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第1章　 緒 言

再生不良性貧血はEhrlich16)に よ り,又Banti

氏病はBanti4) 5)に より,何 れも19世紀末葉に独立

疾患として記載されて以来,約70年 を閲したが,未

だにその成因,本 態に関しては定説とすべきものが

ない.而 るに現在この両疾患に罹患せる患者血清中

には催貧血性物質が存在するということは殆んどの

学者の認める所となつている.そ こでこの催貧血性

物質の追究が これら両疾患の本態を究明する鍵であ

るとして,多 数の学者により探究せ られているが,

その性状,作 用機序の本態に関しては今尚充分には

判つていない.

即ち再生不良性貧血患者血清中の催貧血性物質に

関 しては, 1940年 にE. Francke21)が 本 疾患 患者

血清中に,骨 髄 並び に血 液 中の骨髄性細胞をin

 vitro及 びin vivoで 障碍乃至破壊する毒素,即 ち

Leukotoxinの 存在することを発表 し,又Rhoads7)

等は再生不良性貧血患者では肝機能障碍の為に体内

に中毒性の芳香族炭化物を生 じ,こ れが骨髄に障碍

作用を及ぼす もの と考 えた.本 邦でも1940年李68)

が本疾患患者血清中に動物に貧血を起す物質め存在

することを証明 して以来,菊 池39) 40) 41)等,教 室 池

田33)に よ り相次いで同様の発表がなされ,特 に長

谷川27)は 本疾患患者血液を健康人に輸血す る こと

により,人 間の骨髄機能を抑制する物質の存在する

ことを証明した.

而してその物理化学的性状に就ては,池 田33),説

田70),等 により詳細に探究 されている.又 催貧血性

物質の貧血成立機転に就て は,池 田33),説 田70)等
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は何れも1回 注射では血球の肝,脾,骨 髄等への抑

留が起る為であると云い,連 続注射では骨髄への直

接的な障碍作用があるとし,骨 髄像所見で骨髄細胞

の生成乃至成熟抑制及び実質障碍を認めている.

又一方Banti氏 病 患者血清中の催貧血性物質の

存在に就ては,飯 塚32),阿 南1),安 川91)により証明

され,小 宮45)及 び友田79)は 各々独自の立場から本

症の発生機転の究明を進め,催 貧血性物質の存在並

びに性状を一層明確にしたが,更 に古森47)は 本症

催貧血性物質はアルコール不溶性の無機物であるこ

とを証明 している.而 して骨髄に対す る影響に就て

は,各 々その骨髄像所見よ り友 田79),中 島58)は赤

芽球の生成並びに成熟障碍を起すと云い,井 上34) 35)

は家兎大腿骨骨髄灌流実験より骨髄Sperreを 認め

ており,こ の点に関しては教 室小林44),国 延49)も

之を認めている.

飜つて考えるに,上 記実験に於ける骨髄像所見は

何れ も死後染色によるものである.然 るに教 室で

は夙に骨髄 機能 の動 態観察 に着 目 し, Carrel &

 Burrows8), Osgood & Brownlee64),及 び其 の他多

数の学者35) 43) 18) 19) 20) 54)によ り行われたことはある

が,何 れも断片的であつた所の骨髄の体外組織培養

法を研究 し,之 を総合的に発展させ多 くの業績をあ

げてきている.催 貧血性物質に関 して も,大 藤62),

亘理87)等 は家兎骨髄培養に直接上記疾患患者血清

を添加することにより,こ れ等疾患患者血清ば骨髄

の組織増生の障碍,白 血球遊走速度の低下,墨 粒貪

喰能の低下,中 性紅生体染色に於ける早期染色,早

期槌色 即 ち細 胞機髭底下,赤 血球増加率の著明 な

る低下等多 くの直接骨髄に対する障碍作用を有する

事を実証した.又 之等患者の骨髄培養も教室大藤62),

亘理87),田 村77),角 南74)等 に よ り行われ,詳 細に

報告せられている.然 るに該血清注射による貧血家

兎の骨髄 を培養 し,血 清中の催貧血性物質の生体骨

髄に及ぼす影響を,生 態観察によつて観察した者は

未だ曽てみられない.そ こで私は此の点を追究 し,

脚か新知見を認め得たので茲に報告する.

