
岡山醫學會雜誌第43年 第11號(第502號)
昭 和6年11月30日 發 行

OKAYAMA-IGAKKAI-ZASSHI

Jg. 43, Nr. 11 (Nr. 502), November 1931

原 著

611. 013

家 兎 卵膜 ノ生 體 色素 攝 取 ニ就 テ

岡山醫科大學産婦人科教室(主任　安藤教授)

林 昇

目 次

第1章　 緒 言

第2章　實驗方法

第3章　 實驗例

第4章　 總括及ビ考案

第5章　 結 論

第1章　 緒 言

所謂 生體 染 色 ガ勃 興 シテ ヨ リ,胎 兒卵 膜 ノ生 體 色 素 攝 取 ニ關 スル 業 績 モ亦 尠 カ ラズ 發 表 サ

レタ リ.而 シテ母 體 血 行 中 ニ色 素 ヲ注 入 、シテ 卵 膜 生 體 染 色 ヲ研 究 セル者 ニ ハ例 へ バSchlecht

 (1907), Goldman (1909),井 岡(1917), Wiloski (1921)等 ノ業 績 ア リ,特 ニ井 岡 氏 ノ研 究 ハ

詳細 ナル者 ニ シテ此 方 面 ニ關 シテ ハ今 日予 等 ノ敢 テ駄 足 ヲ加 フル ヲ要 セザ ル ノ觀 ア リ.

シカル ニ松 澤 氏(1924)ハ 「モル モ ツ ト」ニ於 テ,岡 村 氏(1929)ハ 家 兎 ニ於 テ,從 來 ヨ リ異 リ

タル方 法即 チ胎 兒 ニ直 接LithionCarmin溶 液 ヲ注 射 シ,爲 ニ起 リタ ル卵 膜 色 素攝 取 状 態 ヲ研 究

シ,井 岡氏 業績 ヨ リ稍 々異 リタル 所 見 ヲ得 タ リ.

元來 胎 兒 ノ榮 養 ハ其 發 育 時 期 ニ應 ジ テ卵 黄 嚢 期,絨 毛 膜 賜 胎 盤 期 等 ノ各 期 ヲ通 ジテ行 ハ ル ル

モ ノナ リ.從 ツテ卵 膜 ハ胎 兒 ノ物 質 新 陳 代 謝 ニ對 シ重 大 ナル役 目 ヲナ ス者 ニ シテ,叉 一 方 ニ於

テハ現 今尚 ホ論 孚 サ レ居 ル羊 水 起 原 ニ モ重 要 ナル 關 係 ヲ有 ス ル モ ノ ナ レバ,此 卵 膜 ノ生 體 色 素

攝 取状態ヲ各方面ヨ リ研鑽 スルコトハ興味アル コトニシヲ且貴重ナル問題ナ リト云 ヒ得ベシ.
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2754 林 昇

予 ハ前述 ノ,從 來行ハ レタル研究方法,即 チ母體血行内叉ハ直接胎兒内ニ色素液ヲ注入スル

方法 トハ異 リタル方法,即 チ羊膜腔内又ハ外體腔内ニ色素液ヲ注 入シテ,以 テ胎兒生體色素攝

取ヲ行 ヒ,其 際得タル卵膜 ノ生體染色ノ所見ヲ此處 ニ記 シ,併 セテ之ヲ前2法 ニヨル者 ト比較

シテ論述 セントス.

第2章　 實 驗 方 法

試 驗 動 物 トシテ家 兎 ヲ用 ヒ,且 主 トシテ 胎 盤完 成後 ノ者,即 チ妊 娠 後半 期 ノ者 ラ使 用 セ リ.

其方 法 トシ テハ 予 ガ岡 山 醫 學 會 雜 誌 第43年,第10號 ニ詳 記 セ ル所 ノ方 法 ニ ヨ レ リ.即 チ母 體 ノ腹 部 ヲ開

キ,子 宮外 ヨ リ胎 盤 ト胎 兒 トノ中 間 ニ於 テ 羊 膜腔 内 ニ0.5% Lithion Carmin溶 液 ヲ0.7cc乃 至0.8cc注 射 セ

リ.

而 シテ 注射 後30分, 1時 間, 1時 間30分, 2時 間, 3時 間, 4時 間, 5時 間, 6時 間, 7時 間, 8時 間, 10時 間

24時 間, 48時 間 ヲ經 タル 各 例 ニ就 テ 檢 査 セ リ.

標本 ハ「ホ ル マ リン」固定,「 パ ラ フ イ ソ」切 片 トナ シ,「 へ マ トキ シ リ ン」單 染 色 ヲ施 セ リ.

尚 ホ 對 照 トシテ 前 述 ノ,從 來 行 ハ レ タル2方 法 ヲ試 ミタ リ.即 チ,同 ジ 妊 娠 時 期 ノ家兎 ノ耳 靜 脉 ニ4%

 Lithion Carmin溶 液15㏄ ヲ毎 日連 續 的 ニ3日 間 ニ亙 リテ 注 射 セ ル 者 ノ卵膜 ヲ同 様 ニ檢 査 セ リ.但 シ斯 ク處

置 セ ル 者 ノ多 クハ 流 産 又 ハ 妊 娠 中絶 ス ル モ ノナ ル ガ,幸 ニ 胎 兒 ノ生 存 セル 者3例 ヲ得 タル ヲ以 テ 之 ニ就 テ

檢 査 セ リ.

