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Ⅰ. 序 説

肝硬 変症就中Laennec肝 硬変症は肝臓疾患

中最も重要な疾患の一つである.何 故な らば

此の疾患を検討す るに当つては単に肝硬変症

の範疇に於てのみな らず該疾患 を中心 として

前後の疾患群の系列,換 言すれば急性黄色肝

萎縮症並に肝癌,殊 に肝硬 変症に合併せる肝

癌等をも考慮に入れなければ其の解明はむつ

か しい.私 は田 部 教授 よりLaennec肝 硬変

症の研究の一端 として重複性輪状肝硬変症の

病理形態学的分類を命ぜ られた.重 複性輪状

肝硬変症 とは田部教授に依 り命名 され,一 次

的に甲型,或 は乙型 として完成せ る輪状肝実

質島(一 次性肝硬変症)内 に再び二次的に種

々の肝硬 変機転 の展 開す るLaennec肝 硬 変

症を言ふ.此 の形態学的分類の発表に際 し,

該疾患の数多き先人の業績をかえ りみ,本 研

究の文献史的推移を知 る必要があ るので以下

此の概 要に就て論述す る.

肝硬變症の組織發生 より觀た る

形態學的分類並 に本態に関す る

文献的考察

原發性結締織增 殖論

肝実質の変性の先発す る事な く間質結締 織

増殖が原発 し徐々に肝実質を圧迫 しつつ肝硬

変 症 が 成 立 す る とな す原 始 的 見 解 で古 く

Siegenbeck von Heukelom (1896), Klopstock

 (1896), Scagliosie (1896)諸 氏が之を発表 し

吾が国に於て も長与が所謂乙(B)型 として

挙 げているものである.

Kretz-Ackermann説(1894)

肝硬変症組織発生は先ず肝細胞 の変性壊 死

即Hepatose (Aschoff), Hepatitis (Rossle).

が先発 し其の後結締織修復性増殖を来す とす

る原始的見解 の重要なる学説 に して, 1882年

Rokitanskyが 急性 黄色肝萎縮症を報告 し,該

症の肝硬 変症 との異同を論 じ後 者 は 前 者 の
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慢 性 疾 患 な りと論 述 し て い る の も 此 の 類

説 に 入 る. Kretz-Ackermann説 はMarchand

 (1895), Adler (1904), Jores (1907), Ribbert

 (1908),山 極,木 村(1914),長 与(1914),

 Strauss (1920),山 崎(1921), Herxheimer

 (1923-1924), Rossle,久 保,井 原(1926),

藤 井,角 尾(1929),太 田(1930),藤 崎,

石 川(1938, 1940)等 多 くの 学 者 に よ り承

認 され, Laennec肝 硬 変症 が 急 性 乃 至 亜 急

性 黄 色肝 萎縮 症 に続 発 す る こ と は 今 日最 も

諸学 者 に信 じ られ て い る学 説 で あ る が 他 方

之 を 疑 問 視 す る 学者 も多 い. (Herxheimer,

 Seyfarth).

二 元 説

長 与 は剖 検 諸例 に基 づ き肝 硬 変症 発 生二 元

説 を唱 え該 疾 患 の形態 学 的分 類 の基 本 型 とし

て 甲(A)型 及 乙(B)型 の2型 の存 在 を報 告

した.即 甲(A)型 は肝 実 質 変性壊 死 後 の二

次 的反 応 性結 締 織増 殖 を招 来す る急 性 黄色 肝

萎縮 症 に継 発 す る所謂 続発 性 肝 萎縮 症 で実 質

島は破 損 した 小葉 か ら成 り間質 が広 く形 質 細

胞 反応 が強 い.乙(B)型 はSiegenbeck von

 Heukelom等 と仝 じ く潜行 性 原 発 的 に 間 質結

締 織増 生 を招 来す る問質 の慢 性増 殖 炎性 変化

に依 る真性 乃至 定 型的 輪状 肝 萎縮 で あ る.な

お氏 は 両者 間 に移行 像(中 間 型)の 存 在す る

事 実 と共 に 両 型 間には病理解剖学的並に臨

牀 上 に も差 異 の ある事を指摘 した.斯 くし

て吾が国のLaennec肝 硬 変 症は此の分類に

依 り体 系づけ られ組織発生上,形 態学的分類

上,此 の両型間の何れに入る可 きやの初期的

発生見解が論議の焦点 とな り今 日に至つて居

る.

中間型 存在論

長与 は甲乙両型間の移行型(所 謂 中間型)

を肯定 したが一旦出来上つた肝硬変症の急性

黄色肝萎縮 症への移行即西欧諸学者の稀に報

告せる再発型なる ものは否定 して居 る.吾 々

は常に肝硬変症の形態的分 類に際 して両者の

何れに入 る可 きか に迷 ふ場合 も少 くな く所謂

疑問型が多い.井 原(1926)は 亜急性黄色肝

萎縮症 と乙型肝萎縮症 との比較検索の結果一

部に亜急性黄色肝萎縮像を呈 し他 方に於 て乙

型像を混在する肝臓は両者の中間型で亜急性

肝萎縮症 と乙型肝硬変は本態的 に同一で ある

か或は近似疾患な りと断定 した.三 田村等 も

甲型 と乙型 との中間型存在を認め其の時は部

位に依 り甲型,乙 型 との両像が見 られる事を

記載 している.之 に反 し太田(1930)は 中間

型の存在を否定 し之等二型は別種疾患 な りと

強 調 した.

一 元 説

之に関 し古 くよ り実験的研究が為 されて来

たが殊に剖検例に就 て藤崎(1937)は 所謂続

発性肝硬変症の 組織所見 よ り甲型は乙型の早

期像に過ぎず,甲 型陳旧化すれば其の結果乙

型像を結像す るに至 るとな し,甲 型乙型二元

説 よ りする分類を否定 し,三 田村,石 川(1940)

又両型移行連続 よ りす る甲型乙型発生一元論

を強調 した.殊 に石川(1938)はRabl (1935)

等 と同 じく輪状実質 島内に存在す る中心静脉

に関 し再構成法に依 り之は元来の中心静脉に

非 ず して改築過程 中に旧 中心静脉或は集合静

脉 よ り新生せ る中心静脉た る事実に依 り,輪

状実質島形成に至る以前の姿を追求 し,乙 型

として完成せ る肝実質島は一見元来の小葉構

造を保持 しているが如 き観あれ どもその発生

機序は甲型で中心静脉所見 よ り甲乙型発生一

元説を裏附けた.

斯 くの如 くLaennec肝 硬変症 の組 織 発 生

は常に肝実質の変性壊死後〓現はれる間質結

締織の続発性修復性増殖に依つて成立する肝

硬 変 成 立 論 が 主 脉 を な し, Siegenbeck von

Heukelom説 は 史的 文 献 として忘 却 され よ う

として い る時,久 保(久 俊),藤 本(1938)等

に 依 る 朝 鮮人 例 の報 告,並 に 吉 田 一佐 々 木

(1935)のO-Amidoazotoluolの 実 験発 表 は本

症 に於 て結 締 織原 発性 増 殖 の 存在 を示 唆 せ る

もの と して注 目を惹 くので あ る.其 の他,肝

硬 変 発 生機 序 に 関 して はEppingerの 漿 液性

炎 症 論 は,後Rossle等 の 賛 同 す る と ころ と

な りRossle自 身,間 葉血 管 障碍 に 立 脚 せ る
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該症の結締織増殖方式の一端を発表 し,更 に

1935年, Rablは 純形態 学 的立場か ら機械的

分劃発生説を発表 し,こ にゝ種 々の学説が樹

て られ た が 今 日尚,黄 色肝萎 縮 症か ら肝硬

変 症えの 道 程には未 解決 の点が 残 されてい

る.

流行性肝炎原因説

流行 性肝 炎(加 答 見 性 黄疸)と

黄色肝萎縮症,肝 硬變症 との関係

茲に問題 とな るのは流行性肝炎に始発す る

後肝炎性線維化及び慢性肝炎が どの程度肝硬

変症 と関係を持つか と言ふ問題である.ウ ィ

ールス肝炎に基づ く慢性肝炎を最初に報告 し

たSoffer (1934),並 びにPolack (1937), Bloom-

field (1938)等 に依ればウ ィール ス肝炎後の

肝機能障碍残存,殊 に黄疸再発 の見 られ るも

のを慢性肝炎と呼び意外に多い と云ふ報告は

注 目に値す る.而 してRoholm及 びIversen

 (1939)のBiopsyに 依 る肝炎経過の形 態像 は

急性期 より慢性肝炎えの移行像を示 し,茲 に

慢 性 肝 炎 の 存 在 が強 め られ て 来 た.第 二

次世界大戦中Barker (1945)が 地中海沿岸戦

線に於て伝染性肝炎患者の18%に 慢 性肝炎え

の移行を認め, Neefe (1946)の 実 験 的伝 染

性肝炎20例 中15%は 慢性肝炎えの遷延を示

した.戦 後 吾 が国に紹介 されたLucke及 び

Mallory (1944)に 依 る本疾患の多彩なBiopsy

及び剖検所見は流行性肝炎 と黄色肝萎縮症 と

の関聯性を明示し,流 行性肝炎の有す る病理

学 の意義に就て新 しく検討 を要す るに至つた.

この事はKrarup (1945),及 びKimball (1947)

も肝 炎後 肝硬 変 進 展 の 事 実をBiopsyの 所

見に よつ て立 証 し, Sborov (1951), Barile

 (1952)又 肝 炎 後 の慢 性 肝傷害を残 し得 る

可能性を 明かにした と言える. 1948年Sher-

lockは 後肝炎性肝硬 変症, Posthepatitis Cirr

hosisを 提唱 し, Kunkel及 びLabby (1950)

はアル コール或は其他食餌障碍 に依 る原発性

肝硬 変のLaennec肝 硬変 と後肝炎性肝硬変症

とを対立せ しめて考えたのであ るが生検結果

5例 中4例 は粗大結節硬変, 1例 に微細結節

硬 変を示した事実に基づき,ウ イール ス肝炎

か らLaennec肝 硬 変 の発生す ることを説 き

Bergstrand (1930),及 びWatson, Hoffbaucr

 (1946), Scherlock (1948)に 賛意を表 した.

吾国に於 ても天野(1952)は 従来の黄色肝

萎縮症及び萎縮性肝硬変症に批判を加 え,之

に関聯す るウィール ス肝炎 を重 視 しRoholm

及 びIversen, Ducci (1951)と 同様,遷 延性

伝染性肝炎が後肝炎性肝線維化症更に輪状肝

硬変症に進展す る事を憶測 し,就 中遷延性肝

炎にあつてはグ リソン鞘浸潤が肝小葉周辺を

反復 し削取 り小葉周辺部肝細胞が解離 し胆汁

浸淫を受け徐 々に小葉奇型化を来 し,グ リソ

ン鞘浸潤及 び此 の削 り取 りが停止すれば後肝

炎性線維化 に留 まるが更に進展すれば輪状肝

硬変 とな り之 より見て輪状肝硬変発生には軽

度のグ リソン鞘浸潤が長 く存続す る型であ る

としての遷 延性肝炎の存在が要因たる事を強

調 し,輪 状肝硬変えの橋渡 しとして此 の流行

性肝炎の意義を解 柝 した.最 近独逸 のThaler

 (1952)はBiopsyに 依 り殊にPosthepatitische

 Lebercirrhoseを 認め,此 の際其の組織像を特

徴 ずけ るもの として中心性壊死後に始 まる後

肝炎性肝硬変の組織発生を論述 し,凡 そ100

年前Ackermann及 びKretzが 始めて報告 し

た肝実質変性原発 の原始学説を想起せ しめ,

 Ackermann及 びKretz説 は 当 初一面に於て

広 く反対 されたが,弦 に再び新 しき支持 を得

るに至つたのであ る.今 日ウィール ス肝炎が

肝硬変え進むであ らうと言 う考は一部に於て

反対 もあるが殆ん ど多 くの学者の疑はざ ると

ころであ る.然 し乍 ら肝硬変症の成因につ い

ては な お 未解 決 の 問 題 多 く,原 因 発 生,

組 織 発 生 ともに 解 明 を 要 す る点 が少 くな

い.

