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緒 言

1950年 浜崎教授1)は 吉田腫瘍腹水を マウス

脳内に接種す る事に よつ て,累 代接種 の可能

な濾過性病原(Virus)を 分離す る事に成功 し,

これをビール スHSTと 名付けた.こ のビー

ル スは 当初 マウスの脳組織に親和性 が強 く,

これを接種 した マウスは特有な脳膜刺戟 症状

を示 し,組 織学的には脳膜炎,側 脳室上皮下

の著明なグ リアの増殖並びに内脳水腫等が認

められた2.3).然 るに累代移植を続け る うちに

ビール スHSTの 向内臓 性 が表はれ4),殊 に

肝臓,肺 臓に特有なビール ス性肉芽性炎症 を

起し結節を形成す る.そ して上皮組織に炎症

が及ぶ と胆嚢上皮等 の腫瘍状増殖が認め られ

た.現 在なほ数 個月間の観察に過 ぎないが,

漿膜細胞 と気管枝上皮の増殖が最 も展 々認め

られた.こゝ では後者につ いて報告す る.

實驗 方法並に實驗成績

第1例:　 これは東北 大学病理教室 より分

譲 された自然治癒動物を両親 として,そ の子

孫を内交配に よつて繁殖 せ しめたラッテであ

る.そ の腹腔を生理的食塩水で洗滌 して之を

遠沈 し,上 清を マウス脳 内に0.02cc接 種 し

て一週の間隔で,累 代接種を行つた5代 目の

マウスである.

鏡検す ると肺 の第三次気管枝末端に於て円

柱上皮及び賽 状上皮細胞が増殖 して,呼 吸性

細気管枝か ら肺胞え と連続性に侵入 し,末 梢

に侵入す るものは賽状細胞が主であ り,肺 胞

内壁を覆い肺胞壁は狭 くな り白血球 の滲 出を

伴つ ている.細 気管枝周囲の肺実質は稍々広

く含気性に乏 しくな り浮腫を生 じてい る.肺

胞 内には脱落腫大 した肺胞上皮が散在 し,尚

気管枝周囲には間葉性細胞及び単核球,少 数

の多形核球の浸潤が見 られ る.

第2例:　 上記 と同様 の実験を行つた もの

で7代 目の マウスに見 られた ものであ る.

鏡検す ると肺の気管枝及び これに伴 う血管

を中心に間葉性細胞 の増殖及び単核球の集積

が甚だ緻密に起 り,連 続性に中隔 内に浸潤 し,

そのたあに肺胞は含気性 に乏 し くな り肺胞上

皮の増殖が起 り,剥 離腫大 した上皮細胞が腔

内に見 られ る.終 末気管枝円柱上皮及び呼吸

性気管枝 の賽状上皮が増殖 して丘状に盛 り上

り内腔 を狭めてい る.こ れ等上皮細胞は一般

に胞体は広 くエオヂンに よく染 り,こ の核は

均整でいまだ腫瘍状 の性質は認められな い.

尚内方気管枝壁に も僅かに浸潤 し上皮細胞

が増殖 し乳階状に現れ,上 皮細胞 核に大小を

生 じその竝びが乱雑にな り,気 管枝腔の狭 く

なつているものも見 られ る.

第3例:　 本例は実験室で 自然感染5)を 起

した ものであ る.肺 の大 きな気管枝上皮に於

け る円柱上皮は増殖 し,乳 嘴状に内腔に突 出

してい るのが見 られ る.終 末気管枝及び呼 吸

性気管枝上皮 も増殖 し,そ の胞体は淡青色に

染 り原形質に甚だ乏 しく,核 は クロマチ ン量

並に大 さが まちまちにな り,内 腔に剥離 した

もの も見 られ,又 肺胞 内に も連続性 に侵入 し

栓 子状になつているもの も存在 している.尚

気管枝並に血管周囲には柵状或は放線状に並

んで増殖 し,之 に多数の淋 巴球様細胞及び単

核球が浸潤 してい る.

