序を持つ様に思われない.尚 移動 した之

等 の顆粒がすべて偽足中に收 るものではな く,

略々後半に属す る顆粒 は偽足 と反対側に出来

る瘤 の中に吸込 まれて行 く.此 の時期は顆粒

瘤 形成期である.核 は顆粒滑動期か ら瘤形成

期 にかけて瘤 中へ移動 する.次 で之等 の顆粒

は軽 く施回 しなが ら一旦静止す る.之 が顆粒

静止期で之 と同時に瘤 を重心 として次の偽足

を出し初め る.又 顆粒 は移動の際例 えば右側

の顆粒が先に移動すれ ば次で左側 の顆粒が一

斉に移動す ると云つた状態を適 当な間隔で繰

返 してい る.

第六項　 核 と細胞運動

核 そのものに特徴は少いが核小体を明瞭に
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認め るものが可成 りある(よ く運動す る好酸

球 に於て).核 の位置は胞体 の中心 部 よ り稍

々後部を進む事が多 く,時 に胞体 の中心部を

前進 し,尚 稀 には先進する場合 も見受け られ

る.核 が先進するのは主 に運動減退期に多い

(図 7 (a)).又 核は運動中,胞 体 の中央 にあ

る期 間 と稍 々偏在 する期間 とは相半ば し,瘤

に入つてか らは瘤 の出来た側に偏在す る(図

 7 (b)).又 核その ものの運動形は胞体の運動

形 と調和 してい る場合が多い.従 つて核の先

端は丸 くなつた り尖鋭 となつた りで一定 しな

い.尚 運動活溌な時期では 図 7 (c)の 如 く核

先端 の扁平 なる事が多い.然 し原型期では丸

くなつてい るのが通常 である.

図　 7

(a) (b) (c)

扨て前述 の如 く核は瘤 の中に進入 して細胞

前進の重心 とな る.尚 此の際2核 性 のものは

1核 だけで も瘤 中に入れば次の運動に移 り得

る.又 核 と顆粒移動 との関係は,通 常核は胞

体 の中心部 より後方にあるため,後 半の顆粒

と共 に動 く事が多い.然 し之は進行速度 との

関係が 大き く,所 謂扇形進行 の際は核は特 に

最 後尾 にあ り,顆 粒の後を前進す る.此 の様

に核 と顆粒は相前後 して前進するものであ り,

仮 に顆粒移動 のみが行われても核移動がなけ

れば細胞の移動は完成 しない事になる.

第七項　中心体 と細胞運動

中心体は通常 の顆粒 より稍々不鮮明な境界

を持 つ(通 常 の顆粒 の大体2倍 程度),柔 い

感 じの丸い,且 つ可成 り透過性 を有する顆粒

様 物体 で,運 動中多少の変形が認あ られ る.

核 と共に運動 し大体常 に胞体の中心部にあ る

が,細 胞運動 周期に対 して特別 の機能的役割

は認め難かつた.

第八項　 進行速度 と進行方向 との関係

好酸球は種 々の変形方向変換を行いつつ一

定 の大 きな半円状の方向に進む ものと思われ,

最 も強制された扇形進行の時は顆粒が先を競

つて進み,進 行方向 も直線 に近付 く.運 動が

減退 するに従い所謂通常 の偽足運動に変 り,

進行方向 も波形か ら半円状 となる.更 に運動

速度が減退 すれば水泡形成状運動を示す もの

もあるが(図 8),多 くは原型 に戻つて殆ん

ど位置移動を行わず,胞 体内で顆粒の運動を

認 め るのみで ある.

次 で変性 に陥 り死 亡 して行 く.

第二 節 　 ア ドレナ リン添 加 の

場合(写 真(4), (5))

ア.は0.01mgか ら0.0005mg迄

の もの を添 加 した.各 濃 度 に よ り

差 が あ るが, 0.002mg位 か ら対照

(0.1%重 亜硫酸 ソーダ水0.01cc添 加)に 比

して好酸球運動の減退がみられ, 0.004mg以

上では更 に強 く運動は減 退 す る.亦 高濃 度

(0.01mg)で は運動最盛期に於て も運動極め

て弱 く遊走機能 も著 しく低下 している(前 述).

