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緒 論

流行性脳炎罹患二十 日鼠に於け る核包含体

の特殊性に就 いては,浜 崎教授及 び同門下生

に よつて種 々発表があ り,又 浜崎教授の包含

体に就 いての綜説に 明 瞭 にされて居 る1).而

して種 々の臟器特に脳,内 耳,眼,脾 臟,肺

臟,肝 臟等に就 いて も既 に 発 表 され て居 る

が,骨 髓 に就 いては今なほ系統的 な発表が行

はれていない.余 は前二回に於いて流行性脳

炎罹患二十 日鼠 の骨髓 に出現す る核包含体 を

時間的に追求 し発表 した.流 行性脳炎病毒の

接種を受けた二十 日鼠では接 種 方法 の如何に

拘 らず脾臟の網状織細胞に核包含体が形成 さ

れ る.殊 に 静 脈接 種に於 て著 し く接種後12

時間で 中心動脹 周圍の網状織細胞 に包含体の

形成が起 り, 48時 間 で包含 体 形 成 は極期 に

達する.此 の時間的関係は ビール ス血症の消

長 とよく一 致す るもの であつ て,此 れ が 緒

方,高 木2)の 内臟期に一致す ることもほ ゞ明

かで ある.所 謂内臟期では ビール スの著 しい

増殖を起す時期 で あつて内臟中最 も変化を起

すのは 脾 臟であ る とこ ろか ら ビール スの増

殖は主 として脾 臟で起 るもの と想像せられ る

(浜 崎).

依つて浜崎教授 の指導に よ り剔脾 の包含体

形成に及ぼす影響 を究明せん と企 て,先 づ骨

髓 のそれに及ぼす影響 に就 いて検索 した.

今回は健康二十 日鼠を 手術 的 に 脾 臟 を 剔

出 し,日 本流行性脳炎 の病 毒 を接 種 し骨 髓

に於け る核 包含 体 の消 長 を 時 間 的 に 追 求

した.

實 驗 方 法

実験 に使用 した動物は成熟健康二十 日鼠 を

用ひ,其 の脾臟を別出 し, 3日 後に 日本流行

性脳炎病毒 を接種 した.接 種材料は 当教室所

藏の佐藤株 の鼻内接種 を行い定型的に発症 し

た二十 日鼠脳か ら20倍 稀釈 乳 剤 に作製 して

其の0.4ccを 剔脾二十 日鼠 尾静 脈 内に接種

した.接 種 倭6, 12, 21, 48, 72, 96, 120,

 144時 間毎に2-3匹 屠殺 し頭蓋底骨,肋 骨,

脊椎骨,下 肢長管及 び尾骨を採取 した.之 等

材判は浜崎氏 クローム合剤 固定 を施 し又一部

は醋酸アル コール固定 を用ひて脱灰 と同時に

固定を行つた.其 後 は型の如 くパ ラフィン切

片 を作 り染色 は主にH. E.染 色 を行つた

實 験 成 績

6時 間後:

組織 的に殆ん ど変化が認め られ ないが時 に

血管が充 盈 し網状織細胞 の腫大 する ものが少

数 にある.腫 大 した網 状織細胞椴 は時 に.核の

染色素分離が認め られ る.核 包含体 の形成は

何処 に も認 められない.

12時 間後:

前回に比較 して網状織細胞 は稍 々多数 に腫

大 す るものが認 められ て腫大せ る細胞 の核は

益 々染色素分離が著明 とな る.一 部 に血管 の

充盈 も認め られ るが大体6時 間後の組織像 と

大 差ない.頭 蓋底骨 々髓 内の腫大 した網状織

細胞核内に甚 だ稀れに1-2μ 大,円 形の光輝

あ る核包含体 が認め られ る.他 の骨髓 中には

核包含体 の形成 が認 められない.
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24間 後時:

尾骨を除 く他の骨髓内に於ては腫大増殖し

た網状織細胞が数個集合 したものが少数に認

められる.尚 か ゝる部附近に少数の単核球の

浸潤を伴つて居 る.上 記の腫大した網状織細

胞の核内に2μ 大,円 形で着色は鮮紅色,明

庭も亦明かな核包含体を中等数に認める.

核包含体の分布は頭蓋底骨 髓々 に稍々多数

であるが尾骨々髓内には核包含体の形成は陰

性であつて他の骨髓内には大体同程度に存在

する.

