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體腔内ニ於ケル遊走性組織球 ガ固定性 ノ組織球 トナリ得ル事 ハ第1報 及 ビ第2報 ニ於テ論ゼ

ル ガ如 ク最早疑フベカラザル事實ナ リ.而 シテ遊走性組織球 ノ固定ハ常ニ主 トシテ組織 ノ特定

ル部位 ニ於テ現 ハレ濫 リニ組織 内ニ闖入セズ.例 バ腹腔内ノ遊走性組織球ノ大網及 ビ腸間膜 ノ

乳斑,横 隔膜腱中樞 部ニ於テ固定サ レ(濱崎)肋 膜腔ノ遊走性組織球 ハ縦隔肋膜(Hohlvenen

gekrose, pleura medicstinaliis infracardiaca u. mesopericardiale Falte)ノ 乳斑 ニ於 テ,肺

濾 胞上皮ニ於テハ濾胞隅角部ニ好 ンデ出現ス(早 川),又 血管内ニ於 ケル遊走性組織球即 チ血液

組織球ハ網状内皮細胞系統 ニ屬スル一定 ノ組織,即 チ肝,副 腎皮質及 ビ腦下垂體前葉ノ毛細血

管内皮竝 ニ脾,骨 髓及 ビ淋巴腺様組織 ノ網状織ニ固定サレ,脾 臟及 ビ骨髓 ノ靜詠實壁竝 ニ胸腺

ノ網状織中ニハ固定サルル事ナ シ.尚 ホ腺組織ニ於テハ好 ンデ其 ハ固有膜中ニ點居 スルヲ見ル

而 シテ固定性組織球 ハ發現 シタル部位 ノ異ナルニ從 ツテ多ク形態學的 ノ相違 ヲ示スモノニシテ

乳斑 ノ被蓋細胞間ニア リテハ多角扁平ニシヲ黏 合質ヲ備へ又肺胞壁 ニ於テハ其 ハ上皮細胞間ニ

ア リテ類圓形或ハ多角形 ヲ呈 シ黏 合線ヲ現 ハシ上皮様組織球(濱 崎)ト シテ發現 シ,組織球性血

管 内皮細胞 間ニアリテハ内皮様組織球 トシテ認 メ得ベク,又 網状織 ニ固定サルル時ハ在來ノ網

状織細胞 ト區別ヲ認 メシメズ.約 言スレバ組織球 ハ各種臟器竝 ニ組織 ニ對 シテ特異ノ親和性 ヲ

有 スルモノナ リ.從 來網状内皮細胞系統ハ遊走性組織球ノ母組織(清 野氏Hiatioblasten)ト シ

テ廣 ク研究 サ レシ所 ナルガ,吾 々ハ更 ニ網状内皮細胞系統ハ遊走性組織 球ノ歸休組織タルコ ト

ヲ知 レリ.組 織學的 ニ將 又血清學的ニ幾 多ノ疑問ヲ有 セル組織球ガ斯 ノ如キ性質 ヲ有スル事ハ

殊ニ興味アル問題ニシテ.之 ガ本態 ニ關 スル研究ハ目下ノ急務タルベシ.吾 々ハ本研究 ノ第三

階梯 トシテ 「カル シン」細胞 ヲ仔兎 ノ靜脉 内ニ注射 シ,仔 兎各種臟器及 ビ組織ニ對スル「カルレミ

ン」細胞 ノ親和性 ニ就テ研究 セリ.

實 驗 方 法

仔兎ハ生後7日 乃至50日 ニ及ブモノヲ用ヒ第1實 驗列ニ於テハ成熟家兎腹腔ヨリ法ハ如クシテ得タル

(第1報 參照)「カルミソ」細胞浮游液ヲ仔兎ノ大小ニ準ジ0.3-3.5ccヲ,幼 若ナルモノハ頸靜脉ヨリ,稍々
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長 ジタル モノニア リテハ耳殻 靜脉 ヨ リ注射 シ, 24時 間後 ニ之 ヲ撲殺 シテ組織的檢 査ヲ行 ヘリ.

第2實 驗列 ニ於テハ仔兎腹腔 ヨ リ得 タル「カル ミン」細胞 俘游液 ヲ同腹同 日生 レハ仔兎 靜脉 内 ニ注射 セ リ.

但シ幼 若ナ ル仔兎 ニ在 リテハ 「リチ オ ン.カ ル ミン」溶 液 ニテ腹腔 内組 織球 ヲ強度 ニ染色 スル事 ハ殆 ド不可

能 ナル業 ナルガ故ニ「カル ミン」,「アラ ビヤゴム」浮游液 ヲ腹腔 内 ニ注射セ リ.浮 液游 ハ「カル ミン」0.2,「ア

ラビヤゴム」0.5ヲ 乳鉢 ニテ研 磨 シ之 ニ滅 菌生理的食鹽水 ヲ15cc注 ギ十分 攪拌 シ,之 ヲ遠心 沈澱器 ニ掛 ケ其

ノ清澄液 ヲ取 リ仔 兎 ノ大小 ニ準 ジ全 量1.8乃 至7.0ccヲ3日 間6囘 ニ分 注セ リ.

「トリバ ン」青等 ノ毒性少 キ色 素溶液 ヲ用 フレバ仔 兎 ニ於 テモ強度 ニ生體染色サ レタル組織 球 ヲ得ル コ ト

難 カラザルモ水溶 性色素 ハ顯微鏡 標本作製 ニ當 ツテ 種 々ナル困難 ヲ生 ジ賓 驗成績 ニ誤謬 ヲ生 ズル恐 レア リ,

止ムヲ得 ズ「カル ミン」生體 色素攝取 細胞 ニ代 フルニ「カル ミン」顆 粒貪喰細胞 ヲ用 ヒ タ リ.尚 ホ第1報 以來

ノ關係ニ ヨ リ本 研究 第2例 實驗列 ニ於テ用 ヒタル「カル ミン」顆粒貪喰細胞 ヲモ「カル ミン」細胞 ト略記 スベ

シ.之「カル ミン」生體色素 攝取細胞 ト「カル ミン」顆粒貪喰 細胞 トハ其 ノ標示(Markierung)方 法 ニ於テ異 ナ

ルモ,余 等 ノ目標 トスル強度 ニ色素 ヲ攝取 セル細胞 ト,強度 ニ色素顆粒 ヲ貪喰 セル細胞 トハ共 ニ組織球性遊

走細胞 ニ屬 スル者ナ ルガ故 ニ,又 「カル ミン」顆粒貪喰 細胞 ナル名稱ハ注射 サ レタル「カル ミン」細胞 ヨ リ遊

離 セル「カル ミン」色 素顆粒 ヲ貪喰 セル宿 主個體 ノ貪喰 細胞 ト紛 ラハ シキガ故 ニSpeicherung ト Phagozytose

ノ異同 ヲ度外視 シ.便 宜上 カカル呼 稱 ヲモ許容 サ レテ然 ルベキナ リ.

尚ホ 「カル ミン」色 素俘游液 ヲ用 フル モ極 メテ幼 若ナル仔兎 ニ在 リテ ハ強度 ニ色素 顆粒 ヲ貪喰セ ル組織球

ヲ多數 ニ得ル事 困難 ナルガ故 ニ2頭 ノ仔兎腹腔 ヨ リ得 タル 「カル ミン」細胞 俘游 液 ヲ1頭 ノ仔兎靜脉 ニ注射

セシモ ノア リ.

組織 内 ニ現 ハ レタル「カル ミン」細胞 ノ檢出 ニ際 シテハ移動 截物臺 ヲ用ヒ切片 ノ1平 方cm中 ノ「カル ミン」

細胞 ヲ概算 シ之 ヲ表 示 シ,「カル ミン」細胞 ノ各種臟器竝 ニ組織 ニ於ケル分布密 度 ノ比較 ニ便 ナラ シメ タリ.

