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I. 緒 言

前 編 に 於 て,切 除 肺 病 巣 の 内容 塗 抹 法 に よつ て,菌

形 態,染 色性 を観 察 した が,こ の 方 法 で は 病 巣 内菌 の

形 態 を代表 し得 な い場 合 が あ る.一 つ の 病 巣 に 於 て

も,組 織 学 的 には,種 々の 異 な つ た反 応 を 示 し て 居

り,組 織 反 応 の 如何 に よ つ て夫 々異 な つ た 菌形 態,染

色性 を有 し てい るこ とは,既 に 化 学療 施 行 前 の 例 に つ

い て,隈 部1)が 報 告 し て居 り,又Canneti2)は,病

巣 組織 中の 結 核 菌 数 を算 え,化 学 療 法 に よ る菌 数 の 推

移 につ い て 報告 し て い る.

化 学 療 法 に よつ て,病 巣 内菌 の 辿 る運 命,例 えば,

病 巣 の 崩潰 面 で は,ど の様 な形 態,染 色性 を と るか に

つ い て は,組 織 中結 核菌 に つ い て,病 理 組 織 学 的 所 見

と対 比 しな が ら検 索 す べ き で あ り,特 に シ ュ ーブ の 問

題 と結 び つ い て 一層 この 感 を深 く す る.こ の 様 な 見 地

か ら,著 老 は化 学 療 法 後 に切 除 され た 病 巣 に つ い て,

組織 中結 核 菌 を種 々の 染 色 法 を併 用 し て 数 量 的 に 観

察 し,特 に そ の 分 布 の 状 態 を中 心 に 検 索 し た.

Ⅱ. 実 験 方 法

切 除 肺44例 中, Ziehi-Neelsen法(以 下Z.-N.法

と略)で,抗 酸 性 菌 陽 性 の54病 巣 を対 照 と し,各 病 巣

を個 別 に,無 菌 的 に 切 開 し,肉 眼 的 所 見 を観 察 し,病

巣 内 容 の 培 養 と共 に,病 巣 組織 を フ ォ ル マ リ ン液 で10

～40日 間 固 定 し ,パ ラ フ ィ ンで包 埋,可 及 的薄 い組 織

切片 と な し,組 織 学 的検 索 に, Haematoxylin-Eosin

染 色, Orcein弾 力 線 維 染 色, Van-Gieson染 色 を

行 い,結 核 菌 検 索 に は, Z.-N.法, Hallberg法(以

下H.法 と略), Ainlin-Fuchsin-Gram法(以 下A.-

F.-G.法 と略), Ziehl-Heideheim法(以 下Z.-H.

法 と 略)の4染 色 法 を行 つ た.

病巣内容の培養には,小 川培地,即 ち 無処 置1%

 KH2 PO4培 地, 8% NaOH処 置 後3% KH2

 PO4培 地を併用し,第8週 後の 発育集落数 を算え,

陰性の場合には,第12週 まで観察した.

病巣種類の鑑別は,術 前の胸部X線 学的推移,切 除

病巣の肉眼的並に病理組織学的所見に基いて行つた.

ここに云う空洞とは,術 前X線 的に透亮像を認め,

肉眼的に間腔を認め,組 織学的に結核性空洞の所見を

備えたものである.濃 縮空洞とは. X線 学的に初め透

亮像を認めていたものが,次 第に透亮像を消失し,充

実性陰影となり,肉 眼的に間腔を認めず,組 織学的に

は充実した乾酪巣を示し,而 も弾力線維構造を缺如し

ているもので,即 ち一旦軟化空洞化した後に濃縮化し

たものであり,充 実空洞8,と 呼ばれるものである.被

包乾酪巣とは,術 前X線 学的に 円形充実性陰影 を示

し,肉 眼的に間腔を認めず,組 織学的に充実した乾酪

巣で,弾 力線維構造を認め,明 らかに肺胞構造を保つ

たまま液化壊死に陥入つているものである.尚,被 包

乾酪巣を更に組織学的に全く崩潰を伴つていないもの

と,輝 裂,小 壊死片を形成し,崩 潰を示すものとに区

別した.

即ち54病巣中,空 洞20,濃 縮空洞17,被 包乾酪巣17

病巣(崩 潰有 り12,崩 潰なし5)で ある.

次に空洞に於ける壊死層を,表 層部(化 膿層),中 間

部,基 底部に3分 し,肉 芽層を,特 異的肉芽層(類 上

皮細胞層),非 特異肉芽層(小 円形細胞層)に 区 分 し

た.濃 縮空洞,被 包乾酪巣では,乾 酪部の中央を中心

部とし,肉 芽層へ移行するに従い,中 間部,基 底部に

3分 した.

各病巣共,各 層について菌の存在する20視野中の菌

数を算え,菌 数の少い場合は菌の存在視野を可及的に
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広く検索した.又 前編 と同じく,桿 状菌,及 顆粒菌が

6個 以上集合するものを集落型とし,菌 長2μ,以 下

を短桿菌, 2～4μ,を 中桿菌, 4μ,以 上を長桿菌と

し,同 時に菌の形態,染 色性を観察した.

