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第一 章　 緒 言

結 核性 病 巣特 に肺 結 核 空 洞 の血 管 変 化 に つ

い ては,既 に古 くよ り諸 学者 に よ り,主 と し

て肺 動脈 につ い て研 究 され,肺 動 脈 の閉鎖 性

内膜 炎に よ る病 巣 の無 血 管 性 が 結 核 性 病 巣

の特 徴 と して 把 握 さ れ,又 他 方Calmette,

 Hubschmanに よつ て空 洞壁 を 貫 く肺 動脈 枝

に現 われ るRasmussenの 動脈 瘤 が 喀 血 の原

因 として強 調 され て きた.

近 時Streptomycin, P. A. S., Isonicotinic

 Acid Hydrazide等 抗 結 核 剤 の発 見 に 伴 い,之

等 化 学療 法 剤 の病 巣 内滲 透 の問 題,薬 剤に 対

す る耐性 菌 出現 の問 題 を め ぐつ て,結 核性 病

巣 の血管 構造 の問 題 は 新 た な 注 目を あ び る に

至つ た.

一 方肺 動 脈 の 閉鎖 後
,病 巣 部 の血 液 循環 に

気 管 支動 脈 が関 与 す る こ とはGuillot(1845),

 Firthow(1856)に よ り初 め て報 告 され た が,

 Wood & Miller(1938)44)は 拡 張 した 気管 支

動 脈 を空 洞 壁 内 に認 め,空 洞 よ りの 喀 血 は 之

に よ る と強 調 し,更 に 最 近Liebow(1950) 23) 38),

 Cudkowicz(1951, 1952) 28) 29), Delarue(1953,

 1955) 30) 31),小 河,長 沢,山 下(1952, 1954)

 12) 13) 14)
,徳 川,青 木(1952, 1954) 11) 1) 2)等 に

よつ て結 核 肺 で は 肺 動 脈 の 閉 塞 後,気 管 支 動

脈 の拡 張,増 生 が 起 り,病 巣 が気 管 支 動 脈 血

に よつ て灌 流 され る事 が 明 か に され て い る.

併 し乍 ら,従 来 の業 績 の多 くは造 影 剤注 入

材 料 のX線 学 的研 究,又 は合 成 樹 脂等 の注 入

後 の鋳 型 標 本 の 観察,或 は病 理 組 織 学 的 研 究

の成 績 で あ り,血 管 構造 の細 部 と新 生 血 管 の

形 態 並 び に そ の起 源 に つ い て は不 明 な 点 も少

くな い.
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余は肺結核空洞並びに乾酪巣を実験的に家

兎に作製 し,之 等の病肺を透明標本 として,

立体顕微鏡によつて観察し,病 巣の壊死,軟

化,崩 壊,空 洞化に件 う血管変化の推移を経

過を追つて観察し,空 洞並びに乾酪巣の血管

構造を解明すると共に病巣部における新生血

管の起源を明かにする等,幾 多の面に新知見

を得たので茲に発表する.

第二章　実験的空洞並びに乾酪巣の

形成実験

第一節　実験方法

(1)家 兎の結核死菌による感作

山村雄一氏等15)22)の原法に従い,体 重2kg

前後の家兎(雌 雄を問わない)に 次の組成の

混合液1cc(牛 型三輪株死菌5mgを 含む)を,

その大腿外側皮下に5～7日 間隔で5回 接種

し,約1ケ 月後ツベルクリン反応を陽転せし

める.山 村氏の原法によれば,家 兎肺臓のホ

モヂネー トが合まれているが,之 は省略して

も成績に差がないので省略した.

結核菌(牛 型,三 輪株)100℃C30分 加熱

死菌………………………150wg(湿 量)

流動パラフ ィン……………20cc

脱水ラノリン……… ………10cc

家兎肺臓のホモヂネー ト…省略

(2)二 次抗原の肺内注射

キルヒナー氏寒天培地に3～4週 培養後の

牛型結核菌(三 輪株)を 使用して,下 記の如

く二次抗原を作製 し(二 次抗原0.1cc中 に結

核菌生菌1mgを 合ましめる),前 述の如 くし

てツベルクリン反応が陽性になつた家兎に胸

壁肋骨間を通 じて,両 側の肺臓に0.1cc宛 注

射した.

結核菌(牛型,三 輪株,生 菌)………80mg

流動パラフ ィン……………………6cc

脱水ラノリン…………………………2cc

二次抗原の注射後家兎の一般状態を観察 し

なが ら, 10日後より99日後に亙 り,逐 次頸動

脈を切断,瀉 血致死させた.

第二節　実験成績

第一項　肉眼的所見

42例 中各種空洞18(附 図1),乾 酪巣11

(附図2)が 形成されたが,之 の他乾酪性肺

炎,肺 門淋巴腺結核,細 葉結節性病巣等種々

表1　 空 洞

表2　 乾 酪 巣
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のものがみられた,実 験手技の向上 と共に,

空洞,乾 酪巣の形成率は約75%に 達した.空

洞,乾 酪巣の形成部位,二 次抗元注射後日数

は表1,表2の 通 りであつて,両 側の如れの

肺葉でも形成可能であるが,余 の実験では右

側が多く,か つ中,上,下 葉の順に多かつた.

