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緒 言

吉田腫瘍腹水をマウ ス腹腔内又は頭蓋内に

接種することこよ り, Virus HST (Hamazaki)

に特有な脳膜脳炎に類似 した変化を起す こと

については,第40回 日本病理学総 会で浜崎 ・

佐藤(二)等1)に よ り報告された.私 は今回

同材料の内臓について検索 した処,佐 々木2)

の発表 したV. H8Tマ ウス脳内接 種の際 に 認

められた内臓の変化 に類似す る所見を得た.

よつて茲に発表する.

實驗材料及び方法

正常成熟 マウス腹腔内に吉田腫瘍腹水0.1,

 0.2, 0.3, 0.5～1.0ccを 夫 々数 例 づつ注入

した例を主体 として,肺 ・肝 ・脾 ・腎につき

組織学的変化を量的並に逐 日的関係 において

検索した.別 に脳内接種を行つて腹腔内接種

の対照とした.

組織学的所見の判定基準

a) 肺:(-)著 変なきもの,(±)胞

隔の肥厚,気 管支上皮の増殖,漿 膜細胞の

腫大増殖等が認め られ るも軽度の もの,(〓)

以上が稍々広範 とな るか 或 はそ の うち1～2

ヶ所に於て稍々顕著になつた もの,尚 僅少で

あつても間葉性細胞の増殖が認め られ るもの,

(+)間 葉性細胞の増殖及び単球様細胞浸潤

が増強し肉芽性 炎症が顕著になつた ものであ

つて,そ の範囲が未だ数視野 に限局す るか,

或は軽度乍 ら瀰 漫性に認め られ るもの.更 に

その範囲及び強度に よつて〓 ・〓と記載す る.

b) 肝:(-)著 変なきもの,(±)間 葉

性細胞,星 細胞 の腫大増殖を認め るも軽度で

且少数であ り,そ れ らが数個 集積 して小結節

を形成す るも1～2に 止 まるもの,(〓)前 記

の所見が著 しくなるも明瞭な結節形成或は増

殖巣が数個に留 るもの,(+)多 数 の結 節 形

成又は少数の大結節形成のある時,そ の他間

葉性細胞 の増殖が著明な もの.更 にその範囲

及び強度に より〓 ・〓 ・〓 ・〓と記載す る.

c) 脾:殆 ど全例 に著変を認め,リ ンパ

濾胞は リンパ球に乏 しい.(-)著 変 な き も

の,(±)稍 々間葉性細胞の増殖をみ るもの,

(〓)濾 胞周辺或は脾 材周囲に間葉性細胞,

細網細胞,リ ンパ様組織の増殖を認める もの,

(+)上 記所見が更に高度 とな り濾胞或は脾

材等の間に瀰漫性に細網細胞,間 葉性細胞 の

増殖があつて相互に連絡 し,,そ の他赤髄 内到

る処に リンパ様組織を生 じた もの,併 し脾 の

構造は未だ明かで ある,(〓)リ ンパ 様 組 織

増殖のため一部において脾 の構造が不分明に

なつた もの,(〓)構 造殆 ど不 明な るもの,

(〓)以 上の基礎の上に脾 の線維化傾 向を認

め るもの.

b) 腎:(-)著 変なき もの,(±)糸 球

体係蹄 の細胞成分の増加,ボ ーマン氏嚢外葉

或は血管極 の線維形成細胞及び間葉性細胞増

殖,血 管周囲及び間質組織 の血管外膜細胞及

び線維形成細胞増殖等 々の傾 向を散見す るも

の,(〓)以 上 の変化 が稍々 著 明 になつた も

の,(+)更 に上記 諸所見 が高 度 とな り腎組

織 の 一部が荒癈 した もの.

尚記載 の重複 を避け る為上記判定をあげて

(注)　肺臓 ・肝臓の所見 については第3回 日本病理学会四部地方会(昭 和26年11月)に 於て既 に発表 した.



608　 村 上 育 郎

病変の大約を表 し,又 他例 と類似す る際は類

似例の名称 を 〔 〕内に示 して之に代え,特

に必要 のあ る場合補筆 を行つた.又 注入 した

腫瘍腹水 量及び マウスの生存 日数は後掲の表

中に記 入した.

