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白鼠皮下結合織内への寒天注入に依る粗大膠原線維
生成の組織化学的研究
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多糖類性組織Jit；質と，線維ノ1三成との関係に就いてほ一
甲状腺癌が履々強靱な糸吉合織性被暎及び梁1りこ乃充隔

方炎症，組織損傷等の修復〕1塾糧や膠原病挨患に関し・て

壁状の騨剛澗質酬多成する，臆多くの灘①の向蝋

も，1鋼されている⑪）。又・ラがγ灘献りの欄農の試

る所であり，矢川等②は特に1酬薄繁を承視して組織化

繍Ll；内形成とそこに煮k成された線維の11窒乎纈微鏡的観

学的に迫究，一般膠原線維と同様の染色態度を示す粗

ゆ
察に依り640Aの平鼻，岡期を将つ線維の生1戎には酷燃

大な線維間にKraUS染色セこ依る所謂7クシン嫌惟コ

多糖類の巌顯なll畿度の春在捻必要とし，多糖顯濃度の

ロイドと類似の染色態度を示す物質が斑状に存准する

異常は長周期原豹艮維の姻戊や薄板形丹黛などの加く・そ

噸：を観察し，之等特異な問質結脅織の生成と，濾胞か
ら遊離し間質内に既かれたコPイド物質との間に何等

こに4【モ成して來る線維の構築に影響を及ぼし，酸性卿
襯類力《膠原線維生成に刻

かの関係があろうと述ぺたo

し臓要な意味をもつているこ

とを示している。

近時電子顕微鏡及び組織化学的手法の発達に伴い，

以上の報告から膠原線維形成に対し，組織熱獲愛並び

膠原線維の生成と多糖類性組織基質との関連に関すゐ

に酸挫妬糖類が重要な役割を持つていることがわか

幾つかの知見が得られた。

る。そこで先に述べた甲状腺癌の聞質の聞題に戻つて

多糖類を含む粘液性組織基質の存在に就ては，既に
古くBensley，

Sylvin等に依り記載されているが，

特に＝ロイド物質との関係についてみると、甲状腺濾
胞内：

Duran−Raynalsが家兎劇欝での痘苗接種実験中，鍬

tロイドは分子i轟：150，000〜2Q〔｝，

GOOとされ，生体

内最大の分子lll：を有するゲル状糖蛋白体であつて⑪，

丸エキスの感染助長効果より拡散園子を見出して以

この：・Pイドと，甲状腺癌闇質における特異膠原線維

来，この拡散因子の作用茶質として注目される様にな

が何等かの関連を持つているだろうことが充分樵禦し

り・同時に組織化学的手技の適応，膠原病々理の追究

得るのである。然し実際に甲状腺コロイドのみを純粋

等に依り同間質基質と膠原線維生成との間に密接な関

に且其の性状を変化させる專なく取り出す事は出来な

係のある事が明らかにされた。腫瘍の関係にあつても
Gersh and Catchpole⑱｝よ発育速度の早い腫瘍間質

い。そこで著三者は植物性起源ではあるが硫酸々性多糖
類として化学的性状の良く似た，比較的高分子（3，000

に多糖類反応に陽性の水溶性物質の増加する事を記
載，青木もN皮下移植吉田肉腫組織に同様の所児を観

〜9，000）でもある寒天を選び，其のゲル状小塊を白
鼠皮下結合織内に勉理し、其の吸収処理過程並びに同

察した。更に木村⑥は胃癌材料の組織化学的検索から

周囲における膠原線維生成に対する彫響について組織

腫瘍組織周辺に於ける同物質の増加次いで膠原線維

化学的に追及した。その結果本実験に依つても甲状腺

ゐ生成の関係を示し，両管の示す像から間質非細胞成
分を4相に分類した。』 白?n⑥⑦⑧及び宮田・石川。

癌間質の特興な肝腫状粗大膠原線維と類似した構造の

生成を認め得た。

小野田⑨は発癌性物質を用いてマウス皮膚癌の生成過
程を組織化学的手技にて経時的に検索し，既存綜維の

融鰍び獺の願合化蹴き之髄糖類反応陽腿
質の再重合化，線維の再生成の関係を明らかにした。

第1部

組織内多糖類の組織化学的検出に際

しての固趨及び染色手技の検討
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TS

組織内にて粘稠なゲル状態をなして存するピアルロ

・轍耕とする獺多1糊は・知講糊では水

衰1

｝fl…

圃

に溶解して，粘糊な水溶液となる事が知ら身1ている。

2，Zenker氏液
3・M｛iller氏液

4・fitiiアル：

の襯蝋・欄魍澗舳・1）・い・・色・と