空洞は円形又は楕円形を呈し,そ の部の肋膜

は半球状に膨隆し,指 圧によりゴム球様の弾

力を感ずる.空 洞の内径は表1の 如 く,最 小

2×4mmよ り最大32×33mmに 達す るもの

もあつた.

空洞の内壁は灰白色の乾酪様物質で蔽われ,

その表面はやや凹凸不整である.

誘導気管支が空洞に開口しているのを認め

る事もあり,又 空洞内に梁,櫛,棘 等を形成

している事もある.又 巨大空洞では一肺葉が

完全に嚢状空洞化し,壁 は極めて菲薄 となつ

ている.か かる空洞は往々胸壁肋膜や縦隔肋

膜側で索状の癒着を営んでいる.

乾酪巣は外観上空洞 と同様に多くは肺の表

面に円形の膨隆を形成しているが,指 圧によ

り充実性の腫瘤 として触れ,割 面は貧血性で

灰白色を呈しており,そ の大いさは表2の 如

く,最 小6×4mmよ り最大12×15mmの 内

径を有していた.乾 酪巣の形成された部の肋

膜には肥厚が認められるが,空 洞の如き癒着

形成は認められなかつた.

第二項　病理組織学的所見(附 図3, 4)

空洞の最内側にはHaematoxylin-Eosin染

色により,淡 赤染する乾酪化 した壊死層があ

り,そ の中に白血球,淋 巴球その他破壊 され

た細胞の細片を含んでいる.壊 死層と肉芽層

の移行部は壊死の程度が特に強く,細 胞核の

細片も僅に認められるに過ぎない,そ の外側

は類上皮細胞,淋 巴球その他の円形細胞,線

維芽細胞,毛 細血管,前 毛細管部に於ける新

生血管を含んだ肉芽層で,更 に結合織性の被

膜層が存在し,漸 次無気肺,気 腫或いは滲出

性炎症像を示す肺胞へ と移行する.標 本によ

つては肋膜部に円形細胞を主 とする細胞浸潤

と毛細血管 の新生 を認 め る場合 がある.

 Ziehl-Neelsen染 色を行 うと,主 として壊死

層に多数 の抗酸性菌が認められたが,肉 芽層

にも少数の抗酸性菌が認められる.

乾酪 巣を病理組織学的に見 ると,中 心部に

はEosinに 強 く染つた乾酪壊死部があり,そ

の中には高度に破壊 されて,僅 に核の細片を

認める部 と,比 較的核の変化が軽微な部 とが

混在 している.乾 酪巣の内部には血管は極め

て少い.

乾酪巣の結合織生被膜形成は認められない

が,乾 酪巣の周囲には円形細胞,線 維芽細胞

の浸潤が著明であ り,帯 状に乾酪巣を囲繞し

ている.乾 酪巣の更に外側には剥離性肺炎像

があ り,こ の部には気管支周囲炎による円形

細胞浸潤が認められる事がある.

第三項　小 括

余は山村氏の方法により,家 兎に実験的に

空洞及び乾酪巣を作製し,之 を病理組織学的

に検討した.之 等の病巣壁は類上皮細胞,淋

巴球その他の円形細胞の浸潤が認められ,特

に空洞壁は壊死層,肉 芽層更に結合織性被膜

が認められ,人 肺結核空洞の壁 と極めて類似

した構造を呈してお り,余 の研究 目的に適 う

ものである.

第三章　実験的結核性空洞並びに

乾酪巣の血管構造

第一節　実験方法

前述の如 く山村氏の方法により,家 兎に結

核性空洞及び乾酪巣を形成した後,家 兎をウ

レタン麻酔のもとに総頸動脈を切断致死 させ

る.そ の後先ず両側の総頸動脈,腋 窩動脈,

引続き気管を喉頭直下で結紮 し,更 に開胸し

て心嚢を切開し,大 動脈を起始部で結紮 した

後,下 行大動脈を横隔膜直上部で結紮離断 し,

カニューレを大動脈内に挿入,固 定 した後,

市販墨汁又は1%ベ ル リン青溶液を注射器を

用いて注入する.そ の後肺動脈を起始部で結

紮し,カ ニューレを挿入して肺動脈に,又 同

様にして肺静脈に夫々1%ベ ル リン青液,墨

汁液,市 販朱汁を注入する.

肺動,静 脈への注入液の種類 と注入量は観

察 目的によつて適宜に取捨,増 減するが朱汁
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は毛細管には注入されないので,主 幹部の観

察に適し,墨 汁及びベル リン青は毛細管にも

注入可能で,微 細血管及び主幹部両者の観察

に適する.注 入量の多寡は後述する透明標本

の良否を決定するので最も苦心を要する所で

ある.

以上の如 くして色素注入が終れび,之 を10

%フ ォルマ リン液にて固定し,水 洗 した後,

 70%, 80%, 90%,純 アルコール,無 水アルコ

ールを各々1日 宛通して完全に脱水 し,更 に

ベンゾールに1日 浸漬した後,最 後に冬緑油

(サ リチル酸メチル)に24時 間以上浸漬して,

 Spalteholz式 透明標本を作 る.こ れを冬緑油

に浸漬 したまた,肉 眼的に観察 し,又 必要に

よ り1～2粍 の連続切片 として立体顕微鏡に

よ り観察し,更 に接写,顕 微鏡写真を撮影観

察 した.肺 血管の顕微鏡的観察は出来るだけ

厚い標本を用いた方が立体像の把握に有利で

ある事はい うまでもない.