以上に よ り私はLaennec肝 硬 変 症 の形態

学 的分類は極めて複雑に して先人の試みた る

初期発生機序 の類推 よりす る分類方法では不

充分であ る事 を知 ると共に,単 に組織発生上

初期に於 てのみな らず,後 期に於て其 の病像

は如何 なる展開をなすかの発生機序 を併せ解

明す ることによ り茲に始めて一 貫 した肝硬変
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症の真の分類 と発生機序を知 る事が出来 ると

の観点に立つに到つた.こ の見地 より私は教

室剖検諸例並に 自己経験例を併せ肝硬変症57

例 中12例 の重複性輪状肝硬変症を求め得た.

其の中でも二重 輪 状 肝 硬 変 症 の一例は斯 る

Laennec肝 硬 変症の中,組 織発生上,最 も進

行せ る一例であると共に,組 織形態像 も又特

異 なる組織像を示 し,従 来論議 されて来た黄

色肝 萎縮症 とLaennec肝 硬変症 との関 聯 を

解明す るに足 る病理解剖学上興味且つ貴重な

る症例であ る.故 に之に関 しては項を分つて

別 に詳述 し,他 の11例 に就ては之を総括的に

叙述 し以下 これ迄の文献的綜説 と私の観察結

果 とを基礎 として,肝 硬 変症就 中Laennec肝

硬変症の本態観に就 ての変遷,現 況並に将来

解決を要す可き幾多の問題等に就て論述を試

みた次第であ る.

Ⅱ. 研 究材 料 及 び 検 索 方法

肝硬 変症57例 中12例 のLaennec肝 硬 変症

を 選 び,こ れに就 き左,右 各 葉 よ り大(拇 指

頭 大),中(中 指 頭 大),小(小 豆 大 乃 至 粟粒

大)各 型 の 輪状 実 質 島 を分 類 し,同 型 の輪 状

実 質 島 の組 織像 を 比較 検 討 し,更 に 大 中小 型

の実 質 島の 縦 列 の組織 発 生 を 検索 す るの他,

萎 縮 性肝 硬 変 症 に非 ざ る肝 硬 変症 の形 態像 並

に組 織 発 生 を参 考資 料 と した.固 定 は10%

 Formalin溶 液, Orth固 定, Alkohol固 定,

 Zenker固 定, Romeis固 定 を行 ひ 必要 に応 じ,

連 続 切 片 を作 製 し, Hamatoxylin-Eosin重 染

色, Mallory染 色, Van Gieson染 色, Bielsc-

howsky染 色, Tibol-Pap染 色 に よつ て鏡検 し

た.

Ⅲ. 二重輪状肝硬變症の1例

A. 臨床経過の概略

B. 主要なる病理解剖學的診斷

1) 重複性Laennec肝 硬変症 2) 黄疸

 3) 腹水(約500cc.), 4) 鬱 血脾(338G)

 5) 諸腸 の浮腫 6) 両肺高度の充血及び浮

腫 7) 気管支肺 炎 8) 腎臓の実質変性,

嚢胞形成並に慢性系毬体腎炎

C. 肝臓 所見

1. 肉眼的所見概 括

形態尋常,重 量648Gr.萎 縮強 く帯 緑黄色

を呈す.硬 度増強 し到 る処大小種 々の粗大顆

粒状 を呈 し大なるは拇指頭大,小 なるは小豆

大乃至粟粒大に至 る.截 過す るに強い抵抗を
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感 じる.割 面は表面の粗大顆粒に一致 し左右

両葉に亘 り大小無数の輪状造構を示し一見 し

て定型的なLaennoc肝 硬変症であ る.結 締織

増殖に依 り強 く絞扼 され,為 に固有小葉像は

認め難 く実質は殊に帯緑黄色を呈す.胆 嚢内

には少量の稍々濃厚な暗緑色粘調なる胆汁を

容れ粘膜に著変な く胆嚢壁は一般に強 く浮腫

状を呈するの他著変を認めない.(写 真図1.2)

2. 組織學的所見概括

肝臓は著明なる結締織増殖に依 り大小不同

の定型的輪状造構を形成する.斯 る結締織増

殖部をMallory染 色, Van Gieson染 色, Bi-

elschowsky染 色に依 り詳検すれば,此 の著明

なる間質結締織増殖層は新旧二種の時期を異

にせる明瞭なる二重輪状層を認める事が出来

る.(寫 眞圖7)陳 旧化せる間質増殖部 は従来

のグ リソン氏鞘,肝 動静脉壁結締織増殖之に

関与 し多小葉型,複 小葉型,或 は単小葉型 と

大小種 々なる輪状実質島が鮮明に認め られ,

他方更に結締織増殖は小葉内,或 は小葉間に

増殖進展 し或輪状実質島に於ては小葉内硬変

が著明である.

多小葉型の中には類グ リソン氏鞘を見る.

肝全般に亘つて改築現象は顕著であるが,本

例に特有な事は輪状実質島に於ける小葉内改

築 の各過程の認められ る所見である.肝 静脉

分枝,肝 動脉,胆 管共に著 しく拡張 し,血 管内

には一部線維素様 物質を認める.諸 血管壁並

に其の附近には小円形細胞(主 として淋巴球)

浸 潤が可成 り著明で,胆 管新生増生 も又著明

である.結 締織増殖成分 としては一般に格子

線維 の肥厚,膠 原 線 維 増 殖 が 著 明で,弾 力

線維は血管壁周囲以外には認め難い.尚 旧中

心静脉乃至集合静豚 と思惟 され るものの多 く

は此等増殖結締織内に偏 在す るか,或 は半 月

状に圧平 され細長 となる.輪 状実質島を帯状

に囲繞する陳旧な結締 織増殖部には一次性肝

硬変進展の残跡 として変性壊死に陥つた肝細

胞,或 は吸收過程にある肝細胞の散在 と共に

一部には数個の肝細胞が集合 して所謂偽小葉

形成の過程をも散見 し,此 等 諸像に よつて一

次性肝硬変は肝実質の障碍に発端した所謂甲

型発生に依る事を確知する事が 出来る.(写

真図8)二 次性肝硬変期に新生増殖を始めた

二次性結締織増殖は幼若なる繊細結締織線維

を始め格子線維の新生増殖が主成分 とな り弾

力線維は認められない.此 の部には胆管増生

の他,潤 管(偽 胆管)新 生増生も著明で一部

の潤管には肝細胞索と連絡 し肝細胞再生の一

端を思はせる像も認められる.又 此の二次性

結締織増殖部に於ても淋巴球浸潤が可成 り著

明であるが多形核白血球も軽度に認められ形

質細胞も極めて軽度に認める.然 し乍ら単球

反応等は認められない.又 二次性結締織増殖

は屡々輪状実質周縁を浸す と共に小葉内中心

部附近に限局し漸次遠心性増殖を営み,間 質

の一次性結締織増殖 と合流するに至る二様の

増殖形式を認める.

次に肝実質即輪状実質内の肝細胞の態度を

見るに小葉中心層,中 間層には高度の脂肪変

性,空 胞形成を認め,肝 細胞はために脂肪化

し核の偏在圧迫,及 び変性濃縮に陥 りしもの

多数に認める.一 部には潤濁腫脹,単 純性顆

粒形成が見られる他,実 質島内肝細胞の壊死

は軽度である.星 細胞は一部膨化増殖 し鉄血

素沈著が認められる.全 般に肝細胞は以上の

如き退行変性 と共に代償性肝細胞再生機転が

著明で,殊 に注目すべきは実質島の小葉周縁

部肝細胞は何れも再生又は比較的健康の状態

で二次性結締織増殖部と相対峙 し柵状排列を

営み,こ の部に於て概ね肝実質と結締織増殖

が平衡を保つ.然 し乍 ら一部の輪状実質島内

の所見をうかがへば二次性肝硬変機転は.一

つの輪状実質島を更に改築分劃し,或 は全 く

破損され瀰蔓性結締織増殖の場となり,こ の

実質内結締織増殖内にも増生胆管を始め,細

血管充盈,又 残存肝細胞が相集 り二次性の類

小葉の肥大結節を形成しつつある像を処々に

認める.

次に被膜下部所見は肝の中でも最 も陳旧な

所見を呈し瀰蔓性に巾広 き結締織増殖,一 部

硝子様化を認め定型的な甲(A)型 像を完成し

小葉内には胆汁色素の沈著,胆 栓が中等度に
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認められ一部に於ては一次性硬 変前期の赤色

萎縮期の残像を認める.

D. 組織發生の機 序

Ⅰ, 一次性肝硬変期(單 層輪状型)

図表1の1型: Ⅰ

病変進展の発端は肝実質の障碍 にあつて第

一次肝硬変期に於て肝実質は類輪状像の甲型

像乃至乙型像の単層輪状実質島の完成を見 る.

第一次結締織増殖層(陳 旧化層)に は淋 巴

球浸潤あ り,之 は炎症浸潤 と見 るよ りはHer-

xheimer,久 保(久 俊),石 川 等の指摘せる如

く変性壊死進展後の吸收性反応 と見做す可 き

淋 巴球反応 であ る.多 核 白血球は殆 ど見 られ

ないが稀に散在す.第 一次輪状形成の実質島

に は多小葉像を呈せ るものあ りて各小葉を包

蔵す る大な る輪状実質島を作 り其の中には類

グ リソン氏鞘(三 田村)の 散在するのを認め

る.第 一次肝実質島中心部には前記の如 き脂

肪 変性著明な る肝細胞群が存在す る.

Ⅱ. 二次性肝硬変期(二 重輪状型)

一次性肝硬変期に於て完成せる単層輪状実

質島内に再度肝硬 変機転が展開す る.

ⅰ. 亜急性期　図表1の Ⅰ型: Ⅱ～ Ⅴ

一般に浄化機転が著明で形態学的に瀰蔓性

硬変像 並に赤色萎縮期の残像を一部に認め る

と共に肝細胞再生機転並に特に興味ある所見

は第一次硬変期の陳旧化せ る結締織増殖部 よ

り更めて結締織線維の新生増殖が起 り,肝 小

葉周辺部は蚕蝕 され其の間に胆管,潤 管の増

殖が著明で,之 は殊に第一次硬変期の陳旧結

締織線維増殖層 よりも第二次硬変期の新生結

締織線維増殖層に著明であ る.(写 真図7. 9.

 10) 新生結締織増殖は或部に於 ては広汎 且つ

瀰蔓性に増殖 し,其 の間に肝細胞の再生 しつ

り あるのを認めるが,未 だ輪状造構が明かで

ないもの(写 真図11)か ら更に類輪状造構を

形成 しつつあるもの(写 真図12)を 認め,第

一次輪状実質内に進行 しつつある硬 変機転は

所謂 甲型の続発性肝硬変の組織発生像 と其 の

機を一にしている事は興味漂い。

ⅱ 亜慢性期　図表1の Ⅰ型: Ⅴ～Ⅷ

輪状実質島内に二個以上の肝細胞結節性肥

大増生が起 り大輪状実質島は之等第二次期の

輸状実質島形成に依 り分劃され,又 一部の輪

状実質内に後述せる如 く中心性の分劃機序の

相当進行 しているものを認め る.(写 真図19)

斯 くして組織発生上に も形態学 的にも結締織

増殖 に時期 を夫 々異にせ る新旧二種 の間質成

分を有する特徴ある二重輪状実質島を完成す

る.弾 力線維は第一次結締織増殖部 には多少

共之を認めるが,第 二次の新生結締織増殖部

には殆 ど認め られない.又 二重輪状硬変の間

質の一部には肝細胞肥大に よ り圧迫 された第

二次結締織増殖層が陳 旧にな りつつ第一次期

結締織層に偏集合併 され所謂乙型像への移行

像を認めるところもある.