48時 間後:

網状織細胞 の増殖は著明に認 められて屡 々

集 団的 に増殖す る為に附近の骨髓 細胞は減少

して居 る.一 見組織 は網状織細胞 のみの如 き

観を呈す るが この部 に単核球 の浸潤 も相 当に

認め られ る.尚 長管骨 々髓 に於 ては一例では

前記の如 き変化 を認 めるが 他の二例に於 ては

網状織細胞は集団的 とな らず骨髓 内全般 に瀰

漫性 に増殖腫大 して居 る.尾 骨々髓内に も腫

大 した網状織細胞 の腫大 を少数 に認め られ,

その核 に染色素分離が証明 され る.核 包含体

は前記附近 に多数 に存 在 して3-4μ 大,円

形,卵 円形 を呈 して核壁 との境界 も明瞭であ

る.又 時 に2μ 大,円 形 の形成初期 の包含体

も見 られ る.

分 布は頭蓋底 骨々髓内には三例共に同程 度

多数 に存在 して居 るが,他 の骨髓 に於 ては多

少 の不 同があつて長管骨 には著明であ り,尾

骨々髓 内に も, 2μ 大,円 形 の定型的 な核包含

体 を甚 だ稀であ るが認め得 る.

72時 間後:

全期 を通 じてこの時期に最 も強度に網状織

細胞 は増殖 して居 る.即 ち網状織細胞 は集団

的 に増殖 して骨髓細胞 の減 少が認め られ る.

 48時 間に於 て述べた如 く組 織 は緻 密 になつ

てか ゝる部内に腫大せ る網状織細胞が集合 し

て一種 の巨態細胞 を形成 して居 る.又 単核球

の浸潤 も起つて居 る.核 包含体は尾骨 々髓 を

除 く他 の骨髓 内には同程度 に認め られ る.形

状 は成熟型 の ものが多い.即 ち3-4μ 大,当

該核 の外形 に応 じて卵円形乃至長卵円形 を呈

す る.尾 骨々髓内に も網状 織細胞 の増 殖腫大

を軽度に認 め,一 例に於 て3μ 大定型的 の核

包含体が少数に散在す る.

96時 間:

網状織細胞 の増殖腫大著明 な部分では48,

 72時 間後 の所見 と同一で あるが,此 の時期 に

は個体的動揺が著 し く認 められ る.即 ち網状

織細胞 の増殖は集団的な らず骨髓 内に全般的

に認め られ,核 包含体 の数 も減少す るものが

ある.尾 骨内には充血 を著 明に認め 白血球 の

浸潤を伴つてい る.核 包 含体は3-4μ 大 の

成熟型が大 多数であ るが時に5μ 大に膨化 し

て核内に一様 に赤色 に染 り明庭 を認めないも

のがあ り又核壁染色素 の消耗を起 した ものも

ある.

分布密度は頭蓋底骨が最高であ り下肢長管

骨が これに次ぎ,肋 骨,脊 椎 骨 の順 序 とな

る.尾 骨 々髓 内には包含体 陰性であ る.

120時 間:

前回の もの と比較す ると,網 状織細胞の増

殖が減退 して居 るものが多い.し か し一部で

はなを網状織細胞は増殖集合 して単核球の浸

潤 を件りてい る.核 包含体 は この時期に至 る

と細長 くて桿状に近 いものが あ り,又 核空隙

内に赤色 の物質 が充満 す るもの,又 核壁染色

素 の消耗 した ものがあ り尚一部 に核包含体の

崩壞 像が認め られ る.頭 蓋庭骨 々髓,脊 椎骨

及 び長管骨 々髓には同程度に包含体存在 し,

肋骨 には少 く尾骨 々髓 には之を認めない.

144時 間後:

網状 織細胞 の増 殖は益 々減少 し骨髓細胞 の

恢復が認 められ る.核 包含 体 も網状織細胞 の

増 殖が残 留す る部 に少数 に前記 同様 崩壞 が認

め られ るのみで明瞭 な定型的 包含体は存在 し

ない.骨 髓像の部 位的動揺 も可成 り著 明で あ

る.

包含体は頭蓋庭骨,脊 椎骨,下 肢長管骨 には

少数 に認 め られ るが全 く存在 しない例 もあ り,

殊 に肋骨,尾 骨各骨髓 内には認 め られ ない.