尚 ホ又.妊 娠 第3週 ノ家 兎 胎 兒 ニ,母 體 ヲ開 腹 シテ 子 宮 壁 外 ヨ リ直 接0.5% Lithion Carmin溶 液0.7cc乃

至0.8㏄ ヲ注 射 セ リ.シ カ ル後24時 間 ヲ經 過 シテ 其 卵膜 ヲ ト リ,前 述 ノ方 法 ニテ 標 本 ヲ製 作 シテ 檢 査 セ リ.

第3章　 實 驗 例

(1)「 リチ オ ンカル ミン」液注射 後4時 間迄 ノ所見

「カル ミン」溶液注射後30分, 1時 間30分, 2時 間, 3時 間, 4時 間 ニ於テハ胎 盤,羊 膜,卵 黄膜等 ノ何 レ

ノ細胞 ニモ 「カル ミン」攝取像 ヲ發見 スル能ハ ズ.併 シナガラ本例 ノ内ニテモ比較的長時間 ヲ經過 セ ル者ニ

於テハ羊膜 上皮細 胞 又ハ卵黄嚢膜 内層細胞 ガ處 々ニ於 テ「カル ミン」ニヨ リテ一般平等染色セル者ア リ.之

等 ハ羊膜腔 内 ノ「カル ミン」ニヨ リ死後染色セ ラレタル者 ナルべ シ.

斯 ノ如 ク色 素液注入後4時 間以内 ニ於テハ,胎 盤,羊 膜,卵 黄膜等 ニ「カル ミン」攝取像 ナキニ拘 ハラズ胎

兒 原腎 ニ於テハ既 ニ1時 間 目ニハ「カル ミン」色 素 ノ管腔内移行像 ヲ認 メ, 1時 間30分 目ニハ小管上皮細胞

ノ「カル ミン」攝 取ア リ.

(2)同5時 間 ノ所見

a)胎 盤.

胎兒面 ヲ被 フ羊膜上 皮細胞 ノ處 々ニ僅 ニ「カル ミン」色素攝取顆粒 ヲ認 メ得.而 シテ同 ジ羊膜 ニテモ對胎

盤 側及 ビ臍血管周圍 ノ羊膜 ニハ「カル ミン」攝 取顆粒 ヲ見 ズ.即 チ胎盤面 ヲ被 フ羊膜バ 一層 ノ扁平上皮細胞

ニ シテ,原 形質 ニ乏 シク,核 ハ細胞 ノ中央 ニ位 シ長橢圓形 ヲ見 シ,「ク ロマチ ン」ニ トム.斯 ノ如 キ羊膜細胞
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ノ核 ノ兩極 ニ塵埃状 ノ色調錫 キ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ見 ル.併 シ此部 ノ總テ ノ羊膜細胞 ニ該 顆粒 ヲ見 ルニ

アラズ,寧 ロ之 ヲ有セザルモ ノ多 シ.而 シテ胎盤迷路部 ト羊膜 トノ間 ニ存 スル胎兒 血管ニ富ム羊膜下組織 中

ニハ毫モ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ有スル細 胞 ヲ見 ズ.

而 シテ固有 ノ胎盤組織,即 チ胎盤迷路 部.中 間 部,基 礎部 ニハ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ見 ズ.

b)羊 膜.

上記セル如 ク唯胎盤部羊膜 ノミガ「カル ミン」攝取像 ヲ現 シ,對 胎盤 側及 ビ臍 血管周圍 ノ羊膜 ニハ毫 モ「カ

ル ミン」顆粒 ヲ見 ズ.但 シ羊水ハ比較的濃厚 ナル「カル ミン」色 ヲ呈 シ居 レリ.

c)卵 黄嚢膜.

内層,中 層,外 層,何 レノ部分 ノ細胞 ニモ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ見 ズ.而 シテ此時期 ニ於 ケル胎兒 ヲ觀 ル

ニ原腎乃至後腎ニハ勿論 「カル ミン」攝取 及ビ排泄像 ヲ著明 ニ現 シ,肝 膿 ノ星芒形細胞 モ亦「カル ミン」攝 取

顆粒 ヲ認 ムル コトヲ得.

(3)同6時 間 目ノ所見

a)胎 盤

前例ニ比 シテ 大差ナケ レ ドモ胎盤胎兒面 ノ羊膜 上皮 ノ 「カル ミン」 ヲ攝取 セルモ ノ前例 ニ比 シテ多數 ナ

リ.而 シテ其「カル ミン 顆粒 ハ前例 ヨ リ色調強 ク,數 モ稍 々多キ觀ア リ.併 シ該顆粒 ヲ有 セザ ル上皮細胞 尚

ホ多數ナ リ.

羊膜下組織 ニ於テハ尚ホ「カル ミン」攝取像 ヲ見 ズ.又 胎 盤迷 路部,中 間部,基 礎部 ノ何 レ ノ細胞 ニモ「カ

ル ミン」攝取顆粒 ヲ認 メラ レズ.

b)羊 膜.

