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食道・胃粘膜接合部(EG junction)よりみた動物の類似

小 林 貞 夫

国保群岡診療所 内科

Similarities of Animals as Seen Through their Esophagogastroric 

Mucosal junction (EG junction)

Sadao KOBAYASHI

InternalMedJ'cl-neKokuhoMLlra()k∂Ch'nL-C

要 旨

EGjunctionは外肺某,内肺葉の境界と考えている.主として脊椎動物については既に発表し

ているが,無脊椎動物を含めた動物についてもEGjunctionがあり,動物のかたちをfEl-7_角鋼dる 卜

で重要と考える.E(Hunctionを外肺某,内服薬の境界とするならば鯉,鰭,気管,肺は外肺葉由

来となる.サメは標が無いとされているが,標の機能を持つ組織は頭部から的鰭起始部外戊 卜

にある,標の働きの ･つは重力に対する個体の休勢を経路する機能で,バランス器官である.そ

の他バランスを保つ器雷は腹孔があり,腹腔抑 LA.の調節に関 fjサ ると推測する.メタラウナギ

の重力に対するバランス器官は左右腹側に対称 的にある劉 犬の器官である粘液腺を考える.ヒ

トの EGjunctionで発生するBarrett日友はサメの EGjunctionと比較するとその成因を理解出

来る.

キーワード:食道･胃粘膜接合部,EGjunction,醍,対重力バランス器官,腹孔,BarrettL皮

は じ め に

ヒ トには明 らかに EGjunctionを内視鏡による

観察で も,組織像の 王二で も確認できる.これは発

生学的に説明できるのではないかと考え先に報告

した 1).更にこれは脊椎動物,無脊椎動物にも共

通 した構造 と考えられる事を期待 して動物樺を増

や して,検討を加えた.

EGjunctionは脊椎動物,無脊椎動物 に拘 わ ら

ず認めた.検討 してい く過程でサメに標が無い事
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を知り,不思議に思 ったが,標に相 当するであろ

う器官がある奉を報告する.磨票は魚類においては

重力と関係 して,左払 前後のバ ランスをとる働

きを持ち,両生類,噸虫類,鳥類,晒乳類ではバラ

ンスをとるには更に四肢が発達 し,標は重力を利

用 したバ ランスをとる器官から,加えて呼吸機能

を担 う肺になったと考 える.加えてサメにおいて

は総排酒口より僅か尾側に対照的にある腹孔が腹

腔 と外界をつなぎ,腹腔内の圧の調節にあずかる

と思 う.無顎綱のカワヤツメ,スナヤツメは咽頭
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の腹側において袋状のものがあり,腰に相当する

と解釈する.メタラウナギは腹側に対称的にある

褒状 の粘 液腺が重力の調節にあずかると推測す

る.重力が動物の形,進化に大きな力がある事に

ついて西原は指摘 している 2).ヒ トの EGjunc-

tionにおいて Barrett上皮は注 目されているが,

サメとの比較においてその成因を理解できる.

検 討 動 物

晒乳綱 コウモリ (民家に入ったもの),軟骨

魚綱 アブラツノザメ, トラサメ,ドチザメ,無

顎綱 カワヤツメ,スナヤツメ,メタラウナギ,

硬骨魚綱 ピラルク,軟体動物門 顔見綱 スル

メイカ,ホタルイれ 双殻綱 ハマグリ,ホタ

テガイ,節足動物門 甲殻綱 ミジンコ,原索動

物門 尾索綱 マポヤ

検 討 方 法

100/oホルマ リン固定 し,HE染色,一部 PAS

染色,HID-AB染色,ホタルイカEGjunctionに

はケラチン染色標本を作製 した.標本作成は江東

微研新潟支所病理室に依頼 した.光学顕微鏡観察

である.標本作製面は主に前額断と,少数の矢状

断を作成 した.