組 織 学 的 所 見

140号 …… 肺(+)主 として肋膜 下組織及

び血管,気 管支に接す る胞隔 に胞隔 炎が軽度

に存在 し,処 々大 きな無気肺化巣を認める.

胞隔は肺胞上皮細胞の腫大,胞 隔細胞の増殖,

クロマチンに富む径約5～10μ 大 の類円形,

類楕 円形或は不定型の核 を有す る原形質 に乏

しい間葉性細胞(以 後単に間葉性細胞 と記載

す る)の 増殖等によ り軽度に肥厚す る.所 に

より径約20-30μ 大 の多核 巨態細胞を認め る.

多形核球の浸潤は軽度である.間 質炎は殆 ど

認あ られぬ,漿 膜細胞は一部腫大す る.

肝(+)血 管,胆 管壁 及び実質内に小結節

或は小増殖巣があ るが比較的多数に多形核球

の浸潤を認あ る.脾(〓)濾 胞周囲には細網

細胞層が増殖し甚 しきは隣接の濾胞 と連絡す

る.脾 材周囲並に髄索内には間葉性細胞,リ

ンパ様細胞及び細網細胞が増殖 して,之 等が

拡大 した濾胞の間を充 してい る.上 記の諸増

殖に より一部脾 組織は構造が全 く不明である,

腎(-).

141号 …… 肺(+)〔 前例〕.肝(-).脾

(±)脾 材の発達が著 しく特にその周囲並に

髄索周囲には リンパ様細胞が増殖 している.

腎(-).

E1号 ……肺(-).肝(-).脾(-)濾

胞は萎縮す る.腎(-).

E2号 ……肺(-).肝(-).脾(〓)濾

胞は萎縮す る.腎(-).

E3号 ……肺(±)胞 隔 炎は瀰 漫性且軽微

である.一 部に漿膜細胞の乳嘴状増殖をみ る.

肝(-).脾(+)濾 胞は或 る箇所では 〔140

号〕の所見を示すが又萎縮 しているものもあ

る.腎(-).

E4号 …… 肺(〓)肋 膜 下組織 には単球,

リンパ球,間 葉性細胞,線 維 形成細胞 の浸潤

或は増殖に よる胞隔炎があ り,そ の表面の漿

膜細胞は一部腫大,剥 離す る.肋 膜 には丘状

に突隆する胼胝の形成がある.肝(±)処 々

類円形の小結節をみる.脾(〓)脾 の構造が

殆ど不明である.即 ち 〔140号 〕が更に高度

化 して濾胞周囲の細網細胞層の形成が著 しく

リンパ様組織は赤髄内到 る処にみ られ る.漿

膜細胞は腫 瘍 性 に腫 大 増 殖 す る.腎(-).

E6号 ……肺(-).肝(-).脾(〓)脾 材

は稍々発達 し,脾 材及び太 い動脉周 囲の リン

パ様組織の増殖は特に顕著である.中 心動脉

壁 の肥厚 と濾胞 内外の リンパ様組織増殖がみ

られ る.腎(+)欝 血がある.腎 動脉壁に接

して緻密な間葉性細胞増殖による中等大結節

の形成があ り比較的鋭利な境界を有す る.又

細血 管周囲或はその一部に接 して同種細胞及

び血管外膜細胞,線 維形成細胞の増殖がみら

れ る.糸 球体係蹄 には軽度に細胞成分が増加

し血管極には間葉性細胞,線 維形成細胞の増

加が稍々著明であ る.間 質結締織には線維形

成細胞並に間葉性細胞 の増殖 を伴つて索をな

し同一Nephronの 走 行 に沿つてい るものを

み る.

E7号 ……肺(±)軽 度の胞隔炎が瀰漫性

にあ り,肋 膜下では稍々著 しい.欝 血及び無

気肺化を認め る.気 管支上皮は腫大増殖す る.

漿膜細胞 も腫大 増殖 し間 性細胞 線維形成

細胞 の浸潤様増殖 と結節形成を伴ふ.肝(〓 ）

〔140号 〕結節は血栓様 の異物感が あるも腫瘍

細胞 の所見はない.多 形核球浸潤は伴はない.

