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いわゆる“ Giant-CelledGlioblastoma”の

組織起原に就いての一考察発

一一電子顕微鏡的研究

京都大学医学部外科学教室第 1講座（指導：荒木千里教授）

ネ面 光 太 良日

〔原稿受付昭和39年 1月7日〕

Nature of So-Called Giant-Celled Glioblastomas 

AN ELECTRON MICROSCOPIC STUDY 

by 

TARO FUKUMITSU 

From the ]st Surgical Division, KYりtoUniwrsit¥ Medical School 

(Director : Prof. Dr. CmsATO ARAKI) 

There have been much discussion on the nature of the so-called giant-celled glioblas-

toma since it was described by ScHMINCKE under the title of Ganglioglioneuroma in 1914. 

The characteristic microscopic features of this tumor are as follows ; the presence of 

ganglion cell-like giant cells which have large vesicular nuclei and conspicuous nucleoli, 

and often they represent perivascular pseudorosette formations. Between these giant cells 

there are many fibroblast-like spindle cells, and collections of small lymphoid cells. Besirles, 

there are abundant reticulin networks throughout the tumor. 

In the past, this tumor was considered as a variant of ganglioneuroma. But, at present, 

this assumption is scarcely accepted, because neither Nissl bodies nor neurofibrils are found 

in these tumors by specific stains, though these giant cells resemble the ganglion cells. At 

present, there exist two major opinions, one of which designates this neoplasm as a variant 

of glioblastoma multiforme (RUSSELL and RUBINSTEIN, RACK and y A TES, and so on)' and 

the other as sarcoma (Z心LCH,KERNOHAN and UIHLEIN). 

RussELL and RUBINSTEIN regarded them as a variant of glioblastoma multiforme, and 

named as giant-celled glioblastoma. They noted frequently transition to ar回 sof unequivocal 

glioblastoma, or gernistocytic astrocytoma, and thought that the presence of reticulin net-

works was an insufficient argument for interpreting the tumor as sarcoma. 

ZuLcH, contending that this neoplasm was sarcoma, called it monstrocellular sarcoma. 

As the tissue origin, he assumed a vascular perithelium. KERNOHAN and UIHLEIN also 

regarded this neoplasm as sarcoma. They considered it as a subgroup of fibrosarcoma, and 

called it giant cell sarcoma or giant cell fibrosarcoma. 

Lately, the author obtained two cases of this type of neoplasm, and investigated them 
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under an electron microscope. 

Case 1 : Ten year old female. The tumor was firm, sharply demarcated from the 

surrounding brain and mainly located in the subcortex of left frontal lobe. It partly in-

filtrated the dura. Under light microscope, H & E stained sections showed typical histolo-

gical patterns (Figs. 1, 2). There were many ganglion cell-like bizarre giant cells which 

had large vesicular nuclei and one or more conspicuous nucleoli, and besides, ruby red 

intranuclear inclusion bodies. They often showed perivascular pseudorosette formations. 

Other components were fibroblast-like spindle cells and small lymphoid cells. The tumor 

was fairly hypervascular, but no definite endothelial proliferation was found. Reticulin 

silver impregnated sections revealed the presence of abundant reticulin fibers intervening 

between tumor cells. 

Electron microscopic picture was as follows (Figs. 5-8) : Most of tumor cells had 

close contact with collagen fibrils at their cell membranes. In some cells many fine filaments 

were found in their cytoplasms (Fig. 7). Large cells with bizarre nuclei also had intimate 

connection with collagen fibrils (Figs. 5, 6), and in these cells the cell membrane was 

often ill defined or disrupted and sometimes barely discernible in some places where collagens 

are attached closely to it (Fig. 5). There were cells in which no contact was found with 

collagens. The fine structure of them, however, was quite similar to the cells mentioned 

above, and they did not look like glial cells. 

From these findings, this case is thought to be not a glioma but a sarcoma (giant cell 

sarcoma or monstrocellular sarcoma). 