第二節　実験成績

結核性変化は常に結核性肺炎(滲 出性炎症)

→乾酪化 → 融解 → 空洞化 という過程を とる.

従つてこの間における血管変化を経過を追つ

て記載する.

第一項　結核性肺炎

附図5は 肺内注射後17日 目の限局性肺炎巣

の透明標本である.色 素は肺動脈にベル リン

青,肺 静脈に墨汁を注入し,更 に気管支動脈

よりベルリン青を注入した.

病巣内には肺動脈より注入したベル リン青

は全 く認められないが,周 辺の健康肺部には

肺胞 まで入つている,こ れに反 し肺静脈枝に

は墨汁が注入されて微細血管が認められる.

即ち早期には肺動脈枝の方が,肺 静脈枝より

先に閉塞するもの と考えられる.こ の時期に

は病巣内及び周辺部に血管の新生は未だ全 く

認められない.

第二項　乾酪巣

乾酪巣を透明標本によつて観察すると,巣

内の肺胞に至る細動,静 脈は全 く閉鎖消失 し

て血管構造を失つている.併 し中心部のみに

気管支腔を中心 として,血 管網が認められる

事がある.こ の場合に於ても肺動,静 脈はそ

の主幹部を除き正常の分枝を殆んど失つてお

り,残 存したものは迂曲或いは部分的拡張を

呈 し,更 にその遺残分枝 と主幹の周囲には百

足の足の様な新生1血管が乾酪巣内に突出して

辺縁部では相互に網状の連絡 を作つ ている

(附図6).

乾酪巣の周辺部に於ては,無 構造の乾酪巣

と対蹠的に複雑な血管網が認められる.即 ち

比較的遠隔部では肺動脈主幹 よりの分枝は殆

んど不変化のまま遺つているが,細 動脈枝に

なると狭窄や部分的拡張が処々に認められ,

更に末梢では毛細管の新生が著明である.

大 きな気管枝が乾酪巣に接している場合は

その気管支動脈には著明な拡張が認められ,

気管支動脈及び気管支壁血管網は周囲に向つ

て新生毛細血管を出している.そ して気管支

動脈の新生血管 と肺動脈系新生血管の間には

前毛細管性及び毛細管性吻合が認 め られる

(附図7).

乾酪巣が肋膜直下にある場合には,未 だ胸

壁肋膜 との癒着形成,胸 壁よりの新生血管の

進入は認められないが,肥 厚 した肋膜部には

肺動,静 脈系に属する毛細血管が新生して,

乾酪巣を囲繞 している.

肋膜下小葉大乾酪巣の巣内は,同 様に無血

管の状態であるが,肺 動,静 脈は迂曲,屈 曲,

部分的拡張,狭 窄を示しながら乾酪巣を囲繞

してお り,他 に肋膜側よりの肺動,静 脈の前

毛細管及び毛細管が加わ り,双 方より乾酪巣

を囲繞 している(附 図8).

第三項　空洞化を始めた乾酪巣

極めて興味ある例 として肺内注入後83日 目

に誘導気管支開口部より融解して空洞化を始

めた乾酪巣を得た(附図9).標 本は気管支動

脈にベル リン青,肺 動脈より墨汁を注入した

ものである.乾 酪巣は右上葉の10×12mmの

大いさで,空 洞化した部 分は二房 性を示 し

0.37×0.45mm, 0.3×0.33mmの 大いさを

示している.

乾酪巣内には血管構造を全く失つており,

病巣の周辺部には肺動,静 脈系遺残血管及び
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それらよりの新生毛細血管が乾酪巣を囲繞 し

てお り,肥 厚 した肋膜にも肺動,静 脈系の新

生血管が認められる.

空洞化した部分の壁は以上の血管とは質量

ともに全 く構造の異なる新生血管が豊富に形

成されている.こ の特異な新生血管の認めら

れる範囲は空洞壁の約半周で誘導気管支側に

限られてお り,肋 膜側ではこの様な血管は全

く認められない.こ の部の血管網はやや後側

にあつて空洞壁 と殆んど平行に走る前毛細管

部と,そ れから直角或は斜方向に分岐して空

洞壁に向い,種 々の厚さで空洞壁を蔽 う壊死

物質の直下に達 し,こ こで反回して静脈系に

移行する毛細血管 とよりなつている.そ して

空洞壁に向う毛細管は相互に複雑に吻合して

不規則な網眼を形成している.こ の血管網を

主幹に向つて辿ると,気 管支動脈の分枝 より

出ている事が分る.即 ち空洞化を始めた部分

の壁に限つて認められる特殊の血管網は誘導

気管支壁における気管支動脈系の新生血管 と

考えられる.

誘導気管支壁の微細血管網 も増生している.

誘導気管支附近の肺動脈は空洞の近 くでは正

常分枝構造を失つた後,新 生 した毛細血管に

よつて乾酪巣を囲繞しているが,病 巣より離

れるに従い正常構造を呈している.

空洞壁及び気管支に見られる新生の著明な

気管支動脈枝 と空洞附近に新生した肺動脈枝

との間には前毛細管性及び毛細管性吻合が処

々に認められた.