臍血管 ヲ圍ム羊膜上皮 ニ,時 ニ其核 ノ兩極 ニ少數 ノ色調弱 キ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ見 ル事 ア リ.併 シ此部

ノ大部分 ノ細胞 ハ該 顆粒 ヲ有セズ.又 對胎盤側羊膜 ニ於テハ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ毫 モ認 メズ.

此時期 ニ於テ ハ前例 ト同樣 ニ羊水ハ濃厚 ナル「カル ミン」色 ヲ呈 ス.

c)卵 黄嚢膜.

此膜 ノ何 レノ細胞 ニモ「カル ミン」攝取像 ヲ認 メズ.

(4)同8時 間ノ所見

a)胎 盤

胎盤 ヲ被 フ羊膜 ニ於テハ前例 ニ比 シテ,「カル ミン」攝 取顆粒 ヲ有 スル細胞 ガ著 シク増加 セ リ.併 シ尚ホ之

ヲ有セザル上皮細 胞 モア リ.而シテ該顆粒 ハ微細 小點状 ヨリ噴霧状 ノ者ニ シテ色調前 例ニ比 シテ強 シ.併 シ

前例 ト同様 ニ色調弱 ク少數ナル モノモア リ.又 處 々ニ死後染色 ヲナセルモ ノア リ.

臍血管周圍 ノ羊膜 ニ於テモ其上皮細胞 ニ胎盤 部羊膜 ト同様ナル「カル ミン」攝取状 態ヲ現 シ,胎 盤部羊膜

ノ者 ト殆 ド差別 ヲ發見 シ能ハズ.

羊膜下組織ニ於テ羊膜 ニ接近 セル部 ノ細胞 ニ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ見 ル コ トア リ.而 シテ此細胞 ノ形態

ハ此部 ノ他 ノ細胞 ト餘 リ大差 ナキモ ノニシテ,原 形 質 ニ比較的乏 シク,核 ハ圓形又ハ橢圓形 ニシテ,細 胞 ハ

互ニ長キ原形質突起 ニヨ リテ鬆粗 ニ連 ル,斯 ノ如 キ細胞 ノ核 ノ兩極 ニ微細點状 ノ「カル ミン」攝 取顆粒少數
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ア リ.而 シテ此「カル ミン」攝 取顆粒 ヲ有 スル細胞 ハ深部 ニ 發見 スル コ ト能ハズ.

胎盤迷路部,中 間部,基 礎 部ニ「カル ミン」攝 取像 ナキ コ ト前例 卜同 ジ.

b)羊 膜.

此時期 ニ於テハ對胎盤側羊膜上皮 ニモ處々 ニ於テ 「カル ミン」攝取顆粒 ヲ現 ス.併 シ其顆粒 ハ少數 ニシテ

尚ホ色調弱 シ.

c)卵 黄嚢膜.

羊膜 ニ接 シテ其外 側 ニ存 スル卵 黄嚢膜ハ尚ホ「カル ミン」攝 取像 ナ シ.唯 時 ニ其内層 ノ内皮細 胞 ガ「カル ミ

ン」ニヨ リテ平等染セル モノア リ.之 ハ羊水中 ノ「カル ミソ」ニヨル死後染 色 ト思惟 セラル.

(5)同10時 間 ノ所見

a)胎 盤

胎盤 ノ胎兒 面ヲ被 フ羊膜 ハ著明ニ「カル ミン」顆粒 ヲ現 ス.印 チ其羊膜上皮細胞 ニ於 ケル「カル ミン」攝 取

顆粒 ハ前例 ヨリ數 ニ於テ多 ク,一 般 ニ色調 モ強 ク,多 ク ノ場合微細小點状 ヲ呈 シ,殆 ド同大 ナ レ ドモ,時 ニ

融合 シテ小點 又ハ小 滴状 ヲ呈 スル コトア リ.

次 ニ羊膜 下組織 ヲ觀 ル ニ「カル ミン」攝 取顆粒 ヲ有 不ル細 胞ハ前例 ニ比 シテ多數 ニ存在ス.而 シテ此顆粒

ヲ有 スル細胞 ヲ前例 ニ於 テ述 ベ タル ト殆 ド同機ナル形 態 ヲ有 ス.共 「カル ミン」攝取顆粒 ハ微細點状 ナ リ.併

シ原形質 ニ富 ミ膨 大ナル圓形 ヲ呈 スル細胞 ア リテ其有 スル 「カル ミン」顆粒 バ一般 ニ微細點状 ナ レドモ,時

ニ融合 シテ小 滴状 ヲ呈 シ,殆 ド原形質 ノ全 部 ヲ占 メ,圓 形又ハ橢圓形 ノ核 バー 方ニ偏 在ス.斯 ノ如キ細胞ハ

所謂組織球 ナ リト詔 ムべキモ ノナ リト信 ズ.

而 シテ羊膜下組織 ニ於テ以上 ノ如 キ「カル ミン」顆粒 ヲ有スル細 胞ハ全 ク深部 ニハ發見 シ得 ズ.

胎盤 ノ迷路部,中 間部,基 礎部 ニ「カル ミン」攝 取像ナキ コト前 例 ト同樣ナ リ.

此時期 ニ於テハ其胎兒 ノ原腎乃至後腎 ニ極 メテ著明 ナル色素攝取 及ビ排泄像 ヲ認 ム.(岡 山醫學會雜誌第

43年,第10號 參照).

b)羊 膜.