第2章　 実 験 方 法

I) 実験材料

A) 実験動物:一 定 の環境下に飼育し,数 回

検血により末梢血液像の動揺の少ないことを確かめ

た体重1.3kg前 後 の幼若白色雄性家兎を使用した.

B) 注射材料:当 科入院の再生不良性貧 血患

者及びBanti氏 病 患者血清を無菌的に分離 し,一

昼夜氷室内に放置せ る後使用した.

Ⅱ) 実験方法

A) 注射方法:患 者 血清pro kg 2ccを 家兎

の皮下に無菌的に1日1回 注射 し,必 要回数注射せ

る家兎の耳静脈血により,貧 血を惹起せることを確

めて屠殺 し骨髄培養に供 した.被 覆培養には大腿骨

骨髄を,又 液体培養には大腿骨,脛 骨及び上腕骨骨

髄を使用 した.

B) 対照実験:対 照実験に使用せる動物 は,

実験動物 と同 じ条件で同時に飼育し,実 験動物との

体重差0.5kg.以 内のものを使用して成熟度を略々

同じにし,健 康人血清も患者血清と略々同時に同様

手技で採取した.対 照実験は本実験と出来るだけ同

時にpro kg 2ccの 健康人血清を皮下注射 し,殆 ん

ど同時に屠殺 し,同 時に骨髄培養を行い培養条件を

して差違なからしめた.

Ⅲ) 培養方法

A) 被覆培養法:当 教 室 に慣行せられている

骨髄被覆培養法によつた.即 ち,培 地の支持体は健

康家兎のヘパ リン加血漿を用い,発 育促進物質には

孵化7～9日 の鶏胎圧搾液を使用した.こ の液は鶏

胎数個をFischerの 圧搾 器 にて圧出し,得 たる粥

状物を3000回 転15分 間遠沈し,そ の上澄液をタイロ

ー ド液にて1 .5倍 に稀釈したものである.

術式順序はイ) カバーグラスにヘパ リン加血漿1

滴を1.5cm,大 に拡げ, ロ) 一定小組織片を入れ,

 ハ) 鶏胎圧搾液1滴 を加え, ニ) 血漿の凝固の後,

凹窩載物硝子に合わせてパ ラフィンに封入し, ホ)

 37℃ ～38℃ の 孵卵器に入れる.顕 微鏡観察は同温

の保温箱の中で行 う.

B) 液体培養法:教 室久米田一岩崎48) 36)の改

良法により, イ) 実験家兎の大腿骨,脛 骨及び上腕

骨骨髄を無歯的に取 り出し, Gey23)氏 第1液 に入れ

る, ロ) 低速約1分 間ホモゲナイザーにかけ, ハ)

 3000回 転, 10分間遠心沈澱後,上 澄液を捨て,沈 澱

物をグル コーゼ非含有のタイロー ド液に入れ,細 胞

浮遊液を作る, ニ) 之を一定容器に2cc宛 分注して

38℃ のワールブルグ恒温槽にて振盪培養する.

第3章　 実 験 成 績

I) 観察方法

A) 被覆培養法

組織増生観察法:培 養後間も無 く原組織周囲に

細胞増生帯が出現し,逐 時増大する.こ の増生帯わ

細胞 の分裂 と遊走細胞の遊走によつて構成される.
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増生面積の測定:被 覆法で37℃ ～38℃ の保

温箱に顕微鏡を入れ,ア ッベの描画器を用い,新 生

組織を描画 し,逐 時的にその面積をプラニメーター

で測定 し,実 面積に換算した.つ いで増生前後の差,

即ち絶対成長価の原面積に対する比率を比較成長価

とし対照実験の比較成長価に対する比率を成長係数

とした.

遊走速度:偽 好酸球の移動を逐時的に形態を描

画し,細 胞中心点の移動距離を曲線計で測定 した.

B) 液体培養法

教室岩崎36)の 方法に従い,培 養開 始前及び開始

後3時 間, 6時 間, 9時 間に於て,赤 血球数,網 赤

血球数及びHb量 を測定した.

1) 赤血球数の計算:滅 菌した赤血球計算用メ

ランジュールに細胞浮遊液を吸い,ハ イエム氏液に

混じてビュルカー氏計算盤にて計算した.