所 見

1.晴乳綱

コウモリ 重層扇平上皮の食道があり,それに

続 く腎 l二度は 1層の被覆 L皮と,好酸性に染まる

細胞質を持った多数の腺上皮があり,食道と腎の

境界は明らかである (図 1).気管,肺組織はヒト

と相同である.

2.軟骨魚網

アブラツノザメ 水産問屋より個人的に提供を

受けた個体である.肉眼的に EG如nction部は明

らかである.食道部は多くの突起物がみ られる.

あたかも大根おろしの面である.腎に入ると褐色
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調が強い.食道から胃にかけて,粘膜~円二造血細

脂,血液細胞が多く存在する (図 2).腎との境界

は食道が重層上皮で,胃に入ると被覆細胞,腺上

皮となり,境界は明らかである (図3).しかし部

位により食道側 L夜が円柱 上皮に覆われ,腎の円

柱上皮とまざらわ しい.PAS染色では胃上皮では

赤 く染 まる細胞質が多く,HID-AB染色では黒

褐色に染まる粘液を多く有 し,胃側 では染まらな

い.EGjunction部で差がある (図 4,5).

トラザメ ふ化 したばかりの個体で,外皮の細

かい楯鱗が全身に見られる.京急油壷マリンバ-

ク 樺滑 津先生のご厚意により提供 された個体

である (図6).約 5mm間隔の横断面の観察であ

るが,組織像でアブラツノザメ同様に EGjunc-

tionは見られた.咽頭,食道は粘液を多く有する

細胞 を混 じた重層上皮として明 らかである (図

7).一部上皮に線毛を有する.腎に近くなると重

層が目立たず 1層の円柱上皮に見える (図 8).冒

の上皮は好酸性に染まる腺細胞を有する特有の胃

組織からなる.食道側はPAS染色で赤 く染 まる

が胃側に比 し,薄い.胃側はPAS染色で赤く強く

染まっている.HID-AB染色では黒褐色の粘液

を多く有 し,胃部では染まらない (図9,10,ll,

12).

小腸に入ると断面でヒダが渦巻き状になり,ロ

-ルケ-キのように現れる.表面積を増す状態で

ある.

標は見られなかった.しかし頭部から陶鰭起始

部外皮下には左右対称的に袋状のものが寄 り集ま

ってある.袋状組織に混 じり厚い結合織に囲まれ

ておる組織はローレンツイニ器官がある.ローレ

ンツイニ器官上皮は主に 1層の L皮からなってい

るが,部分的に背の高い細胞からなる所がある.

感覚器官をうかがわせる (固 IS).袋状の組織は

背の低い と皮からなっており (図 14),隣 り合う

部分は疎な結合組織からなる.左右対称的に分布

している.組織標本では内容がない.しかし次に

述べるドチザメ成体では淡 くヘマ トキシリンで染

まる内容を有 している.この袋が多数寄 り集まっ

ている組織は浮力と関係 し,バランスをとる働き

を推測する.袋状の組織は一部ロ-レンツイニ器
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官 とつながっている.

ドチザメ 体長 25cm2匹と,50cmほどの成体

1匹の御提供を受け検索 した.同様袋状の組織が

あり, トラサ メと同 じ所見である.猿状のものは

内肇が無いものから,溌 く染まっている粘滴様の

ものがある.粘滴様の ものは PAS染色では薄 く

紅色に染まるものから,濃 く染まっているものま

である.HID-AB染色ではうす黒 く染 まってい

る.

成体の ドチザメでは袋状のものはロ-レンチツ

イニ器官のほか,タロ-バ状の腔 を有する組織が

ある.袋状の組織は隣あう壁は薄 く,左右対称的

に分布 している.浮力と関係 し,バ ランスをとる

と推測 させる (図 15,16,17).総排潮Ilより更

に少 し尾側に左右対称的に小 さな穴がある.腹孔

である.重層上皮からなり,短い距離で腹腔 と外

界をつなげている (図 18, 19).腹症 を調節 し,

腹部を中心としたバ ランスをとる働 きを有すると

想像する.