脾(〓)〔E4号 〕に類す るも,よ り軽度であ

る.濾 胞は リンパ球に乏 し く,む しろ間葉性

細胞 の増殖を認める.上 記増殖が強 く起つた

部位では濾胞,脾 材等が互に数個連絡するに

至 る.腎(-).

E8号 ……肺(+)間 葉 性細胞,単 球,リ

ンパ球,僅 少の多形核球 の増殖又は浸潤によ

る瀰漫性 の胞隔 炎を認め る.部 分的に間葉性

細胞 の増殖が著 し く,緻 密な類円形乃至広範

な多辺形の結節形成を認め る.漿 膜の乳嘴状

増殖並に細胞 の剥離を認 める 肝(〓)星 細

胞 の増殖をみ る.血 管殊 に中等大血管の周囲
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に小増殖巣乃至小結節を形成す る.細 葉辺縁

部の肝細胞は網状透徹化を呈す る部がある.

脾(〓)濾 胞は大小不整で細網細胞は索状 に

疎 とな り濾胞中央部は線維性である.脾 洞 内

にリンパ様組織 の増殖をみ る.腎(±)間 質

の一部は増殖 して索状 に現はれてい る.

E9号 ……肺(〓)肋 膜下組 織並に稍々深

部に胞隔炎を認める.主 に上皮細胞,胞 隔細

胞が増殖 し単球,リ ンパ球,間 葉性細胞の軽

度の増殖に僅 の 多形 核 球 を混 じている.肝

(+)星 細胞の増殖があ り実質内に間葉性細

胞と共に疎なる小結節を形成する.血 管,胆

管壁に線維形成細胞,間 葉性細胞か らな る小

増殖巣をみる.一 部大血管壁に同種細胞及び

血管外膜細胞増殖があ り血管腔 内に向つて乳

嘴状に突隆す る.脾(〓)〔E2号 〕に準ず

るも濾胞が強 く萎縮す る.腎(〓)糸 球体係

蹄には細胞成分増加 の甚 しい ものが あ り,ボ

ーマン氏嚢 に外接 して間葉性細胞の中等大 増

殖巣を認め血管極や血管壁に小結節形成をみ

る.

E10号 ……肺(+)欝 血,出 血 があ り血管

内に単球を多数に見 る.無 気肺化がある.胞

隔炎は瀰漫性 に存 し上皮細胞,胞 隔細胞 の増

殖著明な箇所があ り,之 に単球 のつ よい浸潤

とリンパ球,間 葉性細胞,少 数 の多形核 球等

の浸潤或は増殖が加は る.処 々小結節を形成

する.又 間質 には気管支にそひ間葉性細胞の

増殖した部分がある.漿 膜は軽度に腫大増殖

する.肝(+)実 質内に小結節が散在す る.

星細胞,単 球,多 形核球が稍 々多い.血 管壁

にも同種細胞の扁平な集積がある.胆 管周囲

にも軽度の集積を認め る.脾(〓)〔 前例〕.

腎(±)〔E8号 〕.

E11号 ……肺(+)実 質 よ り間 質の変化が

著しく,間 葉性細胞の増殖が主体で多形核 球,

単球,リ ンパ球が之に加は る.一 部 の血管周

囲には 〔E15号 〕にみられ る形質細胞様細胞

の層を形成す る.血 管壁は肥厚 し内皮は硝子

様化の傾向にあ る.気 管支上皮は増殖 してい

る.間 質炎巣周囲,肋 膜下組織には胞隔 炎を

認め,肺 胞 上皮細胞 の腫大脱落をみ る.欝 血

が著 しい.肝(±)血 管 にそつた変化は甚

だ軽度である.細 葉辺縁部の肝細胞は網状透

徹化をお こしている.脾(〓)〔E8号 〕.

腎(+)欝 血が著 しい.腎 動脉 と腎盞 の間の

空間を埋めて間葉性細胞,血 管外膜細胞,線

維形成細胞 の密なる増殖があ り,実 質細胞は

消失す る.細 血管壁は肥厚 し周囲には輪走す

る同種細胞 の粗な る増殖を伴ふ.皮 質 の一部

には間質に同種細胞 による著明な索状物を形

成する.

