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家兎皮下組織内における血色素の分解に関する研究

第2編

家 兎 皮 下 組織 内 に牛 血 液及 び家 兎 抗牛 血 色 素 血 清 を 注入

した 際 の血 色 素heme及 びglobinの 変 化 に就 て

岡山大学医学部第一内科教室(主 任:小 坂教授)
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緒 言

教室正岡は試験 管内で血色素にl-ascorbin酸 及

び分子酸素を作用させ,血 色素の胆汁色素への分解

過程を追及する模型実験に於て初め抗血色素血清を

添加することにより反応の進行 しないことを認めて

おり,先 に教室永井 が加温alkali等 により血色素

globinの 変性を行い,同 過 程 を追及 した結果え ら

れた成績 と同様に, globinの 変性 した血色素heme

には分解が起 らないことを認めた.一 方教室の中西

はhematinの 胆汁色素への分解を検討 しhematin

が胆汁色素に分解する際には担体を必要とし,生 体

内では血清albuminが 担体の役 割 を演 じ,先 づ

methemealbuminと なつ て分解 されることを実証

した.教 室西信は生 体皮下組織内にhematinを 注

入しhematinの 分解過程を組 織化学的に追及 し胆

汁色素への分解を実証 し,組 織 内でもhematinに

は担体が結合し分解が行われるものと推察 した.

そこで著者は牛血液に家兎抗牛血色素血清を加え

たものを家兎皮下組 織 に注 入 し,第1編 と同様血

色素heme及 びglobinの 変化を追求 し,上 述の教

室諸氏の成績を批判すると共に血色素の生体内にお

ける機序の一端に触れえたので報告する,

実 験 材 料 並 び に 方 法

1. 抗牛血色素血清の調製法

第1編 の通り行つた.

2. 注入用血液

第1編 同様新鮮な牛血液を使用 した.

3. 実験動物

第1編 同様体重2kg以 上の成 熟雄性家兎を用い

た.

実験方法

予め綿で濾過 した牛血液に等量の家兎抗牛血色素

血清を加え,よ く混合 した後,混 和直後, 2時 間後,

 5時 間後,夫 々1cc宛 を家兎大 腿 内側皮下組織内

に数ケ所注入し血腫を作る.血 腫は日を追つて摘出

し第1編 同様一部を組織化学的検査に,他 を凡て血

色素globin測 定に当てた.そ れら検査法は全 く第

1編 と同様に行つた.又 注 入血色素globinが 循環

血液中に出現するや否やを見るため第1編 同様血腫

摘出時同時 に耳 静脈 より血液1ccを 採血 し,型 の

如 く血清を分離して検査にあてた.

実 験 成 績

1. 血色素globinの 消長

牛血液と家兎抗牛血色素血清とを混和 しその直後

のもの, 2時 間後のもの, 5時 間後のものを夫々家

兎皮下組織内に注入 して血腫 を形 成 し,経 時 的に

各々の血 腫 中の牛血色素globinの 消長 を追求 し

てみると第1表 の如 くなる.即 ち混和後の時間に拘

わらず凡て同一の値を示 しつつ注入第2日 後より次

第にその沈降価も上昇し,第14日 後最高値に達し,

第18日 までその最高値を維持 した後,第21日 に於て

第9日 の値まで下降 した.こ の際同時に家兎静脈中

の牛血色素globinの 消長を追求 す ると第1表 の

如 く皮下組織内の牛血色素globinの 増 加と平

行する如 く増加 している.

2. 組織学的観察

牛血液に家兎抗牛血色素血清を加えて直ちに, 2

時間放置後, 5時 間放置後注入した場合の所見は凡

て大差がないので一括記載する.

注入後24時 間

注入部表皮は黒味を帯びこれを開 くと血腫は瀰漫
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性暗紫赤色を呈し鏡検するとなお変形 しない赤血球

を多数認める.