考案がなされて来た。一一般に従来の組織化学の成雷⑫

P．一・レ

7．Bensley氏液

8．

Rosmalm氏液

（ピクリン酸加閣短液）

（ピクリソ酸川「旋液）

9・BZ−10液（酉告酉変釧ヤカll［i／iav，t−i液）串

欄と．・てのピ・・細鞭・胤，・・一・
は両者を併せた固定液を考案して好成績を収めてい

@｝1：鷺看鹸饗水騨闘騰灘，・綜
．一一…

る。i又鹸近は凍結轄燥法の使用滝：，推奨されている。然

一

・一・・．

＊

し醗剤は次の染色過勘謝す7，媒染ll勺蘇も考慮さ

れ・尚蘭・余糖鵬・溝…臨篇河

剤

・1：蹄蕪31｝磐，。㈱㈱

⑬は水を避けた純ア接コール又にCarnoy氏液による
固定を郭め，又B・・e・，G・、ユd・・等は男ljに剰綴白

負㌻1母

「砺。、D、。，。液1』層¶

標本作製中此の様な多糖炎［11生基質の性状や正常の分布

状態蛎L調徽く椥1けるため，単に組織化学的報

箆

9巻

＊

10％酬酸鉛水澤葦液

t；ア・・拙ア添加贈謂1融鉛水轍

：：：：，、：1；，鰯潤、騰｝榊ノー．一、轍

瀬及び砂原⑭⑰は撫移糖類に伏7．−i膜様鵬里覧追究に｝且舜

（砂1ト1954に依￥，）

り，糖蛋白沈澱剤として種々な暇金繍を添加し．た岡短

剤を各種調整し，従来用いられて来た諸妬糖類染色泓毫

灘難蔑聯黎1〜、灘総1；灘

爽2

乎

披

3・Lillie氏all（，chmmo染色

本にてmaも満肌得る蝋鮒／，・ltると述べている。

4一測蝋PH引t・1・i

又染幽・ll収・灘・㈱謡1・・鵬PA・…
pイ1

色

｛一一一1−一謙離酸穿11膿癒，

鉛，次酪酸鉛水酸化バリウム加骸17i三斉1］にて閲定した標

．，

染

色は不適で・H・1・氏lil

tme

methylen蒋法，共の考

案になるAlka玉i脊法を推賞

鉄法・P。lych・・me−一

・

（1

in

l摺甑

1：さ1翻1認膿藁竃llL
通・詩燗質繍1染色

7．

van

Gieson氏染色

している。顯繍類の翻剛してPAS法の不適
8・M・1・・y口Azal1麟色
当繍・既1・・帽清構欄ll誓している．㈹，入 ．＿9・．望elgrlt些機蟹狸

一tt＿＿＿

実験の組織化学的研究に入るに先Yt二ち基質多糖類検索
のための岡定剤並に組織化学的手法に少しく検、1寸を行

るPolychrome−metliylen

つた。

l弩染色像を示したが，岡図

にも明らかな様に組織の顕微鏡像は側用した間驚剤の
種類に依つて可∫武りの変i勧が．見られるc

材料及び方法

i）

材料として7例の寒天滑入実験動物の注入部位組織

履も一・般的な圃竃剤であるが，謙了礼技に依り検出さ

及び肝，心，腎，皮膚」の小片、死后剖検迄比較的時間

の短かつた燗の入儲験例の心，

llili，肝，脾．

び1例の纐瘍組織を用い，叉併せて塞質多糖類検1±iの

好試料と考えられる隣帯2例に就いても観察を行つ
た。

10％ツホルマリン液

れる多糖類中PASに比較的反応しない暴質の酸性多

N及

糖類の反応力轍弱で，．眼染性は発現し鰍，醐性

物質は聞質線維上に不規則に凝剛f謄して，線維間は

寧ろ空厳となつて観察される。細胞内のPAS陽性顯
粒，同法に依る基底膜構纂の検索には支陣を特に覚え

使用した圃定剤並びに染色手技は菱1及び爽2に示

ないが，藩質多糖類の検1上｝には適せず，又同物質の嗣

す通りで，各試料につき各々の間矩剤，染色手技を組

定中の逸央も考慮される。殊に酸性に傾いた場食拳

合わせその成績について比較検討した。

pHがやXもすれば中性から編する琳が泓意される。
ii）

観賊績

各試料に於ける成績を通覧すると第3衰の如くであ
るが，之等の沓員に就いて夫々其の特性を累己する。

a

Zenker氏液及びMii1】er氏液

共噸・。職腿剤とする閲定液で、有｛藤。頗

間定剤

第1図に同繊器より得た心筋の総の間定剤徽

に昇赤が加えられている。之等の重金属は多糊類の沈
着に有意e：

rF用している遮と推定されるが，…方媒染

的効果をも有し，一一般に鮮かな染色線が得られず，又

一部t。1・idi・青染色｝謝し騨が速かで，異難の

1960・1
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表3華質多糖類心筋綺1維及び肝細胞内グリコー

