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心筋糖蛋自体変性の実験的研究
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らの直接的流入，濃縮，沈着によると推測する’Doerr

　　　　　　緒　言　　　　　　物購膿なり，むし棚線lilf…離の触性，蜥
　心筋の内生性自所性の異常僑謝産物として，糖蛋白　　性異常代謝過穐に」二つて生ずるものとしている。この

体：を形成すゐとい‘）事実は，那須に」：ぐ）て姶～吐｝て囲確　　　tとは内生性自刃「側三色講とされているLipofuscinに

に指摘され・糖蝦庸創竣性と命名された。　　　　　　　関する大和の紐織化学的，蹴顕的検索により，糖蝋白

それ以前にも心筋の｝1隈な変階絶し，て，Hewitt，　休測生がLipofUScin、発生にも制激関係を禰するこ

Haumeder，　Liebegott等により好撫華変性と名ずけ　　　とからも推驚｝こ難く’7いところである。

られて，告1：の検索がなさオiて来たo疑に梅［iu，　LiTlz“’　　　MPS変性に関しては従鱗聾，甲状腺機能低下の場合

bach　Doerr等により組織化学的検～蓄も行わ、｝1，好塩　　　に多発するという見解もあり（Brewer，　Schulz，

議性物質が類粘紫様涛よ「1艶P託しrin類似物質一〇ある垂iil：　　Dietrich，1）oerr），叉悪性腫瘍等の慢性消耗性癌患

が次第に明らかになつた。塩沢はPAS反応をts　N」と　　　に際しても争発するこどは毎くの研究麟が紹めている

する諸種の組織化学的方法を用いて，総合的な組織化　　所である。しかし，ながら棲の発生廉件を更に分析する

学的な検累を行い，この変性物質が酸性及び中撫1占質　　　ためセこは，実験的イ1こ成を必要とするが，米だ何人も之

多糖体を禽む糖蛋白体であり，特にHyaluron酸を　　　に成功した｛麟はない。

含めて酸性粘質多糖体がその木質的虞分であるtと　　　著蔚はWuhrmannのMyolcardOSeを契験的に

を明らかにし，このような変性型は那須、塩沢によつ　　　生成しようと企図し，先ずDOCAの沼謝によつて

て猫質多糖体（MPS）変性と稲づけられた。その後　　　DySproteintimieを発現せしめたが，その際心筋に

ScottiもPAS反応とToluidineblueのMetach－－　　MPS変性，　Crystalleid変性等の糖蛋白体変性像が

romasiaの2点から塩沢と全く同様な結論に違して　　可成り多数発現することを認め，はからずも糖蛋白体

いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変性の輿験的盆成｝こ戒功したので，比較対照実験と共

　那須，塩沢は更に心筋線雛内で特にEndoplasma　　にその成績を報告する。

又はその附近に生じた窒胞内に，恰も封入体様に類円

形，側翻形，紡錘形，長聯等の類融，」、体を発現　　　　第1案験

する新変性像を見出し，之を類晶rCrystaUoid）変性　　　　　　〔1〕案験動物及び実験方漁

と名づけている。組織化学的にこの変他物質はLison　　　｛－1三後6ケ月位の体璽1，980繕から2，8009の市販寂蒐

の欝う中性粘質ご：・糖体を本質酌成分と考えると共に，　　　5羽（雄3羽，雌2羽）を用いた。2羽の雌はいずれ

MPS物質を混在すること，形熊的にもMPS変性の　　　も妊娠を経過していない。

吸収過糧と思i）；｝tるものがあること，発生条件から児、　　　1）DOCA殺与法

てもMPS変性と平行関係を有すること，などを辮摘　　、〔A〕1cc中にDesoxycorticosterone　acetate（D

している。従つてMP＄及びCrytalloid蛮性は，・・一一一　　〇CAと略記する）5mgが含有されているゴr7油溶液

連の異常代謝系列をなすもので，化学的には心筋の　　　（市販のSynCorta　’Takeda”）を薬1吊方ゴマ油によつ

parametabolicな所産として糖蝋白体を形成すると　　　て10倍に稀釈し，1cc中にDoCA　o．5m冨を含肉する

欝う点で特徴的であり，朔顕によつて心筋糖螢白体　　　液な作製し，この液を1回0，5c己宛，ほ欝隔日に1ヶ

（Glycoprotein－GPと略称）変性と総称されている。　　月ユ0圓の割に家兎の背側皮下疎纈結命織内へ注射し

又この心筋糖蛋白体変性は，異常螢白液の筋線維外か　　た。この方法によれば1回のDOCA投与景はO．25
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mgとなる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mallory染色等・を行った。

　〔B〕　同じSyncorta，’Takeda”をゴマ油による稀’　　　　〔m　突験成績

釈を行わず，1回にっき0．33cc宛1週2回，〔A〕項　　　　　1）　血清蛋白質分劉の推移（lt／・1・］．ぴ鰍1翻1）

と［司様に家蒐背側皮下組織内へ注射した。1回のDO　　　2Vo。1，6ケ月闘DOCA　15mgを投ぶした時のA／r・

cA投与．　Flllは1。66mgとなる。　　　　　　　　　　　　は1．87，20mg投与時のA／c；は1，56となり，（kGlo”

　　2）　各動物の投与期間及びDOCAの投与総壁　　　　bulinが5．4％」：り11。5％，β・－Globulinが13・2％より

　家IE　2▽o，1は〔A〕の方法により8ケ月間，総ll｝：20　　2」，8％と増加し，？’－G）obulinは16．2％から5・7％と著

mg，2Vo．2は［：A〕法により13ケ月間，総｝il：32　．　E，　mg，　　i1J］に減少してい為。全体としてはA！buminカミ減小し

2Vo．3は始めユ3ケ月闘V）．〔A〕灘こより，その後引続　　ている。

いて〔B〕法により12ケ月間投Ij：し，合言・i・25ケ月間総　　　　」＞o．2，1）OCA　21m露，3C）mg’，32．5mg投与時にい

鑑207，5mgのDoCA宥与えた。2Vo．4及び八10．5は　　　ずれもAlbuminの平均値67．826，　AIG　2・14であり・

〔B〕囁法によつて12ケ月間総lil：175mg宛投・与した。　　　　相亙聞に博驚は認≧ノ）られなかつたが，　rz－・Globulinは

　投与期間ri・1各家兎のイィ百R増加はほ贈E常で・外見1’1勺　　5，5％，6，5％，7。9％と漸次増加を示し，γ一Glo！／）ulin

には箸変なく成熟した。　　　　　　　　　　1霊逆に11％，10％，6．4％と）妙した。

　　3）血清蛋白質分劃の測定法　　　　　　　N。．3－1il後911ilの鰍輸frつた。〔A〕のツゴ法V：　J；

　島津製チゼリウス丁｛1気泳動襲置ST・・Sヱ凶を使用し　　　り投tJ”した前’阻3ウ・∫1閻ジ、1：）oCA腋19・5m縁　30

た。セ・レの大ぎさ5〔〕x15・2mm，調1柚割・1・翻勾2．O　m欝，時でほAlburninは・・1・均64．7％，　A／（｝は平均

cc，光学系はSchlieren－－S　cannlng法靴用いてあり，　　　L84と変動力轍く，Globulin分劃も亦変動をオ講なか

電極は純銀線と飽和塩化ヵリにょ｝プ量1乱解して，銀一塩　　　ったQ　　　　圏　　’

