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要

食道噴門腺がパ レット粘膜の発生母地になりうるとする考え方の妥当性を検証するため,逮

流性食道炎に伴 う食道噴F朋泉の病理組織形態,粘液形質,細胞増殖活性の変化について検討 し

た.食道亜全摘術が施行 された食道扇平上皮癌症例 68例の 669切片を検索対象とした.HE架

色標本で,逆流性食道炎の有無,食道噴門腺の表層露出の有無 (非露出型か露出型か)と大き

さを,MUC5AC ･MUC6･Ki-67の 3東免疫染色で,粘液形質発現のパ タ-ンと細胞増殖活性

を,それぞれ検討 した.逆流性食道炎 (-)例は全て非露出型で,露出型は逆流性食道炎 (+)

例のみにみられた.非露出型は,逆流性食道炎 (-)例は (+)例に比べ,有意に小 さく,細胞

増殖活性も低 く,MUC6発現が後位であった.逆流性食道炎 (+)例では,MUC6とMUC5AC

の共発現輝度が高 くなり,露出型に比べ非露出型で増殖活性の先進 と大 きさの増大がみ られ

粘液形質の発現パ タ-ンもMUC5ACとMUC6のモザイク状混在から 圭こ皮内極性 (MUCSAC

とMUC6発現領域が,それぞれ上皮中層-表層と閲深層に極性化)を示すものの頻度が高くな

った こうした粘液形質発現の上皮内極性を示す露出型食道噴門腺では,増殖細胞の高密度領

域 (増殖帯)形成 もみられた.露出型食道噴門腺にみられた粘液形質発現のパターンは,パ レ

ット粘膜の移行型上皮に類似 している.また,露出型食道噴門腺と,逆流性食道炎のない非露出

型食道噴門腺とは,組織像,粘液形質,細胞増殖活性 ともに連続 したスペク トラムの組織である

ことが推定 される.これらのことは, "逆流性食道炎の炎症刺激を受けた食道噴門腺が,バレッ
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ト粘膜の発生母地になりうる"ことの妥当性を示していると考えられる.

考-ワード:逆流性食道炎,食道噴門腺,粘液形質,細胞増殖活性,パレット食道

緒 呂

重層扇平HuE:h皮で覆われる食道粘膜の一部が,冒

から連続した円柱上皮に置換されていることがあ

る.円柱上皮で覆われる食道粘膜はパ レット粘膜,

パレット粘膜を有する食道はパレット食道 1ト 3)

と呼ばれる.パレット粘膜は,壁細胞や主細胞を

伴う胃底腺型上皮,腎噴門腺や幽門腺に類似した

粘液腺を有する移行型上皮,および不完全腸上皮

化生上皮に類似した特殊円柱上皮により構成され

る4).パレット粘膜は,傷害を受けた食道扇平上

皮粘膜の再生過程で発生すると考えられている

が,傷害の原因としては逆流性食道炎 潤 酸の食

道への逆流)が重視されている5).欧米では逆流

性食道炎症例の5-15%にパレット食道が認め

られ 6ト 8),更に逆流性食道炎の持続期間が長い

もの程パレット食道の発生頻度も高いことが報告

されている9)10).パレット食道の蔑要な合併症と

して腺癌の発生がある.欧米ではパレット食道に

発生 した腺癌の頻度が,食道癌全体の半数を越え

ている11).しかし,腺癌の発生陣地となるパレッ

ト粘膜が,組織学的にどうような過程を経て形成

されてゆくのかについては,解明されていない.

これまで,パレット粘膜の発生母地としては,

胃噴門腺粘膜 1),食道扇平上皮 12)13),食道腺もし

くはその導管 14),などが想定されてきたが,近年

食道噴門腺を発生母地とする考え方 15ト 17)が注

目されるようになってきた.食道噴門腺は扇乎上

皮下の粘膜固有層内に散在する円柱上皮で,組織

学的には胃噴門腺に類似し2),食道胃接合部から

10-26mmまでの範囲に存在する17)18).食道噴

門腺の中には食道粘膜表面に直接露呈 し,円柱上

皮島 (周囲を扇平上皮で囲まれた円柱上皮粘膜)

を形成するものがあることも知られている14巨 16)

組織学的に食道噴門腺が類似する胃噴門腺は,パ

レット粘膜を構成する移行型上皮と類似 してい

る隼 パレット粘膜が食道噴門腺を発生母地とす

る考え方は,こうした組織学的類似性を出発点と

し,食道噴門腺が食道胃接合部近傍に分布 してい

ることや,その露出型である円柱上皮島の存在か

ら,逆流性食道炎により粘膜裏面に浮出 した複

数の食道噴門腺が進展 ･融合することで,バレワ

ト粘膜の移行型上皮が形成 されると推定 してい

る15)- 17).しかし,逆流性食道炎により食道噴門

腺の表層露出が生 じるかどうかにについての検証

はなされていない.