E. 小 括

本例 は肉眼的にMarchand, Barbacci, Strobe,

 Kretz, Herxheimer等 の指 摘せ る所 謂粗大顆

粒状肝硬変症の一例で,特 に臨鉢像 と共に組

織発生上,形 態学上再発機 転の明瞭なるLa-

ennec肝 硬 変症である.文 献上急性黄色肝萎

縮症が長期進行せ る肝硬 変症に附加 した と認

むべ き報告はAdler, Marchand, Jores, Ma

yer, Klopstock, Heinrichsdorf, Partauf, Ger

lach等 の簡単な る記 載 を見 るがPartaufは

特 に之に対 して再発性肝萎縮症recidivierende

 Leberatrophieと 命名 した.又Riess (1620),

及 びSeyfarth (1921)は 斯 る合併例に対 して

所謂二次性肝萎縮症 と命名 し就 中Riessは 慢

性肝硬変症又は黴毒の最後に急性 黄色肝萎縮

症 の添加 を 認めた.然 し乍 らSeyfarth等 に

於 て見 るものは少 し く見解 を異にするもので,

同 じく再発型 として とりあげている ものは急

性 黄色肝萎縮症の治癒後に大葉性肝硬変を表

す ものを示 し,殊 に之を小児期に多 しとなし

斯 るものを急性黄色肝萎縮症の慢性型に入れ,

私 の例及 びRiessの 症例 とは当然 見解を異に

している. Ehrmann (1922),は 既 に肝硬変に

依 り障碍 された肝臓に再び萎縮が添加せ るを

屡 々観察 し,之 をばアル コールに依 る肝の慢
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性障碍に原 因を求めた.最 近流行性肝炎が屡

々再発 し慢性肝炎に移行する事が注 目されて

来たが,斯 る症例は稀有なるか或は此等の点

に関す る形態学上,組 織発生の詳細なる記載

がない.就 中私の茲に観察せ る一例の如 く二

次性肝硬変機転の進行せる事実は追求 されて

居ない.本 症例の肝は臨牀上既往症 として ワ

イル氏病が記載 され ている.然 し乍 ら今 日の

見解を もつて,た とえ之が流行性肝炎の再発

型であるとしても本例の如 く高度 の肝実質傷

害に依 り肝硬変を一次性 に完成 し,更 に二次

性の肝硬変機転が解発 された事実 を示唆 して

いる所見は重視すべ きである.本 例に於け る

肝実質は恰 も脂 肪性肝硬変症 を疑 はしむる如

き高度なる脂肪変性を見,之 が意義に関 して

は古くChaltow以 来多数の実験報告があ り「コ

ステ リン」を重視 し赤松は鳥類に於ける脂肪

質食餌実験に於て之をば肝硬変発生原因 の一

要因とな し,今,又 肝粉末,「 ラ ノリン」,鶏卵

黄の脂肪 或は類脂肪を以て長期飼育に際 し間

質結締織増殖を認め近年Himthworth, Glynn

 (1948)は 低蛋 白高脂肪 食に依つて脂肪肝発

生 し,之 をそのま ゝ肝硬変症への発生要因 と

して重視 した.殊 に向井は肝小葉中心性脂肪

沈着は肝細胞 の直接中毒に依るもの とな し,

 Rossle, Rosinは 酸素缺乏血 液に依る肝 細胞

栄養不足に原 因を求めた.其 他Fahr-Schafir,

 Afanassijew, Podwysozki, Saltykow, Schoppler,

梅原等の実験報告を見 る.元 来肝硬 変は酒客

に見る事多 く 「アル コール」 に原 因を置かん

とす る諸家は脂肪沈着は本疾患の病因,誘 因

の缺 く可か らざるものとして認めているが,

今 日脂肪沈着の意義に関 しては直接原因なら

ず とも肝硬変成立に対 して助成作用をなす も

の として肯定 され,殊 にVirusに 対 しては其

の抵抗性を弱めるとなされている.西 洋諸国

にあ りてRossle始 め多数 学者 の認めるSch-

napszirrhose,或 は脂肪性肝硬変症のある事は

周知の 事実でBergman (1931)は 脂 肪 肝 に

「グ リコーゲン」乏 しき時肝硬 変症の招来す

る事を記載 しているが本邦に於ける脂肪性肝

硬変の報告は稀有で,第 一回万国地理病学会

の統計に於 て藤浪,井 上,増 田,中 留等が全

国病理学教室材料1631例 中 より4例(男 女各

々2例)を 報告 し第二回万国地理病学会に於

ては天野に依 り僅か1例 に過 ぎない.茲 に於

て私の示例の高度なる中心性脂肪 化に就て考

察すれば一見脂肪性肝硬変症に極めて類似 し

ているが,本 例にあ りては飲酒は認め られず

又乳児等に多い全身性脂肪沈着症 も考 えられ

ず循環障碍に依る脂肪化 として間 質,肝 細胞

が共に同時に侵 されたるもの と見 るべ きであ

らう.

次に肝硬変症 の形態学的分類であるが前記

の如 く吾が国に於ても長与以来色 々 と論議 さ

れて来たが,文 献に斯 る二重輪状 の性格 を有

するものは殆 ど記載 されていないが,唯 永田,

秋葉(1933),に 依つて発 表 された家族 的 小

児肝硬 変症姉弟 の剖検例に於ける細胆管増生

性輪状肝硬変の一例が興味深い.然 し私 の例

は肝間質部は肥厚増殖せる結締織部 よ り二次

性新生結締織増殖が著明であるのに反 し,永

田例にあつては斯 る部位に相 当する と思 はれ

る部は細胆管 の帯状増生で,殊 に結締織線維

は細胆管の基底部に於 てのみ発見 され結締織

増殖を見ない一事である.要 するに本例 は爾

余の重複性肝硬変の中で も殊に病期進展 し臨

牀的に も組織像 に於ても夫 々時期を異にせる

病変の進展を反映 し,組 織分類上二重輪状造

構を特異 とする興味あ る肝硬変症の一例であ

る.

Ⅳ. 重複性輪状肝硬變症の諸症例

A. 症 例

a) 癌性變 化を合併 せざ る重複性輪状肝硬

變症群

第 Ⅰ例

臨床的事項: 51才,♀,無 職,黄 疽,

腹水不明

臨床診断:子 宮癌,加 答児性肺炎

主要 な る病理解剖学的診断

(1) 子宮癌 (2) 淋性喇叭管炎 (3) 上皮

小 体嚢胞 形成 (4) 加答児性肺炎 (5) 鬱血

脾 (205G) (6) 重複 性Laennec肝 硬 変症
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(7) 黄疽,※ 出血性素因(-)腹 水(+)

肝臟 肉眼的所見

重量820G,黄 褐色,表 面凹凸不平,割 面

は血量に乏 しく,粟 粒大乃至小豆大輪状像 を

呈す.

肝臟組織学的所見

肝実質は大小不同の輪状実質島を形成 し,

乙型並に甲型像を呈す.結 締織増殖極めて高

度,広 き結締織層内には脂肪 変性に陥 りたる

肝細胞,壊 死吸收 の機序にある肝細胞群存在

し,著 明なる淋 巴球反応並に中等度 の形質細

胞反応 を認める.胆 管増殖 中等度,但 し所謂

潤管増殖は余 り認めない.輪 状実質 内肝細胞

は萎縮,解 離 し,二 次性結締織増殖 を軽度に

認める.グ 氏鞘の胆管,血 管壁は著明に肥厚

し硝子様化す.尚 肝実質には中等度の脂肪沈

着を認 める.

第2例

臨床的事項: 51才,♂,無 職,既 往症,特

記すべき ものなし.黄 疽(+)

臨床診断:肝 硬変症

主要 なる解剖學 的診断.

1) 重複性Laennec肝 硬変症, 2) 黄

疽,腹 水, 3) 鬱血脾(130G), 4) 胆管

炎. 5) 線維性肋膜炎 6) 加答児性気管支

炎. 7) 甲状腺,膀 胱の萎縮. 8) Macro

 sigma　※出血性素因(-)

肝臟肉眼的所見

重 量850G.大 さ23.5×
左3×2.5

右7×6.5

淡褐色,粟 粒大凹凸不平の輪状結節多数,弾

力性,割 面黄褐色,軽 度に胆管拡張,小 葉像

不明,粟 粒大乃至小豆大輪状造構著明,毛 細

血管軽度 に拡張, Ductus hepaticusは 開 通 す

るが, Ductus cysticusは 胆管頸部 に於 て閉 鎖

さる.数 個の憩室を認め,黄 褐色の砂粒存す.

胆嚢浮腫著明で皺壁像殆 ど消失.

肝臟組織學的所見.

組織像は赤色萎縮期の像を示 し,甲 型像で

広汎 な る結締織増殖著明であ る.類 小葉造構

を呈す る代償性結節性肥大を認め,他 方境界

鋭利な る輪状実質島 も多い.間 質は高度の淋

巴球反応,形 質細胞反応あ り,概 して血管周

囲に顕著な り.胆 管及 び潤管増殖著明で一部

の肝細胞索内にはヘモヂデ リン沈着を軽度に

認め潤管 の一部は肝細胞索に連続移行す.

第3例

臨床 的事項:年 令不明,♂ 職業不明,

(朝 鮮人例)

臨床診斷:肝 硬 変症

主要 な る病理解剖學的診断

(1) 重複 性Lecnnec肝 硬変症 (2) 腹水

 (3) 肺,脾,腎 の鬱血, (4) 心肥 大 (5) 大

腸浮腫 を伴ふ濾胞性腸 炎 (6) 蛔 虫症.十 二

指腸虫症, (7) 巨大結腸　 ※黄疽.出 血性素

因(-)

肝臟肉眼的所見(写 真図3)

重 量770G,　 全 長19× (左7×13×3.5

右　 13×6 )
表面粟粒大乃至小指頭大顆粒状形成著明,爾

他の肝に比較して,本 例は顆粒輪廓の切痕が

鋭利且つ繊細である.割 面は小豆大輪状造構

著明,結 締織増殖著明,顆 粒色調は淡黄桃色,

胆嚢内に約10ccの 濃黄褐色 胆汁を容れ,網

状像に乏しい.

肝臟組織學的所見

輪状実質並に間質内に残存せ る肝細胞には

著明なる小滴状の脂肪沈着が瀰蔓性且つ高度

に現わる.尚 一部の肝細胞は脂肪化す.脂 肪

沈着の部位は一定でないが,肝 実質中心部,

周辺部に多い.脂 肪沈着は又輪状実質島内に

再び肥大増生を始める肝細胞群にも認められ

る.壊 死は散在性に認め概して,毛 細血管出

血部,脂 肪変性著明なる肝細胞に認む.肝 細

胞溷濁腫脹著明なるも,胆 汁沈着はない.毛

細血管拡張し,充 盈著明で格子線維の肥厚増

殖を見る.胆 管増殖中等度,潤 管増殖軽度,

星細胞腫脹す.殊 に本例に於ては一部に於て

甲型,一 部に於て乙型の所見を混像す.殊 に

大型乃至中型輪状実質島内に於て,肝 細胞の

変性を伴わない結締織増殖を認める.即 輪状
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実質島内に於 て,中 心性血管を抱擁す る肝細

胞群,或 は充血著明なる肝細胞群の結 節性肥

大増殖を来 し,た めに周囲の肝細胞索は圧迫

萎縮 し,間 葉成分の偏集増殖を来す興味 ある

所見を呈す.こ の所見に就ては殊に組織発生

の項にて詳述す る.他 方甲型像を呈す る瀰 蔓

性結締織増殖を見,其 の中には残存肝細胞の

小類輪状 の肥大増生あ り.又 門脉枝は著 し く

拡張肥厚 し,周 囲に著明な る淋巴球浸潤を見

る.其 の他間質内には毛細血管の充盈,出 血

を認める.

