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山羊胸腺の退縮過程におけるハッサノレ小体

と嚢胞の機能形態について

大島浩二・松尾信一

信州大学農学部家畜生体機構学教室

緒 論

山羊の胸腺 (Thymus)は胸部(胸腔内〉にあるばかりでなく頚部〈上方は耳下腺附近か

ら下方は胸腔の入口まで〉にも存在している。一方，人，犬，猫，家兎の胸腺はただ胸部に

あるだけである(松尾と大島19818)，NICKELら198110))。

日甫乳動物の胸腺の機能については長い間定説がなく，不明瞭であったが， MILLER9) (1962) 

がマウスの新生時胸腺摘出によって免疫反応の正常な発達が阻害されることを発見して以

来，主として免疫学的に追究されてきた。現在，胸腺の主な機能は動物の幼体において，胸

腺由来のリンパ球 (T一細胞〉を全身のリンパ性組織に供給し，それらにおけるリンパ球生

産を刺激することであるといわれているo また T-細胞は骨髄由来のリンパ球 (B一細

胞〉と協同して抗体産生に従事することが明らかになってきた。

胸腺は出生後次第に発達し，重量を増していくが，性成熟に達した後は，年齢とともに退

縮して脂肪組織に変性してし、く。 このような年齢的退縮 (ageinvolution) とともに，胸腺

は放射線照射，ステロイドホルモンの投与，栄養障害，その他の強いストレスなどの影響の

もとで急性に退縮することが知られている一一ー事故的退縮 (accidentalinvolution)。

以上のように，胸腺は免疫機構上の中枢器官であり，動物の成長とともに，その形態を大

きく変化させている。しかし，従来，家音の成長と胸腺との関係，特に形態学的分野での研

究はほとんど行なわれていない。本研究では幼若および成体の山羊を用い，胸腺の退縮過程

における機能形態，特に， HASSALL3) (1864)によって報告されて以後， 現在でも胸腺特有

の機能不明の変性細胞集団としてみなされているハッサル小体〈胸腺小体〉やそれに類似し

た構造を呈する嚢胞 (Cysts)について光学顕微鏡的観察を行ない，今後，胸腺の biopsy

〈生体検査〉による成長程度の判定についての検討も行なった。

材料および方法

本実験に用いた山羊は，幼若個体の雄7頭と成熟個体の雄 1頭と泌乳中の雌4頭である。

それらの日齢および年齢，性別，体重，胸腺重量などは Table1.に示した。 Nos.9-12 

の成山羊の胸腺の頚葉と頭葉は完全に脂肪変性し，一部胸葉にのみ脂肪組織の中に島状を呈
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して実質が存在したが，それらの実質のみの重量は測定できなかった。仔山羊はすべて人工

晴乳によって飼育したが， No.7は激しい下痢による衰弱のため生後28日目に死亡した個体

である。また， Nos.5，6の2頭には解剖前の 5日間連続して雄性ホルモンであるプロピオン

酸テストステロン 0.5%水性懸濁液を 1日頭当たり 0.5ml大腿部に筋肉注射し，同日齢

の無処置のものと比較した。

解剖後直ちに胸葉，頚葉，頭葉に区別して胸腺重量を測定し，ブアン固定を行なった。常

法に従ってノミラフィン切片を作成した後， H.E染色とともに MatsuoTetrachrome Meth-

od (以下MTMと略す〉を施して観察に供した。 MTMはオレンジG， 酸フクシン， メチ

ルグリーン，酸バイオレットによる 4重染色法で， MATSUOら7)(1969)が下垂体前葉の細

胞分別のために考案したものである。

また胸腺実質における皮質の占める割合はプロジェクションスクリーン〈日本光学〉に

投影した小葉像をトレースし，その各部分の紙の重量を測定することによって推定した。
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Number， age， sex， body and thymus weight of goats. Tabel 1. 

Notes Thymus wt. (g) Body Wt. Sex Age No. 

Thoracic 
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* The weight of the cranial parts of the cervical lobes of Nos. 4， 5 is contained in 

the weight of the cranial lobes. 

