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1950年10月 吉 田腫腸腹水か らマウス脳通

過によ り,ビ ール スHST (Hamazski)が 浜

崎病理学教室に於 て分離 固 定 された1).こ の

ビールスは脳内接 種 のみな らず鼻内接種 によ

つても累代移植 が成 り立 ち特異 な脳膜脳炎に

罹患することにつ いては既 に報 告 したが8),

当時 まだ このビール スが向内臟 性 を有す る2)

ことは知られていなかつたために内臟 の検 査

を行はずに終った.そ こで今回は改めて吉 田

腫瘍腹水並に ビール スHSTを マウスに鼻内

接種を行 ひ,脳 並に鼻粘膜 の変化 と共に内臟

の変化を調べてみた.

實 驗 方 法

第1実 験 に於 ては吉 田腫瘍 腹水 を,第2実

験に於 ては東京系61代 の ビール スHSTを,

3～5滴 づ ゝ市販 雑種のマ ウス鼻腔に点滴吸

入せしめ, 24時 間後, 48時 間 後, 4日 後,

 6日 後, 8日 後, 14日 後,及 び21日 後,そ

れらのマウスを犠牲 として,脳,鼻,肺,肝,

脾,腎 について組織標本を 作 り変 化 を調 べ

た.

實 驗 成 績

1. 第1実 験(吉 田腫瘍腹水 の鼻内接種)

24時 間後

No1.

鼻　嗅粘膜及びその粘膜下に幼若な間葉性細

胞の増殖が著 しい.

肝　星細胞は瀰漫性に増殖 し又所々に於て数

個密に集合して一部のものは胞体が融合 し

て,特 異 な多核巨態細胞を形 成 してい る.

(写真1)

写 真1

星細胞の増殖が著しく所々特異な多核性互

態細胞を形成する(矢 印)

脾　鬱血を軽度に起している.

腎　糸毬体茎の部に少数の単核球の浸潤を認

め る

脳

　肺}所見がない.

No. 2.

鼻　 No. 1.と 同様 の炎 症があるが変化が弱い.

肝　 大体No. 1と 同様 の所見 がある.

脾　 白髓 が増殖 して網状細胞 の喰細胞が著 明

であ る.赤 髓 には甚だ多数の単核球 の増

殖を認め る.脾 洞は圧迫萎縮 に陷つてい

る.

腎　 糸毬体茎部及び蹄係内に単核球 の浸潤が

認め られる.

脳

　肺}変化が認 められない.

48時 間 後

No. 1.

鼻　粘膜不層の血管周圍に幼若な間葉性細胞

の増殖を軽度に認める.単 核球,淋 巴球
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の浸潤がや 瀰ゝ 漫性に起 つてい る.

肝　 星細 胞が瀰漫性に増殖 して,一 部 では10

数 個群在 して結節形成 の始 ま りと思はれ

るものが ある.胆 管 周圍或 は血管壁 に接

して間葉性細 胞増殖を起 し,少 数 の単核

球が これに浸潤 している.(写 真2)

写 真2

脾　炉濾胞の増殖肥大及び網状織細胞の喰細

胞が著明に認められる.

腎　糸毬体蹄係に単核球の浸潤を認める.

肺
　脳}変化 が ない.

No. 2

鼻　 No. 1.と 同様 の変化があ るが 炎 症 の現

れ方が強 い.

肝　 星細 胞は瀰 漫性 に増 殖 し,胆 管の周圍に

間葉性細胞 の増 殖,単 核球 の浸潤が始つ

てい る.

脾　 濾胞の増 殖が 認められ,赤 髓に単核球が

浸潤 して群在 してい る.

腎　 糸毬体蹄係に単核球 の侵潤があ る.

脳

　肺}変化が ない.

4日 后

No. 1.

肝　 星細胞は瀰漫性 に増 殖 し,毛 細管 の内部

に少数 の単 核球 の浸潤 を伴つてい るが,

結節形成の傾向は ない.

腎　 間質の所 々に幼若 な間葉性 細胞の増殖 を

認め,一 部は小 さい結節状 をなしている.

脳

　鼻

　肺

　脾

}
変化がない.

No. 2.