Ⅱ. 実 験 成 績

1. Formalln固 定日数による抗酸性の推移

空洞,及 濃縮空洞の各々1例 について,病 巣内容の

塗抹標本を作り,之 を空気中で乾燥し, 10% Forma

lin液 の中へ入れ,固 定前のものを対照として, Fo

rmalin固 定 日数により,結 核菌の抗酸性が如何に変

化するかを観察した.空 洞例について見ると,第1表

(a)の 様に固定60日 後までは,固 定前 に 比 し て,

 Z.-N.法 の菌数,染 色性に著明な変化を認 め ず,又

A.-F-G.法 の抗酸性率については,集 落型では 固 定

前に比して固定後は,一 般に抗酸性率が低下している

が,経 過による差異は認められず,桿状型では60日 後ま

では著明な変化を認めない.第1表(b)に 示す様に,

濃縮空洞に於ても同様な所見が得 られた。

Table. 1 The transition of anti-acidity according to the fixing-period 

by formalin

(a) The case with cavity

(b) The case with inspissated cavity

2. 病巣別,菌 数比較

Z.-N.法 によつて,集 落型を桿状菌数に換算し,単

個桿状菌数を含め全菌数とし,病 巣別に菌数を比較す

ると,第2表 の様に,空 洞で菌数は最も多く,被 包乾

酪巣,濃 縮空洞の順に減少している.空 洞に於ける菌
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数100以 下の8例 は,壊 死表層部の化膿層をなす乾酪

物質が極めて少いか,又 は殆んど認めないものであつ

た.被 包乾酪巣の菌数100以 上の6例 中, 5例 は後に

述べる様に,組 織学的に,崩 潰を高度に認めたもので

あり, 1例 は崩潰 を伴わないものであるが,一 般に崩

潰のつよいもの程,菌 数は増加している.

Table. 2 The comparison of the number 

of bacilli according to the les

ions

 Abbrev.

insp. cavity......inspissated cavity

encap. caseous focus...... encapsulated

caseous focus

3. 病巣別の菌形態について

Z.-N.法 により,各 病巣の菌形態について単個桿状

型を比較すると,第3表 の様に,空 洞では長桿菌増加

の傾向,濃 縮空洞,被 包乾酪巣では短桿菌及び顆粒化

傾向が認められた.

Table. 3 The comparison of the form 

of bacilli according to the 

lesions

The above number shows the averange 

number of bacilli in one lesion by the Z.

N. method.

Table. 4 The distribution of bacilli according to the lesions

(a) clumped type

(b) single bacillus

The above number shows the averange number of bacilli in one lesion by the Z.-N . method.

4. 病巣別の菌分布状態について

各病巣に於ける菌分布状態を, Z.-N.法 を用い,集

落型,単 個桿状型について見ると,第4表 の様に,空
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Table. 5 The distribution of bacilli according to the presence of 

bacilli in sputum

(a) clumped type

(b) single bacillus

The above number shows the averange number of bacilli in one lesion by the Z.-N. method.

Table. 6 The comparison between the form of bacilli and the presence

(a) of the collapse of encap. caseous focus

(b) The comparison between the distribution of bacilli and the 

presence of the collapse of encap caseous focus

The above number shows the averange number of bacilli in one lesion 

by the Z.-N. method.



切除肺病巣内結核菌の形態,染 色性に関する研究　 3477

洞では菌は壊死表層部に集落型,桿 状型共に多数に見

られ,中 間部,基 底部へ移行するにつれて著しく減少

している.菌 数の大多数は壊死層に見られるが,肉 芽

層に於ても,少 数乍ら認められる.即 ち特異肉芽層で

は集落型,桿 状型を共に,少 数認めるが,「 ラ」氏 巨

細胞,或 は類上皮細胞に貪喰された状態を見 ることは

極めて稀で,唯2例 の空洞に認めたのみである.又 非

特異肉芽層にも,極 めて少数乍ら認められた.又 周辺

の無気肺層に於て,少 数に認めた菌はすべて細胞浸潤

の部であ り,液 体滲出の部には認められなかつた.

濃縮空洞では,空 洞所見に類似し,乾 酪部中心部に

最も多く,中 間部,基 底部に移行するにつれて著しく

減少する.肉 芽層の中,非 特異肉芽層では,発 見出来

なかつた.

被包乾酪巣では,空 洞,濃 縮空洞とは異なり,乾 酪

部中心部,中 間部に,略 々同程度に分布し,基 底部で

は幾分減少している.総 体的に見ると,菌 は乾酪部に

一様に,平 等に分布している様に見える.

次に空洞を,術 前,排 菌を認めたもの(8例),排 菌

のなかつたもの(12例)に 分けて菌分布を比較する

と,第5表 の様に,排 菌群では非排菌群に比べて,壊

死表層部に於ける菌数分布が稍々少い.

次に被包乾酪巣の中,崩 潰のないもの(5例),崩 潰

を高度に認めるもの(5例),に ついて菌数,菌 形態,

及び菌分布状態を比較すると,第6表 の様に,

崩潰高度のものは,未 崩潰のものに比べ,菌 数は著

しく多く,第2表 に示した様に,空 洞壁の菌数と匹敵

する程である.唯 未崩潰の病巣であつて而も菌数の多

いものを1例 に認めたが,之 は集落型の多い例であつ

た.又 崩潰現象の極めて軽度の例では,未 崩潰のもの

と,大 差のない例が多い.

菌形態について見ると,崩 潰高度の例では,短 桿菌

が増加する傾向が認められる.