第4例:　 ビール スHST累 代接種の過程
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に見 られた ものであ る.

鏡検す ると呼吸性細気管枝上皮が増殖 して,

上皮層は乳頭状に突 出し,又 賽状上皮細胞が

増殖 して呼吸性細気管枝か ら肺胞え と連続性

に侵入 し,こ れ ら上皮細胞は原形質に乏 しく

核は クロマチン量,大 いさ並に形が まちまち

にな り明かな細胞層は認め られず,核 は稠 密

な集団を作 る,こ の様な細胞集団は有茎性 に

呼吸性細気管枝か ら個 々の肺胞腔を栓子状に

充すのみな らず,肺 胞中隔の中に侵入 して開

放性 の増殖 を示 している.比 較的太い気管枝

並に血管周囲には単核細胞が多数に存 し,プ

ラマス様細胞が増加 してい る.又 上皮の増殖

を起した気管枝或は肺胞内には少量の分泌物

や脱落崩壊 した上皮細胞が見 られ るばか りで

はな く,時 々可成多数の白血 球 の滲 出を 見

る.

第5例:　 第4例 と同 じ くビール スEST累

代接種に見 られた ものである.

鏡検す ると気管枝及び これに伴 う血管を中

心に間葉性細胞の増殖及び単核球の集積が甚

だ緻密に起つているが,外 方は肺実質 と明瞭

に境せ られている.内 方気管枝壁内には多少

に拘 らず,間 葉性細胞が侵 入して筋線維間に

増殖 し,更 に粘膜下に侵出 して粘膜上皮に も

浸潤の及ぶのを認める.又 その部の上皮細胞

が増殖 を起 し乳嘴状に現れ,上 皮細胞核に大

小を生 じその竝 びが乱雑にな り,又 核の粗密

に規則が失はれ,又 気管枝腔は狭 くな り二次

的に気管枝 炎を 起 し白血 球の滲 出が見 られ

る.呼 吸性気管枝上皮が肺胞無核上皮に移行

す る部で上皮 の増殖 した ものは肺胞内に向つ

て栓子状に篏入 してい る.尚 その上皮が肺胞

内 よ り隣接の肺胞に侵入し為に融合せ るもの

も多数に見 られ る.又 上皮の増殖 を起 した気

管枝又は肺胞内には少量の分泌物及び可成多

数 の白血球の滲 出を見 る.

第6例:　 これは ビール スHST累 代 接 種

中偶然発見 された例である.

鏡検す ると気管枝及び太 い血管を中心に間

葉性細胞が著 しく増殖 し,こ れに単球が浸潤

し,肺 実質 との境界は可成明瞭であ る.然 る

に 内方の気管枝壁内には これが侵 入して筋線

維間に増殖 し,更 に粘膜下に浸出して上皮組

織に も浸潤の及ぶのが見 られ,こ の部の上皮

細胞は増殖 を起 し上皮細胞核に大小を生 じ,

その竝びが乱雑にな り,又 核 の粗密に規則が'

失はれている.又 上皮の増殖を起 した気管枝

並に肺胞内には少量の分泌物 と脱落崩壊 した

上皮細胞が見 られ,又 可成多数の白血球の滲

出も見 られ る.

第7例:　 これ も第5, 6例 同様にして発見

された.

鏡検す る と気管枝及び太い血管周囲に半環

状 に間葉性細胞が増殖 し,こ れに単核球及び

少数の多核白血球が浸潤 し,周 囲 との境界は

稍 々不明瞭であるが,気 管枝壁 の一部に於て

は これ が筋線維間に増殖 し,更 に粘膜下に侵

出し粘膜上皮に も浸潤が及んでいるものもあ

る.特 に この例 では上皮細胞が著 し く増殖 し,

乳嘴状 とな りために気管枝 内が著 しく狭窄し

ているのが見 られ る.