鼻　呼吸部の粘膜及び粘膜下に単核球及び少

数の淋巴球浸潤 し,粘 膜下に幼若な間葉

性細胞多数に増殖し,肉 芽性炎症が著し

く認められ る.

脳　 中脳背面脳膜僅かに炎症を起 し,一 部癒

着 してい る.側 脳室 の前角に膠 質細胞軽

度に増殖 している.

肝　 小葉 周辺部 に於て,肝 細胞は広 く顆粒状

に蛋 白変性 を起 し萎 縮 してい るよ うに見

え る.星 細胞は瀰 漫性にや ゝ著 しく増殖

し,肥 大を起 した もの もある.し か し結

節 を起 した ものは見当 らない.

脾　 脾 は腫大 して濾胞 の増 殖が著 しい.赤 髓

は一般 に圧迫萎縮に陷 り.尚 髓索に単核

球 の浸潤が著 しい.

肝

腎}変化がない.

6日 後

No. 1.

肺　 肺実質に幼若 な間葉性細胞の増殖,単 核

球 の浸潤か らな る大 きな病巣 を形成 して,

その部 の肺胞腔は消失乃至は狹 くなつて

い る.そ の他一部の肺胞,胞 隔細胞に増

殖を認め られ る.(写 真3)

肝　 星細胞は瀰漫性に増 殖し,肝 毛細管に単

核球が瀰 漫性 に浸潤を起 してい る.又 所

々数個の単核球が毛細管内で集団を作つ

ている.

脾　 濾胞が軽度に増殖 している.

腎　 間質 の血管 周圍に幼若な間葉性細胞が増

殖 して,単 核球の浸潤を伴つていて結節

状 をなす ものがや ゝ多数認め られる.

脳

　鼻}著変がない.

No. 2.

肺　呼吸性気管枝の壁に接 して,軽 度に間葉
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性細胞の増殖,少 数の単核球の浸潤を認める.

写 真3

肺胞内に幼若な間葉性細胞の増殖が署 しく,そ の部

の肺胞腔は狹小乃至消失してい る

肝　星細胞は瀰漫性 に増殖 し,血 管壁 乃至は

胆管の周圍に軽度の間葉性細胞 の増殖,

少数の単核球 の浸潤を認 め る.

脾　 中等度 に腫大 して,濾 胞の増殖を認 める.

腎　糸毬体茎 より間質にかけて,軽 度の間葉

性細胞の増殖を認 め る.

脳

　鼻}著変 を認 めない.

8日 後

肺　隔壁細胞 が多少増殖 してい る.

肝　肝細胞が小空胞性分離に陷 り,星 細胞の

増殖がや 軽ゝ度 に認 められ る.所 々増殖

して多核性 の巨態細胞を形成 してい るも

のがあ る.血 管壁及び実 質内に間葉性細

胞の増殖,単 核球 の浸潤 でかな り著 明な

結節をや ゝ多数形成 してゐる.

(写真4)

写 真4

脾　 濾胞が増殖肥大 して,赤 髓 との

境 が明瞭でない.赤 髓 に於ては

や 鬱ゝ血 があ り,単 核球 の浸潤

は中等度に認 められ る.

脳

　鼻

　腎

}著変がな い.

No. 2.

鼻　 呼吸部,嗅 部共 に や ゝ瀰 漫 性

に,粘 膜下 に単核球,多 核 白血

球,淋 巴球 の浸潤を認 め,又 間

葉性細胞の増殖を伴ってい る.

粘膜 上皮細胞 多数剥離 し,上 皮

層には同様 の白血球 の浸潤が著明に認 め

られ る.

肺　 肺実質に間葉性細胞 の増殖,単 核球 の浸

潤 からな る大 きな病巣 を認め る.

肝　 No. 1.の 肝 と同様 の所見が ある.

脾　 濾胞は軽度 に増殖 し,赤 髓に於 ては単核

球 の中等度 の浸潤 があ る.

腎　 糸毬体 の周圍及 び間質に軽度 の間葉性細

胞の増 殖があ る.

脳　 著変が ない.

14日 後

肺　 かな り広い部分に カタール性乃至 は化膿

性の気管支肺炎を起 してい る.一 部 の肺

胞の隔壁が肥厚 して間葉性細胞 の増殖を

認め る.