粘液形質は,円柱上皮の代表的な細胞形質であ

る.粘液は蛋白骨格 (粘液コア蛋白)と多数のオ

リゴ糖からなる分子量 40万以上の巨大分子であ

るが 19),粘液コア蛋白の発現には臓器 ･組織持

薬僕があることがわかっている20).また,その発

現様式や正常組織からの変異の解析は,種々の消

化管疾患の研究に応用 されている21).パレット

粘膜にみられる移行型上皮では,胃噴門腺や幽門

腺粘膜 22)と同様に,上皮中層-表層では胃腺滞

上皮型粘液コア蛋白であるMUC5ACが,上皮深

部では幽門腺型粘液コア蛋白であるMUC6が発

現 している23).パ レット粘膜が食道噴門腺を母

地として発生するなら,両者の間には粘液コア蛋

白発現で解析される粘液形質の発現パタ-ンにも

相同性が予想される.本研究は,食道噴門腺とパ

レット粘膜の組織発生的関連を検討するため,逮

流性食道炎に伴う食道噴門腺の病理組織形態,粘

液形繋,細胞増殖活性の変1机こついて検討した.

材料と方法

1.検討対象

食道亜全摘術が施行 され食道扇平上皮癌症例

68例を対象とした.対象症例の年齢は68,6±7.2

(48-85)歳,性別は男性 57例,女性 11例であ

った.術前に化学療法や放射線療法が施行されて
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図 1j態ZiLIF_全脳1;J･.例の良XI目指介評都城

ホルマリンlAJ'jiIH料 a-ヨード771派IT(ltJrVJb ヨードih'iA･散llJ強 ヨード訳解IYL

lTJで丘滋hiや上Iiが L̀!出色に染色されるため.瓜XIl'I接分離 (矢印)がIyJ腔になる

LJ削 榊郷土食例とも.良述rl接[ナ部を含む乍I.'.JflのU〃)山Lと作本作鮒が'Ilわれた

いた比例や.食jnLILJ指令部から3cm以内に!.VT病

変を認めた!.AT=(1llは対製から除外 した.Itf範例 68

例のホルマ リン岨'jiI材料にヨ- ド浴碑散布を/い

い.rjJEIJヰ軌?;iで食油H接介部を確認 した紘 (園

l).食iEH▲1楼介邦から企池川3cm以IJlを含む乍fi
城 を乍周作に 4-5mm幅でErJりHJ.した りJり.Lil.
しりJJlTの 川:,̂Jさ色標本を険鎖 して良逝噴F''Jf腺が77-

7Jけ るU川 を仙山 し,ulに HE染色ほ木と免嘘淡

色川に4/Lm迎fJILり)片を作製して.組織′lf的 免

岐aL織半rf.J検肘を行った JllhLIJTされたPJJ㌣故の介

計は 669枚. -権例n'[たり9_8±2_1枚 (中火IlgJ

I0枚)である

2.病理組織学的検討

HE隙本669り川Tにみられた食道噴rl川架を)F･i言

.lI'J型 ();･榊を扇､t;上肢が伺うもの)と掛L'J4'_I(pA

I"JNkllJlj｣_皮が舟Xi粘順表面に描呈するもの)に

/Jl軌 し (図 2),個々の良iei峨l●■川架の大きさ (岐

ほ×知は)を抑微鍵税額 ドミクロメーターで測証

した また.同 HEほ本を用いて逆流¶‥良jB炎

のイI無を検索 した.逆流性食道炎は,hi平 卜J上乍

朋の 2/3以 l.のI.i)さまで乳頭部hI=長がみ られる

か,稲平 LJR食層の l/6以 l二の記 さまで鵜Jlt酬胞

噌生がみられるもの 2).とした (図 .3)

3.免疫組織学的検討

パレットWIJl袋の相子~JJtl.!ヒ皮では.日pffl■■川架や紳

r■川納 l川lxT22)と同様に,卜伎小柄一式桝では11川か

託11皮/印材l液コア蛋rTであるMUC5ACが,l岐

深肘では朗r-一川かJtLl粘油コアflir'IであるMUC6が

党別 している23)(図 LI) 木研究では,良氾IrnF'IJJl穀

のこれら#lll娘コア試F7の碓税のイJ.無とHlL およ

びbEl胞榔朋子.I.什とを検討するため.S[reptavidlTl-

b)()11111mmunOPerOXidase(SAD)汰 (lllStOfine

SAB-POkJl.NichLrCIJapan)を用いて,MUC5AC.