E12号 ……肺(〓)〔E8号 〕に類す るも,

よ り軽度であ る.肝(〓)門 脉に接 し胆管を

取 囲んで境界鋭利な間葉性細胞 の増殖巣があ

り,単 球,多 形核球,僅 少の形質細胞様細胞

を混え る.グ リソン氏鞘には全般的に細胞成

分が増加 して網 目を明瞭に形成 してい る.

腎(-).

E13号 ……肺(±)肋 膜 の漿膜細胞 の増殖

が著 し く小乳嘴状 の結節形成が並列す る.

肝(〓)〔E16号 〕に類す るも門脉周囲の増殖

巣は より狭小である.多 核 巨態 細 胞 を2～3

個 みる.脾(〓)〔E7号 〕.腎(-).

E14号 ……肺(〓)〔E9号 〕.肝(-).

脾(〓)〔E4号 〕.腎(-).

E15号 ……肺(+)間 質に顕著且特 有な変

化をみ る.即 ち血管 ・気管支周囲に広い形質

細胞様細胞の増殖巣があ り周囲組織 とは線維

形成細胞,線 維細胞からな る一層の結締織性

索条によつて鋭利に境 され る.附 近の実質に

は出血性化膿性 炎症があ り単離 した 上記細胞

も多数認められる.肋 膜下組織に軽度の胞隔

炎を認め る.肝(-).腎(-).

E16号 ……肺(〓)〔E9号, E14号 〕.

肝(+)門 脉の 全周又は半周を胆管を取込む

位に発達 した境界明瞭 な細胞 集 積層があ る.

主に線維 形成細胞,間 葉性細胞,少 数の血管

外膜細胞,類 上皮細胞か らな る.又 実質内に

小結節形成があ る.脾(〓)〔140号 〕に類

似 しより高度である.腎(-).

E17号 ……肺(±)〔 前例〕 に類 似 す るが

よ り軽微である.気 管支 上皮は腫大 増殖す る.

肝(±)血 管周囲に1～2の 小結節をみ る.
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脾(〓)〔140号 〕 に準ず る所見がある.

腎(〓)〔Eg号 〕.

Rp 1号 ……肺(±)瀰 漫性 に軽 度 の胞 隔

炎 と無気肺化が あ り処 々小結節を形成す る.

本例では一般に多形核球が多数浸潤す る.胞

隔 内に血管 とは無関係に有糸核分裂像を認め

る.肝(-).脾(〓)〔E4号 〕尚漿膜細

胞が腫瘍性に腫大 す る.腎(〓)欝 血があ

る.腎 動脉に接す る腎盞壁上皮 に増殖があ り,

又少 しはなれて上皮下結締織の増殖をみ る.

他 の所見は 〔E9号 〕 に類似す る.

Rp 2号 ……肺(-).肝(±)星 細 胞 が

増殖す る.粗 な る小結節を随所 に認め る.脾

(〓)〔E7号 〕.腎(-).

Rp 3号 ……肺(〓)胞 隔 炎を起 し胞 隔は

索状に肥厚 し或は結節形成が ある.肋 膜下に

は特 に大 なる楔状 の増殖 巣を認め肋膜肥厚 の

像を呈 し,線 維形成細胞,間 葉性細胞の蝟集

す る謂は ゞ巨大 な結 節であ る.こ の表面には

漿膜細胞の増殖が ある.肝(〓)〔 前例〕に

類す るもよ り強度である.脾(〓)〔140号 〕

髄 索に線維化の傾向が見える.漿 膜細胞 の腫

瘍性腫大 をみ る.腎(+)皮 質 の一部には

弓状動脉壁か ら扇状 に波及 した間質の細胞増

殖 を認め実質は荒癈萎縮 し一種の萎縮腎 の像

を呈す る.血 管壁 には細胞増殖がつ よ く,処

々小結節を形成す る.

E21号 ……肺(-).肝(-).脾(〓)

〔140号 〕漿膜細胞 は 腫 瘍 陸に腫大す る.腎

(-).

E22号 ……肺(-).肝(-).脾(〓)中

心動脉 及び脾材周囲には リンパ様組織が高度

に発達 している.細 網細胞 の増殖 もつ よいが

む しろ リンパ様組織 の発達が顕著な例であ る.

腎(-).