化銀無分極電隙こなつてし・る。　　　　　　　続いて〔B〕の力法による投夢に移つてからほA／・｝

　緩衝液はt’IL・nM．　Il［　II　za　1）　C）1と1／211M・N㊥HPO　lと　　　の増加が見られた。即・ら72．5mg，92・5m繕投与時の

を1二16容に混合した燐酸緩衝液な使用した。試料は　　　Albt1minは72、60歌；，　A／｛…は2，65と高催窟示し，以後

心臓穿刺により採取した通L液の血満を用い，透析は行　　　Albuminは瀞1減し，176mg投与時にはA！bumin　65，4

わず4°Cに20時間1｝il後放羅した。この血清叢白濃度　　　％，　AIGは1．90となり，207・5mg投与時ではAlbu・“

はアコダ製屈折計により測箆し，温鷹補正表により補　　　min60。5％，　A／c，は1、53となつた。

正した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ct－一及びγ一GlobulinはAlbuminとは余く逆の締渦を

　電気泳動時には試料蛋白質澱度を前詑燐酸緩衝液に　　　示し，Albuminの高値の時には炉GIQbulin　5・3％及

よつて1，39／d1前1喬に稀釈した。1亘掘槽は水道水の灌　　　び4．9％，γ一Globulinユ0、0％，9・0％と低値を矛iして

流によつて夏期，冬期を通じて16°C前後とし，’i’wwt”　　いるが，以後漸次増加してDOCA　207・5瓢9投聯時1こ

蟄はユ3孤A・H・，Albumin亘1争が最初の位醗より2・5　　　は，　rz－Globulin　7．9％，　r－・Globulin　17・4％とほx’

cm泳動する迄通需した。　　　　　　　　　　　　　　　〔A〕の法による投与時の値に等しくなつた。

　各蛋白質分劃簸の篠定は乾板に撮影した囲F降脚曲線　　　　2＞o，4，4回の検索によりAlbUininの平均値が

により，各分劃の面横をプラ＝メP・ターを用いて算定　　　66．7％，AIGの平均値は2・Oで強い変鋤はないが投与

し，その百分比を算出した。　　　　　　　　　　　　　甫より僅かに漸滅の傾向を示しているeGlobulin分

　　4）　心筋の組織学的検査方法　　　　　　　　　　　劉では115mg投与時のα及びβ値が高値を示し，γ傭

　象兎2＞o．1は採血のため心臓穿刺中に死亡したが，　　　が逆に叢低を示した。

2Vo．2～2Vo．5の4羽はイソミタールソーダ0．3mg物　　　No，5，5圓の測窟によりDOCA投与34mg・49

1ccに溶解し耳静脈より注入し，溌入開始より15秒内　　　mg，62mg，の寄時期にAlbuminの増加カミあり・そ

外で麟死に陥ら療．　　　　　　　れそれ7・・5％70％・71・1％・A／・カミ2・51・2・　33・

　，－G臓器組織は6arnoy液及び10％中性フオルマ1）ソ　　2，46，と高億を示し以後減少して75mg投与時には

液で固定した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albumin　67．」「o／o，　AIG　2．08，135mg投与時にはA』

　染色はH－E染色，PAS染色，唾液消化後のPAS　　　bumin　62．4％，　AIG　1．66となり，投与前より明らか

染色，Car・Sne・－Comes法によるKallum染色，鉄明　　に八／Gの1氏下を示している。

懇ヘマ1・キシリン染色，Goldner法によるMassonの　　　　Globulin分翻ではα一Globulinには変i動がなく，β・・

Trichrome染色，　Elasしlca－van　Gieson染色，鍍銀染　　　GIQbulin値はDOCA　49mg投与時及び？5rng投与・蒔

色，Sudan　III脂肪染色（川村・欠崎法），　Azan一　　に増加しており，γ一Globulinはこの時逆に・減少してい
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蓑1・　　第L実験の．頃L蒲螢白質分劃成績
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図表1．・　　　第正実験のA！Gの推移
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る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　染色所兇ではLipofuscinと区男1】し難いようts形）lkthr　「tt

　Globulin分劃ではα一GIQbulinには変i動がなく，　　　畢している。又一方では，粗大Glyko解n願粒と区別

β一Globulin値はDOCA　49mg投与時及び75mg投与　　　し難い形状のものもある。勿論唾液消化により区別し

時に増加しており・γ一Globulinはこの時逆に減少し　　　得るが，本変性物質の発現機序から見てGlykogenと

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の関係の密なることを考えさせるJlうな所見である。

　総螢白質量は各例について明確な傾向を示さな㍉・　　　金般を通じてGP変挫は線維化巣附・近又は封玉内に多

が，2Vα2におけるDOCA　30mg投与時の7．Og／dl，　　〈，都位的には内膜“11」に多い傾向があり，糠に心内膜

2Vo・3の72・5mg投与時の7・4鞭／cl1，」＞o．4の60m鰐　　下層に多いいようである。右蜜筋層にも散（E・Yl；にlll等

投与時の6・659／dl，2Vo．5における34m選投与時の　　　数認めV／．、，llる。

6・689／d！という［合に，Albuminの増加した初期に　　　　興味深いのは1！i　l：の筋線維にGrttndniannの醤う

高濃度を示しその後は逆に低濃度となり，以後は又漸　　　chronische　Ausweitung　der　perinulgletiren　H｛～fe

次上昇している0　　　　　　　　　　　　　　　　　（nl　it　Fibrillendia＄taSe）〔周核明1薙の慢｛≠k拡火〕の部

　　2）心筋層の変化及び糖蛋白体変性の発現状態　　　　のあるものや，1〈tirnrnerchenkettenbilclungと称せ

　ハlo・1；左蒋1筋層にはfl－B染色，　Mallory染色で　　　らねている像の骨儲的構」告闇やこ淡染するGP変性物賀

限筒性の線維化が見られるほか，硝ビマン性の線維症　　　の存rliが腿々認められることである。

もあり，それは特に心内膜下瞬に佑い。鉄H鼓mζしh　　　2Vo．4；1－1－・E，鉄H益m批oxylin染色でイ1蜜の心内

t。xylin燃・で開顕i帰1近の臓瑚1…に・ll釜度の空胞化が存　　｝｝llllli〔下1｛llや心外｝1難1：一【部に1・￥轍のhyaline　Querbai・一一

する。PAS染色で樫蛋白体変性の発現をli、1奴）るが粘　　derの形成部やscholliger’Zerfallか認められる所

質多糖体（MPS）型よりも類晶（K）型の方が多い感　　　がある。

じである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mallory染色では線維イヒ購が僅かに散見され，職・に

　察中隔には寧ろ微細な線維化や漿液滲1出があり。糖　　　間臓周澱部で紬ノ1織増殖な生じ，之も…種のFibrose

蛋白体（GPと略己）変性も多いが，この様な所兇は　　　報となつている。金般的に筋線維間のビマン1生線維化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む右室には少ない。襲，、．ll・1隔と右室の擁界部の間質には軽　　　（interfaserige　Fibrose）が軽度に移し，特に翁蜜筋