MUC6と耶帥細胞マ-カーtG-67の 3巾免唆染

色を'lJTった MUC5AC.MUC6,K1-67に対する

モノクロ-ナル杭休には HGM45Ml(Novocastra.

UK),HIK-1083(KantoKagakuJapan),MH3-I

(lrrmlunOteCh.France)杏.発色には二1-フク

シン (Nichlrel,Japan)(赤色).SG (Vector.USA)

(紺 色).DAB(WakoJapaJl)(J>T妄色)をそれぞれ

用いた H(jM45Mlと HTlく-1083による免岐染

色では相性所iLは細胞質粘液に.K1-67免疫染色

では似M~所lHま棺に,それぞれ認められる 3･TI:

免授漁色悼本により.食li噴門腺のW,油形Ti発131

のハターンを解析し,個々の良掛 即 朋栄の Kl167

摂,Yaiや (乍細胞の111で Ki-67似M三捌胞がllJめる

刺:%)を符定 した,
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図2 位1IPnr̀)腺0)HE標本柄月!封L縦憎

a JL'hT.LhTt') 氏iEi噴I"J腺 (esoph̀lgCalcardlaCmuCOSaTT,CM)の長屑は吊平 卜吃

(squamousepILTIClllln ST二)で招われる b 再LL'J型 良jfIILll●'lq'i(ECM)は届､IL上

痩 (SE)の問から,良El粍順良面に誠一it_している (夫r;I))

Eg13逆流性良n炎(:よる稲平l_喋の変化
a 稲fl二岐乍肘の2/3以 lのlr:.さまで 孔yEiの世良がみられる (大l-1J)b GI羊

上枝乍桝の l/6以 1-_の高さまで.).亀鑑糾胸の柄'l三がある (両矢印)

統rlt検定にはx--廃校走 とMann-VmitneyU

検'ji:を川い.p<005をJILぶ.差ありとした

結 果

1.逆流性食道炎と食道噴門腺

68止 例669切片小,495胴の食道噴F【川東が認め

られ.再出型が 303/495(612%).JF指lIJl型が

192/495(388%)であった 逆流性食氾炎のイ丁

難と良XiuLW'1腺のJuと0)FTl'=二はイ7怨のイ川村があっ

た 逆流性食氾炎 (-)の食道PllllJI川如こ指.Ju型は

なく,逆流作食氾炎 (+)の ものでは'prdIIJ.型が

192/423(45.4%)をIllめた (p<OOOl)(表1)

2.食道噴門腺の事占沫形質発現バターン

食道帆 ■‖椀の枯油形質すさ現には次の 3つのパタ

- ンが あった TypeA.MUC5̂ C (-)/MUC6

(+).TypeB.MUC5AC (+)/MUC6 (+)で,
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図 1バ レ パ､Illl暇持1日LiillrJIJとo)MUC5ACとMUC6ブ己税

SA出払でDAB(,br‡色)で発色 Fli小IL･7-J<Vlでは.■〃鵬縮 ll11■JRIl.仔コアiLi(I

(MLrC5AC)が,rH】探Mでは幽l"川liV仰1娘コ'/掛′l(MUC6)が死別している

それぞれを党別するiJIl他がモサ イ'/]/､に.;ilrr..

'ryT)eCMUC5AC(+)/ML.'C (+)で,そわそ

わの死別に 卜攻IJ､州州~があり.MUC5AC(+)糊

他は 仁Fとrl,hL･'/一点hll細胞に,MUC6(+)糾胞は

llrJ深抑 二'JlllJする (図5)

3.逆流性食道炎.食道噴門腺の型.粘蒲形質発

現バターンとの関係

逆流M_企氾炎 (-)のJly'3'.'rJ.～.LJ舟逝pn門I旅で

は.MUC6のみが沌BlするtypeA(40.3%)と

ML)C5ACとMUC6ブEBl細胞がモザイク】Jur=Iiut.