Case 2 . Forty-six year old male. Microscopic findings of the tumor quite resemble 

those of Case 1 in some portions, i. e., large cells formed perivascular pseudorosette, and 

other components were spindle cells and small lymphoid cells (Fig. 3). However, it is 

different from Case 1 in some respects : 1) Giant cells were in general multinucleated, 

had no or quite few intranuclear inclusion bodies of bright red color in H & E stain, and 

their nucleoli were not conspicuous. 2) In the peripheral portion of the tumor, the micrb-

scopical picture was just the same as that of gliomas (Fig. 4). 3) Endothelial prolifera-

tion was marked. 4) By PT AH stain, the fibers stained blue. 5) Reticulin was limited 

to the ar回 aroundthe blood vessels. 
Electron microscopically, no close connection between collagen fibrils and neoplastic 

cells was found anywhere, and most of cells showed tenuous cytoplasmic processes like 

those observed in gliomas (Figs. 9, 10). 

Therefore, this case is to be thought as a glioma (giant-celled glioblastoma) . 

Thus, it is concluded that two kinds of tumors are included in this tumor group (so-

called giant-celled glioblastoma) . One of them is of glial origin, and the other of mesen-

chymal origin. The former should be diagnosed as giant-celled glioblastoma and the latter 

as monstrocellular sarcoma or giant cell sarcoma. It is supposed that these two groups 

have been confusingly included in one group, owing to their peculiar light microscopic 

appearances. However, with the comparison of the light and electron microscopic findings 

described above in mind, they could be differentiated even under a light microscope. 
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1）緒 宅三ト
日

