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骨髓 に於ける流行性脳炎核包含体(浜 崎)の 研究

第 四報　 St. Louis流 行 性脳 炎罹患 二十 日鼠 の骨髓 の核包

含体形成に及ぼす脾臟剔出の影響 に就いて

岡山医科大学病理学教室(指 導　浜崎教授)
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緒 論

前回第 三報に於 て 日本流行性脳炎罹患二十

日鼠に脾 臟剔出 を行い,骨 髓 に於 け る核包含

体形成 に どんな影響を及 ぼすかを検索 した.

今回はSt. Louis株 脳炎 につ いて前 回同様 の

実験 を行ひ 日本流行性脳 炎の場合 と比較検討

した.

實 驗 方 法

第 三報 に於 け ると同様 に行つた.接 種に使

用 した病毒は北研所藏のSt. Louis株(Webster.

 No. 3)で 二十 日鼠 に累代 種接 として定型的に

発症 した動物の脳 を以 つて20倍 稀 釈 乳剤を

製 し剔脾動物に接種 した.接 種 は 尾静 脈 内

に施行 し,そ の後6, 12, 24, 48, 72, 96,

 120, 144時 間毎に屠殺 し,頭 蓋底骨,脊 椎 骨,

肋骨,下 肢 長 管 骨 及び 尾 骨を取 り,浜 崎氏

「クローム」合 剤固定及び醋酸 アル コール固

定をなしパ ラフィン切 片を作 り, H. E.染 色

を行つた.

實 験 成 績

6時 間後:

全般的に各骨髓は軽度に充盈が認められた.

網状織細胞は少数のものに腫大が起 り,核 に

は染色素分離が現れている.

何れにも骨髓内に核包含体の形成は認めら

れない.

12時 間後:

6時 間後のもの と大差ないが網状織細胞の

腫大 した ものが稍々多数に認め られる.又 腫

大 した網状織細胞核の染色素の増多も見 られ

る.

甚だ稀 に頭 蓋底骨 々髓 内にのみ網状織細胞

核内に2μ 大,円 形,紅 色の核包含体が認め

られ る.

24時 間後:

骨髓 内網状 織細胞 は増 殖 して数個集合す る

ものが少数に認 め られ るが,時 に腫大 す るの

みで増 殖が認め られな いもの もある.尚 少数

の単核球 の浸潤が所 々に認め られ る.腫 大し
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た網状織細胞核は染色素分離を可成 り著明に

認め,核 包含体は該細胞核 内に1-2μ 大,円

形,境 界 も割合に明瞭な もの として現れ るが

割合に少数で ある.頭 蓋底骨 々髓 に稍 々多数

で あるが他の骨髓では一般 に少 く,尾 骨々髓

内にはまだ包含体の形成は認め られない.

48時 間後:

24時 間の ものに較 べる と多少 網 状 織 細 胞

の増殖が盛んで,包 含体の形成 も前回 とあま

り変 りない.

しかし少数 の ものは2-3μ 大,円 形乃至卵

円形を呈 し核壁染色素 の増多 も起 り,割 合に

明瞭な境界を示 している.

72時 間後:

骨髓 は部分的に充血 し集団性 に増 殖した網

状織細胞 を所 々に認め る.か ゝる部 は単核球

の浸潤 も中等度に認め られ,骨 髓細胞 は減少

している.か ゝる部位の網状織細胞核 内に2

-3μ 大時に4μ 大 の卵円形又は細長 き形 をし

た包含体を認め る.明 庭は割 合に狹 小で ある

が明瞭な ものが多 く包含体の成熟型 に一致 す

る.し か しこれ らの内に1-2μ 大 の初 期 形

成像のもの も混在 している.

分布密度は頭蓋底骨々髓,下 肢長管骨 々髓

は同程度に認められ,肋 骨,脊 椎骨 は之に次

ぎ,尾 骨々髓 は網状織細胞 の腫大す るものは

少数に存す るが核包含体の形成は認め られな

い.