第1表　 牛血液と家兎抗牛血色素血清とを混じ家兎皮下組織内に注入した際の該組織内

血色素globinの 消長　 抗原稀釈○

抗 血 清抗 体価64,000×

第3日

血腫辺縁部は僅かに黄色を呈 し,鏡 検すると種々

の色調の顆粒特に黄褐色顆粒を多数認める.辺 縁部

の組織球を見ると変形 した赤血球を貧喰 したものを

少数に認め,上 記着 色顆 粒に各種 化 学反応 を行

な うと鉄反 応 は多 く陽性で発煙硝酸で酸化すると

大部分淡緑色を呈 し錯酸亜鉛沃度反応 では殆 ん ど

bilipurpurinの 赤色螢光を,又 錯酸亜鉛alcohol反

応では弱い黄褐色螢光を発 し, 1%塩 酸水に10分間

浸すと顆粒の周囲に緑色のbiliverdinと 思われる色

素が見 られるところから上述の顆粒はhemosiderin

顆粒と考えられる.

第5日

組 織 球 内 に黄 色微小 斑点 を認め鉄反応陽性で

gmelin反 応は識別困難で錯酸亜 鉛沃度反応では淡

い螢光を認め,錯 酸亜鉛alcoholで は螢光を認めず,

 hemosiderin顆 粒 と診定される一方血腫周辺部の黄

褐色調は増加し,そ の部は鉄反応陰性でGmelin反

応陽性,発 煙硝酸により緑変を呈しbilirubinと 診

定 された.

第6日

細胞内hemosiderin顆 粒は5日 目と同 様 である

が,血 腫周辺部の黄褐色調は次第に著明となり,組

織球内外のhemosiderinは やや増 量 すると共に瀰

漫性黄色色帯中には少数の黄色結晶を認める.発 煙

硝酸で酸化すると青緑色に変じ,錯 酸亜鉛沃度反応

ではbilipurpurinの 赤色螢光を呈 し,鉄 反応は陰性

であつたところからhematoidin結 晶と考え られる.

第8, 9日

血腫の中心部はなお暗紫赤色であるが周辺部は鐙

黄色 を呈 し,こ の部 は鉄 反応 を行 うと何 れ も

berliner青 を示 しhemosiderinで あ ることになる

が,遠 い部では陰性を示 しbilirubinの 性状に一致

す る.こ のことはhemosiderinよ りhematoidinに

変化する過 程 を想定 させる.鏡 検すると細胞外の

hematoidin及 び血腫周囲の細胞内外のhemosiderin

を多数に認める.

第15日

肉眼では血腫は認 め られ ず その部 に一致 して

燈 黄色 の小 塊 を認める.周 辺部の黄色色帯の組織

球密集部を鏡検 す ると細胞 内 外のhemosiderin,

 hematoidinを 多数に認める.

総 括 並 び に 考 按

牛血液に家兎抗牛血色素血清を等量作用させて之

を家兎皮下組織に注入 した場合牛血液中の血球内血

色素に抗血清が注入前作用 して血色素の変性を起 し

うるか組織中に入り組織の作用により血球が崩壊 し

て血色素が遊離し,そ こに同時に注入 した抗血清が

作用 して変性を起すものであるか否かの点は審かで

ないが,先 づ牛血液及び抗血清を混 じ直後2時 間後,

 5時 間後のものを夫々使用しても爾後の経過は同一

であつたこと第1編 において血 色素globinは 遊離

しても長 く組織中にそのままの状態で留るとの成績

をえた如 く,同 じ蛋白質である抗血清もまた容易に

は組織中か ら吸収消失することはな くて遊離す る血
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色素に十分作用 しうるであろうこと及び組織学的観

察では第3日 に於ても血球のままで組織球に摂取さ

れた像がみられたことから,牛 血液を抗血清とを混

和 しただけでは血色素に与える影響は余りないもの

のようである.

扨て牛血液のみを注入 した際の血色素globinの

組織中の消長と抗血清を同時に負荷した場合の消長

は第1編 の成績と比較すれば明瞭で,抗 血清を同時

に負荷すれば血色素globin値 は当初著しく低 く,

同時負荷を行わない時は第2日 目で最高に達するの

と著 しく異 る.而 して組織学的検査上血球の破壊が

抗血清を混合して注入した際著しく遅延するとの成

績はえ られな かつたか ら,こ れ らのglobin値 の

変動は抗血清 によ る変性 の結果と思われる.