2) 網赤血球数の計算: 1%ブ リアントクレシ

ル青で染色し,赤 血球数2000を 数えて‰ で表 わ し

た.

3) Hb量 の測定: 1/15モ ル第1燐 酸カ リ溶液

を22ccと1/15モ ル第2燐 酸ソーダ溶液3ccを 混和

し,之 を4倍 に稀釈 した もの6ccに 血球 浮遊 液

20c,mmを 充分 に混和溶血せしめた後,不 溶解部

を遠沈除去し,次 いで20%フ ェリシアンカ リ溶液1

滴を加え, 10分後に5%シ ァ リカリ1滴,更 に2分

後にアンモニア1滴 を夫々加えて, 10分以内にペ ッ

クマン氏分光光度計にて測定 した.

Ⅱ) 実験成績

A) 比較成長価及び偽好酸球遊走速度

1) 血清1回 注射では,第1表,第2表,第3表

に示す如 く,健 康人血清,再 生不良性貧血患者血清

及びBanti氏 病患者血清の何れの場合でも全 く有

意の影響を認め得なかつた.

第1表　 健 康 人 血 清1回 注 射

第2表　 再 生 不 良 性 貧 血 患 者 血 清1回 注 射

2) 7回 注 射 で は,対 照 の健 康人 血 清 注 射 の 場 合

は 健 康家 兎 と比 べ て,第4表,第1図 に示 す 様 に,

比 較 成長 価 はNo. 10, No. 11で は 増生 は促 進 し,
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又偽好酸球遊走速度に於て もNo. 10, No. 11て は

遊走速度も冗進している. No. 12に 於ては何れも健

康家兎と有意の差という程ではないが,軽 度の亢進

を示している.

第3表　 Banti氏 病 患 者 血 清1回 注 射

第4表　 健 康 人 血 清7回 注 射

次に再生不良性貧血血清注射では,第5表,第2

図に示す如 く,比 較成長価 はNo. 13, No. 14に 於

ける如 く著明な増生低下を来 し,患 者が軽症で従つ

て家兎に著明の貧血を来 たさなかつ たNo. 151こ於
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ては対照と差違をみない.偽 好酸球遊走速度に於て

もNo. 13, No. 14で は著 明な低下及び遊走停止時

間の早期化を来たしているが, No. 15に 於ても比較

成長価の変化なきに拘わらず,偽 好酸球遊走速度は

著明に低下し,早 期に遊走を停止している.

第1図　 健康人血清7回 注射 第2図　 再生不良性貧血患者血清7回 注射

第5表　 再 生 不 良 性 貧 血 患 者 血 清7回 注 射

又Banti氏 病 患者血清注射に於ては,第6表,

第3図 に示す如 く, 3例 共に増生は著明に低下し,

偽好酸球遊走速度 も3例 共に低下 し,早 期に遊走を

停止 した.

Banti氏 病患者剔脾術後の血清を注射せる場合に

は,第7表 に示す如 く,比 較成長価,偽 好酸球遊走

速度共に有意の変化を示 さなかつた.

3) 7回 注射により貧血を起さしめた家兎を放置

しておけば,約2週 間位で貧血が恢復するが,こ の

貧血恢復時に於ける培養では,第8表 に示す様に,

再生不良性貧血血清例,バ ンチ氏病血清例共に,比

較成長価,偽 好酸球遊走速度に対照と有意の差を示

さなかつた.
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第6表　 Banti氏 病 患 者 血 清7回 注 射

第3図　 Banti氏 病 患者 血 清7回 注 射 B) 赤血球数,網 赤血球数及びHb量

1) 予備実験として健康家兎骨髄の液体培養を行

つた成績は第9表,第4図 に示した通 りであり,岩

崎36)の 成績 と略々一致した.

2) 1回 注射では,健 康人血清では第10表 に示す

如 く何れに於ても変化をみなかつた.又 再生不良性

貧血患者血清注射では第11表 にみ る如 く,赤 血球

数,網 赤血球 数及 びHb量 の何れに於ても影響を

みなかつた.

又Banti氏 病患 者血清注射で も第12表に示す如

く,何 れに於ても影響はみられなかつた.

3) 7回 注射では,健 康人血清注射では,第13表,

第5図a, bに 示す如 く健常家兎骨髄液体培養に比

べて有意の差を示 さなかつた.