實 驗 成 績

「カル ミン」細胞浮游液 ヲ靜脉 内ニ注射 スル トキハ被 注射 動物「カル ミン」細胞 ヨ リ遊離 セル色素顆粒 ヲ宿

主個 體 ノ貪 喰細胞 ガ嗜 食 シ注射 サ レタル「カル ミン」細胞 ト紛 ラハ シキ細胞 ヲ生 ゼザ ルヤハ第3者 ノ最 モ疑

ヲ抱 ク所 ナ リ.併 乍 ラ余等 ノ用 ヒ タル方法 ニ於テハ 「カル ミン」細胞浮游液ハ先 ヅ多量 ノ靜脉血 ニ ヨリテ稀

釋 サ レ,然 ル後廣 ク全 身 ノ臟器竝 ニ組織 ニ輸 送サルルガ故ニ,宿 主個 體 ノ貪喰細胞 ニシテ多量 ノ「カル ミン」

顆粒 ヲ貪 喰セ ルモ ノヲ生 ゼ ズ.勿 論浮游液 中 ノ「カル ミン」細胞 中 ニモ生 體染色 或 ハ貪喰 ノ弱陽性 ナルモ ノ

ア リ,カ カル細胞 ハ個 體 ノ貪喰 細胞 ニ シテ「カル ミン」顆粒 ヲ嗜 食セルモ ノト區別全 ク不可能 ナル場合ヲ生

ズ ベシ.然 レ ドモ吾 々ガ「カル ミン」細胞 トシテ記述 ルス所 ハモ ノハ總テ生體染色或ハ貪喰強陽性 ノ細胞 ノ

ミヲ意味 スル モノニ シテ,色 素顆粒 ノ少 キ細胞 ハ注射 サ レタル「カル ミン」細胞 ト宿 主細胞 ノ「カル ミン」顆

粒 ヲ貪喰 セ ル細胞 トノ別 ヲ論 ゼズ總 テ之 ヲ除外 シ表 ニ於テ ハ(±)ノ 記 號 ヲ附セ リ.「カル ミン」細胞 卜「カル

ミン」色 素顆粒 ヲ貪 喰 セル宿 主個 體細胞 トノ形態學的相 違ニ就テハ 既 ニ再 三論 ゼ シ所 ナル ヲ以テ 此處 ニハ

論 ゼズ.

又余等 ノ實 驗 トde. Haanノ 實驗 トヲ同 日ニ論 ゼ ントスル向キナキ ニア ラザ レ共,兩 者 ノ異同 ニ就テハ第

2報 ニ於テ詳 述セ リ.
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1454 濱 崎 幸 雄,渡 邊 雅 男

1.肺 臟

靜脉 内ニ注 射サ レタル「カル ミン」細胞 ガ最初 ニ通過 スル關 門 ハ肺臟 ナ リ.成 熟家兎 「カルセミン」細胞 ヲ成

熟 家兎 ニ注 射セ シ場 合ハ 肺臟 ニ現ハ ルル 「カル ミン」細胞 ハ24時 間後 ニ於テ殆 ド總テ ガ 肺毛細血 管中ニ存

シ, 48時 間後 ニ至 ツテ 「カル ミン」細胞 ハ漸次多數 ニ肺胞 中 隔結 締織中 ニ游 出 シ,星 芒状 ヲ呈 シテ存セ ルヲ

認 メタ リ.成 熟家兎 「カル ミン」細胞 ヲ仔兎 ニ注射 セル本實驗第1列 ニ於テハ肺組織 ニ現ハ ルル「カル ミン」

細胞 ハ既 ニ24時 間後 ニ於 テ大多數 ハモ ハニ退 行變性 ヲ現 ハ ス即 チ,細 胞核 ハ萎 縮 シ原形質 ハ一般 ニ甚 ダ淡

明 ニ シテ浮腫状 ニア ラハ レ又空胞 ハ形成サ ルルア リ.「カル ミン」色 素顆粒 ハ分 散 ニ傾 キ,タ メニ胞體 ノ境界

明瞭 ヲ訣 ク.「カル ミン」細胞 ノ大 多數 ノモ ノハ肺毛細血管 中ニ抑留 セラレテ存ス ルモ,本 實驗 ニ於 テハ既ニ

34時 間後 ニ於 テ少數 ノモ ノハ肺胞 中隔結 締織中 ニ遊出 セ ルモノア リ.殊 ニ仔 兎 「カル ミン」細胞 ヲ用 ヒタル

第2實 驗列 ニ於テ カカル所見 甚 ダ著明 ナ リ.然 レドモ成 熟家兎 「カル ミン」細胞 ノ成熟家兎注 射 ノ際 ニ認 メ

ラ レタル ガ如 キ星芒形 ヲナ シテ結締織 中ニ固定サ レタル細胞 ヲ見 ズ.敦 レモ類圓形 ヲナ セル遊走 細胞 ナ リ.

上記 ノ所見 ハ生後時 日經過 スル ト共 ニ漸 次輕減 シ生後22日 乃至33日 ニ於テハ著明 ナ ラズ.然 レ共「カル

ミン」細胞 ノ退行變 性ハ尚 ホ比較的速 ニ現ハ ルルガ タメニ成熟 家兎 ニ於テ認 メラレタルガ如 キ,境 界 ノ明瞭

ニシテ細長 ナル「カル ミン」細胞 ノ美 麗ナル栓塞像 ヲ認 メ得ズ.生 後50日 ヲ經渦 セル仔 兎 ニ於テ ハ共 ノ組織

像成熟 家兎 ニ甚 ダ近似 シ來ル ヲ見 ル.敦 レノ場合 ニ於 テ モ「カル ミン」細胞 ノ肺胞 内ニ遊 出セルモ ハヲ認 メ

ズ.

成 熟家兎 ニ注射 セル場合ハ 既ニ述 ベ タルガ如 ク一 旦肺毛細血 管 ニヨ リテ 抑留 サ レタル 「カル ミン」細胞 モ

健康 ナルモ ノハ徐 々ニ毛細血 管 ヲ通過 シテ大循 環中 ニ投 スル モノナルモ,仔 兎 ニ注射サ レタル 「カル ミン」

細胞 ハ 上記 ノ組織 像 ヨ リ見 テ カカル機轉 ハ先 ヅ絶 無ナル ベク, 24時 間 以上肺毛細血管 中 ニ抑留サ レタル モ

ノハ 總ヲ ガ其 ノ場 所 ニ於テ崩壤 スル モノ ト認 メザル ベカラズ.但 シ生後22日 以上 ヲ經過 セル仔兎 ニ於テハ

カ カル細胞 ニシヲ肺毛細 血管 ヲ通過 シ得 ルモ ノ漸次増加 スルモ ノ ト思惟サ ル.

2.肝 臟

肝臟 ハ成 熟家兎 タル ト仔 兎 タル トヲ間ハ ズ 固定性組織球 ノ數 量的竝 ニ形 態學 的研 究 ニ於テ基準 タルベキ

臟器 ナ リ.

成熟 家兎「カル ミン」細胞 ヲ成熟家 兎 ニ注射 スル トキハ肝臟 中ニ醜ハルル「カル ミン」細 胞 ノ約1/3ハ多少 ニ

拘 ラズ 肝 毛細血管壁 ト組 織的 ニ連 絡 ヲ有 シ或 者ハ肝毛細血 管壁 ノ表面 ニ附着 シ,或 者ハ血 管壁 ニ密着 シ原

形 質突起 ノ尖 端 ハ漸次 血管壁 ニ移行 シ明瞭ナ ル境 界 ヲ有 セズ.又 或 者ハ血管壁中 ニ固定編 入 サ レ血管壁 卜

「カル ミン」細胞 原形質 トノ境 界ハ全 ク不明 ニシテ胞體 自身 ガ血管壁 ノ一 部 ヲナ スモ ノア リ(第2報).又 爾

余 ノ「カル ミン」細胞ハ 多 クハ血管腔 中 ニア リテ遊離 細胞 トシテ現 ハルルモ,時 間 ノ經過 ニ從 ツテ固定性「カ

ル ミン」細胞 ハ増加 シ遊離性「カル ミン」細胞 ハ減少 ス.

