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1921年Lipschutz1)がHerpesウ イ ール ス

の感染に於 いて核包 含 体 に関 す る詳 細 な報告

を行つて以来,ウ イ ール ス性疾 患 に各 種 包 含

体が発見 され,浜 崎 教授2)3)は 日本 脳 炎 始 め

脈絡脳膜炎4)罹 患 マ ウスに於 い て特 異 な 核包

含 体を発見 し,向 神 経 性 ウ イ ール ス性 疾患 の

組織病理学 的研 究 に一 道 の光 明 を もた ら した.

腫瘍に於 いて核 包含 体 を報 告 せ る ものは さ き

にstewsrt5)が 人の 甲状 腺 癌 に, Russel6), Wolf,

 Orton7)等 は グ リオー ムに於 い て, Lucke8)は

蛙の腎に発 生す る腺 癌 に, Shope9)は 兎 の乳

嘴腫細胞 の原形 質 に夫 々包 含体 を認 め た.然

もLuckeの 癌 やShopeの 乳 嘴 腫 に は そ の ウ

イール スが知 られ てい る.

吉田腫瘍が一種 のウイール ス性疾患であ る

べき事は浜崎教授及びその門下生等 によ り早

くから推定 され10),之 と関連 して広 く核包含

体の検出を行 い終 に腫瘍を移植 され た白鼠 の

腸間膜淋巴腺に於 いて之を発見 した.淋 巴腺

の核包含体の検出については 日本脳炎罹患 マ

ウスに於いて浜崎教授11),北 岡12),杉 原,藤

岡13),松本14)等の報告が あ り特 に松本は腸間

膜淋巴腺網状織細胞内に出現す る核包含体形

成の経過を逐 日的 に追求報告 している.

實驗材料及び實驗方法

型の如 く吉 田腫瘍罹患 白鼠の腹水 を腹腔内

移植し移植後 の経過 を屠殺或 ひは腫瘍死 した

白鼠の腸間膜淋巴腺 について,之 を直 ちに10

%ホ ルマリン液或 いは硫酸銅加純 アル コール

で固定して型 の如 くパ ラフィン切 片 となし,

ヘマ トキシ リン ・エオジン染色 を行つた.実

験例は移植後4日 迄(7例), 5日(4例),

 6日(2例), 7日(8例), 8日(10例),

 9日(13例), 10日, (9例), 11日 以 降(7

例)計60例 で あ つ た.

實 驗 成 績

個 々の実験成績 は省略 し代表的なものをこ ゝにあ

げ る.

移植後3日:

動物番号(130):淋 巴腺周 囲脂 肪織には散在す

る腫瘍細胞が稀に認め られ る程度であ る.縁 洞内で

は綱状織細胞が有絲分裂で増殖す る像が見 られ,少

数のものが腫大離開 してい るが集団的増殖 までには

至つていない.核 包含体 らしきものは全 く認 められ

ない.

移植後4日:

動物番号(42):胚 中心は腫大 し網状織細胞は腫

大増殖 して離開の傾向があ る.核 は淡明化 して染色

素分離の傾向が見 られ 中に〓漫性弱好酸性物質を入

れ るものがある.又0.3μ 大微細顆粒状好酸性で光

輝性のあるもの,或 は2～3μ 大淡紅色小球が不明

瞭な核空隙内に存するが染色素核壁増多は明瞭では

ない.

移植後5日:

動物番号(46):周 囲脂肪織への腫瘍細胞の浸潤

及び増殖が著明である.一 部は被膜 を破つて腺内に

侵入 してい る.洞 綱状織細胞は腫大増殖 して遊離す

るもの多数で,核 は腫大 し染色素分離が見 られ境界

不鮮明な等質好酸性物質を充す.好 酸性物質は光沢

な く周囲に染色素殘留 し空隙形成は明瞭である.

動物番号(90),縁 洞内に幾つかの腫瘍細胞の浸

潤が見 られ る.綱 状織細胞の腫大増殖は可成著明で

ある.少 数ではあるが染色素 は消粍 して核壁に圧迫

され 可成明瞭な核空隙を作つて3～5μ 大,光 輝性

鮮紅色の円形小体 〓核の中央或は壁在性 に認 める.

核空隙が全 く認 められず染色素が核包含体 と相接 す
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る もの も見 られ る.