第7表　 Banti氏 病 患 者 剔 脾 後 血 清7回 注 射
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第8表　 血清7回 注射後放置貧血恢復時

第9表　 健康家兎骨髄液体培養

第4図　 健康家兎骨髄液体培養

赤血球 増加率

網 赤血球増加率

第10表　 健康人血清1回 注射
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第11表　 再不貝患者血清1回 注射

第12表　 Banti氏 病 患 者血 清1回 注 射

第13表　 健康人血清7回 注射

第5図　 健康人血清7回 注射

赤血 球 増 加 率

網 赤血球増加率

再生不良性貧血患者血清では,第14表,第6図a,

 bに 示す如 く,赤 血球数は培養後3時 間ではNo. 43

及びNo. 44で は僅かに増加するが, No. 42, 45で

は始めより減少傾向を示 し, 6時 間以後では培養前

よりも著明な減少の一途を辿つている.網 赤血球数

はNo. 42で は培養後3時 間, 6時 間では対照より

軽度の増加率低下を示すのみであるが, 9時 間後で

は却つて培養前より減少 し, No. 44はNo. 42と 似

ているが増加率低下率は何 れ もNo. 44よ り著明で

あり, No. 45に 至つて は3時 間後より既に減少を

始めている. No. 43は3時 間後では軽度の 減少 を

示 し, 6時 間後よ りやや増加しているが増加率は著

明に低下 している.全 体 として,赤 血球数及び網赤

血球数の増加率は健康人血清注射の場合と比較して

極あて著明に低下 しているが,個 々の場合必ずしも

赤血球数と網赤血球数の間に一定の相関関係がみら
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れない.又Hb量 に於ては4例 共に一定 の傾向を

得 られなかつた.
第14表　 再不貧患者血清7回 注射

第6図　 再不貧患者血清7回 注射

赤血 球増 加率

Banti氏 病患者血清注射に於ては第15表,第7図

a, bに 示す如 く, No. 46に て は赤血球数は培養開

始後次第に増加し, 9時 間後に最大増加率を示 して

おり,増 加率は殆んど対照に等 しい.又 網赤血球数

増加率 も同様の傾向を示し, 9時 間後に最大値を示

し,対 照と差 を示 さない. No. 47で は赤血球数は

No. 46と 同様の増加傾向を示してい るが,こ の場

合は増加率は著明に低下している,網 赤血球数は増

加良好で対照との差異を認めない.即 ち前記2例 で

は赤血球数の増加の遅延が み られ る. No. 48で は

赤血球増加率は,対 照と同様の曲線を示すが,著 明

に低下している.網 赤血球数は之と反対に時間を追

うに従つて 次第に増 加 し, 9時 間俊に最大増加率

を示しているが,対 照に比 しやや低 下 して い る.

 No. 49に 於ては赤血球数は増加する事な く次第に減

少の一途を辿り,網 赤血球数 も減少はしないが,増

加率は著明に低下している. Hb量 は4例 共一定の

傾向を得られなかつた.

Banti氏 病患者剔脾後血清注射では,第16表 及び

第8図a, bに 示す様に赤血球数及び網赤血球数は,

 3例 共に対照と有意の差を認めず,増 加率は低下も

亢進も認められず, Hb量 は一定の傾向を得られな

かつた.

第15表　 Banti氏 病 患 者 血 清7回 注 射

網 赤血球増加率
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第7図　 Banti氏 病 患 者血 清7回 注 射

赤血球増加率

網 赤血球増加率

第16表　Banti氏 病患 者 剔 脾 後 血 清7回 注 射

再生不良性貧血患者血清7回 注射後放置して貧血

の恢復を待 ち培養せる例は第17表 に示 す如 く,又

Banti氏 病患者血清に於て も同様に培養せる例は第

18表 に示す如 く,赤 血球数及び網赤血球数共に対照

と有意の差を認めなかつた.