E23号 ……肺(〓)胞 隔 炎を瀰 漫性軽度に

認め,処 に より小結節の形成 をみ る.一 部肋

膜 下組織 には よ り程度のつ よい胞隔 炎をみ る.

肝(-).脾(〓)〔E7号 〕.腎(-).

E24号 ……肝(〓)随 所に広汎な星細胞,

線維形成細胞,間 葉性細胞,単 球が散在す る

病巣を認める.尚 多核巨態細胞 もみ られ る.

この病巣の中央 では肝細胞 の消失乃至網状透

徹化をみる. 1～2の 胆管,血 管周囲に小結節

状 の多形核球浸潤巣があ る.

E25号 …… 肺(-).肝(-).脾(+)

〔E3号 〕.腎(-).

66号 ……肺(+)欝 血が著 しい.胞 隔炎及

び無気肺化は深部 よりは肋膜下組織に近付 く

程著明であ る.一 部に肋膜肥厚 をみ る.漿 膜

細胞は腫大増殖剥離する.肝(-).脾(〓)

脾 材以外は構造全 く不明 となつてい る.腎

(-).

東免1号 ……肺(〓)瀰 漫性に,就 中一部

の肋膜下組織及び血管壁 では強度に胞隔炎を

認め線維形成細胞,間 葉性細胞の増殖が著し

い.処 々太 く索條化 した胞隔 或は結節形成を

認め る.漿 膜細胞の腫大増殖剥離が著 しい.

又欝 血,無 気肺化 も著明であ る.肝(〓)星

細胞は増殖が著 し く間葉性細胞の増殖 ととも

に大小の結節を形成 し,又 被膜にそつて間葉

性細胞,線 維 形成細胞,多 形核球か らなる細

長い病巣や,血 管,胆 管周囲の大小 の結節状

乃至不定型増殖巣等を認める.上 記各病巣は

一般に鋭利な境界を もつ.脾(〓)〔E7号 〕.

腎(〓)〔E9号 〕腎動脉壁の線維性肥厚をみ る.

東免2号 ……肺(〓)〔 東免1号 〕に類する

もより軽度である.肝(+)〔 前例〕に類す

るもよ り軽変で ある.漿 膜細胞は腫瘍性に腫

大増殖し敷瓦状排 列が定型的に認め られる.

脾(〓)〔E16号 〕.腎(-).

東免3号 ……肺(+)〔 東免1号,東 免2

号〕に類す るも更に軽度である.併 し無気肺

化 は著 し く,肋 膜の肥厚並 に漿膜細胞の増殖

状態はむしろ強度で,敷 瓦状排 列 も整然 と認

め られ る.

肝(〓)〔 東免1号 〕 と 〔E24号〕 との混合

型であ る.併 し本例に顕著なことは増殖 した

細胞集積は,殊 に被膜下の ものは,宿 主組織

に とつて梗塞様 の異物感が強 い.併 し腫瘍細

胞 の所見は認め られず,や は り星細胞,間 葉

性細胞,線 維 形成細胞,類 上皮細胞が主体と

な り,単 球,少 数の多形核球が軽度に浸潤し

た ものである.脾(〓)〔E17号, E21号 〕に
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類するも稍々軽度である.併 し脾材 の発達は

より著 しい.漿 膜細胞は腫瘍性に腫大す る.

腎(±)太 い血管に接 し軽度の間葉 性の細胞

増殖がある.

45号……肺(〓)瀰 漫性 に軽度の胞隔炎を

認め特に肋膜下組織に著明であ る.そ の直上

にはつ よい肋膜肥厚が存在 し 〔Rp 3号 〕よ り

高度である.漿 膜細胞 の腫大増殖剥離を認め

る.肝(+)被 膜下には著変なきも実質 内,

血管,胆 管周囲の結節形成は 〔前例〕に類似

して異物感が強度である.星 細胞は 〔東免1

号〕の如き増殖を示す.脾(〓)〔E7号 〕漿

膜細胞の腫瘍性変化をみ る.腎(±)〔E8号 〕.

32号……肺(〓)中 等大の血管周囲に輪状

に単球,リ ンパ球の軽度の集積が ある.気 管

支周囲には少い.胞 隔には瀰漫性に少数の単

球,リ ンパ球の浸潤がある.殊 に肋膜下組織

に著明で多数の増加をみ る部分 の表面には同

種細胞の浸潤 と漿膜細胞 の腫大脱落が見える.