然 ルニ成 熟家兎「カル ミン」細胞 ヲ仔 兎 ニ注射 スル トキハ生後7-10日 ノ仔 兎 ニア リテハ肝 ニ現ハ ルル「カ

ル ミン」細胞 ノ4/5-5/9ハ 肝實質細胞 内 ニ侵入 シテ存 ス.カ カル「カル ミン」細胞 ハ類 圓形 ヲナシ「カル ミン」

顆粒 ノ分布 不規 則 ニ シテ原形質 ハ淡 明ニ シテ 水腫 様 ニアラハ レ又空胞形 成等 ア リテ,稍 々暗色 ヲ呈 スル細

胞 原形質 内 ニア リテ明瞭 ナル境界 ヲ示 ス.「カル ミン」細胞 ノ核 ハ屡 々萎 縮 ニ陷レ リ.併 シ乍 ラカカル所見ハ

仔兎 ノ「カル ミン」細胞 ヲ適用 セル場 合 ニハ其 ノ程度 ヲ少 シク減 ズルガ如 シ.
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生後15日 頃 ヨ リ少數 ノ 「カル ミン」細胞 ノ血管壁 ニ附着 セル モノヲ見 ル モ未 ダ管壁 卜癒 合セル モノヲ見

ズ.生 後22-33日 ニ至 ラバ「カル ミン」細胞 ノ約1/4ハ血管壁 ト連絡 サレ少 數 ノモノハ管壁 ト全 ク癒 合セル モ

ノヲ見 ル.管 壁 ニ附着 セ ル「カル ミン」細胞 ノ増加 トトモニ肝 實質細胞 内ニ侵入 セル「カル ミン」細胞及 ビ退

行變佐 ラ起 セル「カル ミン」細 胞 ノ數 ハ減少 シ,生 後50日 ヲ經過 セル モノニア リテハ總テ ノ組織 像ハ成熟家

兎 ノ所見 卜近似 スル ニ至 ル.

仔兎 ノ肝組織 ヲ鏡檢 スル ニ生後7日 ノモ ノニア リテ ハ尚 ホ造 血組織ハ遺殘 セルモ ノア リテ肝毛細 血管 ノ

走行屡 々不 明瞭 ナ リ.生 後10日 ヲ經過 スレバ肝毛細血管 ノ走行 著明 ニシテ其 ノ管壁 ハ明瞭 ニシテ連續 的 ノ

内皮細胞層 ヲ認 ム.此 際 注意 スベキハ 内皮細胞ハ成熟 家兎肝毛細血管壁 ノ内皮細胞 ニ比 シテ 甚 ダ密 ニ存 シ

核 ハ細長 ニ シテ 「ヘマ トキシ リン」ニ濃染 シ,一 般 ノ組織 像 ハ組織球性血 管内皮 細胞 ニ屬セ ザル末梢 血管 内

皮ニ類似 ス.而 シテ胞體 ノ境 界明瞭 ニシテ核 ハ稍 々大キ ク淡明 ニシテ,「ク ロマチ ン」網 ノ明瞭 ナル 内皮細胞

即 チ所謂星 芒状 細胞 卜認 ム ベキモ ノヲ見 ズ.

生後15日 ニ及 ベバ星芒 状細胞 ト認 ムベキ内皮細胞 ヲ少 數 ニ認 メ得ル ニ至 ルモ,星 芒状 ヲナ セル定 形的 ノ

星芒状細胞 ハ甚 ダ少數 ナ リ.而 シテ定 型的 ノ星芒状細胞 ノ稍 々多 數 ニ現ハルルハ生後22日 以後 ニ屬 シ,定

型的星芒 状細胞 ノ増加 スル ニ從 ツテ血 管内皮細胞ハ密度 ヲ減 ジ漸 次成熟家兎 ニ於テ見 ルガ如 ク 明瞭ナル血

管内皮細胞 層 ヲ失 フニ至 ル．

斯 ノ如 キ仔兎 ノ成育 ニ伴 フ肝 毛細管 内皮細胞 ノ形態 的變遷 ヲ,仔 兎 ニ注射サ レタル「カル ミン」細胞 ノ肝

毛細管内 皮ニ對 スル親和性 ノ仔 兎成育 ニ伴 フ變遷 トヲ對比 スル トキハ 甚 ダ興味 アル事實 ヲ發 見スル事 ヲ得

ベシ.即 チ仔 兎肝毛細 管壁 ガ一般 末梢血管壁 ニ類似 セル組織像 ヲ呈 セル間ハ「カル ミン」細胞 ハ全 ク之 ニ附

着 セズ,所 謂 星芒状細胞 ノ形 態 ヲ備 フル内皮 細胞 ノ出現スル ニ至 ラバ管壁附着 ヲ開始 シ,血 管内皮ガ成熟家

兎 ニ近似 スル ト共 ニ固定性「カル ミン」細胞 ノ増加スル事ナ リ.

尚ホ又仔 兎肝組織 ニ出現 スル 「カル ミン」細胞數ハ生後10日 以 内ニ於 テハ稍 々多 數 ニシテ, 15日 乃至22

日ニ至 ル迄 ハ「カル ミソ」細胞 數 ヲ多少減少 シ22日 以後 ニ於テ其 ノ數ハ再 ビ増加 シ來 ル ヲ見 ル.

3.脾 臟

成 熟家兎「カル ミン」細胞 ヲ成 熟家兎靜脉 内ニ注射 スル トキハ脾組織 ニ於 テ多數 ハ「カル ミン」細胞 出現ス

「カル ミン」細 胞 ハ多少 ニ拘 ラズ退行變 性 ヲ起 セルモ ノ多 ク,屡 々核竝 ニ胞體 ハ圓形 ニ腫 大 シカ ノ反應性炎

症 ニ於テ認 メラルル腫 大 セル網状織 細胞 ニ類似 ス.脾 組織 ニ在 リテハ「カル ミン」細胞 ハ好 ンデ濾胞周圍 ノ

網状織,濾 胞 ノ周 邊部及 ビ鞘動脉 ノ外 膜部等 ニ現 ハ レ靜脉 質内ニハ甚ダ稀 ナ リ.而 シテ 余等 ノ當初 ノ期待 ニ

反 シ,組 織球 性血管 内皮 トシテ主要規 サルル脾靜脉賓 内皮中 ニ固定 サルルモ ノヲ認 メ得 ザ リキ.

健 康ナル 「カル ミン」細胞 ニ シテ網 状織中 ニ現 ハ レタル モノハ屡 々2-3ノ 強 大ナ ル細胞 突起 ヲ出 シ在來

ノ綱状織 中ニ固定編入 サ レタルヲ確認 セ リ.

成 熟家兎「カル ミン」細胞 ヲ仔兎 ニ注射 スル ニ,生 後15日 以 内 ノ幼兎ニア リテハ遊離 セル「カル ミン」顆粒

及 ビ之 ヲ貪喰 セル細胞 ハ稍 々多數 ニ存 スルモ,「カル ミソ」細胞 ニ算入 スベキモ ノハ少 數 ニシテ,而 モ其 ノ殆

ド總 テ ノモ ノハ退 行變性 可成 著明 ニ シテ 「カ ル ミン」顆粒 ハ分散 シ胞 體 ノ境 界不明瞭 トナ リ或 ハ胞 體 ハ甚 ダ

著明 トナ リ水腫状 ニ腫 大 シ,核 ハ多 ク ノ場合萎縮 ニ陷 ルヲ見 ル.

