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第 一 章　 緒 言

1950年 浜崎教授1)は 吉 田2)腫瘍腹水 より或

種のビール スをマウス脳内通過によ り分離固

定することに成功し, Virus HST (Hamazaki)

と命名したが,此 の ビール スは其の後 の浜崎

病理学教室に於け る幾多の実験的研究に よ り,

吉田腫瘍移植に不可缺の 一因子た ることは最

早や疑 う余地はない.

私は先報に於 て本 ビール スの研究室内自然

感染について実験 を行い,つ いでその伝染径

路の一つ として経 口感染の成立を実験的に証

明した.そ の後此の ビール スの感染径路につ

いて更に研究を続行 し,経 口的に侵入 した本

ビールスが消化器管の如何なる部位 よ り感染

するかを解決せん と企てた.

先づ腸管 系感染 の実験的研究 よ りは じめ, 

Virus HST感 染 マウスの糞抽出液 を肛 門を経

てマウス大腸内に注入 した.然 し之等 の実験

に於 ては感染率は極めて低 く,大 腸 よ りの感

染は殆ん ど問題 とす るに足 らない ことを知つ

た.(第 三編参照)

今 回私は ビール ス感染 マウ ス病毒を小腸内

に注入す ることによ り,マ ウスを感染せ しめ

ることが出来たので これを報告する.

第二章　 Virus HST感 染マウス糞抽

出液マウス小腸内注入實験

第1項　 実験材料及び実験方法

第三編に記載 した大 腸内浣腸実験 と同様 に

して,本 ビール スの感染 マウス糞抽出液を作

り,予 め準備 した12匹 の健 康 マウスの腹 壁

に小孔を穿 ち,摂 子にて引き出した小腸内に

0.5c.c.宛 注射 した.之 等 動物は2週 間, 4週

間, 6週 間飼養の後,夫 々屠殺 し肝,肺,小

腸,盲 腸及 び大腸 の組織学的検査を行つた.
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尚小腸 に於てはどの部位に最 も強 く変化が現

れ るかを確めん とした.

第2項　 実験成績竝 びに考察

第1節　 感染成績

実験直後或はその翌 日斃 死 した4匹 のマウ

スは何れ も組織学的に何等 の変化 も認めなか

つた.

残余の8匹 のマウスの内肝,小 腸共に著 し

い組織学的変化を呈 し高度に感染 した と認定

せ られた もの3例,肝,肺,小 腸及び盲腸に

軽度の組織 変化を呈した もの1例,肝,大 腸

共に軽度の病変を認めた もの1例,肝 のみに

軽度の病変 を呈 した もの1例,他 の1例 は変

化が認め られず成績陰性 と判定 された.

即ち小腸内注入による感染率は浣腸に よる

大腸内注入実験に較べて著 し く良好である.

第2節　 組織学 的所見

個 々の実験動物についてその組織学 的所見

の詳細 を一々記載す ることは省略 し,代 表的

な もの5匹 を選 んで,其 等 の肝,肺,小 腸,

盲腸及び大腸に於け る重要 な病理組織学的所

見について述べることにする.

動物番号(15), 2週 間飼養

肝.門 脈血管及び胆管の周囲に軽度の間葉

性細胞の増殖 あ り,稍 々多数の単核球,中 好

球 の浸潤を認め る.

肺.肺 胞中隔稍々肥厚 し鬱血強 く,単 核球

及 び中好球の浸潤を認め る.

小腸.著 変を認めない.

盲腸.粘 膜 の基底部に軽 度の間葉性細胞及

び単核球の増殖を認め る.

大腸.変 化 を認めない.

動物番号(16), 2週 間飼養

肝.実 質内に大小 の結節 を認め,結 節は割

合炎症が強 く,間 葉性細胞の他に中好球 の

浸潤があ り,白 血球は周囲の実質内に も浸

潤 を起 している.病 巣内に埋れた肝細胞は

壊死に陥 り,一 般に核の変性が強 く核破壊

を認める.小 さい結節は主 として単核球 の

集 りか ら出来ている.血 管及び胆管の周囲

に中等度の単核球 の浸 潤及び間葉性細胞の

増殖を認める.

肺.変 化を認めない.