するtyl光B(50.0%)で乍体の 903%をIIIめた.

逆u.L仲良道炎 (+)の血道噴門腺では,井描出JIl)

はIypel与(66.2%)とtyl)eC(MUC5ACとMUC6

の両hが Llとl人胸【作をもって碓JIL)(225%)で乍

作の 887%をIIIめ,'1li.IIJ.邪には typeAはなく,

typeCが917%をIIJAめた (表 2)

Jh削l'li'i食止帆 'L日録を対馴 二,逆流Mft迫炎の

イJ瀬とWl派形門稚現ハク-ンとOr)r刈株をみると.

Jl'JillMr-Jでも逆流什良娼炎 (-)のものはIL'H -)

.'=比べ,〃一法.p=MUC5AC党規粗度が,':占かった

(rypeAvs【yl打B+C)(表 3) :)Iに.逆流M食迫

炎 (+)7.1二I列のみを対馴 二.非花川,代りと指ItJ,咋1Jで

～lUC5ACと MUC6の発月l/､ターンを化較する

と.捕山巧')はJFll-hl川巧●!に比べ.r'Tq私消 コアiTH′lの

yEBLに上Ii内臓tLを'7.-すものの軌J空がllぶ.にlH'Jか

った (tyTXBvstypeC)(秦ll)
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J.逆流性食道炎と食道噴門腺の型.大 きさ.細

胞増殖活性 との関係

食道PB門腺の 人 ささ (良'rtx短は:‖1m2) は,

逆流仲 良迫炎 (+)の ものが (-)に比べ11怨に

表 l 逆流Mlq氾炎の†J,紙と良氾l州1r川彩のItlr

非井出空 茶ttl型

なし 72 0
あり 231 192

I-ヽ ･ヽミ-ヽ1>ヽ ;一.

3,.P

妄ト･∩-1･･: .I:昔

7,
I.'J.I,yTJ.ll.I:i
･T
i
.:i
.持

I.I.__

人きく(060
,
188vsO19)(表5)(図6-a.b).
逆
流仲良逝炎(+)ては蒜.
llJ
.
型が非婚出竹こ比べ有

意に人きかった(188vsO.
60)
.
Kj167
標識準

(%)でみた細胞相継所作も
.
逆流什食氾炎(+)

のものが(-)に比べ有意に.IL3
くく4
.
21
,
125vs

O36)
,
逆流性食迫炎(+)で

は
'捕'l■LJ,
lt')が非'dilr川Ll
に比ベイ了怨にI."'Jかっ
た(125vs421)(表5)逆流

性食道炎のイ畑H:よらずJl'JhlllJJ
tLJ企追いTH.L川朱で

は
.
TG-67
呈炎色Pij性のh.
YI他州胞の')1作には定の

傾向はみられなかったが.
娼IHJq-1.
舟iEip州"川架では,
増納細胞はMUC5AC相性傾城(LJi巾桝-左肘
)

とMUC6P競作跡城(上枝深層)のI判にIJ'密度に

'JllJfし.
増継櫛を形成するIql:向が1上られた(Eg]

6-L･.
d)

-●′

図5 良iEIpnr"川東のMUCSAC/MUC6/LG-67 3･TL免岐染色

MUC5ACは1vIIl他門粘派が赤に.MUC6はいJ私Ifarが卯に.K)-67は棺がゑ色に それ

ぞれ淡色されている a typeA.良Xipnl''川東は.11UC6のみが閃作で LVIUC5ACはFJ'ミ

ft b■typeJi 氏氾pLlr鵬 はllUC5∧C,MITC6共に糊Mf_=が rJdhのは他州胞はモ

サイ'Jが､に.il/Lしている c typeC ftZl帆門腺のMUC5ACとMUC6発鋭く二IFと

内掩作がある MUC5AC暇什細胞は 上lilFIk4-去層に.MUC6FL5作細WtIはrn(謙抑 二'JT

布する
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表2 逆流性食道炎の有無,食道噴門腺の型,粘液形質発現パターンの関係

粘液形質発現
ハ9-･ン

食道炎 (-) 食道炎 (+)

非露出型 非露出型 露出型

29(40.30/o) 26(ll.30/.) 0

36(50.0%) 153(66.2%) 16(8･3%)

7(9.7%) 52(22･5%) 176(91,7%)

72(1000/o) 231(100%) 192(1000/o)

TypeA:MUCSAC仁)/MUC6(+)

