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(昭 和24年5月18日 受 付)

光輝 細胞は既に度 々報告 された樣 に濱崎教

授1)2)に よつて發見 された一新遊 走細胞であ

る.此 の細 胞は石炭酸 フ クシン沃度法 を行ふ

と第1特 殊顆粒(ケ トヱ ノール穎 粒)が,又 組

織 の 苛性加里分解 法 を行 ふ と第2特 殊顆粒

(耐 アル カ リ性 エオヂ ン嗜好性顆粒)が 認 めら

れ る.腸 チフヌの腸壁 に於ける光輝 細胞に關

して は先 に濱崎敎 授3)の 發表あ り,又 最近伊

丹4)の 廣汎 な研 究に よつて,所 謂チ フス細 胞

の特性 は主 と して腸壁 に於て增 殖 した光輝 細

胞 に よつ て代表 され て居 る事 を明 らかに され

た.今 回私 は伊丹に引續 いて其の他の諸臟器

に於け る光輝 細胞がチ フスの際 どんな態度 を

取 るかに就 て觀察 を行つ た.材 料は伊丹の用

ひた もの と同一であつて,諸 種の病期 に於 け

る27例 の腸 チフス屍 を檢査 した.

實 驗 成 續

第1例　 米 田(發 病後6日 目)(〓)

心臟 は正常時 に も間質に少數の光 輝細胞が

散在す るが 本例では多少增 加 して居 る.光 輝

細 胞 は橢 圓形又は流線形の ものが 多 く原形 質

は鋭利に境 界 され光 澤に富む.第2特 殊顆粒

を有 する もの を認 めない.間 質では血管壁に

近 く存 し多 くは心筋纎維 の走行 と平行 位 を取

る.心 内膜下には光輝 細胞 を認めない.全 般

に脂肪心の状 を呈 し心筋纎維 は稍 々肥大 し輕

度の蛋 白樣變性 を認 める.

第2例　 島倉(發 病後9日 目)(+)

心筋 纎維は稿 々肥大 し輕度 の蛋 白樣變 性 を

認め輕度の心筋内點状 出血 を認 める.光 輝細

胞 は增 加 して居ないが組織球,單 核球が 少 し

く增加 して居 る.

第3例 西村(發 病後12日 目)(+)

間質の毛細血管に中等度の鬱血を認め脂肪

心の状 を呈する.心 筋纎維は輕度の肥大 と心

筋内點状出血 を認める.

第4例　 山口(發 病後13日 目)(〓)

毛細血管には中等度の鬱血 を認め,心 筋纎

維の一部には稍 々萎縮状の ものあ り一般に輕

度の蛋白樣變性な認めろ.光 輝細胞は比較的

挾い間質に多い.

第5例　 深 田(發 病後14日 目)(+)

心筋纎維は肥大 し輕度の蛋白樣變性を認め

る.毛 細血管の輕度の鬱血 を認め尚一部の間

質結締織は增殖 して單核球,組 織球の浸潤す

るのを認める.光 輝細胞は少い.

第6例 熊 田(發 病後16日 目)(〓)

心筋纎維の一部に輕度の蛋白樣變性を認め

る外著變を認めない.小 形の よく輝や く光輝

細胞稍々多數 に存 し,散 在性又は數箇集簇 し

て現はれる.

第7例 丸尾(發 病後17日 目)(〓)

心筋纎維は一般に萎縮性であるが代償性肥

大 をも認め輕度の蛋白樣變性を認める.毛 細

血管の鬱血は 中等度で 間質 には輕度の單核

球,組 織球の浸潤があ り,光 輝細胞は稍 々増

加 して居る.

第8例　 山本(發 病後18日 目)(+)

毛細血管には中等度の鬱血 を認め心筋纎維

には極 く輕度の蛋白樣變性を認める.光 輝細

胞は多 くはないが定型的なものを認める.