を申心として鰹し煽蹴斉llに於け
る染色性の異同
@t−一、、一一一一一．．＿』＿．一．一、
＿＿＿＿

an

考えられる。

三・）B。、i。職，

tt．．．t「＿＿＿、

Ben，1，y鰍及びR。，th、nn

氏液

B

踏は多糖類並びにll韓泊の沈澱効果の良いピクリ

llll臨灘羅1欝

燕轟難書蹴調・膿
爺譲翻講露
｝…一……｝一一 @

｝

Miiller液氏
純アルコール
B・n・1・y」磁

BZ・−10液

・トレ十
1
：1，＋＋

々不均・＋一となり，

PAS法以外の諸法の組合わせは満

肌難い・

：レ1卜 十士十烈： 十＋
v）BZ−10液及びBZ−1（）A液
＋・1卜 ＋F＋fl柵冊．卦＋
之等・剛…及びアルヵ州騰酸脳澗難液に依り，

翻叢夜難難慧卿
ROSmann氏液

染性鵜・対す・絶1・酬双…m聴獺

『…一一一一一t−一一一一一pt−．．

フオルマリソ
十十ト
十十十十
Z・n1・e腋氏 ：1： −lt・．F ：lr

巖曽繋譲雛監

士．］＋

：1∵ll−

多㈱酬・醗1は比嚇く保働騨性

±，ヒ，lt

：ヒ：1：：ヒ．1：

・！卜＋

t／Wift

州ト！t−1＋

ti，−1ト＋
1−1−＋

・もi械娘く糊する・り讃陽1物質は謝職1
く疑薪する11．1：

彬トト

llに圃

1：く，綜維問に禦状乃帯びまん性に証明

されるが，細1包成伽よや魂縮の傾働ミ見られる。

墨竺一並三挫脳ll繍罵臨騨聯，視は。ル。．ル
溶性の強い脱水盤を有するにも拘らず，諸成分の収縮
発現も不良で，形意的には収縮も少なく比較的変形の

は比較的軽疲で，基翌愛多糖類の燗定は前奮に似て1司様

芝しい良好な成績を示すが，組織化学用閲定剤として

良好な成継を示す。殊に心筋の筋原線維東・肝細胞の

は良くない。

胞体内願粒構遊が良く見られ，異築性の発現は極めて

iii）純アルコール及びCamOy氏液

良好である。

共に純エタノールを主体とする固定剤で，成轡の承

、以上諸閲定剤の特｛畷liを欝己載して來たが，之等の成綴

す様に番種多糖類染色陽憶物質の保存は艮く，異染性

よりしてvアル1・一一ル，Carnoy氏液，

も可成り明瞭に発現する。

液，BZ−・10液，

物質の保存，染色性は良好に見出されるにも拘らず

第1図c，aにも見られる様一部の物質は圃定液の浸

BZ−1（〕A液，

Rosmann氏

BHE液の舗固窟剤は之

等多糖類性物質の保存｝こ満足し得る成継を示したが，

純アル＝一・一ル，

透方向に向つて移動する像が見られ，酸性多糖類，
PAS陽性物質も又同様の性状を示し，蕊質多糖類も

Camoy氏液は物質の移動の点にて，

又Rosmann氏液は鼓の染色成品責よりして尚難があ
り，

BHE液が最良と考えられる。

線維表面に強く凝固する傾向を示し，此の様な点から

細部の物質と形態との関連を追究する目的に対しては

必ずしも良好な成績を示さない。形態的には後者はア
ルコールの脱水収縮効果と氷酷酸の膨化性とが適宜に

相殺し，前者より優つている。
酸性溶液ではコラゲンの一部が溶出する事も考えら
れるが，以上の成績からCarnOy氏液は固定時間も短

染色手技

i）PAS染色
多糖類は各組織こ依り央々その組成が異り，粘液、

軟骨に見鳩されるコンドPイチソ硫酸，ムコイチソ
硫酸等は比鮫的良く反応するが，間質塾質内の酸挫多
糖類は其の反応が弱く其の検出は殆んど出来ず，本成

く且酸度も著しく高く，此の様な状態ではコラゲンの

績を以て之等の｛生状を論議し得ない。此の点に関して

流出は強いとは考えられない。LH，．し其の強い酸性は検

は既に諸文1獣の指摘する所である。

討した範囲では特に染色の成績に明らかな影響を認め
ないが，然し強酸性溶液である以．上染色性が乱される
危険性も想定されるので，1⊥陳れば避けた方が無難と

ii）Hale氏酷酸コロイド鉄染色
PAS染色と比べ其の特異性の範開壷ま狭く，酸性多
糖類に特異性が強いと考えられており，基底膜構造，

36−（36）

第9巻

間質線維間に含まれる特定の形状を欠く酸性葡糖類構

第1・舅｝

しっ一k，ラツテ皮下結脅織内注入寒天の処1！il過程を組

造を比較的良く染め出す。

織化学的に追跡し，其の粗大膠原線維生成との関遮に

iii）Lillie氏allQchrorne染色

就いてll巴「究した。

Lille K PAS染色にWater blue一ピクVソ酸液に
よる膠原線維染色な併用した方法で，両者の形態的関

材料及び方法

連を求めるべく試用された。好銀線維は一般にPAS

動物は伺喰約2009の成熟ラツテを用い，又注入に

染色に陽性の紅色に染出され，脊色の成熟膠原線維と

使用した興天は細菌培獲培嗣の精製粉未寒天の10％水

の関速は明らかに追究する事が出来るカ1，前述の様な

溶液を關化させたものである。

点から間質基饅内の多糖類成分との関係を求める：jl｝：は

観察1よ大腿外側の皮下結合織内に約1・0〜2・Occの

木法に依つては検索し難い。

i・）大野氏pH

寒火を注人叉は旬埋した盾、1〜7日間にわたり経時

4，1t。luidi・τ操色

轟染性な検出するための稀薄t〔｝luidin

i、留逆のpHな

適当に変じて染色を行う方法は，原法としてpH
pH

4．1，

pH

的に屠殺して矯J所をi！文IUし・組織化・判白癬1勧飢