TypeB:MUC5AC(+)/MUC6(+)で､両粘液コア蛋白発現細胞がモサーィゥ状に混在

TypeC:MUC5AC(+)/MUC6(+)で､それぞれのコア蛋白発現細胞に上皮内極性あり

表 3 逆流性食道炎の有無別にみた,非露出型食道噴F'朋泉の粘液形質

発現パタ-ン

非露出型
粘液形質発現ハターン

食道炎 卜) 食道炎 (+)

MUC5AC(-)(TypeA) 29 26

MUC5AC(+)(TypeB+⊂) 43 205

72 231

pく0.001

菱4 非露出型と露班型食道噴P朋泉の粘滴形質発現パ タ-ン (有逆流

性食道炎例)

粘液形質発現
ハターン

食道炎 (+)

非露出型 露出型

極性なし(TypeB) 153 16

極性あり(TypeC) 52 176

205 192

p<0.001
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表5 逆流性食道炎の有無別にみた,食道噴門腺の型と大きさ,細胞増殖活性との関係

食道炎 仁)

非露出型

食道炎 (+)

非 露 出 型 露出型

… ‥=~､† ~ ‥ トー ､■ 日日~

大き､さ佃 ｡･: .:1･1r)-I()･･?･こ :I).(I-,OlrJ.･･-:I---, i･Sさト IS･')

l *_==___=_____________________ ｣

r *｢ ｢ *｢

Kト67標識率 (%) 0.36±0.58 4.21±8.10 12.5±9.27

i * E

辛p<0.01

考 察

パレット食道は欧米に多く,日本では少ない病

態とされてきた.しかし近年日本でも,バレ､ソト

食道の原因として重視されている逆流性食道炎発

生頻度が上昇 しており24),それに伴いパレット

食道の発生頻度の増加も予想される.田本で逆流

性食道炎が増 えている理由 としては,第 - に

Hehcobacもerpyloriに対する除菌療法の普及が挙

げられる.Helicobacterpylori除菌により萎縮性

胃炎症例も減少するため,高齢になっても胃酸分

泌が低下せず,その逆流による食道粘膜傷害の発

生頻度が増加するとことが考えれられている25)

パ レット粘膜は食道腺癌の発生母地であり,欧米

ではパレット食道に発生した腺癌の頻度が,食道

癌全体の半数を越えている11).今後,田本でも逆

流性食道炎およびパレット食道発生頻度の上昇を

背景に,食道腺癌の増加も予想され,その早期発

見のためにもパレット粘膜の組織発生機序を明ら

かにすることが必要と考えられる.パレット粘膜

の発生母地は必ずしも単一組織とは限らない.こ

れまでに推定されてきた,胃噴門腺粘膜 1),食道

扇平上 皮 12)13),食道腺またはその導管 14),食道

噴門腺 15ト 17),それぞれがパ レット粘膜の発生

起点になる可能性は否定できない.しかしいずれ

の考え方も,逆流性食道炎を背景にどのような過

程を経てパ レット粘膜へと進展すかについては検

証されていない.本研究では,食道噴門腺を発生

起点とする考え方に焦点を当て,その妥当性につ

いて検討した.

本研究で対象とした食道噴門腺には,従来指摘

されてきたように 15ト 17),表層を扇平上皮で覆

われたもの (非露出型)以外に食道粘膜素面に直

接露呈するもの く露出型)とがあったが,露出型

は全て組織学的に逆流性食道炎 (+)とされる食

道にのみ認められ,逆流性食道炎 (-)例は全て

非露出型であった (喪1).非露出型でも,逆流性

食道炎 ト )のものは逆流惰性食道炎 (+)に

比べ有意に小 さく,Ki-67標識率でみた細胞増殖

活鰹 もo.36%と極めて低 く (表 5),粘液形質

MUC6のみが発現するtypeAの頻度が有意に高

かった く表 3).本研究対象は全例食道扇乎上皮癌

手術例であり,癌の存在に伴 う畷畦などにより,

食道扇平上皮に組織学的変化が現れない程度の胃
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図6 逆独t'L良心炎に(1う伶氾Pt11"川抑)JPl化