度の細胞浸潤がある。　　　　　　　　　　　　　　　　層の方が著しい。

lSudan　II工染色によつて・GP変性部は勿論他の部　　　　2▽o，5；Mallory染色で窟室筋層に線維イヒ巣や間質

にも脂肪の存在を証明し得ない。　　　　　　　　　　　増火部が散在していると共に，全般的にも軽微な筋線

　2Vα2；Mal1Qry染色で聞質附近に結禽織の増殖が　　　維間のFibr＜）se又はFibrilloseが見られる。　H－－E，

僅微に認められる他，著変がない。PAS染色にJlり　　　鉄H訊matoxy！in，　Goldner染色では極めて小範囲に

GP変性を探しても殆んど発見することが幽来なか・つ　　　hyaline　QtIerb芭nderを形成している断があるが，漿

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　液・翻瑠象は明瞭でない。

　2▽o，3；左右両室筋層共血瞥周囲に漿汐簗が軽度に潔　　　　PAS染色で散在性にGP変惟巣を認めるが左蜜心

出しており，左犠ではその他の静豚の拡濃，Plasmo一　　尖部の線維化巣内部や隣接部には特に藥中的に変｛藍1三橡

staSe等が梢々著しい。　　　　　　　　　　　　　　　が多発し，　MPS型，　K型が何れも多数発現している。

　Mallory染色で見ると筋線維の疎開と共に筋線維間　　　　　　〔IK　）　第1実験の小括

に全般的に結舎織線維の増殖があり間質附近では硝々　　　DOCAを1回0．25mg～1．66mgの微鎚宛1ケ月10

巣状の線維症を生じている。間質慮体に漿液浸遜と一Jk一　　圃の割に家兎皮下に注射し，8～25ケ月の畏期に亘つ

にazellLiltire　Sk1erosierun9（R6ssle）の状を畢し　　　て継続投与することにより，実験家兎にある程度のltlL

ている。尚限局性線維化部附近の筋線維には若一lt：の好　　　満蛋白分劃の変動即ちDysprotei岨mieを生ぜしめる

酸性凝固像やhyaline　Querbtinder像を龍じている。　　　ことが閏来た。もとより微蹴長期間継続投与という条

鉄一一H銭matoxylin染色で心「ソヨ膜下練こもhyaline　Qu一　　件セこおいては，実験動物の個体鵡がかなり強く出てい

erb直nderの形成や更にscholliger　Zerfal1が認め　　　ることも否定出来ない。

られ，このような所見は将にイ下室’〔〉内膜下に最も縣明　　　　一つ了この翼験群の心筋層における組織学的変化とし

であつた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては，一一般に限周性叉は硝ピー；．ン燃の漿液貯溜像を伴

　PAS染色では，左室筋牌の譜所にGP変性蝋が散　　　いつ．x，それに相応して間質附近に比較的強い線維化

在し類酷型のものが粘質多糖体型のものに比べて遇か　　像又は硝ビマン性の筋線維間線維化橡を呈している。

に多い。細穎粒状を塁するものも可成り存し，PAS　　　その際，筋線維自身においては最も注目される変化
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として・禰々な段階の糖螢白体変惟単が発現して来　　　であつた。2＞o，42，43，44，はいずれも30日間150

る。その他一部筋線維では周核庭の拡大，小宴と胞の形　　　mgであつた。

成・hyaline　Querbtinderの形成やscholliger　Zer－　　　2Vo．37，38は5日間隔に心血を採取し，前爽験と同

fal1等の変性像も小乖冠囲に不定に散見せられるヒとは　撫こチゼ艸ス驚鰍動爆龍より頭粥融分闘の変

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動を遜究した。一方ノVo．39，42，43，44の各例では心

　又GP変性巣の側から見ると，全般的にこの変性菓　　　臓郷刺により心筋の受けぞ，影響を除外するため，採ML

は線維化巣附近又は巣内にも多発し，種々な筋変性像　　　を行オ）ずに観察した。従つて1ゴiL満蛋白質分訓は泓11宛し

の中では線維化像とjl／とも関係が留であり，　GP変性の　　　なかつた。

転帰としての線維化ということも考え得られる。叉　　　　尚ノ〉ひ39については3羽の対照家兎心筋とメ1…に心筋

GP変性は一般に心内膜半都に多い傾向があり，特に　　　内K，　Naの定鍛を行つた。測定法は心筋約0．59を

心内膜下層に窯・発しているようである。　　　　　　　　化学天租…により11三確に1ん‘川19迄秤1翁：し，電蝋燃で

　絃に最も興味深い塩輿は，GP憂性巣の発現状熊1臨　　　50〔1°C　6時閲」｝「ti灼し，繍酸で溶解，光焔比色剖・により

に多発度がDySP「otein践mieの程度即‘it・，　A／r｝のi変動　　　その濃度な測窺して筋1鞘1（）Og当りに換！鋒した。

にほセ比例していることである。（劉御Pしかしなが　　　　〔1i〕爽験成績

らGP変IVIi巣の発現はDOC八投与総llJ，：や投与期li罰の　　　1）血漕蛋白質分劉の推移騨；・騨、＾｛2郷）

長短とは余り明1瞭な1；目関傾向を示していない。　　　　　　　表示のようにノVα37でけ時i．1とlj辱に漸次A／c；の低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下な示し，それに相応してt4－，　id－Globulinの増加と，

　　　　　　第II輿験　　　　　　　r－GI。b、li・の1｝妙カニ見られた。

　前‘矧験において発生したGP変性と1）ySproteinti・一　　　ノVo，38で些、　A／‘｝は5日1．1に概に1氏下し始め，鳳後

mieとの関係を更に確かめゐためにDOCA靴火購短　　　時日と媛に一づゴ酌に低下している。こ．LでもrL－・｝β一・

期間に投伊すると共に，一：方心穿刺を行わずDOCA　　Gilebulinの増力FIとr－Globulinの減少が見ら’｝1る。

のみの心筋’に及ぼす影響を観察するため，この実験を　　　　　　2）　心筋内電解質（酬釧聯

行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bノ’o，39の家兎心筋において，Kは心筋1〔｝09中O・24