對胎盤 側羊膜 ニ於 テ共 大部分 ノ上皮ガ 「カル ミン」攝 取顆粒 ヲ有 ス.即 チ前例 ヨリモ著 明ニ「カル ミン」癌

取像 ヲ示 ス.但 シ伺ホ胎 盤面 ノ羊膜 ガ遙 ニ張キ「カル ミン」攝取像 ヲ現 ス.又 臍血管周圍 ノ羊膜 上皮細胞ハ胎

盤部 ノ者 ト殆 ド同様 ニ「カル ミン」攝 取豫 ヲ示ス.

c)卵 黄嚢膜.

以上述 ベタル羊膜 ノ外 面ニ接 スル卵黄嚢膜内層 ノ内皮樣細胞 ノ核 ノ兩極 ニ微細 噴霧状 ノ少數 ノ 「カル ミ

ン」攝 取顆粒 ヲ有 スル コトア リ.併 シ此 時期 ニ於テ ハ両 ホ總 テ ノ内層細胞 ニ之ヲ見 ルコ トヲ得 ズ.

卵 黄嚢膜 中層及 ビ外 層 ノ細 胞 ニハ「カル ミン」攝取像 ヲ認 メ ズ.

(6)同24時 間 ノ所見

a)胎 盤.

胎盤胎兒 面 ヲ被 フ羊膜 上皮 ニ於 ケル「カル ミン」攝取像ハ前例 ト大差 ナシ.併 シ其上皮細 胞 ガ膨大 シテ,微

細 小點状 ノ「カル ミン」顆粒 ヲ多數 ニ有 シ,羊膜腔 ニ向ヒテ隆起 セルヲ見 ル コ トアリ.此 細 胞 ノ核 ハ他 ノ羊膜
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上皮 ノ者 ト大差ナ ク,細 胞體底 部ニ偏在 セ リ.

羊膜下組織ニ於 テハ前述 セル 「カル ミン」顆粒 ヲ有 スル組織球 ヲ前例 ヨ リ多數 ニ詔 メ得.其 他 ノ羊膜下組

織 ノ殆 ド細胞 ハ少數又ハ比較的多數 ノ微細點 状 ノ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ有ス.ノ ミナ ラズ此羊膜下組織 ヨ

リ迷路 ノ間 ニ侵入 セル結締織細胞 ニ比較 的深部 ニ至 ルマデ其核 ノ兩端ニ 「カル ミン」攝取顆 粒 ヲ見 ルコ トヲ

得.

又此羊膜下組織 ニハ 多 數 ノ胎兒 血管 ガ存在 スルモノニシテ,特 ニ唯 單層 ノ内皮細胞 ニヨ リテ圍 マルル毛

細管樣血管 ニ於テハ其内皮細胞 ノ核 ノ兩極 ニ少數 ノ微細 點状 ノ色 調比較 的強 キ 「カル ミン」攝 取顆粒 ヲ認 ム

ルコトヲ得.

次ニ此時期 ニ於テ迷路部 ノ絨毛 「ジ ンチチユ ーム」和 胞 ヲ觀 ルニ,處 々 ニ於テ色調弱 キ,且 少數 ノ「カル ミ

ン」攝取顆粒 ヲ認ムル コトヲ得.但 シ該顆粒 ハ細胞 内分布一定 セズ,瀰 蔓 状 ニ存 在ス.而 シテ斯 ノ如 キ「カル

ミン」顆粒 ヲ有 スル 「ジンチチユーム」細 胞 ハ迷路部 ノー定 部ニ存セズ,散 在性 ニ認 メ ラル.而 シテ中間層,

基礎層 ニ於 ケル諸細胞 ニハ「カル ミン」攝取像 ヲ認 メズ.

b)羊 膜.

胎盤胎兒面 ノ羊膜 上皮 ト同樣 ニ對胎盤 側羊膜 モ著明 ニ「カル ミン」攝 取豫 ヲ現 ス.即 チ該 顆粒 ハ核 ノ兩極

ニアリテ比較的多數 ノ微細 小點状 ヲ呈 ス.而 シテ前例 ニ於テ述 ベ タル如 ク.羊膜 上皮細 胞ハ處々 ニ於 テ膨 大

シテ,特 ニ多數 ノ「カル ミンー顆粒 ヲ有 スルモ ノア リ.

臍血管周圍 ノ羊膜 モ之 ト殆 ド同 ジ所見 ヲ呈 ス.

c)卵 黄嚢膜

卵黄嚢膜 ノ内層 ヲナス内皮樣細胞 ハ著 明ニ「カル ミン」攝 取像 ヲ示ス.即 チ其 核 ノ兩極 ニ噴霧状又ハ微細

點状 ノ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ現 ス.而 シテ該顆粒 ヲ有 スル内皮樣細胞 ノ形態 ハ普通 ノ者 ト大差 ナ シ.