る．第 1は，この腫療がグリア系腫壌であるという考

え方であり， この異型性の強い腫蕩を glioblastoma

この麗協は 1914年 Schmincl配によって Ganglioglicト multiformeの中に入れるものである．現在大部分の神

neuromaという名で報告されて以来，多くの研究者の 経病理学者はこの見解をとってをり， Ru盟主lland Ru-

間でその組織由来について議論がなされて来た．この binstein m は彼等の症例中2例に，明らかな glioblasto-

腫疹の組織学的な特徴は，一見神経細胞に似た大きな ma或いはgemistocyticastrocytomaとの移行を認、めてこ

vesicularな核と明畷な核小体を持つ巨細胞の存在であ れを glioblastomaの I琵型と考え， reticulinnetworkの

り，これとfibroblast様紡錘形細胞と，小型のリンパ球 存在もこれを岨rcomaとするには不充分であるとして，

様細胞を構成の主体としてをり，屡々血管周囲に問u- giant<elled glioblastomaと呼んでいる．一方，向井7）は

doro坦tteを作って配列する所見があり，又腫湯細胞間 ependymal anlage から発生したと考えられる 7例の

に豊富な reticulin線維網が存在する等である． gliomaの報告中，この型の腫蕩を megalocyticblastoma 

これ迄にこの腫場に対して付けられた名前は，表 l ependymaleと名付けてをり，叉 Rackand Yat田引は

の様に極めて多様である．これらの命名からもわかる ependymal glioblastomas of giant-cell typeの標題の下

様にp 神経細胞に似た巨細胞の存在が注目をひき， に20例を報告した中で， Z例に於いて腫湯中に円位状

S仁hmincl世等により Ganglioneuromaの 1種と考えられ えは立方状細胞で図まれた小獲胞が存在し，それら細

たものであるが，然し乍らこの巨細胞は形態が Gang- 胞の自由縁側にPTAHで背染する blepharoplastと思わ

lion cellに似ているというだけであって， Nissl小体も れる小棒状構造を認め，その反対側では細胞は glia線

neurofibrilも証明されず， 神経原性という根拠は全く 維としてのびている所見から，この腫湯治： ependymal

無いためp 現在ではこの考えは略々完全に否定されて originである事を主張している．

いる． これらの glia系腫第説に対して第2の考え方出

現在でIi, 次の2つの考え方が代表的なものであ 日rcomaであるとする説であり， Ziilch,Kernohan and 

表 1

Ganglioghoneuroma 

Ganglioglioblastoma 

Ganglioglioma 

Spongioastroblastoma 

Spongioblastoma multiforme ganglioides 

Ganglio描 rcoma

Retothelial抽 rcoma

Gliosarcoma 

Spongioneuroblastoma 

Glioblastoma gigant田 ellulareganglioides 

Malignant ganglioneuroma 

Mega I白川icbl出 tomaependymale 

Mons tr•イ》cellular 組問問

Ependymal glioblastoma of giant-cell type 

Giant覗 liedglioblastoma 

Giant cell回 rcoma

文献上の異名

著

Schmincke 

Paul 

W孟tjen

Courville 

Alpers 

者

Foerster & Gagel 

Rau 

Foot & Cohen 

Spatz 

Globus 

T凸nnis& Ziilch 

Allegra & Serra 

Mukai 

Ziilch 

Rack & Yates 

Russell & Rubinstein 

Kernohan & Uihlein 

発表年次

1914 

1926 

1930 

1931 

1931 

1931 

1932 

1933 

1938 

1938 

1939 

1950 

1956 

1956 

1959 

1959 

1962 

発本論文の要旨l土第21回日本脳神経外科学会総会（1962年IO月，伊勢市）及び第4囲神経病理懇話会 (1963年3

月，京都市）に於いて発表した．
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Uihlein等がこれを主張している. z凸lch12）は最初これ かった．