移植移6日:

動物番号(61):網 状織細胞は腫大増殖共に著 し

く遊離性が強い.実 質中に少数 の核破片が認め られ

る.核 は腫大 し染 色素 は消粍 して 空 隙 を形成 し,

1μ 大境界不鮮明,屈 光性好酸性 小体が数 ケ集つて

い るものがある.染 色素が偏在性 に消粍 して偏側に

や 明ゝ瞭な核空隙を形成 し, 3～4μ 大の光輝性淡

紅色の核包含体 を入れ るものがある.

移植後7日:

動物番号(230):淋 巴腺周囲脂肪織の腫瘍細胞

浸潤 は中等度で淋巴腺側面 より被膜 を破つて腺内に

侵入増殖 してい る.腫 大増殖 した綱状織細胞核 内に

核包含体 を認め るが,染 色素の消粍で出来た中央部

の空隙に0.2～0.3μ 大顆粒状の小体 が多数密在 して

い るものがあ り,染 色素融解 を起 した核 も多い.

動物番号(231):周 囲脂肪織及び腺内腫瘍細胞

の浸潤増殖 は中等度であつて,綱 状織細胞核内には

割 合多数 の核包含体 の形成 を認め る事が出来 る.染

色素は分離 して核膜周辺に圧迫 されて僅 かに存 し,

明瞭 な核空隙 を間にはさんで3～5μ 大,鮮 紅色,

屈光性,類 円形若 しくは卵円形でその境界は明瞭で

可成定型的の像 を呈 してい る.染 色素が融解 して核

膜のみ殘留 してHohlkern形 成 してい る もの も多

い.

植移後8日:

動物番号(68):淋 巴腺内に腫瘍細胞の浸潤 は殆

んど認め られす濾胞は略 々正常に近い.洞 内には中

等度の形質細胞,少 数の単核球,好 酸性 白血球 を見

るが中性多型核 白血球 は認めない.網 状織細胞の核

は 可成腫大 し核包含体の大 さは8μ,卵 円形,中 等

度 に好酸性で等質に現れ,辺 縁 は鋸齒状 を呈 して核

空隙は明瞭であるが狹い.染 色素は消退 して核壁に

殘 留してその好塩基性 は弱 く核壁過染色素は見 られ

ない.之 は成熟 した核包含体 といえ る.そ の数 も比

較的多数 に認 められ る.胞 体 も腫大 してお り濁っ た

赤色に染 り,内 に大小の空泡 を認 めその壁に淡黄褐

色の色素沈着 を起 しているものがある.又7～8μ

大 の核包含体が見 られ,そ の好酸性 は弱 く淡紅色で

境 界不 明瞭,核 空隙 も不明瞭で,中 に淡紅色蛋 白様

物質 を入れてい るものがあ る.又 核が腫大 して染色

素融解 を起 し核膜のみ殘 り,核 内容 としては灰白色

の蛋 白様物質 を入れ るものが多 く見 られ,何 れ も核
'包含体の退行変性の過程 と思われ る

.

動物番号(96):淋 巴腺周囲に腫瘍細胞の浸潤強

く被膜 を破つて洞内に至 り,処 々腫瘍細胞が浸潤増

殖 して網状織細胞は圧迫萎縮に陥る.定 型的な核包

含体 を認めるがその数少 く染色素が消退して内容を

有 しないHohlkernを 多数に認め る.

移植後9日:

動物番号(69):淋 巴腺周囲及び腺内に腫瘍細胞の

浸潤増殖 は可成著明である.淋 巴濾胞は腫瘍細胞に

囲 まれて殘存 してい るが次第に圧迫崩〓 に陷つてい

る.腫 瘍細胞は洞内に広 く増殖 して綱状織細胞の腫

大があ るが,強 く浸潤 した処 は核包 含体 の 形成は

認め られない.腫 瘍細胞の浸潤少 く綱状織細胞の腫

大増殖 して遊離化の強い部分に定型的な核包含体の

形成を認めた.即 ち核は僅かに腫大 して包含体 は7μ

大,卵 円形で境界は鋭別 に現れ,核 空隙明瞭で染色素

は核辺縁 に移行 し核膜の一部は結節状に肥厚する.

動物番号(78):淋 巴腺周囲に著明に浸潤 した腫

瘍細胞は一部腺内に浸潤 し,そ の部 に核破砕が起つ

てい る.又 形質細胞が多数に現れ この部の網状織細

胞の腫大増殖並に離開が著明である. 68号 及び69

号 と同様 に可成多数 に定型的な 核包 含 体 を認 める

が,核 空隙が著 しく拡大 されて中に水様透明の物質

を満 し核包含体の萎縮像が見 られ,核 包含体 も褪色

して淡黄灰白色に変っている.之 は退行変性期にあ

る核包含体 と思われ る.