考 按

藤岡は剔脾廿日鼠に流行性脳炎病毒の静脈
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内接種を行 い,脳 に於け る核 包含体形成状態

を時間的に追求 した3).此 の場 合核 包含体の

初発 は接種後96時 間 に起 り,有 脾 動 物静 脈

内接種に較べて約48時 間 の遅 延 あ り,又 そ

の後形成 され る包含体 の数 も著 しく少い.そ

して此の傾 向はSt. Louis株 に於 て著 しい事

を見た.

私は前報に於 て日本脳炎病毒静脈内接種 に

依る二十 日鼠 の骨髓 内核包含体 の消長 を検索

した.今 回流行性脳炎 内 臟期 に於 け るVirus

増殖部であ ると思はれ る脾臟 を手術的に別出

した二十 日鼠 に,日 本脳炎病毒を接 種 して骨

髓を検査 した.核 包含体の出現 に先立 つて既

に接種後6時 間の骨髓 に軽 度の網状織細胞の

変化が認め られ る.即 ち該細胞 は腫大 して核

には染色素分離が認め られ る.か ゝる変化 は

時間の経過 と共 に進行 し48-72時 間 に於 て

は網状織細胞の増殖腫大は著明 とな り,集 団

的に増殖 し多核性巨態細胞現 れ,単 球 の浸潤

を伴い,骨 髓細胞は減少す る.網 状織細胞 の

増殖の著 しい部では骨髓静脈洞が圧迫 され組

織は緻密化す る,し か し一般骨髓組織は充血

を起 している.

次いで時間の経過 と共 に前記網状織細胞 の

増殖は減退を示 し,骨 髓細胞 の恢復が認め ら

れる. 144時 間経過す る と動物は発症す るが

骨髓 の変化 は正常に近 くな る.し か し一部に

猶軽度の網状織細胞の腫大増 殖を認め,又 単

核球の少数 の浸潤が存在す る.

核包含体 の形成 は上記骨髓 の組織 変化に伴

つて消長 す る.即 ち12時 間後 の頭 蓋 底骨々

髓 内に甚 だ稀れに之が認め られる.そ れは2μ

大,円 形で核壁染色素の増多が認め られ,初

期形成像を示す, 48-72時 間に至 ると包含体

数は 最 高に達 し,大 さも3-4μ 大 となる.

形体 も円形か ら卵円形 とな り桿状 物に近 きも

のがあ る.明 庭が明瞭 とな り核質 との境界 も

明確にな る. 96時 間 を経 過す ると成 熟 型 も

多数に存在 し,時 に5μ 以上 に腫大 し,核 内

に充満 した様 な ものも認め られ る. 120-144

時間にな ると包含体 の形成 も減 少し,包 含体

は膨化乃至崩壞 を起 しは じめ る.即 ち核壁は

染色素消耗し包含体 も明瞭度を失い内に淡青

色に着染する物質を認める様になる.次 で核

の崩壞 と共に包含体も消滅する.

包含体の分布密度は頭蓋底骨々髓内に稍々

多数に存するが包含体形成が最高度の時は脊

椎骨,下 肢長管骨と大差ない.肋 骨は稍々他

のものより少数の様であ り,尾骨では48-72

時間に初めて認められた.

脾臟別出の行はれた廿日鼠骨髓内包含体は

第一報に於ける骨髓内包含体 と比較すると時

間的な消長には大なる変化はないが包含体形

成は梢 々減 少 し個体的動揺 が著明であ ること

が特徴であ る.

結 論

1. 脾 臟を剔出 した廿 日鼠 の骨髓 内核包含

体形成 を剔脾を行 はない場 合と比較す ると,

前者では形成 され る包含体数がや ゝ減 少す る

傾向にあ る.

2. 包含体の分布密 度は頭 蓋底骨 々髓に最

高で あるが,下 肢長管骨,脊 椎骨 と同程度の
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事 もある.肋 骨は稍 々少 く,尾 骨には稀に包

含体を認め る.

3. しか し剔脾動物では之等 の成績 は強い

個体的動搖を示 し,時 々破格例 を出す ことが

特徴であ る.

4. 核包含体並に骨髓の組織的所見並に時

間的経過は有脾動物 との間に大差は認められ

ない.こ の点脳髓に於ける所見 と大に趣きを

異にしている.
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