即ち扇形前進 とも云 うべき先頭 の平 たい儘で

前進す る様 な事は殆んど見 られないが,時 に

類扇形の前進を見 る事はある.然 し大部分 の

好酸球は最 も運動 の盛ん となるべ き培養後3

～6時 間に於て さえ,細 胞の くびれが強 く偽

足尖端は進行面が丸 く狭い ものが多 く(図 9),

時に偽足尖端に繊 毛様突起を,又 尾部に尾糸

を見 る事 も屡 々で明らかに運動 の減退を示し

ている(図 10).之 等の徴候は各濃度に よつ

て多少発現時間が異 るが,大 体 高 濃 度 で3

時間前後,低 濃度4～6時 間頃から認め られ

る.

次に細胞運動周期に就 て観 察すれば,運 動

期 と休止期の間隔が接近 して来 る.即 ち休止

する期間が延長 して来 るのである.胞 体は く

びれの強い立体的な運動を繰返 し,偽 足は幅

の広い ものは少 く,進 行面 の狭いものが殆ん

どとな り,従 つて瘤 の形成 もあ まり歴然 と区

別 し得な くな る.顆 粒は旺盛に先を競つて前
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写 真 　 5

(次 頁え続 く)
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図　 8

図　 9
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図　 10

図　 11
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進す る様 な事はな く,核 も胞体 の変形 に伴っ

て先端の細い又は丸い ものが多 くな り,扇 形

のものに見 られ る様 な左右の角張 つた様な も

のは全 く見 られな くな る.又 核の先進す るも

のを屡々見得 る.以 上で明瞭な様 に運動は著

明に減退 し,遊 走速度 も低下 し

てお り,変 性 も早 く招来 し且つ

強度に変性す る.

前頁 よ り続 く

第 三 節 　 コー チ ゾ ン添 加 の

場 合(写 真(6), (7))

写 真　 6

コ.は0.25～0.002mgの 間

のもの を 夫 々 添 加 した.又 対

照には コ.の 溶媒 に使用せ る薬

剤を超音波 に より振盪 混和 して

使用 した.そ の 結 果 一 定 濃 度

(0.05mg)以 上では好酸球 のみ

ならずすべての細胞 に障碍的 に

作用 した.即 ち各細胞共(好 酸

球,偽 好酸球等)運 動減退 し活

溌 な偽足運動は認め られず,丸
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くなつて施 回運動 をす るものが殆んどであ る.

所 が一定 濃 度(0.01～0.002mg)で は 偽 好

酸球は対照 の偽好酸球 と同様 の運動機能 及び

運動形態 を示すのに反し,好 酸球は遊走速度,

数を減 少 するばか りでな く,そ の運動形態に

於 ても全 く運動機能減退 の徴候 を示 している.

即 ち培養 後2, 3時 間で対照は漸 く運動活溌

となつて来るが,コ.を 添 加せ る標 本では反

対に次第に運動減退 し,図11に 示す様 に偽足

は出 さない ものが多 く,時 に偽足を出す場合

があ るがそれは尖端に尖鋭な突起を有す る場

合が多い.又 顆粒 の流動は非常 に緩慢 で核の

変形は軽度の事が多 く,従 つて瘤 の形成は殆

んど見 られない.写 真(6), (7)に示す如 く偽足

を出した り引込めた り,又 別の方向に出 した

りしている内に時に真直 ぐ伸びて移動す る.

写 真　 7

次頁へ続 く
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此の際偽足の中に一部顆粒 の移動が行われ て

もそれにつれて核が移動 しないため,顆 粒は

後戻 りして又出直す と云 つた状態を繰返す も

のが多い.そ の中に次第 に顆粒の分布は不平

等とな り,即 ち顆粒同志 の間隔,大 さが乱れ,

運動は極めて緩慢 とな り漸次円味 を帯びた胞

体は軽 く施回運動を繰返 しなが ら膨化又は時

に萎縮 し,遂 には胞体 が破れ て顆粒が散乱す

るに至 る.運 動が停止す る時期 も早 く,細 胞

運動周期 も全細胞運動期 を通 じて休止期が長

く,早 期に変性に陥 り死 亡す る.

前頁 よ り続 く

第 四節 　 ACTH添 加 の場 合(写 真(8),

 (9))

ACTHは0.1～0.017 I. U.迄 の も の を

夫 々添 加 し,対 照 には 生 理的 食塩 水(0.9%)

 0.01ccを 添 加 した.