た。父メスに依り結合織より下剖1筋層に1ヨ・1．る切｛iilな

2，5，

加え，其の修復の過穫な追及対1照とした。

7．0の3階程な行う様記載せられているn

然し等電点1．5前）t

ll沢の注入には初め，完余に間化しない尚腰かい溶

fの又はそれ以下のn）uco・一一及び

液々注射fl

chondroitin硫酸に対し，獅ll，llエを4，0附近にイ『する

hyalu「on酸を含む基飯多糖類は先の木村の胃癌に於
ける。又諸成灘が記撮する様pH

4・1に於

メスにて皮下結合織を剥離せしめた後，湛創筒内に悶

化した寒天を採り，注射釧なつけずに傑1聯した1卑下結

kを暴するが，木法は闘宛剤に

依り強く影響され，アルコール系固驚剤にて強く発

t／1澄射針を以て注入する方法を

第2群における健験に際しては皮膚に小切開をカ11え・

ける成績にて他法との比1麟察な行つた。闘禦郡闘多
糖類は全体に良く異染｛

iに取り，

く拡カミり，一ケ所に塊状堆積を臼三り得なかつたため，

4．】の液にて鹸も明

瞭な撮染性を示し，本だ験に際しては，pH

・1−

試みたが，同法では寒天液は圧｝・こ伴つて結合織中を広

合詰セ内に2．O〜3．C

ccな「【三入．数針縫合して其の逸脱

な防いだ。全例に溌創1巳茎染を来す：ヨ轍く，又蜘購1失

現，之等にあつては一一部の闇質基質，肝細胞内穎粒，

した際のh傑な考慮して一楽には活性炭粉米を1昆合し

心筋々原線維間構造には高度な駈隣染性が発来し，鮮紅

たo

色を黒する。又之等の腰本は単に異染性が量6醍i著である

ばかりでなく，染色性，抗祖色性も強い。之に反しビ
リリン酸使用間定剤を位用した切片では染色性，異染

実験成締
注人された寒天塊は切片裸木仁1コにあつて片々とした

性の発現が顕著でなく，槻色が速かで両湖を組合わせ
る琳は不適当である。
v）

Polychrome

均質な塊とLて観察され，多糖類の組織化掌的諸染色
に対しては第4表に示ポ様であるe翠ヲ：は主要な多糖

methylen

l！『染色

Unnaの考案になる木液は甲状腺ロPイドの染色に
対しても塩塞性フクシyと組合わせて用いられている

類戊分に方恐ける各単糖類間の結合が1−3結合である

ため，多糖類に鵬しながらPAS反応は殆んど陰・匡iiに
近い。

が，前着と同様異染性を検出する方法で，アルコール

系固定剤，ピクリン酸加固定剤に依る差異は又本法に

表4

も購に見られるが・期麟は安定して馳・異染

各染色にょる寒天塊の染色態度

うAS難（Lilli。氏法）

性，染色性の点に関しても優れている。

以上各々の染色法に依る成績に就いて記載して来

た調様㈱鰹た砂原⑯t

ピ列職融色

Il｝淡紅黄色

Hale氏酷酸コロイド

淡

脊

（士）

色

）・・1−1・1・邸鞭・．撒瀦齢濫購色欝魏

イド鋼絶・・1k鼠晴染色及びP°1ych「°me隔methylen
青染色を推賞しているが・吾々も叉H訊ie氏酷酸コμ
イド鉄法，polychrome−methylen脊染色に満足し

（異染性一軽度陽性）

po玉ychrome−methylen粥染色 紫
青
Goldner氏trichrome青染色
淡 黄 緑

色
色

得る成績を得た。

第］1部 ラツテの皮下結合織内注入寒天塊の
吸収処理と粗大膠原線維の形成

寒天塊に．対する個体の反応は比較的軽微で，寒ヲξ塊
注入処置に依り，叉吸収過程にあつて周囲の既存組織
を描う粥が少く，従つて之に伴う修復機転等顕微鏡像

第1部の組織化学的手披に関する検討の成績を参

を復雑化せしめる因子に乏しく，注入された寒天魏の

1960，

1

37−（37）

陶

a

き翼四

雌繊

第1図

各固定剤に依る入心筋細胞所見

a．10％フオルマリソ
e．Rosmann氏液

（ポリクロム・メチレン青染色）

b。Bouin氏液
f．

BZ−10液

c．純アルコール

d・Camoy氏液

g．

h．

BZ−10A液

BHE液

38−（38）
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麟
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第2図

触

，，：、、、

o ・
《、
〒

髄

」

，

籔
Zl

魯

通常（左），寒天注入実験に於ける（中）及び甲状腺癌間質の諸膠原線維豫

第3図 寒天注入后24時間目の周囲結合織
の浮腫状開離

第4図

寒天注入后24時間目の円形細胞浸
左方の淡色均質物質は寒天塊

潤

1960，

1

39−（39）

蓄

職

訣犠灘灘鏑

第5図

寒天注入後4日目の像 円形細胞
滲潤層が厚く発達，周囲に粗大膠原
線維の形成を見る

第7図

注入后5日目の浸潤 細胞層周囲
の膨化膠原線維の新生

第6図

細胞滲潤層の欠く部位の粗大膠原
線維束と内層のFibrinの析出

第8図 同血管及神経線維束の周囲に新生
しつつ同様膨化膠原線維
（Mallory−AZan染色）

40−（40）
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蓄
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第9図