總 括

肺 の変化は気管枝及びこれに伴 う血管を中

心に最 も強 く現れ,肺 門に近 い第二次気管枝

の周囲に柵状位 を取つて間葉性細胞の増殖及

び単核球 の集積が甚だ緻 密に起 るが,外 方は

肺実質 と明瞭に境せ られ連続性に実質内に浸

潤の及ぶ ことは稀れである.し か るに内方気

管枝壁 内には多少に拘 らず これが侵入 して,

筋線維間に増殖 し更に粘膜下に進出して上皮

組織 に も浸潤の及ぶのを認める.か ゝる例で

は時 々上皮細胞が増殖 を起 し,乳 嘴状に現れ

上皮細胞核に大小を生 じその竝 びが乱雑にな

り,又 核 の粗密に規則が失はれ る.併 し最 も

注目すべ き変化は炎症が第三次気管枝末端の

壁に及んだ時である.こ の時は円柱上皮及び

賽状上皮細胞が増殖 して,呼 吸性細気管枝か

ら肺胞 え と連続性に侵入す る.末 梢に侵入す

るものは主 として賽状上皮細胞であ る.か く

して気管枝腔は狭 くな り,且 つ二次的に気管

枝炎を起 し白血球の滲 出を伴つて くる.そ の

ために細気管枝を中心に周囲の肺実質はや ゝ
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広 く含気性 に乏 しくな り浮腫を生 じ,肺 胞内

には脱落腫大 した肺胞上皮が散在す る.肺 胞

上皮の単純性増殖の時はその胞体は広 く扁平

に現れエオヂンに良 く染 る.気 管枝に接す る

肺胞中隔には連続性に著 しい間葉性細胞の増

殖 と,単 核球の浸潤を起し益々肺胞を圧縮す

る.呼 吸性細気管枝の呼吸上皮が活溌に増殖

をはじめ上皮層は 弓状をして内腔に膨隆 し,

又乳頭状を して突隆する.殊 に呼吸性細気管

枝上皮が肺胞無核上皮に移行す る部で増殖 し

て,肺 胞内に向つ て栓子状に篏入す るのが特

有である'.こ れ等上皮細胞 は併 し単純な増殖

の間は核の不安状態 もな く原形質に富みエオ

ヂンに良 く染 るが,増 殖がはげ しくなると原

形質に甚だ乏 し く核は クロマチン量並に大 さ

形が まちまちにな り,明 か な細胞層は認め ら

れず,核 は稠 密な集団を作 り異型性 が目立つ

てくる.

この様な細胞集団は有茎性に呼吸性細気管

枝から個 々の肺胞腔を栓子状に充す のみなら

ず,肺 胞中隔中に侵入 して開放性の増殖を示

し,悪 性化を思わせ るものがあ る.個 々の肺

胞内で増殖 した細胞塊は肺胞中隔を圧迫萎縮

に陥入 らしめ,隣 接肺胞 内の細胞塊 と隔合 し

て段々大きな充実性の腫瘍組織を形づ くる.

この様な部分では以前に存 した単核細胞は著

し く少 くな るが,比 較的太い気管枝並に血管

周囲にはなお多数に存 し,プ ラスマ様細胞が

増加 していることが 目立つている.

いずれにして も以上の様な気管枝上皮の増

殖は,必 ず管周に ビール スHSTに 特有な増

殖性肉芽性炎症 のあ る気管枝及び これ と直接

連絡す る肺実質 に限 り現れている ので,偶 発

性の所見 とは思われない.上 皮の増殖を起し

た気管枝又は肺胞 内には少量の分泌物や脱落

崩壊 した上皮細胞が見 られ るばか りでな く,

時々可成多数の白血球 の滲 出を見 るこ とがあ

る.