フ化産後の ドチザメでも咽晩 食道は重層 日友

である,しか しEGjunction部で食道側の 日麦は

重層 と分かりにくい.しか し胃に入ると好酸性に

染まる腺細胞を多く有する組織 となり,明 らかに

差がある (図20).食道側には線 毛を有する上皮

もある.腸に入ると, トラサメにみた様に,ヒダ

はロールケーキ様 となり (図 21),1箇所 より飛

び出 し,渦巻きの形を畳 している (図22).

3.無顎綱

カワヤツメ,スナヤツメ 食道 ･胃粘膜接合部

については既に報告 したが,咽頭部は背腹2つの

管に分かれている 3日図 23).腹側の期 末の部分は

鱈に相当する.

メタラウナギ 西原産成先生より提供を受けた

ホルマ リン固定標本である.個体の側面に球状,

袋状の部分が左右対称的にあり,ほぼ均 ･な粘液

様の内容 を有 している.粘滴腺である (図 24).

粘液の中にエオジンに染まる小塊状のものが多数

混在 している (図25).PAS染色では赤 く染まり,

HID-AB染色でほ うす黒 く染 まる.小塊状の も

のは白く抜けている.腸管部分は青 く染まってい

る (図26).左右対称的で,バ ランスをとる働 き

を有すると推測 される.

-I.硬骨魚綱

ピラルク (図27)EGjunction戊は縦隊では 重

層扇平 臣二度の食道 と,腎は区別 される.境界部の

食道側はFrr沌喜三上皮に見える.しか しPAS染色で

食道腺は赤く濃染 し,HID-AB染色では食道側

上皮は食道腺 を含めて腎部 L皮 とは区別 される

(図 28abc).標は咽頭の正中 臣二壁 より管状に標管

があり,咽頭上壁で,左右尾側へ広がっていく.

壁には血管が豊富に見られた.幣管は重層 上皮で,

逆鉾状に弁が3,4箇所出来ている (図29).照部

分の上皮は粘液を有する細胞が多く並び, 一部 2,

3層の上皮からなっている.

5.軟体動物門

ホタルイカ 産地より底接宅急便で送って頂い

た (図 30).日か ら食道はケラチン質でおおわれ

ている (図31).ケラチン免疫染色でその表層の

･番 内 腔に面する部分は薄い層が区別される (図

32).冒,腸とすべ き消化管の部分は肝臓を通り越

した部分にある.食道側では背の低い上皮からな

り,胃に入 ると背の高い 上皮 か らなっている.

PAS染色で食道側は染まらないが,腎に入ると強

く赤 く染 まり,食道 と腎･腸粘膜の境界は明らか

である (図 33,34).スルメイカは標本の新鮮 さ

が失われているが,ホタルイカと同 じ食道 ･胃腸

粘膜境界がうかがわれた,呼吸機能である鯉は外

套腔内に左右対称的にある.鯉の構造は豊富な血

管があり,魚の鯉 と類似 している4).

6.双鞍網

ハマグリ 鯉嚢に続 く口唇部にお い て は背の低

い上皮が並び,腎腸管に入った所で背の高い上皮

になっている (図 35).境界は明 らかに区別 しに

くいが,この部に差はある.

ホタテガイ 同様 lI唇部から胃腸管にかけて

の L.皮の差はある (図36).
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7.節足動物門

甲殻綱 ミジンコ ロ道には均-一に染まるケラ

チン部分があり,胃腸管に入ると豊富な細胞質か

らなる上皮からなっている,EGjunetionはある

としたい.

8.原索動物門

尾索綱 マポヤ 咽頭,鯉部から食道とされる

入口郭がある.咽頭,鯉部は背の低 い上皮 よりな

り,食道とされている上皮は背の高い柱状の上皮

である.この食道とされている部は胃腸管のはじ

まりと考える (図 37).