　　　〔1〕　爽験動物及び爽験方法　　　　　　　　　　　9，2．4，e．，；：の1直を示し，　Naは心筋10（、9中O．117g，1・17

　第1輿験と岡じくSyucortaを用い，投与DoCA　　　％であつた。対照家兎3羽の心秀ll内K値はそれぞれ，

量101u臼宛隔日に，家兎の背側皮下に注捌・したo投　　　4．6％，4，47％P　4．33％を示した。従つてNo．39の心

与期聞及び投与総蹴に関しては，jVo．37は52日閲260　　筋i勾Kは対’照の約難翻1に減少していることになる。

mg，．Vo．38は26日間130mg，〈Zα3gは37日間185mg　　　これ1こ対し，心筋内Naは対照嫁蒐心筋が1・】7％，

表2，　　　　第K実験の血清螢白質分劉成績

投　与

，日　数

jVo．37

0

5

10

ユ5

20

26

40

52

　　　　　0

　　　　　6

　　　　　102Vo．38

　　　　　15

　　　　　20

　　　　　26

投与臥

「ng

　G

30

50

70

10〔〕

ユ30

200

260

　0

30

50

70

100

130

A／G

2，08

2，006

1．66

1．9

1．9

1．75

1．85

1．83

2，01

1．84

ユ，63

1．67

1。63

1．66

アルブ
ミン
　　％

67．　6

66．75

・一如匪如
ブリン　　　　ブリン
　　％　　　％

6．8

7．73

62、418．7

65．5i7。7

65，5

63，6

65．0

64．7

66．8

64．8

62．0

62。6

62，1

62．4

7．2

8，　5

9，0

8，8

6。4

6，5

10。2

8，4

7．5

9，8

13，5

14，18

γ一グv：

ブリン
　　％

12．1

11，34
　　　　
18列10・4
15．5

16．1

15．5

14．1

17，7

11．3

112

対1血t濡総

張白質量
　　％

16．7

18．4

20．4

18，3

18，8

18、5

　・　1　°
12，4　1　5．61

11．9　　！　5．58

8．　8　i5．5

　　　E

6．21

5．1

5．1

6．03

567

13．1

ユ0，3

7，4

1〔｝，7

1L6
9．3

　5，91

　6．0

　5．07

　5。63

　5．67

，5．61　　　，
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　図褒2・　第π実験のA応の推移　　　　　　　　　　ノVo．38；H－E，　MallorY染色で心穿刺のための療痕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と思われる線維化巣が心外膜下部に特に薪明に存し，

　　　　　　　　　　　　　　　　ab’　3‘j　　　　　　　その他の問質には漿液浸淫が砦干認められる。ヌ，筋線

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　維閲にビマン性のFibrose，　Flbrilloseが軽度に￥F
　2，｛レ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PAS染色にょればGP変性ヵミ諸所に多数散在して

　】5’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる。発現型式としては粘質多糖体（MPS）？．lt1のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が火部分で，心内膜側に多い傾向があり，又間覆に接

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し瞥に動脈壁に近く轡在している所もある。　しかし
　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fibroseが，艇つていない部にも多数の変性巣が散醸し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。従つて憂性部が衛在Lているよう鳶都には軽

尭　　　　　　　　　　　度の綜網二髄1りつつあるア親鵬いとユ≒忙とにな
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　　一一・ibtt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　争くないとは誼え．，・全く認められないi｛1くではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GP変性巣は鉄H註matoxylin染色では青黒色に濃染

nc　3。第腺験の心筋内力1）　1’7ム，ナ［・・，1・・ノ岨　　1”Arnyl。id検Ulのための71－・S　｝1－：．では煙［絶勧㌃

　　　　　　　隣・ウ・1・ト・一　 す・pH　7・幡1賊，　T°［uidilleblue難ではMetac’H

－　 1…一一一一一…一一一… P－一一一一…
@　！脚masia　l聯kである。

甥鎚L竃⊥鎧釜一上述髪一膜舗翻繍隣議灘欝翻
対　　照　1

対　　照　2

対　　照　3

4，60　％

4。47　％

4．33　％

1・17　％　　　　　では心郷刺を行》つてい庶い）仙隈腸性の線維化ほ生じ

1・11　％　　　　　ていない。翁室筋1輯ほ左蜜よりも硝々著しく筋線維闘

1・16％　　の疎開，diff…Fibrill。・eがあるようである。

　　　　　　　　　PAS染色ではGP変性はrll等数，三hとしてノ磁ミに

1．11％，1．16％め値を示し，2Vα39とほ厨司様の億と　　　1敗在性に発現しているが、右黙にも少数ながら散見さ

なっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れる。全般的に間質結禽織に接する筋線維に多いのが

　　3）　心筋の組織単的変化　　　　　　　　　　　　　　気付かれ，どちらかといえば内膜側に多い侮｛向があ

　No．37；PAS染色による心全櫟木10枚を隅なく探　　　る。　（しかし心外膜礁下部にも可成り存する。）

して3～4回のGP変性巣が散見せられる狸度で，し　・・Goldner，鉄Hlimatoxylin染色隙本では左塞心

かも後述の線維症部とも関係がない部位に散在してい　　　外膜下や右窒心内膜下に於ける間質周辺の筋線維に

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簾状に周核庭の拡大やK段mmerchenkettenblldung

　猛一E，Mallory染色で見ると室中隔に相蝸広汎な索　　　の像があり，右窒筋層の諸所には上記の小変性菓や

状線維症を生じており，恐らく心穿刺による搬痕と考　　　hyaline　Querbanderの形成，　Querb加derzerfaU

えられる。その他左蜜，右室筋’層にも小線維化単が散　　　等が軽度に総められる。

在している。然し前述のようにGP変性巣はこのよう　　　2＞o．42；H－E，　Mallory染色，鉄Htimatoxylin，

’な線維化巣附近には見られない。FibrOSe隣接部の筋　　　Go！dner染色，筋線維間結合織の細胞核の増加が全般

線細こは剛鑓の拡大や空胞形成を生じているものが　的に多し憾があり，所によつてはGran・1・m様の象

ある。特に増殖した結合織にとり囲まれた筋束が殆ん　　を示す所さえある。又部分的にではあるが漿液滲出像

ど全部窒胞変性を呈している所もある。　　　　　　　　　を認め得る。

　Goldner染色，鉄Httmatoxylin染色で左室心尖部　　　　筋細胞では粧室筋圏の…一部に好酸性凝固像がある

筋層に好酸性横帯の形成が若干の範囲に見られる。又　　　か（？）と弐う位で他に殆んど著変がない。

左室の心内膜下層に小窒胞変性の像を呈した筋束が敵　　・・　PAS染色でもGP変憐の明瞭なものは殆んど認め

見されるが，同じく左室乳頭筋々東のあるもの｝こ可成　　　得ない。

り著しいhyallne　QLterbtinderのテ形成があるのは死　　　　2Vo．43；H－E，鉄1預matoxyli蹴，　Goldner染色で

後の異常収縮によるものかも知れない。　　　　　　　　は，狂室心内膜下筋願に全周に亘り，諸所に小線維化
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巣が勢発している。線維化匹は比較的糸1［1胞に乏しく所　　　戟な除外しても，1）oCAの注射のみによつてGP変性