文 献 並 に 考 按

マ ウ スに於 け る肺 腫 瘍 を最 初 に発 見 した の

は, Llivingood6) (1896)で あ る.彼 は あ る実

験の途上に於 て細 菌感染で死んだ白色マウス

に肺腫瘍 を認め,こ の腫瘍は腺癌の様相を呈

して居 り,気 管か ら起つている様に思われ管

腔中では乳嘴腫 として生長 していた.あ る部

分 では気管枝壁を破つて周囲組織に浸潤 して

いた と述べている.

Haaland7) (1905)は あ る腫瘍 を接種 した マ

ウスの肺に肺胞上皮の増殖 よりな る小結節を

発見 した.彼 は接種 した腫瘍に関係 のあ るも

のか も知れないが,そ の肺腫瘍 は乳腺腫瘍が

出来ている場合には しば しば見 られ ると述べ

てい る.彼 は又肺及び乳腺 に 一種 の線虫が寄

生す ることが 多いのでそれに よる漫性炎症 の

結果であるか もしれない とほのめか している

が,然 しなが ら彼はそ の肺腫瘍 の形態に関 し

て明かには記載 を残 していない.

Jobling8) (1910)は 数千匹 のマ ウスを 検 査

した結果8匹 の マウスに9つ の肺腫瘍 を発見

したが,こ れは マウスの肺腫瘍が比較的稀で

あ る事を明らかにしている.

Murray9) (1908)は マウスの数は 記 載 して

いないが,偶 然に肺腫瘍 を発見 しその腫瘍 の

形態について若干 の疑 問を呈示 している.

最 も詳細 にマウスの 自然に発生 した肺腫瘍

を記載 したのはTyzzer10) (1907-1908)で あ

る.彼 は繁殖 の目的で飼つていた マウスの う

ち12匹 に原発性肺腫瘍 が自然に現はれた.そ

の中の一例は肺機能を障碍す るに充分 な大 き

さに達 していたが,他 の ものは小結節で直径

4mmを 越える ものはなかつた.又 あ る腫 瘍

組織 を接種 した マウスの或組に も見 られたが,

接種す る前に出来た ものか,後 ふ ら出来た も

のかは鑑別す る事は不可能であつたが,腫 瘍

を接種 した ものに もしない ものに も等 しい頻

度に現はれ,又 接種 した腫瘍 が既存の原発性

肺腫瘍 の発 展に何等かの関係を有す るとい う

証拠 もない と述べてい る.又 彼は肺 の原発性

腫 瘍 を2型 に分け て, 1つ はPapillary Cys-

tadenomaで マウス12匹 に見 られたが,マ ウ

スの死亡の原因 となるに充分な大きぎに達す

るものがあ り,そ の生長様式は圧排性或は浸

潤性 で気管枝が侵 され ることも稀でない.気
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管枝に入つた肺腫瘍 細胞は肺 の他の部分に転

移 されその部に堅い腫瘍を作 る.一 例に於 て

は肝,脾 に恐ら く肺 の原発性腫瘍か ら由来 し

た腫瘍 細胞が見 られた.又Papillary Cysta

denomaは 上皮層 を覆れた皺 襞か らできてい

て支柱組織には比較的弾 力組織が多い.核 分

裂 像は此 の型の腫瘍 の唯一つに見 られ たのみ

で,そ れ故腫瘍 の生長が緩慢であるが肺の機

能を妨げ る様な大 さにな り,時 々それ より気

管枝内に増殖す るもの と考えられ る.

Tyzzer11)は1909年 には又次の如 く発表 して

いる.即 ち70匹 のマウスに83の 異つた腫瘍が

見 られた.そ れは此の中の10匹 は2つ の異つ

た型 の原発性腫瘍を持 ち一匹は4つ の異つた

原発性腫瘍 を持つていたか らである.

その うち肺の原発性腫瘍 は此の腫瘍 の62%

を 占めている.そ の肺腫瘍 つ大 さは色々であ

つて偶然染色 してか ら発見 され ることもある.