第4例

臨床的事項: 27才,♂,大 工.ワ 氏反応

(-),村 田(-),尿 所見:酸 性,ウ ロビ リ

ン(〓),ウ ロビ リノーゲン(〓),ベ ンチヂ

ン試験(-),グ ァヤ ツク試験(-),血 液:

O型,赤 血球数3851200,白 血球数13500,ヘ

モグ ロビン68%.全 経過 日数約3年3ヶ 月

臨床診断:肝 硬変症

主要な る病理解剖學的診断:

(1) 重複性Laennec肝 硬変症. (2) 腹水,

 (3) 鬱血脾(530G)及 び脾の出 血 性 栓 塞.

 (4) 肺の出血. (5) 膵 の脂肪壊死. (6) 膀胱

萎縮. (7) 脳浮腫.

※　黄疽. (-).

肝臟肉眼的所見

重 量615G.　 萎 縮 著明.

全長21× (
左8.5×11.5×3

右　 12×4.3 )
表面凹凸不平,硬,右 表面に被膜炎,割 面は

小豆大乃至碗豆大の輪状顆粒形成著明.色 は

黄褐色であ るが一部膠様緑色部あ り,門 脉枝,

胆管稍 々狭少.

肝臟 組織學的所見

定型的乙型像を完成 し,結 締織増殖 は陳旧

とな り硝子様化す.肝 小葉間を極めて鋭利に

囲繞 す.肝 細胞の一部に脂肪 変性,空 胞化を

認め るが,之 に接す る結締織の修復性増殖は

見 られない.元 来の中心静脉 と思はれ るもの

は間質内に偏位 し,肝 小葉 内には新生中心性

静脉を認め る.被 膜下部 に輪状実質島周辺を

浸 す二次性結締織増殖 を認め るが概ね安定化

す.胆 管増殖軽度.潤 管増殖は見 られ ない.

第5例

臨床的事項: 32才　 ♂.印 刷業.臨 床 経

過:一 年五ヶ月前誘因な く腹部膨満 し,結 核

性腹膜炎 として加療.同 時に脾腫を指摘 され

加療 を受けたが,何 れ も20日 間で治癒 してい

る.其 の後5ヶ 月間は 元気に て仕 事 に 従 事

(治 癒期)し たが,腹 部再度膨隆 し, 37,5。～

38,5° の発熱を見 る.(再 發 期)腹 水3000～

4000cc,腹 水穿剌を受け左側胸部,腹 部 に浮

膜が著明に現れ,間 もな く全身衰弱のため鬼

籍 に入 る.全 経過 日数:約2年7ヶ 月.

臨床診断:脾 腫を伴え る肝硬変症

主要な る病理解剖學的断診

(1) 重複性Laennec肝 硬 変症 (2) 腹 水

 (3) 脾腫(1420G) (4) 滲出性腹膜炎 (5) 左

肺の高度な る拡張 不全 (6) 加答児性気管支

炎を伴ふ右肺 の高度 なる出血,欝 血, (7) 左

側出血性線維性肋膜 炎 (8) 胃腸粘膜の偽性

メラ ノー ビ (9) 腎実質変性　 ※ 黄疽(-)

肝臟 肉眼的所見

重量735G.大 さ22×8.5×11.5.　 表面帯

黄褐色,粟 粒大乃至碗豆大の結節形成著明.

硬割面は無数の黄褐色粟粒大乃至碗 豆大の結

節を認め,血 量に乏 しい.胆 管起始部に胆汁

欝滞 を認め,胆 嚢縮少,粘 膜浮腫状.

肝臟組織學的所見.

概ね 甲型像を完成 し,陳 旧化せ る結締織の

増殖 に より類輪状像を明示す.一 部の輪状実

質島内に二次性の結締織増殖をみ,斯 る部の

小葉内には淋巴球反応 著明な り.胆 管増殖軽

度な るも潤管増殖 はない.肝 細胞に脂肪沈着

は無 いが,解 離が一部著明 な り.

第6例

臨床的事項: 45才,♂,会 社 員.

尿所見:酸 性,蛋 白(-),糖(-),イ ン

ヂカン(-),ウ ロビ リノーゲ ン(+),ウ ロ

ビ リン(+),糞 便:ベ ンチヂ ン試験(+),
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クァヤツク試験(-)血 液所見 ・・O型 ヘモグ

ロビン81%,赤 血球数380万,白 血球数9600,

ワ氏反応(-)村 田反応(-),全 経過 日数約

11ヶ 月.

臨床診断:脾 腫を伴え る肝硬変症

主要な る病理解剖学的診断:

(1) 重複性Laennec肝 硬症, (2) 腹水 (3)

 脾(570G),腎,肺 の鬱血 (4) 漿液線維性

出血性肋膜炎 (5) 肺気腫　 ※ 黄疽(-)

肝臟肉眼的所見(写 真図4. 5)

重量830G.表 面は粟粒大 よ り超拇 指頭大

に至 る顆粒形成著明.硬,割 面は黄褐色,表

面に一致 し同型の輪状造構著明.其 他胆管,

胆嚢等に著変を認めない

肝臟組織学的所見

一部の肝実質内には細血管 の充盈,出 血著

明で,間 質には古い赤色萎縮期の残像が あ る.

明瞭なる大小不同の輪状実質島を形成 し,概

ね乙型像を完成す.(写 真図20)肝 小葉周囲

及 び出血巣附近に淋巴球反応 顕著な り.淋 巴

球反応 は一部肝実質 内殊に血管周囲に も可成

り著明で,形 質細胞反応は軽度である.間 質

の一部には大単核球の遊走を認め る.胆 管増

殖 中等度,潤 管増殖は認め難い.

第7例

臨床的事項: 40才,♀,腹 水(+).尿

所見:糖(-),蛋 白(-)糞 便 蛔 虫卵(+),

十二指腸虫卵(-),潜 血反応(+),血 液所

見 キ ュル テン(+),高 田反応(〓),ウ ロ

ビ リン(-),ウ ロビ リノーゲン(+),ワ 氏

反応(±),村 田反応(±),カ ーン反応(±),

血液像:赤 血球数321万,白 血球数7000全

径過 日数約2ヶ 月.

臨床診断:右 側上腿蜂窩織炎並に肝硬変

症の疑ひ.

主要な る病理解剖学的診断.

(1) 重複性Lacnnec肝 硬 変症, (2) 腹水

(6500cc), (3) 鬱血脾(160G) (4) 肺,腎 の

鬱血 (5) 高度なる水腫(全 身及下腿皮下)

 (6) 右側 下腿 水泡形成 (7) 諸腸 の浮腫,※

黄疽,出 血性素因(-)

肝臟 肉眼的所見

重 量450G.全 長18× (
左11×10×5

右　 12×4
　硬,

表面粟粒大乃至碗 豆大の顆粒状,黄 灰赤色,

割面は黄褐色,表 面 に一致 して粟粒大乃至碗

豆大の輪状実質形成著明,小 葉像不鮮明.

肝臟組織学的所見

甲型像を完成 し,一 部に乙型混像す.何 れ

も定型的輪状実質島を形成 し,陳 旧化せ る結

締 織増殖に依 り各 島は絞扼 さる.巾 広 き一次

性結締織増殖内には著明 な淋巴球反応 と高度

な形質細胞反応 を認め る.胆 管壁,肝 動静脉

壁は フ ィブ リノイ ド膨化 と硝子様化を来 し,

周囲に淋巴球浸潤高度 な り.元 来の中心静脉

は間質 内に偏住す るか,或 は肝実質に中心性

に存在す るもの も一般に拡張 し,稍 々充血性

であ る.間 質内には肝細胞群の類小葉性の肥

大結節を認め,胆 管増殖著明で,潤 管増殖 も

可成 り見られ る.肝 細胞は僅かに褐 色萎縮を

来す.一 次性結締織増殖は小葉周辺 を浸 し,

該部肝細胞 は萎縮解離 し,更 に繊細 なる結締

織線維の二次性増殖が進行 し,こ の部に於て

淋巴球反応が強い.二 次性結締織増殖は更に

小葉 内え と周辺性,或 は求心性に増殖す.他

方又乙型を呈せ る輪状実質 内の中心静脉附近

に焦点的に集積す る小円形細胞群を認め る.

(写 真図16, 17, 18)こ の部に於 ては毛細血管

新生 と赤血球貪喰の好酸性細胞 の増殖を認め,

或部に於ては この焦点的病巣 よ り肝硬変機転

が解発 し,遠 心性に肝小葉 周辺に向ふ二次性

結締織増殖が 見られ る.尚 小葉内中心性静脉

の出血を認め, Hamosiderin沈 着を認め る.

6) 癌性變 化を合併 せる重複性輪状肝硬變

症群

第1例

臨床的事項: 34才,♂,鍼 按 業,黄 痘(-),

血性腹水(+),ワ 氏反応(-),全 経過 日

数約109日.

臨床診断:肝 硬変症

主要 なる病理解剖学的診断.

(1) 重複性Laennec肝 硬変症 (2) 腹水 ,
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出血性素因 (3) 肝門脉の血栓性静脉炎 (4) 

両肺の浮腫並に線維性 肋膜 炎 (5) 心筋褐色

萎縮 (6) 実質性腎炎 (7) 鬱血脾(338)

　※黄疸(-)

肝臟肉眼的所見

重量1160G,右 葉は横隔膜 と線維性癒着,

左葉は大網 と癒着 し腫瘤 を形成す.其 の表面

は淡黒色の大網に被覆 され,毛 細血管強 く,

怒脹 し,随 所にVatixを 作 り硬度 極めて軟,

その一部に出血 を認む.肝 表面は小顆粒状で,

右葉に於 て特に著明で,小 指頭大乃至拇指頭

大の粗大顆粒状,硬 度稍々軟,左 葉又碗 豆大

乃至粟粒大の顆粒状で各所出血巣を認む.割

面は灰 白色,大 小不同の輪状像明瞭で被膜下

に近 く甚 しき血管新生充盈 の部 あ り.下 空静

脉は正常で唯肝門部近 くに軽度の充盈像を認

め,胆 嚢は2倍 大に腫大 し,深 緑色 の胆汁約

90ccを 容る.

肝臟組織學的所見

甲乙両型の混像,大 輪状実質 島には類グ リ

ソン氏鞘を包含し,こ の部の結締織増殖部に

は胆管増殖著明な り.個 々の輪状実質島所見

は多様で,或 は一輪状 実 質の 広汎 な る壊 死

(写眞図14).或 は網状壊死を認め,又 一部の

輪状実質島は二重輪状像を呈 し,間 質結締織

は陳旧化せる著明な結締織増殖で其 の内層に

は二次性増殖をなせ る網状格子線維層であ る.

(写眞図13).又 一部の実質 島内には肝細胞の

癌性化,或 は癌性の結節性増殖 を認め,其 の

ため周囲肝細胞索は圧平細長 とな り,萎 縮消

失又は膠原化の像を認め る.(写 眞図15).又

輪状実質内肝細胞の一 部は高度の解離を来 し,

間質淋巴球反応が著明で,胆 管増殖中等度,

潤管増殖は認められない.

第2例

臨床的事項: 61才,♂,職 員,腹 水(+),

皷腸(+),経 過 日数約37日

臨床診断:肺 壊疸並に肺気腫兼気管支性喘

息

主要 な る病理解剖學的診断

(1) 重複 性Laennec肝 硬 変症並に孤在性

肝癌結 節形成 (2) 黄疸　 腹水(1900cc),

 (3) 左肺上葉の非定型的大葉性肺炎,空 洞壊

疽巣 (4) 肺気腫並に気管支拡張症 (5) 濾

胞性大腸炎 (6) 加答児性小腸 炎 (7) 蛔虫

症 (8) 心臓の軽度な る肥大及び拡張 (9)

 軽度な る動脉硬化症 (10) 脾の鬱血(90G)

 (11) 両側腎の嚢胞形成　 ※出血性素因(-)

肝臟肉眼的所見(写 眞図6)

淡褐色,硬,表 面顆粒状で,割 面に小豆大

輸状像明瞭,割 面一部に限局性に表面近 く梅

実大結節一個を認め,肝 癌結節を形成す.胆

管内に蛔虫一匹迷入す.