謂azellultire　Sklerosierungとも云うぺき像である。　　が発現したことは確実である。それならばDOCA

又左室心内膜下履には金周に亘り，所調聖胞変憔（周　　　注射によるDySprOヒein且mieが変性発耳見の1霞接的な原

核庭の拡大や，K肛mmerchenkettenbildun麟等の1象）　　因であろうか。この際注愚しておかなけ身1ばならない

を示す筋線維が鞘々夕1’・Q　　　　　　　　　　　　　　　ii：Vt．，　DoCA沈射により組織の電解質代謝も饗動を

　PAS染色；左室心内膜下1，｝は全筋層のY：1位の摩さ　　来たすことである。

迄全般的に筋線維のPAS　l場性腱が高く組織標オ趣肉　　　本喫験においてもノVo．39の心筋について，対照家鵬・

眼的に見ても明らかに判別出来る程で‘ケ｝る。　（もつと　　　3羽の心筋とllξに光燗比色計に」；りK含吊：犠1測定した

も之｝まGlyk。gen顯糧のPAS　I［性も鋤に含まれ　　とこZ・，畑1‘獅、心筋のK含，1：が4，3～4．61とい難工

ている訳であるが。）この様な心内膜下層特にazellu－　　1を得たのに対し，ム！o．39の心筋K含：ll：は2．01％と著明

1tire　Skler。sierungのirell所の内部1又はその隣1ぎ鵬線　　な減少を，」q，ている。

維に1集中的に多数のGP劇’kが発生し，　MpS型が　　　電解1’τ代；｝射障・［ilとGP劾；1生とが囚果li勺関係にあるも

大．祁分噛占めている。　　　　　　　　　　　　　　のか，或は嗣・・の代謝陣1解の異なれる1漫現であるかと

　このGP変性の分布とFib「‘〕Se巣のN［1位的関係　　し、弓ことについては，例数の少いために決ラiま的なこと

から見ると，本変性を径て筋線維の崩壊する変化が　　　は歎えない。しかしK減小は恐らく剛，［1］り広1俺囲の筋

azellttltire　Fibr。Se巣な発i’S／lする1il澱【鞠7i勺変化t，t　t：　1聯「11に，l」につているであ7川こも拘わらず，　GP変性

していると思われる。例えばGP変性がある程度製～合　　　は極く一一小部のlll線維に散在i［に発現していることを

している部に僅かに線維化がおこり始めている像も可　　　考えると，GP憂性と筋線維内K減少とが全く蔭佃iの

成り方々に認められる。　　　　　　　　　　　　　　　ものとは畠えない。即もK減少などに三霞わされる爾解

　とにかくGP変幟の鞭阿1的発ノi三が線維化巣噛ゴ形1粛し　　　賀代謝猷1．／‘r・・　al）状態に書δいて，更に他の悶子が加わつて

得ることをよく物語つている例と罫うことが出にる。　　GP変憐が’棚するものと思われる。

　2Vo．44；PAS染色に」：れば間質に接す老fllの線維　　　　要するにDOCA火野1：短期投・躯例6伽1壊ご通じて見る

内に，IL．としてMPS型変性があり，この様な都に線　　　と，　GP変性の発焼はD（）CA投与嘉薯、．には関係なく，

維化の初期燥を示している所が可成りある。Zll心　　　同…糸件のものでも個々の例によつて可成りの鑑力あ

内膜下筋層には略々全冊に亘り，梢小さf’t：穎粒状変性　　　るoこの個体煎は第【喫験群と圃じく，DysprQtein五一

（唾液で消化されない）が散見される、　　　　　　　　mieやK減少渡と関係があるかも知れないガミ，全例

　Mallory，　Goidner染色では．Ilil．管周悶の間質に軽度　　　に頂1つて検索していないため，決箆的な辮は醤えな

の結合織増殖のある所や，間質に接して・1・線維イヒ巣を　　　い。GP変性巣の1【三状は，　DoCA微騒．：長期間投夢例で

認める所がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は類晶型の変性蟻が多い傾向を刀｛しているのに及し，

　H－E，鉄Htimatoxylin染色で左窒心内膜下履の筋　　　大羅：短期間投与例ではMps型の変性物質を生ずるこ

線維に1〈timmerchenl〈ettenbildungや周核庭の拡大　　　とが窟い。

像が存する所がある。右室も心内膜下筋閥の所々に

hy。li。。　Q。erbti。d。。の形成を混じた好醐擬購　　　　第III実厭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や
が散児される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第L　第1［実験の対照として，DOCAの溶媒であ

　　　印【〕Pt　ff実験の小括　　　　　　　　　　　　　るゴマ油が血清蛋白質分劃の変動及びGP変性にどの

　No．37，2Vα38においては第1実験と同様に心臓穿　　　程度影響するか，或は採並Lの際の心臓穿刺という機械

刺により採血し一血L蒲蛋白分劃の変動も岡【削こ観察し　　　的刺戟がGP変性を発現せしめ得るか否かなどを検す

たが，その成績によればDOCA大貴短期投与によつ　　　る目的で行つたo　　　　　　　　　　　　　　　　・

ても，微景：長期投与の場合と同じく，Dysproteintimie　　　　　〔1〕爽験方法

を起こした2Vo．38では心筋に多数のGP変｛生奥を発現　　　　家兎2羽GVα40，41）には局方ゴマ油を1回，2cc

している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宛隔日に，背側皮下組織内へ油射し，2＞o．40ば25日間

　2Vo，39，42，43，44例でほ心穿刺による採血を行わ　　　総11124cc，2Vα41は46田匠田総ま：46ccに達した。その

ず，従って血溝蛋白質分劃の変動推移は不明である　　　間心臓穿刺により採血，チ・ビリウス電気泳動襲概にょ

が，とにかくこの場合にも4例中3例に種々な程度の　　　り前実験と同様に血清蛋白質分劃の変動を追究した。

GP変性を発生せしめることが出来た。　　　　　　　　　他の駅兎2羽（Ne、t15，46）では5i三1間隔で6回心穿

　この嚇は，少くともこの場合心穿刺という機械的刺　　　刺採血のみを行つた。しかる後心筋の組織学的検索を



　76－（370）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’tf’i’　少【’I　l冠　孟長　　㌶写9巻　　孫ジ2　｝’」・