小腸.腸 壁 の粘膜 の基底部に於て,固 有層

に広 く肉芽性炎症 を認め,主 として紡錘形

乃至 星状の間葉性細胞が増殖 して網状の組

織 を形成 し,そ の紡錘 形の細胞は屡 々束を

形成 して波 形 の走 行 を現 す部 分が認めら

れ る.そ れ らの核は紡錘形乃至卵円形を呈

し,染 色質中等量,核 膜及び核小体は明瞭

でない.之 等 の細胞は固有膜を浸潤 し腺上

皮を圧迫萎縮 に陥 らし,更 に相当広範囲に

上皮の消失 を来 し,肉 芽組織 の塊 と化 して

い る.肉 芽組織 には一般に極めて少数の単

核球,淋 巴球を認めるのみで肝,肺 及び脾

等 の肉芽組織 に比較 して甚だ簡素に現はれ

ている.こ の様な肉芽組織 の表面の上皮は

萎縮に陥 り,絨 毛の萎縮を認めその固有層

には細胞成分を減 じて浮腫が現はれている.

盲腸.粘 膜 の基底部の固有層に軽度の間葉

性細胞 の増殖を認め,か な り多数の単核球,

淋巴球 の浸潤があ り,そ の下部の粘膜層に

炎症が 及んでいる.

大腸.変 化を認めない.

動物番号(18), 4週 間飼養

肝.実 質内にかな り大 きな結節を認め,間

葉性細胞か ら出来た網状 の組織内に多数の

単核球及び白血球が浸潤を起 している.そ

の他胆管 の周囲に軽度の肉芽性炎症を認め

る.

肺.変 化を認めない.

小腸.粘 膜基底層に可成 り著 しい肉芽性炎

症を認め,間 葉性細胞の他に単核球及び少

数 の白血球の浸潤を伴つている.

盲腸.変 化を認めない.

大腸.変 化を認めない.

動物番号(19), 4週 間飼養

肝.実 質内に稀に小 さい結節を認める.

肺.小 気管枝内,血 管 の周囲に軽度の肉芽

性 炎症を認め る.

小腸.粘 膜層の 基 底 部に第16号 マウスと

全 く同様 の肉芽 の形成が認められ る.但 し

その範囲が前の もの よ り狭 い.尚 絨毛の尖

端部に問葉性細胞の増殖が可成 り著 しくて
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肥厚 して い る.

盲腸.　

大腸. }
変化を認めない.

動物番号(20), 6週 間飼養

肝.門 脈血管壁に密接 して小 さい結節状 の

肉芽 を認め,又 胆管 を取 りまいて肉芽 巣を

形成 している.そ の他実質内に極 く小 さな

結節が存在す る.

肺.一 部の肺静脈にそ うて肉芽性炎症が認

め られ る.

小腸.粘 膜 層の基底部に肉芽性炎症 を軽度

に認め る.尚 絨 毛の先端に近 く肉芽性炎症

が認め られ る部分があ る.

盲腸.粘 膜層の基底部 より筋層にかけて間

葉性細胞 の増殖,単 核球 の浸潤を認め る.

大腸.変 化を認めない.

以上の組織変化の程度を表示す ると第1表

の通 りである.

第1表　 Virus HST感 染マウス糞抽出液小腸内注入に よる臟器の組織学的変化

肝,肺 の組織学 的 所 見 は既報Virus HST

マウス脳内接種による病変 と全 く一致 し,特

有な肉芽性炎症であ り,そ の程度 も前実験に

比較して遙かに高度であつた.然 しこの実験

に於て特に注目すべ き点は小腸に於け る組織

変化である.即 ち小腸壁 の粘膜基底部の固有

層に広 く認め られ る肉芽性炎症であつて,主

として紡錘形乃至星状の間葉性細胞が増殖 し

て網状の組織を形成 し,そ れ らの核 は一般に

紡錘形乃至 卵 円 形 を呈 し,ク ロマチン中等

量,核 膜及び核小体は明瞭でない.こ れ らの

細胞が固有層を浸潤 し,腺 上皮を圧迫萎縮 に

陥らしめ,更 に相 当広範囲に亘つて上皮の消

失を来し,肉 芽組織 の塊 と化 してい る.こ の

肉芽組織には一般に甚だ少数の単核球,淋 巴

球を認めるのみであ る.そ して小腸に於け る

これらの病変は,廻 腸 よ りは寧ろ空腸部に於

て強度であつた.盲 腸 に於 ける変化は極 めて

軽度であ り,大 腸には特記すべき変化を認め

なかつた.