第四項　空 洞

(1)肺 動,静 脈

肺動脈を肺門側より末梢に向つて辿つて行

くと,空 洞壁に達する直前の部においてその

多くは閉塞している.併 し空洞の側壁に肺動

脈枝が接近している場合は空洞の円形又は楕

円形の膨隆によつて圧迫転位 され,肺 動脈は

その細動脈を失つたまま空洞壁を迂回して空

洞を周繞している(附 図10).

多発性空洞で空洞の間を肺動脈が走 る場合

には,肺 動脈は空洞に近ず くと共にその内径

を縮小し,再 び空洞を離れるに従い,そ の内

径を恢復する.こ の様な狭窄は空洞による圧

迫のみならず,閉 鎖性動脈内膜炎の存在を考

えさせる.こ の狭窄部の血管壁よりは空洞壁

に向 う新生血管がある。又肺動脈には狭窄と

共に動脈瘤様拡張が認め られ る ことが ある

(附図11).

空洞に向 う肺静脈枝は肺動脈枝 と同様に空

洞壁に達する前に多くは閉鎖 しているが,大

きい分枝では肺動脈と同様に,空 洞により側

方に圧迫,転 位され,為 に肺静脈は空洞壁を

迂回して走つてお り,又 経過中往々静脈瘤様

拡張 と狭窄を伴つている(附 図12).

(2)空 洞壁及び周囲の血管

空洞壁は最内層の壊死層とその外側にあつ

て血管の豊富な肉芽層の二層より形成されて

いるが,肉 芽層内の血管はその成立上三種類

に区別される.即 ち

①肺動,静 脈の細い分枝に連絡する血管網

②肺動,静 脈の主幹に連絡する血管網

③誘導気管支開口部附近にあつて気管支動

脈に連絡する血管網

の三種類で,以 下順を追つて記載する.

①肺動,静 脈の細分枝に連絡する血管網

附図13の 如 く,や や後方にあつて,空 洞壁

に平行に走行する細血管 と,そ れより垂直又

は斜方向に空洞に向う百足の足の如き新生毛

細管 とよりな り,壊 死層の直下で小なる弧を

面いて反回し,遂 に静脈系に移行しているが,

それらの毛細血管は相互に籠状に密な連絡を

作つている.之 は空洞壁の大部分を占めてい

る.

②肺動,静 脈の主幹に連絡する血管網

附図14の 如 く,肺 動,静 脈の主幹が空洞壁

に近接している場合,又 は多発性空洞例に認

められる.主 幹より空洞に伸びる分枝は空洞

に達する前に閉塞して,そ の分枝 と主幹 より

肉芽層内に毛細血管が新生したものである.

新生毛細血管は ① と同様に肉芽層内にあつ

て複雑な網眼を形成している.

③誘導気管支開口部附近にあつで気管支動

脈に連絡する血管網

誘導気管支開口部附近のみに認められ る.
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肥大拡張,迂 曲した気管支動脈 と増生した気

管支壁毛細血管に連絡してお り,空 洞壁肉芽

層内に認められ る.こ のIII型に属する血管網

は誘導気管支開口部より遠ざかるに従い,漸

次I型 に属する血管網に移行する.又 気管支

附近においては気管支動脈と肺動脈新生血管

との間に多数の前毛細管性及び毛細管性吻合

が認められる(附 図9, 15).

(3)梁,棘,櫛 の血管

空洞が一定の大いさ以上に達するとその領

域にある肺動,静 脈は空洞内に梁 となつて遺

る.梁 は肉眼的には無構造であるが,色 素注

入後に透明標本として観察すると附図16の如

く,中 心部には該血管の遺残腔が梁の中心部

を貫通しており,そ の遺残血管よりは,周 囲

に向つて多数の不規則な新生毛細血管を出し

ており,梁 の周辺部に附着する壊死物質の下

迄達している.こ の新生された毛細血管は相

互に吻合して,遺 残血管を中心として竹箒の

穂を見る様な貌を示す.

棘並びに櫛は空洞壁の突出部であるが,こ

の部の血管網は空洞壁血管の1型 に包含され

るもので,棘,櫛 の隆起に相当して空洞内腔

に突出している.

第五項　誘導気管支

(1)気 管支動,静 脈

実験的家兎結核肺の気管支動脈に墨汁,ベ

ル リン青を注入すると,空 洞のある肺葉に分

布する気管支動脈の走行は,正 常例に比 し,

迂曲,蛇 行して内径も増大 している.又 時 と

して動脈瘤様拡張を示すこともある.

空洞及び乾酪巣の隣接部では気管支動脈は

多数の新生血管を出して,空 洞壁 と乾酪巣に

動脈血を送つている.又 この部では肺動脈 と

の間に前毛細管部及び毛細管部において吻合

を営んでいる.

気管支静脈は家兎においては第三次気管支

壁より起 り,肺 門部迄気管支動脈とほ蔭平行

して気管支被膜内を走つてお り,通 常その内

径は肺動脈よりやや大であるが,気 管支動脈

の如き変化は認められない.末 梢部に於ては

静脈血は肺静脈に還流するので気管支静脈性

毛細管の変化は気管支壁血管の項に於て述べ

る.