前二実験と同様に行つた。　　　　　　　　　　　・　PAS染色犠r行うとGP変｛｛liは可成り砧数散て1三性に

　　　〔皿〕輿験成績（姻蹴　　　　　　　存し空胞内に類、箔状にあるものが多い。前述のよう

　．［血清蛋白質分劃の変動に関してはNo．4ユに一時的な　　　にFibrose巣も少いし，又本変性がFibro5e瑛と宿

β一・Globulinの僅かな増加とγ一Globulinの減少を見た　　　擾な関係を示しているものはなく，全く散在性に発盤

のみで，2Vo，40，41共にA／Gは殆ど変動を示さなか　　　している。　GP変性は左窺筋層に最も拶く，中隔，次

つた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いで右室の順であるが，お室筋にも可成り認凝）られ

　心筋の組織学的所見は次のようである。　　　　　　　るQ－・一般に心内膜に近い方に多い傾向を示している。

　2＞o，40；H－E，Ma110ry染色所見：不規則な線維化　　　　鉄Htimatoxy　lin染色では筋線系liiに散在性にII…苺1：幻‘1｛

巣が諸所に散在しているが，最も甚しいものは外膜よ　　　の拡大が三ちるのみで、f鶴こ著変がない。

り内膜に買つて心筋層を横断し，載は内，外膜に平行　　　　2Vo　45；H…E，　Goldnur’，　Malloτy染色金般的に糟

して走る禦状線維化部がある。之等は何れも心穿刺に　　　血がi；fi’1い。線剰ifヒ嫌は評～どなく，父心筋の粗懸化部や

よつて生じた搬痕と考えられるが，時には」七1陶杓碧〒鮮　　　崩壌巣もない。

な穿刺搬痕として，外膜より内膜にげllう束状の心筋疎　　　　PAS染色によつて（）GP‘憂性は認めら2L甑い。

懸化部（若干の心筋ljS’1壊を伴ら）が；認めら31るeこの　　　　No，46；2Vα45と田各1司様に線維化巣1止小さなものが

よう癒部位では鉄｝燃maヒ帆ylin染色に」：り，残存し　　　極めて少数存在するのみで聴の前段階的ノ憂化や隈1劾性

ている筋繍illlのll艘のK且1nme1℃llenk＠tヒenbUdun繕，　肉芽組緯｝純認M）られない。

周核庭の拡大等の隙があるが，1）OCA　l：11射の場合の　　　PAS染色でGP慶性は発｛1三していない。

ような心内膜下層のかxる変化は認められない。　　　　　　　　〔ll【〕　第1旺実験の小括

　比較的新鮮な筋刷tl；9部には時々…種の（｝ranulom様　　　　こ，h等対1戦群においては，予想のようにいずれの場

痛変が散見され，増殖細1包には結合織性li…III胞1こ混じて　　合にもDyspr。teintimieは発ノLな児なかつたにも拘

筋原性細胞の如ぎ形状な壁するものがある。　　　　　　　わらず，』＞o，40，41の2羽においては1醒i度のGP変性

　PAS染色：GP　l変【生は将にMPS型のものが所々に　　　巣の発現熟ご認めた。この喫験成績から見加ば、一一残ゴ

散兇されるが，線維化巣隣接部の筋練維に利讐争く認め　　　マ汕がGP変性の発生に関係があるかの如く胤える

られる傾尚がある。しかしDoCA注射の場合と異な　　　が、例数が少く又個体差のあることから考えオ電ば，む

り，GP変性に陥つた筋細胞が崩壌して線維化すると　　　しろ心穿刺という機械的開dl戟がGP嚢性4）発現に関’jn

器うよりも，寧ろ他の崩壊過程を径て生じたFibrOSe　　　していると考えられる。

の獅に，筋線維の収縮機能異’茜縦つて代謝異常庸起こ

して，GP変性を生じたものと思われる。　K型変性は　　　 第IV実験
殆んど認め得ない程度に鰹少である。　　　　　　　　　心筋の糖螢白体（GP）変性が全身の消耗状態に関燦

　Ne．41；H－E，　Mallory染色では室中隔では全般的　　　して発生するという人体材料の成績にかんがみ，塚掘

に間質結合織が増殖している感があるが，明瞭な線維　　　を鍵験的に慢挫（比較的）飢餓，急性（絶対的）飢餓

疲はjVα40に比べて少い。穿刺痕と思われる束状心筋　　　に陥らせ，その際にGP変性が発現するか否かを検素

粗癒化部もある程度認められる。心内膜は浮腫状に膨　　　した。

化し・麟好性物質を鑓賄してし・る所があ鄭そ　　〔1〕鰍動物及び轍方法
の他の結合織増殖部も金般的に好塩基性色調が強いo　　　体重2500g以上の成熟象兎を使用し，飼料を漸次減

蓑4・　　　第皿実験の一rftt　tw蛋白質分劃成績

投与・ゴマ汕1
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量させ比較的飢餓の状態においた実験1祥と，全く飼　　　が，細願粒状のものは殆ど認められない。又GP変性

料を与えず銘全飢餓の状態におちいらせた案験IL群と　　発現部位についても将殊な傾向ばなく，全く不規則散

を材料とし，対照として・聯常な成熱豪兎をPt　一テル麻　　　在性である。

酔のもとに屠殺し比較検索を行つた。

実験1群は爽験開始よりタピ亡までに約エケ剛1睦要　　表5．第職験（鰍職験）vr一よ羅隊兎イ楓の変動

諜畿鷺：こ婆繍謙！二講撒．監圓縄
した．撒燗・ては割1な融と乾髄認め・肋　実回・6

嘲㈱・鞭覗られなかつた．　　　　験i52・31

し体醜13Q°9轍に減少し・姻険Kl鱗勺2週間で @実簾織

　「’　II　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　固定には10％フオルマリソ言夜とCarn。y液を用い，　　群

染色は三1，；としてH－E染色及びPAS染色（唾液消化試

験舗）を行つ・系襯・二纈臨　　　　磯
　　　〔∬〕爽験成績嬢5蜘【o　　　　　　　　　　τ1
　　撒1群搬（鰍的）郵騨徽の心伽　　群

　　　　　　組織学的所見　　　　　　　　　　　　対

N・．5ユ；GI－）　　　　　　　　　　　照
　充室壁筋線維の少数のものでは横紋の硝不明瞭化し

5：・．S　30

54134

55111，

56

57

58

59

60

】2

10

　　　体　　　　　　　露

1轡聴倒響壁瞬少（の％

3800　　8

260f）　δ

2900　　δ

2700　　9

26ef〕　　　0

27｛〕0　　δ

29（）0　　　㌔）

ユ86〔［　－1960　　（，・5X＋］）

1280　　－132f｝　（－50，8）

1390　！－1510　　（－52．1）

1310i－1390（－5Lq）、「

1460

1530

1580

18L26。9，＿3．1・14・O

／ノ　［　2700　　　呂　　　／

／126009，／

一114〔｝　（－4318）

－1170　　（－43．3）

一・ P340　　（一46，2）

－1’ P60　．（τ二43・3）

〆〆！

／
たものがあり，周核庭の拡大な示すもCC5がある。　GP　　　’爽験1［群　急怜（絶対的）飢餓死簸兎心筋の組

憂幟巣としては特に類品型のものが散見される。時に　　　　　　　　織学的所見

は粗大穎粒状類晶変性物質と細顯救状のLipofuscin　　　No．55　；（一）

様形態を量するものとの各磁段階の移行形熊が見帰τ　　　心筋線維に：嵜変がなく，GP饗性磁も認めちれな

る。しかしそのいずれにもSudan　IXI染色で藩染す　　　い。

る物質は穿在していないe　　　　　　　　　　　　　　　No．56　；（十）

　一部の間質には少徽の水腫状漿液の存在を認める所　　　　GP変性巣が硝多く散縦している。変性巣は細顧粒

もあるが，変性巣の存在部位に之とは無関係であり，　　　状PAS陽性のものが集合しているものや，細顯粒状

従つて変性巣が問質附近に多いと欝5ような所見はな　　　のものが融食して粗大穎粒化している橡等が遭跡田来

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　2＞o，52；　（ny）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2▽o，57葺　（十）