家 ニ中層ハ血管 ニ富 ミ,其血管 ノ間隙ハ極 メテ鬆疎 ナル結締織細 胞 ニヨ リテ充填 サ ル.此 結締織細胞 ハ原

形質ニ乏 シク,長 キ原形質 突起ニ ヨ リテ互 ニ連 リ,核 ハ圓形又ハ橢圓形 ニシテ「ク ロマチ ン」ニ富 ミ,一 般 ニ

細胞ガ紡錘形 ヲ呈 ス.而 シテ此細胞 ノ核 ノ兩極 ニ比較的多數 ノ,微 細 點状 ノ,色 調強 キ「カル ミン」攝取顆粒

ヲ見ル.該 顆粒ハ時 ニ融合 シテ小滴状 ヲ呈 スル コトモア リ.而 シテ此部分 ニ時 トシテ羊膜 下組織 ニ見 ルガ如

キ膨大ナル圓形 ノ多數 ノ微細點 状 ノ,時 ニ融 合.セル「カ ル ミン.顆粒 ヲ有スル所 謂組 織球 ヲ見ル コ トヲ得.

加之,中 暦 ノ血管 ノ内,一 暦 ノ内皮細胞 ヨリ圍 マルル毛細管様 血管 ニ於テ,其 内皮細胞 ノ核 ノ兩極 ニ少 數

ノ微細點状 ノ「カル ミン」攝 取顆粒 ヲ見 ルコ トア リ.

併シナガラ外層 ノ短圓桂形細胞 ニハ此時期 ニ於テ モ「カル ミン」攝取豫 ヲ見ル コト能 ハズ.

(7)同48時 間 ノ所 見

a)胎 盤.

胎盤胎兒面 ノ羊膜及 ビ羊膜 下組織 ノ總 テ ノ細胞ハ 「カル ミン」ヲ攝取 ス.而 モ前例 ニ於テ認 メタル如 キ膨

大ナル圓形細胞ニ シテ「カル ミン 顆粒 ヲ多數 ニ有 スル所謂組織球 ヲ前例 ヨ リ多數 ニ認 ム.

羊膜下組織 ヨリ迷路 間 ニ侵入 セル結締織細 胞ニモ,比 較的深部 ニ至ル マデ,少 數 ノ微細 點 状 ノ「カル ミン」

顆粒 ヲ認 ム.

5
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迷路 部 ノ「ジ ンチチユーム 細胞 ニハ規 則正 シキ「カル ミン」攝取像 ヲ認ムル能ハザルモ,時 ニ少數 ノ比較

的色調 強キ,微細 點状 ノ「カル ミン」顆粒 ヲ「ジ ンチ チユーム」細胞 ニ詔 ムル コトア リ.而 モ該顆粒 ハ細 胞體 内

ニー定 ノ位置 ヲ占メズ,瀰 蔓性 ニ存在 ス.而 シテ此「カル ミン」顆粒 ヲ有 スル「ジンチチユーム」細胞ハ迷路部

ノ表層,深 層 ニ關係スル コ トナ シ.

b)羊 膜

對胎盤 側羊膜.臍 血 管周圍 ノ羊膜,何 レモ胎 盤胎兒 面羊膜 卜同様 ニ著明 ニ「カル ミン」顆粒 ヲ現 ス.

前述 ノ如 ク何 レノ羊 膜ニ於 テモ處 々ニ其上皮 ガ膨 大 シテ他 ノ上皮 ヨリモ多數 ノ,ヨ リ大ナル小點状 ノ「カ

ル ミン」攝取顆粒 ヲ有スルヲ認 ム.

c)卵 黄嚢膜.

内層 タル内皮様細胞 ハ前例 ヨ リ荷 ホ著 明ニ「カ ル ミン」攝取顆粒 ヲ現 ス.即 チ此内皮樣細胞 ノ總テハ羊膜

上皮細 胞 ト殆 ド同様 ナル微細點状 ノ「カル ミン」揚取顆 粒 ヲ其核 ノ兩極 ニ多數 ニ有 ス.ノ ミナラズ,ヨ リ多數

ノ,且 時 ニ融合 シテ小滴状 ヲ呈 スル「カル ミン」攝取顆粒 ヲ有 シ,某 細胞 體自己 ハ膨 大 シテ,内 方 ニ向ヒテ隆

起 セル ヲ見ル コ トア リ.

中層 タル血管層 ニ於テハ前例 ト同様 ニ血 管間隙 ノ,紡 錘形 ヲナス結締織細胞 ニ著 明ニ「カル ミン」攝取顆

粒 ヲ認 ム.又 前例 ニ於テ述 べ タル ト同樣 ナル所謂組織球 ヲ,ヨ リ多 數ニ見 ル コ トヲ得.又 中層 ニ於 ケル毛細

管内皮細 胞 ノ核 ノ兩極 ニ少數 ノ「カル ミン」攝取顆粒 ヲ見 ル コト前例 ト殆 ド同樣 ナ リ.

而 シテ此時期 ニ於テ モ其外 層 ノ短圓柱形細 胞 ハ「カル ミン」攝 取極 メテ弱 ク,時 ニ極 メテ微細 ナル,色 調弱

キ者 ヲ少 數,其 基底 ニ有 スル コ トア リ.

第4章　 總 括 及 ビ考 案

以上實驗例ニ於テ記述セル所 ヲ總括シテ觀察スルニ,予 ノ方法 ニヨリテ羊水内ニ注入セラレ

タル「カル ミン」色素ハ注入後第5時 間ニシテ始 メテ胎盤 ノ胎兒面羊膜上皮細胞ニ攝取顆粒 トシ

テ現 レ,次 デ其羊膜下組織細胞,臍 血管周圍 ノ羊膜上皮細胞,對 胎盤側羊膜上皮細胞,卵 黄嚢

膜内暦細胞,同 中層 ノ間質細胞及 ビ其血管内皮細胞 ノ順序ニ於テ 「カル ミン」攝取顆粒 ヲ出現

ス.