第3節　 考 察

以上の実験 よ りビール ス感染 マウス糞抽出

液小腸内注入 による感染率は浣腸実験に比較

して著しく高度である.又 腸に於ける組織学

的変化 も大腸 内浣腸実験 の場合には,浣 腸そ

の ものの器械刺戟 による単なるカタル性病変

に過ぎなかつたのに反 し,小 腸内注入実験で

は明 らかにVirus HST特 有の肉芽 性 病 変

を著明に認めた.然 し今 回の実験の様にマウ

スの腹壁 に小切開を加えて引き出 した小腸 内

の任意個所に注射す ると,必 然的に注射個所

が一定せず,同 じ小腸 内で も幽門に近い部位

に注射 した場 合 と,盲 腸 に近い部位に注射 し

た場合 とでは,感 染成績に相違があ るのでは

ないか と疑はれ る.又 前述 の様に小腸 に於け

る組織変化 も廻腸部 よりは空腸部に於て より

強度で あることが実験的に明 らかにせ られた

か ら,実 験成績の正確さ と,感 染率の向上を

計 るため各動物の空腸内に注射 し,し か も注

射部位を一定 箇所に限定 して次の実験を行つ

た.

第三章　 ビールス感染マウス糞抽出液の

マウス空腸内注入實驗

第1項　 実験材料及び実験方法

前実験 と同様に して ビール ス感染 マウスの

糞 抽出液を作 り,マ ウスの空腸の一定箇所に

注射 し,一 定期間飼養 したる後屠殺 し,肝,



638　 津 田 輝 義

肺及び空腸に於ける ビール ス特有の病変を追

究 した.

即 ち前 実験 と同様 に12匹 の健 康 マウスを

準備 し,之 をエーテル麻酔にて開腹 し,胃 及

びそれに続 く空腸 部を引き出 し,幽 門 よ り測

定 して約6cmの 部位に前記 糞 抽 出液0.5c.c.

宛注射 し,切 開創を縫合 した.か くして2週

間, 4週 間, 6週 間飼養 の3群 に分ち,所 定

の時期に屠殺 して肝,肺 及び空腸 のH-E染

色に よる組織標本を作製 した.尚 空腸の組織

標 本作製 の材料は注射部位附近に於て,凡 そ

5～6cmの 長 さに切 り取つた空腸 の 両端及び

中央 部附近の連続 切片を作製 して検査 した.

第2項　 実験成績竝 びに考察

ビール ス感染 マウス糞抽出液 の空腸 内注入

による感染成績は極めて優秀であつた.即 ち

全例に於て空腸に ビール ス特有の病変を認め,

更に肝,肺 に於け る変化 も既報 ビール スに よ

る病変 と全 く一致す る肉芽性炎症を呈した.

空腸に於ける主要な る病変は粘膜 の基底部

の固有層に於ける間葉性細胞 の増殖であ り,

之に単核球或はプラスマ細胞等 の浸潤を伴つ

て明瞭な結節を作るか,或 は瀰漫性に浸潤 し

特異なる肉芽組織を形成す ることで ある.

又今回の実験 に於て,被 験 マウスの剖検に

際 し胃の幽門部,小 腸上 部,肝 縁,〓,大 網

膜 の間に於て,こ れ ら諸臓器の癒著が あ り,

その中心部に粟粒大の腫瘍 の存在を2例 に於

て認め.又 他の1例 に於ては腸間膜が著 しく

混濁腫脹 し,腫 瘍状を呈 して小腸壁 に瘍著 し,

更 に腸壁 内に侵入 してい るのを発見 した.