稍 々健 全 ナル「カル ミン」細胞 ノ出現 スルハ生後15日 以後 ニシテ成育 スルニ從 ツヲ其 ノ數 ヲ漸次 増加 ス.
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而 シテ「カル ミン」細胞 ノ稍 々固定 性 ニアラハルル ハ生後33日 以後 ニ屬 ス.但 シ仔兎「カル ミン」細胞 ヲ用ヒ

シ場 合 ハ比較 的早 ク生後22日 ヨ リ之 ヲ認 ム.

仔 兎 ニア リテハ成熟 家兎脾組織 ニ於テ認 メラ レタル ガ如 キ「カル ミン」細胞 ノ好發部位 ヲ示 サズ.但 シ22

日以後 ニ於テ稍 々固定 性 ニ現 ハ レシモノハ 常 ニ網 状織 中ニ於テ發見 セ リ.又 總 テノ例 ニ於 テ 脾靜脉竇壁 ニ

附着 セル「カル ミン」細胞 ヲ認 メザ リキ.

4.副 腎

成 熟家兎「カル ミン」細胞成熟家兎 注射 ニ在 リテハ 「カル ミン」細胞 ハ主 トシテ副 腎皮質 ニ現ハ レ髓質 ニ出

現 スル事ハ甚 ダ稀 ナ リ.髓 質 ニ於 ケル「カル ミン」細胞 ハ共 ノ靜脉 竇中 ニ遊離 シテ存 スルモ,皮 質 ニ出現 スル

「カル ミン」細 胞ハ多 クハ紡錘形 ヲナ シ長 キ突起 ヲ出 シテ皮質毛細管壁 ニ固定 サ レ,又 ハ皮質毛 細管外 周 ノ

淋巴腔 ニ出テ デ屡 々長 キ突起 ヲ實質 細胞中 ニ送入 スル ヲ見 ル.

成熟 家兎 「カル ミン」細胞 ヲ仔 兎 ニ注射 スル トキハ生後15日 以内 ニ在 リテハ 多 クノ場合 「カル ミン」細胞

ノ出現ハ陰性 ナ リ.生 後22日 以後 ニア リヲ ハ常 ニ陽性成績 ヲ得 タリ.併 シ乍 固定形 ノ「カル ミン」細胞 ノ出

現 ハ前述 ノ諸臟器 ニ比 シヲ速 ニ現ハ レ既 ニ生後10日 ノ1例 ニ於 テ皮質血管毛細管 内皮ニ固定サ レ タルモノ

ヲ認 メタ リ.尚 ホ一 般 ニ實質 細胞内 ニ侵入 シテ崩壊 ニ瀕 セル「カル ミン」細胞 ヲ見 ル コ ト屡々 ナ リ.

髓質 ニ於 テハ「カル ミン」細胞 ヲ認 メ得ザ リキ.

生後50日 ヲ經 ル トキハ總テ ノ組織 像ハ成熟家兎 ノソレニ類 似 ス.

5.骨 髓

成熟家兎 「カル ミン」細胞 成熟家兎 注射 ニ於テ ハ既 ニ報 告セルガ如 ク,「 カル ミン」細胞 ハ骨髓網 状織 中ニ

出現 スルモ靜脉賢壁 ニ固定サ ルル コトナ シ.而 シテ 「カル ミン」細胞 ノ多 クノモ ノハ多少 ニ拘 ラズ退行變 性

ヲ示 ス等脾 臟 ニ於 ケル「カル ミン」細胞 ノ態度 ニ類似 セルヲ見 ル.

成熟家兎「カル ミン」細胞 ヲ仔 兎 ニ注射 スル トキ ハ副 腎 ニ於 ケル ト同様生後15日 以 内 ノ仔 兎 ニ在 リテハ多

ク ノ場合骨髓組織 中 ニ出現 セズ.生 後22日 以 上 ヲ經過 スル トキハ常 ニ「カル ミン」細胞 ノ出現 ヲ見 ル.而 シ

テ「カル ミン」細胞 ノ多 クハ脾臟 ニ於 テ述 ベタル ト類似 ノ退 行變 性 ヲ見 ル.稍 々固定サ レ タルセ「カル ミン」細

胞 ハ生後50日 ヲ經過 セル モノニ於テ認 メ得 タリ.但 シ仔兎 「カル ミン」細胞 ヲ用 ヒ シ場 合ニハ生後33日 ニ

於 テ既 ニ固定 サ レタル「カル ミン」細胞 ヲ認 メ得 タ リ.又 總テ ノ場合 ニ於テ靜脉竇 壁 ニ固定 サ レタル「カル ミ

ン」細胞 ヲ發見 シ得 ザ リキ.

6.腦 下 垂 體

成熟 家兎「カル ミン」細胞 ヲ成熟家兎 ニ注射セ シ場 合ハ「カル ミン」細胞 ハ腦下垂體 ニ於 テハ主 トシテ前葉

ニ現 ハ レ後葉 及 ビ間葉 ニ現 ハル ルコ トハ甚 ダ稀 ナ リ.前 葉 ニ現ハ ルル「カル ミン」細胞 ハ共 ノ數多キ ニ非ザ

ルモ,固 定形 ノモ ノ比較 的多 數 ニシテ,毛 細血 管内皮中 ニ於 テ内皮 細胞 ト類似 ノ形 ヲナ シテ固定 サルルヲ見

ル,又 時 日ヲ經過 セルモ ノニ在 リテハ實 質細胞 間 ニ侵入 スル「カル ミン」細胞 ヲモ認 メ タリ.

然 ルニ成熟家兎 「カル ミン」細胞 或 ハ仔 兎 「カル ミン」細胞 ヲ仔 兎 ニ注射 スルニ生後50日 以 内 ノモ ノニ於

テ ハ「カル ミン」細胞 ノ出現 ヲ見ザ リキ.生 後50日 ヲ經過 セ シモ ハニ於テ始 メテ少 數 ノ「カル ミン」細胞 ガ前

葉 ニ認 メ ラ レ,一 部 ノモ ノハ内皮様 ノ細胞 トシテ毛細 管壁 ニ固定 サルル ヲ認 メ タリ.
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7.大 網

大網 ニ於テハ 成熟家兎 「カ ル ミン」細胞 ヲ成熟家兎 ニ注射 ヲ行 フ時 ハ 注射後24時 間乃至満4日 ニ至 ル迄

ハ常ニ持續的 ニ中等度 ノ「カ ル ミンＪ細胞 ノ出現ア リ.「 カル ミン」細胞 ハ主 トシテ諸種 ノ乳斑 ニ於 テ現ハル.

但 シ孤性 乳斑 ニ於テ ハ未 タ.之ヲ認 メ得ザ リキ.「カル ミン」細胞 ハ乳 斑組織 中比較的邊縁部 ニ好 ンデ占居 シ,

乳斑 ニ淋 巴濾胞 ノ發育 アル場 合ハ其 ノ周 邊部 ニ現 ハルルコ ト多 シ.注 射後48時 間以 上ヲ經過 スル トキハ屡

々細胞 突起 ヲ出 シテ網 状織 ノ一 部 ヲ構成 セルヲ見 ル.