肝臟組織學的所見

肝硬変部:結 締織の瀰漫性増殖並に小円

形細胞 の浸 潤が極めて高度で,そ の中に類小

葉 の結節性肥大増生が著明である.輸 状実質

島の一部は著明な る二次性結締織増殖 と淋巴

球反応著明で,破 損 し,内 部に肝細胞 の萎縮

退行変性に陥れ るもの も可成 り著明に認む.

組織像は甲型完成前の像であ るが,以 上の

如 き既に二次性の結締織増殖を認む.又 此の

肝には唯一個 の結節性癌性変化 を認め,再 生

結節の癌えの各移行像が認め られ る.此 の結

節に包含 され る変化は純性肝細胞の結節性増

殖,腺 癌性格,更 に単純癌 の性格を示す各像

を認め,こ の結節を取巻 く極めて巾広 き結締

織層には小円形細胞浸潤,胆 管,潤 管 の増殖

が著明である.

第3例

臨床的事項: 62才　 ♂黄疸(-),腹 水

(+),経 過 日数約4ヶ 月

臨床診断:肝 硬 変症

主要 な る病理解剖學的診断

(1) 重複性Laennec肝 硬 変症 (2) 腹 水

3500cc,出 血性素因 (3) 再生 結節に発 生 し

た胆管癌 (4) 出血性肺 炎 (5) 各種臓器の

鬱血(肺,胃,小 腸,大 腸,脾,腎,胆 嚢,

膵,睾 丸) (6) 慢性鬱血脾 (7) 腸浮腫 (8)

 腎の蛋白様変性及び集合管上皮の増殖.
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肝臟肉眼的所見

淡褐色,硬,表 面凹凸不平で小豆大輪状造

構を呈す.割 面の一部に肝癌結節を認む.

肝臟組織學的所見

概ね乙型像 の輸状造構を形成 し,各 輪状実

質島内には結節状の胆管癌が大小不視則に多

発 し,た めに小葉は奇型化 を来 し,元 来の肝

細胞索は著明に萎縮細長 とな り,一 部 に二次

性結締織増殖をみ とめ,間 質には淋巴球反応

が著明である.

第4例

臨床的事項　 年令不明,黄 疸(-)尿

閉,浮 腫(+),尿 毒症状にて死亡,全 経過

日数約3～4年

主要 なる病理解剖學的診断

(1) 胃単純癌性硬性癌

(2) 膀胱転移及び尿管開口部閉鎖 (3) 肝転

移及び肺浮腫 (4) 脳浮腫 (5) 水腎 (6) 重

複性Laennec肝 硬 変症 (7) 心 臓 肥 大 (8)

 慢性鬱血脾 (9) 心筋褐色萎縮 (10) 前立腺

々性肥大 (11) 膵 の慢性間質炎 (12) 体

腔水腫, (13) 全身浮腫 (14) 蛔虫症

肝臟肉眼的所見

重量1300G, 27×14×5.5淡 褐色,稍 々

硬 粟粒大乃至碗 豆大の顆粒形成,割 面は輸状

像明瞭で,小 豆大 の膿瘍形成を見 る.

肝臟組織學的所見

胃単純性癌が肝 の一部に転移 し,其 の他肝

硬 変像 は大小不同 の類小葉像 を形成 し,甲 型

像 を呈す.間 質には小円形細胞 の浸潤著明で,

類輪状実質島は更に二次性結締織増殖 を来 し,

肝細胞は萎縮,変 性壊死に陥 り他方斯 る輪状

実質内には肝細胞 の結節性肥大増殖をみ とめ

る.毛 細血管は充盈著明で,胆 管並に潤管増

殖は著明でない.

B, 重複性輪状肝硬變症の組織發 生機序

図表 Ⅰ参照

11例 の組織所見を総括すれ ば其の組織像は

単一でな く,一 度出来上つた甲型,乙 型の輪

状実質島には程度の差こそあれ,二 次性に種

々の硬変機転の反復せる組織像を証明し,今

日迄試みられた肝硬変症の初期発生機序の類

推よりする分類では不十分であ り,こ にゝ個

々の輪状実質島の組織像を解柝して次の如き

重複性輪状肝硬変症の成立機序を知る事が出

来た.

1. 一次性肝硬變期

一次性肝硬変は組織発生より見れば全例共

所謂甲型である.即 結締織増殖が幾分か甲型

としての特性を有すると同時に其の比較的広

い結締織増殖層内に一次期に於ける破損小葉

の残骸 として肝細胞は脂肪変性或は壊死に陥

り,吸 收機転(一 部淋巴球反応)に よつて結

締織増殖が極めて著明である.一 次期に於け

る赤色期即毛細血管等の著明なる新生増殖或

は充血,出 血が陳旧化せる結締織増殖内に遺

残している.そ こには又肝動静脉の著明なる

偏位拡大と其の壁の肥厚,硝 子様化を認め旧

中心静脉は虚脱状 とな り,周 囲に軽度の淋巴

球反応を認めるものもある.斯 る一次性肝硬

変期に一応甲型の輪状実質島を完成せるもの

に再び二次性の肝硬変機転の繰返せる諸段階

の組織所見を見る.斯 る二次性肝硬変機序を

各輪状実質島と比較追求すれば次の三型の発

生様式を分類する事が出来る.

2. 二次性肝硬變期

第 Ⅰ型

一次性肝硬變期と同じく甲型性の變化即ち

肝實質の變性壞死,消 失に續き主に小葉外結

締織增殖に依る一次性の實質島嶼の線維化が

起 る.そ して其の部分に殘存す る肝細胞の再

生に依る結節形成,結 節周囲に於ける二次性

の結締織帯の形成を見 る型である.即 其の最

も進行せるものが前記の二重輪状肝硬変であ

る.

個 々の輪状実質島を検するに全例共大小不

同の定型的輪状造構を完成す.即 改築に依つ

て破損小葉に小型の類輪状娘島を作 り,他 方

大型輪状実質島は破損小葉並に元来の小葉を
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圖表1,　 重 複 性輪 状 肝 硬 變 症 の 組 織 發 生 圖

正常肝小葉 　改 築 機 轉 　甲型或は乙型像完成

一

次

性

肝

硬

変

期

二次

性

肝

硬

変

期

修復性增殖
後には適慮性增殖を加ふ
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含む ものが多い.結 締織増殖は小葉間,小 葉

内にも極めて著明であ り,輪 状 実質島のあ る

ものは二次性の退行 変性を来 し,輪 状像を没

しつつ結締織増殖が波及 し輪状瀰蔓性型を呈

せ るものあ り.

一次性結締織増殖部には淋巴球反応が極 め

て著明で二次性に増殖せる瀰蔓性結締織増殖

部に も可成 り見 られ る.要 す るに本型に於て

は肝硬変機転の反復せる二次性肝硬変期 の諸

期諸相の組織像が見 られ,其 の最 も定 型的且

つ組織形態像を特徴ずけ るものが前記二重輪

状肝硬変症である.

第 Ⅰ型

肝臟實質の網状壊 死と肝細胞の再生,結 節

性肥大が共存す る型で ある.此 の場合には肝

小葉内の支柱組織(格 子線維等)に 偏集乃至

肥厚を起 し遂 には結節周囲の輪状帯を形成す

る.

斯 る例は全例で極めて少数に見 られ,癌 腫

を合併せざる第5例 並に癌腫合併 の第1例 の

一部に認め られる.殊 に後者に於ては陳旧化

せ る甲型の輪状実質 島内の一部 に於 て肝細胞

索は前癌状態にあつて癌性化 の傾向を示 し,

全性状 よ り見 ると肝細胞は漸次変調 の諸段階

を踏行 し,最 も進行 せるものが癌腫化を示す.

即二次性 肝硬 変のFehlerregenerationで あ

る.然 るに他方大部分の輪状実質島内には肝

細胞 の種 々なる反応状態が認め られ,輪 状肝

硬変のみの組織像か ら検討す る事が出来 る.

其 の一つは輪状 実質島内の肝細胞の結節性

肥大増殖が あ り,後 記の癌腫を合併せ ざる第

3例 に見 る如 く,著 明なる肝実質の結 節性肥

大増生は周囲組織に圧迫を加へ,其 の周辺に

位す る肝細胞は細長萎縮状にな り,遂 に線維

化 を来 し肝硬 変に於け る間質形成の一助 とな

る.

尚本例に於 て特記すべ きは他方に於て処 々

大型輪状実質島内肝細胞の広汎 なる壊死を認

め る事であ る(写 眞圖14).或 ものは網状壊

死の所見に類 し肝細胞は壊死消失甚 し く.網

状化 し星細胞のみが膨化増殖 してい る.そ れ

と同じく前者即癌 腫を合 併せざる第5例 に

於ても二次性肝硬変機転は可成 り進行 し,二

重輪状肝硬変に近い像を認めるが,輪 状実質

島内の極 く一部に同じく網状壊死巣を認め,

淋巴球浸潤と共に星細胞増生が顕著で,該 星

細胞の一部は胆汁色素を摂取 して|いる.殊

に此の網状壊死巣周辺部には紡錘 形に膨脹

せ る星細胞 増殖顕著で,一 部に於てはBak-

terienhaufenを も認めた.殊 に癌腫合併第1

例に於ては各輪状実質島嶼に平等に発現する

ものでな くして,処 々の小葉一部に限局し,

網状壊死に依る肝実質島内の網状線維が肝細

胞の代償性肥大増殖に依 り圧迫され,束 状或

は帯状となり,或 は又前記の如 く遂には肝実

質を輪状に取 り巻 く間質結締織層の一部に加

入 して行 く像を明瞭に認める事が出来る.

第 Ⅱ型

一次性實質島嶼の肝細胞の一部は肝細胞結

節性增殖を起 し,其 の周囲の實質は圧迫を受

け次第に萎縮 消失 し其の部分の小葉内の支柱

組織が編集或は肥厚增加を來 し,結 締織輪状

帯を形成するに至る型である.即 二次性肝硬

変に於ける結締織増殖の方式は単一でな く肝

実質傷害に伴ふ修復性増殖の他に肝実質の傷

害を前提 とせざる結締織増殖を起す二つの場

合がある.此 の後者は常に肝細胞の結節性増

生に伴ふ変化であ り適応性増殖 と認むべきも

のである.

癌腫不合併の第3例 に於ける肝所見は所謂

亜急性萎縮期の組織像で, AnbauとUmbau

が相混像しているが,他 方出来上 りつつある

輪状実質島内に更に二次性の硬変機転の進展

を認め肝全体の病機進展の機序を一輪状実質

島内に反映している事は興味深い.即 肝の変

性 と再生を認める.と同時に輪状実質島内には

既に二次性肝硬変の進展を認め,輪 状実質島

内には新生結締織線維が束状或は瀰蔓性に増

殖し,改 築現象が絶えず行はれている像に接

する.此 は肝の組織傷害が不断に,或 は二次

的に,肝 を侵襲せる事実を指摘するもので,

本例に於ては殊に第一次期の硬変機転と第二
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次期の硬変諸相を比較検討 し得 る一例 であ る.