〈s、

．鵡

．塾
㌦・

襯芝・

』…

注入后5日目の材料に見られる網

第］0図

状の膨化膠原線維
（Mallory−Azan染色）

吸収処理反応は一見周1用組織の反応を殆んど欠き．叉

両者問に結合織性被膜の様な構造をも形成する事なく
経過し，此の点寒天多糖類と生成膠原線維の関連に関

同右の強拡大像

上方の淡色均質

網状の部位が，青染する粗大膠原
線糸1叢

が履々取込まれているのが認められる。

此処に見出された巨細胞は，核は一般に大きく，類
上皮核で，核数は一般に少く，1箇の細胞当り数個の

する観察に当つて極めて有利であつた。従つて切創に

核を保有するものが多く，配列は異物巨細胞よりもむ

よる対照実験に依る対比検討の余地は余りなかつた。
寒天が注入されると，先ず周囲に浮1睡状の軽い腫脹

しろLanghans型巨細胞に類似して辺縁に圧排されて
いる。之に類似のpi細胞は又飯田⑳が所謂巨細胞性甲

が見られ，蛋白成分の比較的稀薄な組織液が蓄積し，
各組織成分の軽い離開が起る。（第3図）続いて一時
偽好酸球の軽度な浸潤が来るが，同細胞浸潤は間もな
く単球・淋巴球を主体とした小円形細胞浸潤に置換さ

れ，注入寒天塊を取囲む様に厚い細胞浸潤を形成して
来る。（第4図）時間の経過を共に組織球細胞も少し

状腺炎においてコロイド周辺に之を取込む様に出現し
て来る事を記載している。然し対照として行つた皮下
切創部にあつては更に肥腓細胞，更に少しく遅れて線
維芽細胞の増生が見られるが，寒天注入部周囲の結合