菌分布状態を見ると,両 者共に,集 落型,桿 状型,

何れも前述した総体的な所見と同様,乾 酪部に略々平

等に分布している様に見えるが,崩 潰高度の例に於け

る菌分布は,個 々の病巣によつて夫々異なり,崩 潰面

を示す部分に菌数は最も多く見られる.即 ち崩潰面に

は, Z.-N.法 によると,染 色性の割合良い,集 落を形

成する傾向の極めてつよい短桿 菌及び顆粒型に近い菌

が,極 めて多数に見られる.此 の様な菌は,崩 潰 し離

断した乾酪物質内にも多く見られ,軟 化の初まらんと

している乾酪物質中には,特 にこの傾向がつよい.之

等の菌は更に,そ の部から小さな輝裂の入つた部へ移

行し,又 此処から,隣 接する崩潰の な い 乾 酪層の中

へ,ば らばらと入 り込んでいる。

5. 病巣別,変 形菌の分布について

各病巣の各層に於ける桿状菌数, 4個 以上のものを

対照と し て,変 形菌傾向を求めたが,そ の分布状態

は,肉 芽層,及 び無気肺層 妊は,菌 数が一般に少いの

で,空 洞に於ける壊死層,濃 縮空洞,被 包乾酪巣に於

ける乾酪部について検討して見ると,第7表(a)の 様

に,

Table. 7 The distribution of transformed 
bacilli according to the lesions

(a) (by Z.-N. method)

(b) The distribution of transformed 
bacilli according to the presence 
of the collapse of encap. caseous 
focus

空洞では,平 均9.7%で,他 の病巣に比較して最も

少く,そ の分布は各層共,略 々同程度で差を見ない.

又濃縮空洞では,平 均32.0%,被 包乾酪巣では, 40.0

%で,そ の分 布状態 は何 れも,各 層略々同程度であ

る.

次に第7表(b)に 示す様に,被 包乾酪巣中,崩 潰を

伴うものは,未 崩潰のものに比べ,変 形菌傾向は稍々

少く,分 布状態を見ると崩潰のないものは,略 々被包

乾酪巣の分布と同じであるが,崩 潰 を伴 うものでは,

乾酪部中心部で変形菌傾向最もつよく,基 底部へ移行

するにつれて減少している.次 に崩潰高度の5例 につ

いて見ると,崩 潰現象の最 も つ よ い部は,中 心部4
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例,中 間部1例 であつたが,こ の部に於ける変形菌傾

向は,平 均30%を 示しているので,被 包乾酪巣の崩潰

時には,変 形菌傾向は,稍 々減少する傾向を示すもの

と思われる。

6. Z.-N.法 とH法 の菌数比較

各病巣について, Z.-N.法 とH.法 の菌数を比較す

ると,第8表 の様に,集 落型数では,両 染色法共,差

異は認められず,桿 状型数は, Z.-N.法 では菌数の多

いものが稍々多 く,反 対に菌数の少いものも稍々多く

なつている.即 ち総体的に, Z.-N.法, H.法 の菌数

を比較し,著 明な優劣を認めない.

Table. 8 The comparison between the 

number of bacilli by the 

Z.-N. method and H. method

Table. 9

(a) The rate of acid-fast form by the 
A.-F.-G. method according to the lesions

(b) The distribution of acid-fast form by 
the A.-F.-G. method according to the 
 lesions

(c) The distribution of acid-fast form 
according to the presence of bacilli in 
the cavity

(d) The rate of acid-fast form according 
to the presnce of the collapse of encap. 
caseous focus

7. 病 巣 別, A.-F.-G.法 に 於 け る抗 酸 性 型 の 分 布

各 病 巣 共,各 層 に 於 て,集 落 型 数3個 以上 単 個 桿 状

菌 数4個 以 上 の もの を対 照 とし て, A.-F.-G.法 に於
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ける抗酸性率を求め,抗 酸性型の分布を見ると,第9

表の様に,空 洞では,抗 酸性率は最も高く,濃 縮 空

洞,被 包乾酪巣の順に著しく減少し て居 り,空 洞 で

は,集 落型,桿 状型共に,壊 死表層部で最も多く,中

間部,基 底部へ移行するにつれて減少している.又 特

異肉芽層に於ける少数の桿状菌は,抗 酸性を示すもの

が多く,無 気肺層では抗酸性型, Gram(＋)型 が入

り混つている.

(e) The distribution of acid-fast form 
according to the presence of the 
collapse of encap. caseous focus

濃縮空洞では,集 落型は中心部より中間部に稍々多

く,桿 状型は中心部から基底部へ移行するにつれて減

少している.肉 芽層に少数見られる桿状菌は, Gram

(＋)の ものが多く,又 無気肺層に見る菌 に つ い て

も,同 様であつた.被 包乾酪巣では,集 落型,桿 状型

共に,基 底部に於て減少して居り,肉 芽層 に 見 る菌

は, Gram(＋)菌 が多い.

次に術前,排 菌のあつた空洞では,排 菌のないもの

に比べ,壊 死表層部の抗酸性率は稍々減少している.

又被包乾酪巣を,崩 潰の有無によつて比較すると,

集落型は崩潰を伴 うものに抗酸性率が高く,桿 状型は

未崩潰のものに抗酸性率が高く,総 体的に,両 者の差

異を認め難く.分 布状態については,桿 状型は未崩潰

のものでは,中 心部に抗酸性型の分布が稍々少く,崩

潰を伴 うものては,基 底部に於て減少しているが,総

体的には,分 布状態に差異は認められない.

次に崩潰を高度に伴 う5例 中, 1例 は中間部に,他

の4例 は中心部に,崩 潰機転を最もつよく認めたが,

この崩潰部に於ける桿状型の抗酸性率は, 17%,及 び

13%, 17%, 9%, 9%,で あり,未 崩潰の, 32%,

及び15%,に 比べると,同程度か或は減少している.即

ち被包乾酪巣が崩潰している場合,崩 潰面では, A.-

F.-G.法 に於ける抗酸性型分布が増加する傾向は認め

られ な い.