96時 間後:

此の時期にな ると網状織細胞 の集団的増殖

を著明に認 める部が ある.か ゝる部は血管圧

迫 され骨 髓 細 胞 減少 して単核 球 の浸 潤があ

る.又 一部 の骨髓 には充血が著明に認められ

る.尚 増 殖腫大 した網状織細胞 の一部 は多核

性巨態細胞 を形成 している.核 包含体 は各骨

髓 中に割合多数 に認め られ, 3μ 大 円形 乃 至

卵 円形 を呈 し,明 庭 も明瞭な ものがある.時

に核 中に2μ 大2個 の包含体 を認め るものが

あ る.一 部では変性が現れ核 壁染色素 は消耗

して明庭内に淡 青色 の物質 を現 はす ものがあ

る.時 に頭蓋底骨 々髓,下 肢長管骨々髓,脊

椎骨 々髓 は同程 度に変化す るが,下 肢長管骨

々髓 には個体的の動搖 が著 しい.尾 骨々髓に

は一例に於 てのみ核包含体が認 められた.

120時 間後:

網状織細胞 の増殖は大 体前回同様 な所見 を

呈す る.

核 包含体は3-4μ 大の成 熟 型 の ものも存

す るが時に赤色 小顆粒状 の ものが集合 し,境

界の明瞭でない塊 りとなつてい る.稀 に核内

空隙 内に膨大 して充満 している如 き包含体 も

認め られ る.

成績は一般に動物に よ り個体差が著 しい.

144時 間後:

網状織細胞の増殖は72-96時 間の ものに

比較 す ると減退 して居 る.し か し尚一部 には

網状織細胞か ら成れ る小さい結 節が認 められ

る.核 包含体は頭蓋底骨 々髓 にのみ認 められ

て他には認め られない例 も存在 す る.

包含体 の性状 は卵 円形又は細長 の もの少数

に 存し,境 界 も不明瞭 となつ て核 壁染色素 の

消耗 と共 に包 含体の崩壞像が認め られ る.

總括及び考按

骨髓 は脾臟 と共 に造血 臟器 の二大主要器管

であ り,又 藤岡1)の 実験 に よれば脾 臟は流行

性脳炎 内臟期2)に 於け るビール ス増 殖の主要

部位 と考え られ る.

此の脾臟を剔出 した二十 日鼠骨髓 の核包含

体の消長 を検索す る事 は甚だ興 味あ る問題 で

ある.

St. Louis病 毒接種に よる骨髓内の組織 的変

化 は, 6時 間後に既 に出現 し,骨 髓 内の血 管

充盈 を認 め,又 網状織細胞の腫大 を少数に認

め る.

12時 間 後 も殆 んど同様 であ るが 網 状 織 細

胞 の腫大 が著 し くな る.

24時 間後及び48時 間後に於 て も同様であ

るが,各 骨 の部 位に よつて成績 の動搖 が著 し

くな る.

72-96時 間 にな ると網状織細胞 の増殖は著

明 となつて,集 団的 に増 殖 し血 管を圧迫 し骨

髓細胞の減少 を来 たし,時 に網状織か ら一種

の多核性巨態細胞が形成 され,一 部 に単核球
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の浸潤 を伴ふ.

120-144時 間を経 る と骨髓 内網状織細胞は

一旦増殖 した ものが漸次減少す る傾向が認 め

られ,特 に144時 間には著 明で ある.

核包含体 の形成は,上 記組織 的変化に伴つ

て形成 され るが, 12時 間後に核包含体の初発

が ある.こ の時 期 の包 含 体は1-2μ 大,円

形 の光輝 ある鮮紅色 の小体 として染色素分離

を起 した網状織細胞核に形成 される.

24時 間にな ると包 含 体の数 も増 加 し,多

少に拘 らず殆 んど全骨髓 中に認 められ る.