これ ら腫瘍を組織学的に検索 したが,前2

者は何れ も半米粒大楕円形の腫瘍 にして,そ

の周辺部は繊維 形成細胞,繊 維細胞 の他に未

分化の間葉性細胞が多数に増殖 し,そ れに少

数の単核球,白 血球,好 酸球の浸潤を認め,

又その内層は非定型的であ るが類上皮細胞の

増殖が あ り,更 に内部は壊死に陥 りビア リン

物質を充 してい るが,そ れ らの中には繊維細

胞,白 血球の核が染色せ られていた.

後者の腫瘍は腸間膜,大 網膜,腸 壁 の筋層

に至 る肉芽組織で あつて,繊 維形成細胞,繊

維 細胞及び多数 の未分化の間葉性細胞が短紡

錘形乃至円形の種 々なる形を呈 し,周 辺部及

び 中心部の 一部は組織が崩壊 して壊死に陥 り,

その周囲に白血球 の浸潤を認めた.此 の腫瘍

の特有な点は腸間膜か ら腸壁 の筋肉層の内部

に向つて,浸 潤性に間葉性細胞が侵入 し,筋

層 の筋繊維が著 しく離解 し,そ の間に間葉性

細胞,少 数 の白血球が浸潤 し,腸 壁は著しく

肥厚 していた ことであ る.筋 繊維 の分散 した

部分に於ては筋繊維が短縮 し紡錘 形,卵 円形,

円形の稍々原形質に富む遊走細胞が多数に発

生 しているのが認め られ,こ の原形質はエオ

ジンに濃染 し,一 部は不明瞭なエオジン顆粒

を表は していた.之 等は明 らかに光輝細胞 と

考へ られ る.前 記の如 き肉芽腫の出現 とビー

ル ス感染による病変 との関連性については更

に多数例に よる実験に よらなければ断定 し得

ない.こ れ ら腫瘍 の発生が腸内注射の際漏出

した糞抽出液の剌戟 によるもの と一応は疑は

れ るが之を確認す るために,別 に6匹 のマウ

ス腹腔内に同 じ糞抽出液を注入 してみたが,

全例共翌 日斃死 し,又 私が先に実験 した小腸

内注入,或 は今回の空腸内注入の場合に於て

も注入液 を漏 らした と思はれた例 は何れ も2

～3日 以 内に死亡 してい るのにかんがみ,こ

の腫瘍発生は必ずしも注入液漏出による刺戟

と断定す ることは出来 ない.

又前述の様に腸の筋層か ら直接光輝細胞の

発生す る像は腸が何等かの剌戟状態にある場

合であつて, Virus HSTの 剌戟 による或種の

反応 とも思考せ られ るが,之 は更に研究され

なければならない.

肝 に於け る変化は胆管の周囲竝 びに門脈血

管周囲の間葉 性細胞 の増殖竝 びに単核球の浸

潤か らで きた大小の結節,或 は一部浸潤性の

肉芽形成であ り,既 報Virus HSTに よる肝

の変化 と全 く一致 し,又 肺では気管枝壁に間

葉性細胞が強 く増殖 し,肉 芽 組織形成竝びに

胞隔肺炎の像を呈し,ビ ール ス特有の病変と

認められた.

次に実験 マウスの各々について,そ の空腸

に於け る組織学 的変化の大要を表示すると第
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2表 の通 りであ り,肝,肺 の所見の概要は第

3表 に記載 した通 りである.又 各臓器に於け

るビールス特有の病変の程度を表示す ると第

4表 の通 りである.

第2表　 Virus HST感 染 マウス糞抽出液空腸内注入による空腸 の組織学 的変化

第四章　 Virus HST感 染マウス

腦乳劑空腸内注入實驗

第1項　 実験材料竝 びに実験方法

Virus HSTに 感染 した マウスの脳を乳鉢 中

にてす りつぶ し,生 理的食塩水を加 えて10倍

稀釈乳剤を作 り,之 を二,三 分間放置 し,そ

の乳白色の上清を使用 して前実験 同様に健康

マウスの空腸の同一部位に注射 し,肝,肺 及

び小腸に於けるビール ス特有の病変を組織学

的に追究した.

第2項　 実験成績竝びに考察

脳乳剤注入に よるマウスの内臓殊 に肝,肺

及び小腸に於け る病理組織学的所見の概要は

第5表 に示す通 りであ り,諸 臓器の組織変化

の程度を表示す ると第6表 の通 りで ある.