ACTHの 場 合 は ア,コ.等 と異 り濃 度 に よ

る差はあま り認め られ ない.然 し特 に 高 濃

度(0.1 I. U.)の 場 合 は多 少劣る傾向にあ

り, 0.05～0.02 I. U.迄 の ものが 最 も よ く

ACTHの 特 徴を発揮 してい る.即 ち最 も特 徴

の現われ る運動最 盛期に於て所謂扇形前進 の

代表的経過を辿 る(図 12).此 の際偽好酸球

も多少運動機能亢進 し,平 均遊走速度の増大

とその運動形態の上で も多少機能亢進せ る像

を示すが,好 酸球に於ては遊走速度は対照の

好酸球に比べ て遙かに増 大 す る の み な らず

(前 述),運 動形態は一見対照 とは全 く異つて

いるか の如き様相を呈す るのであ る.

そ こで扇形前進の代表的経過に就て順を追

つて説明すれ ば,全 細胞運動期は対照に比べ

て早期に(培 養後2時 間)運 動最盛期に入 り,又

その個 々の細胞運動周期に於て も対照に比べ

明 らかに休止期が短 く運 動期が長い.偽 足形
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成 は非常に幅 広 く,従 つて透明帯は広 く且つ

前後は短 く.進行面が鋸歯状 を呈す る.謂 わば

細胞全体が1個 の偽足 となつた様に さえ感 じ

られ る.顆 粒は廻転 しなが ら前進 して行 く様

な事は殆んどな く,幅 の広い偽足の進行面 に

対 して一様に先を競つ て前進 し,お 互の顆粒

が抜 きつ抜かれつ しなが ら進んで行 く.又 此

の際瘤形成は時間的には稍々短

いが著明に現われ,恰 も頭部が

2分 したかの如 き感 じを受け る

が,よ く観察すれば片一方は偽

足で他 方は瘤 であ る.又 核は常

に後進 し(顆 粒の後か ら従いて

進む),胞 体の形態に倣つて頭部

が左右に角張つた感 じの ものが

殆ん どであ り,又2核 性 の場合

左右にきれいに並んで進むのが

通常であ る(図 13,写 真(10)).

図　 12

写 真　 8

以上の状態か ら次第に運動は

減退 し変性に近付 くが,対 照に

比して運動の持続は長 く仲 々変

性に陥 り難い.此 の場合矢張 り

非常に高 濃 度(0.1 I. U.)の も

のは早 く変性す る傾向にあ る.

第五 節　 ア ドレナ リン,コ ー

チ ゾン. ACTH添 加

に よ る好酸 球 変性 上

の相 異(図 14,写 真

(11)).

図　 13

無 添 加 の もの も ア,コ.,

 ACTH等 添加せ るものも結局は

変性す るのであるが,そ の程度

時期等は夫 々異つて来る.又 好

酸球の変性には種 々の像が見 ら

れ る.之 は添加物 の相異に よつ
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前頁 より続 く
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写 真　 10

写 真　 11 図　 14
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て異つて来 るのは勿 論であるが,細 胞の成熟

度其の他 滲透圧,温 度,pH等 の種々の条件

も加味 されている もの と考えられ る.大 体好

酸球は偽好酸球に比 へて 変 性空泡 は 微 細 で

大 さが略 々一定 している事が多 く,又 次第に

淡い黄味 を帯び る傾向があ る.又 好酸球は偽

好酸球に比 し変性 し難 い様に思われ る.一 般

に どの薬剤で も高濃度 の場合,胞 体が縮少 し

て顆粒が押 し合 う様 に密着 し濃縮 された感 じ

が強 く,又 早期に核露 出像 を呈す る.尚 核露

出像はACTH添 加の際の変性像 として よ く

見 られ,之 はACTHに よる顆粒の運動が 持

続的 に増大す る結果顆粒の生命は延長 し,従

つて核 の変性の方が早 く現われ るものと思わ

れ るが,詳 細は不明であ る.又 ア.の 場合 も

核露 出像を比較的屡 々見得 る.次 に変性空泡

の出現 は コ.の 場合に最 も早 く且つ強度に現

われ,次 で ア.で あ り,ACTHは 培養後10時

間位で出現す る.又 胞体膨化像は コ.の 場合

に多 く見 られ る.又 胞体崩壊像は培養後9時

間か ら12時 間後に多 く出現す るが,特 に コ.

添加例 に屡 々見得 る.又 逐時的に観察す ると,

運動型,停 止型,崩 壊像等が混在する時期が

あ るのに気付 くが,之 は各時間毎に遊 出又は

分裂 して来 る好酸球 の若 さによつて之等の差

が生ず るものである.

