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第1章　 緒 言

胃粘 膜 の萎 縮 を主 病 変 とす る慢 性 胃炎 は古 くか ら

研究 の対 象 と され て きた が,今 日 の概 念 とか な りに

共通 性 を もって 記 載 した の はBroussais (1803)が

は じめ で あ る.そ の 後, Faber, 1) Schindler, 2)K0n

jetzny, 3)Wood, 4)Siurala5)な どの 多 くの学 者 に よ り,

病 理 組 織学,内 視鏡 な どい ろ い ろ な方 面 か ら研 究 さ

れ,今 日で は慢 性 胃 炎 の組 織 像 の本 質 は固 有 胃 腺 の

萎 縮,腸 上 皮 化生 の存 在,リ ン パ球 ・単 球.形 質 細

胞 の 浸 潤 に特 徴 づ け られ る6)と いわれ る.一 方,臨 床

診断 は近年発達 した直視下生検付 フ ァイバ ースコー

プを中心 と した内視鏡 によって,組 織学的診断の基

準に準 じた詳細 な診断 がな され るよ うにな りつつ あ

る.

いっぽ う,最 近発達の著 しい電子顕微鏡 を用 いた

胃粘膜 の微細構造の研究 が,正 常粘膜 につ いて は,

 Ito,7) Rubin, 8)Bloom and Fawcett 9)らに よ り発表 さ

れ,壁 細胞,主 細胞,粘 液細胞 などの微細構造 が明

らかに された.ま た,最 近特 に関 心 を持たれgast

rin, 5-hydroxytryptamineな どを分泌 す る といわ

れ る数種 の内分泌細胞 に関 してVassallo. 10)Kobay

ashi. 11)Sasagawa, 12)Solcia, 13)Rubin, 14)鍋山15)らの研

究が発表 されてい る.慢 性胃炎の粘膜 の電顕 像に関

してはDemling, 16)Usuku, 17)Ming, 18)三好, 19)川部, 20)高

木, 21)石森22)らによ る研究があ り,壁 細 胞,主 細胞3

腸上皮化生 などにみ られる変化等 が記載 されてい る.

このよ うに,慢 性胃炎 を病理組織学的,電 子顕微

鏡的 に,ま た,も っと も最近で は自己免疫学 的立場

か ら究明 しようといろ いろな人が努力 してい るが,

しか し,慢 性胃炎の臨床症状 は多彩で組織所見や電

顕所見 とその まま結 びつ くわ けで はな く,そ の機能

と形態 に関 して は,ま だ未解決の部分が少な くない.

そこで著者 は今回,慢 性 胃炎 の胃粘膜 に微細構造

上特異的 な変化 が存在 しないか を さらに追求 する こ

とに し,胃 癌,胃 ・十二指腸潰瘍 で切 除 された胃36

例 で組織学所見 よ り慢性 胃炎 と診断 された もの をえ

らび,透 過 および走査電 子顕 微鏡的 に検討 した.慢

性 胃炎 は前述 の ごとく組 織学 的診断の基準 に準 じて

な されるよ うにな って来 てい るが,そ の変化 は胃粘

膜 の上皮系 自体 に現 れ る ものか ら,上 皮の変化 に属
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す るが正常 にはみ られない腸上皮化生,上 皮以外に

現れ る粘膜筋板 の変化 ・細胞浸潤 ・リンパろ胞 ・ビ

爛 ・粘膜の小陥凹な どの変化 を含み,病 変の種類,

程度 も広範な ものが包括 されて いて多彩で ある.そ

こで本論文では主 として萎縮性胃炎 を対象 とした.

す なわ ち,固 有胃腺の粘膜 の萎縮が中等度ない し高

度の もの を主 として選 択 して観察 し,そ の所見 を腸

上皮化生の部 と固有胃腺 の部 とに別 けて記載 し,か

つ後者 について は前庭部 と体部の粘膜 に別 けて記載

した.

第2章　 研 究 方 法

第1節　 研 究材料

岡 山大学医学部第1外 科関連病院 にお いて胃癌 ・

胃十二指腸潰瘍 ・胃ポ リープな どの診断の もとに開

腹,胃 切除を受 けたヒトの切除胃 を研究材 料 とした.

第2節　 研 究方法

切除胃 を可及的早 く大弯側 で開 らき,主 として 胃

潰瘍.胃 癌な どの病 変部 か ら数cm離 れ た位置で,

また,肉 眼的 に前庭部.体 部 に分 けて,胃 壁を数cm

角 に切 り取 り, 4%冷glutaraldehydeに て数 時 間

～12時 間固定 した.こ の際,胃 粘膜表層部の変化 を

防止す るために,切 除胃の水洗 などは全 く行わず,

粘液,血 液の付着 したまま固定液中 に浸漬 した.

持 ち帰 った試料 を実体顕微鏡下 にカ ミソ リの刃 を

使用 して, glutaraldehyde液 中で胃粘膜部 と筋層部

とに切 り離 し,さ らに粘膜部 を最表層部が上面 に来

るように した断面3な いし5mm角 の長方体 に切 り

出 し,そ れを さらに30分 ない し1時 間,冷glutar

aldehydeに て固定 した.こ れと併行 して,切 除胃 よ

りただ ちに4～5mm角 の胃粘膜表 層部 を切 り出 し,

走査型電 子顕微鏡 用に供 した.

ついで,前 記の透過型電 子顕微鏡 用試料を0.2mol

 phosphate buffer pH 7.4中 に15分, bufferを 更新

してさらに15分,計30分buffer中 で洗浄 した後2%

 osmic acidに て60分 間重固定 した.そ の後 漸強 ア

ル コール系列 にて脱水 し, propylene oxideに10分

間浸漬後Epon 812に 包埋 した.こ の際,エ ポン台

の長軸 と試料の長軸 とを一致 させ るよう努力 した.

標本の トリミングを上辺が2～3mm下 辺 が3～5mm

の台形 になるよ うに行いPorter-Blum I型ultra

microtomeを 使 用 して,必 要 に応 じて0.01～0.1μ

の切片 を作成 して観察 を行 った.

第1項　 組織 化学的研 究方法

thick　sectionに 下記 の染色 を行 い,光 顕 にて観

察 した.

(1) toluidine blue染 色

1. 0.2% toluidine blueに て1～2分 間染色

2. 脱水,封 入

(II) Periodic Acid Schiff(PAS)染 色

1. 0.5%過 沃素酸で12時 間以上

2. Schiff試 薬 にて約10分 間,水 洗せず

3. 2%重 亜硫酸水 を3分 割 し,そ れぞれ2分 間

づつ3回 洗浄

4. 脱水,封 入

第2項　 透過型電子顕微鏡的研究方法

thick sectionのtoluidine blue染 色標本 を光顕

にて観察 し電 子顕微鏡で観察 したい部分 を選 び,そ

のblockを さ らに小 さく, 0.6～0.8mmの 台形に ト

リミングし, ultra thin sectionを 作成 した.こ れ

を2% uranyl acetateとlead oxideに て重 染色

し,日 立HU-II型 電 子 顕微 鏡 を使用 して2000～

50000倍 にて観察 した.

第3項　 走査型電子顕微鏡的研究方法

4～5mm角 に切 り出 した試料 を,粘 膜 に損傷 を与

えぬ ように注意 しなが ら,弱 い噴流蒸溜水 で表面に

付着 して いる粘液 などを洗 い落 とし,直 ちに,漸 強

アセ トン系列で脱水,空 気中で乾燥 させた.つ いで

標本台 に ド一タイ トにて固定 し,炭 素,金 それぞれ

200Aを 蒸 着 し,日 本電子U-3型 走査電子顕微鏡

にて観察 した.

第3章　 実 験 結 果

第1節　 胃体部粘膜

本 研 究で観察 した胃体 部粘 膜 の光 顕 像の平均 的

な変化 は腺管の萎縮 が高度 とな り,間 質が拡張 し,

主細胞 ・壁細胞 ・副細胞 の減少 が著明 となって来 る.

(図1).リ ンパ ろ胞 は約30%に,細 胞浸潤は60%に

み られ たが,ビ ラ ンと粘膜陥 凹はほ とん どみ られな

か った.腸 上皮化生 を伴 うものは約半数 で,前 庭部

に比 して頻度 は低 い(図2).す なわ ち,平 福23)の標

示法 に従 えばF1に 属す るもので,偽 幽門腺 の出現

をみるような慢性 胃炎の萎縮像 の極型(F2)は み られ

なか った.

電 顕 的所 見:次 に上述 の程度 の慢性 胃炎(平 福の

F1)に み られた各種 胃体 部腺 細胞の電 顕的所見を記

載す る.

壁細 胞:核 は通常1個 存在 し,や や小型 の糸粒体

が豊富 で,小 胞体 も多 く,胞 体 の色調 は明 るい.壁

細胞の最大特徴 であ る細 胞内分 泌細管 は拡張 した も
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のや閉 じた ものな どがみ られ一定 していない.な か

には極度 に拡張 し,微 絨毛 も萎縮 ・減少 した ものが

み られたがその数 はわづかで あった.こ の他 に,観

察 した腺窩 にみ られる壁細胞のほ とん どが図3に 示

すよ うな特徴 を示す例 が しばしばみ られた.す なわ

ち,こ の壁細胞の糸粒体 は小型で,よ く構造 の保 た

れたcristaeを 有 し, matrixも よ く識別 できるが,

正常に比 してやや数 が減少 している.胞 体 は疎 で,

 tubulovesicleに 乏 し くゴルジ装置 も少ない.粗 面

小胞体は平行長紐状の定型的配列 を示す ものはなく,

短か く,リ ボゾームの付着 も少 な く散在 してい る.

もっと も特徴的なのは細胞内分泌細管が比較的発達

せず,内 腔がほ とん ど閉鎖 してい る構造 を示す もの

が多いことで ある.傍 核部 にわづかに微絨毛がみ ら

れる ことか らその存在 がわか る程度 である.核 は染

色質 問顆粒 に乏 しく,核 小体 は核仁糸 と思 われ る紐

状体 がかな り明瞭になって いる.

Pit cell(Rubin):腺 窩底部に位置 し細胞頂部 に

一層の限界膜 に包 まれた粘液顆粒 を豊富に有す る.

この粘液顆粒はほぼ球形 で,直 径0.3μ か ら1.2μ に

達 し(図4),内 容 は均一無構造の電子密度 の低 い部

分 と,微 細顆粒状 ないし粗大顆粒状の電 子密度の高

い部分がみ られ,顆 粒 は融合 しあ う所見 もみられる.