(2)誘 導気管支壁血管

誘導気管支壁は正常気管支に比し,一 層複

雑 となり,色 素注入標本によつては動脈系,

静脈系の移行部は不明であるが,血 管分布は

増加している.而 してかかる気管支壁血管網

は前述の如 く空洞壁の一部では旺盛な増生を

示して,直 接空洞壁に分布しており,又 気管

支よりやや遠隔部の空洞壁に分布する肺動脈

枝 と気管支壁周囲血管 との間には処々に前毛

細管性及び毛細管性吻合を営んでいる.

第六項　肋 膜

肺に乾酪巣若 くは空洞が形成されると,程

度の差はあるが,肺 肋膜は肥厚し,更 に索状,

若 くは膜状癒着を形成する.癒 着形成部には,

肋膜窮窿部に於ては,肋 間動,静 脈より新生

血管が進入し,更 に肥厚肋膜部に於て複雑に

分岐して,肋 膜部毛細血管網を形成し,更 に

この部に於て,肺 動,静 脈の毛細血管に連絡

している.又 縦隔肋膜の癒着部よりは気管支

動脈,食道動脈,心嚢動脈の分枝が伸びており,

同様に肺動,静 脈系毛細血管と吻合している.

第四章　総括並びに考按

余は家兎に実験的に結核性空洞並びに乾酪

巣を形成した後,之 等の結核肺の気管支動,

静脈及び気管支動脈に各種の色素を注入して,

透明標本を作製 し,立 体顕微鏡により観察し,

興味ある知見を得た.

(1)肺 結核空洞並びに乾酪巣の血液循環

被感作家兎に第二次抗原 として,生 菌1mg

を直接肺内に注入すると,抗 原抗体反応によ

つて,注 入部位に一致してアレルギー性結核

性肺炎を生じ,更 に乾酪化,融 解,空 洞化と

いう過程をへて病巣が進展する.こ の過程に

従つて肺内注入後,適 宜の時期に色素注入,

透明標本を作製して行くと血管変化の推移を

経過を追つて観察出来る.

即ち先ず結核性肺炎の時期には,閉 鎖性血

管内膜炎によつて,肺 動脈次で肺静脈の順に

血管が閉塞すう.石 橋3)は 家兎に結核菌を経
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気道感染させた場合の肺血管に硫酸バ リウム

を注入して, X線 撮影を行い,動 脈変化の方

が静脈より著しい事を述べているが,余 の実

験に於ても同様の所見を認めた.

更に乾酪性変化が加われば,病 巣内の微細

血管は完全に消失して,病 巣は殆んど無構造

となるが,病 巣内を肺動脈の主幹が走つてい

る場合は,そ の主幹のみに血流が保たれてお

り,そ れより周囲に百足の足の様な新生毛細

管を出している.

乾酪巣の被膜部の血管は,空 洞壁に比べれ

ば遙かに少いが,周 縁部には気管支動脈系新

生血管及び肺動脈系新生血管の複雑な血管網

が存在し,之 等両系の血管網の間には前毛細

管部,毛 細管部に吻合が認められる.

併し乾酪巣周縁部の血管変化は,空 洞に比

べれば遙に軽度であり,肺 動脈と気管支動脈

との吻合 も比較的少い.

乾酪巣の血管支配を模式化すると図1の 如

くなるが,松 尾17)は被包乾酪巣の血管支配に

ついて,連 続切片による再構成により追及 し

た結果,被 包乾酪巣は A)変 化を免れた隣接

肺動脈枝, B)近 接したより大きい肺動脈枝

の栄養血管, C)所 属気管支壁毛細血管網の

三者より動脈血を受けていると述べている.

余の実験に於ては乾酪巣はa)肺 動脈の遺残

血管とそれよりの新生毛細画管b)所 属気管

支の気管支動脈及び気管支壁毛細血管網より

動脈血を受けることが認められたが,松 尾の

如き気管支動脈より起る肺動脈の栄養血管は

認め得なかつた.

乾酪巣が融解 して空洞化が始まると,そ の

部の壁には乾酪巣の被膜部 とは質量共に全く

異なり,空 洞壁血管に類似する毛細血管網が

認められる.之 の毛細血管網は気管支動脈及

び気管支壁血管網より新生したものと考えら

れる.

肺結核空洞の血管構造を模型的に図示すれ

ば図2の 如 くなるが,肺 動,静 脈は狭窄,閉

塞,圧 排,迂 曲等の変化を受ける傍ら,そ の

遺残血管の細管部及び主幹部の両者より新生

毛細血管を出してお り,空 洞壁内の壊死層の

直下迄達 して反回し,相 互に籠状に密に纏絡

している.一 方気管支動脈は主幹部に於ては

拡張,迂 曲,蛇 行 して病巣部に達し,遂 に誘

導気管支附近即ち空洞の肺門側に於て,気 管

支動脈及び気管支壁 より新生 した毛細血管を

空洞壁に送る,そ してこの附近に於て肺動脈

枝 との間に前毛細管部,毛 細管部を問わず豊

富な吻合を形成して,気 管支動脈血を空洞の

側壁に送つている.更 に空洞の体壁側に於て

は癒着部を介して,肋 間動脈が進入 し,肋 膜

肥厚部に増生した肺動,静 脈系血管 と連絡 し

て,遠 隔側より動脈血を供給している.