9.ヒト

食道 ･胃粘膜接合部は明らかに認められるが,

Barrett食道と言われる接合部の上皮は重層 上皮

が腺上皮となっている.そ♂封我国について色々の

意見がある.今回次の症例を呈示する.77才女性.

胃癌のため46才胃全摘小腸 ･食道吻合術をうけ

る.食道都に発赤,びらんが続いており,何回か

の生検のなかには腺組織の発生が見られた (図

38).ヒトの重層扇平上皮部に何らかの刺激によ

り腺組織は出来うる.

検 討

1.動物に共通 したかたちである EGjunction

について

EGjunctionは脊椎動物の他,今回見当したホ

タルイカ,スルメイカ,ハマグリ,ホタテガイ,ホ

ヤなど無脊椎動物においても認められる.脊椎動

物であるコウモリ,ピラルク,アブラツノザj,

トラザメ,ドチザメについても更に確認した.従

って食道 ･胃粘膜接合部は脊索動物,無脊椎動物

に共通にあり,動物の基本的なかたちを理解して

いく上で重要である.

発生初期のEGjunctionは前回発表のヤマメの

所見は紙上皮のつながりをとらえた部分は重要と

考えている.この点については少数の威書からで

あるが,検討はない4)5).現在食道,気管,肺は荊

腸由来であるとされているが,動物のかたちを理

581

解 していく上で,EGjunctionは重要な部分とし

て発生学的に再検討する必要があると考える.

ホタルイカは肝臓の位置より越 えた所にEG

junctionを認めるが,ヒ トの EGjunctionと比較

して位置の上でも共通していると理解出来る.し

かしホタルイカの鯉は外套腔の中にあり,ヒトの

発生初期の鯉部とは異なる.呼吸機能を分担する

外私 鯉という働きから考えると,この器官の位

置の差は理解出来る.

TorreyTW はホヤについて食道とされている部

分は腎と表現 している 6).young,C.M.は食道と

しているが,肉眼所見,組織像からTorreyの考え

を支持する.食道 ･胃粘膜接合部を整合的に理解

するにはこの点は重要である.

ラーセン最新人体発生学 著者序文で信念の飛

躍に注意をうながしているが,EGjunctionの起

源については検討が加わっていく事を期待する7).

2.サメの重力に対するバランス器官について

サメについての解説は本間 らの書を参考にし

た 8ト 11).サメの EGjunctionは明 らかである.

この点についてはこれまで余り指摘されてきてい

ない.サメについて問題なのは標がない事である.

サメにおいてからだの浮力,バランスは標がない

とすれば何処でその機能を担っているかである.

今回検討した トラザメ,ふ化 したばかりの ドチサ

メ,成体の ドチザメには頭部から胸鰭にかけ薄い

壁,又は疎な結合織を持った寄 り集まった袋状の

組織がある.かなり広範囲にあり,左右対称的に

分布している,ここにガス,又は身体全体の比重

と異なる液体が貯留しているとすれば十分に浮力

と,バ ランスをとることが出来ると考える.越

田 ･常木の書で袋状の組織は トガリサルバにおい

て示されているが,興味深い 121.現在サメについ

ては鰐はなく肝臓の中にある比重の軽いステアリ

ン酸が浮力と,バランスをとると説明されている

が,急な動きには対応できないであろう.

動物のからだは色々の上皮の落ち込み,陥入は

普通に見られる.食道 ･胃粘膜接合部は外艦襲性

上皮が色々の程度におちこんで,内膳薬性上皮と

境界を作っていると理解できる.
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小林 :食道･胃粘膜接合部 (EGjunction)よりみた動物の類似

呼吸機能,浮九 聴力の役割を担う鯉,鰹,聴力

器官は同様外駈葉 上皮が陥入して形威されたと理

解出来るが,サメにおいては標とは別に頭部から

鰭部にかけて外皮…円二分布する寄り集まった袋状

組織がそれに代わるものとして出来たと考える.