　肉眼的に心筋閣の馨度の萎縮が存する1まか著変を昆　　　GP変性墨は主として細顯粒状PAS陽性物質が恰

ず，GP変性巣も認め得ない。　　　　　　　　　　　　もLipofuscin様に存在していたり（Sudan陰性），

　No．53　；（十）　　　　　　　層　　　　　　　　　　細顯粒が翻倫して類晶状粗穴顯粒化したもの，或は細

　主として左室内膜側に可成り多数のGP変性菓が散　　穎粒閥にも稽淡染する均質なPAS陽性物質を満たし

在し，閻質に近い方に梢多いかと思われるが，余りは　　　ている所等がある。

つきりしない。禦状乃至粗大塊状のMPS型のものか　　　2＞o．58；（十）

ら，粗大穎粒状乃至紡錘形の類晶型，1に微細顯粒状　　　　GP変性巣は少数ながら類品状を畢するものや細穎

のものに蚕る迄隙々な割合で同r・変性巣内に漉在して　，　粒状のものが融合性にMPS型に近い｛生状を黒しでい

いるものがある。微細願粒状の変悔物は一見Lipo一　　る園の等が散見される。

fuscin　eこ極めて類似しているが・Sudan染色性はな　　　　本～洋でばGP変性以外に，筋線維の小衆胞形成，周

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　核塵の拡大，1〈timmerchenkettenbi！dung等が部分
　叉微細頼粒状のものが集合して類晶型或は融含性の　　的に見られることが多い。

MPS型を畢していると思われるものも見られる。　　　　　　〔K〕第IV実験の小括

　その他の筋線維には所々横紋の梢不明瞭化したもの　　　実験1，皿群のいずれにおいても4例中3例に種々

や，周核庭が僅かに拡大したものが着干ある。　　　　　な程度に，種々な性状を堪するGP変性i単が散見され

　No，54；（十）層　　　　　　　　　　　　　　　　た。変性巣は一般に類晶型のものが梢多く，粗大顯粒

　MPS型と類晶型のGP変性巣が少数散在している　　　状変性物質や細穎粒状を呈しLipofusoin類似の形態
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を示すものや・更にその間の移行形態も種々な段階の　　　穿刺という機械的刺戟が心筋のGP変性を発現せしめ

ものが見られる。しかし明瞭なLipofuscinとしての　　　たものではないかという疑問もある。しかし之は第E

性状を呈するものは殆んどなく，Sudan　III染色で着　　　実験の成績のように，心穿刺を行わないものでもDO

染するようなものは認められなかつた。　　　　　　　　CAの注射のみによつてもGP変性が発現するので，

　このような種々な類晶型のものと混じて，或は単独　　少くとも機械的劇戟のみがGP変性の発生要因でない

に架状又は粗大塊状のMPS型の変性巣も散見され　　　事は確実である。（表6参照）

た。対照例ではいずれの型のGP変性巣も見られな

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表6・　　　糖蛋白体変性発現状態

実験1群の比較的飢餓例と隣の完全飢餓例との間　　　動物

のGP変性巣の性状の差は余り顕著ではない。たぼ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番号
群の方に変性巣の数が梢多い傾向がある。之は死に至

かも知れない。とにかく飢餓という実験的消耗状態に

際しても，GP変性を発現せしめることが出来た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
る迄の郷前者の方張いというこ ﾜに齢ミあ・　・匡

総括及び考按

群

　DOCAを微量長期間継続投与するとい．う第1実験
においても歎量繍間投与するという第峡駒こ　E

おいても，若干の個体差を示しながらもrflt’ts蛋白質分　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

3

4

5

37

38

　　　　　’　　XLt’　　　　　　　　　　　　　139

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
劃の変動即ちDysprotein駐mieを発現せしめることが　　　群i43

出来た・それと共に醐厭おいて種・鍛階の購　　i44

白体変性を生じたことは，全く予期しなかつた現象で　　　r

あり，はからずも糖蛋白体変性の実験的生成に成功し　　　皿

た訳である。

　従来糖蛋白体変性特に粘質多糖体型の変性の発生条
件については，すべて人体欄の統計的珊。よ魂　群

のであり，悪性腫瘍等の慢性消耗性疾患等に際して多

40

41
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発することが大体認められており，その他にも甲状腺　　　　さて心筋廟においてGP変性以外に，　Dysprotein昏

機能低下の場合にも発現するという見解がある。しか　　　mieに関連した病変と考えられるものは，前述のよう

しながら，実験的生成に成功しなかったためその詳細　　　に間質又は筋線維間の漿液滲出（水腫）像であるが，

な発生要因を解析することが出来なかったものであ　　　之とGP変性との関係は必ずしも密接ではない。もと

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より線維化巣内又はその附近にGP変性が多発してい

　今この第1，第E実験の成績から見てDOCAの注　　　る所もすくなくないが，それにしても例えば水腫液が

射という第一刺戟によりDysproteintim’ieとGP変性　　　筋線維内に浸淫して，貯溜濃縮することによつて糖蛋

とが相伴つて生ずる場合に，そのDysproteintimieと　　白塊を発現していると解し得るような所見には接しな

GP変性発現との関係はどのように解せられるであろ　　　かつた。すなわち極めて不規則孤在性に散在している

うか。すなわちDysproteinarnineと云う状態を生じ　　GP変性巣の附近に特に水ll重像が著明な所もなく，又

た異常蛋白成分の滲出により・それが心筋線維内に直　　　人体心筋におけると同様に，GP変性巣は個々の筋線

接流入，濃縮，沈着したものであるか，或はDyspro一　　維内にとどまり，隣接線維に波及しているような像も

teinamieという刺戟により心筋線維の代謝が乱さ　　　ない。個々の変性巣周囲には明瞭な筋原線維や基底膜

れ，その異常代謝産物として糖蛋白体を生ずるもので　　が存在し，上述のように附近には著明な水腫や細胞浸

あろうか，更に又この両者はDOCA注射による病態　　　潤を見ることもない。又他種の変性が多い部にはGP

の二つの別個の表現であり，之がほN’平行関係を示し　　　変性は却って発生することが少く，むしろそのような

て発現するのであるか，等の問題が提起される。　　　　　変性とは無関係に散在している。

　それよりも前に本実験においては血清蛋白質分劃を　　　　このようにGP変性は細胞外からの物質移入や，細

測定するために，心穿刺によつて採血したが，この心　　　胞外から直接作用する障害因子に関係するよりも，細
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Fig　l

　No．1左室壁の軽度線維化巣附近

　の類晶型変性

　　（PAS染色　　×400）

体（MPS）型変性

　（PAS染色　　×400）

Fig　3

　／Vo．1左室壁に散在する小線維化

　部

　　（H－E染色　　×200）
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F、g　4　　　　　　　　　　　　：4　　　藪・

N°・　3左s・E；1，V内鵬下部噸晶型　．　　　　・　孫　・　　・”．

鷲・絶×…）　藍’・　　強謹愛蘇艶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　，　　　　　　　　　じ

　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　．　　　　一　／t　　　・　　　m　　　　　　　　　　へ　　C！k・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贈遡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9脅．’，s　翠　’k－・・　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　一．…　．懸雛↑羅タ…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　va：、糠鞭翻

Fig　5

　／Vo．　3左室心内膜直下部のMPS
　型変性初期像　　　　　　　　k

　（唾亭夜百こより’t肖でヒされなし、）

　　（PAS染色　　×400）

、　ρ　　・轟罪．　＼　　　　・　・
　　　　　ン　　　　　ゆ　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　ロ　げ　　　f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

