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CENTRALNERVOUSSYSTEM INLEUKEMIA

白 血 病 に お け る 中 枢 神 壬至系 に つ い て

INTRODUCTLON

ThepurposeoILhlSreFN)rtlStOdescrlbethe

centralTLerVOuS～)Stem teSIOTISln165Casesof

teukemlaatJtOpSledaHheAtomlCBornbCasualty

ComrrussIOn(ABCC) PrIT71aJ-yemPhaSESISPlaced

lJPOnthepalhogenesISOfLnlraCerebralhemorrhage

Whlct一llaSb上endLSCtJSSedlrlmanyreTnrtSbut

remams■nd'spute17TheF'reSentstudystrongly

'mpt■caleSa grossly elevated leL[kocyte cot"I

(>50,000/mml)】ntheger'es-sofsuchleslOnS

ThromtxICytOpen)a,Wlllleofsomes)gnlEl.:anCe,

appearsLObeorsecondaryIFnPOrlaEICe Add)tlOrral
correlaLIOnSaremadebetweencenh-alnervous

s),sLenpaLhologyandage,LyreoHeukemlaarid

ar)t■leukemlCtherapy

TWOtJnlquefeaturescharaCtenZethegroLLpOf

pat'entSStud】ed Somewereexposedtovarylng

amountsofl0nLZlngradlatLOnaLthet･meofthe

atomlCborrtbs(ATB)】nHlrOShlmaandNagasakL

A causalre)ah0nShlP hasbeen demorlStrated
behveenlrradLat)Onandleukern]aA Thusfar,FLO

dzfferenceshavebeendescr)bedbetweenlrld]vldua)

typesoEradlatlOnInducedLetlkemlaandnatura日)

occurrLngLeukemは 9112 ThematerLa)wastva)〕ated

to determlrle a pOSSLb】e relatLOnShLp between

prevalenceaEtdtypeotcentralnervousら)Stem

)nvolvementandexposurestatus Duelo the

LntereStLntCUkeTnLaatABCCanexterlS■VeSystem

ofcasedetectlortarLdautopsyprocurementhas

beendeve)OpedtI AulopsLeSharetKenObtalEled

lVILhoutrererencetoexposurestaLLlSlrlapF･rOXI

rTlately40% ofa‖】eL)kernlacasesdylnglnthe

cltle50rHlrOShlmaqldNagasakl Thebroad

epldeml010glCbaseofthISSerleSShouldvlrLually
ellmlnatetheblaSOfselectlol=VhlChcharacterL2eS

otheralJlopsyserleS3

i古 書

本鞘I:SのB的は.併称i書ぎ■五番n会(ABCC)

で那練を行なった 165例の自血弼患者におt†るLf噸

al撞来戸i変について説耶することである l岩内出A

の病EBl:ついては従来_8くの報告(:おいてS消され

ており.令/JおZi争rllであるが.1･7 本杏r=おいで

はこれにJi点を背いて述べる 本■萱では.白血球

款の射管tJJtbtl(50.000/JA)以上)がこのような病

変の発生に深い関係 があると考 えられる 血小板減

少症r二はある種皮の7(意性 があるけれども,それは,

第二48的rL玉章性 と思 われる その他rEl枢神経系病

厚と年齢.白血拭型 およびEl血病村法 との相関関係

もこの研究の1･1取と/1っている

被検恐竜群 には 2つの柿故がある あるものは

広島および妓噂で鞍体時 におのおの繰且の異 なる屯

旺放射線 にさらされた FlEl肘 とFl血柄のr削 :は因果

l姻係が証明されている 6 放射線L:よY)甥成 された

白血病とrMLn:朔鯉 した自血,月の絹製のHZ】には,令

までのところ拙速は聡 められていない 9 12 rfl枢神

経系がおかされろEIljZおよびその1nT変と被曝状態 と

の関にILんちかのE対揃があるかを決定するためE=染

料 を検肘 した ABCCでは特[:臼血柄に関心をもち.

そのZa=例探知および剖検領tXのための広梅園を粗抱

が作 られ/ill 粥境は,今 Elまで広由および長崎に

おいて死亡 LJ'=全日血揃必 打の約40%(:ついて,軽

薄状態にはru]係rjく'&施 された 本元歪は広範,Jj疫

学的基aiに立 って7-TfJh九ているので,他所の剖検

7占動の特故であるjl釈のかILよりは実F上除去 きh

Tいるものと思われる )



MATERIALSANDMETHODS

TheleukemlaCases】rLlhlSreportWerederLVed

fromtTlegerLeraLautopsyserleSatABCC whzeh

wasformalLy】nlt)atedLnJune1949 Thet】ssue

sectionsWerereV】elVedfor235】eukem)acases

autopsLed atAl】CC betlVeen 22 June 1949

IJarluary1963 TTleStudyexcludedcaseswLth

anInadequatecentra)ner､oussystemexamlnatLOn

atautops),oT-)rlSufE■czenlhlStOlogLCmater)aL,and

tt105etllatlou)A】101besl】bstanl】atedaslellkcm)a

The remalnlng 165 subJects IVlLh uncqu)voca)

)eukeTma and an adeqt'ale cxaJTHnatlOrLOfthe

centralnervoussystezrLwere]nCludedlnth]sstudy

TypeoHeukemlanaSbasedonexamlnatlOnOf

LhtlautopsymalerLaL,C)LmCalcourseandpremortem

per■pheTalblood sTTlearS arid,wTlen aValhble,

bonemarro､vaspLrateS TTleSamegenerahTlaterLal

hasbt,enrevLelVed I)reVLOuS】ybyFLnChandHrubec13

asapa,tohheAI3ccLeukerT"aDctectlOnProgram

Thetypeof)eukemla.aSdec)deduporLbythe

presentrev)ewers,WasCOnparedw)ththatof

FLnCharldHrubecand,】rLCasesWLthd】sagreement,
aLlavaLlabk materlalwasre-e)､amlned Of12

sl'Chcases6､vereg】vend】agr10SeSA)ffer]ngfrom

thostlOhhcLcukcm)aDetccLlonP】ogram Eachof

these 6 cases prev】ously dlagnOSed as acute

)eukeTTHatypeunknoIVnOlacuteStemCeLHcl)kemla-

wereTeCLass】fledlntLltT.eacutemye)ogenousor

)_vmphat■cgroljpS ln the remalnHlg 6 cases,

sLJTnLarchangesscerrLCdarb)traryandthemore

gencraldiagnosesOfthê BCCLeukem■aDetect■on

P'ogramlVeTCCmPLo)ed

Autops)descnptLOnSandhlStOlog】csL]desfrom

thecentTalrlervoussystemwererevLeWedLneach

caseultTISpeC】a)emphas]supon)rLtraCrarHa)hemor

rhage,thedegreeofvasctlLarcT10klng(】CUkostasIS)
arid)eukemlCLnELltTateS OneormoreSLldesIVere

geneTaHyexamlnedfromeachofthefoLIoIVLngSites,
b■】ateral】y Fronta),par)etalandoccLplta)cortex.

lnterna)capsule and basalgang】La,tha】amus,

hlppOCampuS,pOnSandcerct)eJLum ScctlDnSfromat

Jeast31eve)softT.esplna)Cordwerea)Soexammed

lrlmostLnStanCeS ThefoILowlngClasslf]catIOnOf

lntraCran)a】hemorrhage､､asused

資料 および方法

本報告にもける白血病例は,1949年 6月IT式に

始め られたABCCの一般剖検nr.動 から音詩たものであ

る 1949年6月22日から1963年 1月 1Eほ でのnJlt:

B̂CCで剖検 を行/Jった235の白血病例の組軌検査

fl料 を検討 した ヰ調査では,剖検時の巾枢神経系

検査が不十分であったり. まf=は組織検査H料が不

十分であったもの.および白血病 と確定することが

で き7'Jかったものは除外 した タ5!りの 165例 はHJl確

に白血病が認められ,rT.枢神経点検fEも適当であっ

て本調査における対象とした

白血病梨は剖検,校床柱過.生rplの末梢血液_i

抹検査,および入手できればJHL髄穿刺村杓にもJJJづ

いて決定 した これと同 L+材料をABCCのrj血柄探

知計画の一郎とLで先に FlnChおよび Hrubecが偵

吾寸している 11 本訴≡在研 究Lユの決 めたFl血鏑型は

FITIChおよび H】ubeeのE)tめたものと比l空し, - 戟

しないものについては,あらゆる入手可能 な村flを

再検討 した このような12症例の うち6例 に対 して

は,白血13j探知即幽Iのものとは追 った診断が与 えb

れ/L これL)6例は党にそれそれCJf生白｣血1{7一里J不

明またはrtiJ性幹細胞性白血病- と診断 されていたが,

改めてtJ性骨髄性 またはG.性 リ/バ性F】血す,･Jとして

阿分放 された 残 りの 6例については,ln日常の変fiL

を加 えることは独断的 にす ぎるとELlわtlたの で.

ABCCFl血柄探知計LrAの比l紺 )一般的fJ診断を柁H

Lf_

州 々の症例 について中枢神泉苓某の剖検紀uおよ

び糾線輪丑 スライ ドを,頑張内出血,血管ru雅 (白

血球耶滞)の手引33:,お3:び白山痛惜&L油 に特E=王托.二

をふいて検討 を行 なった TLq例F】り頭皮Tl TLLJ例頭頂

皮質およびThJ倒後頭皮質.内包.基底相手毛根,硯凪

海FfJ,橋もよび小脳かL,糾 った一枚u lのスライ ド

の榛東 を行r.,っ!= -jt部分の例にiJいて.脊髄の少

7L_'くとも3つの高 さから耶 ったり｣片について綿恋 を

/rlrqった 軌余日Jl出血 については次の分親を日日､た



InzTdCeTebraL

PetechlalandofnocllnlCalら)gnlflCanCe.

Focal,eltherslngleorrrmlLIPIe.butlessthan

20crnlngreatestd･aTTIeterarLd50IocateJasto

probablyl10tberelatedtothepat)enLIsdeath

FocaloT-rnaSS･Ye,ettherslngleormult叩le,but

greaterthar120cm m greatestJlaETleterar-d

FIrObablyrelaLedtothepaLtenL●Sdeath

Sdkr¢cJln)Jd

Pnmary.petech■al.focal,dlEfuse

Secorldary

SubdtLnlt

LeukostasLSWasdef･rledasthedegleeOfclogglrLg
ofvascLJ)ar)um】rLaby)eukerrL)CCeHs LMarked'

LeukostaslslndlcatedamaxlmalLyd】latedvessel

completelyfJlled､vltJltCtlkemICCells LeukostasIS

wasevduatedsemlquant.tatlVelyasFoHowsO¶orTnal.

1+-equlVOCal,2十一sl)ght,3+-rTderate.4十IrrLarked

LeukemLClnfllLraLeSWereCOnSlderedastoboth

characterarLdlocal)oTi,Ie,meM geal,FIarenChymaI,

pcr…SiCulaT- 1nspufflclentS且rnPllngOfthedura

maLeratautopsypreCIlldedanadeqtJateeValuat10n

oflet)kerrllelRVOlveETLentOEthlstIssue Therefore.
ntheSUL)seqtJerLtd】究uS5■On,relerencetl)menlngeal

lnrllLrateSlrldlCalesnvolvementottheleplomenLngeS

Menlngeal･nf･lLTaLeSWerederlnedasaggregates
olwhlLebloodceHsthatwereconslderedtobe

unrelatedtoanyetlOlogyotherthantheprlmary

]cukemlCProcess ScatteredletJkocytesareoffer)

EourLd ln the men)ngesw】th no morphologlC

evldenceoEsLgn'f]CantcentraLnervotJssystem

dlSCaSC llleOretLCal】)･,leukemlCCeL]SCOuldalsobe

sul=hmen)rlgeaL̀transLentSllVltT10utS】gnLfylnga

tl･ue[nfl】trate )rLthlsstudy,sLnCe[いvasdes】red

lolrldudeonlyunequlVOCalles10mSOfposslble

cllnlCa)sLgn)Llcance,Caseswlth Jessthan200

1VIllteb)oodcellsperhlghpowernlCrOSCOPIC

flelJ.lrlthe TnOStCOrlCentrated reglOn.Were

excllldedasrTtenlngea)lrLflltrateS Casesw】th

rnaxtmalrnenlngealLnYOIvemerlt.1e.1eukenlc

rrLennglLJSl)rCasesWlthleukcFTuCnOduleSthat

hadbeengrosslyvISlblealtheL)meOftheautoJ)Sy

肌･eredass7L]edseparately MlCrOSCOPICeZjLmJrlat■On

oFhemorrhaglCleslDnSlnleukemlCPaLlenLSOfterl

revealsrTtarkedclumplngOfleuL(em】ceeHs.es-

43内出血

.斑状.V.血で邑L床的 [:有意でr_いもの

iK-tt王/=は多発性の泉状 tH.JLであるが,収入

往2.08【以下で あり, おそらく忠 斤の死亡に関

係がr_･い と思 われ る部位 にあるもの や一任 ま

Iiは多発性 の単状 ま/Lは 火.qL'lJ.血で.見入往

20oD以 上,おそ らく忠 古の死 亡 に(対係 がある

と思 われるもの.