核 は細胞底部 に位置 し,核 膜 内層 に染色質が接着 し

核質中 にも遊 離 した染色質 の凝集像が見 られる. 2

～3個 の核小体がみ られ,核 仁糸 と思われ る紐状体

がかな り明瞭に観察 され る.胞 体 は遊離 リボゾーム

がやや豊富で,色 調が壁細胞 と比較 して暗 く,小 型

のややcristaeの 乱れた糸粒体がみ られ る.そ して

周囲 を粗面小胞体で取 り巻 かれた格恰の ものがみ ら

れ,そ の粗面小胞体 は腔の拡張は余 りみ られないが

短小化,付 着 する リボゾー ムの軽度 の減少がみ られ

る.ま た,と ころ どころに,多 形性 の内容が雲絮状

の空胞様の構造 がみ られ るが,こ れは部分的に2層

の膜構造がみ られ,糸 粒体 の膨化 による もの と思 わ

れ る.

主細胞:細 胞頂部か ら核上部 にかけて ほぼ均一無

構造な内容 を有す る,直 径0.5～1.5μ のチモーゲ ン

顆粒 が存在 し,核 下部にはよ く発達 した定型的平 行

長紐 状 を呈す る粗面小胞体 が整然 と配列 してい る.

核左部 には数条の粗面小胞体 の内腔 がチモーゲ ン顆

粒に連続 しているのが観察 され,核 上部 にはよく発

達 した ゴルジ装置が存在 し,ゴ ルジ空胞 がつ くられ

てい る.微 絨毛 は短小 ・疎で,糸 粒体 は比較的 よく

構造 が保 たれてい る.チ モーゲン顆粒 はところ どこ

ろで融合 してい るのが観察 され る(図5).

第2節　 胃前庭 部粘膜

第1項　 腸上皮化 生の部

胃前庭部粘膜 の光 顕的観察では萎縮性 あ るいは過

形成 性の像 を示 し,大 部分 に腸上皮化生 がみられた.

腸上 皮化生 の部は胃小窩 を中心 とした胃腺の構造 を

失 って,小 腸 の絨毛構造 に類似す る.組 織学的 に も,

細胞頂部 に刷子縁 を有 し,杯 細胞 が散在 し,パ ネート

細胞 もみ られ,小 腸上皮の所見 と一致す る(図6).胃

体部 において も腸 上皮化生 は観察 されたが組 織学 的

に前庭部でみ られ るもの と差は認め られない.こ の

腸上皮化生 を電顕 でみ ると,吸 収上皮に一致す る細

胞で は細胞頂部に密 に微絨 毛が発達 し,光 顕でみた

刷子縁 を形成 している.そ の下部 で終末網 を形成 し,

さらにその下部で はかな り多 くの小胞がみ られ る.

胞体 には糸粒体が豊富で その構造 も比較的 よ く保た

れて いる.粗 面小胞体が糸粒体 を取 り巻 くよ うに存

在 しているが,定 型的平行長紐状の もの は余 り多 く

ない.細 胞中部か ら下部 にかけて遊離 リボゾームが

比較的 多い.ま たそれと混在す るよ うに滑面小胞体

もみ られる.と ころどころに一層の限界膜 に包 まれ

た電子密度の高 い物質 が詰 まったライソゾーム様構

造 が存在 し,そ の周 囲には比較的滑面小 胞体が多い.

隣接 する細胞 との接着 は,上3分 の1はdesmoso

meに よ ることが多 く,下 部 にな るとinterdigitat

ionに よるこ とが多 くなる(図7).杯 細 胞 は腸上皮

化生 の部 ではかな らずみ られ,胞 体核上部 の大部分

は特 徴的な粘 液顆粒 が占めてい る.核 はみあた らな

い ものが多いが底部 にあ り,核 周囲には粗面小 胞体

が多 く,そ の腔が拡張 し,上 部の粘液顆粒 と同等の

電子密度 を持 つ内容が充満 してい る.こ の杯 細胞は

普通 は散在性で あるが,本 研究での観察中 しばしば

多数の杯細胞が重畳す るように密集 してい るのが観

察 された(図8).

第2項　 胃前庭 部固 有粘膜

この部で は幽門腺の萎縮が み られ 同時 に腺窩上皮

の過形成 が強 くな り,萎 縮性.過 形成性の変化 を示

す よ うにな り,粘 膜筋板 の変化 が約80%に,細 胞浸

潤 も約80%に,リ ンパろ胞 は約20%に,ビ ランは約

10%に み られたが粘膜 陥凹はほ とん どみ られず,平

福 の分類 によるP1に 相当す る場合が多か った.

電顕的所 見:前 庭部 の粘液細胞は図9に 示す よ う

に棍棒状 の疎 な微絨毛 を有 し,細 胞頂部に大小不同

の粘液顆粒 を有 す るが,そ の内容は電 子密 度の濃 い

ものか ら架状物質 に満 た された もの,あ るい はほ と
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ん ど内容のな くな った状態 のものまで多様であるが,

なか には内容が偏蕊性に凝縮 し,一 見蛙卵様の構造

を示 した ものがみ られ,主 細胞でみ られたチモ ーゲ

ン顆粒 と様相 を異にする.糸 粒体 は比較的多 く,こ

れ を取 り巻 くように平行長紐状の粗面小胞体が存在

す る.ま た,図10に 示す よ うに類円形 を呈 し,微 絨

毛 は短小･疎 で,細 胞頂部 には粘液顆粒がみ られ る

が,そ の顆粒 は電子密度の低 い均一無構造の ものや,

やは り蛙卵様 に一 部内容 が凝縮 して電子密度の高 く

なった部分 を有す るものがみ られ る.核 質,細 胞質

はと もに疎で浮腫 状を呈 している.

腺底部の粘液細胞をみる と,微 絨毛 は太 く短か く

疎 で,細 胞頂部に球形の電子密度の高 い内容 を有す

る,一 部それが凝縮 し蛙卵様の像 を呈す る もの もあ

る粘液顆粒が少数存在す る.胞 体 には比較的遊離 リ

ボゾームが多 くみ られ,ゴ ルジ装置 もよ く発達 して

いる.と ころどころに糸粒体が膨化 し空胞変性 を来

た して いる ものが観察 された.核 はまった く丸味 を

失 って変形 しinterdigitationの 拡張 もみ られ る(図

11).

つ ぎに,本 研究においては しば しば胃腺腔が拡張

し,の う腫状にな った部分 が観察 されたが,そ のよ

うな部分の電顕像は細胞全体が上下 に圧縮 されて変

形 し,核 の形 も圧縮 され た形態 を示す.図12で は数

個の内分泌細胞 と未分化 な細胞 とがみ られ,い つれ

も圧縮 され変形 している.細 胞頂部は平低化 し微絨

毛は消失す るかあ るいは極 めて短か く疎で ある.一

部には,細胞頂部か ら腺腔 内に ちぎれて行 くかのよ う

な像 もみ られ る.細 胞小器官で は特 に糸粒体の変化

が著 しく,細 胞底部 の もの はほ とん どが空胞状 とな

り,特 に内分泌細胞 で著明で ある.遊 離 リボ ゾーム

は多少み られ るが粗面小胞体,ゴ ル ジ装置な ど,他

の細 胞小器官 は明 瞭には識別で きない.

第3項　 腸上皮 化生 と胃上皮 との混在 する部

胃前 庭部 ではほ とん どの標本で腸上皮化生がみ ら

れ,び まん性 に広範 に存在す ることが多か ったが,

なかには胃上皮 と混在す る場合 もみ られた.図13は

過 形 成 性の変化 を示す部 分で,胃 上 皮 と腸 上 皮 化

生 とが混在 している.し か し相 互に入 り組んでバ ラ

バラに混在す るのではな く,胃 上皮 と化生腸上皮 の

集団 が互 に境 を接 して存在 する.胃 上皮 の部 に孤立

して化生腸上皮が存 在す るが,こ れは,左 方 の,明

瞭な刷子縁 を有す る円柱上 皮 と杯細 胞が散在す る完

全な腸上皮化生の部 か ら,立 体的 に考 えて,腺 体 の

裏側 を回 って増殖 し,右 方 に現 れた部分 と考 えられ

る.ま た,内 腔 に面 した部分で は,頂 部に,腸 上皮

化生 と胃上皮 とがぶつか って楔形 に くびれ,胃 上皮

が あたか も押 し出 され るように内腔へ落 ちよ うとし

てい る像がみ られ る.図14は やは り両者 が混在する

が,右 方 に腸上 皮化生,左 方 に胃上皮 がみ られ,そ

の間に挾 まれた部分の腺窩では,細 胞頂部 にわづか

に粘 液顆粒 を有 す る上皮がみ られ るが,刷 子縁は不

明で杯 細胞はな く,そ の上皮では,刷 子縁 を有する

腸上皮化生 の部 が胃上皮 と混在 している.

一 方,腸 上皮 化生 と胃上皮 との接 する部分 を電顕

で観察す ると,図15に 示すよ うに,細 胞表面 によ く

発達 した微絨毛 を有 し糸粒体 が豊富 な化生腸上皮が

左側にあ り,そ れに接 して,粘 液顆粒 が多 く色調の

暗い胃上 皮が存 在す る.さ らにその 胃上皮 に接 して,

色調は腸上皮化生 と同等で,微 絨毛 の発達が悪 く,

細胞頂部に ご く少数の粘液顆粒 の存在 する不完全型

腸上皮化生が存 在す る.こ れ らの細 胞の接着 はほと

ん どtight junctionとdesmosomeに よってお り,

特 別な構造はみ られな い.ま た,そ れぞれの細胞の

細胞小器官に特 に顕著な変化が現れ るよ うな所見 も

え られない.ま た,図6の 下部の矢 印で示す部分 に

は,横 断面で あるが,杯 細胞が散在 し化生腸上皮で

置換 された腺 に混 じってただ一つだ け,胞 体 が細長

く,頂 部 に トル イジン ・ブル ーに濃染する顆粒 を持

ち,核 が細胞底部 に配列す る胃上皮のみよ り成 る腺

が存在 してい る.

第3節　 走査型電子顕 微鏡による観察

胃体部粘膜の表面 を走査電顕の弱拡でみ ると,類

円形の胃小窩 を囲んで ドーナッツ状の構造 がみ られ,

更に拡大 をあげると表層上皮細胞の細胞頂部 が半球

状 に突出 し,石 垣の よ うに配列 してい る(図16).胃

腺窩の深 さは一 定せず,生 食水に よる洗浄が不十分

な ときは固着 した粘液が残存す ることが多い.

