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緒 言

切開とか,排 膿 とかいつた様 な簡単な処置

で も,そ れがど うした機転に よつて炎症を治

す様に働 くか と言 うことは,単 純な様に見 え

て,実 は仲 々複雑な問題である.而 も,炎 症

疾患が外科治療の対称 として甚だ重要な位置

を占めてい ることを考えると,こ うした基本

的な問題の検討 もゆ るがせ にす る訳にはいか

ない.

榊原教授29)30)31)59)等は,こ の問題 を根本

に掘 り下げる目的で,炎 症を進行 させ得 る要

素を一つ一つ取上げ,こ れ らが外科処置によ

つてどの様な影響を受け,そ の結果 ど う云 う

ふ うに炎症経過に変化が起 るかを調べ,遂 次

発表 している.本 研究 も,そ の一連 の研究の

一部をなす ものである.

さて,こ れ らの研究によつて,細 菌に由来

す る諸因子の他 に,組 織の側に由来す る種 々

なる因子が炎症の進展に関与してい ることが

明かにせ られた.而 も,こ れ ら組織の側に由

来する諸因子の炎症に於いて果す役割 は,軽

視 し難い ものが ある.

私は,排 膿 とい う操作が炎症治療 の上で重

要な位置を 占めてい ることに着 目し,膿 を上

に述べた様な意味か ら再検討 してみたのであ

る.

古来,膿 に関す る研究は多いが,出 現細胞

や,化 学的分柝に関す るものが多 く,炎 症の

経過 との関係 も主 として これ らの点か ら論ぜ

られていた.し か るに, V. Menkinは1936年

以来,膿 の中には炎症の経過を特徴付け る幾

多の化学的因子があるとし,こ れ らの因子を

比較的純 粋な 形 で取出 して逐次 発 表 してい

る.毛 細血管透過性を亢 進するPermerbility

 Promoting Factor 69),白 血 球 増 多 症 を 起 す

Leucocytosis Promoting Factor41)55)白 血 球 減

少を起すLeucopenic Facto.52),及 び組織 の壊

死を起すNecrosin53),等 が これである.こ れ

らの研究は,炎 症を動態生物学的な立場で論

じているとい う点で極 めて重要である.

私は,抗 生剤が発達 した今 日なほ排膿 とい

う外科処置を廃止 し得ない理 由は,炎 症局所

には,生 菌が存 しないで も炎症を進展せ しめ

得る様な因子が出現す るためてあ ることを確

めた.更 に,斯 る物質は,炎 症局所 の組織 の

崩壊過程に出現する ものであることを明かに

し, V. Menkinの い うNecrosinと は斯 る組織

の崩壊過程 に現われ る物質にほかな らないだ

ら うとい う結論に到達 した.更 に,切 開,誘

導な どの処 置が本因子に及ぼす影響に関 して

検討を加えた.得 た所の結果は,何 れ も新知

見に属する.

第1章　 膿 及び筋融解物の作用に

関す る研究

第1節　 緒 言

化学療法が長足の進 歩をみた現在,或 いは

起炎菌其物は抗生剤の使用に よつて,全 くそ

の発育を阻止 し得 るか も知れない.し か し,

それを以て常に炎症を治癒 せ しめ得 るとい う

訳にはいかないのである.我 々外科医は 日常

診療に於 て,抗 生剤を如何に使用 しても,切

開排膿 とい う簡単な外科処置を加 えな くては,

どうしても治癒 し難い炎症の存在す ることを

痛感 してい る.特 に既 に膿 形成 の明か となつ

た様な炎症巣は,排 膿を行わねば多 くの場合

治癒 せず,逆 に排膿 を行 うと容易に治癒 する

こ とを経験する.即 ち,膿 そのものの存在が

炎症の治癒を妨げてい るかの如 くに思われ る
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のである.し かるに膿 の存在が,如 何 なる機

転に よつて炎症の治癒 を妨げ るのか とい う点

は今迄殆んど検討 されて居 らぬ といつても過

言ではない.抗 生剤が如何に発達 して も,排

膿 とい う操作を廃止 し得ない現況を考える時,

この点を明かにす るとい うことは真に重要で

ある.

この意味で私は先ず,無 菌なることを確め

られた膿乃至炎症壊 死産物の接種に よつて生

体は如何な る影響を受けるか を確めた.そ の

結果培養上無菌な膿を接種 した場合に も,進

行性の炎症が惹起せ られることが判つたので,

その本態を確め るべ く主 として組織の側 に由

来する炎症発現因子を検討 した.

第2節　 膿の生体に及ぼす作用

第1項　 実験方法

黄色葡萄球 菌で起つた腸腰筋炎の患者か ら

得た膿5ccに 対 し,べ ニシ リンG20万 単位の

割に加えて放置 し,培 養上無菌 となつた膿 を

注射器を用ひて,健 常家兎背筋内に1cc注 入

して,そ の后, 1日, 2日, 3日, 4日, 10日,

と経過を追つて組織を切除 し検索に供 した.

組織切除は家兎耳静内に空気を注入 して殺 し

て行つた.死 后直ちに背筋を切除 し6倍 フオ

ル マ リン固定を行ひ,注 射巣部位(脊 柱 両側

各々2ヶ 所,計4ヶ 所)に 就てヘ マ トキシ リ

ンエオヂン染色,ア ザ ン染色,ハ イデ ンハイ

ン染色の他,必 要に応 じて他 の染色 も行つた.

本実験には2.5kg-3kgの 健 常 家 兎15匹 使

用 し,注 入后各 日数の ものにつき各々12個,

合計60個 の切除組織について検討 した.

第2項　 組織所見(第1表)

第1目　 注射后24時 間の組織所見

注入局所の筋線維は膨脹 し,被 染性が悪 く

なつて淡紅色等質性に染つている.横 紋の不

明な もの も現われ る.多 核白血球は注入局所

の中心部に多いが,上 述の退行性変化を起し

ている筋線維間隙に も広 く浸潤 している.ま

た浮腫が見 られ,出 血は少いが充血鬱血が強

い.即 ち,か な り強い滲出性 の変化が起つ て

いる.

第1表

膿を筋肉内接種した場合の組織

反応の特徴(実験例数各々12例)

第2目　 注射后48時 間の組織所見

多核白血球は益 々増加 し,筋 肉は24時 間で

みたよ りも広範囲にわたつて上述 の退行性変

化を呈 している.出 血は散在的に見 られ,鬱

血が著 るしい.浮 腫が見 られ る.結 合織性細

胞が現われ る. (No. 13 No. 14).

第3目　 注射后72時 間の組織所見

(第1図)

滲 出性炎症は益々強 くなる.多 核白血球の

浸潤は強い.筋 肉組織は,線 維 の膨化,空 胞

形成,核 消 失等 の変化が48時 間に比 して広

く現われ,離 開した筋線維間隙に多核白血球

及び組織球が多数浸潤 してお る.浮 腫 も強い.

出血は少いが,充 血,鬱 血が著 しい.

第4目　 注射后96時 間の組織所見

此の頃にな る と,滲 出 性 変化は72時 間の

所見 よ り弱 くな り,多 核白血球は減少 し,線

維母細胞が増加 してい る.又 筋 の再生像を見

る例(No. 39)も ある.

第5目　 注射后10目 の組織所見

再生筋 と瘢痕 組織 よ り成 り,段 んど治癒 して

いる.

第3項　 小 括

無菌であることを確めた膿を筋 肉内に注射

して,そ こに起 される組織反応を検討 した.

注入後24時 間では,多 核白血球の浸潤甚だ し

く,出 血,充 血,鬱 血,浮 腫等の滲出性変化

のみな らず,局 所筋線維の退行性 変化を惹起

す る.注 人后48時 間では,滲 出性変化,筋 の
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退行変性は強 くな り,注 入后72時 間では更に

増強 してい る.注 入后96時 間では,多 核白血

球は減少の傾向に あ り,そ れにひきかえて,

筋の再生.結 合織母細胞の出現を見る.即 ち

組織の修復性変化が始 まる.注 入后10日 では

炎症像は消褪 して瘢痕 治癒 している.

即ち,膿 には上記の様な生体障碍 作用があ

る.膿 そのものの存在が炎症の治癒 を妨げ,

更に炎症を進展 させ ることが判 る.

第3節　 筋自己融解産物の生 体に

及ぼす作用

第2節 の実験に よ り,膿 には,そ の中に生

菌を証 しない場合で も筋肉内に接種 した時に

進行性 の炎症を起 させる因子が含まれてい る

ことが判明 した.膿 の中には菌に由来す る物

質 も含 まれているが,被 炎症組織に由来す る

物質 も含 まれていると考え られ る.斯 る膿の

中の炎症を起 させ る因子の由つて来 るところ

を明かにす る目的で,ま ず,組 織に由来す る

物質の検討を行つた.局 所組織に 由来す るも

の といえば,組 織が変性崩壊 せ しあ られ る過

程に現われるものに相違ない.よ つて筋肉を

菌を用いないで分解せ しめ,こ れを筋肉内に

接種 して組織反応を調 べ ることに した.先 ず,

無菌的に筋を一定 温度に保存 して自己融解せ

しめた ものを用いて実験 した.