第8図　 Banti氏 病患者剔脾後血清7回 注射

麻 血球増 加率

網 赤血球増加率

第17表　 再不貧患者血清7回 注射後放置貧血恢復時

第18表　 Bantt氏 病患者血清7回 注射後放置

貧血恢復時
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第4章　 総 括並 びに考 按

以上述べた所を総括するに,

1 )対 照とせる健康人血清注射の家兎骨髄に及ぼ

す影響は, 1回 注射では比絞成長価,偽 好酸球遊走

速度,赤 血球数増加率及び網赤血球数増加率に影響

を認めない. 7回 注射では比較成長価及び偽好酸球

遊走速度に軽度ではあるが亢進を示し,之 は血清注

射による何 らかの刺戟と考えられる.赤 血球数増加

率,網 赤血球数増加率では変化を認めなかつた.

2) 再生不良性貧血患者血清注射の場合では, 1

回注射では何れの実験成績 も対照と変化な く, 7回

注射ではじめて比較成長価の低下と,偽 好酸球遊走

速度の低下及び早期死滅を示し,赤 血球数増加率に

於ては培養後3時 間では増加する例 もあるが, 6時

間以後では却つて減少の一途を示 し,網 赤血球数増

加率では対照に比 し軽度乃至著明な低下を示すが,

その程度は赤血球数の減少に比 し軽度である.

3) Banti氏 病患者血清注射に於ても, 1回 注射

では影響をみず, 7回 注射では比較成長価の低下,

偽好酸球遊走速度の低下がみられ,一 方赤血球数増

加率は対照と同様の曲線を描 くが全般に低下してい

る型 と,赤 血球数の増加が遅延 して尻上りを示す型

とがみられ,網 赤血球数増加率にも同様のことが窺

われる. Banti氏 病剔脾後患者の血清7回 注射では

対照と有意の差な く,血 清の影響はみられなかつた.

4) 貧血恢復時の培養に於ては,再 生不良性貧血

血清及びBanti氏 病患 者血清何れの注射の場合に

も血清の影響は消失しており,催 貧血物質の作用が

7回 注射では可逆的なことを示 している.

扨,緒 言に於ても述べた通 り,再 生不良性貧血患

者及びBanti氏 病患者血清中に於ける催貧血性 物

質の存在について は,河 北38)の 反対があるにして

も,現 在疑いえない事実 となつている.

而して1回 注射に於 ては,静 脈内注射では約4時

間後,皮 下注射では約6時 間後に赤血球数 及びHb

量の最大減少率を示す ことは,菊 池39),池 田33),説

田70),友 田79),小林44)の 等 しく認める所であるが,

その貧血発生機転に就ては,再 生不良性貧血の場合

には池田33)は 家 兎大腿骨骨髄灌流試験より骨髄内

血球抑留を,又 説田70)等 は放射性燐(p32)を 使用

することにより肝,脾 に相当大量に,骨 髄,腸 間膜

には軽度の血球抑留を認め,こ れらを貧血の一因と

してい る.又Banti氏 病 に就 て は井 上34) 35),小

林44)は 共 に骨髄灌流試験を行 うことにより血球の

骨髄内抑留説をとつている.私 の実験では1回 皮下

注射後6時 間で培養したのであるが,骨 髄が直接障

碍 されている結果を得なかつた.従 つて私 も両疾患

血清1回 注射に於ける貧血発生機転に就ては,臓 器

内血球抑留説その他少 くも骨髄直接障碍説以外の説

に賛同するものである.

次に連続注射に於ける貧血発生 機 転に就 て は,

再生不良性貧 血の 場合 には,骨 髄像の検索よ り菊

池40) 41)等 は網状織細胞の増加,巨 核 球 の減少,被

障碍骨髄細胞の増加があ ると し,池 田33)は赤芽球

系では大赤芽球,正 赤芽球とも多染性のものが稍々

減少し,好 塩基性赤芽球が増加 し,偽 好酸球でも後

骨髄球,骨髄球更には幼弱型が増加し,結 局Rhor67)