粘膜 の表 層のみに炎症性変化 を来 たした例では,

腺 窩の内壁を構成す る粘液細胞 は密 に配列 して表面

も乱れていないが,腺 頂部で は大半の粘液細胞が細

胞 頂部の粘 液顆粒 を放 出 して,残 った細胞壁が蜂巣

状 を呈 してい る(図17).そ して炎症 がさ らに進行 し

た例 では表 面構造の不整が顕著 になって くる.す な

わ ち,凹 凸不整 な半球 状の隆起 がたがいに接 した り,

堤 防状の幅の狭 い構造 で結 ばれ た りしているものや,

一 つの胃小区全体が低 く押 しつけられ
,腺 窩 も浅 く,

狭 く,細 長 くな った りす る もの(図18)も,ま た逆に

丈 が高 く,腺 窩が広 く深 くな り,全 体 に異様な うね

りを生 じた りす るもの(図19)が み られるようになる.
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いっぽ う,胃 前庭部 では一般に腺体 が長方体様 で

胃体部の ような ドーナ ッツ状の構造 と異な り腺窩の

周囲 も細長い溝状を呈 して いる.い っぽ う表層 は表

層の細胞頂部がやはり半球状に突出 している(図20).

しか し腸上皮化生を起 こした部 をみ ると,そ の表面

構 造は半球状,指 状,葉 状,舌 状な ど不規則 な形態

を示 している.そ して表層 は胃粘膜上皮にみ られ た

如 き半球状の突出はな く比較的平滑 とな り,と ころ

どころに杯細胞 の開口部に一致す る孔がみ られる.

また腺窩をた どれ ば,小 腸 に類似 して横走 する ヒダ

がみ られ る(図21)

光顕 およ び透過型電顕で,胃 上皮 と腸上皮化生 の

接す る部分 を観 察 し,興 味あ る所見 を得たが,走 査

電顕 で も同様の部分 を観察 し得た.図22で は,不 規

則な,切 れ込みの強 い ヒダを有する溝状構造の腸上

皮化生 と接 して,表 層が顆粒状 もしくは頂部の粘 液

顆粒 を放出 して蜂巣状 を呈す る胃上皮 がみ られ る.

両者 の境界 は明瞭で面を もって接 してお り,バ ラバ

ラに混在 した り,互 が移行す る所見はない.図23,

 24で は,不 規則な舌状ない し葉状 を呈す る腸上皮化

生の部 と胃上皮の部 とが相接 して存在 しているがや

は り両者の境界は明瞭である.両 図 ともに腺窩の内

壁を残存す る胃上皮が構成 しているが,図24で はこ

の胃上皮 が恰 も胃内腔に圧 し出 され るかの如 く口唇

状に突 き出て いるのが観察 される.

第4節　 慢性 胃炎における消化管内分泌細胞

つ ぎに,本 研究で観察 した数種類の消化管 内分泌

細胞 について述べ る.

まつ, toluidine blue染 色標本の光顕的観察 では

胃体部 前庭部 と もに,内 分泌細胞 は腺底部にみ ら

れる ことが多 く,腺 表 層には見当 らない. toluidine

 blue標 本 でみると,胞 体 は明 るく,形 は半球状 また

は楕 円形の ものが多 く,位 置 は基底膜に接 して並 ら

ぶ ものがほとん どで腺 腔に達す る ものはほ とん ど見

られ ない.一 般に慢性 胃炎では,胃 体部･前 庭部 と

も胃腺の上皮が残存 している部で は内分泌細胞 は増

加 している もの も減少 している もの もあ り一定 の傾

向 は認 め られなか ったが,腸 上皮化生 を起 こした胃

前庭部の腺底部では,内 分泌細胞が比較的多 くみ ら

れ,そ れ も数 個ずつ集合 して増殖 してい るのが しば

しば観察 された.図25は その1例 で,腺 底部の基底

膜 に接 して楕 円形ない し半球状の胞体の明 るい内分

泌細胞が集合 して増殖 して いるのがみ られ る.

つ ぎに電顕 的観察 では,内 分泌細胞は基底膜 に接

して存 在 し,胞 体 も他の胃上皮 とくらべて明 るいが,

最 も特 徴的なのは,さ ま ざまな形 をとる内分 泌顆粒

の存 在であ る.内 分泌細 胞は主 として この内分 泌顆

粒の形態 によ って分 類 され るが,こ の他 に,細 胞 の

形,存 在部位,他 の細胞小器官 の形態 と数 な ども考

慮 され る.以 下,観 察 し得 た数種 の内分泌細胞 を図

示 し,そ の微細 な変化について述 べる.

図26は 胃体部腺底部 に見 られた細胞で,楕 円形で,

基底膜 に接 して存在 してい る.核 下部 および細胞底

部にはほぼ球形 の,内 容 が均一 な微細顆粒状 で一層

の限界膜に包まれ る,直 径120～360mμ の内分泌顆

粒が存 在す る.糸 粒 体は周囲を包む壁細胞の それに

比 して小 さ く, cristaeの 乱 れ,膨 化が 目立つ が数

は少ない.核 周囲には遊 離 リボゾームが多 く,細 胞

右壁近 くには粗面 小胞体 が見 られ る.細 胞核 は胞体

中 に占 める体積が大であ るが微細構造上 の変化 は見

られ ない.こ の内分 泌細胞 はEC-cellで あるが,胃

の体部粘膜では極 く少数 しか観察で きなかった.

図27は 胃前 庭部 腺 底部 でみ られたEC-ce11で あ

る.核 は類円形で染色質問顆粒 が少 な く,核 小体 が

見あた らない.特 徴的な内分泌顆粒は,基 底膜近 く

に存在す るもの もあるが,大 半 は核右上部 に存在 し,

球形,長 円形,腎 形,亜 鈴形な どいろいろな形 を呈

してお り,そ 最小径 は約200mμ,電 子密度は高 く内

容は均一無構造 である.糸 粒体 は球 形でややcris

taeの 乱 れ る ものがみ られ るが,数 は少 ない.遊 離

リボゾーム と粗面小 胞体 が比較的豊富 で,ゴ ル ジ装

置 もよ く発達 している.

図28は 慢性胃炎の胃前庭部でみられた内分 泌細胞

で,基 底膜 に接 して存在 し,核 下部 に直径220～400

mμの顆 粒 が認 め られ る.そ の内 容は大半 が雲絮状

で あるが,な かには充満 してい るもの もあ る.胞 体

には球形のやや小 さい糸粒体がかな り多 く見 られ,

比較的よ く構造が保たれてい る.核 上部には粗面小

胞体 がみ られ,よ く発達 したゴルジ装置 がみ られ る.

核 は胞体のかな りの割 り合 いを占めて いるが やや形

が不整 とな り,染 色質の異常凝集が み られ る.こ の

内分 泌細 胞は その顆粒 の特徴 か らG-cellと 呼ばれ

る細胞で ある.

図29は 慢 性胃炎の胃前庭部 でみ られた細胞である.

形 はほぼ球形で丸 い核 を有 してい る.核,胞 体 と も

に空疎で淡明化 している.糸 粒体 は腫大 し, cristae

の断裂 ・消失 がみ られ,限 界膜 外層 の消失 した もの

も観察 される.核 右方 に小空胞がみ られ る他 には,

ゴルジ装置,遊 離 リボゾ ームは ほとん どな く,と こ

ろ どころに,定 型 的平 行長紐状の配列 を失 い,断 裂
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した り,リ ボゾームの脱落 した粗 面小胞体 が存 在す

る.そ して核 周 囲 に豊富 なfilamentが 存在 し,核

下部 には球形 の,直 径160～240mμ の内分泌顆粒 が

存在す る.こ の顆粒 は均一無構造の,中 等度の電子

密度 を有す る物質 を有 し,一 層の限界膜 に包まれて

いるが,こ の 限界膜 と内容 との間に薄い透 明帯 を有

して い る.こ の内分泌細胞 はその顆粒の特 徴 と胞体

のfilamentの 存 在か らForschmanら がIII型細胞 と

分類 した ものに一致す る.

図30は 胃前庭部 にみられた内分泌細胞 で基底膜 に

接 し, 3個 の細胞 に囲 まれてい る.非 常 に弯入 した

核 を有 し,核 染色質の凝集がみ られ る.核 下部 には

球形 の,電 子密度の高い,均 一無構造 の内容 を有 す

る,直 径160～350mμ の内分泌顆粒 が存在す る.胞

体 には小形 のかな りよ く構造 の保 たれた糸粒体 と,

定型的 でない,リ ボゾー ムの脱落 した部分 が多い粗

面 小 胞体 が存 在 してい る.こ の細胞 はForschman

らの い うII型細胞 と一致す る.

第5節　 2種 の顆 粒の共存 す る細 胞

本研究 にお いて内分泌細胞 の観察 中,同 一細胞 内

に2種 類の顆粒の共存 す る細胞 を発見 した.す なわ

ち,小 型 ・球形で電子密度 の高 い顆粒 と,大 型 で球

形な い し楕円形の電子密度 の低 い顆粒 である.こ の

よ うな細胞は ごくわづか しか存在せず,全 観察 を通

じて9個 みつ けたにす ぎない.ま た,そ の存在部位

はほ とん ど胃前 庭部 の腺底部 に限 られて いて,胃 体

部では少ない.細 胞 の形 は一定せず,球 形楕円形か

ら細長 いもの まである.細 胞の存在す る部位 は腺底

部であるが,基 底膜に接 する ものが2/3を 占めてお

り,先 端が腺腔 に達す る もの はな い.顆 粒以外の細

胞小器官は,糸 粒体 は比較的小型の ものが多 くその

構造 も比較的 よ く保 たれてい る.ゴ ル ジ装置の発達

してい るものが多いが,粗 面小胞体の発達 してい る

ものは2個,遊 離 リボゾームは周囲の細胞 と比較す

ると少 ないが,か な り豊富に存在 す る.小 胞や滑面

小胞体 はほ とん どみ られない.核 は比較 的細胞 の中

心 でカ ッテ ィングされた標本 では胞体中に占め る割

り合 いが多いが,形 は不整 な ものが多い.以 下, 2

種 の顆粒 の特徴 について述 べる.

まつ,小 型で電子密度 の高 い顆粒 はほぼ球形 で一

層の限 界膜につつまれ,直 径 は150～240mμ3電 子

密度の高 い均一無構造 の内容 が充満 した もの と,や

は りほぼ球形で,一 層 の限界膜 につつまれ,直 径が

160～320mμ とやや大 きく,電 子 密度 が中等度 ない

しやや低 く,と きに顆粒 の内容 が中心 に凝縮 し限界

膜 との間 に透明帯 を有 した り,雲 絮状の物質がわう

かに存在 す る もの,と の2種 類 に大別で きる.こ れ

らの顆粒 は,主 として核下部 に存在 してい るが,特

に基底膜 に接 して配列す る像 は認 め られず,と きに

基底膜 あ るいは隣接す る細胞 に近接 して存在 する顆

粒 があ って も,そ の顆粒が細胞間隙 あるいは毛細管

の近傍 に分 泌 され るよ うな像 は観察で きなかった.

しか しこれ らの顆粒はその形態の特 徴か ら内分泌顆

粒,そ れ もG-cellの 内分泌顆粒 と考 えられる.