処でこれら血色素globinが 抗血清により変性を

受けた場合,爾 後のhemeの 分解 は如何に変化す

るであろうか.

皮下組織中での分解過程を,本 実験成績 と血液の

みを注入した第1編 での成績とで比較 してみると,

分解過程の詳細には余り変化はないが,そ の時間的

過程はいずれもおくれている量即ち本実験では血液

の周辺においてhemosiderinの 生 成 が初めてみ ら

れるのは第3日 よ りであり, birilubinは 第5日,

 hematoidin結 晶は第6日 で あ るに対し,血 液のみ

の注入時は第2,第3,第5日 となつている.一 方

細胞内での生成には大差がなく,第9日 より認め ら

れている.又 血清中の血色素globin沈 降価は前述

の如 く当初低値を示すが,経 時的に増加 し,第14日

において最高値に達し,第18日 までその値を維持 し,

第21日 においてやや下降するが,な お可成 りの値を

維持した.

然 しなが らその最高値も第1編 における血液単独

値に比 し低い.又 この間流血 中の牛血色素globin

沈降価も組織中のそれの増加と共に増加するが,そ

の値は遙に低い.こ れ らのことから組織中に注入さ

れた血色素globinは 同時に負荷 された抗血清によ

り一時変性を受けるが,組 織中ではその回復をみる

ものと考えざるをえない.

そうすると,組 織中に注入された血球は破壊され

て血色素を遊離 し,抗 血清により一時変性をみるた

め,反 応の進行は一時抑制されるが,次 第に変性の

回復すると共に再び反応が進行し,血 球のみ注入さ

れた場 合と同様の過程を示すに至るものと考え られ

る.即 ち組 織 内で の血色 素の分解 も予め血色素

globinが 変性されると抑 制 され るもので,教 室永

井が試験管内でえた成績に一致するものであつた.

結 論

家兎の大腿内側皮下組織中に牛血液に家兎抗牛血

色素血清を加えて直ちに, 2時 間放置後, 5時 間放

置後夫々注入し,注 入部位の血色素globinの 消長

を血清学的に追 及す ると共に,血 色素hemeの 分

解過程を組織化学的に追及し,次 の結果をえた.

1. 注入血球は組織内で破壊され,同 時に注入さ

れた抗血清がそのまま存在 す るため,作 用 して,

 globinの 変性を生ず る.そ の程度は血球 と血清を

作用する条件により相違 しない.

2. 斯 くして招来 した血 色素globinの 変性は組

織の作用により,再 び回復する.

3. 組織内での血色素の分解は血色素globinが 変

性されると,抑 制され,そ の変性の復元を待つて進

行する.こ の状態は組織中,組 織外での分解過程に

おいて明瞭であるが,組 織球中では明瞭でない.
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Studies on the Process of Hemoglobin Decomposition in the 

Subcutaneous Tissue of Rabbit

Part 2. Changes of the heme and the globin after the injection 

of bovine blood and anti-bovine hemoglobin serum of 

rabbit into the subcutaneous tissue of rabbit.

by 

Masao Yamamoto

1 st Department of Internal Medicine Okayama University Medical School
(Director: Prof. Kiyowo Kosaka)

After mixing bovine blood with anti-bovine hemoglobin serum of rabbit, the mixture is 
injected into the subcutaneous tissue on the inner side of the rabbit femur, immediately, 2 
hours later, and 5 hours later, and the author studied serologically changes of the globin 
at each site of the injection as well as well as carried on the histochemical observations on 
the decomposition of the heme. The results are described in the following.

1. The injected blood cells are destroyed in the tissue, and at the same time the injec
ted anti-serum, existing there intact, acts so as to bring about the begeneration of the globin. 
The degree of the degeneration is not affected by the conditions affecting blood cells and 
serum.

2, The degeneration of the globin thus induced is again brought back to the normalcy 

by the action of the tissue.

3. The hoemglobin decomposition in the tissue is suppressed when globin is degenerated, 

and it proceeds after the recovery of the degeneration. This condition is evident outside the 

tissue than inside and it is not distinct within histiocytes.