肝　 がな り大 きな結節を認め る.中 心部は壞

死 に陷 り,核 屑が多数認め られ る.そ の

周辺部 に間葉性細胞が増 殖 して網状 の基

質 を形成 しそれに単核球,淋 巴球,少 数の

多核白血球 の浸潤 があ り,周 圍の実質 と

は明確 に境 されてい る.病 巣 に接 してい

る肝細胞には萎縮及 び実質変性を認 め る.

病巣 の中心部 に壁 の壞死に陷つた胆管を

認め るこ とが できる.そ の他血管の周圍,

胆管 の周圍に僅 かの間葉性細胞 の増殖.

単核球 の浸潤 を起 しているが,結 節 を形

成す るには至 つていない.
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脾　 鬱血 と濾胞の肥大が起つてい る.

腎　 間質 の所 々に増 殖した20個 前後の間葉性

細胞の小さい塊 りを認 め る.尚 少数 の円

形細胞の浸潤を伴つてい るもの もあ る.

一部 の糸毬体茎 に僅かに間葉性細胞 の増

殖 を認め るものがあ る.

脳

　鼻}著 変 が な い.

21日 後

鼻　 呼吸部 の粘膜下組織に間葉 性細胞 の増 殖.

中等度の多核白血し球 の浸潤を起 した病巣

を認める.そ の表面の 上皮の一部 は剥 離

している.

脳　 梨 子状葉か ら前穿 孔質に またが る,基 底

脳膜に間葉性細胞の増埴,単 核球,淋 巴

球,の 浸潤がかな り著明である.殊 に血

管 の周園に所見が著 しい.後 穿孔質 の部

に も軽度 の脳膜炎 を認め る.

肺　 隔壁 毛細管が充血 して,隔 壁内に単核球,

淋巴球,少 数 の多核白血球が瀰漫性 に浸

潤 してい る.

肝　 肝実質の一部 に単 核球か らなる小結節を

認め る外変化は現 れていないが,実 質 の

変性 がかな り強い.

脾　 鬱血が認 められ る外著変が ない.

腎　 皮質 の間質に所 々間葉 性細胞 の増 殖,糸

毬体茎及 び糸毬 体蹄係に内皮細胞 の増殖

が ある.

2. 第2回 実験(ビ ール スHSTの 鼻内接種)

24時 間 後

No. 1

肝　 星細胞 は軽度に瀰 漫性に増殖 している.

脾　 濾胞の肥大増 殖が認め られ,髓 質の周辺

に軽 度の間葉性 細胞の増 殖を認め る.

腎　 糸毬 体の周圍及 び皮質 の間質 に間葉性細

胞の増 殖が認め られ る.

鼻

　脳

　肺}著変がない.

No. 2.

脾　 濾 胞 の肥大 増 殖がNo. 1よ り著 し く現 れ

て い る.

腎　 No. 1と 同様 の所 見 が 認 め られ る.

鼻

　脳

　肺

　肝}

著変がない.

48時 間後

No. 1.

腎　糸毬体蹄係内皮細胞の増殖を認める.

鼻

　脳

　肺

　肝

　脾
}著変 を認 めない.

No. 2.

肝　胆管の周圍又は之に接 して軽度の間葉性

細胞の増殖を起し,単 核球の浸潤を認め

る.

脾　 軽度に濾胞の増殖 を認 める.

鼻

　脳

　肺

　腎
}著変を認 めぬ.

4日 後

No. 1.

脾　 濾胞 の肥大及 び髓索 の周圍及び赤髓に卑

核球 の増殖 を認め る.

腎　 皮質 の間質に僅 かに間葉性細胞の増殖を

認 め る.

鼻

　脳

　肺

　肝

}
著変がない.

No. 2.

肺　 軽い鬱血 と出血 がある.

脾　 赤髓に単核球 の浸潤 がある.

鼻

　脳

　肝

　腎}著 変を認めぬ.

6日 後

No. 1.

鼻　 呼吸部粘膜下層 に間葉性細胞増殖 し,少

数 の単核球,淋 巴球 の浸潤 を伴ひ,砧 膜
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層内に も少数 り円形細胞の浸潤を認める.