第4表　 Virus HST感 染 マウス糞抽出液空腸内注入による各臟器の組織学的変化
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第3表　 Virus HST感 染 マウス糞 抽出液空腸内注入に よる肝,肺 の組織学的変化
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第5表　 Virus HST感 染 マウス脳乳剤 の小腸(空 腸)内

注射に よる各臟器の組織学的所見
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第6表　 Virus HST感 染 マウス脳乳剤小腸(空 腸)内 注入に よる各臟器の病変

一般に感染成績は糞抽出液を使用 した前 実

験に比較 して必ず しも良好 とは云い難 いが実

験 マウスの過半数に於 て,感 染は陽性であ り,

各臓器の病理 組織 学的変化 もVirus HST特

有の病変 と全 く一致することを確認 した.従

つてVirus HSTに 感染 したマウスの脳 乳 剤

を,非 経 口的に小腸内に注入 して も,マ ウス

が感染し得 ることは明 らかで ある.

第五章　 生理的食塩水 マウス

空腸内注入實驗

第1項　 実験材料竝 びに実験方法

前実 験 同様 に準備 した12匹 の マウス空腸

の一定 部位に,生 理 的 食塩水0.5c.c.を 注 射

し, 2週 間, 4週 間, 6週 間飼養 の各三組を

作 り,屠 殺 後 肝,肺 及び小腸 に於け るH-E

染色 による組織標本を作製 し,組 織学 的検査

を実施 した.

第2項　 実験成績竝 びに考察

一 々の マウスの諸臓器につ いて其の組織学

的所見を記載 するのは省略す るが,肝,肺 及

び小腸の何れに於て も前述 の様な ビール ス性

病変は認め られず,感 染成績は全例共陰性で

あつた.

第六章　 總括竝びに考按

Virus HSTは 吉田腫瘍腹水 よ り新たに分離

された もので,吉 田腫瘍の腫瘍原 として重要

なる一因子であることは最早や疑 う余地はな

い.

マウスに於け るこの ビール スの感染径路を

論ず るに際 し,他 の一般 ビール ス病 のそれを

顧 ることにする.

さて こゝに論ず る感染 とは,論 述の正確を

期す る為,細 菌学 に於ける 「微生体が人体又

は動物に侵入 して,そ の組織及び臓器内で増

殖 す る時には感染 した とい う」4)(小林)と の

定 義に従ひ,ビ ール スが何等 かの方法によつ

て生体に到達 し侵入 して,そ の場所或は一定

臓 器に到著 し,こ ゝで増殖 して感染が成立す

るもの と考へ られ る.而 して このビール スが

如何なる方法に よつて生体に達 し,又 如何な

る部位を侵入門戸 とす るかの考察は疫学上極

めて重要 なる問題である.

一般 ビール ス性疾患の感染方法は接触感染,

飛沫感染或は塵埃感染等 の形式で鼻咽頭粘膜

よ り侵入す るものが最 も多 く,然 も重要なる

感染様式であつて,之 に属す るものは インフ

ルエ ンザ,天 然痘,麻 疹,流 行性耳下腺炎,

脊髄前 角炎等がその好例である.

浜崎,渡 辺,永 瀬5)は 流行性脳炎 ビール ス

を マウス鼻内接種によ り病理組織学的に追及

したが,日 本型では鼻粘膜,嗅 腺に3日 後,

嗅脳に4日 後,視 丘には5日 後に ビール ス特

有の病変が出現す ることを発見 した.又 セン

トル イス型 ビール スにつ いてはWebster & 

Fiteの 実験 によ り,嗅 球,梨 子状回転,海 馬

角に組織変化を認めてい る.従 つて向神経性

ビール スた る脳炎 ビール スは鼻咽頭 より侵入

し,容 易に経鼻感染の起 り得 ることが明 らか

にせ られた.

又近藤6)はVirus HSTを マウス鼻 内に接

触 し,鼻 粘膜及び粘膜下組織に単核球,淋 巴

球 の浸潤及び間葉性細胞の増殖 よりなる肉芽

性炎症が現はれ,又 肝,肺,腎,脾 等の内臓

にもビール ス特有の病変の現はれることを発

表 し,本 ビール スが経鼻感染を起 し得ること

を報告 してい る.