の所謂成熟抑制像を認めるとなし,又 赤芽球数の減

少せる形成機能低下像と成熟抑制像との混合型をも

認めるとして い る.又 説田70)は健康人血清連続注

射では赤芽球の増加を,本 疾患患者血清連続注射で

は赤芽球の減少及び好塩基性赤芽球の増加傾向,幼

弱球の比較的増加を伴つた偽好酸球の減少,淋 巴球

の相対的増加,細 網細胞及び被障碍細胞の増加,巨

核球の減少等の骨髄細胞の生成乃至成熟抑制と細胞

障碍の諸像を認めている.又 教 室平 木教授31),大

藤62),亘 理87),角 南74),岩 崎36),宇 治82)等 の研究

によれば,本 疾患患者胸骨組織培養の場合,及 び家

兎骨髄組織培養に対する本症患者血清直接添加の場

合の何れに於て も,骨 髄細胞増生及び偽好酸球遊走

速度の著明な低下,墨 粒貪喰度の低下,中 性紅生染

の早期染色 ・早期腿色,赤 血球増加率の著明な減少

を認めており,本 症患者血清の直接骨髄細胞障碍作

用を重視している.又 教室上原81)等 も本症 患者 血

清を連続注射せ る家兎骨髄の呼吸解糖値を測定し,

造血機能の低下を報告 しているが,唯 この場合1～

2週 間の注射では呼吸値は却つて亢進して血球抑留

型を示 し, 3週 間注射では呼吸値の著明な低下を来

すとし,該 催貧血性物質が先づ作用するのは血球の

抑留であつて,長 期注射することによつて始めて骨
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髄機能の低下を示すと述べている.

而し私の実験成績よりすれば, 7回 連続注射にて

も既に赤白両血球系共骨髄造血機能の著明な低下を

みており,後 で述べるBanti氏 病患 者血清注射の

場合と考え合わせてみても,血 球抑留及び成熟障碍

はあるにしても,矢 張り骨髄細胞の生成障碍は否め

ないものであり,上 原81)の 場合 は実験の性質上細

胞障碍は血球抑留に蔽われたもので,私 の行つた骨

髄培養法により始あて表面に表れたものと考えたい.

次いでBanti氏 病患 者血清連続注射による貧血

発生機転に就ては,小 宮45)の 説を継 ぐ井上35)は交

感神経支配下に脾に於て産生 される毒素の為に,骨

髄栄養血管の収縮と骨髄内血管系の二次的拡張が惹

起され,そ こに多量の血液が抑留されることに起因

す るので,直 接骨髄機能を抑制することに起因する

のではないと述べている.こ の本症毒素が骨髄 に血

液を抑留す るということは友 田79)も これを認めて

おり,阿 南1),安 川91)両 氏 も既にSperreで あると

説いている.一 方友田門下辻村80)は 本症脾浸出液

を家兎に連続40日 間注射すると,骨 髄内グル タチオ

ン及びビタミンC量 が減少することより骨髄機能が

低下するのであるとして,井 上と逆の結論を出して

いる.飜 つて教室小林44)及 び国延49)は 本症患者血

清連続注射家兎の骨髄像所見に成熟抑制像を認め,

又小林44)は 鉄代謝の研究より屑髄 内血球抑留と同

時に鉄動員障碍による血色素合成抑圧より来る成熟

障碍を認め,一 方国延49)は 本症 患者血清注射家兎

と,コ バル ト剤注射家兎の骨髄の呼吸解糖値の比較

からも,成 熟障碍 も有力な一因であろうとしている.

又説田70)も 骨髄 像所見のみより同様の所見を発表

している.尚 教室難波56)は 本催 貧血性物質注射家

兎の骨髄内核酸量の著明な増加を認め,之 を一種の

dyafunktionで あろうと説明している.更 に教室平

木教授31),大 藤62)等 は家 兎骨髄の組織培養に於て

本症患者血清を添加せる場合,細 胞増生及び偽好酸

球遊走速度の低下をみるが,夫 以上に赤血球数増加

率は著明な低下をみるとし,本 催貧血性物質は直接

骨髄に働き,赤 白両血球系特に赤血球系の増生に対

して高度の障碍を与えるとしている.