成熟家兎「カル ミン」細胞 ヲ仔 兎 ニ注射 スル トキハ生 後15日 以後ニ於 テ「カル ミン」細胞 ノ出現陽性ナル モ

其 ノ數 ハ一 般 ニ少數 ナ リ.「カル ミン」細胞 ハ主 トシヲ乳斑 中 ニ出現スル モ乳斑元基細胞 トシテ,大 網 表面 ニ

沈着セル モノヲ認 メ得 ザ リキ(乳 斑元基細胞 トハ曩 ニ濱 崎ガ報 告セ ル所 ニ シテ,家 兎 ニア リテハ生後第1日

ヨリ大網 表面 ニ集團的 ニ沈着 スル 「メゼ ンヒ ーム」性細胞 ニ シテ,乳 斑 組織 ハ主 トシテ此細胞 ノ増殖 ニヨ リ

テ形成 サルルモ ノナ リ).而 シテ乳斑中 ニ現 ハルル多 ク ノ「カル ミン」細胞 ニハ前述 ノ如 キ退行 變性 ニ陷 レル

モ ハ,多 ク網 状織 中 ニ固定 サ レタルモ ノハ生後33日 ノ例 ニ於テ始 メテ認 メ得 タリ.

8.淋 巴 腺

成熟家兎「カル ミン」細胞 成熟家兎 注射 ノ際 ニハ24時 間 ニ於 テハ殆 ド常 ニ少 數 ノ「カル ミン」細胞 ノ出現 ア

リ.出 現部 位ハ皮質 ニ多 ク,髓 質 ニ少 ク,淋 巴竇内及 ビ竇内皮 ニ於テハ甚 ダ稀 ナ リ.諸 所 ノ淋 巴腺 中腸 間膜

淋巴腺及 ビ深在性 頸淋巴腺 ニ比較 的多數 ニアラハ ルルモ ノナ リ.

成熟家兎「カル ミン」細胞 ヲ仔 兎 ニ注射 スルニ.生 後7日 ニ於テ腸間膜淋巴腺 ニ少數 ノ「カル ミン」細胞 ヲ

認 メシガ其 ノ後22日 ニ至 ル迄出 現セズ, 33日 ニ於テ深在性頸淋巴腺 ニ少數 ノ「カル ミン」細胞 ヲ認 メ得 タ

リ.又仔 兎「カル ミン」細胞 ヲ用 ヒシ例 ニ於 テハ生後15日 以後 ニ於テ腸間膜淋巴腺 ニ少數 ノ「カル ミン」細胞

ヲ認 メタ リ.仔 兎 淋巴腺 ニ現ハ レタル「カル ミン」細胞 ハ總テ遊走 形ニ シテ其 ノ過 半數 ハ上記諸種 ノ退 行變

性 ヲ呈セ ルヲ見 ル.尚 ホ淋 巴腺 内 ニ於 ケル出現部位 ハ不定 ナ リ.

9.胸 腺

成熟家兎「カル ミン」細胞 成熟家兎 注射 ニ在 リテハ胸腺 實質中 ニ「カル ミン」細胞 ノ現ハ レシ コトナ シ.只

胸腺 ノ被 膜結締織 中 ニ往 々「カル ミン」細胞 ヲ詔 メシノ ミ.

成熟 家兎 「カル ミン」細胞 ヲ仔 兎 ニ注射 スルニ生後33日 ノ1例 ニ於 テノ ミ極少數 ノ「カル ミン」細胞 ヲ胸

腺皮質 中 ニ於テ認 メタ リ.

10.腎 臟

成熟家兎 ニア リテハ腎 臟ハ網 状 内皮細胞系 統 ニ屬 セザル臟器中最 モ多數 ニ「カル ミン」細胞 ノ出現 スル臟

器ナ リ.「カル ミン」細胞 ハ腎組織 中主 トシテ皮質 ノ間質及 ビ絲毬體 ニ現 ハ レ,髓質 ニ出現 スル事ハ例外 ニ屬

ス.皮 質 ノ間 質 ニアツテ ハ 細尿管 ノ固有膜 ニ接密 シテ存 シ往 々細胞 突起 ヲ細尿管 上皮間 ニ送 入セルモ ノア

リ,或 ハ又間質毛細 血管 ノ内皮 層 ニ密 着 シ内皮様 ノ形態 ヲ呈 セル モノヲモ稀 ニ認 メ得 タリ.絲 毬體 ニ於テハ

「カル ミ ン」細胞 ハ專 ラ毛細 血管管腔 中 ニ栓塞 シヲ存 シ,其 ノ運 命ハ肺毛細管 ニ栓塞 セル該細胞 ト規 ヲー ツ

ニセ リ.

成熟家 兎 「カル ミン」細胞 ヲ仔 兎 ニ注射 スル ニ生後22日 以後 ニ於テ 「カル ミン」細胞 ノ出現 ア リ.仔 兎 ノ
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「カル ミン」細胞 ヲ用 フル トキハ生 後15日 以 後
ニ於 テ「カル ミン」細胞 ヲ認 ム.「 カル ミン」細胞 ハ專 ラ皮質 ニ

於 テ其 ノ間質 内及 ビ絲毬體 内 ニ認 メラ レタ リ.間 質内 ニ於 ケル「カル ミン」細胞 ハ總 ヲ遊 走形 ニ シテ,成 熟家

兎 ニ於 テ認 メラ レタル ガ如 キ細 尿管固有膜 ニ密 着 セル細胞 ハ.生 後50日 ヲ經過 セル仔兎 ニ於 テハ ジメテ認

メラ レタ リ.絲 毬 體内 ニ於 テハ「カル ミン」細胞 ハ毛細 血管中 ニ栓塞 シテ存 シ崩壞 ニ瀕 セルモ ノ多 シ.

11.膵 臟 及 ビ顎 下 腺

成熟 家兎 ニ於 テハ 「カル ミン」細胞 注射後24時 間及 ビ48時 間 ニ於ヲ常 ニ中等 數 ノ「カル ミン」細胞 ヲ認 メ

タ リ.「カル ミン」細胞 ハ好 ンデ間質 ニ於 テ腺 固有膜 ニ密着 シテ出現セ リ.

成熟家 兎 「カル ミン」細胞 ヲ仔兎 ニ注射 スル トキハ膵臟 ニ於 テハ15日 以後,顎 下腺 ニ於ヲハ22日 以後 ニ

於テ「カル ミン」細胞 ノ出現陽 性ナ リキ.「 カル ミン」細胞 ノ大多數 ハ「カル ミン」顆 粒 ノ分散,胞 體 ノ水腫,核

ノ萎縮等 ノ退 行變性 ヲ示 シ腺固有膜 ニ密 着セ ルモ ノヲ認 メ得 ザ リキ.

12.胃 及 ビ腸

成 熟家兎 ニ在 リテハ注射 サ レタル「カル ミン」細胞 ハ小腸 粘膜,殊 ニpeyevsehe platteニ 近 キ部 ニ於テ ハ比

較 的屡 々胃 及 ビ盲腸粘膜 ニ於 ヲハ甚 ダ稀 ニ出現 ス.「 カ ル ミン」細胞 ハ粘 膜固有眉 中或 ハ固有膜 ニ密接 シテ

存 スル コ ト多 シ.仔 兎ニ於テ ハ注射 サレ タル 「カル ミン」細胞 ハ生 後15日 及 ビ22日 ノ例 ニ於テ胃及 ビ小腸

(殊 ニpeyerche platteノ 附近)粘 膜 ニ少數 ハ「カル ミン」細胞 ヲ認 メタ リ.「カル ミン」細胞 ハ粘膜 固有層及 ビ

固有膜 附近 ニ現 ハ レ,殊 ニ胃 ニ於テハ固有膜 ニ密 着セル モノヲモ認 メ得 タ リ.

13.卵 巣 及 ビ睾 丸

成 熟家 兎卵 巣 ニア ツテハ注射 サ レタル「カル ミン」細胞 ハ注射後3日 ニ至 ル迄 常 ニ少數 ニ認 メラル.之 等

ノ細胞ハ卵 巣間質腺 及 ビ黄體 中ニテ腺 細胞間 ニ散在 シ,黄 體細胞中 ニハ屡 々「カル ミン」細胞 ヨ リ多數 ノ「カ

ル ミン」顆粒 ヲ授與 サ レタルモ ノヲ見 ル.