いっぼ う,大 型 で電 子密度の低い顆粒 は球形 ない

し楕 円形 の ものが多 く,一 層の限界膜 につつ まれ,

直径 は700～1300mμ に達 し,内 容 は電 子 密度 のや

や低 い,均 一無構造,と きに雲絮状物 質で占められ

る.こ の顆粒 は融 合す る傾向はな く,ま た存在部位

は一定 しないが核下部 に も比較 的多かった.こ の顆

粒 を含 む細胞 自体 が腺 腔に達 す るものが無 いことに

もよるが,こ の顆粒 が分 泌 され る像 は確認で きなか

った.し か し,こ の顆粒 は形態学的特徴か ら,主 細

胞のチモーゲン顆粒 に極めて類似の顆粒 と考 えられる

これ らの代表的 な2例 を図示す る.

図31は 胃癌 患者の胃前庭部で発見 された細胞で,

核上部 に類 円形 の電 子密度の比較的低 い,直 径750

～1250mμ の 大 型の顆粒 と,や は り球形の電子密度

の高 い,直 径180～250mμ の小型の顆粒が共存 して

い る.ど ちらの顆粒 も分泌 されるよ うな像 は認め ら

れない.細 胞小器官 をみると,細 胞頂部 にやや腔 が

開 き,付 着す るリボゾームの減少 した粗 面小胞体 と,

よ く発達 したゴル ジ装置 がみ られる.数 個ずつの遊

離 リボゾームの集塊 が存在す るが,上 方の未分化 な

細胞のそれ と比 して少 な く,胞 体の色調 は明 るい.

糸粒 体 もみ られ るが余 り多 くはな く, cristaeの 構

造 の乱れた ものが 多い.

図32は やは り胃癌 胃の前庭部 で発見 され た細胞の

拡大図で ある.直 径680～1360mμ の大型 の顆粒 と,

電 子密度 の高 い,直 径170～240mμ の小型の顆粒 と

が共存す る.糸 粒体の構造 は比較的 よ く保 たれてい

るが,ゴ ル ジ装置 や粗面小胞体 は殆 ん どみ られない

し,遊 離 リボゾーム も少 ない.

な おこれ らの他 に,内 分泌顆粒 と,粘 液顆粒 に似

た空胞様 構造 を有す る細胞 を発 見 した.や は り胃癌

胃の前庭 部 に存在 し,図33に 示 すよ うに円形 か ら亜

鈴 形,洋 梨状,棍 棒状 な ど,多 形性 を示す最小直径

200～360mμ の電 子 密 度の高 い顆 粒(EC-cellの 内

分 泌顆粒 と類似)と,核 下部左右 に奇妙な形を し,ほ

ぼ一 層の限界膜 に包 まれ,内 容 が均一無構造 もしく
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は雲絮状 の,最 小直径0.3～0.6μ,最 大直径0.6～

1.6μ の顆 粒様 ない し空胞 様 構造 とが共存す る.他

の細胞小器官 をみると,糸 粒体 は,左 および上方の

未分化な細胞 のそれと比 して明 らかに変形 ・倭縮 し,

 cristaeの 乱 れ も見 られ る.少 量 の遊 離 リボゾーム

がみ られ る他には,粗 面小胞体 やゴルジ装置な どは

見当 らない.ま た,隣 接す る細胞 との細胞間隙 と,

 interdigitationの 拡張 が著明であ る.こ の ような細

胞 はこの他に2個 発見で きたが,そ れ らの小型の顆

粒 は円形の もののみで多形性を示 さず, G-cellの 内

分泌顆粒 と極めて類似 してお り,大 型 の顆粒様構造

は粘液顆粒 と類似の ものか ら,内 容 が雲絮状ない し

細網状 の空胞様構造に近 い もの まで様 々である.

第4章　 総括お よび考按

ヒ トの慢 性 胃炎 はかな り古 くか ら, Broussais,

 Faber, Schindler, Konjetzney, Wood, Siurala

など多 くの学者 によ り研究 されて来 たが,そ の本質

の解明 は困難な点が少な くな く,そ の原因,分 類 な

どにつ いて も,ま だ確立 された説 はない.し か し,

慢性 胃炎は表層性 胃炎か ら萎縮性 胃炎への過程 の種

々相 を示す ものであ り,そ の終着 は胃萎縮にあ る, 1)

とい う点では多 くの人 に支持 されてお り,こ れに加

えて,表 層上皮 の腸上皮化生 の出現 もこの疾患に し

ばしば随伴す る特徴的な変化の一つ である.そ して

これ らに伴って,組 織反応による リンパ球 ・単球 ・

形質細胞の浸潤 がみ られ,今 日では この三つが慢 性

胃炎の組織像の特徴6)と されている.

しか し一方,こ れ らの組織像の程度 と慢性胃炎患

者の臨床像 とが一致 しない場 合が少 な くな く,慢 性

胃炎の形態 と機能の解明のために,さ まざまな角度

か らアプローチがなされ るよ うになった.

まつ,機 能 に関す る研究では,胃 分泌機能が詳細

に検討 された.胃 外分泌では塩 酸 ・ペプシン ・可視

粘 液および可溶性粘液の分泌が慢性 胃炎の粘膜の萎

縮 の進行 と平行 し,ま つ最初 に酸分泌,つ いでペ プ

シン分 泌が障害 され,腺 性ムチンの分泌 は比較的長

く保持 されるが,完 全な粘膜萎縮状態 に陥 ると停止

す る鋤 ことが明 らか とな った.胃 内分 泌では特に ガ

ス トリンに関する研究が進み, 1963年 にGregory &

 Tracy25)に よって2種 のpeptideと してと り出 され,

つづいてgastrin作 用peptideの 合成 も成功 した.

これによって胃液分 泌の体液性刺激機 序が解 明 され,

従来用 い られていたKatsch-Kalk法 にかわって,テ

トラガス トリンによ る胃液分泌能測定法 が行 なわれ

るよ うにな り,こ の方法 を用 いた慢性胃炎腺の分泌

の研究 も報告 されて いる.一 方,慢 性胃炎の形態 に

関 して は,従 来の光顕的観察 による業績 に加 え,酵

素組織化学的 に,ま た,内 視鏡の進歩に よって生 検

の みな らず,色 素撒布 による胃小区構造の観察 や,

拡大 フ ァイバ ースコープによる観察がな され るよ う

になった.そ の結果,腸 上皮化生の分類,化 生強 度

の判定,胃 小区の分類な どが報告 されてい る.最 近,

平福23)らは慢性 胃炎 胃粘膜の局所の変化を一定 の規

準 に従 って標示 しよ うと試みてい る.こ れは胃粘 膜

の変化 を胃底腺･胃 幽門腺別 に,腸 上皮化生,粘 膜

筋板,細 胞浸潤,リ ンパ ろ胞,ビ ラン,粘 膜の小 陥

凹の各項 目別 に0か ら2の 段階 に標 示 し,所 見の記

載 を普偏化 させ よ うとした もので ある.

この他 に慢性 胃炎解明の方法 として,自 己免疫機

序 の導入 が挙 げ られ る.慢 性 胃炎の原因 として,外

因性因子(急 性胃炎か らの移行,器 械的因子,化 学 的

因子,物 理的因子 など),内 因性因子(生 活環境 因子,

体質的因子,内 分泌因子,種 々の慢 性疾患 との関係,

栄養障害,精 神 ・神経性 および心因性因子,ア レル

ギーな ど)が挙 げられるが,こ れ らの原因 を もって発

生す る胃炎は表 層性 胃炎に止 まる ものがほとん どで,

汎胃炎の形に移 行す るものは割 り合 い少 な く,斑 点

状 ・島 しょ状の変化に止 まるものが比較的 多い.そ

のため に,胃 固有腺の広範 な萎縮 を説明す るにはこ

れ らの原因だ けでは困難で あ り,こ の点 を説明す る

ために,な ん らかの原因 による胃粘 膜の変化 によっ

て生 じた組織 に対す る自己免疫機序の関与 が推察 さ

れるよ うにな った.こ れ に手がか りを与 えたのが,

 Schwaltz,26,27)Taylor28,29)らで,彼 らに よって内因子

抗体intrinsic factor antibody,壁 細胞抗体par

ietal cell antibodyが 見 出 され,高 度の 胃萎縮 を来

たす悪性 貧血 の病因に自己免疫の概念が導入 された.

その後, Adams,30)Te Verde,31)Fixa32)三好33)ら内外

諸家 の追試 が行 なわれ,三 好 らは 自己免疫機序 でイ

ヌに胃粘膜萎縮 を作成 している.

以上 のご とく,慢 性 胃炎の解 明に,そ の形態 面か

ら,機 能面 か ら,ま た自己免疫学 的立 場か らい ろい

ろな努力 がな され てい るが,形 態面 か らは,さ らに,

近年著 しい発達 を とげた電 子顕微鏡に よる胃粘膜の

微細構造 の観察,走 査型電 子顕微鏡によ る胃の表面

性状 の微細 な立体観 察が行なわれ るよ うにな った.

しか し,そ の成果 の報告 はまだ少 なく,高 木,21)川部,20)

石森,22)Ming,18)らの論文 と,他 の2, 3の 短報 を数 え

るにす ぎない.そ こで本研究で著者 は慢性 胃炎に陥
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った胃粘膜 で各種細胞が,正 常に比 して,光 顕 レベ

ルでは観察 し得ない何か特異的 な変化 を生 じていな

いかを追求 しよ うとした.

まづ,標 本作成 の問題 につ いて述べ る.文 献では

試料 の採取 は, Mingが 切 除胃に, Demlingが 生検,

高木,川 部,三 好 は吸引生検 によってお り,一 定 し

ていない.生 検 による場合 は採取後速かに固定 液中

に浸漬で きるので試料 に変化 を来た し難いが,採 取

部位が一定 せず採取量 も少 ないのが難点 であ る.一

方,切 除胃による場合 は,採 取部位が明確であ り,

量 も多 くとれ るが,血 行遮断後固定 までに時間を要

し,死 後変化な どを受 け易 い点 に難点が ある.著 者

は試料 採取 を切 除胃によったので,切 除後 の変化を

最小 に押 さえるため,血 行遮断後固定にいた る時間

をで きるだけ短縮 し表面 に付着す る粘液な ども洗い

落 とさず,固 定液 中にで きるだ け早 く浸漬す るよ う

に努めた.ま た,試 料の採取部位 は病変部 に近 く,

肉眼的に胃炎性変化 の強 い部分,と したが,こ れは

今 日,慢 性胃炎その もの は胃切除の対 象 とな らない

ため,胃 癌,胃 ・十二指腸潰瘍な どによ って胃切除

が行 なわれ る場合,こ れ らに随伴す る慢 性胃炎の部

分を狙 っての ことである.巌 密な意味では原発 性慢

性胃炎 と随伴性慢性 胃炎 とは同一視で きないだろ う

が,消 化性潰瘍 あるいは胃癌,と くに胃癌には高率

に慢 性胃炎が共存す ることは周知 の事実 であ り,本

研究では さらに,光 顕 レベルで慢 性胃炎性変化 の強

い部分 を選 び,そ の部分 を切 り出 して電 顕標 本 とす

るよ う努力 してお り,原 発性慢性胃炎胃粘 膜の観察

とほぼ同一視 で きる と考 える.