Table. 10

(a) The rate of easily-stainable form by 
the Z.-H. method according to the 
lesions

(b) The distribution of easily-stainable 
form by the Z.-H. method according 
to the lesions

(c) The distribution of easily-stainable 
form according to the presence of 
bacilli in the cavity

8. 病 巣 別, Z.-H.法 に 於 け る易 染 性 型 の 分 布

A.-F.-G.法 に於 け る場 合 と同様 に,集 落 型 数3個

以 上,桿 状 型 数4個 以上 の もの を 対 照 とし て, Z.-H
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法に於ける易染性率を求め,易 染性型の 分 布 を 見る

と,第10表 の様に,空 洞は易染性率最も低 く,被 包乾

酪巣,濃 縮空洞では差を見ず,空 洞では集落型につい

て見ると,壊 死表層部で易染性型の分布は最も少く,

基底部へ移行するにつれて増加している.桿 状型では

一定の傾向は認められない.

(d) The rate of easily-stainable form 
according of the presence of the collapse 
of encap. caseous focus

(e) The distribution of easily-stainable 
form according to the presence of the 
collapse of encap. caseous focus

Table. 11 Tne relation between the number of tubercle bacilli in the 

constraction of lesion and the culture-results

The above number of bacilli shows the total number of bacilli including the 

clumped type.

又肉芽層,無 気肺層に見る少数の菌は,易 染性型が

多い.

濃縮空洞では,乾 酪部全般に亘 り略々同程度に分布

して居り,肉 芽層,無 気肺層に見 る菌は易染性型のみ

であつた.

被包乾酪巣に於ても濃縮空洞の場合と同様略々平等

に分布し,肉 芽層に見る菌は易染性型が多い.

次に術前,排 菌のあつた空洞では,排 菌のないもの

に比べ,壊 死表層部の易染性率が稍々減少している.

次に被包乾酪巣の崩潰の有無によつて比較すると,

未崩潰の病巣では集落型70%,桿 状型83%,崩 潰を高

度に伴 う病巣では夫々80%, 90%で あり,崩 潰を高度

に伴 うものに易染性率は稍々高い.之 を分布状態につ

いて比較すると,両 者共前述の被包乾酪巣所見と同様

で差異は認められない.

又崩潰高度5例 の崩潰面に於ける桿状型の易染性率

は,夫 々82%, 91%, 95%, 98%, 88%で あり,未 崩

潰の87%, 74%に 比較すると何れも同程度か,む しろ

増加している.即 ち被包乾酪巣が崩潰する場合には,

崩潰面にZ.-N.法 に於ける易染性型の 分布が増加す

る傾向が認められる.

9. 培養成績と菌の染色性による分布状態との関係

病巣組織中結核菌数と培養成績との関係は,第11表

の様に,空 洞では培養陰性例(以 下培(-)例 と略)は

すべて菌数200以 下のものであり,培(-)群 に菌数の

少いものが多いが,濃 縮空洞,被 包乾酪巣では菌数と

培養成績との間には関連性を認めない.又 被包乾酪巣

で培養陽性(以 下培(＋)と 略)3例 中,組 織の崩潰を

伴わないもの2例,崩 潰を伴 うもの1例 であり,崩 潰

の有無と培養成績との間にも関連性を認めなかつた.
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Table. 12 The relation among the distribu

tion of the number of bacilli, the 

acid-fast form, easily-stainable 

form and the culture-results in 

the cavity

in The actual number by the Z.-N. method 

the table 12, 13, 14 shows the averange 

number of bacilli in one hesion and the 
clumped type is changed into the bacilli 

number.

In the A.-F.-G. method and Z.-H. method 
the single bacillus.

次に空洞20例 について,培 養成績とZ.-N.法 による

菌数分布との関係を壊死層について比較すると,第12

表の様に,培(＋)群 では培(-)群 に比べ,表 層部で菌

分布率が高く,中 間部,基 底部に移行するにつれて著

しく減少し,第4項 で述べた総体的な空洞壁の菌分布

所見と同様てあるが,培(-)群 では表層部に於ける菌

数分布が減少しているために基底部へ移行するにつれ

ての減少が,培(＋)群 程著しくない.

次にA.-F.-G.法 により,桿 状型について抗酸性型

の分布を比較すると,培(＋)群,培(-)群 共第7項 で

述べた総体的な空洞の場合の分布と類似し,両 者に差

を見ない.

又Z.-H.法 に於ける易染性型の分布 についても培

養成績との間に関連性を認めない.

次に濃縮空洞17例 について,培 養成績とZ.-N.法 に

よる菌数分布とを乾酪部について比較すると,第13表

の様に,培(＋)群,培(-)群 共に第4項 で述べた濃縮

空洞内の菌分布と同様で,両 者に差を見ない. A.-F.-

G.法 に於ける抗酸性型の分布状態を比較すると,培

(＋)群,培(-)群 共に第7項 で述べた分布所見と略々

一致し,両 者に著明な差異は認められない.又Z.-H.

法に於ける易染性型の分布状態と培養成績との関係に

つ い て も,同 様 な こ と が認 め られ た.

Tabl. 13 The relation among the distribu

 tion of the nmuber of bacilli, acid

 fast form, easily-stainable form, 

and the culture-results in the insp. 

cavity

Table. 14 The relation among the distri

 bution of the number of bacilli, acid

 fast form, easily-stainable form and 

the culture-results, in the encap. Gase

 ous focus

次に被包乾酪巣17例 についで,培 養成績と菌数分布

との関係を見ると,第14表 の様に,培(＋)群,培(-)

群共に第4項 で述べた被包乾酪巣内菌分布と類似し,

両者に差異を認めず, A.-F.-G.法 抗酸性型の分布と

培養成績との関係については,培(＋)群 で中間部にそ

の分布率が高い以外,第7項 で述べた分布状態と類似

し,顕 著な差を見ない.又Z.-H.法 易染性型の分布
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と培 養成 績 との 関係 に つ い て も同様 な こ とが 認 め られ

た.