織には之等細胞は全く認められず，又切創部に一部出
現した好中球の出現は全く見出されなかつた。

つつ見られる様になり，浸潤細胞層は漸次其の厚さを

注入後3日目及び4日目に至ると寒天塊は可成り容

増し，寒天は同層の中に小片として取込まれ．小円形

積の減少が見られ，之を囲む細胞層は厚くなり（第5

細胞に取囲まれて漸次其の大いさを減じて行く。寒天

図）且之等の周囲の層にエオジンに淡染する不規則な

塊の染色性は先に表4として示した通りであるが，小

網状乃至帯状の沈着物が見られ，一見習腫状に濃厚液

片として浸潤細胞層内に取込まれ，其の処理を受ける

が貯1留した様にもみえる。種々の染色を施すと，初期

様になると共に，これ迄見られなかつたPAS染色陽

はPAS陽性，

性能が漸次現われ，淡紅色に見られる様になつて来

り，異染性を有し，叉通常の膠原線維染色に対し，

る。叉之等寒天片の周囲には履々多核の巨細胞が出現

Hale氏酷酸コロイド鉄染色に淡く染ま

Mallory−Azan染色では赤紫色に，

van

Giesonでは

し，寒天塊に附着，之を処理吸収する像が少数乍ら観

帯赤黄色に染まる。同構造は寒天の吸収とこれをかこ

察され，其の胞体の一部にはPAS陽性の穎粒状構造

む滲潤細胞層の縮少するに伴って，其の空隙を置換す

1960，1

41《41）

る様に発育する。之等の間には毛細血管の新ノk，線維

動物組織を構成する多糖類に関してはMayerは詳

芽綱包の燧臆全く見削τない・此の様な1朧は速f・・

細な分類炎な撒していそ、。組織1纈触す卸1噸は

π変じ比較的微細構造な持たなし・均一な膠原塊に変じ

1卜L：の分類炎の酸性粘液多糖類に属し，其の瀧なるもの

て来る。此の際線維はvan
尚・rl

Gieson染働こては赤く，

としてビアルロン酸，ヘパリン，コンドrtイチソ硫

に黄色調をm二びMa110ry−Azan染色では禦断

酸，ウr＝ソ酸等が挙げられている⑪ll駒：はテングサ

色に染まり・｛売全に膠原線維と一致するとは云い難

（Gelidium）醐よ1）得られる植物惚勢糖類であるが，

く，細包質同様の染色効果の一立1赫を窺わせるが，之等

佛噸愛性多糖類であつて，推定分r・｝：3，000〜9，0。0の

の微細な差異を除けば膠原線維と同様で，又Goldner

物質で⑯，一ヒ

氏Trichrome染色ではいずれも鮮緑色の色調を示すo

学的性状を有すると考えらオしる。

然し之等に多糖類の染色法を施すとPAS反応
氏酷酸コロイド鉄染色，toluidin脊染色，

Hale

己の組織戴質多糖難｛と可成り共通した化

本観察にて寒天塊はリソパ球，単球智霊体とする細

Polychr（，）一

胞浸｛llll周に取闘まれ，細片化されて其の処理を受ける

me−methylen筒染色に対し軽い陽憾態度乃i飛異染1ど，1三

と集に次第にPAS陽性能が現われ，間もなく此の細

を呈し通常の膠原鱗働こ∫・ヒベ多糖類成分の螺1な事

胞浸潤層の外暖驚当つて特蹴湘蝿騙拳維の沈蒲層

が知られる。一一方又此の様な所見は丁度膠原線維、と間

が漸次発育する像が掴此られたo次セこ甲状腺に於ける

即願多糖類の中間r鱒度であるとも却・1酬【懐

・財ド郷1糠縦澱形成過程び潤係に就て少しく

る。之等の構造は時間の経過に伴いi隠い円形細1抱浸ll判

比較考

を受けて線維は次策に細く角鞘1【1して来るが，部分的に
一部小」血管か神経線維爽を囲んで

1状腺でぱ癌に際し・曝々濾胞

が其の生成した翻ロイドを統分に包口目し得ず，そのた

1・1状腺癌

めtT・イドの間質内への流入する像が見られる。前麟

間質のiD甑基質に類似する所が大で，只甲状腺癌1｝賑至
の夫にあつては，其の中に尚同化しないまxの所謂フ
クシソ嫌性コロイドと同様酬ヒ鱒鍍な示す物質の斑

rl

構造が破1裏され，又コuイド形成能を有する睡瘍＄1｝1胞

1静こ密に増！，kするの

を見る拝もある。此の粗穴な膠原線維の像は1

｛を加えてみた。

は泌縮甲状腺にてRienhoff⑰の記載したコv：fド脱
出の傳1に可成り1蓑似している。之等のコPtイド剃闘に

は全く糸1哺包浸潤が見瞬董3，・

状乃範滴状沈着が見られたが，木例では全くその様な

，其のま・の1隙で1順皐占

合組織に接する部位，次いで周辺より次館に染色態度

構造を認めなかつた。

を変じて，膠原線維と同様の染色性を獲得し，同時に

7日目になると寒天塊は麻穿吸収され，細胞浸潤鱒

全く犀ヲ質に見られたコロイド塊中に太い

が残り，其の申に小島状に寒天の小片を見るにすぎな

い。線維は次第に離開が進むと共に細長となり，通常

胞成分の浸入して行く像は金く見出されない。之に対

の膠原線維に近づぎ，此な様な構造に依る所謂搬痕化

しtl入鰹天の場禽は直接に膠原化を来さず，一一EE』・円

の状態に達する。然し線維芽細胞は全過程にて全く観
察されず，従つて本線維は同細胞と無関係に形成され

｝1｝状乃菟粗大

線維構造が窺われ，る様になり，此の間結許織側より細

形細胞周に依り何等かの処埋変憾を受けて再び岡騨の
外fl

た膠原線維とも考え得る。然し又線維形成に於ける線

ll

：沈積9一る。此の際の状況は甲状腺組織Vl

ji｛zける

コロでド脱Hlの像に類1￡疋しでおり・之より先は1川者と

維芽細胞の役割の一一端を窺う端緒になると考えられ

よく類似して澗囲より，速かに膠原線維と同様に染色

る。

熊度を改めるoたぼ甲状腺コロイドにあつては，変憾
寒天多糖類が速かに月．全体一様に膠原化するのに対し

考按・

て，

T

1

Tr￡bの鯛押イド様の染色鮫を示す物質が
斑状乃盃滴状に異質のまX見出されるσ窪天と甲状腺

甲状腺癌聞質に見られる特異な均密且粗大な膠原線

コロイドの両多糖類成分の膠原化に利用される過程は

維の生成の機転に対し，高分子ゲル状の甲状腺ヵPイ
ドの糖蛋白が強く影響しているとの撫察を起点とし

ー様ではないが，多箪の高分子多糖類性物質の存在と「
粗大膠原線維の｛，1成との点セこ就いては．II樋性が指摘さ

て・植物性硫酸多糖類である寒天を白鼠の皮下結合組h

黷驕B
次に之等の見出される粗大膠原線維と通常の膠原線

織内に注入し、其の処理呼収の過程を組織化学的に追

究して注入後4日目以後において，其の細胞浸潤層の

維を比較するに，各々の組織学的所見は第2図に見ら

すぐ外層に膠原線維染色に対し通常の膠原線維と同様

れる様で，其の性状の異同は又第5裏の如くe：一一一括さ

の態度を示し甲状腺癌聞質に観察されたと類似する

れる。

比較的均賃な糧火膠原線維の，一一・一部では網状に連る所