而 シテ其出現ノ常ニ最モ著明ナルハ胎盤胎兒面羊膜上皮細胞及 ビ其羊膜下組織細胞ニシテ,

比較的其困難ナルハ胎盤中間部,同 基礎部ナ リ.此 部二於テハ胎兒ニ著明ナル生體色素攝取テ

現ス,注 入後10時 間, 24時 間, 48時 間ノ者 ニ於テモ色素攝取ナク,唯 胎盤迷路部 ノ絨毛 「ジ

ンチチユーム」細胞及 ビ卵黄嚢膜外暦上皮細胞ニ僅 ニ之 ヲ認 メラルルノミ.

而シテ色素注入後1時 間ニシテ既ニ胎兒原腎乃至後腎 ニハ「カルミン」排泄像テ明カニ認 メラ

ルルニカカハラズ,同4時 間マデハ卵膜 ニ於テハ何 レノ部 ニモ「カルミン」攝取顆粒 ヲ現サズ.

此事實ハ「カル ミン」色素ガ卵膜上皮細胞 ヲ透過 スルコトト,其 原形質内「カルミン」攝取類粒ガ

出現スル コrト ハ,同 時ニ起ルモノニアラズシテ,後 者ハ明 カニ前者 ヨリ遲 レテ來タルコトテ

示 スモノナリ.コ レト同樣 ノ關係 ハ腎臟 ノ色素攝取 卜攝取 トニ於テ既ニ認 メラレタル處ニシテ
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例ヘバ鈴木氏 ハ家兎ノ成熟腎臓 ニ於テ靜脉内色素注射後1乃 至2時 間ニシテ已ニ大 最ニ尿中 ニ

之ガ排泄セラルルニ拘 ラズ,其 曲細尿管上皮ニハ色素攝取極メテ弱 ク,却 ツテ色素排泄 ノ減少

セル色素注射後10時 間, 24時 間ニシテ色素攝取顆粒ガ最モ著明ナ リト記載セリ,予モ亦家兎胎

兒ノ原腎及 ビ後腎ニ於テ之 ト類似ノ關係 テ認 メ得タ リ.(岡 山醫學會雜誌第43年,第10號).

元來羊水ノ根源ニ關 シテハ 古來種々ノ學説アレドモ,大 體母體説 ト胎兒読 トニ2大 別 セラ

ル.胎 兒設 ニハ更 ニ尿説,羊 膜説等 アリテ今日未 ダ解決 セラレズ.而 シテ其中Bondi (1902), 

Palano (1905), Manal (1908)等 ノ研究ニヨリテ漸次羊膜説 ガ信ゼラルルニ至 レルガ, Gold

mane (1909), Zaretzky (1907), Juntz (1908),井 岡(1917),岡 野(1926),佐 久間及 ビ施(1929)

等ハ母體内ニ注入セル色素ガ胎兒ヲ著染色スルコト無クシテ羊水ヲ著染 スルコ トヲ認メ,母 體

説ガ再 ビ有力 トナレリ.就 中井岡ハ家兎母體 ノ血行内ニ注入セルLithioncarminハ 其胎水中

(家兎ニハ外胎水(榮 養液),中 胎水(外 體腔液),内 胎水(羊 水)ノ3胎 水アリ)子 宮壁 ニ最モ接

近セル外胎水ガ最モ濃厚ニ,次 デ中胎水,而 シテ内胎水ハ最モ弱ク著染 スル事實 テ認 メ,羊 水

中ノ色素ハ明カニ子宮壁 ヨリ移行 セルモノニシテ,從 ツテ生理的ニモ子宮壁 ハ羊水ノ成生ニ關

係アルコトヲ推定 シ得 トセリ.然 ルニ其後松澤(1924)ハ 「モルモツ ト」ノ胎兒直接注射 ニヨリ

胎兒生體色素攝取研究 ニ於テ,之 ト異 レル見解ヲ述ベタリ.即 チ同氏ハ胎兒ニ直接色素注射 ス

ル時ハ注射後一定ノ時間ヲ經テ羊水ハ著染サルガ,其 著染ハ胎兒ノ皮膚,粘 膜及 ビ卵膜 ノ排泄

機能ニヨル者ナリト記載 セリ.

而シテ同氏及 ビ同氏 ト同ジ胎兒直接注射テ家兎胎兒ニ施 シタル岡村(1929)ノ 記載ニヨレバ,

胎盤ニ於テハ其絨毛「ジンチチユーム」細胞ニハ極 メテ輕度 ノ色素攝取 アレドモ,其 他 ノ何 レノ

細胞ニモ殆 ド生體色素攝取テ見ズ,然 ルニ卵黄嚢膜上皮,特 ニ其外層上皮ニハ著明ニ色素攝取

顆粒ラ認メ,又 羊膜 ヒ皮ニモ明カニ陽性 ナル成績 テ得 タリト.松 澤氏ハコノ所見ニ基キテ從來

胎盤ハ其絨毛「ジンチチモーム」細胞 ニヨリテ母兒血液間ニ物質交換力.管マル ト認 メラレ居 レド

モ實ハ胎盤 ニ於テハ單ニ瓦斯交換 ガ行ハレ,恰 モ成熟動物ニ於ケル肺臓ノ作用 ガ行ハルルニ止

リ,卵黄嚢膜ニ於テ却 ツテ物質交換ガ行ハレ,恰 モ成熟動物ノ胃腸管ノ如キ機能ヲ有 スルモノ

ニハアラザルカ ト想像ヲ逞 セリ.