然るに ビ ール ス病の腸管系感染に関する業

績は殆ん どな く,従 来 ビール ス病に於ては腸
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管系感染は細菌学に於け る程 の意義を認め ら

れていなかつた.唯 例外 として急性脊髄前角

炎の病原 ビール スがポ リオ患者の咽頭部のみ

ならず,腸 洗滌 液,糞 の中に存在 し,之 を材

料にして猿に感染せ しめ得 ることが証明せ ら

れ,食 物に之等病毒を混 じて猿に与へ ると発

病すると云 う消化器系感染が実験的に証明せ

られて居 り,本 病の感染,流 行に最 も重要視

され るものは患者の糞であることが明 らかに

せられている.

又Rivers7)は ビール ス性疾患の感染方法は

接触或は空中に浮遊す る飛沫による感染,又

は昆虫類の媒介に よる感 染 等 が普 通 である

が,流 行性肝炎は汚染 した牛乳に より経 口的

に感染することがあ り,又 急性脊髄前角炎は

通常接触感染であるが,汚 染 した飲食物に よ

り感染することもあると述べている.

私はVirus HST感 染 マウスの糞抽 出液を

飼料 に混 じマウスに与 へ るとマウスは 罹 患

し,肝,肺 等の諸臓器に特有の病変を惹起す

ることを発見 し,本 ビール スが経口感染を起

し得,糞 便 に多量のビール スが存在 し,有 力

なる感染原 となることを報告 した.従 つて本

論文に於けるビール ス感染実験に於ては凡て

此の感染 マウスの糞 抽出液 を使用し,更 にそ

の対照 として脳内接種 マウスの脳乳剤及び生

理的食塩水を使用 した.

さて私はVirus HST感 染 マウスの糞 抽 出

液をマウス大腸 内に浣腸 し,大 腸か らの感染

が成立するか否かを実験的 に究明せん とした

が,此 の実験に於て大腸粘膜に於け る組織変

化としては,浣 腸そのもの ゝ機械的剌戟 乃至

損傷に基づ くカタル症状に過 ぎず,本 ビール

ス特有の病変 と目される所見は認められず,

加 うるに肝,肺 に於て も軽度の変化を呈した

もの一例を見たにすぎず,大 腸か らの感染は

問題 とす るに足 らない と考へ られ る。(第三編

参照)そ こで腸管の他の箇所即 ち小腸 内にビ

ールスを注入 し,感 染す るか否かを確めて見

る必要にせ まられた.従 つて今回 の実験的研

究たるビール ス感染 マウス病毒の,マ ウス小

腸内注入を実施 し,そ の対照 として生理的食

塩水を同 じ方法に よつて小腸内に注射 してみ

た.

さてVirus HST感 染 マウス糞 抽出液の小

腸内任意箇所注射による感染率は,大 腸内の

浣腸実験 に比して著 し く高度且確実であ り,

腸 に於ける組織変化 も浣腸実験 とは異 り明 ら

かに増殖性,肉 芽性炎症を呈 し,肝,肺 に於

て も既報Virus HST特 有の肉芽 性 病変を著

明に認めたが,小 腸内に於け る変化の程度は

廻腸部よ り寧ろ空腸部 に於て特 に著明に認め

られた.

そ こで今度は小腸内に於ける注射箇所を一

定 にし,特 に空腸を選んで幽門 よ り約6cmの

空腸部位に限定 し,ビ ール ス感染 マウス糞抽

出液を注射 した.そ の感染成績は極めて優秀

であ り前2実 験の何れ よりも感染率は高度で

あ り,全 例 の空腸 内に ビール ス特有の病変を

認め,更 に肝,肺 に於け る変化 も高度であつ

た.

而 して空腸に於ける主要なる病変は粘膜基

底部の固有層に於ける間葉性細胞の増殖で あ

り,之 に単核球或はプラマス細胞等 の浸潤を

伴つて明瞭な結節を形成す るか,或 はや ゝ浸

潤性に特異な る肉芽組織を形成す ることであ

つた.