第四章　総括並に考按

最近Thorn's testと 好酸球 の問題が注 目を

集 めるに従い,ア,コ., ACTHの 好酸球減

少機転に就 て種 々究 明 されては来たが,そ の

本態に関 しては未だ不明の点 を多々残 してい

る事は前述の通 りであ る.そ こで私は前述 の

第一編 及び第二編 の実験結果か ら ア 好酸球

減少及 び コ.好 酸球減少の骨髄 内作用機転 を

明確に したが,更 に進んで好酸球 自体に対す

る之等薬剤の影響を機態形態学的に究明 し,

以て好酸球機能低下の実態 を更に詳細に把握

せ ん と試みたのであ る.

元来 白血球は 自己の機能に よ り一定の法則

に従つ て運 動し,原 型(丸 い形)か ら出発 し

て再 び原型へ戻 るものである.即 ちその間一

見種 々の不規則な運動が行われ る如 く見えて

も,千 田(1954)103)も 指摘 している様に矢張

り或程度の法則を無視す る事は出来ない.而

して好酸球 も亦此 の原則か ら外れ るものでは

な く,従 来 よりその運動様式は注 目せ られ て

いたが,特 に最近 矢張 り千田等に よつ て可成

り明瞭に体系付け られて来た.

私は家 兎骨髄 の体外組織培養に よつて,先

づ正常骨髄好酸球 の運動形態 を観察し,次 の

如 き特徴を把握 した.即 ち胞体 の運動形態は

図2に 示 した5型 に分類 出来る.此 の Ⅰ～Ⅴ

型迄は増生帯全細胞運動期に於け る個々の好

酸球の胞体形態の推移を示す ものであ り,Ⅰ

型は主に運動開始期に,Ⅱ ～ Ⅲ型は運動最盛

期に,Ⅳ 型は運動減退期に,Ⅴ 型は変性期に

夫 々見 られ る形態であ る,此 の胞体 の形態の

変化 と共に顆粒,核,偽 足形成,瘤 形 成,進

行速度,進 行方向等 も個 々の細胞の運動周期

に伴つて夫々変化 し,更 に全細胞運動周期の

推移に従い一定 の法則をもつた特徴ある運動

形態 を示す事を認めたのであ る.

次にア.,コ., ACTHを 夫 々添加せる場合

の好酸球の運動形態を上記正常形態 と対比し

つつ総括 してみ る.先 づ ア.添 加に よつて好

酸球の遊走形態は変化 し,細 胞運動周期の中

運動期は短縮 し,く びれ の強 い立体的な運動

を繰返し,偽 足は次第に細 く尖鋭 とな り,瘤

の形成 も少 く,尾 糸を屡々見 るに至 る.之 は

正常好酸球では運動最 も盛ん となるべ き培養

後3～6時 間頃に於てす ら見 られるものであ

り,従 つて最 も機能の旺盛な時に示す扇形乃

至類扇形の形態 を示す場合は殆んどな く,次

で起 る変性への経過は早 く且つ強度である.

之に よ り好酸球の機能低下は明瞭であ る.

次に コ.を 添加 した場合には運動が最 も活

溌 となるべき培養後3～6時 間に於 て,反 対

に次第に運動減退 して原型を保つ時期が多 く

なる.従 つて偽足形成は少 く,あ つても尖鋭

な突起を出す程度で仲々顆粒移動は起 らない.

そして細胞は次第 に変性に陥 り,顆 粒の分布

は不平等 とな り,や がて胞体は丸 くなつて旋

回運動を繰返すが,そ れ も遂 に停止し,時 には



偶 髄 体 外 組 織培 養 法 に よるア ドレ ナ リン,コ ー チ ゾン, ACTHの 白血 … …云 々　 803

胞体が破 壊す る.即 ち好酸球は コ.に よつ て

ア.以 上にその運動機能 を障碍 され る事が判

る.

次にACTHを 添加せ る例では ア.や コ.と

反対に好酸球機能の亢進を示す.即 ち此 の状

態に於 ては一見顆粒個 々の運動性が増大 して

一様に前進す る様に見え,又 核は正常通 り後

尾からついて行 く.従 つて瘤 の形成 も著明で

速度は最 も速 い.そ して更にその亢進 した運

動形態は正常 の好酸 球の場合 よ り長 く持続 し,

変性は仲々起 らない.以 上 によ りACTHは

好酸球に対 してその機能を亢進 し,且 つ運動

機能を持続的に亢進せ しめ る事が明 らかであ

る.

以上要す るに ア.及 びコ.添 加では好酸球の

明かな機能減退 の徴候を認 め,ACTH添 加で

は反対に著明な機能亢 進を示す事が確定 した

のであ る.