をglioblastomaと考えていたがその後の多数例の検討 光学顕微鏡所見：（Figs.1, 2）異型の巨細胞が主要成

から，血管組織由来の回rcomaとみなすに至り， mon- 分をなし，屡々血管周囲に pseudorosetteを作る．その

strc町 llular田rcoma(circumscribed sa氏。maof the blood 他の部分は主として紡錘型の細胞によって占められ，

vessels）と名付けp その gliomaとしての性格を否定し その聞にリンパ球様小型細胞が散在する．巨細胞は多

た．すなわちP この趨療は境界鮮明で，硬く，硬脳膜 くはm叩 onuclearで，大きなvesicularな核とp l乃至数

や骨，筋肉等の間業性組J織に浸潤し易い事，又細胞は ケの明瞭な核小体を持っているが，異型核や多核の巨

C巾l’sgold chloride sublimate methodで稀にしか鍍金 細胞も認められる．ぇ，多くはH.&E.染色で鮮紅色に

されず， WeigertやHolzer'smethodでもgliafiberは証明 'A~ まる 1 乃至数ケのいわゆる封入体を有する．細胞質

されず， glia細胞とは考え難い事P 更に広汎なreticulin 内にリンパ球様細胞をとりこんでいるものもかなり見

networkの存在がこの腫蕩を臼rcomaと考える強い根拠 られ〆；：，＿核分裂像は多数認められる、血管に就いては

であるとしている．そしてその組織起原についてはp 外膜の肥厚はあるが，内皮細胞の肥厚，増殖はみられ

血管のperithelialcellから発生するものと考えている． ない．周囲脳組織との境界は或る部分ではきわめて鮮

又， Kernohanand Uihlein3＞も彼等の35例の観察から 明であり p その様な部分では血管壁に沿って腫疹細胞

これを田rcomaと考え， giantcell田rcomaと名付けてい が侵入してゆく像がみられる（Fig.2）.格子状線維は

る．彼等はfibro泊 rcomaとの移行型を認めてをり pfibro- 血管周囲に限らずP 腫蕩細胞問に広く存在する．

sarcomaのgiantcell typeと考えているのである． 電子顕微鏡所見：（Figs.5～8）.電子顕微鏡上y 最

この様に神経病理学者の間でも多くの説のある腫蕩 も特異な事はp 腫疹細胞と謬原線維との密接な関係で

であるが，著者は最近，光学顕微鏡組織学的に4寸前川 ある．すなわち，電子顕微鏡的に認められる細胞は次

に属する 2症例を経験しP それらを電子顕微鏡的に検 の様なものである．その lつは主として紡錘型の細胞

索したのでその結果を報告し，従来の諸説に対する検 で，核は一般に楕円形であるが屡々叩dentationも認め

討を試みた． られP 或いは不整形を呈するものもある．核小体は著

21 症 1?~ 
明でない.Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus等は

比較的発達良好と云える． Mit町 hondriaは不整形のも

第 l例 S.B. 10才女 のが多い．細胞質内に繊細な filamentを有するものを

生来健康であったが約半年前から時々頭痛，幅気及 屡々認め〔Fig.71，一方細胞外には細胞膜に密接して

ぴ曜吐を来す様になり，約 1月半前から頭痛は強度且 固有の periodicit、を持った成熟した鯵原線維が付着し

つ持続的となり p 左眼の周囲の神経痛様疹痛を伴って (Figs. 7, 8），え時に細胞質内の細いれlamentが細胞膜

来た．約半月前から複視あり． を隔てて細胞外の太い謬j京線維に移行している所見も

入院時所見l土，神経学的には特に異常を認めず，視 認められる．

力は右1.2，左0.2，両側乳頭浮腫あり p 右 1D, 左2 次に大型の異型細胞も屡々認められる．核の形はき

D.腰椎穿刺で初圧500mmH20. わめて多形で，核小体も著明で l乃至数ケ存在し，紐

入院の翌日突然 comaに陥り，脳室ドレナージを行 状，網状のものが多い. Endoplasmic reticulum, Golgi 

うべく左側脳室前角穿刺を試みた所p 嚢腫の内官、と思 apparatusの発達は一般に i1で， mit吋.1ondriaは数，

われる黄色液の流出を見＇ i3ード泊注入によるレ線撮 形，電子密度とも様々で，膨化したものも多い．この

影の結果p 左前頭葉に直径品売J,6cmに達する褒腫が存在 型の細胞に於いても謬原線維が細胞膜に密接して存在

する事が確認された． するが，屡々その部分に於いて細胞膜が不明lfJ/:で，恰

1961年 6月20日手術施行．左前頭葉の大半を占める も消失した如くに見える（Figs.5, 6）.従ってこの様

褒腫性腫療でp 実質性の部分は灰白色を呈する．腫疹 な部分では謬原線維が細胞体内にあるのか外にあるの

の大部分は皮質下にあるが，前頭蓋窟の前方でp 硬膜 か明瞭でない．又，この型の細胞にもP時に細胞質内に

に強固に癒着している部分があった．周囲脳組織との 細 filamentが存在するものがある．細胞質小突起を有

境界は鮮明であったが， 後下方はやや不鮮明であつ するものもあるが一般に rn大なものであってP glia 

た．刻出重量63g，術后放射線治療を受けたがC6sooy/ fiberに相当する所見を呈するものは無い．

HD.1，約2ヵ月半で死亡した．病理解剖は行われな 以上は細胞と際原線維が密接な関係を有しているも
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のであるが，超薄切片上でH3i原線維との接触のみられ

ない細胞も存在する．然しこれらは 1つの超薄切片に

おいてi}J原線維との接触が認められないだけであっ

て， 正確には更に連続切片によって立体的に検索する

必要があろう．心、ずれにしても，細胞の微細構造上か

らit，前2者と別種の細胞とは考えられない．

尚いずれの細胞についても， d田m田ome,belpharc:r-

plast, glia fiber等は認められなかった．

血管についてはp 電子顕微鏡的にも内皮細胞の肥

！享，増殖は認められず，通常 1層の略々正常の内皮細

胞で磁われている．

小 括

この電子顕微鏡所見で最も興味を惹き，且つ問題と

なるのは暖湯細胞と修原線維との密接な関係である．

すなわちP 上に記した様に細胞膜に修原線維が緊密に

接着し，或いは細胞質内細fila冊目が細胞膜を隔てて修

原線維に移行している如くみえる所見は，これらの修

原線維が偶然に存在したのではなくて，やはり腫疹細

胞から産生されたものと考えられるのである． Lu田 4)

→ヘ Raimondi等10）の脳腫疹の電子顕微鈍f~についての

報告でも， gliomaでこの様な穆原線維が出現するとい

う事は述べられてをらず，又著者もgliobbstoma,astrcト

cytoma, ependymoma等について同様電子顕微鏡的観察

を行なったが，レずれも血管周囲墜を除いては修原線

維は認められずp 上述の症例はこれらgliomaとは全く

異った微細構造を示すのである．

従ってこの症例に関してはglia系腫務（glioblastoma)