結果および考察

1. 山羊胸腺の形態と退縮状態

仔山羊の胸腺は胸葉，頚葉，頭葉の三葉に大別される。胸葉は左の胸腔にあり，心臓より

頭方に位置し，胸郭前口で峡部を形成して頚葉に移行する。頚葉は頚部下部では気管の腹位

を占め，左右の頚葉はゆ合しているが，第 4'"'"'6頚椎附近から左右の頚葉に分離し，索状を

呈して気管の両外側に沿って上行している。左右の頚葉は喉頭附近で再び峡部を形成し，下

顎腺の後縁からさらに上行して耳下腺に達するまでの大きな塊状を呈する。この部位が頭葉
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である。肉眼解剖学的に頭葉と頚葉を合わせて頚部，胸葉は胸部に相当する(松尾と大島

1981)8)。

成体の山羊のうち年齢が 3才の個体 (No.8)の胸腺は各三葉の実質の退縮が進み， 被膜

や小葉間中隔に多くの脂肪組織がみられた。さらに 4才以上の個体 (Nos.9-12)で、は，頚

葉，頭葉が完全に脂肪変性を示し，胸葉にのみ実質が島状に散在していた。

胸腺をつつむ結合組織性の被膜は胸腺実質(腺体〉の中に侵入し，小葉間中隔となって腺

体を数多くの小葉に分けている (Fig.1)。本実験の Nos.1-6の若齢個体の頭葉〈一部の

頚葉も)，年齢が 3才の No.8の各三葉 4才以上の Nos.9-12の胸葉において，これら

の胸腺小葉は小葉間中隔によって周辺からさらに細かく分割されていた (Fig.2)。

また，通常，胸腺の小葉実質は周辺部のリンパ球が密な皮質と中央部のリンパ球が疎な髄

質に分けられる。皮質が全体に占める割合は若齢個体 (Nos. 1-6)の胸腺の各三葉では全

体の 7-8割であったが，頭葉は他の二葉と比較して幾分少ない傾向がみられた。年齢が3才

の個体 (No.8)では各三葉の皮質が全実質の 5割以下に減少し (Fig.2)，4才以上の成体

(Nos. 9-12)のものでは胸腺実質に皮質と髄質の区分がみられなかった (Fig.3)。

以上のように，山羊胸腺の年齢的退縮はすでに生後16，17日のものの頭葉に認められ，以

後，頚葉から胸葉へと退縮が進むものと推測された。本実験において，下痢による衰弱のた

めに死亡した No.7の胸腺は退縮が進んで重量が著しく減少しているにもかかわらず， 脂

肪組織が全くみられなかった。また，小葉の細分割は行なわれないが各三葉の皮質は完全に

消失し，実質内には他の全個体のものより明らかに多くのハッサル小体や小血管を有してい

た (Fig.4)。このように年齢的退縮のものと事故的退縮のものとでは退縮の過程が明らか

に異なっていた。一方，雄性ホルモンを解剖前の 5日間連続して注射された個体 (Nos. 5， 
や 2 1 

6)の胸腺は同日齢の対照のもの (Nos. 3， 4) より重量か 3~玄程度に減少していた

(Table 1.)。組織学的にはホルモン処理されたものにおいて， 皮質の割合が幾分少ない傾

向がみられたが，その他明らかな相異は認められなかった。これは胸腺がステロイドホルモ

ンの投与により萎縮するとし、う従来の説に符合するが，その影響は死亡したものほど著しく

はなかった。

2. ハッザ}[.，小体の形態

ハッサル小体は胸腺特有の構造物で，通常，髄質にのみ存在する。山羊の胸腺にみられる

ハッサル小体は 10~60μ位の大きさのものが大部分であったが， MTMを施したものでは4

種類の色素によって様々の色調を呈していた。

若齢個体の胸腺のうち Nos. 1-6の胸葉， Nos. 1，3-5の頚葉， No.1 の頭葉では 10~

20μ の小形のハッサル小体が大部分で、あった。それらは 1個又は数個の塊状を呈した細網細

胞が変性を示し，肥大した核は消失しつつあり， MTMでは胞体が濃青色，紫色，赤色，燈

黄色を呈していた (Figs.5， 6)0 Nos. 2， 6 の頚葉や Nos. 2-6の頭葉では前述の小形

のものの周囲に緑-青色の属平な細網細胞が同心円状に配列した中形のものが多く認められ

た。それらは30μ前後で，一部30"-'60μ のものもみられた。年齢が 3才以上の成山羊 (Nos.