私の実験せ るBanti氏 病 患者血清を7日 連続注

射せ る家兎の骨髄培養を行つた成績では,細 胞増生

の低下,偽 好酸球遊走速度の低下があり,明 らかに

本症患者血清の生体内に於ける骨髄白血球障碍作用

が認められた.次 に赤血球増生に対する影響は2型

に分けて考え得られる.即 ち赤血球増加率の正常曲

線は培養後3時 間で約22%, 6時 間で最高 となり約

26%, 9時 間では減少して略々16%と なる様な山型

の曲線を描 くものであるが,第 Ｉ型は培養後3時 間

で既に最高となり以後漸減する所の,対 照より著明

に低下する曲線一極端になれば,培 養後3時 間で既

に培養前の値より減少し始め,以 後も減少を続ける

ものもあるが一であり,之 は成熟障碍 も併存してい

ることは否定出来ないが,生 成障碍が強く働いてい

る場合と考え得られる.又 第Ⅱ型としては,培 養後

3時 間には増加率が最低で,以 後次第に増加し9時

間後に最高値を示す一即ち尻上り型の曲線を描 く一

場合で,此 の場合は第 Ｉ型とは逆に生成障碍は寧ろ

軽度であり,催 貧血性物質の影響は成熟障碍の面に

強 く作用しているものと考えられる.即 ち生体を離

れて培地内に移された為に,徐 々に催貧血性物質に

よつて出現せる成熟抑制の因子より解放せ られる為

であろう.

以 上要するに再生不良性貧血, Banti氏 病共にそ

の血清1回 往射で起る貧血は骨髄の実質障碍以外に

原因を求むべき事が明らかになり,又 連続注射で起

る貧血は前者では主 として骨髄細胞の生成障碍に起

因し,後 者では生成障碍に起因する場合と,成 熟障

碍に起因する場合との2型 がある事が明白になり,

又何れにしても前者の骨髄実質障碍作用の方が後者

の場 合より強力である事 も実証せられた.

第5章　 結 語

再生不良性貧血及びBanti氏 病患者の血清を1

回及び連続注射した家兎骨髄の体外組織培養を行い,

後に述べる成績を得た.

1) 両者血清共に1回 注射では直接骨髄造血能に

影響を及ぼさなかつた.

2) 再生不良性貧血患者血清連続注射では,骨 髄

造血能は赤 ・白球両系共に著明な低下を示 した.

3) Banti氏 病患者血清連続注射でも同様に,骨

髄造血能は赤 ・白血球両系共に著明な低下を示した.

4) Banti氏 病患者剔脾後血清では骨髄造血能に

何の影響をも及ぼ さなかつた.

5) 両者血清共に7回 連続注射後放置すれば貧血

恢復時の骨髄 造血能は正常に復 していた.

6) 連続注射の場合,両 者血清の生体内に於ける

骨髄に及ぼす影響を比較れすば,再 生不良性貧血で

は主として骨髄細胞の生成障碍に起因し, Banti氏

病では生成障碍に起因する場合と,成 熟障碍に起因

する場合との2型 がある.又 何れにしても前者の骨
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髄実質障碍作用の方が後者の場合より強力である

.擱筆するに臨み終始御懇篤なる御指導,御 校閲を

賜わりし恩師平木教授に衷心より感謝の誠を捧げる
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(本論文の要旨は昭和33年度第20回 日本血液学会

総会に於て発表した)

Influences of the Sera of Hypoplastic Anemia and Banti's Disease 

on Rabbit Bone Marrow

-by the bone-marrow tissue culture

- Part 1. Influences of the sera of hypoplastic anemia and 

Banti's disease on rabbit bone marrow

By 

Atsumu Okuhashi

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

In the tissue culture of the bone marrow from the rabbits previous given a single in

jection or successive injection of sera from the patients with hypoplastic anemia or Banti's 
the author obtained the following results.

1. In the case of a single injection, be it the serum of hypoplastic anemia or Banti's 
disease, no direct influence can be observed in the rabbit bone marrow.

2. In the case of successive injections with the serum of hypoplastic anemia both 
erythropoiesis and leucopoiesis are markedly decreased.

3. Even in the case of successive injections with the serum of Banti's disease likewise 
both erythropoiesis and leucopoiesis are markedly decreased.

4. In the case injected with the serum obtained from the splenectomized patient with 
Banti's disease no influence on hematopoiesis of the bone marrow can be recogized.

5. After seven successive injections with either one of the sera, if the animals are left 
without any further treatment, the bone marrow functions at the recovery stage of anemia 
are back at the normal level.

6. Comparing the in vivo influences of both sera on the bone marrow, when injected 

successively, the injection of the scrum from hypoplastic anemia mainly disturbs the produc
tion of bone marrow cells, while the injection of Banti's disease serum inhibits the produc
tion of bone marrow cells in some case while it hihibits the maturation of bone marrow 
cells in other. And the disturbance of the former on the bone-marrow parenchyma is stronger 
than that in the latter.