つ ぎに,今 回電顕的 に観察 した各種の細胞の変化

について述 べ る.

胃体部:表 層 および腺頚部の粘液細胞には比較的

変化 は少 なか った.電 顕的 には粘液顆粒 をかな り豊

富に有 し,微 絨毛 は短か く疎で他の細胞小器官 にも

特 に顕 著な変化 は認 め られない.こ れは,被 覆上 皮

は腺細胞 に比 し抵抗性が強 く,腺 細胞の変化がかな

り強 い場合 で も著変 がない,との報告34)と一致 する.

しか し腺底部 の粘液細胞で は,一 部に,図 示 したよ

うに,小 型の糸粒体 がみ られ,そ の一部 は内腔が拡

張 し,リ ボゾームの限局性の脱落がみ られ る粗 面小

胞体 に取 り巻 かれ た格好で存在 してお り, 2重 膜構

造 は比 較 的保 たれ ているが, cristaeは 崩壊 して し

まって いる もの もみ られ る.また一部 には,腫 大 し,

 cristaeは 消失 して不明瞭な雲絮状 物 質が疎 に存在

し,ご く一部 に2重 膜構造が残存 した,糸 粒体の変

性像 と推測 され る構造 もみ られる.そ の上部の壁細

胞にみ られ る糸粒体の構造が全 く良 く保たれている

ことか ら,こ の糸粒体の変性像 と空胞像 は,腺 底部

の粘 液細胞に現れた変化 と考 え られ る.ま た,粗 面

小 胞体 の内腔の拡張,短 小化 も一つの変化に数 え ら

れ る.こ れ らの変化 はDemlingが 記 した ヒトの胃炎

胃粘膜 の微細構 造の変化の なかに含 まれ るものであ

るが,糸 粒体 の変化は著者例の方が強 いと思 われる.

しか し, Demlingが 記 した もっと頻度 の高い変化,

す なわ ち,腺 腔に向 って細胞頂部が凸出 し,細 胞膜

と細胞質 とが空間隙で隔て られ るような像はみ られ

なかった.隣 り合わせて存在す る壁細胞 と粘 液細胞

で,な ぜ,粘 液細胞の糸粒体だけが著 しい変化 を示

すのかは全 く不明で ある.

なお,こ の部 に腸上皮化生が生ず る頻度 は前庭部

に比 して低 いが,そ れで も約半数 にみ られ,そ の組

織学 的および電 顕的特 徴は,前 庭部 にみ られる腸上

皮化生 と比 して差異は認め られない.

壁細胞 については,こ れが酸分泌 と関係 している

ため,機 能 面か らの興味 も多 く,電 顕で もよ く観察

されている.正常な壁細 胞は胃底腺細 胞中最 も大 きな

細胞で,その特徴 は細胞 内分泌細管,極 めて多数 の糸

粒体,分 泌空胞 の存在 であ る.8,9,7)細胞 内分泌細管は

1個の壁細胞 に通常3～4個 認 め られ,細 胞間分泌細管

および腺 腔に連 続 してい る.内 面は微絨毛 で覆われ

,腔 は微絨 毛が密でほ とん ど開いていない場合や,

あるいは広 く開いて いる場合 もあ り,同一細胞内で も

異 っている.この細胞 内分泌細管 の形態 と壁細胞の機

能 に関す る報告では, Bloom & Fawcett9)は 正常の

壁 細胞では多数 の長い微絨毛が排列 した細胞 内分泌

細管がみ られ,い ろいろな機能を営 んでいる時期にも形

態 的な変化は来た さない といい, Ito7)は細胞 内分泌

細管は拡張または閉鎖の状態が共存 し,特に関係づけら

れないとい う.また,川 部20)はヒスタローグ刺 激によ り

細胞内分泌細管および微絨毛 は発達 を示すものが多 く

なるとし, Rosa35)は 同刺激によ り細胞 内分泌細管は平

担 になると述べ,大 林36)は分泌期 では細胞 内分泌細管

の微絨毛は丈が高 くな り数 も多く,配例 も密で種々の形

態を示し,ア トロピン0.5mg皮 下 注 後45分 の抑 制期

には細胞内分 泌細 管の微 絨毛は丈が短か くかつ数 も減

少すると述べ,高木21)はヒスタ ミン刺激 によって壁細

胞のあるものは細胞 内分泌細管が拡張 し,微 絨毛の一

部 は平低化 を示 したが,一 般的には,ヒ スタ ミン刺激

によって もその態度 は同一 ではないと述べているが,

以上の ご とく壁細胞 の機能 と形態 との関連 には,未
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だ一定の説は存在 していない.し か し,病 的な壁細

胞で は,石 森22)は分泌障害の明 らかなものでは細胞内

分泌細管 は発達が悪 くなると述べ,山形371も慢性 胃炎

では細胞内分泌細管 の発達が悪いと述べている.また,

三好19)らも,細胞内分泌細管は正常に くらべてやや萎縮

し,管 腔 は狭 く,微 絨毛の数 もやや少 な くやせた感

じがす る,と報告 している.ただ し,高木21)は,と きに

慢性 胃炎で細胞 内分泌細管が高度 に拡張 し,微 絨毛

のある もの は基部 が細 くくびれを示 し,そ の内部電

子密度 がかな り高 くなってい るものがある,と しな

が らも,組 織正常例 と慢性胃炎例 で細胞内分泌細管

と微絨毛において,そ の示す像が多彩であり,本 質的に

差を認 めない,と 述 べている.著 者 の観察例は全例

切除胃であ り,そ の術前処置 として15～45分 前に ア

トロピンを使用 してい る,ア トロピン施注後胃が切

除 され るまでの時間は一定 しないが,恐 らく分泌抑

制期 もしくは休止期に相 当するものと考 えられる,しか

し,こ の観察例では細胞内分泌細管 は拡張 した もの

や閉 じた ものがみ られ一定 していなかった.図3に

示 した壁細胞 では,細 胞 内分泌細管の発達 は極めて

悪 く,傍 核部 にわづかに細胞内分泌細管 と推測 され

る部分が見 られ るにす ぎない.

図3に 示 す壁 細胞 はRubin8)がyoung parietal

 cellと し,未 分化細胞 か ら成熟 した壁細胞 に分化す

る途中の細胞 と述 べた もの に極めて類似す る.そ し

てRubinは このような細胞 は,成 熟 した壁細胞の長

いlife-spanに 比較 して恐 らく短か く,したがって全

ての壁細胞に占める割合いは低 く,そ の存在 は稀で

あると述べている.今 回の観察では このよ うな細胞

が,数 は多 くはないが,一 つの腺 窩にみ られ る壁細

胞のほ とん どを構成 してい る場合 があった.慢 性胃

炎 に陥 った部分 では,細 胞の剥脱 ・再生が よ り強 く

繰 り返 されていると考 えられ るが,こ の再生が追い

つかない場合 には,壁 細胞 は このよ うな幼若型の細

胞で占め られることが あると推定 される.

い っぽ う,壁 細胞内の糸粒体 は小型で あるが多数

存在 し,膨化, cristaeの 断裂 などの変化は余 りみられ

なか った. matrixは 細胞 内分泌細管の開いた成熟型

では減少 していたが,幼 若型 では逆 にかな り多 く存

在 して いる.慢 性 胃炎 の壁細胞の糸粒体の変化につ

いて,電 子密度が高 くな る,21,22)matrixの減少19)ない

し消失21)などが挙 げられるが, matrixの 減少 につい

て は同一の像を得 られ た.

壁細胞のもう一つ の特徴 であるsecretory vesicle

は,著者の観察例では,細胞 内分泌細管の開いた成 熟し

た壁細 胞の例 では,細 胞内分泌細管の周囲にのみ存在

し,余 り拡張せず,数 も少ない このsecretory ves

icleに ついては,比 較的 まばら,22)数が減少 している,19)

な どの記載 と,同 一 細胞内で もvesicleの 形 は多様

性を示 し, vesicleと 細胞 内分泌細 管の拡 張の度 合

との関連性は明確ではない,21)との記載があるが,著 者例

で も一定の傾 向は得 られなかった.し か し,幼 若型で は

細 胞 内分泌 細管 と共 にsecretory vesicleも 乏 し

く,こ の事 は,幼 若型 の壁細胞 の酸分 泌機能 が低下

しているこ とを示唆 している と考 え られる.

主細胞 につ いて は,数 の減少以外 には,ほ とん ど

変化は認 め られなか った.こ れ は電顕的 に観察 で き

た例 が少 なか ったことに もよる と思 われ る.図 示 し

た主細胞 はほぼ正常 であ り,細 胞上部 に豊富 にチモ

ーゲン顆粒 を有 し,核 下部 には定型的平行長紐状の

配列 を示す粗面小胞体が密 に存在 し,ゴ ルジ装置 も

豊富 で,チ モ ーゲ ン顆粒 の融合 も少 ない.た だ,微

絨毛 が極 く短 か く,疎 である.

慢性 胃炎の主細胞 の変化 につ いて,川 瀬34)は粗面

小胞体の減少 ・空胞状の開大,チ モーゲン顆粒の減

少,腺 腔面の微絨 毛の消失 を挙 げ,石 森22)は粗面小

胞体 およびゴルジ装置の発達が悪 く,チ モ ーゲ ン顆

粒 が少 いと述べて いる.

胃前庭部:腸 上皮化生 を起 こ してい ない,や や高

度 に萎縮 を示す部分 の表層 の上皮 は,図9,図10に

示 したよ うに,細 長 く腺腔 に突出 し,数 は少な いが

やや太 目で長 い微絨毛 を有 し,内 容が充満 した もの

や,偏 在 して ちょ うど蛙卵の よ うな様相 を呈す る も

の,ま たは内容が ほとん ど脱失 して空胞状 になった

もの などの 多彩 な顆粒が存在 し,糸 粒体,ゴ ル ジ装

置,粗 面小胞体 も豊富 な例(図9)や,類 円形 を呈 し,

微絨毛 は短小 ・疎 で,核 質,細 胞質 と もに浮腫状の

例(図10)な どがみ られ,様 々なかた ちをとる.後 者

は明 らか に浮腫状で,変 性脱落 して行 く過程 にある

上皮 と考 え られ る.