動物番号(91):周 囲の腫瘍細胞の浸潤が著明だ

が腺内には殆 んど認めない.核 包含体は縁洞には一

般 に少 くて髄洞で綱状織細胞の腫大 した ものが多数

に現れてい る処 に認め られ る.そ の胞体 は核包含体

の無い ものに比 して腫大が著 しく大小不規則の空泡

があ る.非 定型的なもの として核空隙内に染色素粉

末が多数散在 して核包含体の表面にも之が附着して

い るものがある.核 包含体が10μ 前後に増大ある時

は核膜が顆粒状に崩壊 して途に核膜は消失 し核包含

体 と原形質 との間 に不明 瞭 な 空隙 を殘 すものがあ

る.か ゝるものは勿論死滅 を意味 するもので核包含

体 は膨大 して色調並びに境界は益々不明瞭となる.

又核包含体が膨大 して核空隙 をみたし褐色調を帯び

顆粒状 を呈 して核膜の萎縮の見 らわ るものがある.

一般に移植後9日 目には定型的核包含体から退行性

変化の始 まつたものが見受け られ る.

移植後10日:

動物番号(119):や ゝ定型的な核包含体 を形成

している綱状織細胞を稀に認め るが,一 般に非定型

的で呈色性及び光沢の悪い ものが多い.又 核包含体

が消夫 した爲 にHohlkornと なつたものを可成多数
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に認める.

動物番号(204):之 も定型的な ものは稀にしか

認められす一般に不明瞭 なものが多い.多 くは核 中

心部に境界不明瞭な物質 あ り,一 部 は顆粒状 を呈 し

て呈色性悪く,又 核壁染色素 が可成 多くて核空隙内

には〓漫性淡紅色の物質 を入れてい る.

移植後11日 以後:

腫瘍細胞の浸潤は淋巴腺内外に著 しく,実 質殊に

網状織細胞の圧迫萎縮強 く核破 片が多数認 められ,

胞体の良 く見え るものは殆ム ど無 く核包含体 は全 く

認められなくなつてい る.

對照:

正常健康白鼠 腸間膜淋 巴膜.綱 状織細胞の腫大離

開する事なく核包含体 は認め られぬ.但 し染色素は

豊富であつてその中央 に紅色の小体 が時に認め られ

る事があ るが,核 空隙は全 く核包含体 と趣 を異にす

る.

墨汁注入例.之 は墨汁3乃 至5c.c.を3～4回 腹

腔内に注入せ るものであるが,腸 間膜淋巴腺綱状織

細胞はや 増ゝ殖腫大 して遊走細胞化 し,核 内に好酸

性物質を認め るものがあ るが,境 界の明瞭な卵円形

若しくは円形 をなさす殆ん ど不整形で,染 色素の消

粍が少 くその好酸性が不明瞭でむ しろCowdry15) B

型に類似する.

總括並びに考按

核包含体は吉 田腫瘍 腹水を形成 した 白鼠 の

腸間膜淋巴腺洞内で増殖腫大 した網 状織細胞

の核内に出現 し,洞 内皮細胞に現れ る事は極

めて稀で実質 内網状 織細胞には全 く認 め られ

ない.成 熟 した核包含体 は大 さ8乃 至10μ,

鮮紅色,光 輝性で等質に染 り境界は甚だ鋭利

でクロマチ ン殼 を有 しな い.網 状織細胞 の核

は正常の2～3倍 大 に腫大 して,中 心部の染

色素は消粍 して 核膜の内側のみに残 畄し核包

含体との間に甚 だ明瞭な空隙 を形成 し,境 界

の明瞭な場 合は この内腔は空虚に見 える.核

壁染色素増多は認め られぬ事が多 く認 め られ

ても軽度である.即 ち一般 にCowdry A型15)

の核包含体 と言 う事 が出来 る.胞 体 も腫大 し

ているが核包含体を有 しないもの と較べて特

に目立つ程ではない.原 形質は濁つた赤色に

染り内に大小の空泡を認め,そ あ壁に淡黄褐

〓 色素沈着を起しているものがある.併 し

之に反 し原形質の甚 だ乏 しい場 合も見 られ る.