で；まなしれbroblJ>ticactivityを有する回rcomaであっ

て，Ziilch或レユKemohan等の云う如く， monstrocellular

;-.immia又は giantcell田 rcomaと呼ぶべきものと考え

る．

第 2fj!J ;¥! K. 46才男

約 1ヵ月前から頭痛．日匡気＇ u匡吐を来す様にな り，

最近軽度の昭事下障害あり．入院時所見は飽孔左右不同

（右中等度散大），両側眼底に乳頭浮腫を認める．咽

頭反射は両側とも消失，舌尖は右へ偏位する．軽度の

鴨下！えぴ憐音障害あり， Babinski反射左陽性．腰椎穿

刺で初圧！80mmH20. 脳血管写で右前頭葉騒疹を認め

た．

1961年5月30日手術施行，右前頭・側頭部に略々鶏

卵大の皮質下腫泌を認め別出した．硬膜への癒着は認

められず，周囲脳組織との境界は比較的鮮明であっ

た．婆腫様部分は認められなかった．

光学顕微鏡所見：（Figs.3. ~）多数の巨細胞を有し，

それらが血管周聞に pseudor口町tteを作って配列する所

見もみられる．巨細胞は，第 1例と異なり多くのもの

が突起を有する多核巨細胞であり，叉核内封入体はほ

とんど見られない．綾死は広汎に認められ，壊死部の

周囲に主として紡錘形の細胞がpalli回 deをなして配列

する事が多い． リンパ球様小型細胞も多数散在する．

然し乍ら腫湯辺縁部は繊細な突起を持った中等大の細

胞から成り， その部分のみについて云えば明らかに

gl凹 naと思われる所見を呈する. oligodendroglia様細

胞の多数存在する部分もある．血管は通常glioblastoma

にみられると同じ く，著明な内皮細胞の肥厚猶殖を示

す． PTAH染色では腫蕩細胞中に青染する線維が認

められF 格子状線維はほとんど血管周囲に限局してい

る．

電子顕微鏡所見 ：Ifゅ 9.10）第 1例でみられた

様な麗蕩細胞と謬原線維との密接な関係は，この例で

は全〈認められず， E参原線維は血管周囲墜に存在する

のみで，基底膜をこえて実質細胞間に存在する所見は

得られない．腫疹細胞については，核は一般に核質が

均質で核小体も小さし紐状或いは網状を呈するもの

もあるが際立って奇異な形を示すものは少ない．時に

細胞質内に多数の細 filamentを有する細胞がみられる

と共に，細胞質突起内に平行に走る多数の車回線維を有

するgliafiber m似の構造を認める事がある．細胞質突

起は一般に前例よ りも繊細でP 場所によってmicrovilli

を思わせる様な部分もみられるが，blepharoplast，口l旧．

d田 mo臼 me等は認められなかった．

括

この例に於いては電子顕微鏡的にも腫湯細胞自身の

謬原線維産生を忠わせる所見は全く認められず，少な

くともれbroo唱 rcomaと恩われる所見はなく， gliomaと

しての要素をそなえている．従って，この例に就いて

は坦rcomaではなくてsやlはり gliobl品 tomaであると考

えてよいであろう．そして， Ruぽ II等の云うgiant-

celled glioblastomaという名称、をこの症例に与えてもよ

いと思われる．

31総 括

上述の様に；潟1例は，肉限的には周囲店主i組織との境

界鮮明であり，一部硬膜にr1:1耳し，光学顕微鏡的には

特徴的な巨細胞及びfibroblast隙紡錘型細胞， リンパ感
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様細胞から成り p 血管内皮細胞の肥厚を認めず，格子