8-12)の胸腺ハッサル小体は大部分が同心円状構造を皇し， 30"-'60μの中形から100μに達す

る大形のものであった (Figs. 3， 7)。
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下痢のために死亡した No.7の胸腺の各三葉のハッサル小体はほとんどが 30'"'-'60μ の中

形で同心円状であった (Fig.4)。 また， 皮質と髄質の境界が消失した 4才以上の成山羊の

胸腺ではハッサル小体が腺体中央部附近に位置していたのに対し，死亡仔山羊のものでは腺

体全域に散在し，幾分周辺部に多く認められた。雄性ホルモン投与個体，特に， No.6では

30'"'-'60μ の中形のハッサル小体が多い傾向がみられたが， No.5のものでは同日齢の対照の

ものと明らかな差は認められなかった。

ハッサル小体の数は，仔山羊では No.2と No.6が幾分多いが，各日齢およびホルモン

投与個体と対照個体の各三葉との間で明らかな差はみられなかった。 Nos. 8-12の成山羊

では退縮がかなり進んでいるので実質は少なくなり，それにともなってハッサル小体の密度

は若齢のものより高くなっている。また，下痢のために死亡した Nu.7の各三葉では成山羊

のものの10倍以上多く存在していた。従って，ハッサル小体に関しでも，年齢的退縮と事故

的退縮のものとでは明らかに退縮過程が異なるものと思われる。 しかし，松野6)(1959)や

鯵坂と林1)(1961)はマウスや家兎を用いて胸腺のハッサル小体の大きさや髄質 1mg中に含

まれる数量に関して年齢差はみられないと報告している。 また， 石川14)(1955)は晴乳動物

11種33体について胸腺ハッサル小体の形態を検討したところ，ハッサル小体の大きさの平均

値が大きいものほど髄質 1mg中に含まれる小体の数が多いとし、う相関を見出した。本実験

の山羊胸腺の退縮過程でも同様の傾向が認められた。

著者らは本実験のMTMによる観察結果から，山羊胸腺のハッサル小体を以下のように分

類した。

1型:緑一青色に染まる細網細胞が単独又は数個の塊状に集まって変性し，濃青色を呈した

10'"'-'20pの小形のもの (Figs.5， 6)。これらの細胞は肥大しており，通常，核は崩壊文は

溶解しつつあり，従来のハッサル小体の前段階のものと推測した。

2型 1型の変性細胞の核が完全に消失し，紫色，赤色，澄黄色を呈した 10'"'-'20μ の小形の

もの (Fig.5)。これらは角化，硝子質化，石灰化などにより 1型がさらに変性したもの

と推測した。

3型 1個又は数個の 2型小体の周辺に属平な細網細胞が同心円状に配列した 30'"'-'60μ の中

形のものやときには 100μ に達する大形のもの (Fig.7)。

このように著者らは山羊の胸腺においてハッサル小体は髄質の細網細胞の変性によって生

じ，その後，徐々に大きさを増していくと推測している。このような所見は WEISS13)(1977) 

や SINGHll)(1981)の記載と同様であるが， MTMによって分類がより一層容易であった。

また，仔山羊の胸腺のうち胸葉や大部分の頚葉では 1型と 2型のハッサル小体が存在してお

り，一方，頭葉や一部の頚葉では 1，2型とともに 3型が多く存在していた。成山羊や死亡

山羊では 1，2型がほとんど認められず，大部分が 3型であった。つまり 1，2型から 3

型へのハッサル小体の形態変性は出生後，次第に開始し頭葉から頚葉，そして最後に胸葉へ

移行しているようであり，それらは胸腺実質の退縮過程の順序と同様の傾向を示している。

従来，ハッサル小体を退化構造物としてみなす意見が多い。本実験では年齢的退縮のもの

と事故的退縮のものとの間で，ハッサル小体の数量が著しく異なることより，それらは胸腺

機能と何らかの関連性を有するのではないかと推測される。
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3. 嚢胞 (Cysts)の形態