肺　一部の肺胞隔壁肥厚 し,隔 壁細胞及 び単

核球 の増殖を認め る.

脾　赤髓に単核球 及び淋巴球増殖 し,濾 胞 と

の境が不明瞭 となつて いる.

腎　間質に僅かに間葉 性細胞の増殖を認 める.

脳

　肝}著変がない.

8日 後

鼻　粘膜下層に僅かに間葉性細胞の増 殖を認

め る.

肝　門脉の周圍,殊 に胆管 に接 して間葉 性細

胞の増殖を認め,単 核球 の浸潤 が

あ る.肝 実質内に小結節散在 し,

主 として単核球及び星細 胞の増 殖

した ものか らなつている.

脾　髓索 の周圍,赤 髓 に単核球 の増殖

を認める.

脳

　肺

　腎

}
変化 を認 めぬ.

14日後

肝　血管の周圍並びに胆管の周圍に大き

な結節を作つている.新 しいものは

幼若な間葉性細胞が緻密に増殖して

明瞭に境された病巣を形成 しその中

心部 は壞死に傾いている.古 い ものは間

葉性細胞がや 線ゝ維性 に変化 し,や ゝ粗

〓 な網 状 の基質を表 し,そ の中に少数 の

単核球,多 核 白血球 の浸潤が ある.被 膜下

に も肝表面に平行 して扁平 な病巣 を形成

して,少 数 の多核白血球 の浸潤が ある.

(写 真5)

写 真5

肝細葉内にできた大 きな結節　周辺部に幼若な間葉性細

胞が増殖 し稀に多核 白血球が認め られ る.中 心部は壞死

に傾いてい る

腎　皮質の間質,殊 に血管周圍に於て間葉性

細胞の増殖及び単核球の浸潤を認め,屡

々結節状に現れ,又 皮質 と髓質の境の太

い血管の周圍にかな り著明な増殖巣を認

める.糸 毬体の周圍に単核球の浸潤が認

め られ る.(写 真6)

写 真6

腎皮質間質に限局性に幼若な間葉性細胞の増殖が

認められ隣接 する細尿管を浸潤 してい る.

脳

　鼻

　肺

　脾

}
著変 を認あぬ.

21日 後

肝　 血管壁に接 して少数 の単核球 の

浸潤か らできた細胞群が認め ら

れ る.単 核球核は クロマチンに

富み,大 小不同に表れ てい る.

間葉性細胞 の増 殖 も認 め られ

る.

腎　 糸毬 体茎 に軽度 の間葉性細胞の

増殖が認め られる.
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鼻

　脳

　肺

　脾

}変化が認め られぬ.

總括並びに考按

ビール スHSTは,1950年10月,浜 崎病

理学教室で吉 田腫瘍 腹水か らマウスの脳通過

に より分 離固定 された ものである.こ の ビー

ル スが吉 田腫瘍移植形成 の 上に欠 くことので

きない因子であることは最早疑ふ余地は ない.

この ビール スを脳に接種 された マウスに於 て

は脳 に於 け る変化 と共に内 臟 に於 て も強 い

肉芽性炎症が起 り,殊 に興味あることは漿膜

に も肉芽性 炎癖 を起 し,屡 々漿膜細胞の増 殖

を起 して体腔 上皮腫が発生 し,腹 水腫瘍 の症

状 を現す ことである.又 さきに脳内接種 のみ

な らず鼻 内接 種に よつても,累 代移植 され る

ことが実験的 に明かにされたが,今 回私は マ

ウスに本 ビール スの鼻 内接種 を行ひ,逐 日的

にマ ウスの脳 ・鼻 ・肺 ・肝 ・脾 ・腎等 に如何

なる変化 が現れ るかを実験 した.動 物は鼻内

接 種後, 24時 間, 48時 間, 4日, 6日, 8日,

14日 及 び21日 後 と時 日を追つて病理組織学 的

に検 査を行 つた.

鼻に於 ては粘膜及び粘膜下組織 に単核球 淋

巴球 の浸潤,間 葉性細胞の増殖に よる肉芽性

炎症が現 れた.こ の変化 は第1回 実験例に強

く,第2実 験例では非常に軽 く,又24時 後 よ

り4日 後 までに変化が強 く現れた.