　　　　　願＿＝．　Σ激瓢㌧…

Fig　6

　2Vo．3左室壁間質附近のMPS型

　及び類晶型変性巣

　　（PAS染色　　×400）
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Fig　7

　2Vα4左室壁の類晶型に近い糖蛋

　白体変性

　　（PSA染色　　x4GO）

耀．一　・一　階　　誹賀縛零　hyu’ine　Que「bt’”de「の形成
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　　（PAS染色　・200）　　　噴・。　　・・’一．』・・∫，驚、b
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀、　　　一　　　’　　　　　　、し　　　　　㍉　　t　　　　　－
　　　　　　　　　　　　　’　　　㌧∫ごrk．・‘．’一・漉　・’
　　　　　　　　　　　　　　　　㌧？　・∴ぞ．∴＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　，》㌦　　　　　’”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　．　　　　　　　　　　　　・，　　　』’　　．，　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’Pt　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt．。、．運襲驚　…．．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r“．　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・弓讐．　・　も　℃　　　曜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、榔　㌫　　　　　　　　　r、．

　　　　　　　　　　　　　　　　曖　隔　・　。』1逢・。．s翼　圃
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Fig　13

　2Vo．39左室間質附近のMPS型

　変性

　　（PAS染色　　×400）

Fig　14

　2Vα40左室壁の数個の筋線維iに散

　　（PAS染色　　×400）
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Fig　17

　／Vo．43左室筋線維の主としてMP

　S型糖蛋白体変性巣

　　（唾液消化後PAS染色　x400）

Fjg．18

　No．51左室筋線維におけるMPS

　型　類晶型の混在せるGP変性

　　（PAS染色　　×400）
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Fig　lg

　No．53左室筋線維のMPS型及び

　類晶型変性巣

　　（Carnoy液固定後PAS染色
　　×400）

No　56左室筋線維のMPS型変
性巣

（唾液消化後PAS染色　×400）

Fig　21

　No．57左室心内膜層筋線維のMP

　S型及び融合願粒状のGP変性巣

　　（PAS染色　　x400）
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胞自身の代謝条件が本質的な意義を有するという意味　　るが，飢餓というような代謝障害の複雑な組合わせ状

で，内生牲自所性の代謝異常の表現ということが出　　態においてもGP変性が発生することは，　Dysp「o一

来る。勿論自所性変性とは言うもの，のその条件を誘　　teintimieとか電解質代謝障轡という個々の要因の関

発する外因の存在を否定する4，のではない。従つて　　　与の租度は不明であるとしても，前述のように本変挫

Dysproteintirnieも，それに由来する、lllt管外滲出蛋白　　　が階雀する代謝異常を指示するindicatorとなり得る

液が直棲的に心筋内に貯溜沈着するという見解を除け　　　ことを物語つていると言えよう。

ば，GP変性の発生要因の一つと言えるであるう。た　　　　次に糖蛋白体蛮性のlltkAftと発現条件との関係である

x“Dysproteinamie　h：　GP変促L発娠の不町欠の因子と　　　が・窮1・第］［爽験において比較されるように火li㌃

は言えないのである。そのことは第皿爽験の成績が示　　　短1り1間投与例の方が微lil：」蓬IUI間投与例に比ぺてMPS

すようにDysprotei磁mieを伴わない単なる機械的因　　　型の変儲il物質の出現が多い。（描訓1【o　この傾向は第IV

子によつてもGP変性を発生せしめ得ることからでも　　　実験の急性（絶対的）飢飼覧と慢性（相対的）飢餓に1察

明らかである。仙晦㈱　　　　　　　　　　　　　　　　して発現するGP変燃についても軽度ながらその傾

　Dysproteintimieという1伏態け同時に屡々組茅哉の電　　　向を示し，要するに比較的1創Ul間に発生した糖蛋白休

解質の代謝障害を伴ba）のであるが，木実験において　　変性巣においてはllll1質葛糖体（MPS）型の物質が多

も検索例数は少いけれども，心筋のK含昂：の著しい減　　　く，それに反して長期間慢性に発靱邑したものでに類品

少が認められた。前述のようにGP変性が内生憐の｛黛　　（Crystalloid）型の物質が多い傾向があると署える。

謝障害によるものとすれば，細胞外のDysproteina一　　この‘lllりごは人休心筋のMPS型変憐とCrystal’oid型

minという状態よりも，細胞内の電解質代該｝障鴇．特　　　変i生について，塩沢が推楚している見解に一一数するも

に心筋においてはK減少に衰現されたそれが，GP変　　　のであるo

性の発現に関してはDysprotein萱mieという状態より
もより密接な園果関係を有することも想像される。そ　　　　　　　　　結　　論

ういう意味ではGP変性とDysproteintirnieとV・m　DO　　　1）家兎にDOCAを微蹴長期間叉は大難1短1り】間投

CA注射による二つの別個の病態であり，それがほL・　　与することにより，多数例にDysproteintimieを発現

平行関係を有しっ瓦発現すると竃うべきかも知れな　　させることが出来，それと共に心筋に糖蛋白体変憐を

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発生させることに成功した。

　しかL又，K減少のみがGP変性と直接的な悶果関　　　　2）実験的に発｛kした糖蚤白体変性の程度はDyS一

係を有すると雷えないことは，恐らくK減少は広範囲　　　proteintimieの程度に概ね比例しているが・DOCA

の筋線維におこつていると推定されるにも拘わらず，　　　の投与総髭1：や投ケ・期間に峠必ずしも関係がない。

GP変性は極く一小部の筋線維に散発的に発生するに　　　3）心臓穿刺というようなDysproteintimieをf1～わ

過ぎないこと，従ってK減少等のような電解質代謝障　　　ない機械的刺戟によっても，実験的に糖蛋白体変性を

害の状態に更に他の要因が加わつてGP変性を発現す　　　発生させることが出来る。

るものと思われる。この事は，同じようにDOCA注　　　　4）糖蛋白体変性における出現物質はDysprotein一

射という条件においても，GP変性の発生がその投与　　　且mieによる異常蛋白性滲出液が直接心筋線維内に流

総量に関係なく，個体盤が強いことからもうかがえ　　　入沈蒲したものではなく，心筋線維自体の内生性代謝

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障審の表現であり，むしろDysproteintimieと同時に

　要するに，GP変性自体は個々の心筋線維の内生性　　　存する心筋線維の蹴解質代謝障筈等に関係が深いと思

自所11生の代謝障書像であるが，それは心筋腰に広く存　　　われる。

在する潜在性の異常代謝条件に加えて個々の線維に更　　　　5）心筋糖螢白体変性は心筋層に広く潜在する異常

に特殊な要因が働き代謝回路の変化を来たし発生する　　　代謝状態の指標（indicator）と見倣すことが出来る。

ものと考えられ，従つて前春の状態のindicatrorと　　　　6）心筋糖蛋白体変性は実験1内飢餓状態においても

見倣すことが出来るものである。　　　　　　　　　　　　発生する。

　第W実験が示すように。相対的乃至絶対酌飢餓状態　　　7）実験的に発生した糖蛋白体変性単の性状につい

を実験的に作り出すことによつても，GP変性を発生　　　ては，比較的短期間に，生じたものは粘質多糖体型のも

せしめることが出来た。このことは従来人体心筋に　　　のが多く，梢慢性に生じたものは類晶型のものが多い

おけるMPS変性か優ll生消耗：りこ態において梢多く見　　　傾向がある。

られるという見解を実験的にも裏書きするものであ
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