No.7以外の仔山羊の胸腺において， しばしば嚢胞 (Cysts)が観察された。それらは単

層~数層の細網細胞が嚢状又は管状構造を呈したものである (Figs. 8， 10)。内腔には M

TMによりハッサル小体にみられたものと同様の濃青色，紫色，赤色，燈黄色を呈した変性

細胞が塊状に集合又は稀に散在し，ときにはリンパ球や赤血球を含んでいた (Figs.9-11)。

仔山羊胸腺の嚢胞は 100'""-'500μのものが大部分で，通常，髄質に存在していたが，それらの

部位に隣接している小葉問中隔にまで達しているものが認められた。とくに， No.3の左側

の頭葉では2つの異なる髄質にみられる嚢胞の内腔が，小葉問中隔に沿って連続して 4mm

以上の極めて長い管状構造を呈していた (Fig.10)。 また，嚢胞は No.7以外のすべて

の仔山羊 (Nos. 1-6)の胸腺頭葉や Nos. 2， 5， 6の頚部に存在し， 胸葉には No.2以

外は認められなかった。

KENDALL5) (1981)は下等脊椎動物の胸腺には大形の嚢胞状の腔所や溝状の構造が存在

し，しばしばそれらの内腔面に線毛や徴紋毛を具えると記載している。 また， HAMMAR2) 

(1921)は人の胸腺においてハッサル小体が退化変性過程で、属平な上皮壁を有する嚢状構造

を呈することを報告している。それらは嚢胞の内腔に存在する物質が吸収されるにつれて円

形~不整形へと変化し，最終的には内腔が狭くなり，裂け目状 (cleft)を呈するようになる

と記している。 WEISS13)(1977)はハッサル小体の中心部の細胞は肥大し，角化，石灰化を

起こして壊死する傾向があり，さらに中心部は溶解して嚢胞構造を呈することがあると述べ

ている。今回の仔山羊の胸腺において， 100ρ 位の小形の嚢胞の中には腔所の有無だけの違

いで，ハッサル小体と明確に区別できないものも認められたので，著者らも嚢胞は通常のハ

ッサル小体が大形になり特殊化したものと推測している。

また，胸腺嚢胞の機能については現在のところ不明であるが， KENDALL5) (1981)は嚢胞

内腔にみられる細胞の破片や壊死細胞，マクロファージ，好酸球などの集積から，嚢胞が胸

腺実質における不要な細胞を処理しているのではないかと推測している。 VAN HAELST12) 

(1967)は電子顕微鏡的観察により嚢胞を形成している上皮性細胞がよく発達した粗面およ

び滑面小胞体やゴルジ装置を有し，それらの周辺に多くの暗調頼粒や空胞を具えているのを

認め分泌活性の存在を示唆した。

本実験の山羊の胸腺の嚢胞は若齢個体のすべての頭葉や一部の頚葉にしばしば認められ，

退縮の徴候の最も少ない胸葉には稀で，事故的退縮のものや3才以上の退縮がかなり進んで

いる成体では全く存在しない。これらの結果より，嚢胞はハッサル小体とともに胸腺の機能

と密接に関連しているものと推測された。

要 約

山羊12頭を用い，胸腺の退縮過程について肉眼解剖およびハッサル小体や嚢胞の機能形態

について光学顕微鏡的観察により検討を行ない，その結果は次の通りであった。

1 仔山羊の胸腺は胸葉，頚葉，頭葉からなれ成長するにつれて頭葉から頚葉，そして

胸葉へと退縮が進んで脂肪変性を示した。
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2 山羊の胸腺ハッサル小体は髄質の細網細胞の変性によって生じ，その後，腺体の退縮

にともなって大形化し，同心円状構造を呈した。また，成山羊では実質がかなり萎縮してい

るので，ハッサル小体の密度は若齢のものより高くなっていた。特に，死亡個体では各三葉

に成体のものの10倍以上多くの 1、ッサル小体が存在していた。

3 下痢のために死亡した個体の胸腺は事故的退縮のため著しく萎縮し，髄質には多くの

ハッサル小体や小血管が存在していたが，脂肪組織は全く認められなかった。また，雄性ホ

ルモン投与個体では対照のものより重量が減少していたが，組織学的には明らかな差異は認

められなかった。

4 山羊の胸腺嚢胞は通常のハッサル小体が大形になり特殊化したものと推測された。本

実験において嚢胞は胸腺の年齢的退縮の過程で一時的に存在し，ハッサノレ小体とともに胸腺

機能と密接に関連しているものと思われた。
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PLATE 1 

EXPLANA TION OF FIGURES 

1. Section from the thoracic lobe of the thymus of the seventeen-day-old goat (No. 2). 

Note thicker cortex (C) of a lobule with densely packed lymphocytes and thinner medulla 

(M) with fewer lymphocytes. H.E xll0. 