肺に於 ては6日 後の ものか ら変化が表れ,

間葉性細 胞の増 殖及 び単核球 の浸潤 か らで き

た肉芽性病巣 を作 り,細 い気管枝周圍に隔壁

細胞の増殖が見 られ る.併 し肺の病変 の出没

やその強 さは不定で ある.

肝 に於 ては変化は既 に24時 間後か ら現 れ,

星細胞の増殖が著明で,単 核球 の浸潤,幼 若

な間葉性 細胞の増殖に よ り結 節を形成 し,6

日後か らは全 例に結節形成が見 られた.初 期

(1～5日)に は主 として星細胞 の増 殖及 び

単核球 の浸潤 が起 り,後 次第 に間葉性細 胞の

増殖が起 り,肉 芽性 の結節を形成す る.そ し

て初期 の結節には中心 部 に壞 死 が 起 りやす

い.約6日 経過す る とは じめて門脉血 管及び

胆管周圍に肉芽性炎症が著明にな る.

肺 に於ては濾胞の肥大増殖,網 状細胞の喰

細 胞,単 核球 の浸潤が24時 間後 より21日後に

亘 り全期間に見 られた.

腎に於 ては糸毬 体茎部 の単核球 の浸潤,間

質に於け る間葉性細胞 の増 殖等に より所々に

結節 を作つてい る.

以 上の両実験 例に於け る組織変化の性格は

吉 田腫瘍腹水等内接種 の場合 も,ビ ール ス鼻

内接種 の場 合も全 く同 じであつて,唯 その変

化 の強 さが前者 に強 く後 者 に 弱 い の みであ

る.こ の事実は吉 田腫瘍腹水中には ビールス

PSTと 同性格 の病毒 を含有す るこ とを確実

す るものである.尚 前者 に於て炎症 の強いの

は異 種蛋白に対 す る反応が加つていると考え

られる.3)浜 崎 永瀬渡辺が流行性 脳炎 ビール

スをマウス鼻内接種を行つて逐 日的に病変の

拡が りを検 した球績に よると,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 スた特異な変化(浜 崎の流

行性脳炎核包含体)が 出現 した.セ ン トルイス

型 ビール スについてはWebster & Fiteの 実験

が あ り, 3日 で嗅球 に, 4日 で梨子状回転に,

5日 後 に海馬角に組織変化を認めている.竹

内 ・川村 ・三田村等は 日本流行脳炎 ビール ス

のマウス鼻内接 種後2日 に ビール ス血症 の起

るのを確認 した4)5)6).松 本 久は同 ビールス鼻

内接 種後48時 間, st Louis型 では72時 間たつ

とマウスの頸部及 び腸間膜淋 巴腺に浜崎氏核

包含体の出現 す るこ とを報告 した7).然 るに

私 の実験 では ビール スHST鼻 内接 種後既に

24博 間 を経 ると肝に組織反応 を起すので本 ビ

ール スは流行性脳炎 ビール スに比 して早期に

ビールス血症 を起す もの と考へ られ る.

結 論

1. 吉 田腫瘍腹水及 びビール スHSTの マ

ウス鼻 内接種 に より共 に同性格の肉芽性炎症

が肝臟,肺 臟等 に惹起 され る.

2. 但,そ の程度は吉 田腫瘍腹水接種 の場
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合がビール ス接 種 の場 合よりも強い.

3. 腫瘍腹水中には ビール スHSTと 同性

格の病毒を含有す るもの 〇認 め られ,腹 水腫

瘍の場合に反応が強いのは異種蛋 白に対す る

反応が加味され るためで あ らう.

4. 肉芽性炎症 は接 種後24時 間 後に既 にそ

の初期 浸潤が 肝に於 て認め られ, 6日 前後か

ら強 く且定型的に現 れた.

5. 鼻 内接 種後 ビール スHSTは 比較的早

くビール ス血症を起す ものであ ら う.

終 リに臨み御懇篤なる御指導と御校閲を賜つた浜

崎教授に心からの感謝を捧げます
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