第1項　 実験方法

家兎の背筋を無菌的に切除 して秤量 し,ホ

モゲナイザ ーで破砕 して2倍 量の生理的食塩

水を加えて よ く混 和 し,フ ラス コに 入 れ て

37℃ 孵卵器 中に保存する.無 菌的に操作 し

てもなお分解の途上に細 菌性分解を起す恐れ

があるので,こ れが防禦のために トル オール

を以つて表面を覆 う.か くの如 くして孵卵器

中において夫 々3日, 5日, 7日, 12日 間分

解 した ものを材料 とした,尚 接 種材料は寒天

培養基を以て培養し,本 培養では無菌な るこ

とを確認 してあ る.次 に2.5kg-3kgの 健常

家兎の背部を 硫化バ リユ ームを以て脱毛する.

脊柱 より約1.5cm距 つた部 位の筋 肉に筋線

維 の走行に縦に小 切開を加えて上述物質を注

入 し,筋 膜で覆つて皮膚縫合を行 う.各 々1

匹に左右2ヶ 所,計4ヶ 所の背筋 内に注人 し

た.注 入后24時 間, 48時 間后に注入部筋組

織を切除 して検 した.本 実 験 には家兎30匹

を用い注入后各時間の ものにつき各 々12個.

合計120個 の切除組織について検討 した.染

色は第2節 で述べたの と同様で ある.筋 肉粥

接種時及び組織 切除時はボ ノドリン静脉麻酔

を行い,操 作は総 て可及的無 菌的に行つた.

第2項　 実験成績

第1目　 孵卵器中に3日 間保存せ る筋肉

粥を接種 した場合の組織所見

a. 接種后24時 間の組織所見

接種筋粥の核はすべ て消失 している.周 辺

筋は殆んど変化な く浮腫 も見 られない.た だ

接種筋粥の外周に極めて少数の白血 球が浸潤

してい る.

b. 接種后48時 間の組織所見

接種筋粥は周囲か ら白血球の浸潤を受け て

いるが多 くはない.生 体筋線維は腫脹 し,線

維間隙は開いて浮腫が見 られ,こ の間隙には

多数の白血球浸潤が見 られ る.毛 細管 の鬱血

が強 く,所 々に出血が見 られる.

第2目　 孵卵器中に5日 間保存せ る筋肉

粥を接種 した場合の組織所見

a. 接種后24時 間の所見

接種筋粥は既に崩壊 している.生 体筋 肉は

接種粥に接す る部に於 て被染色性が悪 く,横

紋は消失している.毛 細管は充血 し,中 心に

赤血球を,周 辺に白血球 を充す.毛 細管周辺

に多核白血球の遊出強 く,筋 線維間及び接種

筋粥 中に も白血球の浸潤が見 られ る.又 浮腫

があ る.単 核細 胞 の 出 現 は 極 め て 稀 で あ

る.

b. 接種后48時 間の組織所見

接 種筋粥は白血球に貪喰 されてい る.接 種

筋粥に近 い生体筋線維は腫脹 し,被 染性が悪

くな り無構造に染 まつている.ハ イデ ンハ イ

ン染色 で見 ると横紋は消失 し,接 種粥か らか

な り離れた筋線維 に も横紋の判明せぬ ものが

現われている.空 胞形成せ るもの も見 られ,

上述変性筋の線維間には白 血 球 の 浸 潤 が 多

い.出 血,充 血,浮 腫 も強い.(第2図)
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第3目　 孵卵器 中に7日 間保存せ る筋肉

粥 を接種 した場合の組織所見

a. 接種后24時 間の組織所見

接種筋粥は第2目, a.の 所見 と同様であ り,

周囲筋組織は,線 維間隙が広 くな る.無 構造

で横紋の判然 しない腫脹 した筋線維が前 目で

見たの と同 じ様に白血球に浸潤 されてい る.

白血球 の浸潤は著 るし く,殊 に白血球が集簇

性に集つてい る部分は接種筋粥 の崩壊 が著 る

しい.白 血球はエオヂン好性細胞が大部分で

あ り単核球は稀である.浮 腫,出 血は強い.

b. 接種后48時 間の組織所見

白血球浸潤 と出血が更に強 くな り,こ の変

化は周囲筋組織内に も広 く拡がつてい る.筋

の退行性変化は,接 種粥に接す る所のみな ら

ず,離 れた所に於て も横紋 の明かでない もの

が見 られる.

c. 接種后10日 の組織所見

中心部に未だ処理 されない接種筋粥があ り

その周囲はかな り厚 い肉芽で囲 まれてい る.

その外層には筋再生の像が認められ,多 核の

幼弱筋細胞が所々に存 し筋の再生像を以て,

健康部 と明 らかに界 されている.接 種筋粥は

大単核細胞で貪喰 されつ ゝある.

第4目　 孵卵器 中に12日 間保存せる筋肉

粥を接種 した場 合の組織所見

接種后24時 間, 48時 間共に, 7日 間保存せ

るものを接種せ る時 と略 々同様であるが変化

の程度はむしろ軽い.

接種后60時 間になる と多核白血球,大 単核

球,小 単核球が混在 している.こ れ等は,筋

線維 間 隙に も,接 種 筋 粥 中に も浸潤 してい

る.筋 線維横紋の全々見 られな くなつた もの

が多い.

第3項　 小 括

生体組織内に於け る壊死組織の作用を検す

る目的を以て,試 験管 内で夫 々3日, 5日,

 7日, 12日 間 自己融解を起させた筋肉粥を,

家兎背 筋内に接 種 し, 24時 間,48時 間 に於

け る組織反応を検 した.

筋肉粥 を接種す ると,接 種 された筋粥は,

滲出 した白血球に よつて次第に崩壊す ると共

に,生 体筋 の退行変性 を起 し,滲 出性病変を

主 とした炎症を惹起せ しめる.即 ち,出 血,

浮腫,白 血球浸潤が見 られ,筋 線維の腫脹,

空胞形成,横 紋消失等の筋壊死像を呈す る.

第4節　 化学的処理を行 える筋粥の

生体に及ぼす作用

次に私は筋肉粥を化学薬品を以て急激に変

性せ しめた場合の生体局所に及ぼす影響につ

いて検討 した.

第1項　 実験方法

前実験 と同 様 に して 採 取 した筋肉を ホモ

ゲナ イザ ーで細挫 し,こ れを2群 に分ち,大第

1群 はN/10HClを 加 えて1時 間放 置 した後,

 N/
10NaOHを 加えて中和, 1時 間放置,そ の後

生理的食塩水で1回 洗滌 して得た筋粥を用い

た.第2群 は,さ きにN/10NaOHで 処 理 した

后, N/10HClで 中和 して生 理的食塩水で洗つ

た筋粥 を用いた.

これ らを前実験 と同様な方法で各群3匹 宛

計42匹 の家兎背筋内に接種,夫 々1日, 2日,

 3日, 4日, 13日, 15日, 25日 に各々4箇 所

よ り標本を採取 し,合 計168個 の標本につい

て検 した.

第2項　 実験成績

第1目　 初めN/10HClで 処 理 し,次 に

N/
10NaOHで 中和 した筋肉粥接種実験(第2表)

第2表

筋肉を初めN/10HClで 処理 し,次 にN/10NaOH

で処理 した筋粥を家兎背筋内に接種 した

場合 の組織反応 の特 徴(実 験例数各々12例)
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a. 接種后24時 間の組織所見

接種粥の周辺に組織球が現われ,接 種粥 を

処理せん として働 いている像を見 る.白 血球

の浸潤は極めて少い.生 体筋は何等犯 されて

いない.出 血は全例に見られ るが浮腫は見 ら

れ な い.浮 腫 の明 か な もの が1例 あ つ た

(No. 181).

b. 接種后48時 間の組織所見

この時になつて,多 核白血球が外側か ら中

心に向つて浸潤 して行 く像が見 られ る.所 々

に出血がある.組 織球が益々増加 している.

生体筋は犯されていな い.

c. 接種后3日 の組織所見(第3図)

接種筋粥を取 り囲んで肉芽の発生が見 られ

る.最 外層には,辺 縁に核を有す る巨細胞が

現われ る.こ れは再生筋細胞であ るが横紋は

未だ明かで ないが,縦 線維のみはつ き り見え

る.局 所に現われ る細胞は組織球が殆んど全

体 を占めてお り,白 血球は少い.筋 は犯 され

ない.出 血 もない.

d. 接種后4日 の組織所見

3日 の所見に略等 しいが,肉 芽組織が更 に

成長して毛細管が多い.白 血球は再び増加 し

て来ている.

e. 接種后13日 の組織所見

再生筋 肉は多 くな り,完 成 した ものか ら,

幼弱 な巨大細胞型の もの まで各段階が見 られ

る.こ の内側は結合線維性被膜が,可 成 り厚

く形成され,肉 芽 も相 当厚い.肉 芽層の内面

は多核白血球の浸潤層 とな り,接 種粥は外周

は殆んど処理 されておる.中 心部には未だ筋

粥が残 つている.

f. 接種后15日 の組織所見

外側か ら,筋 再生像 の見 られ る層,結 合織

層,白 血球浸潤層,及 び接種筋粥残存層の4

層に区別 され る.筋 再生は相当著明で,巨 細

胞型の幼弱筋細胞が多数見 られ る.結 合織層

は小円型細胞,エ オ ジン好性球,線 維細胞が

多 く,毛 細管 も多い.結 合線維は未だ少い.