扨 て清水104)はThorn's testの 判定法に就

て疑義を表明 し, ACTHに よる好酸球減少反

応が陽性で も副腎皮質機能 の悪い ものもあ り,

又反対に副腎皮質機能は正常 で も好酸球 の減

少しない場合 もあ り得る と考えてい る.即 ち

好酸球の質的変動の立場か ら之を追求した結

果,好 酸球顆粒 の質 よ り類推す るな らば,顆

粒基質蛋白のtyrosinのphenol水 酸基が遊

離している場合 には好酸球は減少 しない傾向

にあ ると説 明してい る.更 に好酸球に萄葡糖,

又はビタ ミンCを 含有す る場合はACTHに

より減少 しない事か ら,好 酸球内の還元性物

質の含 有 と云 う事がThorn's testに 何等か の

反作用的関係を もつている様に思われ ると述

べている.之 等の点か ら考えて私の行つ てい

る実験に於 てもア.コ.等 の投与に よ り好酸球

内に何か質的変動が起 り,細 胞の機能低下を

招 くのであるか もしれ ない.

扨て飜 つて好酸 球の生理的意義に関 しては

1888年Heidenhain36)は 飢餓時に 小腸粘膜好

酸 球が 正常 よ り少 いのを見 て栄養学的見地 よ

りの役割 を指摘 し,又Mesnil (1895)71)は 好

酸球のChemotaxisの ある事を認めた.一 方

allergie, anaphylaxieと 好酸球 との度聯は前

々か ら認 め られ て お り, Boidin (1907),13)

 Weinberg (1914)124)等 は寄生 虫毒素 を中和す

る作用を唱えている.以 上の如 く好酸球には

生体の生命現象 に対す る種々の意義があ ると

考 えられているが,其 の他に生体防禦反応の

一環 として好酸球減少を来す事が認め られ て

いるのは前述 の通 りであ る.然 し此の際好酸

球は過剰に分泌 され た副腎皮質 ホルモンに よ

つて, Muehrcke (1952)74), Godlowski (1951)27)

等 の唱える様に直接障碍 され破壊 され るのか,

それ ともEssellier (1954)21), Padawer(1952)89)

等 の云 う様 に網内系の機能亢進 によ り捕捉 さ

れ るのか,更 に脾や肺に抑留 され るのである

か,又 骨髄 内の抑留又は生成障碍によつて解

決 され るものであ るか,現 在に至 るも定説 を

見ない状態である.

私は第一編で コ.好 酸球減少の場合に,好

酸球遊走機能 の数的な低下か ら骨髄内抑留を

指摘 したのであるが,更 にその運 動形態の上

か らも敍上の如 き原型に近い形態 を とり,且

運動性(自 働性)の 低下せ る好酸球が骨髄静

脈竇へ遊出 し得 る可能性 のな くなる事を確認

したのであ る.

以上か らコ.-好 酸球減少機転の骨髄に於け

る根本は コ.の 直接作用に よる好酸球機能障

碍であ ると考える.

又一方 ア.に 就 てもコ.の 場合 と同様骨髄に

於け る作用機転100)111),又 は他の臓器内抑留

説101)6),直 接破壊26)89)説 等が ある事 は既に

第一編 に詳述 した.私 は第一編に於 て好酸球

遊走機能 の数的な低下を確認 し,更 に本編に

於 てはその運動形態の変化か らも同様 の結論

を得たのである.即 ち ア.は 好酸球に対 して

撰択的に作用 し,特 に細胞個々の運動機能障

碍を招来 し,そ の結果 くびれ の強い運動減退

の徴候 を呈す るに至 り,た めに胞体は次第に

原型に近付 き骨髄静脈竇へ の遊 出も妨げ られ

ると考 えられ るのである.以 上か ら ア.好 酸

球減少機転 の骨髄 に於け る根本 となるものは

ア.の 直接作用 による好酸球 の機能障碍 で あ

ると考える.

尚コ.及 びア.に よる好酸球減少機転 の中,
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骨髄 に於け る作用機序は明瞭 となつたのであ

るが,末 梢血 中の好酸球及 び各臓器内の好酸

球が如何 なる態 度を示すかに就 ても,或 程度

の示唆を得た と考えるのである.即 ちPada

wer89), Essellier21)等 の唱えている網内系 の

機能亢進 による好酸球捕捉作用 も,又Lauman

 (1950)62), Kark (1952)52),松 岡(1955)67)

等 の示す肺 臓内抑留機序 も数量的に非常 に少

い好酸球 のみを捕捉 し得 るとは考え られない

のであつて,そ こに好酸球 のみの特異な機能

形態学的変化を必要 とす るのではないか と思

われ る.従 つて骨髄 に於て私 の示 した如きア.