脂肪沈著には軽重があ り破損小葉,或 は吸收

修復にある肝細胞群には瀰蔓性且つ高度なる

脂肪 を証明 し,他 方結節性肥大肝細胞 のもの

にあつては肝小葉周辺に僅かに局在 している

に過ぎない.殊 に本例に於ては二次性肝硬変

の発生機序に関 して二つの注 目すべき所見に

蓬着 した.其 の一つは輪状実質 島内肝細胞に

変性萎縮 を認め所謂二重輪状肝硬変に進む前

記の所見(写 眞圖21)の 他に輪状実質島嶼内

に規則的の結節性肥大増殖の輪状構造像が反

復 して現はれ,局 所的には完全な る長与乙型

像を呈 している事である.即 該結節性肥大増

殖層の周囲にある肝細胞には何等変性萎縮 を

認めず して肝細胞 梁の支柱線維編集 し,遂 に

結締織化せん とする膠原線維増殖即 ち結締織

の適応性肥大増殖 と共に他方太い本来の肝細

胞実質が前記癌腫合併に見 る如 く太 き間質結

締織線維に転化 している.(写 眞圖22).従 つ

て該部に於け る結締織増殖は 今迄 の肝実質の

変性壊死後に現れる結締織増殖 と趣を異に し

ている所以である.扨 て肝細胞の結締織線維

への転化 の可 能性は肝 癌以 外 に既 にHolm

 (1867), Mayer (1888)の 肝切除の実験報告に

指摘 されているが,上 記所見は従来論議 され

て来た長与乙型の組織発生所見に類似す ると

同時に,そ の組織発生に関 し新 しき示唆を与

える所見 として注 目に価す るものである.斯

る組織像は其の他肝癌不合併の第4例,第6

例に も認め られている.之 等輪状実 質島内に

反復出現する肝細胞の結節性肥大増生の現れ

方に就ては殊に血管 との関係が密接 であ る.

前記の様に一次性輪状実質島内には甲型の

諸相の他に上記適応性肥大に依 る乙型の諸相

が個 々の輪 状実質島内に認め られ るが,血 管

が肝細胞結節性肥大増殖部の小葉中心部に中

心静脉性に認め られ る事は此処に必然的に血

行関与 の事実を物語つてい るもので,一 旦出

来上つた輪状実質島嶼 の中で血管抱擁部は殊

に其の再生増殖が強 く現れ,血 管無存部 の肝

細胞群は常に変性萎縮状になつているのは当

然血液給与の関聯を強め るものである.中 心

性血管 を中心に抱 き乍 ら紡錘型に肝細胞群の

結節性肥大が強 ま りこ ゝに血行栄養を示唆 し

てい る像を認め る事が出来 る.(写 眞圖23)そ

して このような条件の下で絶えず発育増殖す

る肝細胞,絶 えず変性萎縮の一途を辿 る肝細

胞の二現象が不断進行 しているのは当然であ

る.次 に肝細胞の再生であるが同 じ く再生の

機序 にあ るものも平等 なる再生は営 まれてい

ない.

即血液 循環の順調なる部の周囲に存在す る

肝細胞群が殊に発育 乃至再生顕著で高度 なる

増殖或は肥大を起 し,そ の周囲肝細胞 の発育

状態は之に反 し悪 い.(写 眞図24)次 に此の

結節性肥大の中にある中心性血管の出来方で

あ るが極めて 自然に出来 中心性静脉 となるべ

き周囲に肝細胞 の再生が顕著で此 の血液補給

を充分需要 し得ざる肝細胞の萎縮変性を見 る

は胎生期に於け る肝細胞の所見 と同 じであ る.

唯肝硬変症に於 て異 る一事は斯 る肝細胞再生

増殖層周囲に於け る結締織増殖の出現 して来

る事実であ る.

以上輪状実質 島内に再現す る二次性肝硬変

機転は肝 の硬変機序 の反映像である.斯 の如

く改築 は反復を重ねつつ徐 々にで も之が調和

を保つに至 る迄は此 の改築は続行す るもの と

思はれる.

3. 長与 乙型像の完成

肝癌不合併例の第4例,第5例,第6例 は

此の様に して結締織増殖 の適応性肥大増殖を

もつて進行せ る最も陳旧なる適例で,一 次性

肝硬変期め肝細胞 の変性,壊 死等の退行変化

は認められず,完 成せ る輪状実質島内には健

康な る肝細胞結節性肥大を認め,定 型的乙型

像を完成す る.特 に長与が古 く乙型硬 変時の

結締織束小葉 内増殖は之を一種 の特殊血行路

として発表 したが,其 の後肝硬 変時に於け る

此の血行路なるものに就 ての報告に接 しない.

本症例の示す如 く間質,中 心静脉,他 側間

質を貫ぬ き明劃する細 き小葉内結締織増殖を

認め,そ の結締織内には従来認めた ところの

修復性増殖 の所見を発見せず,所 謂長与特殊
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血行路に該 当せ る所見 と思はれ る.然 し斯 る

結締織増殖をば長与提唱の特殊血行路 よりは

解 し得ず.前 記せ し如 く結締織適応性肥大増

殖に依 つて出来た像 なるを安 当 と認め,こ の

ものの最 も陳旧にな りたる所見の一つ と考 え

るものであ る.

肝硬変症発生機序の模型図(図 表2)

Ⅵ. 考 按

吾が教室に於ける12例 のLaennec肝 硬変

症を中心 とし黄色肝萎縮症並に其他の肝硬変

症を参考資料 とし,輪 状肝硬変症 の形態学的

分類並に其の成 り立 ち方に就て検討 した.其

の結果重複性輪状肝硬変症を分類す ると共に

該疾病の組織発生 に関 し前記の如 く新たな る

知見を得た.扨 て肝硬変症の発生に基づ きそ

の形態学的分類を試み る場合図表2の 如 き13

系の発生を考へ られ るが之はあ くまで も理論

的推理であつて今 日唯① よ り⑩迄 の発生機序

に関 しては文献上の記載を見 るが尚議論 の余

地が多い.① ②③④ の場合 は所謂結締織原発

性増殖型で長与乙型に属す る場合で,此 の組

織発生論は否定的の立場に立つ学者が多い.

唯久保,藤 本,吉 田(1938)は 朝鮮人剖検例

に於 て原発性結締織増殖を支持 しているが,

私の重複性輪状肝硬変症の組織発生 に照 らせ

ば広汎 な る肝実質組織の何処かに肝実質傷害

が潜在 し,局 所に於てあたか も原発性結締織

増殖 の観を呈せ るか,或 は該部に於け る肝実

質傷害の治癒後の状態 としてか ゝる像が見 ら

れる場合 もあ り,且 つ又重複性輪状肝硬変症

の一輪状実質島に見 られ る如 く結締織適応性

肥大増殖に依 るもの と思はれ肝硬変症成立 に

関 し肝実質傷害前に於け る結締織増殖の起 る

といふ諸説 に対 しては賛同 し難 い.最 近天野

は之を後肝炎性線維化症を以つて説明 してい

る.反 之 ⑤ ⑥ ⑦ は今 日多 くの学者が左祖せ

る発生様式であつて何れ も肝実質傷害につ ゞ

く続発性結締織増殖を見 るもので⑦の場合は

其 の純型であ る.⑤ ⑥に見 る如 く小葉内肝細

胞変性に次いで小葉内間質成分の増殖 を来 し

更に間質結締 織増殖を見 る型 もあ り殊に小葉

内格子線 維 の 新 生 増 殖 を 重 視 せ る もの に

Schaficr (1913)の 記載があ る.更 に肝硬変症

に於け る組織像を其 の組織発生に立脚 して分

類する事は往 々困難で⑧⑨ の立場即ち恐 ら く

肝質実傷害 と間質結締 増殖 とは同時的である

と憶測する学者に和田(1926),久 保(1933),

等があ り,之 即 ち長与乙型 と同類 との論 旨ば

今後尚吟味 に価す る問題であ る.⑩ ⑪⑫⑬ の

発生理論 は 既にEppinger或 はRossleの 提

唱 する小葉内血管障害説の範疇に属す るもの

で,先 づ肝硬 変症の発生には小葉内間葉血管

障碍 に基因する循環障碍 に よつて小葉内肝実

質の退行 変性を来 し,次 で間質結締織増殖を

惹起 し肝硬変が成立す るとの

論 説 に して,殊 にEppinger

は彼の漿液性 炎症論を強調 し

た.以 上の如 く肝硬 変症の組

織発生に関 しては多様の見解

があ り今 日尚統一を見ない.

殊にLacnnec肝 硬症 の形態学

的分類に際 して其 の組織発生

に立脚す る事は極めて重要で

はあ るが,往 々困難な る場合

の多い事は等 し く先人の認め

るところである. Eppingerの

如 きはLaennec肝 硬変症 の純

粋形態学的分 類 として結締織

増殖の諸型 よ り分類 している.
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肝硬變症の成 り立ち方に就て

肝實質就中肝細胞の傷害(變 性,壞

死)の 問題

肝硬変症に於け る類 輪状肝硬変症の発病論

に就て肝硬変症の本態を慢性間質炎Hepatitis

 interstinalis chronica.と す る説 は古 くか ら考

えられたが今 日之を主張す る学者は少い.

然 し乍 らRossleの 如 くLaennec肝 硬変症

に於て肝細胞傷害が原発性で結締織増殖は之

に続発す るものであると言ふ事の他 に,血 管

結締織の傷害が添加 し始 めて肝硬変症の成立

を見る⑨の発生を主張 して居る学者 もあ り,

此の問題に関 し吾 々の示例に依つて抱壊す る

ところを総括 したい.急 性黄色肝萎縮症並に

肝硬変初期に於 て肝細胞の変性,壊 死は毎常

認められ肝硬変症発生には缺 く可か らざ る要

因 となつて居る.殊 に甲型に於 て著明であ る

グ氏鞘並にそれか ら増殖す る結締織に於け る

炎症性円形細胞浸潤も肝実質傷害 と共に本症

生因に対して密接なる関係を有す.斯 る間質

炎症の時期的問題に関 し多 くの実験 も行はれ

たが示例の二重輪状肝硬変症を始め重複性肝

硬変症の所見から見ると,此 の間質に於け る

細胞反応は寧ろ肝実質傷 害に 続 発 性 の もの

で吾 々は ⑤ 乃至 ⑦ 迄の立場を とるものであ

る.浅 蜊paphia philippinarum(浜 名湖)に

よる中毒性 黄色肝萎縮症(草 野,平 福)が 急

性型乃至亜急性型を通 じて細胞反応が始 ど陰

性で ウィール ス性原因の亜急性期に於 て天野

の指適す る形質細胞の強 い反応 を欲ぎ壊死部

が速 に硝子様結締織化 してい る事は周知の事

実であ るが,同 じく星島,小 津,和 田(亀)

(1926)等 に依 る練 乳,ラ ノリン,飼 養 実

験, Davidson,村 山 の タール 中 毒 実 験,

 Moon, Jaffe, Mertensの クロロホルム 及 び

四塩化 炭 素 中毒実験, Egner,石 川等 の慢性

燐中毒例,鈴 木の アンチモン剤投与実験,久

保の蕎 麦抽出物質に依 る多種の化学性毒物中

毒に よる肝硬変起生実験 に於て もか ゝる炎症

が認められ る事を考へ るな らば,肝 実質障碍

が何かの起因をな し炎性細胞浸潤は之に続発

する場合 の多い事を知 る事が出来 る.最 近天

野(1952)は 流行性肝炎の遷延型 と輪状肝硬

変に於 て斯 る所謂 「グ」鞘浸 潤が単 なる 「グ」

鞘に於 ける細胞浸潤でな く此 の浸潤の中に肝

小葉の周辺を削取 る働 きの繰返 えされてい る

こと,並 に此 の部の肝細胞が解離 し胆汁浸 淫

を蒙つ て徐 々に衷はれて行 く像を形態学的に

把え,グ 氏鞘の結締織増殖 と同時に小葉の奇

型化は此の様な肝小葉の周辺を侵蝕す る過程

が長期に亘つて進め られ るこ とに負つている

事を強調 してい る.私の 二重輪状肝硬変症に

依 ると或は之が最 も天野の言ふ肝小葉周辺の

削取 り作用の進行せ るものの一例 として興味

あ ると共に,特 に 一旦出来上つた輪状実質島

内に於 て反復す る結締織増殖が新旧二種の明

劃な る二重輪状層を示 し輪状実質周縁に於 て

二次的の結締織増殖を認め,こ の結締織中に

は円形細胞浸潤が可成 り著明に して天野の指

適せ る肝小葉周辺削取現象が反復出現せ る定

型像 であらう.斯 る結締織 の二次性増殖に接

す る肝細胞 の変性乃至壊 死 と相俟つて結締織

増殖は肝実質島内に浸入 し瀰 蔓性増殖像を示

す と共に,一 次性肝硬変時に於け る如 く再び

輪状実質内に於て類小葉の肝細胞肥大増生を

来す.斯 る間質の炎症は肝細胞 の傷害 と同時

的の ものであるか或は肝 実質障碍に続発す る

か と言ふ問題であるが,之 は肝硬変症 の原 因

としては非常に重要ではあるが肝硬変症の成

り立 ちに対しては左程 の意義は特たないで あ

ろ う.私 は何 か或 る原因作用に依つて肝実質

が障碍 を蒙 り,類 輪状更にLaennec肝 硬変症

として成立 した輪状実質島が持続的にか或は

同一,或 は異な る障碍作用に よつて再び二次

的に硬変機転が反復出現す るに際 して も肝細

胞傷害が其 の始発であ る事実を指適するもの

であ る,特 に所謂長与乙型の肝硬変の成 り立

ちに関 しては既述 の組織発生の如 く結締織線

維 の適応性肥大増殖 と言ふ問題で解明す る事

が出来 る.

