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血液塗抹標本のためのPAS染色改良法の検討
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はじめに

PAS反応は過ヨウ素酸シッフ(Periodic Acid‑Schiff)反応の略で, McManus (1946

年)1)により粘液質の組織化学的証明法として考案され,その後Hotchkiss (1948年)2)ら

により各種多糖類にも陽性を示すことが明らかにされ,さらにWislocki

ら(1949年)3)

によって本法が血球の多糖体証明法として応用されるようになった｡
単球系細胞並びに額粒球系細胞とリンパ球系細胞との間ではPAS反応陽性物質の現れ
方に著しい差異が認められるので,本反応はベルオキシダーゼ反応と並び,白血病細胞を

鑑別する方法として意義がある｡また,白血病以外のリンパ系増殖疾患や, PAS反応陽

性赤芽球を認める疾患に対しても診断の補助としての役割を持っている｡これら診断手段
としての使用以外に,最近ではリンパ球のPAS反応は免疫反応に関連していることが多
いと推論し4･5),血液疾患にとどまらずそれ以外の各種疾患について臨床経過,治療及び
予後に閑適した成績も報告されている6,7,8)0
PAS反応の染色方法はMcManusの報告以来,本邦でも小黒ら9,ll,13),糸賀ら10),川

越ら12)により数種の変法が報告されているが,いずれの方法も煩雑な手順と比較的長時間

を要するという難点を有している｡従来, PAS染色ではシッフ試薬浸潰後,水洗する前

に標本を亜硫酸水に通していた｡これは,水洗だけを行った場合はシッフ試薬の除去が完
全とはいえず,シッフ試薬は塩基または緩衝能を持つ物質を加えて中性にすると,フクシ
ソが再生されてバックグランドが赤色を帯び良好な標本とはいえなくなるからである｡と
ころが,シッフ試薬浸潰後,亜硫酸水に通すことなく,直接流水水洗を行うというPAS
染色キット｢アスカ･シグマ｣がアスカ純薬から発売されたoそこで今回,このキットに

よる染色(以下キット法と略す)と,自家製試薬による従来より行われている染色(以下

従来法と略す)との染色性の比較を行った｡さらに,自家製試薬を用いてキット法と同じ
染色操作法の染色性を検討した｡
*
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材料及び方法
Ⅰ キット法と従来法との染色性の検討

シッフ試薬浸潰後亜硫酸水を通さないキット法と,従来より行われている亜硫酸水を通
す方法として糸賀らの方法10)について,それぞれの染色性の比較を行った｡さらに,唾液
消化試験を行った｡

1.対象血液塗抹標本
血液塗抹標本は健常人(20歳代女性) 3名のEDTA ･ 2K加静脈血を用い, EDTAの
影響14)を考慮し,採血後直ちに作成し, 30分間乾燥後,固定を行った｡

2.試薬
キットには過ヨウ素酸液,シッフ液及びギルNo,3 ‑マトキシリン液が含まれており,

キット法の染色にはこれらを使用し,固定液は従来法と同じものを用い後述のように調製
した.従来法の試薬は以下のように調製した｡なお,従来法の後染色はキットのギルNo,
3‑マトキシリン液を用いた｡
1)固定液:アセT.ソ･ホルマリン･氷酢酸を6 : 3 : 1の割に混合した.

2) 1%過ヨウ素酸液:過ヨウ素酸1 gを蒸留水100mgに溶解した｡
3)シッフ試薬:クロマ製パラフクシソ1gを200mlの沸騰水に溶かし,完全に溶

解後50oCまで放冷し,ろ過してlN塩酸15mlを加え,さらに25oCに冷却後重
亜硫酸ナト1)ウム1 gを加えたo混和後,栓をして一夜冷暗所に放置した｡これに
活性炭宋0.5‑1.0gを入れ,よく混和しながらろ過すると無色透明の液が得られ,
その液をpH2.4に調整した0
4)亜硫酸水:重亜硫酸ナトリウム3gを30mgの蒸留水で溶解し, lN塩酸25mg

を加え,さらに蒸留水を加えて500mlとしたo
唾液消化試験のための消化液は人の新鮮唾液4mlにpH7. 0の1/15mol/lリン酸緩衝
液lmJを加えた｡

3.操作法
キット試薬によるキット法と,自家製試薬による従来法による染色は表1に示すように

行った｡また,唾液消化試験は次のように行った｡固定,水洗後,標本塗抹面に消化液を
載せ15分間37oCで作用させ水洗後,さらに15分間同様の操作を実施した｡次いでそれぞ
れの過ヨウ素酸液浸潰以下の操作を施した｡