くも放下出血

似我性 ,点状.巣状,湖相性.

二ヽtT

硬旗下出血

白血球脚#は,Fl血相j鮒jJhl_よって山与で腰 がつ

まる子FJliEEニよって/*対 された ｢捌JJ/JJr1血球 肘滞

とは,rl血粥舟l胞 が光捕 してJd人PJきE:血T;の粧 人 L

I_状態 を塩味 1る rl血球 肘掛 土Ìrii:血的 l二次の様

に評伸 した 1/lhち.0-止 臥 (+)- 不剛確､

(廿 )一催13!. (≠ )- 申剃 丈, (≠)-強健

白血捕性浸潤 は,性 質 およU'部は lニついて考察

し,脳JI性.騒某貫性,血管価凶 作 (=分 放 され/I

剖検の庁の律膜の材料作成 が不十 分 で あ り/=ため.

瑳頂封l織 が白血病 におか されているかど ぅかについ

ては正 しく評lJす ることがで きljか,,/i. したがっ

て.以下の等及 においでL～11提汝洞 とは敗l集がムか さ

れていることを慈味 + ら

A～9校没花 は.併発性 自血捕jA円以外のいか/jる

捕閲にも無関係であると考 えられる｢l血球のjlL合 と

YLlI粥 された 形態 ､r的 に-Ifi;rf_,rrl松神綿糸挟,lLlの形

跡 /Jくして, LEfLは脳膜 にrl血球 が倣7T1-してみ ら

れる jltT冶的 には,白血1̂l仕掛柏 い 'iの較耶Jを意味

するものでな く. かかる脳膜の｢一過性秋色｣である

かも しれ/_,い ネail査 においでは.虹床的1:祈意性

を1聖d)うる確 実/j病 変のみ を取 り破 うことが盟主し

かったので.息 も細胞41密 なれ tiにL,いて高倍筆如

放牧 1現If'L'lりのEl血球放 200uTの症例は脳膜浸

油例 から除外 した 崩JSが非常 に背LV事にhかされて

いる例. たとえlf剖検時 [=E]血病性垢JR炎. I)るい

はrl血揃n:結節が肉眼的 に18め られた症例 は別 に51

効 した rJ血病 恐者 [:おける出血t9-病¥ を邦Ja汝的

(:牧丘 してみると,緒 に,新 しくFl血球汝が増加 し



pecla]ly ln anem】C ･nd】V】duals WLth markedly
eleyatedwhlteb)oodcellcounts ll川S,aSuba

rachnold hemorrhage tnstlch apat】erLtOflerl

contatns Large aggregates of】eukocyteswlth

reiat)velyfe､vadrrl)又ederythroc)tes,glVlngthe

hlStOlogLC lmPreSSLOn Ofa leukemlC Lnflltrate

Therefore,1nthlSreport,CasesWltT.asLg))･f･cant
numberofredbloodcellsadmlXedwlthleukeTmC

)eukoc.vtes were notcons】dered to represent

rnemngealtnftltrates Thesevle､VSCOrtCern)ng

men)ngeaL'tran引erLtS'arldpsetJdolnflltrateswLth

hemorrhagearesupportedbyothers 3】4

Parench)pmalLnflltrates､veTVdefJnedascollechorLS

ofLeukem)ccelLslvLthLnthebra)rLOrSpmalcord

andrLOl】rLaPPalCJltrelat】onsTl)PW)thb)bodvessels

rlOrlnObvzousassoclatlOnWLlhhemorrhage As

notedprcv】ol'S)y,】argeaggregatesof､～rhlteblood

ce)Lsmaybefoul)dWLthLTlhemorrhages】n】eukem】c

patlentSandthlS】SOftenespeclallystr)klngln

lntraCerebra)hemorrhages ltlSdebatabLewhe▲her

theseleukDCyteSareImportantlrLthepathogenes】S

oEcerebra)hemorrhage】nleukem]aorarefol】oW】rLg

thekrLOWrlprOpenSLtyOHeukemLCleukocytesto

cLumpfollowLnghcmorrTlage LeukemlcpareTIChy-

ma)LnEl】tralewasT10td】agTIOSedlnthepresence

oEd)ffuse parenchym aLTlemOrrhage unless a

s】grLLflCantreglOn OfrLOrma)tLSSue COuld be
demDrLStratedbetlVeenthe2】es10nS Also,focal

col】ectLOnSOfceHswerenotd】agnosedaslnfLltrates

'JlthepreserLCeOfsLgnlf】cantnumbersofred

b一oodcells Thesefactorsprobablyaccountfor

the)ow fT･equenCyOfparenchyma)Lnflltrates】n

thLSSerLeS The freqtlencyundoubtedlyWould

havebeenevenlower]fserla)sectlOnSOfparenctly

maHrtElltrateshadbeenrrladesLnCeltappeared

thatmanyoEthe)es】DnSSOldenllf】edwereper.-

vascularcuEfmgw】ththeb)oodvesselnotLnthe

plarteoHhehlStO】oglCSeCt･On

Perlvascu]arcufELngWasdef)rtedasanaggre

居at)onofwhltebloodce=saboutabloodvessel

wlthlnthesubstanceofthebraLnOrSP)Tlalcord

AswlthtTleOthe'.typesoHeukeTmCmflltrates,the

dLagnOSLSIVaSnotmadelnthepresenceoEa

slgn)f]cantrltJmberofredbloodceLLs

CrarHalnerve )nvoLvemenlDr degerterat)ve

processes genera一ly attr)buted to antL)eukerrLIC

therapywererLOtevaluated

f=貰血症 '&者 において,白hL病細胞 の顎 しい凝典 を

認 めることが多い か くて, このよ うな駄者 におけ

るくも膜下Lli血 には,比13f的 に赤血球浪人度 の/brj

い白血球の大 きな集合 がみ られることが多 く,組織

学的 に白血病性浸潤様の価 を望す る した が って,

本報告 においで は.相当数の赤血球 が白血病性 白血

球 に混入 している症例 は脳膜浸潤 を示i もの とは考

えなかった 脳膜 の｢一過性現象｣および出血 を伴 う

偽浸油 に関す るこれ らの見解 は,他の科芋者 によっ

ても支持 されている 3'

実質性浸潤 は,脳 または脊髄内の白血病性細胞

の集合であって,外見上血管 との関係 はな く, また

出血 との明白な関越 も認 められないものとiit蒸 した

前述 のよ うE=,白血病 恕者 における出血巣 には白血

球の大 きrj炎E当が認 められることがあるが, これは

脳内出血 において特 E=振替 なことが多い これ らの

白血球 は白血病 における脳出血の病因 と して韮要 で

あるの か, または白血病性 白血球 が出血後雄合 しや

すいとい う傾向 E=よるものか,言議論 の余地 が あ る

白血病性実質浸潤 とい う診断は,淵油性脳実質出 血

のある場合 には,両病変の問にかなり瓜 い正常脆組

樵 が証 明 されぬか ぎり,下 されなかった また,細

胞の局所集合 につ いて も,相当数の赤血球 がnjめ ら

れ る機 合は,浸潤 とい う診断 は1=きなかった こ]1

らの賓因 は木内宜 において実質性浸潤の塀度の低 か

っ[=理 由 をなす もので あろ う この頻度は. も し韻

質性浸潤の連続切片検査 を行 なった/jらば. さらに

低 くなったであろ うことは様 いない なぜ な らば,

実質性浸潤 と㌘乙め られた病変の多 くは,ifl純子的切

Jiの両 t:なかった血管周囲の袖 口梯 白血球塵合で あ

った と.習われるか らである

血管周囲性 白血病紳伯浸油 は,Bl式まIL:は背馳 賢

内の血管の周院の白血球の姓 合と定義 した 白血病

性浸潤の他の製の糊合のように,相当数の赤血球 が認

め られる槻合 E=はこの診断は下 さ7-i:かっfL

一般 に白 血 病 姉 法 に起 因す ると考 えられる色石

神経障膏 r_,い しその饗性経過 E=ついては評価 を行 な

わなかった



ALlaval】ablecLln)Gal】nformatlOnWaseXamLnedlrl

eachcase EspccLallyrLOted､vasthehemato】叩】Cal

Laboratorydata,】TICludlngLeukocyteandplate)et

counts,and aTly hematolo即C Or antLleukeIT)LC

therapy Thelastper]pheralblood valuesand

thelnterVa)betweenthelrdetermmat】ortarLdthe

patleZlt'sdeathwererecorded HematologLCtreat

mentwasevaluatedasadeqtJate,]nadcquateor

abser)I Inadequatetreatmentlnd】catesthatlnSuf-

f】cLentdosesofant]leukemlCagerLtSWereemp一oyed

orthattherap)was■nLl■atedonlyshortlybeforedeath

t̂presentthereLSnOevidencethatleukem]aln

atom)cbombsuTVIVOrS】Sd■st一ngulShablenorpT10

)oglCa)Ly.ChemlCally,orc)Jn]CallyfromthaいvhLCh

developslnthegenera)pOptlLat】on912 日olVeVer,

1tWas COnSJdered )mperatIVC tD CVa)uate the

E)resentSeneSOfcasesforanyrelatlonshtpbetween

the centralnervous system compLICatlOnS Of

Leukem】aandradLaいonabsorbedATB Estlmat)Ort

oftherad】at】OndoseabsorbedbyanmdLVldual)s

poss】bLebyemploylngCalculatlonsbasedorlthe

lndlVLdual'sdLStanCefromthehypocentcrandtTle

caLcu)atedalrdoseofradlat)OnatthatdLStanCe

wLthcorrectLOnforattenuat]onorsh)eLdlngby

LnterVenlngObJectS Ho､vever,theselatterca)cu

)atlOnSCOntaLnb()ththeoretJCaLandachJalsotJrces

oferror.theprob】emofdrlSlmetrylnth】spopu】atltJn

･srevLe､Vede)seWTlere】5 rngeneral,recogn)ヱLng

thatsh■C)d■ngp】a)sanlmPOrtarltrole,agood,

thotlgh TOugh,COrrCZat】OrteXLStS bctlVeen the

dzstancefrom thehit)OeCrlterandthedoseof

Tadlat10rlabsorbed T̂B Inth]sstudy.therefore,

exposuregT･OUPS､Veredetermtnedsole)ybyd】stance

from thehypoeentt,rasrecordedlntTleA13cc

MasterFl】e OtherstudLeShavedemonstrateda

radlat)OneffectlV】thln1400TT)1617Therefore,Ln

thLSSttJdythosepat)entswlth]rttT115dlStarlCtlWere

grouped separateLy Theoret]ca)ly,aradlatlOn-

rehtedcDndLtLOnlVOu)dbeLnCreaSCdmpreva)ence

ln)Tld】vzdtlaLswLthm 1400rrHnCOmpar)SonW】th

thepreva)enceboth]nsurvIVOrSlocatedatgreater

dLStanCeSOlnotLnthecLty

MartysttldleSOfthect,ntralnervoussystem]n

)eukeIT)LareportedFromlargehemato】og･ccenters

areadm)ttedlyblaSedbytTletypeOfcasereferred

ford】agrLt)S】Sandtherapy3 MostpatlentSautOpS】Cd

atABCCdleelsewhere S】nceABCC】spr】ma-

各例 について仝詰βの人す可能 な臨床資料の検討

を実施 した 特 に白血球放,血小板歎 /Jどの血液-I

的臨床検丑fi料 /ibびに血液芋的 な,目 し白血榔 台鰯

に注 ElLr= L左横の宋KJ血縮測 定低 およびその淵 止

から'11者の死亡 に至 るまでの相川jlもさじ芳美した 血液

3,:的治式日1-f分 rJもの,不十'分をもの, または行 な

わないものに/分 けて評価 した 不 一†分 な治蝶 とは,

不十分な且の杭 白血相)剤 がf斐川 されたか, または死

す る

現/i:の ところ,局(煤被塔B:行者 における白血1品

を,一般人に発生する白血病 9-12と比べて,形馴 FJE:

化す的 にまたはEii床的 に区別す ることがで きるとい

う証掛 まない しか L/Jが ら,税 (J=-の-迎のiLE例 に

ついて,巾枢紳綿 糸における白血構台f)Fhi･'と被棒時

に城収 された放射線巌 との関係 を調べ ることは絶対

･e穿であると考LられJL 各^が叫収 した放射線.qt

の推定は,各 人の爆 心地 か らのPEi鮭およびそのPF･鮭

における坐 LI】放射線 見算出値 に,rtl間物 による減弱

または遮蔽 による脂Jtを加 えた もの を恭碇 と した計

芽をRh､ることによって可能 である しか しながら,

空 中放射線鬼の計算 には理論的 にも夷際的 にも折豊

が伴 -) そのため, この粥丑対象群 における扱jiilE11

,iE'1のrL-1魁 については,別 に検討 が行 rJhれている 】5

一般 に,連範 がiri等 /tl子受制 を満で ることは訟 め られ

るが,爆 い也か らのiLユ艦 と被爆時 にFJl収 さhた放射

疎iitとの問には,大 ぎっばてはあるが りっぱ な相f諸1

i糊系が存 在-1る したがって. この舶託 にIJHる被

爆群は,ABCC並木 f.蒲 に宮己与よされていpB爆 L､他 か

らの呈巨触1ごりに去Eづ いて決定 された 他の羽衣では,

1400m以内で放射線 の影響 があることが許【lFlされて

いる 】6'】7 LJこがっ こ,本.ヲ月並 にもいてはこの呈Fl艦

の朽囲内の被爆 Iit弟 は別 に分期 した 糊 綴的 には.

放射線 に桝日系をもつ状態 は1LIOOzTl以内の被爆者の力

に, これより遠距離 にあった被爆者 もよび市rJqにい

なかった もの に比べ て多く現 わhるはずである

大規模 な血液イrl')-i,/クーか ら和 浩 され るFl血

稿 における中枢神経,i'E_rWする研究の多 くは.診&'T

および治競くを求めて紹介 された愁者の型 によって か

たJ:りをもつ ことが認 め られている ) At3ccで割

線 を行 なった敗者の 一̂部分は他所 で死 亡 LfL:もので



rllyaresearchlnStLLuLIOn.Onlya14beddlagnOSt】C

wardISTTla-r'ta=1ed 1hecasespresentedhere

T･ePreSen(bothpal】er)ts",hodledlr11rLStlttJtlOnS

arldathone '1､hesample.therefore.Wasnot

greaEl)yb･asedb)･patlentsreteJTedloahemalO･

loglCCenter

RESULTS

GeneralThed】sLrlbutlOnOrthe 165leukemla

casJeS bytype and ageaLdeath lSShoIVnln
Table1 Theclassiflcat10rLll･aSbasedorLStarldard

dlagnOSいCCTltenaI8 Includedwlththegroupof

acutemyeLogenous)etJkem)as､vcre13Casesof

thesubacutevarlantand6casesoEacutemye)0-

monocyl1Cleukemla(Naege)ItypeOfmonocytlC

LctJkem】a) S】m)LaT･LyOneCaseOfsubacutelympT.at】c

LcukemLa"aSgroupedWLththeacuteLymphatlc

leukemlaS ThelnCldenceorchTOnlClyrrLphatlc

)eukcrr"alSeXLremetylo､Y-nJapar'8L9Therefore.

lnthLSreport,the2casesofchroTILClyT71phaLlc
leukemlallere)EIC】udedlVlththeacLILefoTITTlland

deslgnated l̀ymphat】c lelJk即MlLrlSubseqllenl

dlSCuSSIOrL ThegTOtJPrererredtl=nTable1as

othcr●Included3easesofacutestemcellleukeTTlla,

4CasesofactltehlStJOCytlCIeukerTtla(SchlHlrtg

typemonocytlcleukemla)aJld8casesofact)te

leukemla.Lyreundeternmed AlmostlrLreeイoLITths

oItheLolalcaseい､･erem)e]oLdlnCe)1typeand

nearlytwo-1h】rdsortheselVereaCulelnCOtJTSe

Illth】sconnect)on.myelogenoL･S leukemla ln

ある ALiCCは本来研究tI関であるから,わずか)4

ベ ッドの診断病室がま空甘 してあるlこす ぎ/jい ここ

に46&-1る症例は,病院で死亡 Lf=忠古も音庭で死

亡 Ll=もの も含まれている. Ll=がって,この岸本

[二は血液亨的セ ンターへ紹介 されろ患者 [=みられる

よう/+大 きなかたよりIi/1い

成 拝

-椴ytI斗 165例の白血Aii私有の折壁別,死亡年

R別の分布 を-R lに示1 分班はほ堆診Pr基 準 ■̀[=

)1づいて行J-1った 急性骨塊性白血揃の群には.13154

の名拙亜G]性白血病および6例の.G'任せ悦雄球性 Fl

血統(雌蝶性 白瓜揃の Naegell_FA)が含 まれてい る

rlJl悌 tこ.亜台性 リノパ樵Fl血税 1例は/11性 リノバ性

Fl血粥の郡 に入れた t*焦 り//(性白血病の発生率

はu木ではきわめで低い l･rl L/=がって.本報告

においてIi,棲性 リノ/i性白血病の 2例は急性白血

病の群に含め.以下rL)/Jf性(3JL病Jとして3i及L

I: 茨 1におけるrその他｣の群113例の急性幹jfB胞

性EJ血病. 4例の急性机8(球性rl血病 (単球佳日血

柄の SehI‖lng型)およtf8tflの5!不明の急性 白血

輔 を含tr_紳】胞ifrlは仝症f用のはとんt'4分の 3にお

いで廿溢性であり.またその 3分の 2近 くが急性暮盲

過 を'1-1すものであった ここで.骨協性白血病全般,

A亡山ernytLoB印OU書
生t生tttl
ChroRJCrl11thBCr･OuS
ttft*qIl
A亡uLtlyl叩hLtW
丘11'l/バtt

ChrohK LyAPhtiC

tttilJ/′l性

Otkr

そのk

TdJllr



general,andespeclaLLyacutemye)ogenotJs】etJkemLa,
hasLxenShoIVntObeIncreasedmostdramatlCally

lnStlrVL､･OrSOrtheatomLCbomb8 Acuteleukemla

wasmorecommonthanchrontcletJkemam al一

agegroups,ho､vever.as､Vot･ldbeexT･eCted,the

greatestrelatlYeprOPOrtIOrLOfacutecasesoccurred

.nthegrouporlnd'vldualsunder20yearsoEage
atdeath

Ohhe165T･ePOrtedcases.103occurl.edlnmen

arld621nlVOmen ThedlSLrlbuL.OnOfcasesby

se7日 neachAgegT10Up､VaSroughlyequal

Slgmfi亡antLe8lOnS F】gure1summarlzesthe

centralneT･YOuS SySlem ]esIOnSgrOtJpedbytlle

typeoHeukem■a LeptomcnLngeaHnflltratesof

nopethan200IeukocytesperTllghpo､verrrtlcrO-

scoTnCfleldl､perealso[ncIuded,althoughmostoE

suchleS】OnSIVereOfquestJOnaueCILn)Ca)slgnlEJCaLICe

]naetLlenyeEoE印OL'Sl印加mldlnLracrarl･alherrlOr-

rh哨e"･aSthelTIOStprevalentcentralnervoLJS

SySternleS■Orland､vasrTN)reCOrtlmOntharHr1Other

I.tPeSOIIeukemla About75%(15cases)ofsuch

hemoTThage)∩acuterrLye)ogeFIOuSleukemlawas

parenchymal Ho､vever.the3cases】rlthlSStudy

＼vLLhslglllEICantprlnarySl)barachnoldhemorrhage

ⅥerefoundlnassoclatlOnlVLthacutemyelogenous

leukemla.these casesCOmprlSed 15% oEthe

■nlracranlaLherTIOrrhage Ln thlS group The

remalrLlng lO% npaSCOntrlbutedby2casesoE

SubduraEhcmatoma Intracran]a)hemorrhageLrt

acutemyeLogcnolJSleukem･aoccurred､∨】lhtw)ce

therT･equenCyOEtheothermaJorcentraJnervous

s〉pstem corrLpLICat)On,】eukernlC)nil)tratlOnOfthe

TTlCnLngCS InEectlonsLnVO】vlngthecentralnervous

system Wereuncommt)∩Lna)Lt)pe告of)eukern･a,

】ncLudLngtheacutemyeLogenousform

S】gn)EICanlleslonslnCIz'onlCmyeLoBt･,Lollste"I;em-8

follo､代dthesamegen.n lpatternfoundlnthe

acuteform bullVere rehtLVdy less frequent

PTOPtlrLl0natelyr帥erSlgn･f･cantcentralneT-VOtJS

systemlesLOnSWerePIeSenHnchronlCm)elogenous

leukem)a LTlar[ln any Othergroup Theonly

s■grHl】cantmenlngeaI)nflllrates､vereleukemlC
tlJT710rS.OrSO-Callt･dchloroma5

特 EニS･樵竹他作n血蛸が松林 ′II指か _LJL､てはJL主も

劇的E:付抑 していることが示 さ)1ている ' 生年船

積=二おいてS･性 自血抑 i恨性 El血粥 よりも帆 塵が高

かった しか し.一般l:柵7.号されるであろうように.

急性白血桝の和),I的Jt.群が収入であったのは死亡時

年齢20鼓以下の群であった

165の報告例のrt･で,103は男性であり,621▲女

性<･あった 各年鈴掛 こおける男女別症例分布はだ

いたいにおいで均帯であった

有意な初空 函 lはLl血柄の病型別[=分類 し/=4.

枢7+li系病変をまとわ[=ものである 5.倍平新帝捜

1牧野diり白血球2(氾以 t:の枚J*浸洞 の大鉢分 も.