2. Section from the thoracic lobe of the thymus of the three-year-old goat (No. 8). The 

peripheral area of the lobules is divided into small parts by the inter10bular connective 

tissue. Note some reduction of the cortical parenchyma (C). Medulla (M). H.E xll0. 

3. Section from the thoracic lobe of the thymus of the four-year-old goat (No. 9). There is 

no distinction between cortex and medulla in the reduced thymic parenchyma. Note numer-

ous adipocytes (A) in the inter10bular connective tissue. Hassall's corpusc1es (arrow 

heads). H.E x140. 

4. Section from the cervical lobe of the thymus of the goat (No. 7) which died at twenty-

eighth day after birth. The thymic parenchyma is extremely reduced and there is no 

distinction between cortex and medulla， having no adipose tissue. Note numerous blood 

vessels (arrows) and Hassall's corpusc1es (arrow heads) in parenchyma. H.E x140. 

5. Section from the thoracic lobe of the thymus of the sixteen-day-old goat (No. 1). Note 

small Hassall's corpusules which consist of a degenerated reticular cell (arrow head) in 

the medulla. MTM x880. 

6. Section from the cranial lobe of the thymus of the seventeen-day-old goat (No. 2). Note 

a small Hassall's corpusc1e which consists of an accumulation (arrow head) of degenerated 

reticular cells in the medulla. MTM x880. 

* H.E : Hematoxylin and Eosin stain. 

MTM: Matsuo tertachrome method. 
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PLATE 2 

EXPLANATION OF FIGURES 

7. Section from the thoracic lobe of the thymus of the four-year-old goat (No. 9). Note 

large Hassall's corpusc1es (arrow heads)， having concentric structure. The cells of the 

corpusc1es extremely degenerate， presenting calcified or keratinized. MTM x560. 

8. Section from the cranial lobe of the thymus of the forty-seven-day-old goat (No. 3). 

Note a vesicular cyst filled with a degenerated cellular mass in the medulla. MTM x230. 

9. Higher magnification of Fig. 8. The vesicular wall consists of :fJ.attened reticular cells 

(arrow heads). Cystic space (S) and degenerated cel1ular mass (D). MTM x1，120. 

10. Section from the cervical lobe of the thymus of the seventeen-day-old goat (No. 2). 

Note a long tubular cyst which is continuous throughout the medulla and the inter10bular 

space. MTM x210. 

11. Higher magnification of Fig. 10. Note numerous degenerated cells (arrow heads)， lym圃

phocytes and other amorphous debris in the cystic space (S). MTM x740. 

* MTM : Ma tsuo tetrachrome method. 
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Functional Morphology of the Hassall's Corpuscles and the Cysts 

with Involution of the Thymus of the Goats 

By Koji OHSHIMA and Shinichi MATSUO 

Laboratory of Functional Anatomy， Fac. Agric. Shinshu Univ. 

Summary 

In order to investigate the functional morphology of the Hassall' s corpusc1es 

and the cysts of developing and degenerating thymus with age， twelve goats were 

used (Table 1). The resu1ts obtained with macro-and microscopic observations are 

summarized as follows : 

1. The thymus of the young goat consists of thoracic， cervical and cranial 

lobes. It is reduced and changed into the adipose tissue with age， in turn from the 

cranial lobes. 

2. The Hassall's corpusc1es of the thymus of the goats arise from degenerat-

ed reticular cells and then they become large， presenting concentric structure with 

the involution of the thymus. Since the thymus parenchyma of the adult goats is 

extremely reduced， the density of their Hassall's corpusc1es is higher than that of 

the young goats. Moreover， the number of the corpusc1es of the dead goat thymus 

is more than tenfold of that of the adult goats. 

3. The thymus of the dead goat is extremely degenerated and has numerous 

Hassall's corpusc1es and blood vessels in it's medulla. However， there is no adipose 

tissue in such thymus. The weight of the thymus of the male hormone injected 

goats is lighter than that of the control thymus， but there is no histological 

di百erencebetween them. 

4. It is supposed that thymic cysts of the goats arise from the specialized 

large Hassall's .corpusc1es. In this experiment， their cysts appear for a time in 

the course of age involution of the thymus of the goats and they may participate 

the function of the thymus in company with the Hassall's corpusc1es. 
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