Ⅱ 自家製試薬によるキット法の染色性の検討

自家製試薬を用いてシッフ試薬浸潰彼亜硫酸水を通さないキット法と同じ染色操作及び,
従来法による染色捜作法のうち亜硫酸水を通す操作を削除した方法(以下変法と略す)と,
従来法との染色性を比較した｡シッフ試薬については3種作製して検討した｡さらに,唾
液消化試験を行った｡

1.対象血液塗抹標本

血液塗抹標本のためのP A S染色改良法の検討
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前項｢Ⅰの1対象血液塗抹標本｣と同様｡
2.試薬

固定液, 1%過ヨウ素酸液は前項｢Ⅰの̀2

試薬｣と同様に調製し,彼染色はマイヤー

の‑マトキシリン液を用いた｡シッフ試薬は次の3種を作製した｡
1)シッフ試薬a :従来法の処方により調製したもの,すなわち前項｢Ⅰの2の3)
シッフ試薬｣と同様｡
2)シッフ試薬b :キット中のシッフ試薬に記載されていた処方｢Pararosaniline
HCl, 1%, Sodium bisulfite, 4%, in HCl, 0.25mol/l｣により調製した.

3)シッフ試薬C :シッフ試薬bをさらにpH2.4に調整した｡

3.操作法

自家製試薬によるキット法及び従来法による操作は蓑1のとおりに,変法は従来法のう
ちシッフ試薬浸潰後の亜硫酸水を削除した方法で行い,蓑2に示したようなシッフ試薬,

操作法の組合せについて検討した.唾液消化試験は前項｢Iの3

操作法｣と同様に行っ

た｡

4.判定基準
各操作法による染色性は糸賀ら10)の判定基準(図1)に基づき,好中球とリンパ球につ
いて陽性率,陽性度を用いて比較した｡
陽性率:一種類の細胞100個中の陽性細胞数を%で表す｡
陽性皮:一種塀の細胞100個について各塾の細胞数とその点数の横の総和.

表l PAS染色法
操

作

法l従

来

法lキット法

蓑2

自家製シップ試薬による検
討

シッフ試薬
固

定110分

水

洗l流水5分

c

水

後
水

洗l流水10分

染

色lギルNo.3‑マトキシリン液10分
洗l流水15‑30秒

乾

燥

封

入

鏡

検

t

キット法
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好中球系

リンパ球系

@

0型

陽性雫員粒を認めない

l型

陽性箱粒が9個より
少ない

Ⅰ型 陽性親粒が原形質に
ぴまん性に淡く桃色
に存在

ⅠⅠ型 原形質の一部に淡く

ⅠⅠ型 陽性頼粒が9個より

存在し､他の部分に
は軽度から中等度に
充満

ⅠⅠⅠ型 原形質全体に撤密に

多いが集塊を作らず
環状に排列

lIl型

かつ濃く充満

陽性顕粒が3列以上

に環状に排列

Ⅳ型 陽性親粒が大きく集
塊化している
図1

結

Ⅰ

PAS反応陽性型の判定基準10)

果

キット法と従来法との染色性の検討

キット法による方法(図2)は従来法と変りなく染色され,キット法の方が染まりがや

や強かった｡唾液消化試験は両者ともほぼ同様に消化されていた｡
Ⅱ 自家製試薬によるキット法の染色性の検討
各種操作法における好中球,リンパ球の染色性を図3, 4に示した｡
シッフ試薬aを用いた場合(図5),好中球の染色性をみると,変法とキット法は従来

法と同様あるいはそれ以上に陽性率,陽性度が高値を示した｡リンパ球の染色性をみると,

キット法は従来法以上に陽性率,陽性度が高値を示し良好であったが,変法による染色性
は不良であった｡また,キット法では血小板もかなり強く染色されていた｡
シッフ試薬bを用いた場合(図6),好中球については変法,キット法ともにシッフ試

薬aによる従来法と比べほぼ同様の染色性を示したが,リンパ球の染色性は不良であった｡

血液塗抹標本のためのP A S染色改良法の検討
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キット法による染色
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法

図6
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来

法

変

図5
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キット法

シッフ試薬bによる染色

法

シッフ試薬aによる染色

キット汰
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シツフ試薬

操作法 偖ﾙx嬰

ﾈ6(6yd

各種操作法における好中球の染色法
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キット法

各種操作法におけるリンパ球の染色法

さらに,変法,キット法ともにバックに桃色がかなり残っており,キット法では血小板の
染まりがかなり弱かった｡

シッフ試薬Cを用いた場合,リンパ球の染色性は不良で,好中球についても染色性が低
下していた｡

唾液消化試験の結果は,いずれも同程度に消化されていた｡

血液塗抹標本のためのP A S染色改良法の検討
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察

PAS染色の原理は,過ヨウ素酸が多糖規の1, 2‑グリコール基群を酸化し,アルデヒ

ドを生じ,次にシッフ試薬と作用させるとシッフ試薬の塩基性フクシソ(亜硫酸と塩酸に
より無色フクシソとなっている)がアルデヒドと作用し,赤色または紫赤色の物質が形成
されるという二つの過程からなる皇色反応であると要約される15)｡この際,シッフ試薬浸
漬後,水洗する前に亜硫酸水に通していた｡これは,水洗だけではシッフ試薬の除去が完
全とはいえず,フクシソが再生されて,バックグランドが赤味を帯びて,良好な標本とは