肝(〓)太 い門脉外膜に間葉性細胞,単 球の

増殖と可成 り多数の多形核球 の浸潤があ り,

太い胆管にも同様の変化 をみる.星 細胞は軽

度に増殖する.毛 細血管 中に少数 の単球が瀰

漫性に或は数個づつ群をなして存在する.脾

(〓)〔E6号 〕.腎(±)〔E8号 〕.

33号……肺(+)間 質周囲に稍 々強いが,

瀰漫性に胞隔内に間葉性細胞,肺 胞 上皮,単

球等の増殖及び浸潤があ り,之 に リンパ球 と

極少数の多形核球が浸潤 して胞隔は肥厚 し,

肺胞腔は狭小 となつている.気 管支の周囲組

織は無気肺化 してお り,間 質には変化が少い.

肝(〓)実 質 内に100～200μ 位な結節を散

在性に中等数形成す る.増 殖 した星細胞に単

球,リ ンパ球,少 数 の多形核球が混在す る.

結節の境界は鋭利ではない.脾(〓)「E4

号〕.腎(-).

34号 …… 肺(+)〔 前例〕 に類す るも多形

核球は稍々多 く,肺 胞 上皮の増殖は軽い.欝

血がある.肝(+)甚 だ太い門脉周囲殊に胆

管の存在する側で之 を中心に稍 々大 きい病巣

が散在する.基 質 は問葉性細胞か ら出来てい

るが多 形核球 の浸潤が強い.単 球,リ ンパ球

の浸潤は少数であ る.被 膜下に類円形の大結

節 をみ る.基 質はやは り間葉性細胞か ら出来

ているが多形核球 の浸潤が非常 に強い.実 質

には欝血が強 く,肝 細胞は萎縮性である.脾

(〓)〔E7号 〕に準ず るも稍 々高度である.

腎(-).

63号 ……肺(〓)全 視野は殆 ど無気肺化 し

著明な胞隔炎を認め る.間 葉性細胞 と少数 の

類上皮細胞,胞 隔細胞等の増殖を認め多形核

球の浸潤は軽度であ る.か ゝる増殖巣は間質

周囲に著明且広範であ り肉芽腫 の観を呈す る.

気管上皮の増殖は著 しく多岐な乳嘴状を呈す

る.肝(±)〔E17号 〕.脾(〓)〔E22号 〕.

腎(〓)〔E9号 〕一部の皮質に梗塞を生 じ実

質細胞は壊死に陥つている.

64号 ……肺(〓)〔 前例〕 よ り軽度であ る

がやは り小 さな肉芽腫様病巣を数 ヶ所に認め

る.漿 膜細胞の増殖が著 しい.肝(〓)星

細胞の増殖が著 しい.血 管周囲及び実質内の

処 々に小結節を形成 し,緻 密且境界鋭利であ

る.本 例では胆管周囲の増殖現象が著 しい.

即ち大胆管,大 血管に接 して或は並行に薄層

をな し或は結節状に間葉性細胞,線 維形成細

胞の増殖をみる.門 脉内壁の一部は為に平滑

を欠 ぐ.腎(-).

65号 ……肺(+)瀰 漫性に軽度な胞隔炎を

認め,処 々小結節形成 と胞隔 の索状乃至板状

肥厚 をみる.肋 膜 下 組織 に 著 明 であ る.肝

(〓)星 細胞は増殖 し 〔東免1号 〕の如 く連

続的増殖の傾向が強い.処 々小結節を形成 し

〔東免3号 〕の様な梗塞様の異物感を伴ふ.

やは り星細胞,間 葉性細胞,類 上皮細胞か ら

な り少数の多形核球が浸潤す る.本 例に顕著

な る所見は 一部漿膜腔に露 出す る結核結節に

似 た巨大 な結節形成をみ る事である.中 心部

は壊死に陥 り,之 を とりまいて単球,線 維形

成細胞,類 上皮細胞,リ ンパ球,間 葉性細胞,

少数の多形核球の層があ り,更 に間葉性細胞,

線維 形成細胞,多 形核球の層があ り,最 外層

には間葉性細胞の増殖が顕著であつて増殖 し

た星細胞 と連続 している.漿 膜腔に露 出す る

部分 には間葉性細胞 の乳嘴状増殖が認め られ
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る.腎(±)〔E8号 〕.