Cudkowicz26) 29)は気管支動脈に造影剤を注

入して観察 し,空 洞性結核性病巣に於ては,

肺動脈枝の閉塞 と気管支動脈の著明な拡張が

起 り,一 方閉塞 した肺動脈は気管支動脈性の

Vasa Vasorumに よつて再疏通され,従 つて

空洞壁血管は悉 く気管支動脈性であると報告

し, Delarue et al30) 31)は気管支動脈と肺動脈

から注入された結核肺のX線 学的並びに病理

組織学的検索により,空 洞壁は気管支動脈に

属する非常に密接な血管網によつて占められ

ており,又 空洞壁に於て閉塞 した肺動脈に気

管支動脈の細枝が積極的に進入 して肺動脈を

再疏通すると述べている.

本邦に於ては小河,長 沢12) 13) 19),山 下20)等

はメチールメタクリレー トの色素加モノマー

を注入して,鋳 型標本を作 り,肺 門側即ち誘

導気管支開口部附近に新生 した気管支動脈枝

が多数分布し,豊 富な吻合を形成 してお り,

この部の肺動脈には閉塞が認められると述べ

ている.

余は以上の諸家が, X線 学的方法或は合成

樹脂注入法によつているため,空 洞並びに乾

酪巣の血管の細部迄は究明 し得なかつた点 よ

り鑑み,家 兎に人肺結核病巣 と類似した変化

を実験的に作製 して,特 に.標本を透明化して

立体顕微鏡によつて観察 したので,空 洞,乾

酪巣の微細血管構造を詳細に解明す ることが

出来た.

乾酪巣の軟化,融 解,空 洞化の機転に関し

ては,従 来細菌学的,化 学的,酵 素学的,ア
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図1.　 乾 酪 巣 の血 管 構 造(模 型図)

図2.　 空洞の血管構造(模 型図)
レルギー学的に研究されて来

たが,な おこの問題について

は充分なる結論に達していな

い現況である.余 の実験的研

究によつて明かとなつた如 く,

誘導気管支開口部における気

管支動脈の増生 と,動 脈血の

血流増加が乾酪巣の融解機転

に何等かの役割を演ずるので

はないか と考えられるが, こ

の点に関 してはなお今後の検

討に待ちたい.

(2)肺 血管の閉塞と新生

肺に二次抗原を注入すると,

アレルギー性結核性肺炎が惹

起され,先 ず閉鎖性内膜炎に

ようて病巣部の肺動脈,次 で

肺静脈の順序に血管が閉塞す

る.こ の際血管の閉塞は毛細

管部,前 毛細管部を問わず進

行 し,遂 に乾酪化と共に病巣

は色素の注入されない無血管
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の病巣となる.

併し,病 巣内及び病巣の側壁に主幹部が存

在する場合,該 血管は完全に閉塞せず,僅 か

に狭窄が局部的に認められるのみの場合があ

る.山 下は肺動,静 脈のみならず乾酪化した

部分に於て,気 管支動脈の閉塞を軽度ながら

認めたと述べているが,余 の実験に於ては実

験的結核症で経過の短いためか新生血管の再

閉塞は之を確認する事が畠来なかつた.

 病巣が乾酪化 し,更 に空洞化すると共に病

巣の内外に種々の形態を示す血管が新生する

が,こ の場合血管の新生は,多 くは病巣部血

管の閉塞後に認められる.た だ例外 として,

血管の主幹部が乾酪巣内にある場合,又 空洞

では血管主幹が洞内に梁 となつて遺つている

場合及び空洞の側壁を走つている場合は,該

血管は肥厚性内膜炎により狭窄を生じている

傍ら,そ の周囲に新生血管を出している.即

ち太い血管の周囲では例外的に血管の閉塞 と

新生の両機転が平行して起つているのが認め

られた.

結核肺に於ける新生血管の起源については,

従来Wood・Miller44),青 木1) 2),徳 川11),山

下20), Cudkowicz28) 29), Delarue30) 31)等の如 く,

気管支動,静 脈及び縦隔動脈,横 隔動脈,食

道動脈,肋 間動脈等大動脈に由来する血管よ

り新生を認めている者が多い.併 しながら肺

動,静 脈 よりの血管新生については,未 だ全

く報告なく,又 積極的な否定意見 も述べられ

ていない.

余はこの問題について,実 験材料を詳細に

立体顕微鏡によつて検索した結果,諸 家によ

つて報告されている気管支動,静 脈及び肋間

動脈等の大動脈系血管に新生を認めた他に,

肺動,静 脈の前毛細管部及び毛細管部に明に

病巣に向 う新生血管網の形成を認めた.

又余の実験に於ては主幹血管の周囲に,そ

の主幹と交通を有する毛細血管の新生を認め

ているが,之 はCudkowicz,松 尾等のいう栄

養動脈かとも考えられるが,色 素注入により,

気管支動脈に注入された色素を認めず,肺 動,

静脈に注入された色素により,充 盈される点

より考えると,之 の主幹周囲の毛細血管も肺

動,静 脈性のものと考えられる.

第五章　結 論

余は家兎肺に実験的に形成 した空洞18,乾

酪巣11を 中心とする結核性病巣を経過を追つ

て透明標本とし,立 体顕微鏡下に観察する事

により以下の如き結論を得た.

1)結 核性病巣においては,先 ず肺動脈,

次で肺静脈が閉塞する.