いえなくなるからである｡ところが今回,シッフ試薬浸潰後,亜硫酸水に通さずに,直接
流水水洗を行うPAS染色キット｢アスカ･シグマ｣を用いて染色を行ったところ,従来

法よりもPAS陽性物質の染色性は強く,バックグランドもきれいな標本が得られた｡

どのような原因で亜硫酸水を通さなくても良好な標本が得られたのか,従来法とキット
法の操作法の違いは亜硫酸水を通すか香かの地に,大きな違いは蓑1に示すように過ヨウ
素酸液による処理時間とシッフ試薬の反応時間が上げられる｡過ヨウ素酸液による酸化は,
低温でかつ短時間内に行われた条件のもとでは高度の特異性を示すが,高温で作用させた

り,その作用時間が長くなると,この酸化反応はもはや特異的とはならず麗々の物質が酸
化され,アルデヒド以外の生成物を生ずる15)｡また,酸化時間が長いために反応が進み,

アルデヒド基がさらにカルポキシル基にまで酸化され,シッフ試薬による皇色反応を失う
ことになる16)｡従って,処理時間は15分を越えてはいけないといわれており,従来法でも
5分となっているが,キット法では20分となっていた｡さらに,シッフ試薬による反応時
間も長時間となると,アルデヒド基とシッフ試薬との豊色反応ばかりでなく, 1, 2‑グリ

コール基以外の近縁基との反応及び弱い活性基との反応も生じ,さらに非特異的豊色反応

(シッフ試薬の酸化による市豊色色素との物理的結合)が出現する,すなわち過染,共染
が起る16)o従来法では15分,キッTl法では多少長く20分となっていた.このようなキット

法による操作を行うと非特異的反応が起ってもおかしくないのだが,実際には起ていない｡
本染色により組織化学的に陽性を呈する物質は単純多糖類(キチン,胃粘液,其菌被膜),
酸性粘液多糖類の一部(モノ硫酸‑パリソ),粘液蛋白(サイログロブリン,ゴナドトロピ
ン,顎下腹ムコイド),糖蛋白,糖脂質,アミロイド,その他をあげることができるが,

血球内のPAS可染物質がいずれに属するかは各魔の方法を用いて同定しなくてほならな
いが,多くはグリコゲソであるとされる｡グリコゲソを他の粘液多糖類,粘液蛋白,糖蛋

白から区別するために唾液消化試験がある.グリコゲソほ唾液中のアミラーゼにより水解
をうけ,この操作後にPAS染色をした場合は不染となる.キット法について唾液消化試

験を施した結果,従来法とほぼ同様に消化されており,非特異的反応もないと証明され
た｡

従来より使用されてきたシッフ試薬aを用いても,キット法による操作で染色を行うと

従来法と同様の染色性を示し,キット中のシッフ試薬でなくても充分染色可能であった.
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また,従来法の操作法のうち亜硫酸水を通す過程だけ削除した変法では染色不良であり,
キッT.法の操作法で亜硫酸水を通さなくても良好な標本が得られたことは,第‑には過ヨ

ウ素酸液による処理時間及びシッフ試薬の反応時間など操作法の違いが大きく影響してい
ると思われた｡
その他にシッフ試薬についてみると,キット中のシッフ試薬による染色が最も良好であ
ったが,その処方をみると,従来のシッフ試薬に比べ全般的に高濃度であった.このシッ

プ試薬のpHは測定できなかったが,その処方に準じ調亜してみたところ(シッフ試薬b)
pH1.4であったが,シッフ試薬b及び, pH2.4に修正したシッフ試薬Cを用いたキット

法による染色は不良で,キット中のシッフ試薬とは同一のものとは考えられず,今のとこ
ろキットのような良好なシッフ試薬は得られていないが,キットが高価であることより今

後の検討課題であると思われる｡

結

語

血液塗抹標本のPAS染色において,シッフ試薬浸潰後,亜硫酸水に通すことなく,直
接流水水洗を行うPAS染色キット｢アスカ･シグマ｣による染色は,非特異的反応もな

く従来法以上に良好な染色性を示した｡また｡従来より処方されてきたシッフ試薬を用い
た場合でもキットと同様の操作法により染色を行うと従来法と同様の染色性を示し,充分
染色可能であった｡
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