この層の内側には大円形細胞が一層を成 して

並んでお り,肉 芽形成の最 も新 らしい時期に

あ ることを思わせ る.最 内層には無構造にな

つた接種筋粥があ り,周 囲か ら多核白血球が

侵入 して徐々に処理 され てゆ く筋粥が見 られ

る.

g. 接種后25日 の組織所見

15日 で見た所見 よ りも結合織層は完成 して

細胞成分は殆 んどな く,線 維成分が増加 して

いるし,浸 潤白血球が減少 しているのが異う

ている.其 他の筋再生像及び接種粥 の処理さ

れている所見は15日 所見 と略 々同様である.

第2目　 初 めN/10NaOHで 処 理 し 次 に

N/
10HClで 中和 した筋 肉粥 接

種実験(第3表)

第3表

筋肉を初めN/10NaOHで 処理し,次 にN/10HCl

で処理した筋粥を家兎背筋内に接種 した場

合の組織反応の特徴(実 験例数各 々12例)

a.. 接種后24時 間の組織所見

接種筋粥周辺に組織球及び多核白血球が現

われ るがN/20HClで 初め処理 した筋粥 接 種 の

所見 とは逆に,組 織球が少な く白血球が多い.

全例出血を見 るが浮腫はない.生 体筋は犯 さ

れていない.

b. 接種后48時 間の組織所見

多核白血球は急に増加 して周辺に現われ る.

小単核球 も増加す る.接 種筋粥 に接する部に

出血が見 られ る.生 体筋肉には,障 碍 された

像が見 られない.浮 腫はない.

c. 接種后72時 間 の組織所見(第4図)

肉芽の形成は,N/10HClで 初 め処 理 した筋

粥接種に比 して著 し くない.巨 細胞の出現 も
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まれ である.接 種粥 の周辺 には少数の組織球

と,多 数の小単核球 と,多 数の多核 白血球 と

が混在 している.散 在性の出血が見 られ るが,

筋は犯 されていない.

d. 接 種后96時 間の組織所見

周辺に巨細胞が出現する.巨 細胞は,多 数

の核が一端にのみ集 ま り,多 い ものでは約20

ケの核が見 られ る.多 核 白血球は減少 し,接

種筋粥周辺には無数の 大単核球 と小数の単 核

球が筋粥 を外周か ら取 り囲んでいる.

e. 接種后13日 の組織所見

最外層では筋の再生が盛んに営 まれてい る.

その内層は幼 弱肉 芽組織で血管 に富み,大 単

核球が多い.こ の内側は多数の大単核球に取

り囲 まれ て接種筋粥 の残存部 と白血球 の頽廃

物か ら成 る.

f. 接種后15日 の組織所見

外層か ら,再 生筋層,結 合織層,白 血球 及

び接種筋粥残存物 となる.筋 の再生は盛 んで

ある.結 合織層は,線 維成分は未だ少 く血管

及 び組織球が多い.エ オジン好性球 も多い.

接 種筋粥は殆んど崩壊 して,頽 廃 した白血球

と混在 している.

g. 注入后25日 の組織所見

15日 に似 た所見であるが結合織層は線維の

みか ら成 りアザ ン染 色で見ると接種筋粥は結

合線維 で取 り囲 まれ所謂瘢痕 で周囲を囲 まれ

てい る.中 心部に見 られた白血球は減少 して

組織球がそれにかわつ ている.

第3項　 小 括

塩酸,苛 性 ソーダで処理 した筋肉粥 を接種

した場合に見 られる組織 像は,第2,第3表

に示す如 くである.滲 出性変化は極めて少な

く,初 めか ら小単核球,結 合織細胞が出現 し,

筋組織の再生が早 くか ら始 まる等の特徴を有

してい る.こ の所見は,自 己融解筋 の場合 と

は全 く異な り異物反応を主 とした ものである

ことが判る.酸 で初め処理 した ものに於ては,

アルカ リで初め処理 した ものに比 して,白 血

球浸潤が少 く,結 合織細胞が早 くか ら現われ

る.

この実験に よつて,自 己融解筋粥 を接種 し

た時に現われ る変化は,筋 粥 とい う異物を接

種 したために起 された ものではない ことが明

かになつた.単 なる異 物 の作 用 だ け で はな

く,特 徴ある炎症反応を惹起 し得 る何等かの

因子が含 まれていることが明かになつたので

ある.

第5節　 筋 の生体内融解 の生体に

及ぼす作用

次に私は筋肉粥 を家 兎に接種 し,そ れが生

体内に於 て自己融解を起 して行 く際に,局 所

に如何なる変化を生ずるかを研究 した.

第1項　 実験方法

健常家 兎 の背筋か ら無 菌的に0.5cm3大 の

筋切片 を切除 し,こ れを細挫 した后直ちに他

の健常家兎背筋内に接種す る.接 種は脊柱の

左右に夫 々2ヶ 所 宛既述の方法によつ て行つ

た.接 種后夫 々1日, 2日, 10日, 20日, 30

日,に 組織を採取 して組織学的検索を行つた.

本 実 験には家 兎15匹 を用ひ,接 腫后各 々の

日数の ものについて12ケ,計60ケ の標本に

つ いて検 した.

第2項　 実験成績(第4表)

第4表

筋肉を生体内で 自己融解せ しめた場合の

組織反応の特徴(実 験例数各 々12例)

第1目　 接種后1日 の組織所見

肉眼的所見

接種筋粥がそのま のゝ型で存在し,操 作に

よる出血を認める.

組織学的所見

接種筋肉粥の周辺に極めて少数の多核白血

球の浸潤 と出血を見るのみであり筋の変性,
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浮腫はみ られない.

第2目　 接種后2日 の組織所見

肉眼的所見

接種筋粥は殆んど変つて居 らない.接 種局

所に出血を見 る.

組織学的所見

接種筋粥は無構造 とな り,膨 化 し横紋の消

失が見 られ る.生 体筋肉は,極 めて少いけれ

ども無構造 とな り膨化 した ものがある.白 血

球浸潤は接種筋粥周辺に見 られ るが,そ の数

は多い.浮 腫が証明 され る.出 血はかな り強

い.組 織球は見 られない.

アザ ン染色では,接 種筋粥は紫色に染 ま り,

生体筋 も筋粥 に接す る部分には紫紅色に染 ま

つた筋線維が見られ る.

第3目　 接 種后10日 の組織所見(第5図)

肉眼的所見

接 種部位は皮膚表面か ら硬結 としてふれ る.

該部を切開すると,筋 膜は壊 死状を呈 し且つ,

白色膿苔 を附着 してい る.接 種筋は乾酪様 と

な りその中心部に少量の原形を認めるに過 き大

ない.乾 酪様物質は0.5cm3の 接種筋 より,

遙かに大 き くな り,結 合織膜で囲 まれている.

組織学的所見

接種筋は無構造 のば らば らの小片 とな り,

核は全 く消失 し,横 紋縦紋共に見 られない.

再生筋肉層,結 合織性被膜層,肉 芽層,白 血

球浸潤層,接 種筋片 の順に排列 している.筋

肉の再生は著明ではな く,次 の厚い結合織 被

膜に移行す る.こ の被膜層は,細 胞,血 管が

少 く,線 維成分か ら成 り次第に細胞成分の多

い肉芽に移行す る.更 にその内層は白血球 の

無数に見 られ る層 とな る.白 血球は周辺に見

られ るものは頽廃 した もの多 く,中 心には 正

常な多核白血球が多い.

アザ ン染色では,接 種筋が充分に処理 され

ていないで残つてい る量の多い標本に結合織

性被膜の形成並に肉芽 の形成が悪 く,此 処を

中心に更に外側 に新 らしい白血球浸潤を認め

る.こ の白血球浸潤巣が新 らしい膿瘍 を作つ

て行 く.即 ち,接 種筋が,そ の分解過程 中に

白血球の浸潤を起 させ る様 な物質,又 は肉芽

形成を阻碍す る様な或種物質を産生 し,こ れ

が炎症拡大の主導的役割 を演 じているか の如

くであ る.こ の事実は,接 種筋が 日と共に生

体 内で融解 しなが ら膿瘍 もそれにつれて増大

している(第5図,第6図).