也床的亜熊はBEわ しいがこの中に旬話 し/_

急性骨佃性白血病 [:おいてJlも耕度の古い中枢

神経R病変は所壬内('li血であって. 二十日土地のi!の

白血病[=おけるよりも多 くみ られた 急性骨肪件F]

血病におけるこのよう/i.ll.血の約75%(15例)は実質

性であった しか しながら,本洪宜 に'lJいては.3

例 の束帯 F.昨報性 くも膜 F.Lll血が'ti'-性骨髄性白血

柄に艶められ.この群にもLlる頭蟹内.LIJ.血の15%を

占めた 残 りの10%は 2例の頓服下血膝 であった

恐怖甘地性 Fl血1.JtHこおける廟盤内.ill.血の桝l童は,/7̂

1つのi:賓 /1rlF悩帥絹糸令fM l.であるW月典のFl血1̂J

性浸那】の 21か こiBLf; 中枢神Ij斉 をおかす感染は,

rd性骨髄tgl山血1け1を命Ll ペての型のrl血税におい

てまれであっJ'v

i!性骨転低白血病 にJJりる村瀬 /J稲変は,Ll性

甘tJl性Fl血蛸 r:み L->hるもの とはぽI■･】L'型Jに屈 して

い/=が,劇雌は比t2的低かっ/_ 後任LPr低性El血柄

に1〉[1るイl碇fJlI･惜挿1%糸捕変は,他のいか/_る群

は.rIdL球性NHC,.十をJ'らいhゆる錨色Biであ

った
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MenLngea)Lnflltrates､verethemostcommorl

centra)nervotlssystemles10TIInEyml)haELCLetLkemLa

aJldsuchLnVOEvementWasproportLOnatelymore

h-equent】rllymphatLCleukcTnlathan)nanyother

grotlp TTlemaJOrltyOftheLnf]ltrateswerediffuse

)n characterand conszsted ofmorethan200

LctJkemlCCeLIsperTllghpowerfleldlntherrLOSt

concentratedregLOrlS Leukem)cmenlngltlS,the

mostpronol)needformoEdlEfusemerHngeal]nvo】ve-

menL wasrrLOStfrequentlnlymphatlCleukem】a,

tTleOrLLyothercases(2)werefoundLntheacute

mye)ogerlOUSgroup NottlmOrOuS■nVO)γementof

the menlngeSWaspresentLn aSSOClatlOn ､Y･th

】ymphatlC】eukemla

TheheterogerlDuSgroupdes】grLatedas■other'

resembLedbothmye)ogenousandlyrrLPhat]C)eukemla

lnfT･eqUenCyandtypeofcentra)nervoussystem

lrlVOlvernent SLgnLfLCant】ntraCran)alhemorrhage

､vasrelatlVeLytnErequentandmer"ngea)lrLflltrates

wt,re comrrLOn,aS Ln lymphatLC letJkem)a,buL

paradoxLCa)ly.leukeTYHC men)rLgttZS Was absent

wh]Zemen川gea)tumorswerefrequent

リンパ性 白血病 にもElる崩 も節度の高い中枢神

経系病変は脳膜浸潤で あって, この病変 は他のいか

なる群 よ りもリンパ性 白山稀 にもいて7(,(,軒に認 め b

れた この浸泡 は大 多数d油性で あり, その崩 も濃

度 の高 い部f立においでは高倍 率糊微 鏡 1視 野 当 り

200以上の白血病 株細 胞 で構成 されていた 崩 も-.T

LIJ]/j形 で呪 われ る潮.豊性脳順授洞 である白血症l性脳

順炎 は, リノバ性 白血病 において府 も痢度 がTF.かっ

た その他ではわずか2例 が息怯骨弧性 FT血柄群 に

認 め られfLにす ぎない リノバ性 白血病では,肘 房

状WL脹r12油 の発生 を認 めfjかっf=

｢その他｣の句1日に入れた其軸群 の中枢神経系障

賓 の切度 および型は,骨払性 白血病群 ならびに リノ

バ性 白血柄群の それ らと似ていた り/バ性 白血病

にふけるごとく.lJj鴬 rj頭整内出血 は比l如'.)塀度 が

低 く,脳膜浸油 は顔度 が茄かったが,他71,脳脹腺

癌 の易1度 が商いのに, リンパ性脳膜炎はみ られ なか

った



1nLraclm bralhemoTYhage)aTgerthan20cTnm

dlameleTWasthemostprel･alerltleslonlnthlS

sltJdyarld肌･aSPreSer)Lln260lthe165cases

ThepTeYalenceoraHtypesofslgTllt)CantLrltra

cranlaLhemorrhageln the present serleSWas

193% andlSCOrnParableLL)the20% repoT･led

byMooreeta)2

LctJkerrLLC LnYOLverrLenlofthe menlngeS Was

sect)ndtocerebralhemorrhage)∩prevalenceand

waspresenhn23oHhe165cases Howeyer,)∩

)3casesthe )nヽrolvemenlcorlSISled onlyofa

nernngeallnflttrateOfgreaterlhz"200leukocyles

perhlgh po､verrleld.ho､vever,rnarlyOraHoE

suchlesloTISmaybeolnocllnlealstgnlflCaTICe

UnEorll'rtately,lnthese13C･asescI･nICaJlnformat】on

wasLrLSuffLClenttOeYalLlatetheneLJrOloglCSlgnlrl-

cance Also.aILhough 2oEthe 5caseswllh

leukem'cmenlrLgltlSeXhltHteJevldenceoElnCreaSeJ

lnLracranlalpressurepr10rtOdealh,theT-emalnlng

31rtd)Y)dtJalshadnorecordofartade(luAterleurO

loglCeXamlnatLOn OLthe23cases"心hmcnLngeal

lnf)1trates,llaLsohadperlVaSCular)nfl)tralesor

cL)fLs Conversely.the malor]tyotcasesw】th

penvascutarcumrlgalsohadslgnlf)cantmenlrlgeal

[nrllLraLeS.SuppOrtlngtheconceptthaHltesecells

reachtheI)erIVaSCularspacebymlgratlngfrom

thementnges2

TheoveraH preyalenceofslgrHflcanlcentral

r[ervoussystem mvolyernent■n LhlS SerleSWas

35% wher)thegroupIVlthrnerHngea)lnF■tLraleS

waslnC)uded.and271% lVhellthose WLthan

LnEILtrateoEgreaterthan200leukocytesperhlgh

poIVerf】e)dwereexc)uded ThesepreValenccs

ares】】ghtlybe)owthosecaLcu】atcdfromWestern

autopsyserzes= 与butarenotstr'CtlycompaT-able

becauseoftheemphasISlrllhlSSerleSOnlesl0rlSOE

posslblecllntCa]S)gn■f■CaJICeandl汚CalJSeOIthe

a)付erences,nautopsySamPIIng Tab】e2sho･vs

thed)strlt)1Jt】OnbyageofthevarIOuS51gnlflCant

lesl0nS TLeTnOStpreYalentleslOnWasparenChyma】

hemoTThage.presentln157% ofthetotalcases

ThefrequencyofLhlSles10rLappearsLobedlreCtly

proportlOnalto the ･ndrvldual's age atdeath

Thus,75% oL)nd…dtJa)stJr)derage 20d】ed

wtthasign)E]canLparenchyrnalherrLOT-Thage,whereas

35% ofpersonsdyingatage600rolderhad

sucha)esLOrl HoIVeVer,】ndLVlduaLgroupsare

本類立 において敏 も軟性の高かっf_鳩軌 1. 径

20EquJの至丘壬内出.血であって,こhl▲165例LIJ

26例にみちLlI= 秋JIl1におけるすべての型を合わ

せたイi竜fj要i至内出血の都度は193%であった. こ

れは,hlooreらがALて■iしている20%[二匹触するもの

てIILう J

蝦帳に3'けるrL山城T]授前日ま,その那岐におい

て比石工11.血に次 ぐもU)であって,165例小23例にみち

hl_ しか しながら.jlH:X.I.倍輩抑徽捜 1批粁当り.

200以上の白血球の打ち陥没耶】を示 したf･iけのものが

13例あった このよ 7な捕変はその多くのもの.ま

/=はすべてが包床的には1a-色でfrjいかも しれない

過忠 r_がら,こhb)3例 については色床賛7与が不十

分であって神1呈杓的 任弟 を評fJfることができ/1か

った ま/I.白血病性K;脹炎 5例の 7ち2例では死

亡例重民至内圧の付加が捉めらTLでいるけれども.残

りの3例l:ついては適当を帥損料的粍充の紀iRがTJ

かっ[= 脳BEL浸潤23例の うら,11例ではまた血管IEl

朋没前は たは矧nI】やrl血球解合が認められた 逆に

血W周囲袖口械n血球処分を有する例では,その大

多敦に潜明/j脳旅決河 も主監められた これは.これ

らの細胞が脳族から移動 することによって血管周囲

控へFl逮するといつ々え1)を奉告 きするものでf'る 2

本洪鹿 lこおけるYIJ店/jErl枢71蛭糸ML書の全般的

ql席は.脳腔投花 をイ)する群 を含めると35%,高恰

和郎徽縫 1枚ff-L')り200以J-の白血球の汝渦 を示す

即を除外すると271%であっr= これらの耕健は西欧

の別棟掬丑から茶け.したql度 よりやや低いが,2 - 5

4ail屯では,銘 肝的怒戒 をもつ可能性のある病変に

水虫をZiいており, また剖検様ヰ抽出法 も弗/iるの

千,ポ括1=はこれらの橋架 を比較することはできf_

一, 求2は各韓の才1丘 r_･病糞の年I告別分相 を示す

琳い択健の諦】い鏑射 ま兵F性出血で._t旺例の157%

にみられた この#i変の耕度は.恐 斤の死亡時年l告

にJT比例するJ:つに.lJlわれる 20鼓111=の死亡七の

75%が屯靖 /J炎肝性 山血 を死匝】としているが,-

ll,60鼓以｣の死亡hE:は35%にrFl】L'1内壁がみ･)れ



sma)land these dzHelerleeSare probably not

stat】stlea)Lys唱llLILCant

Lcukem)cmenLnglt]SaJldmen)ngealtuJT)Or≦Were

eachfotlrldln3% oEcases OEthe5casesDE

leukem-cmenlnglL]S4､vere]nmalesunderage20

Theasst)clat]OnOHeukem]cmcnlJlglt)らaTld)otlng

ma)epatLentS､Vlthacutelymphat]clcukerrL.ahas

beennotedprev]ous】y.2theassoclatLOn･SProbably

betlVet,∩kukemcrrLerung]t]Sandlymphat】cletlkemLa

smCethelatterI)CCllrSmostfrcqLlentJy)nchJldrenl且

た しか し/Jが ら各群 の機械 は小 さく, これ らの羊

はおそ らく統射的に有 諒ではないであろ う

白血病性脳膜 炎および脳膜嘘* は それぞれ 3%

認められた 白血病性礼者脹炎 5例の うち. 1例は20歳

以~卜の9i性 であった 自血1内性脳膜炎 と怨憤 り/パ

性 白血病 を有する老 い明性 Ll.ii者 との関係 はすでに指

摘 されているところで ある 2 この関係 はおそ らく

白血病性脳膜 炎 とリンパ性 白血病 とのi瑚1等を示す も

のであろ う なぜな らば,リノバ性 白血病 は小 児{:

おいてJuLも堺度 が吉元いか らである 】一

LesIOn <]9 2039 4059 60+ TOtさ1 1f

L･t ヽ ＼.. ヽ ＼.. ヽ .ヽヽ ＼.､ ヽ ＼

ptl1二:-EL

Subarach710ldhltntIll
rlqI㍗-.A

SubduraIhe爪aLoml
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LeukemICmenlnglhS
TlLl弼性粒は､£

Men■ElgeZLl(LJrM r
L･Mq･▲

lnfECtl0n
紫 LA

Totall†

SubarachnozdherTlOrrTlage,SUbdLlraLheTT)atOma

andcentra)nervoussystem Jnfectzonwereeach

presentLn18% L)Ethecases OnLy3patlentS■n

thlSSer)eSd】edlV】thaslgnLfLCantPmmaryStJha

rachnoldhemorrhagea)thoughstlbarachno)ape

techLaearldsubarachnoldbleedlngSecondaryto

parenchymaLhemorrhagelVerefrequent TTleLoIV

pT･eValenceoEsubaraetlrlOLdhemorrhage■npat】ents

w)thLeukem]alSIoIVt､rthanm therema]nderof

theABCCautops),populat10n(approxLmately3%)

Asmerlt】Onedprev■ous】y,pr■maryfatalst]barachnold

hemorrhagewaseonflnedtopallentSWlthacute

mye)ogenol)SLeukemLa Thesepat】entswt･reaged

37141yearSatdeath Tn3casessubduralhematoma

contr･butedtothepat..eTl+JsdeatT- rhlS】esIOn

WasconflnedtorrLalcpatlentSaged372yealSat

deatTI The3casesofcentralnervoussystem

(も月美~r出血,硬膜~ト血腫3'よび中枢紳寿賀系感

染は それぞrL18%E=み られた 本訴三三においでは,

有 様rjJl.'発惟 くも膜下出血 で死亡 したLl.ih者はわずか

3名 であった ただ し,素質性,1'.血 に続礎 す るくも

繰下 点状 .LrJ.血 およびくも膜下.Lil,血 はたびたび認 め ら

れた 白血病 'il令 に.おけるくも順~F出血 の頻Jjfは低

く,殊 りの ABCC剖検対象群 における都度 よ りも/i

も低 し-(約 3%) ■前述のi:7に,l所発僧 致命的 くも

膜下 出血 はJhh.性骨髄性 白血柄 'Lt話 に削 られて い/I

これ らの 恕IBの死亡時 fF齢は37歳 ない し41歳 で あっ

た 3着'.のJit者 の死亡P,qHflEよ硬月莫T血 腫 で あ った

この病変 は死亡TIJT年齢 3歳 か ら72逆 までの男性 Iit薪

に限 られていた 中枢神秘系感染の 3例 は忠性骨髄



･nfecLIOl- eredlSlrlbt･tedarrwngacutemyelogen仙S,
chronlCmyelogenousandacutelymFIhatJCJeukernla
TherewasonecaseoFbT･alnabscessdueLoan

tlnkno､川 OrganlSmand2casesormycotlCEnen■r1-

glLIS These3caseshadrece'yedsteroldtherap.v
for2to40weekspr10rtOdeath

LeBIOJ18ASSOeJatedylthParenehymaLHerrL O r,

Thage TnthecasesreportedheT･e.adlreCLrtLh L-OTI

shlPeX･Sledbet",eerlparer'Ch)･malhemorrhageand

thedegreeofleukostas】s Or132Casesll･LLh0oT

J+leukoslaSIS.Or)ly14hadslgn】EICantPareJIChymal

hemorrhage Arnongthe27patlenlHv)th24⊥

)eukostasls12caseshadparenchymalheTT)Orrhage.