核包 含体の出現 と腹水移植後の経過 日数 と

の関係を見 るに,腹 水を接 種 して1乃 至3日

後では全 く核包 含体は出現 しない.腸 間膜淋

巴腺周圍脂肪織に腫瘍細胞の浸潤 が僅かに現

れ,縁 洞 内では網状織細 胞が有絲分裂で旺に

増殖 し始め る.網 状織細 胞は少数 の ものが腫

大離開 しているが未 だ集団的増 殖 までには至

つていない.移 植後4乃 至6日 目になると周

圍脂肪織 の腫瘍細 胞浸潤は可成著明 となつて

来 て,移 植 後5日 では一部 に既に被膜 を破つ

て淋巴腺内に侵入す るものが ある.こ の頃に

な ると網状 織細 胞の腫大増 殖が相当著 しくな

り既 に離開の傾 向が現 れて くる.核 も肥大 し

て淡明化 して染色 素 分 離 の傾 向が見 られ,

染 色素が消粍 して中に生 した空隙に好酸性物

質が現れ る.之 は淡紅 色や ゝ光 輝性 で0.3μ

大微細顆粒状 の ものや, 2～3μ 大 の淡紅 色

小球 をなしてい る.核 包 含 体 の始 りは核の

Oxyphile Degenerationと の区別があま りはつ

き りせぬが,後 日定型的の核包含体への移行

像が追求 出来 る.移 植後7乃 至9日 目になる

と縁 洞内に腫大増殖 した網状織細胞核内に定

型的 な核包含体が明瞭に現れ る.一 方核包 含

体乃至は核自身の退行変性 が始 まる.こ の後

の変化は腫瘍細胞の淋巴腺内浸潤 と直接関係

があ る.即 ち腺周圍に浸潤 した腫瘍細胞が被

膜を越 えて 縁洞内に浸潤 す ると急激 に洞を伝

つて増殖 し,実 質 と共に網状織細胞 の圧迫萎

縮 や消夫がお こる.斯 様 な時期に なると核包

含体は著 しく不明瞭 とな り遂に消失す る.

核包含体 の退行変性には三つの型が認 めら

れ る.第1の 型は核包 含体が先ず膨化 して境

界が漸 次不明瞭 とな り濁つた淡紅 色に染 り一

部微細顆粒状に見 えて くる.核 空隙 は狹め ら

れ内に淡紅 色顆粒状の内容が現 れ る.核 包含

体が益 々膨化す ると紅 色調 が益 々淡 くな り,

淡紅 色乃至灰色 にな り空隙 は全 く消失す る.

その間に核壁の染色素 も徐 々に消粍 を来 して

末期には核 膜のみ残 り,核 内容 としては灰白

色 の蛋 白質 を充 している.(動 物番号68)

第2の 型は核包含 体の膨大 が過度にお こり,
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核膜は染色素の消粍 を起 し引 き続いて圧迫萎

縮 に陷 り,更 に処 々顆粒状 に変性 して終に全

く消失す る.即 〓候包 含体は直接 原形質に取

り圍 まれ る事 になるのであるが,こ の変性 の

時 には比 較的後 まで核空隙 の 跡 が 追 求 出 来

る.核 の消失 は勿論細 胞の死を意味す るもの

で早晩核包 含体 自身 の崩壊を起 して くる.因

みに細胞 外に遊離 して本包 含体の存在す るの

は全 く認 められない.こ の事は さきに浜崎 教

授 が指摘せ る如 くウィール ス性包 含体の一つ

の特性であ る。(動物番号91号)

第3の 型は核空隙 は著 し く拡大 されて核膜

は過度に伸展 されて核包含体 は萎縮褪色 して

核 膜の崩壊す るに及 んで消失す る.(動 物番号

78号)

腫瘍 の移植性 と核包 含体形成 との関係 を見

ると腫瘍移植の良 否が核包含体形成 の良否を

左右す ることが知れ る.即 ち腫瘍移植が陰性

に終つ た場 合は勿論核包含体は出現 しない.

又腫瘍形成の悪い ものは核包含体形成は不良

であるか又は陰性であつた.

この核包 含体の検 出率を見 るに,腹 水腫瘍

移植 白鼠60例 に於 て比較的 定 型 的 と思はれ

る核包 含体 を認 め得たのは30例,非 定型 的

な ものは14例,全 く陰性 であつた ものは16

例 であつた.定 型的の もの30例 の中移植後7

～9日 目の.ものが17例(56%)陰 性例16例

中移植後4日 迄の ものが6例 である.大 体定

型的,非 定型 的に拘 らず核包 含体を認めたの

は44例 で検索せ るもの ゝ73%に 達 する.