この組織の一部には感覚細胞を持つロ-レンツ

イニ器官と-=一部続いている.側腹器と共通してい

る13ト 14)

なお硬骨魚においてカジカ類は顛票を亡くした魚

として紹介されているが,検討する予定である15)

ヤツメウナギ,スナヤツメについては咽頭の腹

側部に袋状のもがあり,バランスに対 して役割を

持っていると考えられる,スナヤツメ,カワヤツ

メの EGjunctionについては既に報告 したが,咽

頭部は背腹 2つの管に分かれている.これは 3)

にも記 されている.腹側の袋状の部分は頗票に相当

する.シーラカンスでは肺と表現 されている部と

の関係で興味深い 16ト 17)

メタラウナギについては体側の左右に褒状の粘

液腺があり,左右対照的に位置している.

中には粘液をつめ,バランスを保つ上で重要と

推測する.褒状の中にはHE染色で好酸性に染ま

る小片が多数あり,周 りにはHID-AB染色で黒

褐色に染まる粘減物質で満たされている.通常の

粘液だけではないが,バランスに役立っていると

推測する.

ホヤ EGjunctionはあると解釈するが,部位

は紙嚢 (咽頭)から,食道又は胃と称せられる入

口とする.食道上皮の細胞は背が高く,長い繊毛

を持っている.ホヤにおいてもEGjunctionはあ

ると主張したい.

3.ヒトのEG紬nctionについて

ヒ トにおいてもEGjunctionは明らかであるが,

臨床的に重要なBarrett食道粘膜の形成を説明す

る見解は色々ある 18)- 19).Barrett上皮は食道側

ド端部で重層上皮が 1層の円柱上皮に変化してい

る状態であるが,今回検討 した トラザメではEG

junction食道側が円柱上皮からなっている.その

日側食道,咽頭では境界は特に作らず重層上皮か

らなっている.前回報告したチョウザメについて
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みると同じ所見があり,しかもHID-AB染色で

は青く染まる粘液を有する杯細胞と,やや口側に

は黒褐色に染まる細胞を有する.腎側では染まら

ない (図 3艶 40,41上 サメにおいては通常 EG

junct豆on口側にH柱上皮が見られる事より,ヒ ト

においても食道粘膜の部位で重層上皮が円柱上皮

化する♂封ま容易であると理解したい.ラットを 使

用 した実験で,小腸吻合された食道に腺組織 ,腺

癌の形成が服部 らにより報告 されている 20)

食道中部 重層上皮部に腺組織が発生している例

は 1例経験 している.77才女性.胃癌により46

才胃全摘小腸･食道吻合術をうける.食道部に発

赤,びらんが続いており,何回かの生検のなかに

は腺組織の発生が見られた症例である.ヒトの重

層扇平上皮部に何らかの刺激により腺組織は出来

うる.幕内の概評は現状での Barre仕食道につい

ての成因を整理 されている21).色々の手法で,今

後解明されていく事が期待される.

結 論

食道 ･胃粘膜接合部は外椎葉,内膳薬の境界と

理解 し,それは脊索動物,無脊椎動物に共通 して

見られる組織部分であり,これを理解することは

臨床的にも重要である.

チ ョウザメ,サメの EGjunctionl層の円柱上

皮に見えるが,HID-AB染色から見ると重層上

皮部と共通 した上皮である.Barrett上皮 も食道

側に共通していると考える.

サメについては標の機能は頭部から胸鰭外皮下

に主に対称的に分布 した寄り集まった袋状組織が

重力に対してバランスをとる標に相当する機能を

持つと考える.メタラウナギについては左右腹側

に対称的にある袋状器官が重力に対 してバランス

をとる器官と理解する.
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