11 逆流fl一任氾炎 (-)でI..H レil(STr)卜にrllLするJFJ76,'ll叩1氏jDllrrJ"川穀

(rlCM)b 逆I71LMfijB炎 (+)でl..H IJと (SIT)卜に/lllするJhr諾.LLr.Jtリ企逝uflr一●J

腺 (lT,CM)c igi流fL_良ii炎 (+)で.AllH IIi (st:)のrl"rJから占用に;.1上 (JJJJ'Jこ

印) するyi'山代一l圧迫噴IJ川架(rICM)Ll cの3LTl免性リさ色標本 MUC5ACF拐¶甜目地

材1城 (t-_J上LIJ小ト ム朋 ,Jtf.T.孤)と MUCGFIlfl細胞祇J.4 (⊥li深み'/ I'J'J,F.孤)に l

岐IIJ純flがあり,州納ilLLFl'd(様が茶色L;kL色)(..rl'&.Jllql城 川.Tl祁･.'irr)がIJ'J斤のl'"IHこJrj:

収されている (l肘,WA)

良ii逆流が発/f:していた可能性は否;ii'で きない

従って.逆流作良Xi炎 (-)の食道が乍くのJTl粁

状態であるとはいえないが.本GJf究で′Jくされた逆

流什食氾炎 (-)非'y冒.LJJ.lt!食道噴F■■J暇の糾敵 他

派形JFi,細胞噌脈流作の特徴は.A:/hufの食Xl蛸l一■l

腺のそれに近似 したものであると考えられよう

逆 流什 食 道 炎 (+ ) 例 で は ,MUC6と

MUC5AC(7)jl.一党税額Jl'が高 くなり (表 3),1'glLIl.

型と非描.LIJ.型との比較では.前糾ま縁者に比べ御

地m洲hTLM~は砧く.人ききも大きく (表 5),WIi伴

形質 もlypcC(MuC5ACと MUC6発別'Hl城 が.

それぞれ 1二は中村～滋樹と同深鰍 二櫛什化)がl)

意にIL:古机J窪であった すなわち.逆流仲良冶炎に

よる炎1L紳 俄 により,食道pLWl川削二は翻胞Jm恥 F,

性のJ'し進に伴う大きさの竹入 (過形成) 氏Xifill

暇 Jt-印への'J'Pl'山.MUC5ACの['.一.i党別.MUC5AC

と MUC6発DL'pTi城の振作化という 一連o)変化が

ノI-.じることが 考えられる '1'ilEL'J型氏逝PN'-川か二は

更にLn祁細1J'dl'.S富JiE領域 (増机補)の形成がみ ら

れたが (図 6),二g)ことは.I)芳川刊食迫p州凡川的 i

■I●f朗r''川納 朋(,さとrl'脳 に,2方l''･J什 'Jl化 日二はJ<M

に向かって'F'川袈砧 卜技巧竺枯涌コア出rlMUC5AC

を発別する抑胞へ分化 し,深長引 二rr,Jかって糊r''川袈

型糾液コ-/訳｢lMUC6を発現す る細川kへ と'JT化
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す る)の 上皮で あることを示 してい る,同様 の現

象 は,炎症性 粘膜傷害 に対 す る小腸 上皮 の (檎)

幽門腺化生 に もみ られ る 26).す なわ ち,露山型食

道噴 門腺 は,逆流性 食道 炎 とい う炎症刺激に対応

して, "胃幽門腺 に類似 した細胞の増殖 ･分化機

構 の獲得" とい う,細胞系列転換 (化生)を来し

た上皮であると推定 され る.

露 出型 食道噴門腺 にみ られた粘液形質発現パタ

- ン 晦peC)は,パ レット粘膜の移行帯型上皮

(図 4)に類似 している.また,露出型食道噴門腺

と,逆流性食道炎のない非露出型食道噴門腺とは,

組織像,粘液形質,細胞増殖活性ともに連続した

スペク トラムの組織であることが推定される.こ

れらのことは, "逆流性食道炎の炎症刺激を受け

た食道噴門腺が,パレット粘膜の発生母地となり

うる"ことの妥当性を示 していると考えられる.

結 論

食道噴門腺は逆流性食道炎の炎症刺激により,

小型で増殖活性が低 く,MUC6発現優勢の非露出

型から,増殖活性の先進による過形成とMUC6

と MUC5ACの共発現 という変化を経て,バレワ

ト粘膜移行型 L疫に類似 した粘液形質発現パタ-

ンを示す露出型に推移す ることが想定された.こ

の こ とは,逆流性食道炎の炎症刺激 を受けた食道

噴 門腺が,パ レッ ト粘膜の発生母地になりうるこ

との妥当性 を示 していると考えられた.
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