即 ち培(＋)群 と培(-)群 で菌 の 分 布 を比 較 す る と,

空 洞 壊 死 表 層 部 で培(-)群 は培(＋)群 に 比 し, Z.-N.

法 に於 け る菌 数 分 布 が減 少 し て い る以 外 は 各病 巣共,

菌 数 分 布, A.-F.-G.法 抗 酸 性 型,並 にZ.-H.法 に於

け る易染 性 型 の 分 布 と培 養成 績 と の間 に は,関 連 性 が

認 め られ な い.

10. 抗 結 核 剤 の 病 巣 組 織 中 結 核 菌 に 及 ぼ す 影 響

全 例 に抗 結 核 剤,特 にSM, PAS,が 使 用 され て い

る が, SM 50g, PAS 2000g以 下 をa群, SM 50～

100g, PAS 2000～4000gをb群, SM 100g, PAS

 4000g以 上 をc群 とす る.

Table. 15 The relation the between amount of anti-tuberculous agents and the 

number of tubercle bacilli in the constraction of the lesions

a group......SM 50g

PAS 2000g}
below,

b group...{ SM 50-100g

PAS 2000-'4000g,

c group......SM 100g'

PAS 4000g}
above

Table. 16 The relation among the amount of anti-tuberculous agents, the 

distribution of bacilli, acid-fast form, and the distribution of 

easily-stainable form in the cavity

SM, PASの 使用量と菌数との関係は 第15表 の様

に,術 前,排 菌を認めた空洞では,使 用量の多いもの

程菌数は多く,排 菌のなかつた空洞では,使 用量と菌

数は関連性がなく,濃 縮空洞,被 包乾酪巣に於ても同

様,関 連性が認められない.

次に抗結核剤の使用量 と空洞壊死層に於ける菌分布

.との関係を見ると,第16表 の様に,使 用量の多いもの

程表層部の菌数分布率が高 くなり,中 間部,基 底部へ

移行するにつれて著しく低下して居り,之 をA.-F.-G.

法の抗酸性率について見ると,使 用量と抗酸性型の分

布とは関連性が認められず, Z.-H.法 の易染性型分布

についても同様であつた.

空洞を更に,術 前の排菌群と非排菌群に分けて検討

すると,第17表 の様に,排 菌群,非 排菌群共に使用量

の多いもの程,表 層部の菌数分布が高 くなり,排 菌群

では使用量の多いもの程,表 層部 に於けるA.-F.-G.

法抗酸性型の分布率が高 くなるが,非 排菌群では関連

性を認めず,又Z.-H.法 易染性型の 分布については

両者共に,使 用量との関連性は認められない.
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Table. 17 The relation among the amount of anti-tuberculous agents and 
the distribution of bacilli, acid-fast form, and the distribution 

 of easily-stainable form according to the presence of bacilli in 
the cavity before operation 

group of bacilli isued (8 cases)

group of bacilli non-issued (12 cases)

Table. 18 The comparison among the distribution of bacilli, acid-fast form, and 

the distribution of easily-stainable form according to the use of INH 

in the cavity

Table. 19 The relation among the amount of anti-tuberculous agents and 

the distribution of bacilli, acid-fast form, and the distribution 

of easily-stainable form in the insp. cavity
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次 に空 洞 に つ い て, INH併 用 の有 無 に よ り検 討 す

る と,第18表 の様 に, INH併 用 群 で表 層 部 の菌 数 分

布 が稍 々高 く, A.-F.-G.法 抗 酸 性 率 及 びZ.-H.法 易

染 性 率 共 に, INH併 用群 の表 層 部 で 稍 々高 率 を示 し

て い る.

次 に 濃 縮 空 洞 の 乾 酪 部 では,第19表 の 様 に, SM,

 PAS使 用量 の 増 す に つ れ て,中 心 部 に 於 け る菌 分 布

率 が 低 くな り,全 層 に亘 り均 等 化 す る傾 向 が 見 ら れ

る.又A.-F.-G.法 の 抗 酸性 型, Z.-H.法 の 易 染 性

の分布と使用量との間には,関 連性が認められない.

 INH併 用の有無 と菌分布 との関係は,第20表 の様

に,併 用してないものでは中心部の菌分布率が低 く,

従つて基底部へ移行するにつれての減少率が低 くなつ

ている. A.-F.-G.法 抗酸性型, Z.-H.法 易染性型の

分布と併用の有無とは関連性を認めない.

Table. 20 The comparison among the distribution of bacilli, acid-fast form, 

and the distribution of easily-stainable form according to the use 

of INH in the insp. cavity

Table. 21 The relation among the amount of anti-tuberculous agenta and 

the distribution of bacilli, acid-fast form, and the distribution 

of easily-stainable form in the encap. caseous focus

Table. 22 The comparison among the distribution of bacilli, acid-fast form, 

and the distribution of easily-stainable form according to the 

use of INH in the encap. caseous focus

次に被包乾酪巣乾酪部の菌分布との関係は,第21表

の様に,使 用量の多いものに中心部の 菌分 布 率 が低

く,中 間部で異常に多 くなつているが, c群 には中間
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部で崩潰機転の高度であつた例を含んでいる.又A.-

F.-G.法 抗酸性型, Z.-H.法 易染性型 の分 布 と使用

量との間には関連性は認められず, INH併 用の有無

と菌数分布,抗 酸性型,易 染性型分布との関係は,第

22表の様に,何 れも関連性は認められなかつた.