2)乾 酪巣内には血管は殆んど消失してい

るが,肺 動,静 脈の主幹とその遺残分枝の周

囲には,新 生血管を認める事がある.

3)乾 酪巣の被膜には空洞壁に比 し,血 管

分布が少いが,周 辺部には細動,静 脈枝に狭

窄や拡張が認められる.

4)乾 酪巣の周辺部では気管支動脈は拡張

し,気 管支動脈 と気管支壁血管には,新 生に

よる増生が認められる.

5)乾 酪巣周辺部に於て,肺 動脈系新生血

管 と気管支動脈系新生血管の間には,処 々に

前毛細管部,毛 細管部の吻合を認めるが,こ

の吻合は空洞壁に比較すれば少い.

6)乾 酪巣は前項の吻合部を通じて肺動脈

にも気管支動脈血が灌流している.従 つて乾

酪巣は気管支動脈及び肺動脈系新生血管によ

つて動脈血を受けている.

7)空 洞化を始めた乾酪巣では,誘 導気管

支開口部の空洞壁に,気 管支動脈系新生血管

を認めた.

8)空 洞に分布する肺動,静 脈は空洞に達

する前に閉塞するが,空 洞内に梁となつて遺

つている時はその中心に細い遺残血管腔を有

し,周 囲に網状の新生血管が囲繞 している.

9)空 洞の側壁を肺動,静 脈の主幹が走つ

ている場合は空洞によつて圧迫,狭 窄,転 位

されるが,又 動,静 脈瘤様拡張を認める事が

ある.

10)空 洞壁に分布する毛細血管をその起源

によつて, ①肺動,静 脈の細分枝に連絡す る

血管網, ②肺動,静 脈の主幹部に連絡する血

管網, ③誘導気管支開口部にあつて気管支動
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脈に連絡する血管網の三種に分類 した.

11)空 洞壁血管は前項三種類に分類 される

が,空 洞壁内においては壊死層の直下で小な

る円弧を画いて,反 回 して静脈系に移行する.

それらの毛細血管は相互に網状に密に連絡 し

ている.

12)空 洞に分布する気管支動脈は拡張,迂

曲して血流増加が考えられる.又 空洞の肺門

側で誘導気管支周囲に於て,肺 動脈枝 と気管

支動脈枝の間に前毛細管性及び毛細管性吻合

が多数認められる.

13)気 管支静脈の変化は気管支動脈に比較

すると軽度であるが,気 管支壁血管は増生 し

ている.

14)乾 酪巣,空 洞の肋膜炎部には,肺 動,

静脈系血管が新生するが,癒 着部を介 して,

肋間動脈,食 道動脈,心 嚢動脈が進入して,

相互に吻合 している.

15)結 核性空洞は,肺 門部に於ては,新 生

した気管支動脈により,肋 膜側よりは肋間動

脈,食 道動脈,心 嚢動脈等大動脈系姉妹血管

により,そ の他の部では肺動脈の新生血管 と

気管支動脈の吻合部を介 して動脈血を受けて

いる.

16)結 核病 巣 部 の血 管 新 生 は,気 管 支動 脈

及 び そ の姉 妹血 管 のみ な らず,肺 動,静 脈 系

に も起 る事 を確 認 した.

擱 筆に 当り,終 始御懇篤な る御指導,御 校閲を賜

わつた恩師平木潔教授,大 藤真助教授,並 びに御指

導,御 鞭韃を賜わつた国立岡山療養所長市村丑雄博

士に深甚な る謝意を表す る.又 病理組織標本につ き

御 教示を戴いた国立岡山療養所木南正之博士に深謝

す る.

本研究に対して昭和29, 30年度厚生省治療研究費

の補助を受けた.茲 に厚 く謝意を表する.

(本論文の要 旨は昭和31年5月 第31回 日本結核病

.学会
総会に発表 した)

(本論文の主要文献は第三編末尾に一括掲載す る)

Blood Vessels of Tuberculous Cavities 

Part One

On the Blood Vessels and Vascularization of Tuberculous 

Lesions Mainly on the Pulmonary Cavities

By 

Junnosuke Takata

Department of Internal Medicine Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

By making Spalteholz's preparates from the lungs of adult rabbits, mainly from the 18 
experimentally induced cavities and 11 caseous foci, following the progress of these tuber
culons lesions, and examining these specimens under a 3-dimentional microscope, the author 
has arrived at the following conclusions:

1) In the tuberculous lesions, it has been found that the blocking of the pulmonary 
artery occurs and subsequent blocking of pulmonary veins.

2) In the caseous foci, blood vessels are almost obliterated and occasionally newly formed 
blood vessels are seen around the main artery and vein as well as around their residual 
branches.

3) On the capsules of the caseous foci are found comparatively less vessel distribution
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as compared with those on the cavity walls, while stenosis and dilatation can be recognized 

around the branches of arterioles and venules.
4) In the periphery of caseous foci, bronchial arteries have become dilated and among 

the bronchial arteries and bronchial wall vessels are found newly formed arterioles and venules.
5) Around the caseous foci are found occasional anastomoses precapillary and capillary 

between the newly formed pulmonary and bronchial arterioles, but numbers of these anastomoses 
are less than the numbers of cavity-walls.