見を得た。

、

一

・

表にも見られる様之等3者は通常膠原線維染色であ

るvan

Gieson染色，

Mallory−Azan氏染色，

GQレ
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表5

正常膠原線維，寒天灘入による粗大膠原線維及び甲状腺癌闇質のり1眠1伏構造の比較

正常膠原
形

細

状

線

維

寒ノミ注入によつて生戒せ

線維
状

甲状腺躍i間質に認められ

しめた粗火・膠原線奉lli

る肝豚状構造

粗大繍鰍ノラ酬｝状｛1徽

均鰍C帯状の書髄乃…難

物質で，［卿互に欄1・）［の集合して一見板状の所

網状。榊齢す。

瞬を呈す・。

［

線㈱造の絶態馴

v・G・染色

1鮮

Ma】lory−Azan

青

Goldner

淡

PAS
Lillie

第1培

反

応

染

性

染

色

性

緑

色

鮮

赤

色

鮮

仏

淡

鮮

青

線

色

色

灰

色

青

（一1・）

概

様

ね

〜

（一部帯iSli〔）

1轡

色

緑

｛
色1紫

（−1・v）

様

・

［

色

㈲

ト

紮
一

色

淡

（t）

（・一

一

色…赤

1，！i

（二の

j晃allochrorne

異

赤

青
（＋）

〜

色
（−H）

i構造中に染色i生を撮にす

1盈廉瓢脇嚇鎌
1
ゆ
1乃棄滴状沈着を見る。

線維細胞との関聯

陳旧性の搬痕組織を除き

鱗鰍鞄の増生，同紐i胞｛准に同じ

線維の周囲には必ず線

との関係は見られない。

l

i

維細胞，同芽細」抱が見ら

iれ・齋接な関連が窺われ
1ゐ。
浸

潤

細

胞

り搬の性格よりしても小i一部セ酬・巴球様細胞の出
円形細胞の軽度乃張中等 トi現を見る事もあるが，一一

1病変に依存する齋見であ

浄が凝々1肥㈱胞の江ll

騨襯柵 u灘聖婆騨

I在が注意される。

dner氏trichrome染色に対して可成り良く似た染

り，又正常膠原線維に見られる様な間質内の多糖類性

色態度を示している。然しPAS反応｝ま軽微ではある

獺の騒が全く見られない・膠原線雄の生成蹴し・

が陽性であり，Lillie氏all。chrome染色をよ何か他の

ては中馬⑥⑦，宮田等⑨の観察にて基質多糖類の推移

糠物姶んで鮮龍に難らない・叉懸性裾し

との髄が示されているカ1・織験に得られ燃維構

く明らかとなつている。之は其の発生冊地の条件より

造は，甲状腺癌1髭順における例と同様に線維様構造自

しても盾2者が多糖類成分を豊欝に，一部過剰に保有

体蛯窩に多糖類成分を含むにも拘らず．間質には多糖

している事が挙げられる。特に差異の晃られる琳は，

類性基質の増量を伴わず，又形成された変質処理寒天

通常膠原線維は線維細胞乃歪は線維芽細胞と密接な関
連が見られるのに対し，他の2者には之等細胞との係

累を全く欠いており，線維が析出して来るとの感があ

多糖類が，甲状腺にあつては流出諏ロイドが其のまx
の形状で膠原化されると，其の后に更に線維の付加，

増餓が全く認められないq此の様な所見よりして粗大

1960，

1
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膠原線維の多糖類1戊分は之等・の異常な多糖類の塊に独

ロイドとの関連の一端を知る1茸1郎〕な以て，i司様高分子

り依存しており，其の性状，糟度の彊異が生成膠原線

酸1ヒts多糖類の…且である寒天のラツテ皮一ド結合織内注

維に異常を起させたものと考・えられる。

入発験tn

線維の生成に対する多糖類のIF．欝に関しては緒言f｝こ

試み，其の過程な組．緒i化学rlζ」に追究した。寒

天に対するラツテの個・体反応は滲出な主・体として一一一一般

ても少しく触れた様に，膠原の酉鮒三溶液よりの線91f…の

に隆傲で1膠原繍il…の新生は高度で彫まなかつたが，寒

試験管内再形成と其の冠子顕微鏡的検索ケこ依り，種ル

天は細胞の処理を受けると共PASに陽1．1能が僅かに

な知見が得られている。結合組織より得た膠原溶液に

現われ，次いで注入盾41…1目頃より滲潤細胞願を囲

ロソドロイチン硫酸と稀薄なα…1酸多糖類Vd・・）ils，加する
と自然周期原線維の手馴三を得る事が出来るが，此の際

み，甲状腺に於け鳴るコロイド脱出の像に似た些質多糖

獺の濃厚な沈イ11｝を生じ，繭：ちに通常膠ll｝〔線維と同様

多糖類をや」岡濃度に力llえると基本周期∫ド均2，

r｝00〜

2，2。oXの鰍末の原榊ll…の得ら泌・酬餓，れてい
る。矧瀕としては上記のものの他へ・・v

．一，i

な染色態度徳示す帯状構造に発達して行く像を掴え

た。之鵬分移糖獲〔艶蜘はり変化

・・ソ

雌軍ll購維の…つの像と厩られ・甲状腺細こ於ける

ビソ，父コソドpaイチン硫醜単独の高1理匙度溶液に．依・っ
ても同様な結果をもたらすiT．がRandall，

Fし1jiwara

ll廟【耐蜘1齪との類似からも，同闇概に対する1ネ1状腺騨

ロイドの簸誕な・l／i，1：確認し得たものと考える．

等，馴等に依り報告され，独砒の様な飼醐1綿｝1
維を難榊糊瀬溶辛夜によりて鯛！す融：亭・より，

臓せしめられ

尚併せて紺靴駒I」轍の2，3に1鱒臨・凱閲

定剤としで水醐ヒバ艸ムf鞠アt・・・…

再び自然樋期原綜維に転｛典され，i｝lrj者が溶液rl1の多籾1
類の濃度に関係した可逆的な構強である事が知られ，

一一ル撒にて，

父染色法としてHale氏酌酸コロでド鉄魯蛇・toluidin

1汲びP

叉多糖類を添加する事なく膠賜｛溶液にATPのみを加

・

，lychrome一虞uethylen

lllr液に依る異染性染他

に最も満足される成績を得た。

焔脹周鵬魁なり・之輔］櫛繍樋々燃

繍・噛撚るに離。本研

度で加える事に依り．自然周期長周期何れの醐期の∬翼

殖に御灘」泌御㈹

御校閲な賜った石井，、気華＿郎教授，矢川魔＿．助教授に深

線維にも転換せしめられる1，9が知られた。
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組購学・脚何鰍・か哲敵お・儲者灘織鱗醤三1
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しての論議は避けるが，若し眠子顕微鏡的検素の成績
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①Warten，
the