第4目　 接種后20日 の組織所見(第6図)

肉眼的所見

接種部位は皮膚表面か ら硬結 としてふれ る

のみな らず,腫 瘤を形成 している.切 開 して

み ると筋膜は白色膿苔を附着 している.接 種

筋は乾酪様 とな り, 10日 で見た時 よりも大き

くな り,周 囲は明か な結合織性被膜で包 まれ

てい る.こ の時期には接種筋の一部が残 つて

いる.

組織学的所見

接種筋の周辺は膿瘍化 し,中 心には無構造

になつた筋片が存す る. 10日 の もの と同 じく,

再生筋層,厚 い結合織性被膜,肉 芽層,膿 瘍

となつている.筋 再生は著明でない.結 合織

被膜は細胞,血 管に乏 しく線維で 占められて

いる.肉 芽は薄 くて,単 核細胞に混 じてエオ

ジン好性球が見 られる.新 らし く出来た膿瘍

は増大 している.

第5目　 接種后30日 の組織所見

肉眼的所見

20日 の所見で既 に膿瘍 壁の完成を見たが,

それに もか ゝわ らず膿瘍は増 大してお り,皮

膚の上に も り上つた拇指頭大の腫瘤 を形成 し

てい る.切 開 して見 ると,筋 膜は膿苔 と化 し

て明かでな く,皮 下に直接腫瘤が現われてお

り,こ れの外周は 黄白色被膜をかむつ てい る.

割面は乾酪様の膿瘍である.

組織学的所見

組織学的には,少 量ではあ るが,未 だ接種

筋片の残存を見る.外 側か ら再生筋層,結 合

織性線維の密な被膜 とな り,被 膜は直接に乾

酪様 の内容に接 してい る.近 接の新膿瘍 も被

包化 されてい る.

第3項　 小 括

家 兎の背筋を無 菌的に一定の大 きさに切除

して,再 び家兎背筋 内に無 菌的に接種 してそ

の経過を観察 した.
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第1日 目で接種肉片の周 りに多核 白面球が

現われ,日 を追つて益々多 くな り,接 種肉片

を周囲か ら融解 し始める.接 種肉片は次第に

退行変性 しなが ら,原 形は周囲か ら崩壊 して,

 30日 では極めて小 さな原型を止め るのみ とな

る.崩 壊せ る部分は,灰 白乾酪様 とな る.こ

の膿瘍は 日と共に増大 している.膿 瘍周辺 の

肉芽は厚 いに もか ゝわ らず膿瘍 は増大 してお

り,一 部に肉芽形成の悪い所があ り,斯 る部

位では これに隣接 して新膿瘍が見 られる.

先 に観察 した化学的に処置 した筋肉粥では

単なる異物 としての反応であつたが,こ の実

験では,接 種 された組織の現わす反応が全然

異なる,恐 ら くこの相違は,前 者が組織内で融

解せず,後 老は生体 内で自己融解 し,そ の際崩

壊 する細胞か ら生 じた所の或種の因子による

ものであ り,試 験管 内で 自己融解せ しめた筋

肉のそれ と同様因子に よる もの と考えられ る.

化学的に処理 した筋粥は異物 としての組織

の反応を呈するのみであ り,且 つ,長 期の観

察で膿瘍 の増大は見られなかつたので ある.

第6節　 総 括

緒言にも述べた如 く,化 膿の進行 した炎症

では,抗 生剤に よる治療 のみでは治癒 し難 い

原因を探求すべ く以上の実験を行つた.

即ち,培 養的には無菌 となつた膿を筋肉内

に接種 した場合に,筋 の変性,多 核白血球 の

夥 だ しい浸潤,出 血,鬱 血,浮 腫等 の組織所

見を主徴 とす る進行性炎症症状を現わす.

この所見は,筋 肉粥を無菌的に一定温度に

放置して 自己融解せ しめた ものを接種 した時

の所見に酷似す る.

筋肉粥を酸,ア ルカ リ等で急激に変性せ し

めた ものを接種 した場合 の組織反応は,充 血,

鬱血,出 血はな く,結 合織性細胞の出現を主

とし,異 物接種の際の組織反応を示すに過ぎ

ない.他 方筋の細挫せ るものを何等処置せず

して接種 した場合には,接 種后短期間では大

な る反応を示 さず,一 定期間后には,多 核白

血球 の浸潤が強 く,周 囲の組織を犯 して行 く.

化学的に処理せる場合 の組織像には斯 る所見

の見 られない所か ら,こ の変化は筋 肉の生体

内に於け る自己融解過程 中に生ず る或 る因子

の作用に よるもの と考えられる.

細 菌感染巣に於け る組織の変性分解過程に

於ける産物 と,組 織の自己融解産物 とが同一

のものであるか別種の ものであるかは,以 上

の実験か らだけでは判定出来ないけれ ども,

少 くとも組織像か らだけ云えば,殆 ん ど同一

な反応を示 している事実は注目すべ きことで

あ ると思 う.

第2章　 自己融解筋抽出液 の作用に

関す る研究

第1節　 緒 言

前編に於て自己融解せ しめた筋肉粥を接種

した場合,膿 を接種 した場合 と極めて相似た

結織像 を呈す ることを明 らかにした.よ つ て

か ゝる反応を生ぜ しめ る因子を更に検討 し,

膿に於け る反応因子 と自己融解せ しめ大た筋肉

粥の反応 因子 との関係 を明かにせんと試みた.

先ず,自 己融解 せしめた筋粥の抽出液を作

製 し,こ れに就て実験 した.

第2節　 抽出液注射時の組織反応

第1項　 実験方法

第1章 に述べた方法で,試 験管内で72時 間

自己 融 解 せ しめた ものを, 1500廻 転, 30分

間遠心沈澱 して得た上清を用ひた.

2.5kg-31cgの 家兎 腹 部を,硫 化バ リュー

ムを以て脱毛す る.脱 毛は前 日行ひ,実 験当

日は脱毛操作に よる炎症症状 の全 くない こと

を確かめた上で,既 述の上清0.1ccを ツベル

クリン注射器を用 いて皮内注射 し,そ の反応

を検 した.注 射部位を一定にす るため反応の

見難 い正中部を避けて側腹部に行つた.又 注

射 速度は可及的一定に した.本 実験には家兎

11匹 を用ひ顕微鏡標本は各時間の もの6例 に

就 て検 した.

第2項　 実験成績

注射后1時 間では,注 入液に よる腫脹のみ

で あ り, 3時 間頃か ら発赤は明か となる. 5

～8時 間で発赤は著明 とな り, 24時 間に至 る

まで発赤を示 しているがその程度は軽 くなる.

浮腫は3時 間頃から現われ次第に増強して来
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るがその程度は軽い. 24時 間后に至 ると証明

されるけれども極めて少い.硬 結は. 5時 間

頃 までは未だ明かでないが, 8時 間にな ると

注射局所に極めて小 さな硬結を生ず るものが

多い.

抽出液0,5cc皮 内注射の場 合は第5表 に示

す如 く5時 間で既に硬結を作 り, 24時 間では

丘疹 となる.

0.5cc皮 内注射 した抽 出液の作 用を組織学

的に検 した成績は次の如 くであ る.

a. 3時 間所見

皮下組織 内に多核白血球 の浸潤が散在性に

見られ,軽 度の出血 を見 る.充 血は強 い.浮

腫 も見られる.

b. 6時 間所見

多核白血球は益々増加 して,充 血,出 血が

強 くなる.浮 腫 も増強 している.時 には血栓

を証明す る.

c. 48時 間所見

皮下に広 く膿瘍を形成 している.又 膠原線

維の腫脹が見られ る.又 皮下筋層には筋の退

行性変化が現われ る(第8図).

第3項　 小 括

第1章 で,自 己融解筋その ものが生体に対

して起炎作用を有す ることをみたが,こ れを

生理的食塩水で抽出 した ものに就て組織反応

を検 してみた.抽 出液注射 の組織反応は,多

核白血球浸潤,出 血,充 血,浮 腫,膠 原線維

の腫脹等であ り,こ れは滲出性反応であ る.

膠原線維 の腫脹及び膿瘍に至 ると皮下の筋層

に退行変性が見 られる.こ れ等は 自己融解せ

しめた筋肉粥接種時の組織学的変性に略等 し

い.即 ち,自 己融解筋粥中の起炎因子は,抽

出液中に も存在す る.

第3節　 菌培養濾液 と自己融解筋抽出液

の混合注射の組織反応

膿を無菌 として接種 して も炎症を惹起せ し

め得ることを証 したが,膿 の成分には細菌に

由来す るもの と,組 織に由来するもの とがあ

ると考えられる.こ の うち被炎症組織に由来

す る因子に関す る検討は終つたので,細 菌に

由来す る因子に関する検討を試みた.し か し

膿 の成分を分柝 して細菌に由来す るものを取

り出す ことは まず不可能に近い.よ つて,菌

の培養濾液を用 い,こ の ものの単独注射時 と,

自己融解産物 に混 じて注射 した場合 との相違

か ら問題を解決せんと試みた.