Ka 1号 …… 肺(±)胞 隔炎 を 軽度 に 瀰漫

性 に認め処 々に索状肥厚 と小結節形成 をみる.

欝血及び無気肺化 が 著 しい.肝(〓)〔Rp

3号 〕に準ずる所見であ るが,結 節形成 よ り

は血管周囲の変化が勝 り組成上線維形成細胞

の数が多 く増殖巣の境界は より鋭利である.

一部血管周囲に特に緻密な結節形成をみ る.

脾(〓)〔E7号 〕.腎(-).

Ka 2号 … …肺(±)〔Ka 1号 〕 肝(±)

〔E17号 〕.脾(〓)〔E7号, Ka 1号 〕.腎

(-).

Ka 4号 … …肺(-)欝 血 が 著 しい.肝(-).

脾(〓)濾 胞 は萎 縮 し周 囲 の髄 索 は線維 化 し

脾 材 と共 に粗 大 な網 目を形成 す る.リ ンパ 様

組 織 は 赤 髄 内 到 る処 に 増 殖 し て い る.腎

(-).

Ka 5号 …… 肺(±)〔Ka 1号 〕欝 血 が著 し

い. 肝(-).脾(〓)〔E4号 〕.腎(-).

總 括 並 に 考 案

肺臓:肉 眼的には欝血以外には著変を認

めない.組 織学的には主 として胞隔に病変が

認め られ間質の変化は一般に軽度である.即

ちV.HST接 種の場 合に類 似 した胞 隔炎の像

を呈す るが,一 般 に 軽 度 であ り且V.HST接

種の場合に比較 して遊走細胞成分に乏 し く間

葉性細胞増殖が まさ り,之 の増殖は瀰漫性 よ

りは寧 ろ限局性 に索条様肥厚を呈する傾向が

強い.上 記 の変化は肋膜下組織殊に横隔面 に

接 した部に比較的強 く現れている.そ して肋

膜 直下に病巣を形成 した場合 には漿膜細胞 の

増殖,腫 大 及びその剥離を認め得た.以 上の

病巣に接 して一部肺 組 織 は無 気 肺 化 してい

るが, V.HST接 種 時 の如 く高 度の も のでな

い.

之等の実質の病 変に対 して間質組織では変

化極めて 軽 く, V.HST接 種 時 に 認 め られ た

様 な肉芽性間質炎は殆ど伴わない.

肝臓:肉 眼的には軽度の欝血を認め るに

すぎぬが,組 織学的所見では主 として(1)間

質 ことに血管並に胆管周囲の間葉性細胞増殖

(2)増殖 した星細胞及び単球様細胞の集積によ

つ て実質 内及び被膜下に結節形成(3)星 細胞

の瀰漫性増殖が観察せ られ,そ の他(4)肝 実

質 の退行性変化並に(5)軽 度の漿膜細胞増殖

を認めた.

V.HST接 種例 と比較 して異 る所見 として

は,胆 管周囲よ りは血管殊に門脉血管周囲に

著明な間葉性細胞増殖があ り,そ の組織像は

V.HST接 種 例 に 殆ど同一であ るが,肉 芽 中

に現れる多形核球の数が稍々多い様である.

肝実 質 内の結節はV.HST接 種 の場合 とは

稍 々異な り梗塞を見 る様な異物感があ り,従

つて注入 された腫瘍細胞 との直接の関係を思

わすが,腫 瘍細胞 自体に因る変化 とは考えら

れない.何 故 となれば腫瘍腹水を脳内に接種

して も同様の変化を起すか らである.

結節や浸潤の細 胞 成 分はV.HST接 種の場

合に よく似ていて,結 節の細胞成分は単球様

の間葉性細胞 と星細胞の増殖 した ものとから

出来ている.結 節の大 いさも細葉大に到 る様

な ものは稀でせいぜい300μ 前後迄である.

尚肝下面の被膜下浸潤がつ よい事 も異つた

点であ る.