Allcases､vlthparenchymaLhemorrhagehad

dl)atat)OnOEcerebra)bLoodyesseLslrreSPeCLLVeOf

per)Pheralleukocyte colJnt ThLSpheTLOmenOrL

hasbeennotedbyothersコandlVaSroundJnCases

tvlthotJ= rLleleukostasISandlnreglOnSOfthe

bramawayfromthepTlmaryleslOn

C ross]yvISlbleEetJkem)cnoduJes"erenotdescnbed

lnaTLyOfthegrossautopsyprotocols There

l､･ere.holVeVer,9casesWllhdeFlnlte,arld3cases

w)theql)lVOtalprlmarymlCrOSCOp】CParerlChymal
leukerTLlCIrLf)ltraLes NorleOfthelrImLrateswere

reLLtObeofcllrHCalsLgnlftcance Olthese12

cases.3hadevlJenceoraslgnlFIC8ntparer)Chyrnal

hemorrhage.th]swasas】Lgtlt】yhlghcT-preVa]eRCe
thanlVaSfoundlrltheremalnderoftheleukemlC

p叩UlaLl0n Ho､vever.aL)3hemDrrhageswere

assoclatt,dmtlleqUlVOCa日nL11trateS

OtherL朋lOnSOTIIyonecerebraHFlf打CL,thought

totcsecoTLdar)ItoarteT･lOSdeT･OSIS.WasPresent

amongthe 165casesoHeukemLa Thl5､､-e日-

organlzedlesIOn," a54-)rear･01dman.wasnot
leltlohavecorlLTlbt】tedtodeath Seyeralother

caseshadsmallIocl0fhemostdennlnthecorteT

ormenlrlgeSWhlCTISCeTnedtolndLCaleoldhemor-

rrlage Howeyer,aspeclflCOrlgln.Othertharl

FN)Sgbtyleuk.mlalSnotSuggestedforthese)eSlOnS

NelLherberryaneurysmsl10Th),drocephalLJS"pere

T71erlhonedtnanyollltegT-OSSautopsydescr･pt･ons

性仁】血帆 悼性骨髄性白血蛸JJJ:U'i;･性 IIンJl性白

血桝の鹿瀬にみ られた 不明の抑傾lこよる脹JB梅が

1桝.炎歯性脳膜炎が2例J,つ/= これら3例は死

亡折2f_い し40遡凧ステロイ ド穀法 を受 けていf:

実r性出血に臨伴する病変 本称に報J'lE,する症例

においでは,実質性出血 と白血球M浦のRfj:とのFHl

に丘はの関係が認められた. 白血球H滞位が(oは た

は(+)を'T.ナ132例の うち,7i色/L貰常性出血を認

めたのはわずか14例であった rl血球肘滞依(-N-)ち

い し(料)を示す27例 にもいては. その121削 こ器質性

.-1J.血がqiHめられ/I

'ATEt]出血を有する1ペての牡丹に脳 血管の拡

張 を㍑めたが,これは末梢血椴の(l血球投とはk関

tiであった この礎名目土他の研究IHも比めるところ

であって,3 弗の臼血球脚浦のr-いLi=i例においても,

まf=械安城発泡性から足 れr=脳の部分においでも認

めらtt/I

内qt的にlEめうる白Jh病性結府 については,顔

和的朋榛監iiに記述 が全 くない. しかし1.,がL,.鰻

検 1-明砧に原発性実質佳日A病性渡河 を比めたLの

が9f札 あいまい/Jがbこれを也 わたものが3仲lあ

っf=.これら浸洞にはいずれも比Fk'的窃盛があると

は懸 LJられ/iかっf= これら12例の うち,3例lこは

才16-rj炎所作LLl.血 が認められfJが. これは残余の白

血捕湘riE対凍群におけるよりも郷雌がややJ.1い た

/_'し, これ ら3つの出血例はiペてあいまいfj浸r{)

をJTl-1例に認めL)れ[=ものであった

その他の病変 165名の白血病ILlhの中(:,動脈

硬化 こ̀枝光 Lr=と考えられろ前作鵜が l例 だliあっ

/_那,51故の男性JlA省におけるこの l分lこ器野化さ

れ[=状忠が死亡の城凶 と/_,っ7=とは感 じられf_かっ

た.他のY;千の盟 点には庄求 まlLll脳膜 にヘモ ンデ

1Jン沈竹の′ト稲美 を認めたが, こ^ )̀古い.V.血を示

すものと望われた しか し/_がら これ らの病変に

)寸しては白JL病以外の7寺別の鮮凶はおそらく考えち

flまい どの肉朗的剖検記iXにLSt､でも,脳如JCの

樽1失効JR増 に関1る言及 も.また水所症[:関する言

及もなかった
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LatIOratOryDLtaOEthecascSmLlllSrepOr163

hadhcthleukocyleandphLeletcotlntsobtalrled

wlth■r172hoursofdeath AnaddlLl0Tta)groupoI

caseshadonly､yhlteblooJcellcotlnLs叫th川

thlSt仰ellmltand wereonl)lnC】udedJnar)

evaluat】onoHeukDStaSIS FLgure2ShoIVSthe

z･e)at10nSTllPbetlVCCnS】gnLfLCantparenChyma】hemor

rhage,】eukocytccountandplate)etctlurLtlZlthese

63Lndlvldua)s ThefrequencyoEcerebralhemor･

rhagebeいveen■ndlVLdIJalswLthleukocyLecotlntS

lessthan50,000/mm3 andthose'ndlVlduals､vlth

h■gherl:OunLsdlffeTedLr)arkedly TheplaLeleL

coEJnlShoueJaslT71lIar,alLJllXJghrecIPrOCalrelatIOnr

sh叩 Consequentl),,noneoithe9caseswlth

<50.000leukoc)tesand>50,000plateleLshada

SJgmf)carltparenchymalhemorrhagewhlle70f

thellcases(63%)､､･lLh>50,0001eukocyleSand

<50.000plalelctshadsuchalcsIOn Eyenlnthe

presenceoEpLateLelcountsconslderedb)otTleT-SL8秒

asade(lUatetOpreventhcmorrhagLCphenorT)e

na(>50.000),20E8cases(25%)､vlth>50.000

LEI,kocytesdled､vltT- parenchymaLheTTlOrrhage

FLnaHy,lnthepresenceorlnadequaleplatelets

(<50,000),only30E35cases(9%)､vILh<50,000

leukocylesexhlb･ted parerlChymalhemorrhage

rTlleTefoTe,-rreSPeCtJVeOfplateleLCourlt,465k;oI

persons",lth>50,000leukoc),ICShadas】grHllcant

parenchymalhemorrhage､vhlleont)T7% oflr'dl-

･】dua]5､VIEh<50.00(‖et]kocyteshadthlSflndlng

TheresIJltoras･m･larcomparISOrllnYOIvlngthe

pfateletcountl､･aSlessmarked.12%ofa一lpatICnLs

･､】tT.>50.000p)ateLetshallaParCnChyma)hcrnor

rhageascorrtparedto22% ofLndlV】dualsIV■th

<50.000plate)ets

O一hertypesoEmtracranLL)Ehemorrhagedldnot

sholHrHSSamedlreCtrelall0nShlP､r化hleukocyLOSIS

TheconnectIOr).lfany exiSt5,appearedLobelV-Lh

Lhrombocytopenla tN!CauSeal)3pat'erL151VJLh

別tNiL)Ta)hematorrLaandtlneotthecasesofpTlmary

StJbaraChnoldTlemOrrhagehad<50,000platelets

TheplateletsIVere>50.000InOrleCaseOHaLaJ

Siubarachnoldhemorrhage,Lntheothercase.rtl
lnfornat)onll･aSaVa])able

Aswou)dbeexpected.theperlPhcla)Leukocytc

count､､,nsgcneraHyproportJOna)tothedcgrccof
cerebralLcukosLas】s Hence,of58cast,～IVLlh

<50.000leukoc)LeS,OrLly4had2十or3十】euko

Ei床模査yl科 本報告 における症例のLPで,63fNに

ついては死亡前72峰村以内にEJJL球放および血小板

故が湘ペら九/= さらに,別の辞では,死亡前72時

間以内の白血球故f='けが検=たされており,El血球村

浦の評価E:f)たってのみこれをIf)い/_ 団 2はこれ

ら63Y.における'Jf昏な英賢憎三JtJ.血 と白血球故もよU'

血小板汝とのrW係 を示す rjdrL球歓が EX),0〔和/ Enm3

以下のものとそれ以上の もの と<･は脳出血の似13tが

著 しく英fjる.血小板22も逆 ではあるが類似のr姻係

を示 した これでみ る と.白血球政が50,000東浦.

血小板故が50.000以上の 9例では.そのいf九にも

束等な実質性出血は埋 めらh/jかったが.白血球敦

が軌 000以上.血JJl較敦が50.000束iAの11例中 7f角

(63%)にはこの捕変が望め られるのがわかる 他の

研究者Ll,Pが出血現艶を防止する[:十分であるとし

た血小板敷(50,000以上)があるE=もかかわらず.Fl

血球散50.OCO以上 を示 した 8例申 2例(25%)は大

賢性 ,Ll'.山 でタヒ亡 した さらt:. nl小板 故が不1分

(弧 D00未?削 であるにもかかわ らず, 臼血球敦が

50,000末梢であった35例では.その うちhfか3例

(9%)(:のみ'R群性出血 を埋めた したがって,血

小板款 には関侠 /_,くFl血球 2250.00011上のものの

46%[=有藩 T.･'E穴性出血をZgめたの(=対 し.白血球

敦が50.Oop兼.Aの ものにあっては.わTか7%にお

いてのみこの所見を1号/=hliでJlる JLJ].撤款を考

慮に入れて行r_Jっr=同様の此喉では.その差はこれ

ほど弼背で/Jかっf= すf_わ ら.血小板敦50.000束

zi5では22%が犬常任N.血 を茄 したのに対 して血′ト版

数50.000以上では全 '艶話の12%に炎17怯 .tlJ.血 を比

めた

他の型の所望内出血l:は.｢l血球相多症 とのこ

のよ7r_正接的関係は認められ1.かった も L関連

があるとナhJf,血小坂減少症 との関連 で あろ う

/_ぜ/_rちば.種族下血Jfの 3例のすべておよび好礎

性 くもJ#下拙.A例の 1桝では血小松敦が50,000東浦

T･あっ/=からであう 受命的くもJS下出血例の うち

1例 [:おいては血小板軌 土50.000以上であった 他

の l桝 こ̀ついては.資料がi.'lらわなかっ/I

了,qlほ れたようE=,宋十円血娘臼血球款は一般に

脳における(_l血球脚満のfLl雌に比例 していた した

がって,rj血球敷50.OCO東湖の58例のr卜で,白血球

即諾伍(≠)または(≠)を示 したものはわずか4例 で



図2 十分1_L波′r-的Yzflを典有する63例における【鳩 /_rEfltld･.血の発生等

0%(9) 25%(8)

stasIS,therelYerenOCasesll,】Lh<50,(〉∝)Ieukoc)tes

arld4+leukostas】s lnlIldlY)dud)5≠･lth>50,000

leL-kocytes.23oE26caseshad2+letJLLOStaSlSOr

greater A)lcases ､､･)Lh 4+ IeLIkostaslS had

lelJkocyEecoLmt51nexcessOf100.000/Fnm'