次に肝細胞の変性乃至壊死の問題であるが

就 中輪状実質島内肝細胞 の態度が問題 となる.

三田村はLaennec肝 硬 変 の輪状 実質島内に
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著明なる壊死の認められ るのは強度の黄疽共

存の時最 も屡 々遭遇 し恐 ら く鬱滞性黄疽 自身

のため惹起された もので肝硬変の原因たる毒

物の作用によらないものであろ う事は壊死が

黄疽 の強い実質島内のみに著明に現れ,肝 臓

内には平等に発現 しない事に依 り想像 され る

と述べ,更 に黄疽 と共 存す る壊 死 を 除 け ば

Laennec硬 変症の壊死は唯稀有な るか又は軽

微な る存在物に過 ぎず,従 つて少 くとも一旦

出来上つたLaennec肝 硬 変 症の実質の破壊

の大部分が斯 る明瞭な る急性壊死の機序 を辿

つて発現す るものでない と述べている.然 し

乍 ら私の例の肝癌合併の第1例 並に不合併の

第5例 に於ては一旦出来上つた輪状 実質島の

広汎 なる壊死殊に所謂一部に網状壊 死の所 見

を認めた事は特記すべ き所見である.人 に於

け る所謂網状壊死に就ては既に諸家の報告が

ある.即 森川(1933)が2例 の癌腫合併の肝

に就 き報告 し臨林的,剖 検的に著明な機械的

黄疽が存 し輸胆管,総 輸胆管等は腫大せる周

囲 リンパ節の転移性癌に依 り強 く圧迫 され そ

のため胆汁流出妨げ られた る結果招来せる網

状壊死,更 に菊池は斯 る網状壊死巣の運命に

就 き論説 し,此 が グ氏鞘 よ り遠ざかつて小葉

中心部に向へ る端 よ り漸次染色性を恢復 し,

肝細胞原形質及び核の染色可能 とな り肝細胞

索の小葉間質に接触せ る部分が最 も遅れて正

いに恢復 し最後迄其 の面影を止め,普 通の壊

死巣 とは全 く別物であ ると述べ,該 巣内胆汁

鬱滞は認めていな い.

Curschmsnnは 伝染 性疾 患に原 因を求めて

常 る.此 が実験的報告に就ては長岡(1934)

が家兎総輸胆管結紮 実験に より網状壊死巣を

認め大野,稗 田は網状壊死発現は胆管罎 状部

の破綻に より漏 出せ る胆汁の直接化学作用に

職 由す るもので濾 出胆汁が更に胆管を介 し血

中へ吸收 され黄疽 を招来す る事を指適 してい

る.私 例の肝癌不合併例の第5例 の輪状実質

島内の該壊死 巣にはBakterienhaufenを 認め,

一応 細菌感染に 依る事 も考へ られ るが,更 に

肝癌合併例の第1例 は森川 の報告 と同 じく肝

癌を合併 しているが特に異 る点は臨牀的に も

剖検的に も黄疽は認められず肝癌の発生状態

も左程 著明でな く,従 つて周囲 淋巴節への転

移巣 も認 め られ な い.唯 剖 検 時 肝 門 脉 の

Thrombophlebitisが 認められてい る 然 し乍

ら改築 途上にあ る肝硬変症に急性壊死の来 る

事は症例 として注目すべ きものであるのみな

らず肝細胞傷害性因子が反復 して働 く機会 あ

り得べ しとす る理論を実証 し得 ると同時に,

既成Laennec肝 硬 変には急性壊 死 が起る事

稀な りとす る従前 の知見を改変せ る新事実な

りと言ふ事が出来 る,(写 眞圖14)其 の後偶 々

独逸 よ り到著せ るL, Benda, E, Rissel,及

びH, Tbaler (1652)等 ウィール ス学者に依

る所謂後肝炎性肝硬 変の肝変化の論 文に於 て

48例 中6例 に於 て肝 炎の遅延性,再 発性の経

過 を とれ る例に肝実質殊に輪状実質の全壊死

巣の存在を重視 し,欧 米に於て も私例の類似

所 見を得た る事は興味 深い.

次 に肝細胞 の脂肪変性に就てであるが肝硬

変症に於け る脂肪沈着の程度は極めてまちま

ちで,多 くのものは変性 と関係のない所謂単

純性脂肪沈着で新陳代謝障碍 として二次的に

肝実質内に散在 してい るものが多 く結締織増

殖 とは無関係で ある.

肝 實質の再生に関す る問題

肝硬 変症の組織像 を決定す るものの一つ と

して再生機転殊に肝細胞 自身の増生,再 生力

に就ては後述 し,代 償性(反 応性)機 序 とし

て現はれ る胆管 の態度に就て論及す る.即 此

の胆管増 殖の意義は今 日尚不明で再生の中段

階梯か或は単な る代償的 のもので あるか諸説

紛叫 し,殊 に真の胆管の他 偽 胆 管(潤 管),

(Wagner 1862)の 場合は更に複 雑な問題を加

へ肝細胞 と胆管 との関係 が議論の焦点 となる.

急性黄色肝萎縮症の亜慢性期以後殊 に肝硬変

が起つて来 る時,肝 小葉周辺部に今 日所謂偽

胆管 と云はれ る胆管様形成物が著明に増殖 し

て来 る.其 の由来に就て此が どの程 度肝実質

の再生に関係を有す るか尚見解 の一致を見な

い.尚 胆管 自身 の増生に関 しStadelmannは

Toluiondyaminが 犬に対 して黄疽催 起毒物で
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ある事を報告 し,該 毒物に依 る黄疽,胆 管増

生,更 に肝硬変起生実験が数多 く発表 された

が吾国に於て も長岡(1934),渡 辺(1937),白

壁(1937)其 他多数の報告が ある.長 岡は胆

管増生はT毒 に依 り障碍 された胆管上皮細胞

の修復機転 として之が過剰 に形成 され るが肝

硬変に於け る結締織増殖は胆管増殖 とは無関

係で胆管 より濾出せ る胆汁 の持続的化学的作

用に より増殖発生す る事を云つてい る.私 の

例に於て も胆管増殖は何れ も著明で比較的古

い結締織増殖層に瀰 蔓性に増殖 してい る.次

に潤管の由来 と肝細胞再生機転 との関聯性に

就ては肝細胞説 と胆管説がある.前 説に於て

Ribbert (1906), Carraro (1909)は 肝 細胞 よ

り偽胆管(残 留肝細胞の進行性変化)の 方嚮

を是認し,更 に同方嚮に於 て之を肝細胞退行

変性物 となす ものにRochs (1912) Herxheimer

 (1921), Blum (1924),町 井,長 与,久 能,

楠井,及 び岡林等があ る.又 偽胆管 より肝細

胞 の方嚮即肝細胞への再 生的移行を認め る者

にMeder, Stroebe, (1897)等 があ りか ゝるも

のに核分剖像を認め,之 が再生増加に よつて

肝細胞を再生す ると見做 し,乃 能は人体肝硬

変に於け る核分剖 像 を否定 し, Pick等 の 如

く両者の折哀説を抱 くもの もある.後 説,即

胆管 との 関係 に就 てはWaldeyer (1868),

 Marchand (1895), Stroebe (1897),木 村(1914),

清野等は所謂偽胆管を罎状部 として認め該部

は肝細胞機能を営む と同時に肝細胞に分化す

る事を述べ,又 胆管の偽胆管由来を支持する

ものにAckermann, Dinkier等 があ る.又 石

川は肝細胞.小 胆管 由来の二元説を と り前者

は細葉周辺部肝細胞索の残存時,後 者の場合

は細葉内肝細胞全死の時に認め られ るものと

した.更 に組織発生上の見知か ら胎生期的遺

残物 として考え る ものにSchaper, u. Cohen

 (1905),浜 崎,菊 池,大 野等があ り,斯 る潤

管 を 実質 細 胞 分化 に対 してSchaper,及 び

Cohenは 腺組織再生に当つて重要な意義を持

つもの と見做すに反 し,浜 崎 はか ゝる新生細

胞 の実質細胞分化に対 しては否定的で あると

述べた.私 の諸例に於て見るに潤管増生は第

二次結締織増殖層の若い結締織増殖が肝小葉

周辺を蚕蝕す る部分に顕著であ り,之 に移行

す る肝細胞索を認めるが,浜 崎,菊 池,大 野

等の言へ る潤管説を と りたい..

次に胆管 自身肝細織再生に対 しどの程 度意

義を有す るもので あろ うか と云ふ ことは,極

めて因難 な問題で ある.山 崎,神 津(1948)

は肝細胞の傷害が高度な る場合肝細胞か らの

再生力不充分な る場合,小 葉結締織内に於け

る胆管 の顕著な る増殖は胆管 自身の破損に依

る胆管の代償性増殖であ ると共に,之 は肝実

質 の一つの再生の現はれで あると想像 し,殊

にHessは 肝細胞の再生のみにてはAusfuhr-

ungsgangは 生ぜず胆 管 を伴ふ場合 の肝 組 織

の完全なる再生可能性を強調 して居 る.

肝實質島障碍に よる自然 治癒機轉

の制限

元来肝小葉は其れ 自身極めて複難な構造単

位を構成 してい るため肝細 胞 の 再 生 が 非 常

に困難 とされて いたがBlauchard (1688)以

来Bruns (1870), Linz (1886), Langenbuck

 (1888). Ponfick (1890), Wagner (1890),

山形(1896),斎 藤(1917),吉 永(1917)谷

口(1921),尹(1937),石 山(1941),鶴 崎

(1941)等 の人体並に実験的報告に依 る肝切

除後の肝細胞再生(私 自身海〓.家 兎に於 て

肝切除実験を経験す)の 他 ワイル氏病,急 性

鬱血肝,重 症 中毒症(燐,四 塩化炭素,ク ロ

ヽホルム)或 は流行性肝炎等に見る肝細胞壊

死は極めて迅速に且つ完全治癒を来 し,之 等

の単純 なる肝細胞の傷害が常 に肝硬 変に認め

られ るような改築 現象を必然 としない事は周

知 の事実で, Laennec肝 硬変症 のみな らず私

の例 の重複性肝硬 変症に見 られ る如 く如何な

る理由に依つて肝傷害が改築 に進行 して しま

ふか此 の解決 こそ肝硬変発生機序 を解 く鍵で

ある. 1936年Kalkに 依れば 自然治癒機転の

制限 として彼は朱ず第一に中心静脉が小葉周

縁に来 り門脉枝が新生 巣の中心に来 る如 き改

築 の存在す る事,第 二に胆管の不規則増殖 の

二事項を指摘 しFehlerregenerationと して 肝
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癌発生を招来するを見 ると云つてい る.又 古

くから既述の如 くRossleは 血管結締 織障碍

の意義を強調 しているが私の例に依れば血管

壁障碍が実質 の再生に重大影響を及ばす事は

一般病理学 の知見に徹 し疑ふ余地がないが,

血管結締織異常の具体的説明に対 し尚各見解

に不充分性があ る.例 へば急性黄色肝萎縮期

に認め られ る星細胞 変性が血管結締織の傷害

の全部であるか否かは疑問に して.少 くとも

形態学的意味で改 築が 進行中のLaennec肝

硬変症殊に甲型に於 ては余 り著明な毛細管の

傷害を認め得ず.た めに血管の障碍其れ 自身

は問題でないと考 えるもので ある.