成 熟家兎「カル ミン」細胞 ヲ仔兎 ニ注射 セル場合 ニハ生後15日 ノ1例 ニ於テ ノ ミ卵 巣皮質結締織 中ニ於 テ

極少 數 ノ「カル ミン」細胞 ヲ認 メ得 タ リ.

成 熟家兎 ノ睾丸組織 ニハ注射 サ レタル「カル ミン」細胞 ノ出現 ヲ見ザ リキ.然 ルニ仔 兎ニ於テハ生 後22日

ノ1例 ニ於 テ睾丸間 質 ニ少數 ノ「カル ミン」細胞 ヲ認 メ得 タ リ.

14.甲 状 腺 及 ビ眼 球

成 熟家兎 甲状腺 ハ實 驗例 ノ半數 ニ於テ 「カル ミン」細胞 ハ注射後24時 間及 ビ48時 間 ニ於テ少數 ニ間質 中

ニ出現 スル ヲ認 メ タ リ.

仔 兎 ニ在 リテハ「カル ミン」細胞 ノ出現率比較 的高 ク生後10日, 22日, 33日 ノモ ノニ於 テ少數 ノ 「カル ミ

ン」細胞 ヲ間質 ニ於テ認 メ タ リ.

成熟 家兎眼球脉 絡膜 ニ於テ ハ屡々稍 々多數 ノ「カル ミン」細胞 ヲ認 メ タリ,仔 兎 ニ在 リテ モ孰 レ ノ時期 タ

ル ヲ問 ハズ屡 々稍 々多數 ノ「カル ミン」細胞 ノ出現 ア リ.成 熟家兎 ニ於 テ詔 メタル ト同 様脉絡膜結 締織細胞

間 ニ之 ト並行 シ紡錘 形 ノ細胞 トナ リヲ出現 ス.

15.成 熟家兎 ニ於テハ「カル ミン」細胞 ノ出 現全 ク陰性 ニシテ仔兎 ニ於ヲ「カル ミン」細 胞 ノ出現陽性 ナ

リシ組織ハ 皮下結締 織,腓 腸筋及 ビ滑液膜 ナ リ.前2者 ハ共 ニ生後1週 間 ノ仔兎 ニシテ後者 ハ生後33日 ノ
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1例 ナリキ.

16.反 之,成 熟家兎ニ於テ「カルミン」細胞出現陽性ニシテ仔兎ニ於テハ全ク陰性ニ終レル臟器及ビ組

織ハ上皮小體,心 筋,脉 絡膜叢ナリ.

17.又 成熟家兎ニ於ヲモ,又仔兎ニ於テモ「カルミン」細胞ノ出現陰性ナリシハ大小腦,松菓腺ナリ.

但シ大腦腦膜ニ於テハ成熟家兎ニ於ケルト同様稀ニ少數ノ「カルミン」細胞ノ出現スル アリ.

總 括

成熟家兎或 ハ仔兎腹腔 ヨリ得タル 「カル ミン」細胞浮游液 ヲ仔兎靜脉 ニ注射 スル トキハ「カル

ミン」細胞ハ種 々ノ臟器及 ビ組織中ニ出現 ス.但 シ其 ノ出現 ノ時期 ト「カル ミン」細胞ノ宿主組

織内ニ於ケル態度 トノ關係ハ特異ニシテ,成 熟家兎「カル ミン」細胞ヲ成熟家兎靜脉内ニ注射 セ

シ場合 ト甚 ダ趣ヲ異 ニス.

成熟家兎ニア リテハ「カル ミン」細胞ハ内皮様細胞 トシテ最 モ多數ニ肝臟毛細血管内皮中ニ現

ハ レ,稍 々少ク副腎皮質及 ビ腦下垂體前葉毛細血管内皮中ニ現 ハレ
,最 モ少ク淋巴腺竇内皮中

ニ出現ス.而 シテ之等内皮 卜共 ニ組織球性内皮ニ屬 スベキ脾臟及 ビ骨髄ノ静脉竇内皮ニ於テハ

内皮様「カル ミン」細胞 ノ出現 セザルハ注 目ニ値 ス.而 シテ上記内皮様「カルミン」細胞ハ形態學

的ニハ當該宿主組織 ノ内皮細胞ニ酷似 シ,若 シ生體染色ニヨル色素顆粒ノ存在ヲ度外視 スレバ

兩者間ニ全ク區別ヲ認 メシメズ(第2報 參照).

仔兎ニ在 リテハ 「カル ミン」細胞ハ肝臟ニ於テハ生後7日,副 腎ハ生後10日,腦 下垂體及 ビ

淋巴腺 ハ生後50日 以後 ニ於 テ出現スルモ 内皮様細胞 トシテ固定サルニ至ル時期 ハ場所ノ異ナ

ルニ從 ツテ遲速 アリ.肝 臟ニ於テハ生後22日,副 腎 ニ於テハ比較的早ク生後10日,腦 下垂體

及 ビ淋巴腺 ハ生後50日 ニ於テ初 メテ之ヲ認 メ得タリ.仔兎ニ於テモ脾臟及 ビ骨髓 ル靜脉竇 内皮

ニ「カルミン」細胞ノ固定サ レタルモノヲ認 メ得ズ.又 成熟家兎ニ在 リテハ注射サ レタル「カル

ミン」細胞ハ脾臟,骨 髓,大 網乳斑及 ビ淋巴腺 ニ於 テ網状織 中ニ固定編入サ レ宿主網状織ノ一部

ヲ構成 スルニ至ル.

仔兎ニ於ヲ「カル ミン」細胞 ノ綱状織中ニ出現 スルハ脾臟 ニ在 ツテハ生後7日,骨 髓及 ビ大網

ニテハ生後10日,淋 巴腺ハ生後7日 以後 ニシテ,該 組織 中ニ固定性 「カル ミン」細胞 ノ現ハル

ルハ脾臓 ニアツテハ生後33日,骨 髓 ハ生後50日,大 綱乳斑ハ生後33日,淋 巴腺ニ於テハ生後

50日 以後 ニ屬ス.一 般 ニ仔兎ニアツテハ幼若ナル程「カルミン」細胞 ハ宿主組織 ニ對 シテ特定ノ

親和性 ヲ示サズ,生 後7日 ノモノニ於テハ肺,肝,脾,腸 間膜淋巴腺,腓 腸筋,皮 下結締織ニ

於テ成績陽性ナ リシガ,生 後7日 以後 ニ於ケル實驗成績 ヨ リ見 レバ淋巴腺,腓 腸筋,皮 下結締

織 ノ陽性成績 ハ偶然ノモノ ト見做 スベキナリ.又 肺,肝,脾 ノ陽性成績 モ宿主組織内ニ於 クル

總 テノ「カル ミン」細胞 ガ不覊獨立的態度ヲ持 シ宿主組織 ニ同化サレザル點 ヨリ考 フル トキハ特

殊親和性 ノタメニカカル部分ニ出現 セルモノニアラズシテ當該組織 ノ解剖的組織的關係ニヨツ
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テ「カルレミン」細胞ガ血管外ニ遊出セシモノナルベ シ,

稍 々長 ジタル仔兎ニ於 テモ宿主組織 ニ對 スル親和性 ハ概 シテ輕微 ニシテ,「 カル ミン」細胞中

網状内皮細胞系統 ニ固定サルルモノハ少數 ニシテ,多 クハ遊走形 ノママ速 ニ退行變性 ヲ營 ミ核

ノ萎縮,原 形質 ノ水腫及 ビ空胞形成 ,色 素顆粒ノ分散,胞 體 ノ破壊等 ヲ多數 ニ認 ム.而 シテ稍々

健全ナル「カル ミン」細胞モ組織内ニ於テ圓形 ヲ呈 シ胞體 ノ境 界甚 ダ明瞭ニシヲ宿主組織 卜同化

スル ノ傾向 ヲ示 サザルモノ多 シ.又 「カル ミン」細胞ハ髓時臟器實質中ニ侵入 シ全ク獨自ノ態度

ヲ保有 スル事屡 々ナ リ.