第9例　 篝山(發 病後18日 目)(〓)

心筋纎維は萎縮状でエオヂンに濃染 し筋原

纎維は不明瞭,核 は濃縮性で蛋白樣變性 を認

める.毛 細血管の鬱血は中等度である.間 質

には稍々多數の光輝細胞遊走 し類圓形に腫大

した ものが多い.
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第10例 漆間(發 病後18日 目)(〓)

脂肪心の状 を呈 し心筋には中等度の蛋白樣

變 性を認める.光 輝細胞は相當數に認められ

る.

第11例 小檜 山(發 病後19日 目)(〓)

心筋纎維 は稍 々肥大性で輕度 の蛋 白樣變性

を認 める.間 質には輕度の單核球,組 織球 の

浸潤あ り光輝細胞は中等度に存 し比較的幼弱

な ものが 多い.

第12例 渡邊(發 病後19日 目)(+)

心筋纎維は肥大 し中等度の蛋白樣 變性 を認

める.光 輝細胞は多 くはないが定型的な もの

が多い.

第13例 森本(發 病後19日 目)(+)

心筋纎維は全般的 に萎縮 状で輕度の蛋白樣

變 性を認 める外間質の一部に單核球 及び組織

球の浸潤 を認 め光輝 細胞が 少數 に散在する.

第14例 鈴木(發 病後19日 目)(+)

心筋纎維 には輕度の蛋白樣變性 を認 め肥大

した筋纎維 を所 々に認 める.一 部 の筋纎維間

には組織球及び單核球 を認 め光輝 細胞 を混 え

る.又 一部 に於ては集簇的に組織球,單 核球,

淋 巴球の浸潤するの を認 めかか る部 には光輝

細胞 も集簇 して居 る.間 質の毛細管に輕度の

鬱血 を認 める.

第15例 春 本(發 病後20日 目)(+)

心筋纎維は輕度の蛋 白樣變性 を起 し稍 々萎

縮状の もの と肥大 した もの と混在 して 居 る.

間 質にば輕度の單核球及び組織 球の浸潤が あ

り,光 輝細胞は少數認 められ る.

第16例 鷹森(發 病 後21日 目)(+)

心筋纎維は稍 々肥大 し輕度の蛋 白樣變性 を

認 める.光 輝細胞は增 殖 を認 めない.

第17例 河野(發 病 後21日 目)(+)

心筋纎維 は一般に萎縮 状であつて輕度の蛋

白樣變性が認め られ る.心 外膜の一部に於 て

は 筋纎維間俘腫状 で 組織球 及び 少數 の 單 核

球,淋 巴球の浸潤あつて筋纎維は稍々肥大性

である.光 輝細胞は僅かに增殖の傾向を示 し

て居 る.

第18例 稻毛(發 病 後22日 目)(+)

心筋 纎維 は稍 々肥大 し蛋 白樣變性 を認め る

所多 く,毛 細血管に輕度の鬱血を認める外間

質に輕度の單核球,組 織球の浸潤を認 める.

光輝細胞は少 しく增殖 して居 るのを認める.

第19例 山田(發 病後25日 目)(+)

萎縮性と肥大性の心筋纎維が混在 し輕度の

蛋白樣變性を認める所があ り少數の淋巴球の

浸潤がある外間質には少數の光輝細胞が散在

する.

第20例 村上(發 病後27日 目)(〓)

心筋纎維は稍 々肥大 し中等度の蛋白樣變性

を認め毛細血管に輕度の鬱血がある.一 部の

間質では光輝細胞の增殖が認められる.

第21例 福 井(發 病後30日 目)(+)

心筋は一般に萎縮性で間質に紡錘形の光輝

細胞 を少數に認める.

第22例 三浦(發 病後35日 目)(〓)

心筋纎維は稍々肥大 し輕度の蛋白樣變性を

認め間質には輕度の鬱血あ り稍々浮腫状に腫

脹 し光輝細胞の增殖を認める.

第23例 鈴木(發 病後 日數不詳)(〓)

心筋纎維は肥大 し筋原纎維は不明瞭で輕度

の蛋白樣變性 を認める.間 質には輕度の鬱血

あ り浮腫 を認め輕度の淋巴球,單 核球の浸潤

を認める.光 輝細胞は增殖 し腫大を起 した も

のがある.