IV. 総括 並 びに考按

以上の如 く切除肺病巣組織中結核菌の分布を中心に

検討したが,先 ずFormalin固 定時の結核菌の抗酸

性に及ぼす影響を見 ると,既 に長期間Formalin中

に貯蔵 された材料における結 核菌のZ.-N.法 による

染色性は甚だ害され ると云われて居り4),隈 部1)も 同

様な報告を行つている.著 者の検討では固定後60日 ま

では,結 核菌の抗酸性に変化を招来しないことを認め

た.そ こで本実験に於てはFormalinに10乃 至40日

間固定し, Formalin固 定による実 験 成 績への影響

を顧慮なく行つた.

次に第1編 では病巣の分類を術前のX線 学的推移及

び切除肺病巣の肉限的所見に基いて行つたが,こ の方

法では被包乾酪巣の中には,軟 化空洞化後濃縮化した

ものと,軟 化崩潰前のものとが含まれるので,組 織反

応と菌形態との関係を検索するためには両老を区別す

べきであり,岩 崎5)も 同様な見解を述べ,安 平3)も 同

様な見地から組織学的に濃縮化したものを充実空洞と

呼んでいる.著 者もこの様な考えか ら本編では,円 形

充実性病巣を濃縮空洞と被包乾酪巣に区別して観察し

た.

次に本実験では結核菌染色にH法 を用いてZ.-N.法

と菌検出率を比較したが, H.法 の菌検出率に つ い て

は.土 屋6)はK光 法, H.法, Z.-N.法 を比較し,螢 光

法が最高の検出率を示し,培養成績と近似しH.法 は之

に次ぐと述べ,武 谷7)もH.法 はZ.-N.法 に優 る と云

い,出 川8)はH.法 はZ.-N.法 より1.5倍の検出率を持

つ と述 べ,一 方 伊 藤9)は
H法/

Z.-N.法
=1.17で 大 差 は な い

と述べている.之 等は何れも喀痰での比較であるが,

著者の病巣組織中結核菌の検索では総体的に,両 染色

法に差異が認められず,而 もZ.-N.法 の方が組織内

に於ける細胞の形態,性 状等を見る上にむしろ優れて

いる成績を得たので,病 巣組織中結核菌の検索にはH

法の優位を認めることはできない.

病巣別菌数の比較は既に第1編 で述べたが,菌 分布

の問題に関連して菌数比較の必要性を認めたので,再

び検討した所,空 洞が菌数最も多く,被 包乾酪巣,濃

縮空洞の順に著しく減少している.之 は組織が軟化空

洞化後,濃 縮化する一連の組織変化か ら見て当然のこ

とと思われる.然 し菌数の多いはずの空洞にも菌数10

0以下のものが6例 見られた.之 等は何れ も 空洞壁の

乾酪物質の少い例で.特 に1例 は空洞内壁に上皮の形

成を伴 う開放性治癒の傾向が著明なものであり, 1例

は内面平滑な閉鎖性空洞で,之 等は何れも化学療法に

より治癒傾向の極めて促進された例であつた.濃 縮空

洞では一般に菌数は最も少いが肉眼的には被包乾酪巣

と比べて,尚お軟かい乾酪物質を充満したものが多 く,

而も培(＋)率 は被包乾酪巣に比べて幾分高い点興味

深い.次 に被包乾酪巣の崩潰しているものは菌数が彩

しく増加しているが,同 様の所見を隈部1)が 化学療法

非施行例で認めている.又 隈部1)は 化学療法非施行例

で,凝 固壊死巣中には如何なる染色法によつても菌は

見出し難く,之 は結核菌が不可視型の状態で存在して

いるのであろうと述べているが,本 実験例では未崩潰

の乾酪巣中にも可成の菌数が認められた.

次に菌分布については宮川10)は,空 洞 壁の 菌出現

型には層状型,瀰 蔓型,少 数型があり之等は生体の低

抗力に応じて相互に移行すると述べているが,著 者の

成績では空洞は内壁の壊死表層部で菌数最も多く,同

時にA.-F.-G.法 の抗酸性型の分布も多 く,基 底部へ

移行するにつれて菌数が減少すると共に抗酸性型の分

布も減少して居り,こ のことは隈部1)が 報告している

化学療法非施行例に於ける空洞壁所見と同様である.

又術前,排 菌のあつた空洞では非排菌群に比べて表層

部の菌数分布が減少しているが,之 は乾酪物質が排除

されつつある状態 を示すものと考えられる.又 化学療

法非施行例では空洞壁の肉芽層には隈部1).岩 崎5)に

よると,壊 死層に比べ菌数は遙かに少いが可成の菌が

見られ,類 上皮細胞及び顆粒細胞に貪喰された状態の

ものが多 く見 られ ると云うが,化 学療法後の著老の例

では一般に肉芽層には極めて少数にしか認められず,

而も類上皮細胞に貪喰された状態 を示すものは僅かに

2例 に過ぎなかつた. Canetti2),亀 田11)も 著者と

同様な所見を報告し,板 谷12),月 岡13)は 非特異肉芽

層では菌の発見は困難であつたと述べ,更 に月岡13,)

はSM使 用群では非使用群に比べて 肉芽層の菌数は

遙かに少いと述べて居 り,著 者の成績は之等諸家の報

告と一致している.

濃縮空洞の菌分布は空洞所見と類似し,乾 酪部中心

部で最も多いが之は空洞が濃縮して出来上つた病巣で

あり当然のことであろう.