第1項　 実験方法

菌培養濾液の作製

黄色葡 萄球菌(寺 島株)1白 金耳を24時 間

斜面寒天に培養 した10本 か ら菌 集 落 を集め

て, 20ccの 蒸溜水に浮遊 し,次 に蒸気浴 中に

100℃ 60分 間 処 理す る.こ れを1分 間3000

廻転で60分 遠心沈澱を行 い,そ の上清を菌の

培 養 濾 液 と して 実 験 に 用 い た.こ の濾 液

0.5ccを 脱 毛した家兎 腹部皮内に注射 して肉

眼的,組 織学的に観察 した. 15個 の局所に就

て見た.

第2項　 実験成績

a. 濾液単独注射の場合(5例)

第6例 に示す如 く腫脹,発 赤,硬 結,壊 死

は現われない.

b. 濾液 と自己融解筋抽出液混合注射の場

合(10例)(第5表)

腫脹は3時 間頃か ら現われるが時間の経過

と共に増強す るが軽度であ る. 24時 間后では

や ゝ増強 している.発 赤は2時 間頃か ら見ら

れ る様にな り, 3時 間頃 か ら明 か となる.

 71/2時 間で表で見 る如 く発赤は増強 し, 24時

間ではや ゝ軽 くな る.硬 結は5時 間で注射局

所に現われ, 24時 間后にはそれが丘疹 として

ふれるに至 る.

細織学的所見は抽 出液単独注射 の場合 と変

らない.第10図 は48時 間所見で ある.

第4節　 自己融解筋粥に細菌を加 えた

場合の生体に及ぼす作用

前章に於て菌培養濾液に就て検討 したので,

次に私は 自己融解産物 と菌 との作用を検すべ

く次の実験を行つた.

第1項　 実験方法

第1章,第3節 で述べた方法を用い, 7日

目の 自己融解筋粥 に,黄 色葡萄球菌(寺 島株)

を加え(1白 金耳の菌 を48時 間 ブイヨン培養

を行ひ,こ の10ccの ブイ ヨンか ら0.4cc取 つ
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て加 う), 2.5kg-3kgの 家免 背 筋 内に 前述 の

方法で注入した.注 入后48時 間に注入局所の

筋肉標本を作つて検 した.本 実験に4匹 の家

兎を用ひ8ケ の標 本に就て検査 した,

第5表　 自己融解筋抽 出液 の作用 とこれに対する血清,菌 濾液の作用(皮 内反応)

第2項　 実験成績

第1目　 注入后48時 間の組織学的所見

極めて烈 しい滲 出性炎症を惹起 し,中 心に

は多核白血球が集簇性に 集まり膿瘍を形成す

る.白 血球は筋線維間を広 く浸潤 してお り,

この像は 自己融解筋のみに よる ものよ り搖に

強 い.(第7図).こ れに反 し,対 照 として同

量の菌 ブ イヨンのみの注 入では膿瘍 の形成を

見 るが,前 者に比 して白血球の浸潤は狭い範

囲であ り,浮 腫 も軽 い.前 者に見られ る様な

烈 しい出血は見 られず軽度である.即 ち,菌

のみの炎症 よりも自己融解筋の存在に於ては,

両者の共同作用に より広 く且つ烈 しい滲出性

炎症 を惹起 してい る.

第3項　 小 括

膿 の成分には菌 の産物 も含 まれているだら

うと思はれる.そ こで菌 の培養濾液を単独に

注射 した場合 と,自 己融解筋抽出液 とを混じ

て注射 した場合 とを比較 した.そ の結果は,

少 くとも私の実験か らは,菌 の培養濾液単独

注射は著るしい変化を惹起せしめず.自 己融

解筋抽出液を混 じて注射 した場合,抽 出液単

独注射に比 して強い変化を示さなかつた.こ

の所見か ら直 ちに結論を下せないが,自 己融

解産物 のみで膿を接種 した時 と同じ組織像を

得 ることが出来 る点を考慮 して,膿 の起炎作
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用の うち組織に由来す る因子が少 くとも重要

な位置を占めていることは想像出来 る一.又生

菌を混ず ると炎症が増強せ られ る事実は,膿

の存在が炎症を悪化す るとい う事実を裏書 き

す るものと考える.

第5節　 抽出液か ら作製 したオイグロ

ブ リン分屑の作用,並 に プ ソ

イ ドグ ロブ リン分屑の作用

自己融解せ しめた筋粥抽出液には,滲 出性

の反応 を主徴 とす る組織反応を起 させ る因子

が含まれていることが判明 したので,更 に こ

れを分柝 追求した.

既に, V. Menkin53)は 膿 中のオイグ ロブ リ

ン分 屑 中には,家 兎皮 内 に注 射 する と発 赤 を

呈 し膠 原 繊 維 の 膨 化 が起 り遂 に壊 死を生 じ

得 る 物 質 が あ る ことを証 明 し,こ の 因 子 を

Necrosinと 命 名 して い る.筋 の 自己融解 産 物

抽 出液 に も この作 用 が あ る こ とが 判つ た ので,

これ とV. Menkinの い うNecrosinと の 比 較

を検 討 した.

第1項　 実 験 方法

オ イグ ロブ リン分 屑,プ ソイ ドグ ロブ リン

分 屑 の作製 法.

3日 間 試 験管 内 で 自己融 解 せ しめ た筋 粥 の

抽 出液 を,次 の方法 で 分柝 しオ イグ ロブ リン

分 屑 と,プ ソイ ドグ ロブ リン分 屑 を 得 る.

筋 肉24gか ら0.74mgの オ イグ ロブ リンを

得 た(第11図).

筋抽 出液 の オ イグ ロブ リン分屑 の化学 的性

状.凍 結乾 燥 した オ イグ ロブ リン分 屑 は,少

し茶 色 をお びた 白色 の軽 い粉 末で あ る.蒸 溜

水に は溶 け難 い. 10%食 塩 水 によ く溶 け る.

 Biuret反 応, Millon反 応Molisch反 応共 に

陽 性. Xanthoprotein反 応 疑 陽 性 で あ る.フ

ェ ノール,及 び ブ タ ノール を溶媒 と して,ペ

ーパ ー,ク ロマ トグ ラ フ ィーを行 つ たが,ニ

ン ヒ ド リンで 呈色 しな い.以 上 の化学 的性 状

はV. Menkinの 方法 で 得 たNecrosinの 性 状

に略 々一 致す る.

第2項　 実 験成 績

第1目　 オイグロブ リン分屑注射時の組

織反応

オイグ ロブ リン分屑0.74mgを 倍 々稀釈 し

て家兎皮内に注射 しその発赤の程度を観察す

ると第6表 の如 く, 0.74mgで は11/2時 間で

発赤 を呈 し, 81/2時 間で最 高に達 し, 24時 間

では,発 赤がや ゝ減 じ注射部位に丘疹を残 し

た.

1/2稀釈では11/2時 間で変化な く, 81/2時 間

で軽度の発 赤を示し, 24時 間 まで持続 した.

硬組結は見られなかつた.

1/4稀 釈では11/2時 間 で 変 化 な く, 81/2時

間で軽 度発赤 し, 24時 間まで続 いた. 1/8以

上の稀釈では最早変化を生ず るには至 らなか
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つた.即 ち, 1/4稀釈 までは皮膚の発赤を生ぜ

しむる ことを知つた(第6表).

第6表

自己融解筋抽 出液か ら得たeuglobulin

分屑皮内注射

よつて,オ イグ ロブ リン1.0mgを0.5cc

の生理的食塩水に溶解 して皮 内反応 を試み,

その肉眼的,顕 微鏡的変化を調べた.

a. 肉眼的所見(第7表).

30分 で既 に発赤,浮 腫が軽度に現われる.

浮腫は時間 と共に増強はしないが,発 赤は次

第に増強 し,そ れ と共 に硬結が発赤の中心部

に現われ る. 24時 間では発赤はや ゝ減弱す る

が硬結は著明 とな る.即 ち,オ イグ ロブ リン

皮内注射では,発 赤 と硬結 を主 とした肉眼的

所見を現わす.

b. 組織学的所見(第12図)(第14図)

注射后30分 では皮下組織内に血管 の充血,

及びその周辺に多核白血球が浸潤す る.浮 腫

が見られる.膠 原線維 の変化はない.

注射后60分 では,充 血 は強 く,多 核白血球

は血管周辺のみな らず,広 く浸潤す る.

注射后2時 間では, 1時 間の所見 と略 々同

様である.

注射后3時 間では,多 核白血球 の浸潤は著

るし くな り,出 血 を惹 起す る.白 血球は皮下

筋層 まで浸潤する.

注射后6時 間では,多 核白血球の浸 潤,出

血,充 血,は 更に強 くな ると共に皮下膠原線

維の膨化が現われ る.(第14図)

注射后15時 間では, 6時 間の所見が更に強

くなる.