そ して肋 膜の直下や肺 の表面に見 られ る事が

多い.雌 雄に於ける頻度の差 を見 ると種 々の

マウスに於け る腫瘍は大多数雌に起るが,若

干のLymphomataと 肺腫瘍 の大多数は雄に

起 る.原 因 としてあ る腫瘍 を接種 した マウス

よりも全然接種 されない所のマウスに見 られ

た ことか ら,接 種 した腫瘍 とは関係な く,又

肺 に寄生す る線 虫類 との関係 も明瞭な ものは

なかつた.又 マウスの肺に於 ては大小の本態

不明の結晶が多 く見 られ,そ れが肺腫瘍 間に

於て も発見 され ることか ら,結 晶による漫性

炎症が この腫瘍 の発生に寄 与 しているであ ら

うと述べている.遺 伝 関係を見 ると原発性腫

瘍 を持つた3匹 の雌か ら繁殖せ しめた子供に

は,両 親 とも腫瘍 をもたない ものか ら生れた

子供 よ りも発生率が高いことを知つた.彼 は

又腫瘍が気管か ら起 るか肺胞上皮か ら起るか

は決定 していないが,多 くの場合それは気管

上皮に似ていて,し か もそれは時 々無気肺の

部分に見 られ る様 な厚 い肺胞上皮に も似 てい

ると言つてい る.

Slye12) (1914)は 癌の遺伝学的研究 の目的

で繁殖 したマウスを 自然に死ぬ迄飼育して研

究す ると6000匹 の剖検に於 て原発性肺腫瘍 は

160み られた.凡 そその中4000匹 は1年,或

はそれ以上で死んだ もので,肺 腫瘍 は一年以

内に死 んだ マウスには稀にみ られた.肺 腫瘍

は炎症性肥厚が起つた所の肺組織の部分か ら

起 る様に思はれ,普 通それ らは肋膜下に位置

して 大多数は肺胞 より起つた様に思はれ ると

述べ,幾 組かは炎症性肥厚か ら良性乳嘴性腫

瘍を経 て広範に転位した典型的乳嘴腺癌が見

られた.

以上の如 き腫瘍 は癌系統 の濃 いマウスに多

く,又 線 虫類 と肺腫瘍 との間には明 らかな関

係は見出 されなかつた.頻 度 としては原発性

肺腫瘍 は乳腺腫瘍 についで多 くマウスに自然

発生 した腫瘍 の凡そ1/3を 構成す る.性 別は

雄42.6%,雌 に57.4%で あると言ふ.

Lynch13) (1926)は3500以 上の マウスの解

剖に よつて全数の11%に 肺腫瘍が見 られた.

又2つ の異つた系統 を検査 して一系統では生

後1年 に達す る208匹 中14匹 に肺腫瘍が発見

された.こ の2つ の系統を交配す ると可成 り

多数 の肺腫瘍 が生ず る.即 ち1代 に於ては約

1/2 2代 目には1/4みられた.又LynchはTyz

zerとSlyeの 言 う様に肺腫瘍発生には遺 伝

因子が影響す る事を主張 した.

結 論

ビール スHST感 染 マウスに於 て我々のみ

た と類似の肺 の変化 は滝沢系 ヒ ノン系実 験

癌14)で も認められ てい るが,一 般に独逸や日

本では マウス肺腫瘍の自然発生は甚だ稀れな

よ うであ る.之 に反 し米英では相当数に報告

され てい る.併 しこれ等 の腫瘍は主 として乳

嘴性嚢腺腫 であつて慢性炎症 と特定 の関係は

認められない.上 記の我 々の報告例では肝 臓

その他で認め られるビール スHSTに 特異な

肉芽性炎症が極めて強 く起つた場合 にのみ腫

瘍状 の増殖が認められ ることは,こ のビール

スの感染 と密接な関係 を示唆す るものであ る.

この研究に文部省科学研究費の補 助 を受 けた

ことを深謝する.擱 筆するに臨み終始御懇篤な御

指導並に御校閲を賜つた浜崎教授 に深く感謝致

します.
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