包含体 の性状 は初期形成像に一致す るもの

に混つて2-3μ 大.円 形の 境 界 鋭 利で明庭

も著 明な核包含体が少数に散在す る.

48時 間には上 記の如 き包含体増加 し, 72-

96時 間を経過す ると,包 含体は増大 し卵 円形

の ものが現れ,核 壁染色素増多が著 し く包含

体の成熟形に一致す るものが多い. 120-144

時間に至 ると,包 含体 は減少 し包含体 は膨化

乃至崩壞 を来 たして不明瞭化 して,核 壁染色

素の消耗 も認 められ る.

之等核包含体 を第3報 目本流行性脳炎 の場

合 と比較す ると既 に浜崎,永瀨3)の 記述せ る

如 く日本脳炎 に比較 して包含体 の形成 は少数

であ り,又 その境界 も不 明瞭な ものが多 く時

に顆粒状 の包含体 も認め られ る.

脾 臟を剔出 しないSt. Louis流 行性 脳炎罹

患二十 日鼠に比較す る と,発 病時期 も大差な

く又包含体の性状 も同様 で あるが,数 量的に

減 退せ る如 く考へ られ る.

その他剔脾動物では実 験成績 に個 体的動搖

が著 しい よ うで ある.

各骨髓毎に包含体 の形成 を調査す ると,頭

蓋 底骨 々髓は一般 に包含 体の形成 が さかんで

個体的動搖が あま り目立 たない.

之に反 して下肢長管骨は個体的動搖が特に

著明であ る.

脊椎骨 々髓,肋 骨 々髓 も動搖が認め られ る

が下肢長管骨 々髓 ほ どにはない.

第 三報 で述 べた よ うに藤岡は脾臟剔 出を行

つた マウスに 日本流行性脳炎病毒を静脉内に

接種 して,脳 に於け る核包含体の検出を行つ

た ところ,有 脾動物 の場 合に比較 して包含体

の形成は48時 間遅れ又そ の後 に 形 成せ られ

た包含体 の数 も著 し く少なかつた.然 るに骨

髓 に於け る包含体形成 には前述 の如 く剔脾 の

影響 は左程著 し くなかつた.又 松本5)が 淋巴

腺について同様 の検査 を行つた成績 に於 ても

包含体形成 に大 きな影響 は見 られなかつた.

即ち剔脾の影響 は脳 に対 しては著 しいが,造

血 臟器 には著 し くない と言 える.こ れは恐 ら

く内臟期に於け る流行性脳炎病毒 の増殖 は広

く全身 の造血臟器に於 て殆 んど同時に起 るた

めであ らう.

結 論

脾臟を剔出 した二十 日鼠にSt. Louis流 行

性脳炎病毒 を尾静脈内に接種 して,広 く全身

骨髓 内核包含体の消長 を検索 した.

1. 第2報 の有脾動物骨髓 の核包 含体形成

と比較す ると,稍 々包含体の形成 は数量的に

劣つ てい るが形態的 には大差 を認 めない.

2.包 含体の分布密度は頭蓋底骨 々髓 にや
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ゝ著 し く成績の動搖 も少い.

下肢長管骨々髓,脊 椎 骨々髓 は同程度で,

肋骨々髓 これに次 ぎ,尾 骨 々髓 は一例 のみに

陽性であつた.

3. 第3報 の流行性 日本脳炎 の場 合と比較

すると, St. Louis流 行性脳炎では包含体の形

成は少数で あ り,又 包含体境界の明瞭度 もお

ち基質が顆粒状 に見え るものが ある.

4. 脾臟剔出の包含体形成に及ぼす影響は

脳 に於 ては著 し く現 れ るが,造 血 臟器 に対 し

ては一左程著 し くない.

これは恐 らく内臟期に於け る流行性脳炎病

毒の増殖は広 く全身 の造血臟器に於 て殆 ん ど

時 を同 じ くして起 るためであら う.
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