予ハ妊娠家兎ノ血行内ニ先ヅ墨汁テ注射 シ,胎 盤絨毛「ジンチチユーム」細胞ニ所謂機能充填

ヲ施 シ,然 ル後 ニTrypanblauヲ 母體血行内ニ注入 シテ胎兒生體染色ラ企テタル時
,注 入後

一定時ヲ經過 スルモ,胎 兒組織ハ殆 ド生體色素攝取ナキモ,卵 黄嚢内腔液ハ極 メテ著明ニ著染

シ,内 胎水タル羊水ハ僅ニ青色テ呈スルテ實驗 シ,又 妊娠家兎 ノ靜脉 ニLithioncarmin又 ハ

Trypanblauヲ 注射 セル時ハ,胎 盤 ニ於テハ,妊 娠第2週 ノ後 半期 ヨリ胎兒性胎盤組織 中ニ多

數ニ出現スル多核「グ リコーグン」細胞 ノ原形質中ニ稍々球形 ニシテ,大 サ略ボー定 セル小形 ノ

「カルLン 」攝取顆粒 テ現 シ,又 絨毛内ニ尿膜血管 ガ新成 セラレタル時期 ニハ絨毛外層 ヲ形成 セ

ル「ジンチチユーム」細胞中ニ極メテ顯著ニ色素顆粒出現ス.該 顆粒 ハ大小ノ差少 キ微細塵埃状

7



2760 林 昇

ニ シテ比較的平等 ニ原形質中 ニ分布セリ.而 シテ之 ト同時 ニ卵 黄嚢膜 ノ外層 テナス短圓桂形細

胞モ亦顯著ナル「カル ミン」顆粒 テ現 ス.即 チ其短圓柱形細胞 ノ原形質 ノ外側 ニ大小種々ノ滴状

ヲナ シ,色 調強キ,多 數 ノ「カル ミン」攝取顆粒 テ認 ム.而 シテ其基底部ニ於テモ少數之ヲ見ル

コトヲ得.併 シ中層 ノ細胞 又ハ其血管内皮細胞 ニハ毫モ色素顆粒ヲ認 メ得ズ,又 羊膜 ニ於テモ

該顆粒ヲ見ルコト能ハザルナリ.然 ルニ余 ノ羊水内色素注入實驗ニ於テハ,胎 兒ニ顯 著ナル生

體色素攝取 テ見ルニカカハラズ,胎 盤及 ビ卵黄嚢膜外層 ニハ共 ニ色 素攝取顆粒極 メテ稀ニシテ

前述ノ松澤氏 ガ胎兒直接注射 ニ際 シテ認 メタルカ.如キ相違ヲ認 メザ サキ.

斯ノ如ク,色 素液 テ母體血行内ニ注入スル際,胎 兒直接注射 ニスル時,又 ハ羊水中ニ注入ス

ル際等 ニヨリテ胎盤,卵 黄嚢膜及 ビ羊膜等ニ於クル色素攝取状態 ガ相異セルガ,胎 盤絨毛 「ジ

ンチチユーム」細胞,卵 黄嚢膜竝 ニ羊膜上皮細胞ハ共ニ顯著ナル色素攝取力ヲ有 スルモノニシ

テ,其 色素攝取顆粒テ發現 スル ト否 トハ,色 素液 ノ注入セラルル部位ガ母體側 ナルカ,胎 兒側

ナルカニ基キ,換 言スレバ色素 ガ之等細胞 ニ接觸若クハ通過 スルカ否カニ關係 スルモノ ト認 メ

得ベシ.從 ツテ胎盤絨毛「ジンチチユーム」細胞及 ビ卵黄嚢膜外層上皮ハ母體血液 ト胎兒 トノ間

ニ於クル物質代謝ニ,羊 膜及 ビ胎盤羊膜下組織 ハ主 トシテ羊水 ト胎兒 トノ間ニ於ケル物質代謝

ニ意義テ有スルモノノ如 シ.

第5章　 結 論

1)羊 膜,胎 盤胎兒面ノ羊膜下組織,卵 黄嚢膜 ハ羊水中ノ「カル ミン」色素 ヲ攝取ス.

2)其 色素攝取顆粒 ノ發現ハ胎盤胎兒面羊膜 ガ最初ニシテ,訳 デ其羊膜下組織,臍 血管周圍

ノ羊膜,對 胎盤側羊膜,卵 黄嚢膜内層細胞,其 中層細胞,最 後ニ僅 ニ胎盤絨毛「ジンチチユーム」

細胞及 ビ卵黄嚢膜外層上皮細胞 ノ順序ナ リ.