注射后24時 間では,白 血球 の浸潤が少 し弱

まる.膠 原線維 の膨化が 目立つ.

第2目　 プ ソイ ドグ ロブ リン注射時 の

組織反応.

プ ソイ ドグ ロブ リン1.0mgを0.5ccの 生理

的食塩水に溶解 して皮内反応 を試み,そ の肉

眼的,顕 微鏡的変化を調べた.

a. 肉眼的所見(第7表)

30分 では浮腫が強 く,発 赤は軽度である.

 60分 では,更 に浮腫が強 くなるけれ ども,

発赤はそ れ程 増 強 しない.硬 結 は明かでな

い.

注射后2時 間では,発 赤はかえつて弱 くな

る 浮腫は変らない.

注射后3時 間16時 間では, 2時 間の所見

と略同様であ る.

注射后15時 間では浮腫は消褪 して見 られな

くな り,発 赤,硬 結 も見 られない.即 ち,正

常皮膚 と変 らな くなる.即 ち,プ ソイ ドグロ

ブ リン分屑皮内注射では,浮 腫を主 とした変

化が見 られ る.

b. 組織学的所 見(第13図)

注射后30分 では,充 血 と,そ の周辺 の白血

球 の浸潤が見 られる.浮 腫が強い.

注射后60分 では,充 血,多 核白血球浸潤は

30分 の所見に略同様であるが,浮 腫がや ゝ強

くなつてい る.

注射后2時 間では, 60分 の所見に等 しい.

注射后3時 間では,急 に多核白血球の浸潤

が増加す る.

注射后6時 間では,多 核白血球の浸潤が減

少す る.浮 腫は60分 の所 見に 略 等 しい(第

13図).

注射后15時 間では,浮 腫は消褪 して,極 く

軽度 の白血球浸潤を見るのみ となる.

注射后24時 間では, 15時 間の所見 と同様,

多核白血球が散在性に見られ るのみ となる.

第6節　 オイグ ロブ リンの抗原性の有無

一種の蛋白質であ るオ イグ ロブ リン分屑が

抗原 として作用 し得 るこ とは考え得る所であ

る.私 は,抽 出液か ら作つたオイグロブ リン

分屑について この点を調査 した.

オイグロブ リン100mgを1ccの 生理的食

塩水に溶か して,家 兎耳静脉か ら注入 した.
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注射は3日 間隔2回 で,第2回 注射后2週 間

后に血清を採取 した.

第7表　 自己融解筋抽 出液のオイグ ロブ リン分屑,プ ソイ ドグ ロブ リン分屑の

皮内注射(肉 眼所見)

オイグ ロブ リン100mgを 倍々稀 釈 して,

これに血清を重層 し, 37℃ 孵 卵 器 に入れて

5時 間 目の所見を見 ると, 6本 まで陽性, 24

時間では8本 まで陽性を示 し,こ れに抗原性

があ るこ とを知つた.

重層 した境界に白濁輪形成を陽性 とした.

第7節　 総 括

前編の実験に よ り私は,自 己融解せ しめた

組織粥には,筋 の退行変性,多 核 白血球 の強

い浸潤,浮 腫,充 血,出 血等 の組織反応を惹
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起せ しめ る作用のあることを証 した.

本編に於ては,そ の作用因子 の本態 を更に

追求せん と試みた.

先ず自己融解筋肉粥の生理的食塩水抽出液

を作製 し,こ れを皮内に注射することに よつ

て,組 織の反応 を検 した.其 の結果,抽 出液

の注射によつて惹起せ られ る組織の反応 の主

徴は,皮 膚の腫脹,発 赤,硬 結形成である.

顕微鏡的 には多核白血球浸潤,浮 腫,充 血,

出血,膠 原線維 の腫脹及び膿瘍形成であ り,

自己融解筋肉粥接種の場合に 見られ る滲出性

反応 と等 しい.即 ち,筋 肉粥接種時の生体局

所に変化 を及ぼす因子は,こ の抽出液中に見

出 され ることを知つた.抽 出液を,オ イグロ

ブ リン分屑 とプ ソイ ドグロブ リン分屑 とに分

柝 して検討 すると,オ イグ ロブ リン分屑注射

時に於ては,皮 膚の発赤,硬 結を主 とし,顕

微鏡的に これを見ると,多 核 白血球浸潤 と膠

原線維 の腫脹及び充血,出 血 の変化を主 とし,

プ ソイ ドグ ロブ リン分屑注射では,浮 腫が肉

眼的,顕 微鏡的に見 られる主変化であ る.

即ち,自 己融解筋産物 の組織に変化を惹起

せしめ る因子の主体はむしろオイグ ロブ リン

分屑に存す る.

さて, V. Menkinが 膿 中のオイグ ロブ リン

分屑は,皮 内注射で発赤 と浮腫 と時には組織

の壊死を生 じ,顕 微鏡的には,強 い白血球浸

潤 と膠原線維 の腫脹 を惹起す ると云 う.こ の

オイグ ロブ リン分屑 を彼は, Necrosinと 命名

している.

私は前編に於て,自 己融解せ しめた筋肉粥

を接種 した場合に,膿 を接種 した場合 と極め

て相似た組織反応 を起す ことを証 した.

自己融解筋肉粥抽 出液か らオイグ ロブ リン

分屑を粉末状に取 り出して検 して見 ると,こ

れは蒸溜水には充分溶解 しないが, 10%食 塩

水には溶け る.蛋 白反応 として, Biuret反 応,

 Millon反 応Molisch反 応共 に陽性でXantho

protein反 応 疑 陽 性 で あ り, Menkinの 云 う

Necrosinと 全 く一致す る反応 を示す.而 もこ

れを注射 した時に惹起せられ る反応 も一致す

るのであ る.従 つてMenkinの 云 うNecrosin

と私が筋肉 自己融解産物か ら抽出した因子 と

は同一か,或 ひは極めて相似た物質であると

結論せざるを得ないのであ る.

炎症巣に於 ては,細 菌の作用によつて組織

は変性分解 せ られ,自 己融解 した時 と略同一

な物質を産出 し,こ れが組織の変性,充 血,

浮腫,出 血,多 核自血球浸潤等の組織反応 を

惹起せ しめる一 因子 とな り得ることが以上の

諸実験に よつて明かになつた もの と考える.

尚ほ,プ ソイ ドグロブ リン分屑に も,腫 脹,

軽度 の発赤を呈 し,顕 微鏡的には,浮 腫 と軽

度 の白血球浸潤等をおこす作用が あ り,こ れ

も炎症の進展上の一因子 となつていることを

想像す るものである.

別に,オ イグ ロブ リン分屑の抗原性に関し

て検討 した結果,抗 原性を持つていることが

判つた.こ れを直 ちに治療に応用 し得るとは

言えないが,将 来 この方面の研究に示唆を与

えるもの と考え る.

第3章　 切開誘導に関す る研究

第1節　 緒 言

第1章 で述べた如 く生体壊死組織 中には,

それ 自身で炎症を拡大せしめ る因子が在 るこ

とを知つた.し か も,こ れが膿中に見出され

る炎症拡大因子の重要な部分を占めているこ

とを想定 し得た.従 つて これが存在す る以上

如何に起炎菌が消滅 して も炎症は進展 し得る

ことを知つた.切 開排膿 によつて本因子を除

去す ることが,単 に本因子 の機械的除去のみ

にあ るのか,或 は他に別 な機転に よつて効果

を示すのか,こ の点を少 しく検討 してみた.

第2節　 オイグ ロブ リン分屑注射

局所に対する切開の効果

第1項　 実験方法

オイグ ロブ リン分屑1mgを0.5ccの 生理

的食塩水に溶かして家兎腹部皮内に ツベル ク

リン注射器を用 ひて徐 々に注入 し,注 入后30

分, 1時 間, 3時 間, 6時 間に注入部位を切開

した.切 開は鋭利な尖匁 刀を用ひて, 5mmの

切 開を加 えた.判 定には発赤の縦径,横 径の

和を1/2し て表 わ した.蓋 しオイグ ロブ リン
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分屑注射時の最 もはつ き りした肉眼的所見は

発赤であるか らである.す べての場合,オ イ

グ ロブ リン分屑注射后発赤の著明 となる3時

間か らグラフ(第15-18図)に 記載 した.

第2項　 実験成績

オイグロブ リン分屑注射后30分 に切開せる例

第15図

第15図 に見る如 く,注 射后30分 切開例では1

対照に比し3時 間后 の発赤は少 く且つ,経 時

的に著明に減少 し, 24時 間后には切開部の血

餅附着部に僅かの発生を止め るに過ぎな くな

る.

第16図 に見 る如 く,注 射后1時 間切 開例で

は, 24時 間后の発赤は極めて少 い.

第17図 に見 る如 く,注 射后3時 間切開では

発赤範囲の経時的減少が, 30分 后, 1時 間后

切開例に比して少い.

第18図 に見 る如 く,注 射后6時 間切開例で

は,発 赤の範囲減少度が更に少い.し か しな

が ら無処置の ものに比すれば発赤範囲は遙か

に減少 してい る.こ の関係は第19図 で明かで

あ る.