肝硬変症の組織像を規定す るものとして先

ず第一に令身的,局 所的条件に依 り左右 され

るであ らう所の修復機転の強 さ即結締 織性瘢

痕 の出来方がある.局 所的条件に関 しては今

日迄色々 と肝硬変起生実験に見 る如 く肝硬変

分類に際 して最も論理的に異論なき分類方法

であるが未だ可能性に乏 しい.殊 に副 因的要

因 として意義のあ るのは全身的条件就 中種族

的条件,体 質的条件にして之に関 しては種々

の実験が示唆す る如 く,動 物の種族性,個 体

的差異のあ る事は万人疑はざ るところであ る.

私の例の二重輪状肝硬変症に見 る如 き旺盛な

る結締織増殖の態度は肝硬 変の成 り立ち方に

対 する改築,循 環障碍,毒 力の持続乃至反復

の他に個体のFibrinose Diatheseな るものも

一応考慮 され得 るものである.次 に局所的条

件であ るが重複性肝硬 変の如 く持続性 乃至反

復性 の肝傷 害 に依 り増築Anbauの 添 加に よ

つて改築Umbauが 相当進 み,こ ゝに出来た

新 しい肝細胞 の中には元来の肝小葉に於け る

如 く規則正 しい放射状血管構造が認められず,

実質島自身歪曲 され元来 の規則性は見出 され

得ない. 1935年Rablに 依 る発生論は肝硬変

(一 次期)が 実質増生による結締織緊張変化

として偏位に形成 されRablは 純粋に機械的

に よる一説を樹て,結 締織の肥厚 す る事に依

り分裂 され或は被働的に圧迫 され 円形化す る

事のみを云つて居 る.然 し私の示す諸例は単

な る結締織の単一な被働性分劃 と見 るべ きも

のでな く結締織に於ても又適応性肥厚のある

事実を特に指摘強調するものである.長 与乙

型の発生が今日迄未解決のままとりあげられ

て来たが,そ の組織発生はとりもなほさず此

の結締織適応性肥大に其の本態がある事を思

惟するものである.又 第二次期に於ける結締

織増殖の解発として注意すべきは結締織増殖

が肝小葉周縁を蚕蝕 して進む場合 と,今 一つ

は輪状実質島内の中心性静脉を少しはずれた

る処に焦点的に円形細胞(主 として淋巴球性

細胞)が 一次期肝硬変時にとり残され,二 次

期肝硬変症の解発と共に該部より肝小葉外周

に遠心性結締織増殖を来 し,肝 実質島周縁よ

り小葉内に求心性に進行する結織増殖と相俟

ち二次期肝硬変解発に重要なる発動機会を附

与 している事は重要なる所見である.

第二の問題として再生機転であるが之も又

全身的局所条件に依 り左右されるであろうが,

所謂肝細胞の増生再生力の問題である.茲 に

興味あるのは二次性実質島に於て実質傷害を

前提とせざる肝細胞の結節性肥大増生が如何

にして起るかと云ふ問題である.既 に一般の

肝硬変の結節性形成は初期は単なる肝細胞の

増生に始まるも時期が進めば常に肝細胞 と血

管,並 に支柱組織成分の規則的なる組合せを

特徴とする肝組織の増生であつて類小葉構造

を有するに至るものである. (Rablは 肝細胞

増生の中には血管がないと言つて居る)即 類

小葉性構造を示すに至つて肝改築の現象は安

定するものと見るべきである.其 の進行過程

にある不安定なる結節にあつては小葉内血管

の結節内の血液循環が不均等に して肝細胞の

再生速度旺盛なる場合は一度形成された実質

島嶼内に於て増生速度の不平均を起す結果,

血液循環の良好なる部分に於て二次性の細胞

実質結節が形成 されるものと思はれる.こ の

事は断る二次性結節が血管を中心 として形成

されるか若 しくは然 らざる周囲の部分より血

液供給の良好な る部分が著しく充血性である

と言ふ事実(写 眞圓23, 24)に よつて理解さ

れる.即 一次性実質島嶼から不安定期に於て

結締織の適応性肥厚を伴ふ硬変型が起 り得 る
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事を茲に強調 したい.即 二次性の肝実質結節

形成の成因は全肝臓に於 け る傷害に基づ く肝

細胞の再生機転が基因 とな るもので あるが,

不安定期に於け る循環障碍性 によつ て解発 さ

れる場合 と肝実質の二次性傷害に よつて反復

された二次的再生性の もの とに分け る事が出

来 ると思ふ.

後戦いちはや く田部教授 はLaennec肝 硬 変

症の中には重複性輪状肝硬 変症の分類によつ

て解明 され得る諸問題の多きを指摘 されたが

私は茲にそれを実証す る事が出来た.は か ら

ずも今 日流行性肝炎に端を発せ る慢性肝炎の

存在が重視 されて来たが,私 が本研究によつ

て得た病理形態学的知見に よると,斯 る慢性

肝炎,並 に萎縮性肝硬変症の関聯性に関す る

諸問題に就て,重 複性輪状肝硬変症の観点 よ

り始めて解明 され得 るものが多いのではなか

ろうか.今 後の研究を待つ次第である.

Ⅴ. 結 論

1. 私は57例 の肝硬変症の中12例 の重複

性輪状肝硬変症に就て組織発生を検討 した.

2. 重複性輪状肝硬変症 とは,一 次性肝実

質島嶼内に二次性に改築を反復す る肝硬変症

を言 う.

3. 一次性硬変は全例共所謂 甲型で,一 次

性島嶼内に見 られた二次性硬変像は三型に分

類 し得 る.

(1) Ⅰ型は同 じく甲型各期の変化 を反復

す る型で,其 の最 も進行せ るものが二重輪状

肝硬変症で ある.

(2) 第 Ⅱ型は肝実質 の所謂網状壊死 と肝

細胞の結節形成が共存す る型で,小 葉内結締

織は結節に圧迫 され,偏 集増殖 し,遂 に輪状

帯 を形成す る.

(3) 第 Ⅲ型は一次性輪状実質島嶼内で肝

細胞の一部が結節性増生を起 し,周 囲実質の

結締織線維が肥厚増加 し,次 で介在肝細胞が

萎縮消失 し,太 い結締織輪状帯を形成す る型

で,二 次性硬変に見 る結締織増殖方式は単一

でな く,修 復性増殖の他に肝実質傷害を前提

とせざ る結締織増加を起す場合が あ り,後 者

は実質の結節増生に伴 う間質の適応性増殖で

ある.

4. 肝実質結節増生の成因に就 ては,第 二

次結節の多 くが中心に血管 を有す るか,若 し

くは周囲の肝組織に比 して著 しく充血性な る

ことより,改 築過程 にある第一次実質島内の

血行不均等状態が結節性増生を解発す る.

(本論文の要旨は昭和22年 第36回 日本病理学会

総会に於て演説発表した)
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附 圖 説 明

第1図　 二重輪状肝硬変症の表面像.

(暑ぼ実物大)

第2図　 同例の割面像

(暑 実々物大)

第3図　 癌性変化を合併せざる重複性輪状肝硬変症

第3例(朝 鮮人例)表 面像

第4図　 癌性変化を合併せざる重複性輪状肝硬変症

第6例　 表面像

第5図　 同例の割面像.

第6図　 肝癌合併の第2例

孤立性癌性結節を見る.

第7図　 二重輪状肝硬変症

輪状実質島周縁に於て新旧二種の明瞭なる

結締織増殖層を見る.

(図表1の Ⅰ型,Ⅱ に相当)

左輪状実質島内には二次性結締織増殖が瀰

蔓性に進行す.

(図表1の Ⅰ型,Ⅲ ～Ⅳ に相当)

Mallory染 色, Leitz OB. 3×OK. 3.

第8図　 二重輪状肝硬変症

最も陳旧化せる一次性結締織増殖部に所謂

甲型像の残存 と共 に,左 上.右 下には二重

輪状像が見 られ る.

Mallory染 色. Leitz OB. 3×OK. 1.

第9図　 二重輪状肝硬変症

二 次性結締織増殖部に於ける格子線維 の肥

厚増殖.

Mallory染 色. Leitz OB. 7×OK. 3.

第10図　 二重輪状肝硬変症

二 次性結締織増殖部に於ける潤管増殖.淋

巴球反応.

H-Eosin染 色. Leitz OB. 7×OK. 3.

第11図　 二重輪状肝硬変症

輪状実質島内全般 に二次性結締織増殖著明

で,膽 管,潤 管増殖.淋 巴球反応著明.

(図表1の Ⅰ型,Ⅲ に相当)

MallOry染 色. Leitz OB. 3×OK. 1.

第12図　 二重輪状肝硬変症

輪状実質島内に改築を反復 し類小葉像を示

す.(図 表1の Ⅰ型,Ⅴ ～Ⅵに相当)

Mallory染 色. Leitz OB. 3×OK. 1.

第13図　 癌悼変化合併の第1例.
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輪状実質 周縁に二重輪状像が明視 される.

但 し二次性結締織増殖層は網状を呈す.

(図表1の Ⅱ型,Ⅱ,Ⅲ に相当)

H-Eosin染 色. Leitz OB. 3×OK. 1.

第14図　 同例

右輪状実質島は広汎なる壊死を見,左 輪状

実質島に二次期硬変機転を軽度に認む.

H-Eosin染 色. Leitz OB. 3×OK. 3.

第15図　 同例

輪状実質島内の一部に癌性発育を見,周 囲

肝細胞索は圧迫細長化 し,結 締織増殖帯に

偏入す,

H-Eosin染 色. Leitz OB. 7×OK. 3.

第16図　 癌性変化を合併せざる重複性輪状肝硬変症

第7例

実質島内中心静脉附近に小円形細胞の焦点

的浸潤の残遺.

H-Eosin染 色. Leitz OB. 3×OK. 3.

第17図　 同例

該焦点的浸潤の張拡.

H-Eosin染 色. Leitz OB. 7×OK. 3.

第18図　 同例

肝実質内焦点的小円形細胞の遺残巣に始発

せ る遠心性肝硬変の解発.

第19図　 二重輪状肝硬変症

輪状実質内に始発せ る遠心性硬変の進展と

間質結締織増殖による求心性硬変との合流

を見る.

Mallory染 色. Leitz OB. 3×OK. 3.

第20図　 癌性変化を合併せざる重複性輪状肝硬変症

第5例.

安定化せる輪状実質島内に尚一部改築機転

の反復を見 る.

Mallory染 色. Leitz OB. 3×OK. 1.

第21図　 癌性変化を合併せざる重複性輪状肝硬変症

第3例.

一部の輪状実質島内には第 Ⅰ型の硬変機転

を認む,(図 表1の Ⅰ型,Ⅱ の型)

第22図　 同例

適応性 線維増殖 の純型輪状実質島内には中

心性血管を抱擁せ る類小葉構造の結節増生

を来 し,× 部に見る如き支柱組織 の適応性

肥厚並に増殖を見,肝 細胞の変性壊死を認

めない.(図 表1の Ⅲ型,Ⅱ に相当)

Mallory染 色. Leitz OB. 3×OK. 3.

第23図　 同例

輪状実質島内に於ける肝組織の再生.中 心

性血管抱擁部 に類小葉構造の結節性増生を

見 る.

H-Eosin染 色. Leitz OB. 3×OK. 1.

第24図　 同例輪状実質 島内に於ける肝組織性 の再生

結節性増生部は充血性である.

Mallory染 色. Leitz OB.7×OK. 3.
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