対照 としては全 く健康 な白鼠 の腸間膜淋巴

腺及び腹腔 内に墨汁 を注入 した場 合の腸間膜

淋 巴腺 を検 査したがCowdry A型 と思われ る

核包含体を形成 しない.唯 淋巴洞 内網状織細

胞 の腫大増植 の起つている場 合には この核に

染 色素 の好酸性変性 が屡 々現 れ る.即 ち核中

央部 の染色素 が好塩基性 を減 じ好酸性 を得 る

とCowdry B型 に似た小体が出来 る.か ゝる

ものは前記A型 核包含体の形成初期及び変性

期 の もの と誤認 される事があ るか ら十分警戒

されねば な らない.誤 認を避 ける為に我 々は

B型 類 似 の核包含体がい くら多数現 れて もA

型 を全 く混えない ものはすべて陰性 と見做 し

た.尚 アル ミニウム塩,水 酸化鉄等金属塩 で

細胞を強 く障碍 した場 合,核 包含 体が形成せ

られる事 が知 られているが16),我 々の場合は

かや うな中毒現象 とは全 く関係 はない.

以上 の所見か ら吉 田腫瘍 が核包含体 を形成

す る疾息であ る事が明 らかに された. Cowdry

 A型 の核包 含体形成が ウイール ス性疾患 と密

接 な関係 を有す る事 は既 によ く知 られた こと

であ る.従 つて この事 は吉 田腫瘍 もウィール

ス性疾患であ りうる一つの大 きい示唆を与 え

るものであ る.浜 崎教授及 びその門下生 は昭

和25年10月,吉 田腫瘍腹水 よ りSeitz及 びBer

kefeld細 菌 濾 過 器 に よつて マウスに特有な

肉芽性炎症をお こす向汎性 ウイールス17,18,19)

を終に分離す る事 に成功し,又 免疫血清学的

に之が吉 田腫瘍 に特有な ウイールスである事

を証明 した.こ の事か ら逆 に上記包含体が ウ

イール ス性包含体であら うとす る説が著 しく

強化 され ること ゝなつた.

結 論

我 々は古 田腫瘍腹水を健康白鼠腹腔内に移

植 してその腸間膜淋巴腺に就 て核包含体を検

出 し,そ の形成機転 を逐 日的に観察 した.

1) 移植後3日 迄 は核包含体の形成はな く

5日 頃 よ り核包含体の初期像を認め始め る.

2) 移植後7乃 至9日 頃は核包含体形成の

極 期で8μ 大,明 瞭な核空 隙 中に 位置 して好

酸性,等 質 性 で類 円形 も し くは 楕 円形 の

Cowdry A型 に属 する定型 的 核包含体 が形成

され る.

3) この包含体は洞 内網状織細胞の核内に

生 じ,洞 内皮細 胞に現 れることは極めて稀で,

実質 内網状織細胞核には全 く認 められない.

4) 腫瘍細胞の淋巴腺内浸潤が起 るとその

圧迫の為に網状織細胞 と共 に核包含体の変性

が始 り三 様の型式で崩壊す る.

5) 核包含体形成 の良否は腫瘍移植の良否

とよく一致 す るが,移 植後12日 以降は腫瘍細

胞の淋巴腺内浸潤 強 く,核 包含体は全 く検出

出来 ない.
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6) この 包 含体 の 形態 や 出現 率 か ら我 々は

之が ウ ィール ス との関 係 を 想像 した が,こ れ

等が動機 となつ てそ の 後吉 田腫 瘍 の の イー ル

スが発見 され た.こ の こ とに よつ て逆 に 本包

含体 が ウ イー ル ス性 の もの で あ ら うといふ 主

張 が著 し く強 化 され た.

終 リに臨ゐで恩師浜崎教授の御懇篤 な御指導御校

閲 を賜は りました事 を感謝 します.
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附 圖 説 明

第1図

1～2 核包含体形成初期像

(1) 2～3μ 大 淡紅色小体

(2) 0.3μ前後の紅色顆粒状小体

3～4 定型的核包含体

7～8μ大,強 好酸性,光 輝性,核 空隙明瞭な核包含体.原 形質の空泡形成(3)

 5～8 核包含体 の崩壊 過程

(5) 微細顆粒状に膨化.

(6) 膨化包含体に褐 色色素出現.

(7) 核膜が顆粒状に崩壊 し,腫 大包含体が直接原形質 と接触する.

(8) 核空隙の強い拡大,核 包含体の萎縮崩壊.

第2図

腫大 した綱状織細胞核内に形成せ られた定型的な核包含体(左 上方). 附近の綱状織細

胞 にも腫大が認め られ る. H-E染 色.

(動物番号 91 9日 目)

第1図 第2図