第24例 長谷川(發 病後 日數不詳)(〓)

脂肪心の状を呈 し心筋纎維に輕度の蛋白樣

變性を認める.間 質には輕度の鬱血及び浮腫

あつて主として紡錘形 をなす光輝細胞稍 々多

數に存する.そ の一部の ものは胞體の一端が

ら細長い索線の突起を出 して其の尖端は鈍端
'
に終 り滑平筋纎維の性質を殘 して居る.

第25例 大野(發 症後37日 目)(〓)

輕度の間質毛細血管の鬱血が認められ光輝

細胞は少 しく增加 して居る.

第26例 樋木(發 病後30日 目)(+)

心筋纎維は萎縮性の ものが多 く,心 筋纎維

には時に代償性肥大 を見るものあ り輕度の蛋

白樣變性を伴ひ筋層内の點状出血 を認 める.

光輝細胞は少數である.

第27例 石村(發 病後13日 目)(+)

心筋纎維は稍 々萎縮性である.急 性の血栓
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心 内膜炎があ り内膜下 には多數 の組織球 及び

白血球の浸潤があ る.そ れに關連 して間質 一

般 に單核球,組 織球,プ ラスマ細胞の浸潤著

しく光輝細胞 は反つて減 少 して居 る.

總括及び結論

滑平筋性臟器以外の臟器では一般に臟器間

質 には光輝細胞 を見 る事は稀であるが,心 臟,

膵臟,腎 臟殊 に腎孟等 には正常時に も少數の

光輝 細胞 を認 める事が 出來る5).腸 チ フス患

者の心臟に於 ける光輝細胞 を見 ると一般 に輕

度 の增 殖傾向を示 し,病 期か ら言ふ と潰瘍形

成期 に幾分著 しい樣である.そ の分布 は心筋

間 質では太 い血管 を通ず る廣 い間質では比較

的少 く,挾 い間質の小血管 周圍に比較 的著 し

い.注 目すべ き事は心 内膜下結締織には他種

の遊 走細胞が增 加 す る事は度 々あつたが光輝

細胞 は殆ん ど全 く出現 しない事であ る.此 の

事 實は既に濱崎敎 授5)が 正常組織 に就 て注意

したのと全 く一致 する もので ある.心 内膜下

に は長與博 士の 發見 した 滑 平筋纎維 が あ る

が,之 は通 常の滑 平筋纎維 とは著 し く性状 を

異 に し纎維細胞の樣 に分 岐 して網状組織 を形

成 するものであ ろ.此 の種滑平筋纎維 は生理

的に も病理的 に も光輝細胞 を形 成 し得 ない事

が知 られ る.間 質は時 々輕 い刺戟状態にあ り

組織球,單 核球の遊出が認められ浮腫性に腫

脹する事がある.斯 樣な場合には光輝細胞 も

腫大するが腸壁に於けるが如 く著 しくな く貧

喰作用を現はす事は甚だ稀である.腫 大が強

くなるに從つて光輝細胞の特徴が不明瞭とな

り腫大 した組織球 との匠別 は漸次困難 とな

る.第27例 で血栓心内膜炎のために間質に

急性炎症が見 られ 光輝細胞 の減少が 認 られ

た.此 れは本細胞は急性炎症の時には減少す

ると云ふ原則と一致するものである.他 の非

滑平筋臟器に比 して何故心筋間質には光輝細

胞が多いか濱崎.小 西5)の研究以來此の疑問

は未だ解決 されて居ない.心 臟間質では光輝

細胞の增殖の強い場合には稀に同細胞の一端

に滑平筋纎維の殘 りと思はれる索條の突起を

附着せ しめ る ものがあ る.斯 樣 な ものは從來

腸壁に於ける經驗か らす ると結 締織 内に遊離

して存す る滑 平筋纎維の光輝細胞への移行形

であ る事が知 られ て居 る.從 つて心筋 では平

生遊離 した滑 平筋纎維が 間質結締織 内に潜ん

で居 て之が光輝 細胞 の母細胞 となる ものであ

ら うと想像 され る.

擱筆するに當 り,親 しく御指導御校閲を賜つた.

恩師濱崎敎授に深甚の謝意 を表す る.
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