「カル ミン」細胞 ヲ成熟家兎靜脉内ニ注射スル トキハ,肺 組織ニ出現スル「カルミン」細胞 ハ,

注射サ レタル「カル ミン」細胞全數 ニ凡 ソ比例 シテ増減 スルモ,他 ノ臟器及 ビ組織ニ在 リテハ注

射サルル「カル ミン」細胞全數 ガ一定度以上ニ達 セル場合 ハ,「 カル ミン」細胞數 ヲ増加 セシム事

ニヨリテ組織中ニ出現スル「カル ミン」細胞數 ヲ増加セシメ得ズ.之 恐 ラクハ肺毛細管ハ一定時

間中ニ肺毛細管 ヲ通過 スル「カル ミン」細胞數 ヲ制限 シ得ルモノナルベ シ,從 ツヲ成熟家兎肺臟

ハ大循環血液中ニ出現 セントスル「カル ミン」細胞或ハ血液組織球 ニ對 シテ調節作用 ヲ有 スルモ

ノナ リ.

然ルニ仔兎ニ在 リテハ本調節作用ハ甚ダ不確實 ニシテ肺臟 ノミナラズ他ノ諸臟器ニ於 テモ亦

注射サ レタル「カルミン」細胞數ニ凡 ソ比例 シテ「カル ミン」細胞 ノ出現増加 ス.之 ヲ實驗的ニ確

實 ニセンガタメニ生後11日 ノ仔兎(No. 17)ニ 於テ2頭 ノ仔 兎ヨリ得 タル「知ル ミン」細胞ヲ注

射 セシ所表示 ノ如ク,諸 臟器ニ於 テ甚ダ多數 ノ「カル ミン」細胞 ノ出現スルヲ認 メタ リ.

何故組織球 ガ一定 ノ組織 ニ對 シテノ ミ特殊 ノ親和性 ヲ有スルカハ甚ダ興味 アル問題ナルモ此

問題タルヤ甚ダ深遠 ニシテ一朝一夕ニ解決サルベクモアラズ.「 カルセミン」細胞ノ最モ多數 ニ出

現 スルハ網状内皮細胞系統ナ リ.本 組織 ノ有 スル形態學的ノ特性ハ孰 レモ網工ヲ形成 スル事 ニ

シヲ而モ本組織 ハ血液或ハ淋巴液 ト直接接觸スベキ位置ニア リ,從 ツテ一種ノ漏過作用 ニツヨ

テ此部 ニ「カル ミン」細 胞ガ抑留サルルモノニアラザルヤ.之 ハ最 モ易ク想像 シ得ル機轉 ナルモ

脾臟竝 ニ骨髓靜脉竇内皮ニ於 テハ例外 ヲ認 メザルベカラズ.假 令網状内皮細胞系統 ノ漏過作用

ニヨリテ抑留 サ レタ リトスルモ遊走形「カル ミン」細胞 ノ一定 ノ者 ハ細胞突起ヲ出 シテ宿主組織

ニ全ク同化 スルニ至ルハ單ナル漏過作用 ヲ以テ説明スルヲ得ズ.又 從來網状内皮細胞系統 ガ生

體染色 ニ強陽性 ナルハーツニ同組織 ガ充血性 ノ臟器ニ存 スルニヨル トナスモノア リ,吾 々ノ場

合 ニ於 テモ充血 ト「カルミン」細胞 ノ出現 トハ密接 ナル關係ニアルニアラズヤ トノ疑 ヒモ起 リ得

ベシ.吾 々ハ「カル ミン」細胞 ノ出現ハ充血 トハ全ク關係ナ シト主張 セント欲スルモノニアラザ

ルモ充血性組織 ノ代表者 トモ見做 スベキ脾臟及 ビ骨髓 ニ於テ例外(静脉竇壁)ノ 存 スルヲ奈何ニ

セ ン.

尚ホ固定性 「カル ミン」細胞 ハ細胞全體ガ異物 トシテ網状内皮細胞 中ニ捕捉 サレタルモノ(一

種 ノZytophagie)ニ アラザルヤ,一 應考慮スベキ問題ナリ.「カル 起ン」細胞靜豚内注射 ヲ行 フ
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時ハ網状内皮細胞中ニ屡々「カル ミン」顆粒ヲ多數 ニ有スル大滴状ノ胞體破壊物 ノ嗜喰サレタル

モノヲ見ル.其 ノ境 界ハ甚 ダ明瞭 ニシテ多クハ透明輪 ヲ現ハス.然 レドモ胞體破壊物 中ニ核核ヲ

認 メシ事ナ シ.脾 臟網状織殊 ニ仔兎ノ夫 レニ於テハ退行變性 ヲ示 シ腫大 セル「カル ミン」細胞多

シ.カ カル「カル ミン」細胞 ノ一定數ハ2-3ノ 網状織細胞ニヨツテ包圍サ レタルモノアリ,「カ

ル ミン」細胞 ノ胞體ハ眞圓形 ニ近ク境界甚ダ明瞭ナ リ.斯 ノ如 キ細胞ハ眞 ニ網状織細胞 ニヨツ

テ捕獲サ レシモノニシテ,全 ク被動的ニ固定サ レタルモノナルベ シ.反 之網状織或ハ組織球性

血管内皮中ニ固定 サレタル「カル ミン」細胞 ニシヲ細胞突起ヲ出 シ宿主組織細胞ノ突起 卜吻合 シ

明瞭ナル境 界ヲ示サザルモノハ能働的 ノ固定 卜見做サザルベカラズ.

成熟家兎「カル ミン」細胞ヲ仔兎ニ注射 スル トキハ之 ヲ成熟家兎ニ注射 セル場合ニ比 シテ數量

的竝 ニ質量的ニ著明ナル相違 アリ.固 定性「カル ミン」細胞ノ出現スル時期 ハ一般 ニ臟器ノ異ナ

ルニ從 ツテ遲速 アルモ生後約20日 以後 ニ屬ス.殊 ニ興味アル肝毛細管内皮細胞ノ仔兎成育ニ

伴 フ形態學的變遷 ト固定性「カルミン」細胞 ノ出現 トノ時間的關係ナリ.即 チ仔兎尚ホ甚ダ幼若

ナル間ハ該 内皮細胞 ノ核ハ調密ニ存 シ狹小ナル紡錘形 ヲ呈 シ「クロマチン」質ニ富ム.斯 ノ如 キ

時期 ニ於 テハ「カル ミン」細胞 ハ固定サルル事ナシ.然 ルニ仔兎稍々長ズルニ及ベバ内皮細胞核

ハ密在 セズ,稍 々廣 キ紡錘形 ヲ呈シ淡明 トナリ,屡 々紡錘形或 ハ星芒形 ノ原形質ヲ認 ムルニ至

ル.斯 ノ如キ時期ニ至 リテ初 メテ固定性「カルミン」細胞ノ出現 スルニ至ルモノナ リ.

上記 ノ事實ヨリ見 レバ等 シク成熟家兎「カル ミン」細胞ヲ用 フルモ宿主個體 ノ幼長ニヨツテ宿

主組識 ニ對 スル「カル ミン」細胞 ノ親和性 ヲ異ニスルハ明カナル事實ナ リ.