被包乾酪巣では崩潰しているものは崩潰面で菌数が

増加するから,各 層毎の菌数分布の比較は当を得ない

様に思われる.崩 潰面では短桿状乃至顆粒型の大 きな

菌塊を形成し,且 つこの部では菌形態の変形は少く,
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結核菌の生育するための環境の好転により,菌 が幾分

活性化されたものとも考えられるが,未 崩潰の病巣に

比べ崩潰面では抗酸性型分布は同程度か,む しろ減少

してい る.即 ち崩潰のない乾酪巣に於ても少数の抗酸

性型を認めるが,崩 潰によつてこの抗酸性型が増加す

る傾向は見られず,而 も崩潰を高度に伴 う例は何れも

培(-)例 であつた.又 稀に崩潰面で菌数の増加しない

例も認められ, Canetti2)も 化学療法後にはこの様な

場合のあることを報告している.隈 部1)は 化学療法非

施行例について被包乾酪巣では菌数は極めて少いが,

一度び崩潰すると崩潰面では抗酸性を持つた桿状菌が

彩しく増加すると述べている.之 は明らかにシューブ

と結びつくものと考えられると述べているのに対し亀

田11)は,化 学療法を長期間行つた例の乾酪巣崩潰面

ではGram(＋)の 顆粒菌しか見られなかつたと述べ

ているが,著 者の実験例から考えると上記の理由によ

り化学療法例では,病 巣組織の崩潰を直ちにシューブ

と結びつけては考え られない.

次に培養成績と菌分布との関係であるが,空 洞では

培(-)群 に菌数の少いものが多く,又 壊死表層部に於

ける菌数分布も減少しているが,之 は化学療法により

乾酪物質が排除され次第に浄化して行 く機転を示すも

のであろう.然 し乍ら培(＋)群,培(-)群 共に壊死表

層部のA.-F.-G.法 による抗酸性型の分布には差異が

認められなかつた.

次に化学療法との関係であるが,空 洞では総体的に

見 ると,抗 結核剤の使用量の多かつたもの程壊死表層

部の菌数分布が増加している傾向が見られ,こ のこと

は空洞では術前,排 菌群が多かつたことから耐性との

関連性が考えられる,更 に空洞を排菌群,非 排菌群に

分けて見 ると,排 菌群では化学療法剤の使用量の多い

もの程菌数は多くなつて居り,菌 数分布は非排菌群と

差はないが,壊 死表層部に於ける抗酸性型の分布が高

くなつていて,進 展の傾向を示してい る.然 し乍ら先

きに述べた様に,化 学療法により治療傾向の極めてつ

よい空洞例も認められ,こ の2例 は抗結核剤の使用量

はc群, b群 に属す るものであ り,術 前排菌を認めな

い例であつた.以 上のことから,空 洞が化学療法によ

つて治癒の方向に向 う一面,化 学療法によつても尚お

排菌を続ける空洞は長期間治療 を行えば行 う程むしろ

進展の傾向をとり,耐 性の問題と考え合せ化学療法の

限界となるものと考えられる.濃 縮空洞では,長 期間

化学療法を行 う程乾酪部中心部の菌数分布が減少する

が,こ のことは化学療法による好転を示すものと考え

られ,一 面空洞の治癒機転を示すものである.

次にINHと の関係であるが,空 洞ではINH併 用

群でむしろ菌数は多く又壊死表層部で菌数分布の多い

例が多くなり,且 つA.-F.-G.法 による抗酸性型の分

布も非併用群に比べ増加して居り,濃 縮空洞でも同様

な結果が得られた.熊 谷14)は 特にINHに より,壊

死物質が融解排除され浄化乃至瘢痕形成を促進すると

いうことより, SM, PAS, INH三 者併用の利点を強

調している.本 実験例では, INHの 使用量は10gか

ら70gま でのものであり,上 述の成績については使用

量の多少も考慮に入れなければならないし,又 空洞に

ついで見ると, INH併 用群12例 中, 6例 は術前,排

菌群であり従つてINHが 容易に耐性を獲得し易い点

を考え合せ,本 実験例に於けるINHの 示す態度から

INHの 効果を直ちに 批判することは出来ないが,熊

谷14)の 見解にも全面的に賛成し難い様に思われる.

最後にZ.-H.法 に於ける易染性型の 消長を菌分布

の面から見ると,第1編 の場合と同様 植田15)の 見解

と一致しない場合が多い.然 し乍ら他方,被 包乾酪巣

の崩潰時に抗酸性型の増加がないにも拘 らず易染性型

が増加し,又 崩潰面に於ても同様な結果を得て居 り,

病巣崩潰時の増悪という一般的な概念から見るとこの

成績は植田15)の見解と一致している様にも思われる.

V. 結 論

化学療法後の切除肺44例 中, Z.-N.法 で抗酸性菌陽

性の空洞20,濃 縮空洞17,被 包乾酪巣17の 計54病巣に

ついて病巣組織中結核菌の分布を中心に菌形態.染 色

性を検索し次の結果を得た.

1. Formalin固 定60日 後までは,病 巣内結核菌の

抗酸性は変化を受けない.

2. H.法 とZ.-N.法 の菌検出率に は差を認めな

い.

3. 空洞では壊死表層部に菌数分 布 は 最 も多く,

 A.-F.-G.法 抗酸性型が多く,深 部に移行するにつれ

て菌分布の著明な減少と共に抗酸性型も減 少 す る.