また,腺 窩底部 にみ られ る粘液細胞 には,一 般的

には著変 はないが,一 部には図11の よ うに腫大 し,

部分的 に限界膜の破壊が み られ, cristaeが 断裂 し,

 matrixが 消失 した糸粒体や,空 胞構造 がみ られるよ

うな ものが ある.先 に述べ た胃体部腺底部 の粘 液細

胞 に もほぼ同様 に,糸 粒体 の変性像 と空胞像 の出現

が認 められてお り,こ れ らの変化 は慢性 胃炎の粘膜

の底部 にみ られ る粘液細胞 に生ず る微細構造 上の変

化 と考 え られ る.糸 粒体 の変性 像は,糸 粒体 が細胞

の退行性変 性ない し傷害時 に,粗 面小胞 体 とな らん
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で,ほ とん ど必発的に変化 を示す細胞内小器官 であ

る38)ことか ら,こ れ らの粘液細胞の傷害 あ るいは変

性の結果生 じた変化 と考 え られ る.い っぱ う,空 胞

構造 は,一 層の膜 を有 する もの もあるが,不 連 続な

ものや,ま ったく膜 の存在 しない もの もみ られ,ど

のよ うにして生 じた ものか判定 し難い.高 木の,肝

細胞 に種 々の薬物 を投与 して生 じた空胞構 造の分 類

によれば, 1) RNA顆 粒の脱 落 を伴 う粗面 小 胞体

の内腔 の拡大 による もの, 2) 細胞内 コロイ ドの変

化,そ の他 による水分の局所 的集合 と,そ れに続 く

単層膜形成 による もの, 3) lysosomeな い しseg

resome性 格 を有す る空胞,の3種 が空胞 変 性の小

括 に挙 げ られ ている.そ して, 1) は代謝障害 に比

較的近 く結 びつ いてお り, 2) は細胞障害 が存 在 し

て も,細 胞 の生活現象があ る程度残存 して いる時 に

限 り,コ ロイ ドその他の二 次的変化 の結果生ず る も

の らしいこ とを想像 させ る,と 述べ ている.著 者の

図示 した空胞構造が果 して どの型 に属す るのか は今

後例数 を重 さね,さ らに検討 を加 えたい.

また,の う胞壁の細胞を観察 し図12に 示 したが,

このよ うな部位の細胞は極度 に圧縮 されて歪曲 し,

微絨 毛 もご く短か く,減 少 または消失 し,一 部 には

細胞質 がち ぎれて腺腔に飛び出 している像 も認 めら

れた.核 の変 形 も著 しい.細 胞質 も圧縮 されて,細

胞小器官 もそれほ ど明瞭にみえない.し か し,数 個

み られる内分泌細胞 と,中 央部 にみ られ る,細 胞質

のち ぎれて いるかの ような像 を呈す る分類不明の細

胞 には,多 数の空胞構造が存 在す る.こ の空胞構造

の内部 には小胞様 の構造や雲 絮状の物質 が認 められ,

ほぼ明瞭な一層の限界膜がみ られるが,糸 粒体の腫

大 ・破壊 され た ものか,何 れかの型 の空胞か は断定

で きない.ま た,の う胞の形成その もの が萎縮形成

の役 目の一端 を担 ってお り, Konjetzney3)は の う胞

形成 による機械的な周囲組 織の圧迫 が,細 胞 の崩壊

と消失 の原因 として あげてい る.図 示 した圧縮 され

た細胞 はその よ うな過程にあ るもの と考 え られ る.

つ ぎに,腸 上皮化生の部について述べ る.

腸上皮化 生の部 をtoluidine blue染 色, PAS染

色 によって光顕的に,微 細構造 について は電顕的に,

また走査型電顕によ り表面の微細構造 を立体的 に観

察 した.図6に 示す よ うに,腸 上皮化生 の部 はその

腺 構造が小腸 の絨毛構造の ごとく指 状を呈す る もの

が多い.し か し,小 腸 のそれのよ うに整然 とは して

お らず,不 規則であ る.組 織学的 に も,細 胞頂部 に

は刷 子縁を有 す る上皮 が排列 し,と ころ どころに杯

細胞 が存在 し, Panet細 胞 は少 なか った ものの,小

腸 絨毛の細胞構成 と一致 して い る.電 顕的 に も,図

7に 示す よ うに,細 胞頂部 にはよ く発達 した微絨毛

を有 し,そ の直下 にはterminal webが,ま た胞体

には多数 の小胞体 と,さ まざまな形 をした糸粒体が

存在 す る.そ して平行長紐状の粗面小胞体が,特 に

糸粒 体の周 囲に存在す る.遊 離 リボゾームは乏 しく,

細胞 の色 調は明 るい.小 腸の吸収上皮 と微細構造上

もほ とん ど一致す る.

ヒ トの胃に腸型 の上皮 が認 め られ る事は, Kupff

er(1883)39)以 来,多 くの光顕的所見 により明 らかに

されてお り,そ の起源 には2つ の仮説が ある. 1つ

は,腸 上 皮あ るいは将来小腸上皮 に分化す るはずの

細胞か ら分化す る(intestinal heterotopia)

44,45)とい う説 で
,他 の1つ は,こ の説の方がよ り広

く支持 されているのだが胃上皮にも腸型上皮 にも分化

す る能力 を持つstem cellが 胃粘膜 にあ り,こ れが

慢性刺激 によってfaulty regeneration and diffe

rentiationを 起 こし腸型 上皮に分化す る(intestinal

 metaplasia)45,15)と い う説 で あ る. Moszkowicz,47)

Hirafuku,48)Murakami49)も 腺窩底 に存在す る未 分化

な細胞群 が多能性 を有 し,ビ ランな どによって剥落

した部分 の胃上皮 が再生す る過程 において腸上皮に

置 き換 わる,と, intestinal metaplasiaの 仮説 を支

持 している.著 者 の観察 では,腺 窩底 部が化生腸上

皮 に置 き換 っている腺窩 ではそのほ とん どが表層ま

で化生腸上皮 によ り占め られてお り,し か も,胃 型

の上皮 が残存 している部分で は,隣 り合 った腺窩よ

りのびて来 た化生腸上皮 によって,胃 上皮 がまるで

内腔 に駆逐 され るかのよ うな像 が観察 され,走 査型

電 顕で も腸上皮化生 が一塊 とな り面 を もって四方 に

拡 がって行 くのを観察 した.こ のよ うな所見は,増

殖 帯の未 分化細胞 が慢性刺激 による剥脱 ・再生の繰

り返 しの間にひ とたび腸上皮化生 を起 こす と,そ れ

は正 常胃粘膜上皮 よ り安定性 の高 い丈夫 な細胞50)と

考 えられ るので,さ らに同様 の刺激 が加 わって周 囲

の胃上皮 が剥脱 して もそれは剥脱 す ることな く,ま

た,も との胃上皮 に もどることな く四方に増殖 し,

胃固有の上皮 を圧迫 して置換 して しまった像 と考 え

られ る.図6に は周囲の上皮 がすべて腸上皮化生 を

起 こしてい るなかに1個 所だ け冑型上皮か ら構成 さ

れ る腺 を示 した,周 囲の腺が徐々 に化生腸上皮に置

換 されて行 くなかに,た だ一つだ け残 った胃上皮 と

考 えられ るが,あ るいは逆 に,腸 上皮化生の部に再

化生 と もい うべ き機序が生 じ,再 び胃上皮 に もどっ

40,41,42,43,
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て きた腺 とい う推定 も成 り立っが,走 査型電 顕にて

両老 が移行す ることな く,判 然 と線 をな して境 して

い る所 見をみると,や は り前者の方が可能性が高 い

もの と推定 され る.

ところで,こ の腸上皮化生の発現様式 につ いては,

光顕的 には,巣 状,ビ 慢性 と大別す るもの,23)また,

酵素組織化学的に検索 して,小 腸性完全型,小 腸性

不完全型,大 腸性化生 と分類す るもの,64)などがあ る

が,そ の分布に種 々の拡が りがあっつ複雑で あるた

め,組 織的に明確 には型分 けで きないようで ある.

いっぽ う,レ 線的にこれ を診断 しよ うとす る努力が

なされ,佐 野51)は広範型,移 行型,幽 門型,周 辺型,

非化生型 に分類 し,青 山52)は胃小区像の観察か ら,

点在的腸上皮化生 とビ慢性腸上皮に大別 し,レ 線で

わかる ものを不整型,ソ ーセージ型,不 整 円型,島

嶼型 に分 けてい る.ま た内視鏡的に腸上皮化生を診

断 しよ うとす る努 力がな され,竹 本53)は特胃型腸上

皮 化生(① 周 囲の胃小 区よ り明 らかに大 き く,② 隆

起 し,③ 播種状に散在 し,④ 灰白色調 の強 い胃小区

として認 められ る, 1種 の胃小区単位型の隆起型 の

化生)を 報告 し,他 にス レー ト型(明 らか に乳白色 に

混濁 した,屋 根 のスレー トのよ うな色調が,比 較 的

平坦 な粘膜 に,あ る拡 が りをもって認 められるもの),

米粒撤 布型(米 粒 をは りつけたよ うな灰白色 の隆起 が

散在するもの),あ られ様顆粒型 し発赤の中 に白色 の

小 さなあられ様顆粒 が認め られるもの)な どを例示 し

た押 これを さらにすすめ,吉 井50)は切除胃に アルシ

アン ・ブルー,ヘ マ トキ シリンなどによる染色 を施

して,肉 眼的実体顕微 鏡的に観察 し,肉 眼的には,

 1. 点在型,2. 特異型(竹 本型)腸 上皮化生, 3.

 び らん部型, 4. 線状および樹枝状型, 5. 地図型,

 6. ビ慢型 と分類 し,さ らに胃小 区 との関係か ら1.

胃小区単位型, 2. 溝型, 3. 不規則型 に,化 生胃

小区の隆起の有無 によ り, 1. 隆起型, 2. 平担型,

 3. 陥凹型に分類 した.ま た,石 館55)はアルカ リ ・

フ ォス フ ァターゼ染色 で肉眼的 に1. 幽門型, 2. 中

間帯型, 3. 拡大型, 4. ビ慢型, 5. 病巣 周囲型,

 6. 病巣型 と分 類 して いる,

今回の著者 の観察で は,光 顕標本 にせ よ走査電顕

標 本にせよ極 めて小 さな範囲 を対照 としているため,

広範 な見地 よ りみた腸上皮 化生 の拡 が りな どについ

ては言及 しがたいが,走 査電 顕の図22, 23, 24,光

顕 の図13, 14に 示 した ごとく,胃 上皮 と化生腸上皮

とは混在す ることな く,面 を もって境界 されてい る.

そ して,そ の境界 には何 ら特別 の構造 はみ られず,

胃上皮 は胃上皮,化 生腸 上皮は化生腸 上皮で独立 し

た集団 として増殖 してい る.た だ,腸 上皮 化生の方

が勢 力がつ よいのか,し ば しば,腺 の先 端で,胃 上

皮が腺腔に圧 し出 されて行 くかの如 き像 が観察 され

た.こ のよ うな,胃 上皮 と腸上皮 化生 とがそれぞれ

独立 して増殖 してい る事はheterotopia説 を支持す

べ き根拠 とな り得 るが,胃 上皮 と腸上皮 化生 とに共

通す る未分 化細胞 の存在 を証明 しないか ぎり, het

erotopia説 を絶対 的に支持す る事は困難 と考 えられ

る.