EffectoITllerapyTabLe3sllOIVStherelat】onsh'p

betlVeendegreeoftreatmentandtheoccurrence

oFthe vaTILOuSles]onsofthe nervous system

assoc)atcd､vlthleukem]a SlgnlflCarltParenChymaL

hemorrhagewaslessfrcqucntlnPallentSWho

recelVedadequatea仙leukemLCtherapythanLn

paLLentS､VhoreceIVedInadequateOT-nOtherapy

ThISmayhaveheerlduetobelLerhematolog】c

conlroIIVILh felVergrossly eleyated letJkocyle

coLIntSInLrleadequatelytreatedgroup TreaLmerLL

alsoappeared10decreasethelrtcldenceoHaLaL

subqachnoldTlemOrThage.thereasonsforthlS

are ObscLlTe Leukem'c menlnglLIS､VaS more

prel･atent-ntheadeqt･alelylreaLedgrotJp Ithas

beer)psLulatedthateLEectlVetheraFI)pT-OtOngS

IJlepatleJIL●Sllfe.especlallylrlaeuLeleukerT-,but

あった rl血球故50,000米桝で(｣血球 rI滞仏 (七)を

示 した ものZll例 もr_,かった rj血球汝50,000以上

では.26別中23例 が白血球粁羅岱 (≠)か, または そ

れ以上 を′I､Lr= 白血球Fr滞披 (廿)を'11した もので

は,すべてEl血球敦は 100.000/ dXh)を棲えてい/I

治席の効果 -& 3はtf.蝶のfJXJ空と｢l血Iiir;fl隠 し

て｡llる待機 紳手篭舟病変 とのl災日系を'7rJ -I/))/j白

血1月的鮒 を受 けたJit者では,Tt.娘がィ､一十分であった

かまたは全然治城 を受け/jかっI=もの よりも.並篇 /j

rR耳性 出血の脚IiEが低 い これは. llJ)な治輔 を受

けた群においては,血液学的制御がよ く行 /_われで

おり. rl血球の提政が少 なかっ/=ためであろ う 治

材 は また放念的 くも膜下出血の碓生半 を減少 させて

L､るよ うT･あっr=が, この理由は明 らかでr_,い 白

血碗性脳膜 炎の覇度 は十分 J'Jih城 を受 けた群 r:おい

ていっそう高かった 効果的/1治城は.特 に9位 白血

smcetheant'F'letabol■tesdonoteffecL■velycross 病において息Rの寿命を遠 くするが.枕代如軌 土血液

13



pt3 各泊破折におりる揺人fnこ11する比群別化学媒!上とイl促r+蛸鷲の用保
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theblooJ･bralTLbarrler,22Lleukem]cce]lslnthe

menLngeShavealor･gerperlOdtopT101lferaLIHna

LrCaLCd person～223 PaheJltS､VILhanodeT-ate

mcnlngeallnflltrate,cons】st】ngofgreatertharL

200､vhltebloodeel)spcrhlghpowerfldd.showed

thLS Same PCCuL)ar recLpT10CaLreLatlOrlSh)I lo

ther叩y Ho､vcvcr.pallentS ､Vho received no

known therapy had the h唱hestf,equenc)･oE

T'len■哨CaLtumor rherlUmber〟 caseslnthese

latlCrgroupsWasSmallandartycone)uslonstenuotls

Expl)Sure IkedLStmbutl0nOfthevarl0tJSCentra)

nelvouss)stem)csLOnSbydlStanCegroupLSShoIVn

lnTabLe4 Tht･occultenCeOfslgrL.fTtantlesLOnS

lnthegroup､l･LthlnlL100汀- aS242% andamong

suT､･lVOrStCyOnd1400m､vas321% Theol･era)1

prevalenceoEslgnLf)cantCentT-alnervoussysleJT)

]es10nS Ln the surv】vor populal】on l､raS 29%

Therefore.noslrLklnga)ElereTLCeeXIStedbetween

the2dlsLancegroups】ntheFrequencyofslgnlrl-

canlks[OllS The rrequency ■Jlthenoトけ卜CtLy

gTUuPWasnOIcompared"plthlhLOfthesLlrVIVOr

FX)ptlLaL10nbecauseOrthemarkeddlfferences】n

ageandsex= ■

脳rNn を効Rt的r:* り楼え縛ないから.22L 治強 を

受けたものの加持にLlけるEl血病性細胞の増旭が,よ

り長時PLl行/Jわれることによるものであろつ ZZll r卜

等度の脳膜汝洞 を和 し,祐惜撃朗徽絶 1視野当りFl

血球 200以上の恐k も.Tfi軒に対 してこれと同 Lr特

別の格Ⅷ関係 を示 した しかしf_rがら.冶ifを受け

ていないIithGの脳順臆蛸雅生の朔Iilは鎖苗であった

泊蝶 を受 けていない群の症例故は少 なく,それに対

するいかなるさ.T,恰も惜納性が滞い

被爆状態 ?Li雌群別各組TI】但抑縫糸病変の分布は

袋 4E:万､ナ 1400ryl以内の被壮者群における有意 rj

病変の碓生呼は242%であり,1400m以遠の被爆者

群では321%であっ/= 揺合的1:みた親査対 軌被爆

&群におけるIJL培rJrfl枢 神経芽病変の礎 生卵度は

29%であった したがって71鴬 /j病変の頻度は, こ

れ b2つの距AL群のFLFlに著 しい差はみ られなかった.

原体時市内[:いなかった群と抜姓者群の間の頻度の

比較は行なわ/_,かっ/=が.これは年齢および性別に

苦 しい蒙があったためである 8111
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DISCUSSION

ThrombocyLopenLaandothercoast)Iat】orldeEeets

ofLellhavebeencltedasetlObglCIactl)rSmthe

pathogeT'eS'SOf.r-tTaCran･alhemorrT"ge･n
leukeTTna=LB20RecenLlyMooreetalhave
descrlbed2dlStlnCLIVelesl0nSaSSOCtaLeJIVlth

parenchymaLhemorrhageoccurnngdurlngthe
lbl且St)CCr)SLS
-"5TheynotedvascularchokLZlg

andlargc,gross
lyv】S】b】C.cort■ca
]nodl'lcsof

leukem)cceHs】n9cases0facuteleukemLall･】th

veryhlghterrrL)na)wh)tebloodccllcountsand

fatalparenchyma)hemorrTlageThese】attercases

represented45%oEa]EpatlentSWhodLedwlth

wLutebloodcelLcourttsgreaterthan)00.
000/rrLm3

and64%l)Ea日thecaseslnthelrStudy､､･lLha
ratalcerebralhemorrhageTheassoclaLIOnOf

leukermcTIOdtJlesandhemorrllagehasl氾en

corrlmenLedupollbyoLhers
426Howeyer,as
has
tN2e'LernPhas'zed,HageographlcproxlrnJtydoesnot
TleeeSSaTlJyestabllShacausalrelatJOTIShLp

Unrorlunately,a
)actolJeLaIledclln)Galand

laboratorymLormaL)onlnEnallyOfthepresent

考 等

血′卜伝減少症およびその他の凝悦仲川の欠陥は

白血蛸lこお[1ろ紙重内出血の捕凶的夢東としてしば

しは引糊 されている_)7llP 放近 Nooreらは

r穿御地康期｣の美質性出血には伴する2つの柿色の

I)る蛸姿について述べている 1Zlかhbは.末期白

血球款がきわめて高 く致命的炎文様.LIJ.血 を示 した

9例の仏性EI血捕吸着にもいて,血甘lyl耕bよび大

きくr負目ulでも見える皮牧内白血梢惜抑胞小糸tLi前を認

めた.これはかれらの救命的脈山血E=F姻するDzl立にお

けるFl血球致 100,OCO/ 上皿1以上の死亡古の45%を

占め.粥成 した全症例の64%[こ当る Fl血病性小結

SZIと出JLの開陳については他の研究 古もii及 してい

る lZt しかし/jがら,今Elまで嶺31されているよ

ラ(:,コl 関連性があるとい うことがIel-TLも因果

硝保を稚立するものでは/Jい

漣tSながら.現在の症例のSくlま辞紳fJ息床お

よび検束梁科を欠いているので.黄耳性出血lニおけ



Casespreventedanadequateevaluat)onofthe

roLeofthe-blastlCCrlS)S●m parenCh).malhemoT-

rhage Ho､veycr,nogross]eukemlCnodu一es.n

assotlaE10nl川hhemorrhageweredescrlbedlJl

theautopsyprotoco一s,Al50.rr"CrOSCOPICparerlChy-

maIlnr)[tratesoHcukem■cceltSlVererelatlYely

raf-eandm el･er),lTLStanCeextremelysmall A

s■gnlf■cantFIarCnChymalhemorrhage ､vas not

found lnaSSOClatlOrIIV】thanunequlY∝alparenchymal

kukemlClntIItraLe ThlSIVaSundoub(edl)due.ln

urgemeasure.tothengld dlagnOSt)CCrlLer■a

usedforp▲renchymallnflltrates lf,however,

sLlChleslOnShperelmpOrlanl】nthepathogeEleSlS{lE

paT-erLChyrrLaLhemorrhage.theywouldbeexpected

looccurlnaSlgrHf)cantLlurnberofl:aSeSIrkreglOnS

rerrLOl･edfromtheslteOEhenlOTTTlage Therefore,

althotJghtheposslt･llLtyren aLnSLtlatparenCh)Tnal

ktJkemlClnfl)trates≠･eretmFIOrtanllRthepatho-

gerleSISOfsomecasesoEparenchymalhemorrhage.
sLIChev】der)cewasnotdemonstratedlEltrleCases

LhaLCOrnTmSethtsT-ePOrL

PerlVaSCularcufEmghasalsoL)Cert■mpIICatedlr)

thegeJleSlSOIparcnchyrrLa日,emOrrllagelrLleukem ■a.

thehyL)Othes)sISthatSuchcellsWcakerlthetvalloE

theadlaCerlLbloodvesselH ■ 27 AILhol'gh■tlS

dLrtlCLtlttodlsprovesuchatheory,thepreser)t

studyshowednosupport)vcev■dence PerlVaSCUtar

cutflngandleukemlC】nf)]lrateslVlthlnthemerllngeS

correlatedmuchbetterthancufflngandhemor

rTlage Also,mcnlngea‖ntL]traleswlthapparently

secondarypenVaSCULarctlfELnglVereCOmmOnLn

)yml)hatlCLeukemlabuts)gnLf)CantparenchyITlal

hemorrhagewasrehtlvcl)rare

A strong TICLat10nSh)p I,xLStCd behyeen hLgh

tctTTHnallVh-tcbloodcellCountands■gnlflCant

parcnchymalhcmorrhagc The･npl】CatlOnSln

therapyareobvlOuS Evenm thepresenceof

adequateplatclets.25% CTPeTSOrLSdylngmth

lYhLtebloodcellcountsofgreaterthan5O,000/mTTl】

hadaslgmLLCantParenCh)malhemorrhage The

re)aLlonshIPbct､veenlhromLx･C)topenlaandthe

developmentorsuchlcslOnS≠･aSlessl､･elldefmed

LonglmPllCaledlnthehlghlnCldenceolceT･ebTal

hemorrhagea5SOClateJ ､V]thleukemla,LhTOmbo

cyLopenl=VaSCerLalr･lylesslmPOrLar･Hhangross

elevatl0nOrtheleukocyLecountandthesmall

dIrferencelrLthelTequer･CyOfhernoTThage lrt

る｢ガ細胞純利｣の役刺 を適当に評佃することができ

なかった しか しr_がら.剖検詑鎖 (;は,出血に関

迎 し/_肉眼的白血捕性結節の ことは述べ られていr_

い また,挽綾上認め られる臼血病細胞の実質性浸

潤 も比較的まれであり,いずれの場合もきわめで′ト

さかった 明咋r_,実耳性 白血病性浸洞 を合併 した重

篤/_,脳rR耳出血は見diらなかった これは.某常任

汝内の診断拡沖 を頗椿にしたことがおもr_,磨EEである

ことに捷いはない しか しr_,がら. もしかかる病変

が実常任出血の鵬凶 として凍要T･あるとすろならlf.