6) Blood in the bronchial artery is seen flowing even into the pulmonary artery by way 
of the anastomoses around the caseous foci, previously mentioned. Consequently the caseous 
foci are supplied with arterial blood by the bronchial arteries as well as by newly formed 

pulmonary arterioles.
7) In the caseous foci that have started cavitation, newly formed bronchial arterioles 

can be recognized on the cavity walls at the orifice of drainage bronchus.
8) Pulmonary arteries and veins distributed in the cavity are blocked before reaching 

the cavity; but when they remain in the cavity in the form of beam, residual vessel lumen 
are seen in the central part of the beam and newly formed blood vessels of networks are 
seen surrounding the beam.

9) When the main pulmonary artery and vein are running on the side-wall of the 
cavity, these vessels are compressed, narrowed, and dislocated; and aneurysm and varix-like 
dilatation can occasionally be recognized.

10) Capillaries distributed on the cavity wall are classified into three categories according 
to their origin, namely, (1) those capillary vessel-networks that are newly formed from 
the small branches of pulmonary artery or vein; (2) those capillary vessel networks that 
communicate at the main trunk of pulmonary artery or vein; (3) those capillary vessel 
networks that are located at the orifice of the drainage bronchus and communicate at bron
chial artery.

11) Vessels on the cavity wall mentioned above make small circles immediately under 
the necrotic layer, and reverse to venulous vessels. All these capillaries are closely connected 
with each other in a network formation.

12) The bronchial arteries distributed on the cavity walls are dilated and turned and 
twisted, thus the bloodflow is thought, to have increased; and on the side of the hilus pul
monis of the cavity, numerous precapillary or capillary anastomoses are seen between pulmo
nary and bronchial artery around the drainage bronchus.

13) The degree of changes in bronchial vein is less than that observed in the brohial 
artery, but the vessels on the bronchial wall are proliferated.

14) New vessels are formed from pulmonary arterioles and venules in the sickened por
tion of caseous foci and cavities; and the intercostal, the esophageal, and the pericardiac 
arteries penetrate into these pleuritic regions and anastomosed with each other.

15) Tuberculous cavity receives arterial blood from the newly formed bronchial arteries 
on the side of hilum pulmonis , and on the side of pleura from the aortic sister vessels such 
as the intercostal, the esophageal, and the internal mammary arteries; and at the other 

parts, the arterial blood is supplied by way of the anastomosed parts of newly formed pulmo
nary arterioles and bronchial arteries.

16) New blood vessel formations of tuberculous lesions have been confirmed to occur 
not only from the bronchial arteries and their sister branches but also from the pulmonary 
ateries and veins.



1722 高 田 潤 之 介
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附 図1.

左下 葉の実験的結核性 空洞.

附 図3.

実験 的結核性空 洞壁の病理組織標本.

附 図5.

肺内注 人後17日 目の限局性肺 炎巣の透 明標 本:肺 動脈

は閉塞し肺静脈のみ色素が注入されてい る.

附 図2.

左下葉の実験的乾酪巣(墨 汁,ベ ル リン青溶液注入)

附 図4.

実験的乾酪巣の病理組織 標本.

附 図6.

乾酪巣の中心部にあ る肺動脈 と気管支動脈　 乾酪巣

内の微細血管は全 く消失し気管支の周囲のみに肺動脈

及びその新生血管 と拡張した気管支動脈及びその新生

血管が認め られ る.



肺結核空洞の血管構造に関する研究 1723

高 田 論 文 附 図

附 図7.

乾酪巣の周辺部における血管:気 管支壁には気管支動

脈の著明な拡張 と,新 生血管 との間に前毛細管性,毛 細

管性吻合が認められ る.

附 図9.

空洞化を始めた乾酪巣の誘導気管支 開口部の血管:誘

導気管支開口部の空洞壁には気管支動脈系新生血管が 著

しく新生 している.こ の新生血管 と肺動脈枝の間には前

毛細管性及び毛細管性吻合が認め られる.

附 図11.

多発性空洞の肺動脈:肺 動脈には圧迫及び閉塞性動脈

内膜炎に よる狭 窄と動脈瘤性拡張 が認め られ る.又 肺動脈
の狹窄部には空洞壁に 向う新生血管が多数認め られ る

.

附 図8.

肋膜下にある小乾酪巣 の血管:肥 厚 した肋膜部には

肺動,静 脈の前毛細管及び毛細管が囲繞 している.

附 図10.

空 洞 壁 の 肺動 脈:空 洞 に よつ て圧 迫,転 位 され て 空

洞 壁 を迂 回 して 走 る.

附 図12.

空洞壁の肺静脈:空 洞により圧迫,転 位 され,静 脈

瘤様拡張 を認めることがあ る.
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附 図13.

空洞壁血管(I型)肺 動脈の細分枝に連絡す る血管網.

附 図15.

空洞壁血管(III型)誘 導 気管支開 口部にあつて気管支動

脈に連絡す る血管網(左 側の空洞壁に接す る部).著 明

に怒張 した気管支動脈と肺動脈枝との間に前 毛細管性,

毛細管性吻合が存在す る.
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附 図14.

空洞壁血管(II型)肺 動脈の主幹に連絡す る血管網.

附 図16.

空洞梁 の血管:梁 の中心を遺残血管が走 り,そ の遺

残血 管 より 多数の新生血管を出 している.