第3項　 小 括

オイグロブ リン分屑注射后1時 間に切開せ る例

第16図

オイグロブ リン分屑注射に3時 間に切開せる例

第17図

抽 出液か ら取 り出したオイグ ロブ リン分屑

注射后種々の時間に切 開を加 えて,発 現す る

発赤 の範囲に よつて切 開の効果を判定 した.

そ の結果,切 開は明かに オイグロブ リン分屑

の皮膚に対す る作用を減弱 せしめ ることを知

つた.切 開は,機 械的 に有害因子を除去す る

のみな らず,該 部の血管透過性を亢進 し,滲

出す る血漿血清に よつ て有害因子が流れ去 り,
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淋 巴の流れが盛んになつて,注 入せ られた有

害因子が速かに運び去 られるな どの間接的な

作用を推定 した.

オイグロブ リン分屑注射后6時 間に切開せ る例

第18図

切開による発赤範囲の変化 点線は対照

第19図

第3節　 抽出液に対す るpH変 化の影響

切開誘導を行ふ と炎症局所 のpHが アル カ

リ性に変化す ることは多数 の者の認めている

所であるが,局 所が アルカ リ性に変化す る原

因については未だ明かに され ていないが,斯

る事実が膿 中の組織障碍 因子に何等かの作用

を及ぼす のでな いか,こ の 点 を 検 討 してみ

た.

第1項　 筋 自己融解 産 物 のpH

試験 管 内融 解 筋 の抽 出液 を,融 解 を始 め て

か ら1日, 2日, 3日, 4日, 5日, 6日 に

取 つ て硝 子電 極pH測 定 器 を用 いて 測定 した.

抽 出液 のpHは 第8表 の如 くpH 5.8～pH

 6.8で 酸性 で あ る.

第8表

筋自己融解の経過 とPHの 変化

第2項　 PHをN/10NaOHで 修正した場合

の組織に対す る反応(第9表).

pH 6.2の 抽 出液をN/10NaOHを 用いてpH

 7.2に 修正 して家兎腹部皮内に注射 して変化

を観察 した.

第9表

N /
10NaOHを 用 ひ てPH 7.2と した抽

出液皮内反応

第9表 に示す如 く,反 応 の最 も強 く現われ

る71/2時 間に於て も,そ の変化が少い.

第3項　 pHを 燐酸緩衝液を用 いて修正

した場合の組織に対す る反応(第10表).
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抽 出液か ら採 取 した オ イグ ロブ リン分 屑 を

pH 5, pH 6.6, pH 7.2, pH 8の 燐 酸緩 衝 液

で 溶解 した,注 射 した量 は0.5ccで あ り,オ

イグ ロブ リン分 屑0.5mgを 含有 す る.

効 果 の判 定は,発 赤 の著 明 とな る3時 間 目

の発 赤 の直径 と, 24時 間 目の発 赤 の 直径 とを

記載 して そ の減少 度 を比 較 した.

第10表 に 示 す如 く, pH 5, pH 6.6の 例 に

比 しpH 7.2, pH 8の 例 で は24時 間后 に発 赤

は著 る し く減 少 して い る.

第10表　 抽出液のオイグ ロブ リン分屑皮内反応に及ぼすPHの 影響0.5mg注 射

N/
10NaOHで 修正 した場 合は,抽 出液 の作

用因子が破壊 されて炎症惹起作用が弱まつた

とも考へ られ るので,燐 酸緩衝 液を用 ひて反

応を調べた.此 の実験か ら,ア ル カ リ性に修

正 した場合は炎症が減弱す ることを知つた.

第4節　 抽出液に対する血清添加 の影響

オイグロブ リン分屑を緩衝 液を用いてアル

カ リ性に した場合,注 射后24時 間の所 見は,

確かに発赤の発 現 の減 弱 を示した. PH 7.2

である血清添加は,抽 出液の作用に対 して影

響を及ぼ すか否かを調べた.

第1項　 実験方法

耳静脉か ら採血 して得た家兎血清0.5ccを,

同量の抽出液に混 じて直ちに皮内注射 してそ

の反応を検 した.

第2項　 家験成績(第9図).

第5表 に見る如 く注射后3時 間で発赤,浮

腫,硬 結が現われ, 24時 間で著明 とな り,対

照 として用ひた抽出液の反応 と同様であ る.

これを組織学的に検す ると,注 射后3時 間で

は多核 白血球が散在性に皮下に浸潤し,充 血

と軽い出血が見 られ,浮 腫 も強い.注 射后6

時間では多核白血球は更に強 く浸潤 し,充 血,

出血が増強す る.時 には血栓が見 られ る.注

射后48時 間では,出 血,充 血,浮 腫 は増強し

ないが多核白血球は益々浸潤 している.

第4項　 小 括

初めの私 の予期に反 して,血 清の添加は抽

出液単独注射の組織反応をいささか も減弱せ

しめなかつた.し か しなが ら第5表 に示す如

く血清単独注射は炎症症状を呈 しない.

第5節　 自己融解筋粥注入局所に行 え

る,ガ ーゼ ドレン誘 導の効果

私は,誘 導が 自己融解筋粥の障碍作用に対

す る影響を検す る為に次の実験を行つた.

第1項　 実験方法

試験管内自己融解筋粥を家兎背筋内に挿 入

し,同 時にガーゼ ドレンを3日 間, 5日 間挿

入して標本を組織学的に検索 した.筋 粥のみ

接種せ るものを対照 とした.本 実験には,家

兎6匹 を用ひ,各 日数 の ものに就て6ケ 宛 を

検 した.

第2項　 実験成績

a. 自己融解筋粥及 び ドレン挿入后3日 の

組織学的所見.

接種粥はガ ーゼ ドレンに よつて大部分除去

されて周辺部のみに残つている.健 常組織 と

接種粥 との間に犯 された筋組織の層が存在 し

この部分に選択的に多核白血球が極めて多数

浸 潤集簇 してい るが,健 常組織 の中には殆ん

ど白血球の浸潤をみない.白 血球 の浸潤せ る

層の外側は組織球で充 されておる.対 照では

多核 白血球の浸潤が,ド レン挿 入例に比 して

軽 く,接 種筋粥周辺に選択的に集 まることな

く,健 常組織内に遠 くまで浸潤 してい る,周

辺 筋組織の犯された程度は,両 者共に同様で
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ある.

b. 自己融解筋粥及 ドレン挿入后5日 の所

見

白血球 の層は,肉 芽の層か ら離れ,そ の中

間には崩壊 した筋組織が残つ ている.肉 芽層

は厚 くなつている.対 照では,組 織球の出現

が少な く,多 核 白血球は接種筋粥 の中に多数

浸潤 していると共 に周囲に対 しても強 く浸潤

し,ド レン挿 入例の如 くに明 らかに層を区別

し難い.即 ち,ド レンに より肉芽組織 の形成

が促進 され,白 血球の浸潤を局所に限局せ し

め る所見が見 られ る.斯 くして浸潤 した白血

球及びカテプシン等 の作用に よ り接種せ られ

た融解筋が早期に処理せ られ,処 理 された物

質は,ド レンに よつ て外に導 き去 られる為に,

生体は接種 された融解筋 の侵襲か らまぬがれ

るもの と考えられる.

第3項　 小 括

自己融解筋粥又 はそのオイグ ロブ リン分屑

を排 除す ることがその組織障碍作用を防止す

る効果のあることが予測せ られ る.こ の際,

切開排膿な どの処置は単に手術時の機械的な

膿排 除 と云 う点が重要な意義を有す るが,こ

れのみに限 られるとは考え難 い.

其処で,そ の機転を明かにすべ く2, 3の

実験を行つてみたが,私 の実験 し得た範囲で

は これを明かにす ることが出来なかつた.た

だ,ガ ーゼ誘導の場合,白 血球が盛 んに局所

に遊出して,そ の作用によ り接種筋粥が分解

せ られ易 くな り,肉 芽の形成が促進 され るこ

と,切 開に より,注 射 した オイグロブ リン分

屑の作用が弱め られ ると云 うことが判つた.

全章に対す る總括竝 に考按

従来炎症の諸問題は,　Virchow以 来病理形

態学的な立場か ら種 々な解釈が行われ ていた

のであ るが,近 来病態生理学的な立場か ら炎

症の化 学 が 新 ら し く検 討 され るに 至 り,

 Duran-Reynals70)71), Schwartzman72),殊 にV.

 Menkin32-56)69)によつて化学的な究明が行われ

た結果,病 態生理学的に炎症の成因,病 変の

推移更に治療面 まで幾 多の新事実が明かに さ

れつ ゝあ る.