線維性被膜が，周囲より付加されたものでなく粗大膠

and

Armed

D，

W．

Forces

C．1953

A，
of

MeiSSner：Tumors。f
Pathology，

本観察にては充分推測される像には摘したが確」

：な

織拗勺研究
and

H，

更に其の後の研究に依り，膠原線維生成に対する多

R．

も高分子物質に依る非特異的物理化学反応として説明
するものであつてt従つて同物質が強いて多糖類乃蒸

tance

mal

cancer，

多糖体である必要は認めていないh：・生体内の生理

of

Fr。ntiers

PP．472＿503，
⑤Kimura，

用される蕩なく，多糖類が実際には重要な膠原線維構

charides

約

甲状腺癌腫に見られる餅豚状間質の形成と甲状膜コ

1955

basement

substance
of

of

J．

gastric

ed．

and

cancer，

ground

and

its

A・、t．85：

mesenchyrne

University
growth

of

F．二The

against

Cytology，

Yale

④Gersh，1．

membrane

Am．

resistance

L：Tumor
in

337，1955

organizati（）n

i。1・，y．

natural

的・病的蛋白質塊は高分子ではあつても膠原線維に利

成の一要因である事は尚否定出来ないであろう。

一

洋．九山

tの研究（続）掴理組

④Duran−Raynals，

grounCl

element

and

i・tissue

457−507，1950

された。之等の成継は其の効果を特異物質としてより

35

Catchpole：The

sul）s

・ig。iti、・。ce

される酪がRandal1・Schmitt・Gross等に依つて示

癌46：3

Washi−一

⑨矢川寛＿一。田胤

雄造・布施為松：結節性甲状腺IM

移行関係は認め得なかった。

要

S，

thyroid．

ngton，

原線維に由来する辮も考えられる。

糖類の作用は，他の非生理的多｛縄解質に依つても果

文献

der一

as

an

infection

by

L．

and

Palay，

Press，1958
strornal

polysac一

Gann，46：549＿566，

⑥中馬英二：皮膚癌の基質反応

特に基礎物

質を中心として見た癌の形態学的研究 日病会誌 42
（地方会号）：8−11，1953 ⑦中馬英二・徳田 修：

皮庸癌の基質反応癌

45：189−190，1954

⑧中

44

一・（44）

第9巻第1号

馬英二：癌発生の形態
究の進歩

田

栄

1〕Pl3

「o

石川俊郎

中原和郎・吉m寓三編
一

60，医学潜院東京

癌研

1956

⑰砂原勝己：同．L標題

⑨宮

小！1野【ll孝治：3−4「ペソツピレソ」

組織化学的検討

に悶る「マウス」皮膚癌の発癌過程の病理組斜茂学的研

究

殊に其の結合織の態度

癌

1954

44；279『281，1953

会社

⑩梶川欽一郎：炎症に於ける結合織線維の崩壊と新生
最新医学

第13巻増刷

⑪Gersh，

in

the

glands

of

rats・J・Endocrinology

6：282−287，1950

⑫市

川

収：組織化学

ll｝店

⑩R｛−

Son，
と方法

L（今泉
嵐水社

本1：ll

東京

1953

正訳）：組織化掌及び細胞化学
東京

1954

by

埋論

0⊃砂原勝己：拡散因

因子作用基，所謂ピアルウpaン酸性膜様盈｝晶の組織化
学白勺毒1三り月，

例蓑質1難学子i圷ゴ置冗斤幸艮壬1量

4：467−475，

L．

1954

1955

and

⑰Rienhoff

regressive

cases

and

Palay．

と応用，，

健常成熟雄体の皮膚結合織に於ける拡｝1食

体質医学研究所報告

of

exophthalmic

reticulin、

ll

盤子顧微＄1詮
東京

195り

F，：Ilwoレ

in

the

gviter．

ef

Yale

忠言膠原線維

に関する研究

甲状腺撫こ就て

Frontiers

−251，

共立IU版株武

⑱Banfield，

PP，504−52〔〕，

⑩藤原

川版｛架式余社

1959

51229

1W，

changes

Surg，13：391−425，1926

1958

結含織線維間物質．ピアルウロソ酸性膜様浩構に｝；r七い
第1．報

in

Collagen

予作用藁質に関する組織化〔￥：酌研究一特に証1常皮膚の

て

Il｛東

gland

thyr。id

健常成撚寂兎の皮桝

⑯江」：二不二夫編：多糖類化掌

utional

「炎症」：230−244，1958

L：Glycopr。teins

第2報

縮1｝合織線維問における所謂ピアル1コン酸性膜様造構の

thyroid

Arch．

of

W，

G・：

Cyし（，10gy

ed・

University

Pres巴，

電子顕微金党の理論

㍗会編

PP

164−182，共立

⑳飯川

：太：甲状腺炎

第11踊照急性甲状il泉炎及びRiede1氏

1；1本外科単会雑誌59：1〔183

一

1693，