それはか/jりの汝の症例 l;おいて出血水性からtIJ捺

し[=鎖域[=11め られるはずである したがって,jf

貿性Fl血蛸性浸洞は.実穴性出血の若干の症例のAi;

凶 と しでは正夢 で あったとい う可能性 は残る[1h

ども,本鞘岱で取 り扱 った症例においてはこhzl証

明され/jかっf=

血管周囲Hl□E,tC]血球塊合もま/=白血病におけ

ら-R耳性出血の発生に関係があるとされている こ

のよつな細胞はFG接する血管壁を弱 くするとい うの

がその収税である 32I･:7 かかる説 を否定すること

は囲紫であるけれども.*羽衣ではこれを支持する

証拠 もなかっ[_ 血管同園抽Ll梯白血球集合と脹膜

内のEl血痢任浸潤との相関関係は.袖1j様白血球姓

合とは.血 との刷関関係 よりも#.梓 であった また,

税発性 と哩われる血野周囲 触u様白血球張合を伴

フ斗義勝没m は り/パ性 Fl山城 にt'し､てよくみ られ

たが,瓜揃な炎質件出血は比l空的まれであった

米持作l血球の坤LMとg(帯 rj実質性出血 とのr"rlに
は.辞,J兵/il父1ik7'が存a･JLf; 治蝶が関係 しているこ

とは明らかである El血球教50,000/Ma以上の死

亡斤の25%に+57/j血小板があったにもかかわらず

絹罵fj媒ダ性出血が㍑められた 血小板は少症 とこ

のようfJ病変の発生との仰の開床は明瞭<･f_,い かね

てから血小板減少症は白血病に随伴する脳出血の耗

単碓生 と閥族があるとされていたけれども.白血球

敦の湖背fj上井に比べて経か1二兎専任は少 なく 血

小板故50.000/一㌔ 以上 とそれ以下の患者群に分け



patlentSgroupedbyphte]elCountsaboveandbe一ow

50,000/mm3mayhavebeenareflectlOnOfsome

othermorebzIS)Ca)teratlOn SuggesllVeSL]ppOrllS

provldedbyaseT･leSOrllcAsesoraplasLLCanerrHa

auLoF'5■edaLABCCdurlngthlSSarrLePer■Od(1949-

62),whlChsholVednoslgnlflCanLparenchymal

hemorrhageswlLhlnthecentralnervoussystem

Allofthesepat]entshadg.merall2redpeLechlae

andmanydledwILhevldenceofgrosshemoTThage

e)se"･here,presunabIydLIetOthromboc)toF*n)a,
plaLeletcotJnt5Were400057.000/mml_

ThatEnaTLy letJkern)a ptleFltS developed a

parerLChymalcerebralhemorrhagedespllep】atelet

cotJrltSm excessOf50.000/mrn)suggestedthat

otherEactoTS"ereImportant)nthepathogenesIS

oElhlS)es10rt Suchp)aleletsmlghLhavebeen

qLJalLlalLVel)･abnormalbu【山ISSeemsur)lLkel),

especlaHyslnCeOIll),25%ofpat.entsWlLhacLlte

leukenLahadacLIVebleedlngZQ ILISPOSSlble

thatgrossleukocytosISleadsLOleukosLasls､州h

vascularFIIusglngandthedevelopmentofleukemlC

lhrombr However.thepresentStudyshowedno

ev■denceforthls LeukocyLethromblWerenot

rotJnd.althotJghSuchLhromblCOt･ldhavebeen

destroyedbythehemorrhagetheycILed Also,

sucharrN:ChanISmlVOu】dbeexpectedtopTOdtlcean

anem･corahemorrhaglC･nfarclratherthana

cerebra)herTtOrrhage.InaddLtLOn,the)eukocyte

cotlnt･T)theperLPheraLbloodandparencTlymal

hemorrhagecorrelatedmuchbetterthancerebral

letlkostasLSandhemorrhage

TTIUS,thepresentstudyshou′ednoev■denGetO

supportanyotthepopulartheor]esconcerrLlngthe

palhogent･sLSOFcerebralhemorrTlage･nleukemla

Incons)deM gOtherposslbtemecharLISmSfor

th)らlcslOn,3phenomenaarenOteWOllhy D】】ated

cerebT-alvesse)slVereurHEormlypresentLnleukemLC

)ndmdualsIVllhlntraCerebralhemorrhage,such

mdlvldualsgenera日ydledwLthlelJkocytecoLmtS

exceed■ng 50.000/mm3,thebloodyISCOS■tylS

mcrcaseJtnleukemlCPersonslVlth打OSSlyeleyaled

leukocytecoLInLS

AL50,000/TnrrllleukocyteshareheerlShow'ltO

bcglnhavlngaSIgn'fICaTlteffectonblod vlscostty 28

A lso. thelrlCreaSelnbloodyISCOSltyLlasbeen

reportedtobeexponeTItlal)yrelatedtoJnCreaSed

た場合.両帝の仙 こ出血郷liEの薮が少/jいのは何か

他のもっと恨事的 /J変化がこれに反映 しているため

でJ'ろ う この伺 L'時期(1949-62年)I:ABCCで剖

Liを行 なった11例の押生不能性箕血忠古の粥盃はこ

のことを蓑沓 きするJ:うに想われる これらの例で

は中枢 7+枝糸内に11.鑓 Ĵ東平性出血は認められ/1か

った これらの息lH[二はすべて全身性出血斑があり,

多 くの ものがおそらく血小板減少症によると思わtl_

る他の場所の内服的出血で死んでいる その血小板

鼓は4000から57.000/")の帆で･あった

血小板故が50,000/t■3以上であるlこもかかわ

ら-f'E質性淋出血 をおこす白血病忠古がきいとい う

ことは.実耳性脱出JLの粥Egと して束芋/jl也の要素

があることを示qrする その血小板が野的に異常T･

あったためか LLrtrJいという想定は ,綿に急性白

血病患者のわずか25%に･r明r_,出JLが壬生められた(I

す ぎr_,いことを考えるL:.妥Lliではないよ うに思わ

れる 7' 輔背 r_1白血球増さ症 は血管rn垂を伴 う白

血球 Jl浦 に移行 し. ｢白血輔性血栓｣を発生せ しめ

るとい っ可能性 がある. しかしfjがら.本JI毛では

これlこ対する!E拠はみら^なかった.白血球血栓は

近めJ'iかった ただ し.かかる血栓は,出血[;よっ

て破損 されて しまったのかもしれない また この

よ うな秩序は脳出血よりはむ しろ斉血性 まrH土出血

性博雅 をひさおこすは･Yである その上,末柄血液

における白血球故 と'&質性出血 との相関関係は.脂

にお[1る白血球肘浦 と出血 との和rq関係よりははる

かに哩接である

か くて.本朝恋 は,rJ血病 における札hlii血の病

因に楓する一般的_T'脱のいかなるものをも支持iる

1正雄 を/i､さ/jかっ[= この脳山爪について他の鰍 牢

の可能性 を考 える湖合に,次の3つの現象が注目に

佃する 1fiわら.脳内LLJ.血 を布する白山捕 愁者 に

おいては一様に恥血管の拡大が沈められたこと, か

かろ白血病恕Jkは一般にEJ血球 が93,000/m'以上

であるのlこ死亡 していること.および斬背 /i白血球

放増加がZid)られる白血病恐IGにおいでは血液帖胡

座のQI嶺 を沈めることがそれである

白血球Ii弧 000/J～】[:連すると血液帖胡座に著

明r_1影g を及ぼ し始めることが証明されている 2'ま

た,血液帖胡度のJlnnは,浪度のqlbtlと指政的関係



co爪CeJltTatlOnZ9SymptomsreterabletotTleCenlral

nerloussystemareyer)slrMla=npol)CブLllemla
rubrayeraarldleukeTTlla TherorrrLerdlSeaSeIS

alsocharacterはedbyaneleyatedbl00dvISeOSILy

aJld reFKlrtedlyb),ayer)hlghprevalenceoE

cerebralhemorThageJ4'2叩prOaChlrLgtheo∝urTeTICe

ratehundlnlhepresentSerleS,VaJthoughsucha

cornpar■son■scDmF'l'catedbypartlaJlyorcompletely

slJ∝eSSftJltheraFIylnmanyCasesOlpolycythemla

Cerebralhemorrhagehasbeertreportedtobe
morecomT710TllTlacuteleukerrLLathan)nthechronlc

formarLdtobeT710reCommon】nthemyelDgerLOuS

than the ]ymphatlC types IgllOr】ng pOSSlh)c

dlEferezICeSmthetotalleukocytecount,LmmatuTle

celLsaregenerally)arger.andtherebyeTKerta

greaterznf)uenceonb)Bodv】scos)tythrLthemore

rrLatureformsarldmaturearLdLmmatUremyel0)a

ceHsOCCUPYagreaterVOIumethancomparable

lymPholdcellsZS lncrlrorlrclymphaLICletJkemla

wlLhWhltebloodcellcotJntSeXCeed■r-g50.000/TnEnJ.
rlOrmalvalues forblood vISCOSIt) havt･beerl

reportedl̀ TTlefrequencyofccrebralhemorrhage

lnchromeI)rnphatlCletlkermalSmuchlessthan

Lr'anyOthergroupOHeukerr"a3 Theapparent

a鮒 ClatJOr10EcerebralheETLOrT-hage and the

b̀hstlccrlSISITTlaybere一atedLothenagnltLldeor

the･ncreaselnbloodv】scoslLyar･d/ortheabrupt

lla111reOftheleukocyLeCOtJrILelevaLlon､vILhark

ovcrlVhelm■ngotnormalhomeostaLICmeChanlSmS

Increased blood vISCOSLtyresultsln reduced

nou,.byphysICaLpTlnC)p上esandasmeasuredby

clrculatLOntlme2ACompensatLOnforthedecreased

f)ow)selfectedmztlaHybyreflcxvasodLlatat10n

EIo≠･ever,VascuLara)latatLOn】nVerySmallbLood

vesse)sparadox】ca)L))rLCreaSeSSPeCLf)cv)scosLly

duetodampenlngoEthe)amlnaT-Elow effect

FurLheT■TICreaSeSln blood l･1SCOS■tyT･eSulLln

vasctJlaraTld LISSUe hypoxlaaTld lLhasbeen

suggesLeJLhaL )ossoFlnLegrltyOrVascularendo
tJlelurn lSOfpTLlmary lmPOrLarlCe lrICerebral

hemorrhage_氾 NLECleoprote'n synlhesIS ar-i
breakdo≠･nbyebeenshowntobeHICreaSedln

roostcasesoHetJkem-a18 TheresuILaEltpume

andpyrlm■d■necon)ugatesareknownLOStlmUlate
vascular dllatal■onJ6 These vanous factors.

shown･nF】gure3.eventuaHyproduceaTnaXlmaI

vascularresponse.Furtherd】lata110n)Slml)OSSlble

をもつと報告されている 71井蛙多血球血症 と白血病

においでは,中枢神蛭果症状 は非常によく似ている

六位多血球血症もまた血液帖8I度の上 梓を特徴とし.