所 謂,炎 症 因 子 とはV. Menkinの 命名 し

た ものであるが,こ の範疇に包含 され るもの

として, Duran leynals70)(1928)が 睾 丸,細 菌

か ら分離 した拡散因子Schwartzman72)が 見出

した シュ ワル ツマン活性物質. V. Menkinが

炎症滲 出液か ら分 離 した, Menkin因 子 と呼

ぶ一連 の化学的物質の3つ を挙げ ることが出

来 る.就 中, Menkin因 子は,傷 害 された炎

症局所の細胞が産 出す る化学物質 と考え られ

てい る. Surdon Sandersonは,腐 敗 した肉の

無菌抽出物を動物に注射す ると発熱が起るこ

とに注目し,こ の様 な 発 熱 性の仮 想 物質に

Pyrogenと 命名 している.

炎症巣には,細 菌に由来す る諸因子の他に,

組織の側に由来す る種 々なる因子が炎症の進

展に関与 していることは想像 され る.よ つて

私は,障 碍 された組織の産物が炎症に対 して

果す作用を検討 し,そ の作 用 因 子 を追 求 し

た.

第1章 に於 て,培 養上無菌であ る膿が生体

組織局所に滲出性炎症を惹起せ しめる作用を

有 し,筋 肉自己融解産物に も膿 と同様の作用

があ ることを知つた.次 に 自己融解筋抽出液

に も同様作用を認めた.一 方,筋 肉をN/10HCl,

 N/
10NaOHで 急 激に崩壊せ しめた筋粥は 異物

としての反応を示 し,抽 出液をN/10NaOHで

pH 7.2に 修正 した ものには 炎症惹起作用の

減弱を見た.

第2章 に於 て,抽 出液か ら取 り出 したオイ

グ ロブ リン分 屑を4種 の異つたpHの 溶液で

溶か した場合の皮内反応でアルカ リ性の方に

炎症 の程 度が 弱いのを見た. Menkinは 酸性

抽 出 液の中に 組 織を 障 碍せ しめるNecrosin

が得 られる と云ひ,犬 塚62)は炎症巣に酸性物

質を注入す ると,ア ルカ リ性物質を注入した

場 合よ り炎症が強 くなると云ふ.

抽出 液 か ら分 離 した オイグロブ リン分 屑

はその生 物 学 的,化 学 的 性状 がMenkinの

Necrosinと 極めて類似 してお り,こ のオイグ

ロブ リン分屑は筋組織の崩壊過程に生 じた も
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のであ り,筋 の崩壊が充分でない場合には生

体に対す る障碍 作用が少い. Smith57)は 月経

血 中にMenkinのNecrosimと 類似せ る物質

を見出 し,こ のものは子宮内膜崩壊物の量 と

平行す る と云ひ,細 胞の壊 死 崩 壊 過 程 中 に

Necrosin様 物質が産生せ られる事を示唆 して

いる.

抽出液に菌濾液を混合注射 した場合の組織

反応は抽出液単独注射時の反応 と著変がない.

自己融解筋粥 に菌を加へて筋肉内に接種 した

場合は筋粥単独接種,菌 のみの注入 よりも烈

しい炎症を惹起す る.こ れは筋粥の作用 と菌

の作用の協同によるもの と考えられる.

オイグ ロブ リン分 屑注射で起 された炎症に

切開を加 えると,切 開が早期に行われる程効

果が ある.切 開排膿に よつて局所か ら有害物

質が機械的に除去 され る為 と考え られ る.

誘導の劾果 は,異 物 として局所に白血球 の

浸潤を促進 し遊出白血球によ り壊死組織は速

かに分解 され ドレンを経て外に排除 され,一

方組織の側に於ては肉芽の形成が促進 される

点にあると考える.

以上組織壊死産物が生体に及ぼす有害作用

に就 て論 しその主導的役割 を果す ものは,壊

死産物か ら得 らるゝオイグ ロブ リン分屑であ

ることを実証 した.又,日 常外科処置 として

行われている化膿性炎症に対す る切開誘導の

効果に就て論 じた.

結 論

私は,膿 及び組織壊死産物が生体局所組織

に対 して及ぼす 影響を検討 し,そ の作用因子

を追 求す ると共 に,炎 症の治療 として行われ

ている切開排膿 と云 う外科処置の作用機転に

就て研究 し次の新知見を得た.

1. 無 菌となつた膿 を家兎筋 肉内に注射す

ることによつて,局 所に滲出性病変,及

び筋の退行変性 を生ずる.

2. 試験管内で 自己融解せ しめだ無菌 の筋

肉粥を家兎筋肉内に接種す ると,接 種局

所に滲出性病変,及 び筋の退行変性を生

ず る.

3. N/10HCl及 びN/
10NaOHで 急激に破壊 し

た筋粥を家兎筋肉内に接種 した場合には,

接種局所組織 の反応 は異物に対す る反応

を示すに過ぎない.

4. 生体内で筋 肉の自己融解を起 させた場

合 には,局 所に滲 出性病変及び筋 の退行

変性を惹起す ると共に,接 種 された筋は

崩壊 しつ 膿ゝ瘍を形成 し,こ の膿瘍は 日

と共に増大す る.

5. 試験管内自己融解筋抽出液を皮内注射

す ることによつて,局 所に強 い滲 出性炎

症乃至は膿瘍を形成出来 る.こ の組織反

応 は,膿 注射に よつて起 され る組織 反応

に類似 している.

6. 自己融解筋抽出液か ら取 り出した オイ

グロブ リン分屑 は, 1mg注 射 に よつ て,

注射局所皮膚 の浮腫,強 い発赤,硬 結 を

生 し,組 織学的には,膠 原線維 の膨化,

多核白血球の浸潤,充 血,出 血,浮 腫を

生ぜ しめる.一 方抽出液か ら取 り出した

プ ソイ ドグロブ リン分屑は, 1mg注 射に

よつ て注射局所皮膚 に強い浮腫 と軽度 の

発赤を生 じ,組 織学的には,強 い浮腫 と

軽度 の充血及び多核白 血球浸潤を生ず る.

即ち,炎 症を惹起す る膿及び壊死組織 の

主導的役割を演ずる ものは,こ のオイグ

ロブ リン分屑であ ると思われ る.

7. 抽出液か ら取 り出した オイグロブ リン

分 屑は,帯 褐白色粉末で, 10%食 塩 水に

よく溶け る. Biuret反 応, Millon反 応,

 Molisch反 応,共 に陽性, Xanthoprotein

反応 疑 陽性であ る. Menkinが 見出して

いるNecrosinと,私 の分 離 した オイグ

ロブ リン分屑は,生 物学的作用,化 学的

性状は極めて類似 しておる.

8. 燐酸緩衝液を用ひてpHが 夫 々5.0,

 6.6, 7.2, 8.0に 修正 したオイグロブ リ

ン溶液 の皮内注射時におけ る組織反応は,

酸性溶液では反応が強 く,ア ル カ リ性溶

液では弱 い.

自己融解筋抽出液pHは5.8～6.8の 範

囲であつた.
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9. 血清の添加は抽出液単独注射 の組織反

応を増減 しない.

10. 試験管 内自己融解筋に黄色葡 萄球菌 を

加 えて筋 肉内に接種す ると,筋 粥単独接

種,菌 単独注入の組織反応に比 し極めて

烈 しい滲 出性炎症を惹起す る.菌 の培養

濾液 と抽出液混合注射 の組織反応は,抽

出液単独注射時の反応 と略同様であ り,

抽出液単独注射時 の反応を増減 しない.

この ことは,炎 症巣には,菌 に由来す る

炎症助長因子の存在 も考えられ るが,組

織の側に炎症助 長因子の存在を示す もの

である.

11. 切開誘導は,多 核白血球の遊 出を盛ん

な らしめ,肉 芽形成を促進 し,壊 死組織

の分離を促す.
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第1図

膿注 入后3日 の組織所見(160×)

第2図

自己融解筋粥接種后48時 間 の組織所見(160×)

第3図

初めN/10HClで 処理,次 にN/10NaOHで 中

和 した筋肉粥接種后3日 の組織所 見(340×)

第4図

初めN/10NaOHで 処理,次 にN/10HClで 中

和 した筋肉粥接種后3日 の組織所見(62×)

第5図

筋肉の生体内融解.筋 接種后10日(20×).

第6図

筋肉の生体内融解.筋 接種后20日(20×)
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第7図

自己融解筋粥と萄葡の混合接種后48時 間の

組織所見(47×)

第8図

自己融解筋抽出液0.5cc皮 内注射后48時 間

の組織所見(50×)

第9図

自己融解筋抽 出液0.5ccと 血清0.5cc混 合

注射后48時 間の組織所見(27×)

第10図

自己融解筋抽 出液0.5ccと 菌培養濾液0.5cc

混合注射后48時 間の組織所見(27×)
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第12図

オイグロブ リンン1mg皮 内注射后24時 間

組織所見(80×).

第11図

自己融解筋抽出液から取 り出 したオイグロ

ブ リン分屑

第13図

プロイドグロブ リン1mg皮 内注射后6時 間

の組織所見(320×)

第14図

オイグロブ リン注射后6時 間の膠原線維の

変化(320×)