又肝,肺 に於ける組織学的所見は既 報 ビー

ル ス特有の病変 と全 く一致 し,増 殖性,肉 芽

性炎症 を呈 していた.然 るに対照 として実施

した ビール ス感染 マウス脳乳剤の空腸内注入

実験 に於て,感 染率は糞抽出液空腸内注入実

験に比 して稍 々劣つていたが,之 は脳 内で増

殖 したビール スと腸内で増殖 したそれ との腸

内増殖に対す る適応性 の相違か ら来た ものと

考へられる.然 し此の実験 に於て も同様 の組

織変化を小腸竝 びに肝,肺 に認め,ビ ール ス

感染 マウス脳乳剤を腸 内に注入 して もマウス

は感染 し得ることは明 らかで ある.之 に反 し

て生理的食塩水 のみを注入 した実験では組織

変化は全例 とも陰性であつた.

第 七章　 結 論

1. Virus HST感 染 マウスの糞抽出液 をマ
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ウス小腸内に注入す ると,小 腸に於て本 ビー

ル スに特 有の著 しい肉芽形成を認め るが,こ

の病変の程度は特にその空腸部に於て最 も著

しく,大 腸に於 ては甚だ軽い.

2. そ こで空腸 の一定部位に限定 して同上

糞抽出液の注入を試みた ところ感染率は著 し

く高度であつて,空 腸に於け る変化 も甚だ強

度に現れた.

3. 対照 として感染 マウスの脳乳剤を空腸

内に注入 し同様の感染を見たが,生 理的食塩

水を空腸内に注入 したのでは何 の変化 も起 ら

なかつた.

4. 感染 マウスの肝,肺 に於ける組織学的

変化は何れの場合 も既報Virus HST特 有の

病変に全 く一致 した肉芽性炎症を呈 していた.

5. 腸 に於け る変化は,浣 腸実験の場合は

粘膜 上皮の剥離及び粘膜形成の増加だけであ

つて,特 記すべ き変化は認めなかつたが,小

腸内注入実験に於ては,粘 膜の基底部の固有

層に於て間葉性細胞の増殖,単 核球,プ ラス

マ細胞 の浸潤 よ りなる特有の肉芽形成を認め

た.

終 リに臨んで恩師浜崎教授の御懇篤な御指導と御

校閲を賜はりました事を感謝します.
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附 圖 及 び 附 圖 説 明

1. 第1図　 第16号 マウス　小腸(弱 拡).

Virus HST感 染マウス糞抽 出液小腸内注入実験.

腸壁の基底部に肉芽組織形成を認 め,そ の基 質は增殖 した紡錘形乃至星状の間葉性 細胞によつて 形威 さ

れてい る.

2. 第2図　 同上,肉 芽組織 の強拡大.

肉芽組織 を形成する間葉性細胞の核は紡錘形乃至卵円形 を呈 し,染 色質中等量,核 膜 及核 小体は明瞭で

ない.単 核球及び淋 巴球 を極 く少数認 める.

3. 第3図　 第19号 マウス　小腸(強 拡大)

Virus HST感 染 マウス糞抽 出液小腸内注入実験.

小腸粘膜 の基底部に於 ける間葉性細胞の增殖 よりなる肉芽組織.

4. 第4図　 第24号 マウス 小腸(強 拡大)

Virus HST感 染 マウス糞抽出液空腸内注入実験.

粘膜の絨毛の根部に於て,固 有層に幼弱なる間葉 性細 胞甚だ緻密 に增殖 し,そ れに僅かの円形細胞の浸

潤 を認め一種特異の肉芽を形成 してい る.そ の肉芽の中には淋巴腔が縱横 にかなり明瞭に認められ る.

5. 第5図　 第27号 マウス　肺(弱 拡大)

Virus感 染 マウス糞抽出液空腸内注入.

太い気管枝 の周囲に間葉性細胞が增 殖 し肉芽を形成 してい る.

6. 第6図　 第7図　 第35号 マウス　小腸(強 拡大)

Virus HST感 染マウス脳乳剤空腸内注入実験.

絨毛の結締織が浮腫状 に腫脹 し,基 底部 に間葉性細胞 の增殖が見 らわる.
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第7図