星細胞の瀰漫性肥大増殖は可成 り著明に現

れ,一 部では この星細胞が索状に増殖 して結

節に連絡 している像が明瞭 に伺われる.

肝細胞は混濁腫脹,小 空胞性分離,網 状透

徹化等の退行性変化に陥つ ている.

以上の肺臓,肝 臓 の諸病変は大約接種量に

比例 して居 り逐 日的には接種後早期 のものよ

りも10～20日 位経過 した例 に著しい.こ のこ

とはV.HSTの 場 合 と同様である.

脾臓:肉 眼的には著変を認めないが組織

学的病変は全般的に高度であつて,主 として

(1)濾胞の荒癈が 目立ち,リ ンパ球に乏しい濾

胞 内外 に細網細胞が増殖 し毎常細網細胞層を

形成 し,更 に高度 となつて隣接の濾胞乃至脾

材 と連絡す る像 も過半数に認め られる.時 々

間葉性細胞の増殖に よる リンパ様組織の発達

を伴ふ.又(2)脾 材周囲の リンパ様組織の発

達及び細網細胞 の増殖は可成 り高度である.

時 々脾材の著 しい発達をみる.(3)脾 赤髄到る
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処に リンパ様組織が増殖 し,殊 に被膜下では

顕著である. (4)髄 索におけ る細 網 細 胞 及び

間葉性細胞の増殖 も著 しい.

之等の病変はV.HST接 種 例の 変化と類似

するが,本 実験では次の2点 において特殊性

を認めうる.即 ち(1)全 般的に病変が 高度で

あること(2)他 臓器の病変 と並行せず,む し

ろ拮抗す るかの如き傾 向がみ られることであ

る.之 等の事実に基付 き,脾 臓は吉田腫瘍腹

水のマウス移植に対して何等かの作用,特 に

免疫学的な防禦機転を営む ものではないか と

の感を深 くす る.

腎臓:肉 眼的に著変はない.又 組織学的

にも過半数において著変を認めず明か に変化

を認めたものは数例にすぎなかつた.主 とし

て(1)血 管周囲に間葉性細胞,血 管外膜細胞,

線維形成細胞等の増殖を(2)間 質結締織 の索

条肥厚を認める以外には(3)糸 球体及び血管

極の細胞成分増加 と(4)ボ ーマン氏嚢 外接部

及び実質内の小結節形成を軽 度にみ るに過ぎ

ない.

結 論

(1)吉 田腫瘍 腹 水 を マ ウスの腹腔 内 及び

頭蓋 内に接 種 した場 合 の 内 臓 の 組織像は

V.HSTの それに類似の所見を呈し,諸 種の ビ

ールス性炎症3-7)と も類似する主 として 間葉

性の細胞増殖像をみ る.腫 瘍 細胞 自 作の組織

内増殖は全 く認め られず,肝 臓にお いてそれ

を 疑う異物感の強い結節が形成せ られ るが腫

瘍細胞は認められなかつ た.

(2) V.HST累 代接 種 マウスの 内 臓 では 肝

の変化が著しいが本実験では脾 の変 化が著 し

く現れた.

(3) 上述内臓に於け る病 巣の所見はV .HST

接種例のそれ と分布や形態の所 見は 全 く一致

する.即 ち吉田腫瘍 腹水中には マウ スに接種

されて常にV.HST同 様の病 変を起す病毒を

有して居るこ とが知れる.

(4) 腹腔 内接種 より脳 内接 種の 方が内臓 の

病変特に肺臓,肝 臓 の病変は強度に現れ る傾

向がある.

擱筆にあたつて,終 始御懇篤 な御指導並 に御校閲

を賜つた恩師浜埼教授に深 く感謝致 します.
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(第1図)　 45号　 肺

漿膜細胞並に間葉性細胞の増殖による肋膜

肥厚.

(第2図)　 東免3号　 肝

被膜直下に於 ける異物感のつ よい結節形成.

(第3図)　 E13号　 脾

周囲に細網細胞の増殖が著しい爲,相 互に連

絡 した脾濾胞.濾 胞は リンパ球 に乏 しい.

(第4図)　 E11号　 腎

腎動 脉 と腎盂粘膜間 の境界鋭利な間葉性細胞

増殖並に結節形成.