JI空にみられる発生革 に嫌通 してI､る 凹 ただ し,

多血球血症の多くの症例においては治鯨が部分的ま

たli完全[=成功 をおさめているので,このよう/1比

較は簡単[:はで きない

脳出血は慢性白血病におけるJ:りも急性El血病

1:おいて耕度が高 く. リ//t性白血病におけるより

も骨髄性白血病 E:おいて,より切l空が高いと報告 さ

れている 3 線白血球故が炎 fjる可能性は別として,

来成熟細胞は一般に成熟細胞より大 きく, したがっ

て戚要A細胞より血液帖朋IjZにREff形廿も火であり,

成熟および未成熟骨性性細胞はそれに匹敵する数の

リンJl性細胞より大 きf_容紙 を占めろ 21 白血球数

ヨ),000/ dn) を越えろ1*性 LJ//(十生白血病において

正常の血液fL,iq度が妊明 されたことが報告 されてい

る 如 Ii性 リンパ性白血病における脳出JLの毛Ⅰ畦は

他のいかなる型の白血病(:おけるよりい まろかに低

い ) 脳出血 とr芽細胞蛙期JとIirl保があるよ うに

みえる[1れども. これは血油帖d度の柑bTlのf=性ま

たは,白血球敦の突如上井によって正常の動的乎fb

稚序が圧fiIされること[:よるものかもしれfjい_

血液帖研度が増すと.物腰的Il/-哩 (:より, また

棚El時仰の浦rAiiIが示すとおり流血鹿は減少 ｢る結kt

となる 2J 流血且の減少(:対する代価はJl真帆 よ反射

性血管拡張 によって行なわれる しか し{_rが ら.非

瀬 に′トさな血管における血管拡張は,層流効架の減

諜E=よって比粘度が逆にEPfbIlする 血液枯欄度がさら

に相加すると, その結架血管おJ:び組粒の放棄庄低

Fをきたナ そして血管内皮がl暮哲 を受けることが

肺出血において第一報的Jl葬性のものであろことが

示唆 されている '5 持韮山の合成および分NE附7Ⅰは,

白血病Iflの大鉢57においてLl姓するといわれてい

る '■ そのLt粟生fるpur)neおよびp)r'TTt'J'rk LE

li体は血管拡張の刺混作川をもつといつことが しら

九でいる 】i 図 3に示すこhら各は要素は結局JI大

血滞反応 を生 じ,血管がさらに砿珊することを不可



図3 白血碗'こi)'ナるJL誠一旭 のt化

■Llb〇一 HIPOXiLLAJS LAsis
Vi父○S.lT- tJEtd-&L,bJL

JL汝粘IIEE力:I/ ＼ 袖 山｢

･- ∴ ∴ / `… ｢̀ … 血I;JItt;?,rlh諾;-

and yascularpermeabI]■t)■nCreaSeS ALLhoLlgh

dlrflCulttoJocumenl.theflnaleventrnuslbe

laSCL-JarlleerOSlSand/oTTll'pture lLSeemsreason

able10POStUlalethattheact10nOfoneorseveralof

theabove一merlhonedfactorsmlghlbelmPOrtar)Ilr)

thepathog.meslsofcerebralTtemorrhage

Theresuhsofthepresentstudy.】naccl)T-darlCe

､､･】thsHTl)lar､vorkconcerned ､vLlhparenchymat

hemorrhagem】eukem】a,日 sho､Vcdapredl)ectlOn
forlnVOIvemen10fcerebrallVhltematter The

vasctl)alSupplyofthecercbralwhLtematterLS

character)zedbymu)tlPZe,Sma日,tortuousVessels

､vLthath■nmed】a,a♭senlextcmalc)aStJCLamlna
and】1ttLeadventtt'a37vascIJlardllatat■onaccentu

aLeStheLhLnnatureOftheseyesSelWa日s Also,

asstJn)ngaCOnSlarLLlo.:atbloodpressure.dIlatat】On

lnCreaSeSthelateralpresstJreaPPl)ed10thevesse一

lVallLhereb)■ncreasITlgItslenSl0n Thetortuous

characlerOfthesevesselsmayalsobeo†】mpoTtaEICe

lorresIsLarLCe tO rlow ITLCreaSeS W'th length

CertalnLytherarldoTTtmYOIvernentofsmallyessels

mleukemla.IllCl)ntrad】st】nctlontotheprelerer)t■al

)nyolverncnLOlarLenOSCIerosIS.SLIggeS15apurely

phys)catph.momenoII AllhoLLgh hemorrhaglC

rrtanlEestal■ons are common ln leukcmla.they

経に し,血管稚逆性 を増す ^P別 二明宵することは

l封tLで^るけれ ども.最後 には血管横死 圭/=lL血管

破沓 亡T.7る[=速 いrLい 上述 夢紫の 1つ ま[=はと値

のflJ-IfJは脳出血の病因 と して旗手 であるか も しtlr_,

いと仮ri'す ることは妥'■iであろ う

亡E血hlにおける実 質性 出 血 [:関 す るl■lJF,tの研

究 Z iが示すとおり,本知立のktl火も脳のrlTEがその

好礎部位 であることを示 してい[_ 耶(1mの 血液補

給 は,多談の蛇行件小血問によることを書宇敬と fる

が欠?lJL.外月額がほ とん とr_い 17 血耶心1磯 は これ

b血管盟 の縛 い特 質をいっそう3.3･加する また,I.JLW

血圧が 一碇<･あるとすれば,血管blL-rRによ り血管Leに

与 えられるPlノ)庄 JJは憎huL, したがってその緊張

をLttす これ らの血管の蛇行性 もまl=LrLL#であるか

iLれfJい /_ぜならばi産れに対す る抵抗はIiさと

とい 二JfI加す るか らT･ある 如JK嘆 化従 lこおいてil

適訳的 J=血帯がおかされるのに対 して,LL血柄 E:.ら

L､では′トさf_血苛が任 鑑におか されるということは,

稚 かに托枕[_る物理的現 象でF'る こ とを'J.-唾 す る.

rl血蛸 (_L∫いて.出血の発見faJt:は代地 してい るHh



seldomattalnlargesIZeLnParenChymalorgans

Thernass)venatureormartycerebralherrLOrrhages

maytN2relaLedtotheJnherent､veaknesS0日he
bloodvessel531andthelackof､･asculaTStJpPOrt

oFEeredbythebramFIareTlChyma Thelr)Creased

rrequeneyotInvolvementoftheceTebralI- lspheres,

mcoT71parISOrLWILhthecerebeIltJmaJldsplnalcord,

lsprobablysolelydueLOA,FEerences･nmass3

lnthepreserlLStudy9% oELtleCasesWILh

st即■flICAntCerebT-athemorrhagedledwlth､vhlte
hlooJcellcountsoHessthaT150,000/mmlandno

mlClqSeOFHCeVIJenceoHeukostasls MICrOSCOplC
examLnatlOnOfthebralnSOftlleS･E･lrtdlVldLlals.

ho､代Ver,alsoshowedamarkedlydllatedvascular

5ySlemSL)ggeSLLngLhaLdl】aLatl叫 Perhapsoc比SIOrled

bylrl亡reaSednLJCleoprote)rLdestrtJCtlOn.StlllplzLyed

alllmPrlarLtrOle CertalrLlyrucleoprote.∩metabo一

I[smlrHeukemla.at)eastaS measuredbyllrlCaCld

excretIOn,lSIncreasedeverHn'aleLJkemJC'cases1?

Theconbmat】onoflnIecLlOn, SOOftenacon'pl1-

cat10nOHeukemla,andfevcHnassoclatlOnWlth

anelevaL)OnOlaproleln-tKIundserumTKItySaCChande

andLhrombocyLopenlahasbeen･FnPl･caledlnthe

hemorrhag】ed】athesLSOlteukemlCChlldren 3日 9

NoattemptWasmade)rLthepresentreportto
correlatelntCCtl0日＼･lthcerebralhemorrhage

TheresultsofthlSStud),suggestedthaHhrornbo

cytopenla may be ofsecondary ･mporlance

P]atcletsarelnportarL= rtprcservlng Vascular

lntegrlty Adequatep】ateletsmaypartlallynegate
theeffectsoTanlnCT-ease)rtVascularpermeabLl】1y

ThepresentstudylmpLledthatthepreva)enceof

slgn)f)cantparenchymaLhemorrhage.sdLreCt)y

pTOPOrtlOnaltoageatdeath ThlSreStJlhsat

varlanCe≠･1thprevLOuSrePOrt53andthed]fferences

bchVeCnthevarlOUSagegrOtJpSareProbablynot

stat]stlCaH),SlgrHflCarLt However,LtSeemsreaSOrl
ableEoassumethatLtlereS】StanCeOEthecerebral

vascLJlaturetosLIChtactorsasvasctJlardllatatloTI

probablyncreaseslV･thageandhemodynam･c
compen5atOryprocessesmayftJnctlonlessefflCIently.

Therefore,hyperLen5lOnandaLheroscleroSlS,the

agerelateddlSeaSeSWh,chlheoretlCall)account
fortheIncreasedlnCIdlmCeOLspontaneousCeTebraJ

hemorrhagelrlOlderagegroups.mayplaya
51mllarrolelnleukerrHa

ども このdl.血は'R野性岨器において大 きな範囲を

rLlめることはめっ/=1=/Jい 多 くの脈出血に大且出

血のt31照があるのIi血管の生来の脆弱性ユ7および脳

'E常軌 こよって血管が支1.5されていないことr;関係

がf)るのかもしれfJい 小脳 およLF脊髄に比較 して.

大脳半球がおかされる胡蝶がK,いのはおそらくtiH二

丘的相違によるものであろつ 】

本月態においては,有食/_脳出血を才lする症例

の9%が姥亡したが.その白血球汝は50,000/-1u

FでL)り,Sbl最組的に白JL球付洋の形捗 を認め/_か

っI= しか しながら.こL一らの..,Llt.古の后の穎鼓汝換

J東<･は.Jh軍兵の著 しい拡張 をZgめ/= 二Llは.績

蛋白破Jilの糊hntIJ:っておそりく!&発 された血管広

兼 が節状尤安T_1枚'Pを.'iiL'ていf=ことを示唆 す る.

少 なくとも坪根株津JIによって湖を した臼血病[=b

ける擁生Ll代謝は.Ckかに｢k白血病性患者｣におい

てすらqlhllしている.Ll しば しは白血病の〈†併症 と

して税t)れる怨Ihと淡白結合血泊 多憤頴増bl]およtF

血小松は少lこともriってみられる発flとのli拝 は,

白血病児の.L出血性兼併Eこr対迷 しているといわれてい

る X･升 ,I:報告においでは感姓 と脳出血とのAl関l娼

鯨を平める択みは行 {_hf_かっと

本桐JlのtMさでは血小板減少症さは第二衣的なik
嬰性 をもつ ものかもしれ/Jいといつことが7)､唆 され

た 血小板は血管の(米全に王rE要である I'7)/i血小

板は血符沖適性の州轍幼児を-EEWTち消iかもしれ

Tjい

本鞘虎は,才7位を)ミ新任.L土J.血の解り空が死亡F.ril

報]1,3と興 なる そ して各年齢群のn,.TIの差はもそら

く就flt孝的にイl艦で/Jい しか しfLがら,血苛拡張

rjとの畢凶に対すろ脳血管系の抵抗はおそらく年齢

とともに畑hlJL,血液動態代偶過程は能率的に作Ff]

Lfjく1_るもの とみてよいであろ う したが って,

芯血圧および7テローム性如脈硬 化症. チ /jわ も,

老IFJdにおける特権性脳出血発生率増加の理ii的根

拠 をなすq-RにM操のあるこれら疾患が,白血病に

おいてもIlilはの投yJを1講Ifるものであろう



SUMMARY

The preserttreportSummarLZCSthe pertJrLent

cllMCaland paLho】OglCElnd[ngsln 165CasesoE
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本鞘鰍 よIL.山もよび妓叫のAlJCC【二おいて1949-

62年の剛 に剖検 を行 /Jつた 165例の白血病 患者にお

ける関係批床 械理所見を揺旅 したものである 領
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であり.よ期 n血球が11加 して死亡 L/_恵 方にもい

て著 しく誠か っfL 白血病 にわける析出血の縞閃 [=

開 tJす る可能性 ある練序 l=ついてZiiLJ/V くも膜 卜

出Jlおよび硬膜 卜血Aiにはrl血球相 E圧 との関hRは

i!め られ /+か っ/=が.訴明 /j血小康減 少症 による彰

gFがあるよ うに思 われた 脳膜 をおかす貞洩性の白

JL病性j単洞は.■ 当 fj化や蝶iLを受 けているtIID,古に

おいて逆 に吋bDしていた 脳拝NEdFは治群 に対す る

この特殊 T.閉経をホ さf, リンパ粍 白血病11二合併 し
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