第4節　 慢性 胃炎における消化管 内分 泌細胞

胃粘膜の上皮細 胞 には,粘 液細胞,主 細胞,壁 細

胞 の他 に,銀 に対す る特異的な反応 を示すentero

chromaffin cellが 存 在す ることは古 くか ら知 られ

ていた.こ のよ うな細胞 もその顆粒 の特徴か ら数種

類に分類 され るよ うにな った. 1952年Erspamer,56

 1962年Hillarpら はenterochromaffin cellに5

 hydroxytryptamine(5-HT)を 証 明 し, Pearse,57)

McGuigan58)ら はガス トリンを分泌す る細胞 を証 明 し

た.そ の後の研究 によ って,現 在 では ヒトの胃粘膜

には4～5種 類の内分泌細胞 が分 類 され るように な

った.(Rubin,14)Vassallo,59): ECL-ce11, G-cell,

 EC-cell, D-cell;鍋 山15)60): II, 皿, IV, V, VI型;

笹 川12):腸 クロム親性 細 胞, G細 胞, 皿 型細胞D

様細胞;小 林11): EC細 胞, II型, 皿型, EC様 細胞,

 D様 細胞).

今 回の著者の観察ではEC-cell, G-cell, II型:

 皿型の 内分泌細胞 を観察 し,各 々の細胞 の微 細構造

上の変化の有無 を検討 した.な お,対 象 としたのは

萎縮 の余 り高度でない慢性 胃炎の粘膜 で腸上皮 化生

を伴 うものが 多か った.

まづ,一 般的傾 向 としては,内 分泌細胞 は腺底 部

に多 くみ られ,大 半が基底膜 に接 して存 在 し,そ の

形は球形か ら楕 円形 の ものが多い.ま た,細 胞 頂部

が腺腔 に達 してい るものはほ とん ど見 られなかった.

胃体部 ・前庭 部の どちらかに特 に増加 してい るよ う

な傾 向 はみ られなか ったが,腸 上皮 化生 を生 じてい

る胃前庭部の腺底 部では,比 較的多 くの内分 泌細胞,

とくにEC細 胞 が多 くみ られた.し ば しば数個 ずつ集

合 して増殖 してい るのが観察 された.

EC-cellは 胃体部 で極 く少数,前 庭部では比較的

多く観察 されたが,微 細構造上の変化は余 り見 られ

なか った.多 形性の電 子密 度の高い顆粒 が多 く存 在

し,や やcristaeの 舌Lれた糸粒体 と粗 面小胞体,ゴ

ル ジ装 置な どがみ られ る.
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観察 した一部のG-cellで は核染色 質 の異 常凝 集

と核の変形が み られ るが,独 特の,内 容 が凝縮す る

かのよ うに雲絮状 を呈する内分泌顆粒 が多数存 在 し,

糸粒体 も散見 され る.

極 く少数観察 し得た皿型 細胞 は,こ れは明 らかに

浮腫状 を呈 してい る.し か し,こ れ も,全 体 に浮腫

状の部分 を試料 として採取 し標本化 したため とも考

え られ,慢 性胃炎の異粘膜 でか な らず皿型 細胞 が浮

腫状 を呈す る,と い うものではない.

皿型細胞で は核の変形 がみ られ る.し か し細胞質

には著変 はみ られず,比 較 的小型の糸粒体 の構造 も

かな り良 く保 たれてい る.

以上の観察結果か ら総合す ると,慢 性 胃炎 におけ

る内分泌細胞は,減 少,増 加 と一定の傾 向を認 める

ことは困難で あるが,内 分泌細胞だけが慢性 胃炎 の

際,特 異的に変化を受ける事 はまづ考え られない.

変性するのは図29の ように周 囲の組織 と同時で あ り,

図12で も同様 とい える.

い っぼ う,萎 縮 性 胃炎 でG-cellが 増加 して いる

場合 があ るが,こ れはおそ らく低 酸症 を補 うため増

加 した とも考察 されよ う.

なお,腸 上皮化生 の部で は,内 分 泌細胞 は増加す

るこ とが多 く,ま た,そ の部ではEC細 胞な ど内分

泌細胞 も腸型 に変 わる点は注 目に価 する所見 と考 え

られ る.

同一細胞 内に2種 の分泌顆粒 を有す る細胞 につ い

て:同 一細胞 内に2種 の分泌顆粒 を有す る細胞 につ

いては,片 岡61)がマウスの胃体 部粘膜 で, Capella62)

が,ラ ットの胃底部粘膜 で発 見 し,報 告 してい る.

 Capellaの 例 はECL-cellの 顆粒 とチモーゲン顆粒

の混在例で あるが,図 示す るに止 ま り,そ れ以上の

解説 は記載 していない.し か し,片 岡の記載は詳細

であ り,そ れによ ると,顆 粒 の一つ は大型 ・円形で

電子密 度が低 く,直 径が600～1500mμ,限 界膜 に包

まれ,主 細胞 のチモーゲン顆 粒 と類似 し,他 の一 つ

は,細 胞膜 に近接 して排列す る小型 ・円形,電 子密

度 が高 く,直 径130-300mμ,そ のcentral core

は均一 かあるいは微細顆粒状で あ り,限 界膜 とこの

coreと の間に狭いelectron trans lucent halloを

有 してお り,内 分泌顆粒 と殆ん ど同一 であ る,と 記

載 して いる.ま た,こ の内分泌 と外分泌 の2種 の顆

粒が同一細胞内 に共存す ることは,基 底部 にみ られ

るgranulated cellと 主 細胞 とが同一のentoder

mal stem elementか ら発 生す ることを示唆す る と

してい る.

今 回,著 者 の 観 察 し た2種 類 の 顆 粒 を有 す る細 胞

は,ま ず,小 型 の 電 子密 度 の 高 い顆 粒 は直 径150～

320mμ で 球形 を呈 し,内 分 泌 顆 粒 と類似 し,い っぽ

う,大 型 の 電 子密 度 の低 い顆 粒 は 直径700～1300mμ

で ほ ぼ球 形 を呈 し,一 見 主 細胞 の チ モ ー ゲ ン顆粒 に

類 似 す る.細 胞 小 器 官 の微 細 構 造上 の変 化 は軽 度 で,

粗 面 小 胞 体 に乏 し く,遊 離 リボ ゾ ー ム が少 な い程 度

で あ る.片 岡 の 観 察 した マ ウ ス の例 と く らべ, 2種

の 顆 粒 の 大 き さ,形 も良 く似 て い る.

著 者 は ヒ トの 多数 の慢 性 胃炎 胃粘 膜 の観 察 中,偶

然 に,内 分 泌 顆粒 と外 分 泌 顆粒 とが 同一 細 胞 内 に共

存 す る例 を発 見 した が,そ の数 は極 めて少な いため,

慢 性 胃炎 に よ る特 有 な変 化 で あ るの か 否 か は 明 らか

に し得 な か った.し か し,ヒ トで こ の よ うな型 の 細

胞 が 見 出 され た こ とは,片 岡 の い う,基 底 部 にみ ら

れ るbasal granulated cellと 主 細胞 とが 同 一 の,

 entodermal cellか ら発生 す る とい う仮 説 を ヒ トで

も裏 付 けた こ とに な ろ う.内 分 泌 細 胞 に も,粘 液 細

胞 に も分 化 し得 るstem cellが あ り,こ れ の分 化 の

過 程 に内 的 あ るい は外 的要 因 が作 用 し,両 者 の顆 粒

の 混 在 す る細胞 が 発生 した もの と考 え られ る.先 述

の 腸 上皮 化 生 に おい て はheterotopia説 とmetapl

asia説 とが 対 立 し,現 在 多 くの人 はmetaplasia説

を支 持 して い るが, metaplasia説 を採 るな ら ば,こ

の2種 の 顆 粒 を有す る細胞 の 発生 も同一 のstem cell

に起 源 す る とい う説 も同様 に 説 明 で きる.す なわ ち,

一 つ の腺 に,正 常 の 胃上 皮 と腸 上 皮 化 生 との特 徴 を

合 わ せ 持 つ,分 化 度 の低 い 細 胞 がMing18)ら に よ り

発 見 され て い るか らで あ る.部 位 を変 え,小 腸 に 目

を移 す と,こ こで もLeblond, Cheng63)ら がunitar

ian hypothesisを 唱 えて い る.す な わちマ ウ ス の小

腸 実 験 で3H-thymidineを 注 射 後電 顕 ラ ジオ オ ー ト

グ ラ ムでphagosomeの 推 移 を追 求 し,こ れ が,は

じめ は 小腸 の腺 窩底 部 のimmature cellに 現 わ れ,

後 に は 分 化 した 円 柱 細 胞,粘 液 細 胞, Panet cell,

 argentaffin cellに 現 わ れ る事 を確 認 し,小 腸 に み

られ る これ らの分 化 した細 胞 は腺 窩底 部 のinunatu

re cellか ら分 化 す る,と い うunitarian hypothe

sisで あ る.

以上 の 事 か ら,著 者 の2種 の 顆 粒 を同 一 細 胞 内 に

有 す る細胞 は,同 一 のstem cellか ら分 化 す る過 程

に お い て 何 らか の 原 因 で 生 じた もの で,片 岡 の説 お

よ び腸 上 皮 化生 に お け るmetaplasia説, Leblond,

 Cheng63)のunitarian hypothesisを 裏 付 け る も の

と考 えら れ よ う.し か し,慢 性 胃炎 とこ の細 胞 との
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関係 につ いて は今後更に症例 を増 して検討 したい.

この他 に,楕 円形 か ら奇妙 に歪んだ形を呈 す る大

型で,電 子密 度が低 く,粘 液細胞顆粒に類似す る も

の,も し くは,内 容 が疎 な雲絮状 を呈す る空胞様構

造 とが共存す る細胞 を発 見 し,図33に 示 した.

図33に 示 した細胞 は多形性の電子密度 の高 い顆粒

を持 ち, EC-cellの 内分泌 顆粒 と一致す る.な お,

核左,右 下部 にみ られ る大型の構造はいずれ も不整

な形 をしてい るが,左 の ものはその内容 は均一無構

造で チモーゲ ン顆粒 と類似す るが,そ の変形 がar

tifactに よ るものでないとすれば,外 分 泌顆粒 とは

いえず,ま た限界膜 が不完 全で あることか ら,限 界

膜 を有す るの う状構造内腔への物質蓄積 よ りも,細

胞のsegregation mechanismに よる空胞形成の像38)

と考 える方が妥当であろ う.以 上か ら,慢 性 胃炎 の

萎縮 を起 こした粘膜 で も内分泌細胞は残存 して微細

構造 を保 ってい ることが明 らか とな ったが,こ れ等

各種細胞の特異的な組織化学的伴 別法すなわち光学

顕微 鏡 レベルでの,特 異的 な染色 法が完 全に確立 さ

れていない現 在,慢 性 胃炎 にお けるこれ等細胞の増

減等 を論ず るのは困難 で,今 後 この方面 の進歩 をま

って解決 され る問題 であろ う.