3)胎 盤「ジンチチユーム」細胞,卵 黄嚢膜 ノ外,中,内,各 層細胞及 ビ羊膜上ヒ皮細胞 ハ何 レ

モ顯著ナル色素攝取力 ヲ有スノレモノナリ.而 シテ其攝取 ヲ管ム ト否 トハ色素 ノ供給 セラルル部

位的關係 ニ關係スルモノナ リ.

4)胎 盤 「ジンチチユーム」細胞,卵 黄嚢膜外層細胞 ハ母體,胎 兒間ニ於ケル物質代謝 ニ,

羊膜及 ビ卵黄嚢膜内層細胞 ハ羊水 ト胎兒 トノ上間ニ於 ケル物質代謝 ニ意義 テ有 スルモノナリト認

ム.

稿 ヲ終 ル ニ臨 ミ御懇篤 ナル御指導 ト御 校閲 ヲ賜 リタル恩師安藤教 授 ニ謝 表 ヲ表 シ,併 セテ終始御援助

ヲ賜 リタル中院考圓 博士 ニ深謝 ス.(6. 10. 22.受 稿)
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附 圖 説 明

1.交 尾後第20日 ノ家兎卵黄嚢膜 ノ 「カル ミン」

攝取状態.

(予 ノ方法 ニヨル「カル ミン」液 注入後24時 間)

(中擴大)

(A)外 層(短 圓桂形細 胞層)

(B)中 層(血 管層)

(C)内 層(内 皮様細 胞層)

II.交 尾後第12日 ノ家兎卵黄嚢膜 ノ 「カル ミン」

攝取状態.

(卵黄嚢 内ニ「カル ミン」液注入 後24時 閻)

(中擴大)

(A)内 層(内 皮様細胞暦)

(B)中 層(血 管層)

(C)外 層(短 圓柱形細 胞層)

III.交 尾後20日 ノ家兎臍血管,其周 圍組織及 ビ其

羊膜 ノ「カル ミン」攝取状態.

(予 ノ方法 ニヨル「カル ミン」液 注入後24時 間)

(中擴 大)

(A)羊 膜

(B)臍 血管

IV.交 尾後第20日 ノ家兎羊膜 上皮細胞 ノ「カル ミ

ン」攝取状態.

(予 ノ方法 ニヨル「カル ミン」液 注入後24時 間)

(強 擴大)

V.交 尾 後 第20日 ノ家兎胎盤胎兒面 ノ羊膜 及 ビ

其羊膜下組織 ニ於 ケル「カル ミン」攝取状態.

(予 ハ方法 ニ ヨル「カル ミン」液注入後24時 間)

(中擴 大)

(A)羊 膜

(B)胎 兒血 管

(C)胎 盤迷路部 ノ一部分

(H. Z)組 織球
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Kurze Inhaltsangabe.

Uber die vitale. Farbstoffaufnahme der Eihaute der Kaninchen.

Von

Noboru Hayashi.

Aus der Universitats-Frauenklinik Okayama, Japan

(Vorstand. Prof. Dr. K. Ando.)
Eingegnngen am 22. Oktober 1931.

Seit der Entdeckung der Vitalfarbung ist das Studium uber die vitale Farbstoff-

aufnahme der Eihaute der Embryonen lebhaft geworden; infolgedessen wurden dies

bezugliche Mitteilungen nicht wenig berichtet. Viele Autoren untersuchten den Auf

speicherungszustand der Eihaute, indem sie in den mutterlichen Kreislauf Farbstoff 

langsam injizierten. Vor allem ist das Studium von Ioka 1907 am eingehendsten so dass 

es uberflussig zu sein scheint, hier darilber zu schildern. Dagegen injizierte Matsuoka 

1924 direkt in die Embryonen der Meerschweinchen Farbstofflosung und beschrieben 

uber einen etwas abweichenden Befund der dadurch entstandenen Vitalfarbung der 

Eihaute.

Die Eihaute sind eigentlich ein Organ, welches mit der Ernahrung der Embryonen 

in einem wesentlichen Zusammenhang steht. Wenn man daher ihre Farbstoffaufnahme 

von verschiedenen Seiten aus eingehend untersucht, so kann man dadurch die Eigen

schaft der Eihaute selbst nicht nur mehr klarer machen, sondern auch muss das fur den 

heute noch bestrittenen Ursprung der Amnionwassers einen Anhaltspunkt werden.

Aus diesem Gedankengang beschaftigte ich mich mit der Untersuchung der Vital

farbung der Eihaute, indem ich mittels meiner vorher berichteten, von den oben erwahn

ten zwei Methoden abweichenden ins Amnionwasser von Kaninchen Lithionkarminlosung 

einspritzte.

Bei diesen Versuchen erscheint das Speicherungsbild zum ersten Male im Amnion an 

der foetalen Flache der Plazenta, und dann in der folgenden Reihe im Gewebe unterhalb 

des Amnions derselben Stelle, im Amnion in der Umgebung der NabelschnUrgefasse, im 

Amnion der der Plazentaseite entgegengesetzten Seite des Embryos und in den Zellen 

der inneren und der mitteleren Schicht des Dottersacks. Zum letzten Male werden die 

Farbstoffgranulae in geringerer Masse auch in den Synzitiumzellen der Chorionzotten 

der Plazenta und in den Zellen der ausseren Schicht des Dottersacks aufgefunden. Diese 

Befunde verglich ich mit denselben bei den oben erwahnten zwei Methonden.
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