状線維が細胞聞に広汎に主主がる典型的t;rpatternを示す

例であるが，電子顕微鏡的には腫疹細胞と謬原線維と

の密接な関係を認め，これらの細胞が穆原線維産生能

力を有すると考えられる．

Glia細胞から謬原線維が産生されるという事はあり

得ず，これら腫疹細胞はglia系細胞ではないと云える．

唯， glioblastomaに於いては屡々腫疹実質内に嬢死を

来すため，その部分に陀parntivefibroblastが出現する

事がある．その様なfibroblastと腫疹細胞との誤認を避

ける為p 電子顕微鏡観察用 methacrylate包埋ブロック

から厚さ約Iμの切片を作製し， H 8-Ei~色を行って光

学顕微鏡で観察し，その部分が壊死や reparativefibro-

blastによって占められている部分でない事を確認し

た. .?1-，多紋のプロックに就いて電子顕微鏡的に観察

しても，いずれの場所でも同様の所見が得られると共

にp 細胞はすべて同一系統に属するもののみである事

を認めた．従ってこの第 1例はfibroblasticact刊はうを有

するsarcomaであると云って差支えないであろう．

ζれに対して第2例はp 光学顕微鏡的にはやはりい

わゆる giant-celledglioblastomaのカテゴリーに属する

ものであるがp 電子顕微鏡的には第 1例と異なり p 腫

蕩実質細胞の膝原線維産生を思わせる所見は全くみら

れず，種々の点で glia 系腫疹と考え~るを行ないので

ある．

以上の電子顕微鏡所見を背崇にして光学顕微鏡的に

詳細に第 l例及び第2例の両者を比較してみるとp 異

型巨細胞の存在とその血管周囲の pseudoro詑 tte様配列

に最も主な類似点があるが，第2例では巨細胞は通常

の glioblastomaにもみられる様な多核巨細胞が多し

大きなvesicularな核と明瞭な核小体を持ったものは稀

であり p 殊に鮪：紅色の封入体様構造物を持ったものは

殆ど見られない．叉P 腫蕩辺縁部では明らかにglioma

とみなし得る領域がありp 線維も PTAHで青染しP

民lia細胞であると恩われる．血管壁の内皮細胞の増殖

肥厚は著明であり， 格子状線維も血管周囲に限局す

る．

従ってp これ迄いわゆる giant-celledglioblastomaと

診断されていたものの中には， この様に glia系腫疹

(giant・celled gliobl田 toma）であるものと， sarcoma 

(giant cell sa同 oma或いは monstrocellular田rcoma)

であるものとの両者が混同されており，その各々は詳

細にみれl;f光学顕微鏡的にも鑑別出来るものと考えら

れる．

41 結 語

脳腫疹の うちでもきわめて特異な組織像を示しp 分

類上gliomaであるか，或いは回rcomaであるかについ

てこれ迄諸説のあったいわゆる giant-celledglioblasto-

maの2例について電子顕微鏡的に検索した結果， 1 

例は謬原線維産生能力を有する sarcomaでありp 他の

I例はこれと異なってglia細胞から成るglioblastomaで

あると思われる所見を得た．

過去の文献上2 その分類について混乱のあった原因

の lつはp 光学顕微鏡の上での一部の類似性一一即ち

特異な巨細胞の存在や，血管周囲の pseudoro>ette形成

等ーーを以て 1つの腫蕩の特徴とした点にあると思わ

れる．それらの中には，ここに報告した機にp 日 rcoma

であるものP 及びJ廷にglioblastomaであるものの 2種

かあり p その両者は詳細に見れは光学顕微鏡的にも鑑

別する事が出来ると考える，

おわりに，終始懇切な御指導をたまわった荒木千里

教授P 景山直樹講師に深く感謝いたします．向格子状

線維鍍銀は外f'f"j'：教室渡辺徹先生の御尽力によるもの

で，ここに記して感謝の意を表します．
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Large ganglioid cell~ are attached to the blood vessel 
Neoplastic tissue uぉharplydemarcated from normal brain 11'刊 1e I left : normal brain ↑1川町right : n町 plastictissue). Along the v位置lwall, the tumor cell' inf ii tr;‘山 intothe normal brain Large tumor cells are attached t口thev判 ぜlwall. 
Per~heral portion of the tumor 1，，，、 anλppe;1r.111ceof gl刷 na.
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Figs. 5-8. ; Electron microscopic pictur＇目。fC"e !. 

F!g. 5 Biz:me ~ha伊d cellぅ Cellmembranes a陀 illdefined here and there (arrow' 1 ( x 15000) 

Fig. 6 Bizarre multinucl白 tedcell. Nuclei have complicated deep ind刊 tationsanrl c<>rn;picuけ1日 nucleoli.

Attachment of collagen fibrils to tlw cell 1 ;irn川、 I. (x6000) 
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Fig. 7 Fibroblast-like spindle cells. There are abundant collagen fibrils intercellularly, and these are 
closely attached to cell membranes. The cytopln"n of the right ct'll contains fine filaments. 
In the left cell, well develop<'対 endoplasmic reticulums are •山噌rved. （× 17500) 

Fig. 8 Collagen fibrils are do;.ely attached to the cell membrane. C×30000) 
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:-.; : nucleus 

:'¥I : nucl刊 lus

ER : endopbsmic reticulum 

Cf : collagen fib口ils