及 び コ.に よる好酸球機能 の 著 明 な減 退は,

夫等 の場合 にも起 り得 るのではないか と考え

られ るのであ る.然 し乍 らその詳細に関 して

は尚不明である.

次にACTHに 関 しては,一 般 には 向副腎

皮質 ホルモ ンとしての作 用が知 られ ているの

であ るが,副 腎皮質 を介 しない生理作用 も考

えてみなければならない.須 賀111)は 脱線維

素血液にACTHを 試験管内で添加 し,好 酸

球及び他 の白血球に数的,質 的に全 く変化 の

起 らない事を認め, Cape (1952)10)も 末梢血

液にACTHを 添加 して好酸球の形態 に変化

の見 られ なかつた事 を報 じている.然 し之等

は数 量的又は染色標 本に よつた ものである.

そ こで私 は之を生態観察によつてその運動性

に基づ いた形態の変化を追求 した結 果,コ.

の場合 とは逆に好酸球運動機能の著明な亢進

を認めたのであ る.即 ち正常好酸球では培養

後3～6時 間頃の最 も運動活溌な時期に少数

に見 られ る扇形進行が, ACTH添 加の場合に

は早期か ら殆ん どの好酸球に見 られたのであ

る.そ してその持続 も長 く,又 変性 も軽度で

あ り一時的 な刺戟作用 とは考え られなかつた.

又遊 走速度が増大 している事は第一編に示し

た通 りで ある.以 上か らACTHは 副腎皮質

を介 しないで直接好酸球に作用 した場合,好

酸球の運動機能を著明に亢進せ しめ る事が明

か となつたのである.

扨て最後に好酸球 の運動機能の源泉又は中

心 とな るものに就て考えてみ るに,今 日尚定

説 を見ない様であ る.他 の白血球に就 ては中

心体の意義を強調す るものや4),核 の支配を

重視するもの44)103)等がある.そ こで 私は好

酸球の運動性を支配 し得 ると考え られ る之等

に就て運動形態 の上か ら検討 した結果,中 心

体は千田(1954)103)も 認めている様に従属的

に移動す るに過ぎず,能 動的な役割の無い事

を認めた.次 に顆粒に就 てはACTH添 加等

による好酸球運動亢進時には顆粒個々の運動

性増大 して一様に前進するかに見える事(此

の際核は後尾を進む),又 胞体破壊後 も飛散

せ る顆粒が個々に分子運動を行つている事等

か ら,顆 粒その ものに自働性があるかの如 く

見える場合 もある.

第五章　結 論

(1)　ア ドレナ リンは直接好酸球に作用 して

その運動形態に於 て機能障碍的に働 く.

(2)　コーチゾンは直接好酸球に作用 してそ

の運動形態に於 て著明に機能障碍的に働 く.

(3)　ACTHは 直接好酸球に作用した場合運

動形態に於 て著明に機能亢進的に働 く.

以上 の諸事実は第一編に記述 した之等薬物

の及ぼす好酸球機能 の変化を機能形態学的に

再確認 したものであ る.

擱筆するに当り終始御懇篤なる御指導及び御校閲

を賜りたる恩師平木敎授並びに大藤助敎授に深甚な

る謝意を表す.
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Studies on the Effect of Adrenalin, Cortisone and ACTH on the White

 Blood Cell especially on the Eosinophilic Leukocyte by

 the Tissue Culture of the Bone Marrow

-mainly on the mechanism of eosinopenia-

Part (III)

Direct influences of adrenalin, cortisone and ACTH on the moving

 form by rabbit bone marrow culture

By

Shinro YAMAMOTO

Direct effect of adrenalin, cortisone and ACTH on the eosinophilic leucocyte were obser
ved on the standpoint of moving form by the same method described in part (I). The
 results are as follows:

(1) Adrenalin acts directly on the eosinophil and hypofunctionally on its moving form.

(2) Cortisone acts directly on the eosinophil and hypofunctionally on its moving form.

(3) When ACTH acts directly on the eosinophil, it brings about the hyperfunction on
 the standpoint of its moving form. These facts add morphological evidence to the change of

 functions of the eosinophil caused by drugs which has been described in part (1).