尚ホ成熟家兎「カル ミン」細胞ニ代フル ニ仔兎「カル ミン」細胞ヲ用 フルモ概 ネ同様 ノ成績 ヲ得

ルモ時 トシヲハ前者ノ仔兎固體ニ對 スル親和性 ヨリモ後者 ノ仔兎ニ對 スル親和性稍々強キ事 ア

リ,例 バ生後15日 ノ(No. 7)ト(No. 12),又 生後22日 ノ(No. 8)卜(No. 19)ヲ 比較スルレニ

仔兎「カル ミン」細胞 ヲ用 ヒシ(No. 21)及 ビ(No. 19)ニ 於テ宿主仔兎ニ對 スル「カル ミン」細胞

ノ親和性稍々強 シ.即 チ注射サルル「カルミン」細胞 ガ成熟家兎ヨリ得タルモノカ仔兎ヨリ得タ

ルモノカニヨツテ宿主仔兎組織 ニ對 スル親和性 ニ多少 ノ強弱 アリ.

要之,諸 種 ノ臟器竝 ニ組織 ニ對 スル「カルミン」細胞 ノ親和性 ハーツハ宿主組織 ニ存 スル因子

ニヨリ,ー ツハ注射 サルル「カルミン」細胞 ニ存 スル因子 ニヨツテ左右サルルモハナルヲ知 ル.

尚ホ吾々ハ目下内分泌臟器ノ剔出ヲ行ヘル家兎ニ就テ「カル ミン」細胞浮游液 ノ靜脉内注射 ヲ

行 ヒ甚ダ興味アル成績ヲ収 メツツアルヲ以テ,近 キ將來ニ於テ内分泌機能ガ組織球ノ各種臟器

竝 ニ組織 ニ對スル親和性 ニ開 シテ重大ナル役目ヲ演ズルモノナル事ヲ究明 シ得ベシト信ズ.

結 論

1,「 カル ミン」細胞 ノ仔兎臟器竝 ニ組織ニ對スル親和性 ハ概 シテ微弱ナルモ仔 兎ノ成育 ト共

ニ漸次亢進ス.
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2.「 カル ミン」細胞仔兎靜脉内注射 ニアリテハ仔 兎ガ一定 ノ發育ヲ遂 ゲタル後ニアラザレバ

定型的ノ固定性「カル ミン」細胞 ヲ認 メ得ズ.

3.殊 ニ肝臟ニ於 テハ仔兎ガ一定 ノ成育ヲ遂グ成熟家 兎ニ於テ認 メラルルガ如セキ定型的ノ星

芒状細胞ノ出現 スルニ至 リ初 メテ固定性「カル ミン」細胞ノ出現 ア リ.

4.仔 兎「カル ミン」細胞 ハ成熟家兎「カル ミン」細胞 ヨリモ仔兎ノ臟器竝 ニ組織ニ對 スル親和

性稍々強 シ.

5.「 カル ミン」細胞ノ臟器竝ニ組識 ニ對スル親和性 ヲ左右 スベキ因子ハ主 トシテ宿主組織ニ

存 シ,又 一部ハ注射 サルル「カル ミン」細胞 ニ存 スルモノ ト認ム. (5. 4. 19.受 稿)
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附 圖 読 明

第1圖　 第12號 仔兎(生 後15日)脾 臟

(K)濾 胞 中ニ現 ハレ タル1箇 ノ「カル ミン」細胞,

其 ノ胞 體ハ水泡 状 ニシテ境界 甚ダ明瞭 ナ リ.

(Z)中 心 動脉

第2圖　 第8號 仔兎(生 後22日)睾 丸

(K)間 質 ニ現 ハ レタル1箇 ノ「カル ミン」細胞,其

ノ胞體 ハ甚 ダ淡 明 ニシテ境界 明瞭ナ リ.

第3圖　 實驗動 物同上,肝 臟

(K)實 質中 ニ侵入 セル1箇 ノ「カル ミン｣細胞,其

ノ胞體 卜肝 細胞 原形質 トノ間 ニハ狹キ輪状 ノ

間隙 ヲ認 ム.

第4圖　 第13號 仔兎(生 後33日)肝 臟

(K)肝 毛細管壁 ニ現 ハ レタル固定性「カル ミン」細

胞,其 ノ胞體ハ甚 ダ細長 ク其 ノ尖端 ハ明瞭 ナ

ル境 界ナ ク管壁 ニ移行 ス.
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Kurze Inhaltsangabe.

Uber die Affinitat der Histiozyten fur die verschiedenen

 Organe und Gewebe.
III. Mitteilung.

Experimentelle Untersuchungen mittels intravenoser
 "Karminzellen" -Injektion bei jungen Kaninchen.

Von

Dr. Y. Hamazaki und Dr. M. Watanabe.

Aus dem Pathologischen Inslitut der Universitat, Okayama.

Eingegangen am 19. April 1930.

In der ersten Mitteilung (Folia hamatol. Bd. 39, H 1.) haben wir uber die Verteilung 

der Karminzellen, die in ausgewachsene Kaninchen intravaskular eingefuhrt wurden, in 

den verschiedenen Organen und Geweben eingehend berichtet. Nun beschaftigten wir 

uns mit den "Karminzellen", die aus der Bauchhohle ausgewachsener bzw, junger Kanin

chen herausgenommen wurden, und mit ihrer Affinitat fur die verschiedenen Organe und 

Gewebe der jungen Kaninchen. Als Versuchstiere wurden junge Kaninchen in verschie

denen Entwicklungsstadien, 7 Tage bis 50 Tage nach der Geburt, gewahlt. Die zusam

mengefassten Resultate sind folgende:

Im allgemeinen ist die Affinitat der Karminzellen fur die Organe und Gewebe der 

j ungen Kaninchen ziemlich undeutlich. Aber je grosser die jungen Kaninchen werden, 

desto deutlicher wird die Affinitat. Die Affinitat der Karminzellen junger Kaninchen fur 

die Organe und Gewebe junger Kaninchen ist etwas starker als die Affinitat der Karmin

zellen ausgewachsenen Tiere. Die den junger Kaninchen injizierten Karminzellen wandeln 

rich vor einer gewissen Entwicklung der Kaninchen nicht in fixierte Formen um.

Die fixierten Karminzellen im retikulo-endothelialen Systeme treten erst nach 10 Tagen 

in der Nebenniere, nach 22 Tagen in der Leber, nach 33 Tagen in der Milz und im 

Omentum, nach 50 Tagen in der Hypophyse, im Knochenmarke und in der Lymphdruse 

auf.

Die den jungen Kaninchen applizierten Karminzellen nebmen moistens die rundliche 

Wanderform an, die vom Wirtsgewebe scbarf begrenzt ist, d. h. sie zeigen keine Affinitat 

fur das Wirtsgewebe. Solche Karminzellen geraten fruhzeigig in regressive Degeneration. 

Die Stelle, wo die Wanderkarminzellen auftreten, ist sehr verchieden. Bald dringen sie 

in das Organparenchym ein, bald in das Interstitium und zeigen ein ganz indifferentes
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Verhalten zum Wirtsgewebe. Went die jungen Kahinchen eine gewisse Entwicklung 

erreicht haben, klingt das indifferente Verhalten der Karminzellen allmahlich ab und 50 

Tage nach der Geburt stimmen die Resultate dieser Versuche beinahe mit denen bei aus

gewachsenen Kaninchen uberein. Es ist sehr merkwurdig, dass die Affinitat der Karmin
zellen fur die Organe und Gewebe je nach dem Entwicklungsstadium der jungen Kanin

chen auffallend verschieden ist. Diese Tatsache kann man als einen wichtigen Beweis fur 

die eingenartige Affinitat, die zwischen Karminzellen und Wirtsgewebe besteht ansehen.

Die obigen Resultate geben tins Aufklarung ibnr die diese Affinitat beeinflussenden 

Faktoren, die hauptsachlich im Wirtsgeweben und partiell auch in den Karminzellen 

li egen.
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