結 語

胃 ・十二指腸潰瘍,ポ リープ,癌 な どの切除標本

の胃体部 ・前庭部粘膜 よ り慢性胃炎性 の強 い もの を

対照 として,透 過型 ・走査型電子顕微鏡 で観察 し,

下記 の ごとき結果 を得,考 察 を加 えた.

1) 胃体部粘膜 では主細胞 ・壁 細胞 の減少が著明

であ る.主 細胞 には微細構造上の変化 は比較的少な

い.壁 細胞 では,腺 を構成す る壁 細胞の うち,細 胞

内分 泌細管 の発達が極めて悪い幼若型 の壁細胞が大

半 を占める例 が少数 なが ら観察 された.腺 窩底部の

粘液細胞 には しばしば空胞 様構造 が出現す る.

2) 腸上皮化生の ない胃前庭部粘膜で はその腺底

部の粘液細胞 で,糸 粒体の腫大 ・膨化 と空胞の出現

が しばしばみ られ,ま た,の う腫壁 を構成す る上皮

は異 様に圧 縮 され,細 胞頂部が腺腔内 にち ぎれて行

くよ うな像 や,空 胞の出現がみ られた.

3) 腸上皮化生 は,胃 前庭部の大半 と胃体部の半

数 にみ られ,腺 構造 ・微細構造上 も小腸 の吸収上皮

と類似す る.

4) 胃上皮 と化生腸上皮 とは独 立 して増殖 し,入

り混 じって存在す ることはない.し ば しば,腸 上皮

化生 が胃上皮 を腺窩よ り腺腔へ圧 し出す かの如 き像

が観察 され た.

5) 胃上皮 と腸上皮化生 の ちょうど接す る ところ

にはterminal web, desmosomeな どを認 め,通 常

の上皮細胞同士の接合 と変 らない.

6) 化生腸上皮に占め られた腺 の中 にただ一つだ

け胃上皮 よ り成 る腺 が存 在する例 を観察 した.た だ

し,腸 上皮化生 よ り再び胃上皮 に戻 る,い わ ば再化

生 に相 当す る ものか どうかは結論 しえなか った.

7) 同一細胞内に内分泌顆粒 とチモ ーゲン顆 粒 に

類似 の外分泌顆粒の共存 する細胞 を ヒトでは初 めて

発見 した.こ の事は,内 分 泌細胞 と,そ の よ うな粘

液 細胞 とが同一の未 分化細胞 か ら分化す ることを強

く示 唆す る.

8) 内分泌細胞 には特異 的な微細構造上の変化 は

認 め られないが,腸 上皮 化生粘膜 では とくに, EC-

cellが しばしばみ とめ られた.
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本論文の要旨は第58回 日本消化器病学会総会に於て発

表 した.
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附 図 説 明

図1　 胃体部粘膜.腺 の萎縮,間 質の拡張が著明で,主 細胞 ・壁細胞が減少 してい る.(ト ル イジン ・ブル ー

染色).

図2　 胃体部粘膜.細 胞浸潤 が強 く,粘 膜 筋板の切れ上が り像 がみ られ る.(←)

図3　 壁 細胞,よ く構造の保たれた小型 の糸粒 体がみ られ るが数 は減少 し, tubulovesicleに 乏 しく,ゴ ル ジ

装 置 も少 ない.

図4　 Pit cell (Rubin),直 径0.3μ か ら1.2μ の粘 液 顆 粒 を有す る.糸 粒 体の膨 化 によ る空 胞 様構造 がみ ら

れ る.

図5　 主 細胞.豊 富 なチモーゲン顆 粒 と,核 下部 によ く発達 した定型的平行長紐状 の粗面小胞体 が見 られ,よ

く構造 が保 たれている(5000倍).

図6　 腸上皮化生.胃 腺の構造 を失 い,小 腸の絨毛構造 に類似す る.矢 印 に示す部 に一個所 だけ,胃 腺 構造が

見 られ る.

図7　 腸上皮化生.細 胞頂部 に密 に微絨毛が発達 し,糸 粒体 も多い.と ころ どころに電子密 度の高い物質が詰

まった ライソゾーム様構造がみ られ る.約8300倍.

図8　 杯細胞 の集合.

図9　 粘液細胞.大 小不同の粘液顆粒がみ られ る.電 子密度 の濃 い物質 で満 た された ものや,内 容が偏芯性 に

凝縮 して,一 見蛙卵様 の構造 を示す もの まで多様 である.約6900倍
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図12　 胃腺腔が拡張 し,の う腫状 になった部分.細 胞 全体が圧 縮 されて変形 している.細 胞頂部 は平低化 し,

微絨毛 は極めて短か く疎.糸 粒体の変化が著明 とな り空胞 状の ものが多い.

図13　 腸上皮 化生 と胃上皮 との混在す る部.過 形成性 の変 化を示 す部分 で,胃 上皮 と化生腸上皮 とが境 を接 し

て存在 してい る.

図14　 腸上皮 化生 と胃上皮 との混在す る部(PAS染 色)

図15　 腸上皮化生 と胃上皮 との接する部細胞表面 によく発達 した微 絨毛 を有 し糸粒体 が豊富な化生腸上皮(IM)

と,こ れに接 して,粘 液 顆粒が多 く色 調の暗い胃上皮 が存在 する.こ れ らの細胞 の接着 はほ とん どtight

junctionとdesmosomeに よ ってお り,特 別な構造 は見 られない.約7800倍.

図16　 胃体部粘膜の走 査電 顕像.胃 小窩 を囲んで ドーナツ状の構造 がみ られ る, 460倍

図17　 胃体部粘膜の走 査電 顕像.腺 頂部の大半の粘 液細胞 が細胞 頂部 の粘液 顆粒 を放出 して,残 った細胞 壁が

蜂巣状 を呈 してい る. 300倍.

図18　 胃小区全体が圧 され,腺 窩 も浅 く狭 くな った部分. 140倍.

図19　 丈 が高 く,腺 窩が広 く深 くな り,全 体に異様 な うね りを生 じている部分. 230倍.

図20　 胃前庭 部.長 方体の腺体で,腺 窩周 囲が細長い溝 状を呈 している. 240倍.

図21　 腸上皮 化生.半 球状ない し指状で表面は平滑.と ころどころに杯細胞の開口部に一致す る孔が見 られ る.

腺窩 には横走 す るヒダがみ られ る. 710倍.

図22, 23, 24　 腸上 皮化生 と胃上皮 とが相接 して存 在す る部分.約700倍.

図25　 腺底部の内分泌細胞.

図26　 胃体部でみ られたEC-cell.核 下部および細胞底 部に直径120～360mμ の内分泌顆粒 が存在す る.糸 粒

体 は数が少な く,周 囲の壁細胞の糸粒体 と比 して小 さく, cristaeの 乱れ,膨 化が目立つ. 9500倍,

図27　 胃前底 部でみ られたEC-cell.さ まざまな形の,最 小径200mμ 以上の,電 子密 度の高い内分泌顆粒 が

多い.糸 粒体は球形 でややcristaeが 乱 れ,膨 化 が見 られるが,数 は少 ない.遊 離 リボゾー ムと粗面小

胞体が比較的豊富 で,ゴ ル ジ装置 もよく発達 してい る. 6400倍.

図28　 胃前庭 部でみ られたG-cell.核 下部 に直径220～400mμ の雲絮状の顆粒 が多数 み られ る.胞 体には球形

のやや小 さい糸粒体 がかな り見 られ,比 較 的よ く構 造が保たれている.核 の形 は不整 とな り,核 染色質

の異常凝集がみ られ る. 9800倍.

図29　 皿型細胞.核,胞 体 ともに空疎で淡明化 してい る.糸 粒体 は腫 大 し, cristaeの 断裂 ・消失 がみ られ る.

核周囲に豊富 なfilamentが 存在 し,核 下部 には球形 の,直 径160～240mμ の内分 泌 顆粒 が存在す る.

 14000倍.

図30　 II型細胞.核 染色質 が異常 に凝集 し異常に弯 入 した核を有 し,核 下部 に電子密度 の高 い,均 一無構造の

内容 を有 す る,直 径160～350mμ の内分泌 顆粒 が存在す る. 6500倍..

図31　 2種 の顆粒を有 する細胞,核 上部 に類円形の,電 子密 度の比較 的低 い,直 径750～1250mμ の大型 の顆粒

と,電 子密度 の高 い,直 径180～250mμ の小型 の顆粒 とが共存 してい る. 14900倍.

図32　 2種 の顆粒 を有 する細胞.直 径680～1360mμ の大型 の顆粒 と,電 子密 度の高い,直 径170～240mμ の小

型 の顆粒 とが共存 してい る. 42000倍.

図33　 内分泌顆粒 と空胞様構造 を有す る細胞. 13800倍.

rER:粗 面 小胞 体mv:微 絨毛S:胃 上 皮zg:チ モーゲ ン顆粒

mg:粘 液顆粒sg:内 分泌顆粒IM:腸 上皮化生v:空 胞

S:胃 上皮ic:細 胞 内分泌細管fil:フ ィラメン トN:核mt:糸 粒体
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Transmission and scanning electron microscopic studies

on human chronic gastritis

By

Tamotsu IMAJO

Department of Surgery, Okayama University Medical School, Okayama, Japan

(Director: Prof. S. Tanaka)

Thirty-six cases of human atrophic chronic gastritis were observed by transmission and 
scanning electron microscope.

Generally, in the surface and neck mucous cells, vacuole formations and swelling of mito

chondria were occasionally observed.
Although, increase of young parietal cells were frequently noted, ultrastructural changes 

were hardly seen in the cytoplasm and the nucleus of both the parietal cells and the chief cells.
Intestinal metaplastic mucosa was found in almost all cases of antral mucosa and in half 

cases of corporal mucosa of chronic gastritis. In the SEM observation, the gastric mucosa and 
the intestinal metaplastic mucosa were clearly bordered. In TEM observations, all types of 
normal small intestinal cells were found in the intestinal metaplastic mucosa, and there were no 
ultrastructural differences between normal intestinal cells and intestinal metaplastic mucosa 
cells.

It was interesting that enterochromaffin cells, which were scarce in normal gastric mucosa 
and numerous in small intestine, were frequently observed in intestinal metaplastic mucosa.

In the three cases of chronic gastritis, the peculiar type cells which had both endocrine cells 

granules and mucous granules were found and their origins were discussed.