 Z.-H.法 の易染性型は表層部 で最も少く,深 部へ行く

につれて増加する.特 異肉芽層,非 特異肉芽層,無 気

肺層にも少数乍 ら存在するが,類 上皮細胞,「 ラ」氏

巨細胞に貪喰されたものは極めて稀である.又 術前,

排菌のあつた空洞では非排菌群に比べ,壊 死表層部に

於ける菌数分布は減少している.

濃縮空洞では乾酪部中心部に最も多く, A.-F.-G.法

の抗酸性型が多く,基 底部へ移行するにつれて次第に

菌数分布の減少と共に抗酸性型も減少するが,減 少度

は空洞程著しくない.易 染性型は全層に平等に分布す

る.非 特異肉芽層には菌は発見出来なかつた.
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被包乾酪巣では崩潰を伴 うものは未崩潰のものに比

べて,菌 数は著しく多い.未 崩潰のものは乾酪部全般

に菌は平等に分布するが,崩 潰 を伴 うものは崩潰を高

度に認める層に菌分布は最も多く, A.-F.-G.法 の抗

酸性型の分布は総体的に一定の傾向を認めないが,崩

潰面に抗酸性型が増加する傾向は認め られない.

変形菌は各病巣共,全 層に亘 り平等に分布するが,

被包乾酪巣崩潰面では変形菌傾向は稻々 減 少 し てい

る.

4. 培養成績との関係は空洞に於て培(-)群 に菌数

の少いものが多く,且 つ壊死表層部で菌数分布が減少

している.そ の他は各病巣共,菌 数分布.抗 酸性型,

易染性型の分布と培養成績とは関連性を認めない.

5. 化学療法との関係は術前,排 菌のあつた空洞で

は抗結核剤の使用量の多いもの程菌数は多く,又 壊死

表層部の菌数分布並に抗酸性型分布が多 く,非 排菌群

では使用量とA.-F.-G.法 抗酸性型分布とは関連性が

なく,又INH併 用群では非併用群に比べ,壊 死表層

部の菌数分布並に抗酸性型分布が多い.

濃縮空洞では使用量の多いもの程,乾 酪部中心部の

菌分布率は低く, INH併 用群では中心部の菌数分布

が多い.

被包乾酪巣では,す べて関連性を認めなかつた.

本論文の要旨は,昭 和31年10月,日 本結核病学会,

中国 ・四国地方会,第7回 総会に於て発表した.
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Of 44 lungs resected after chemotherapeutic treatment the authors studied the shapes 

and stainability of bacilli centering around the distribution of tubercle bacilli in focal tiss

ues of 20 cavities proven to be acid fact bacilli positive to the Z.-N. test, 17 inspissated 

cavities, and 17 encapsulated caseous foci to the total of 54 foci; and obtained the following 

results.

1. The acid resistance of the tubercle bacilli within the focus is not affected up to 60 

days after the formalin fixation.

2. The bacillus detection rate of the H test does not differ from that of the Z.-N. test.

3. In the cavity the distribution of tubercle bacilli is greatest on the surface layer of 

necrosis, showing mostly the acid fast type by A.-F.-G. test, while in deeper layer the distr

ibution is markedly less and the acid fast type decreases as well. The readily stainable 

type by Z.-H. test are found least in the surface layer and they increase in number in 

deeper layer. This type of bacilli can be found also in the typical granulative layer, atypical 

granulative layer and atelectatic layer, though only a few in number, but epitheloid cells, 

the cells phagocytosed by Langhans' giant cells, are extremely rare. Moreover, the cavity 

expelling tubercle bacilli before operation the bacillus distribution on the surface layer of 

necrosis is decreased as compared with that in the cavity of the group expelling no bacilli.

In the inspissated cavity bacilli are found greatest in the central portion of the caseous 

focus, revealing mostly the acid fast type by A.-F.-G• test, and nearer to the basal part 

the bacillus distribution as well as the acid fast type decrease gradually, however, the 

degree of such a decrease is less marked than in the case of the cavity. No tubercle bacilli 

can be found the atypical granulative layer.

In the encapsulated caseous ocus degraded cells are more numerous than those undegr

aded cells. Undegraded cells are distributed evenly in the entire caseous focus, while degra

ded cells are found mostly in the portion where the damage is greatest. The distribution 

of the acid fast type by A.-F.-G. test does not generally show any fixed tendency, but there 

is an increasing tendency of the acid fast type on the face of the destroyed part. Deformed 

bacilli are evenly distirbuted in all foci and in entire layers, but the deformation tendency 

is somewhat diminished on the damaged face of the encapsulated caseous focus.

4. As for the relationship between the bacillus, distribution and the growth rate of 

culture the number of tubercle bacilli is greatest in the culture negative gruop of cavity,
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and the bacillus distribution is decreased on the necrotic surface layer. In all other foci 

there can be recognized no relationship between the bacillus distribution, the distribution 

of the acid fast type and readily stainable type and the growth rate.

5. With respect to the chemotherpeutic method, in the cavity that showed bacilli the 

greater the amount of antituberculous agent used the greater is the number of bacilli, and 

the bacillus distribution and the distribution of the acid fast type are abundant on the nec

rotic surface layer. Likewise in the group treated concurrently with INH the bacillus distri

bution and the distribution of the acid fast type on the necrotic surface are greater than in 

the group that had no concurrent use of INH.

In the inspissated cavity the greater the amount of the drug used, the lesser is the 

bacillus distribution in the central portion of the caseousfocus, while in the group treated 

concurrently with INH the bacillus distribution is greater in the central portion of the 

caseous focus.

In all the encapsulated caseous foci no relationship between the chemotherapy and the 

bacillus distribution can be recognized.


