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朴勝の繊毛発端では,上皮細胞が2,3日の短い寿命

を終えて絶えず死んでいる中にもかかわらず,繊毛の形

は整然 と採たれ,かつ上皮のバ リヤ-機構は経緯 されて

いる, この場所には予細胞死をこ伴 う巧妙なしかげが存在

するはずである.上皮内をこ多数出現する粟粒含有 リソバ

タロファ-ジ軌 アポ 約-シス碍誘導やアポ ト-シスを

おこした上皮細胞の処理に関わる様子を紹介する.

1.腸粘膜のマクロ7アージ

腸粘膜には. りンバ球､-＼･'Jr,~7-.,---∴ 製粒球.形

質細胞などが魔窟に存在する,勝粘膜はつねをこ外来抗原

をこ曝されるため免疫系の細胞が多いのは当然と思われる

かもしれない.ところ紙 健康な状態で粘膜の特産部位

をこマクロファージが教務する壌骨がある.小腺では線毛

年に報苦 さJlていろ卜2∴ 初期t-r)研究者｣と.て ′/rTw7-I,一一

ジが管腔内の艶物をとりこむために集まっていると想像

した. -jj.血鉄症患 者ハ小腸縄 仁先端部におし､て鉄分

(へそジデ リソ) を 保 有 したマクロファ--ジの廉横を認

めた AstL,lldi吊 ､ は ,余分左鉄分を除去するたれ こて

17口~7-.･-∵∵が 紙 t ;先端かi､､管陸内に廿 てくるLL:述べて

いる.SaWick呈ら4)はモルモ ッ トの小腺総毛先端部をこ

おけるマクロファ-ジの集横を電癖で観察 し,マクロファ-

ジが細胞成分を取 りこんでいることを初めて明らかに し

∵ ′′rて~7-,-∵∵によ一一､て貧食される十考:iた.

大勝粘膜では, ヒ トの直腸をこおいて土成直下の固有層

をこて タロファ-ジが教務ず ることが知 られている5㌦ 細

胞質;二は膜で包丁たれた粘液物質様(.T)ものが充満 して付 ),

いわゆる muciphageLI)形態を上る.直腸 に限 い fJL:.

卜の太腹粘膜をこぼ PAS (過 ヨウ素酸シッフ反応)陽性

Lf)一･~､,!Iロ-ド.･-.Jが阜(. しば しば癌細胞に間違えl､､JIL

た り,Whipple病 上諾ミ診 され るこしl二があ る上い ･-).

mueiphaLTeは陰謀L･')粘液細胞が産生 した余分左粘液を

取 りこんだマクロファ--ジであるとされているが,粘液

取 りこみのメカニズムは不明である.陰嵩の上皮細胞が

磨-分泌 されたものが再吸収 されたものか,と推測 され

ている.

2.マクロ77-ジは上皮細胞を貧食する

私たちは,サルの襲習標本を観察中をこ,小腺の繊毛先

端の 固着層にマタロファージが多数集積することに気づ

いた6､.このサ′Lは下痢で もしていたのか上思一〕た りも

したが,観察 されるすべての総毛の発端に同 じ規模のマ

タuブァ-ジが集積 している像は,正常の構造 で あ る と

とらえるべきであろう,マクロファ-ジの幾横 は , こ の

細胞を特異的に染める際に摺いられる酸性フォスファタ--

ジを検出すると,なおいっそうはっきりする 亡国 且).大

型で円形のマ クロブァ-ジが十二指腸から回腸の末端 ま

管,すべての繊毛先端に認められた.マタE"Sフヂ-ジは

線毛殿下殿方にも散在する酌 繊毛先端部のものに くら

べるとか塾である書繊毛の先端近 くの細胞を慧ど蔑食が旺

盛であることが容易に想像できる｡繊毛先端におけるマ

クロファ--ジの集積は,サル以外でほを沖を ットとウマ

で確認できた?). ラットや-ムスタ-の小腺において 鮎,

酸性 フォスファタ-ゼ陽性のマクロブァ-ジは繊毛の固

審層をこ多数見 られるが,集積の程度 も低い しき細胞の形

がほっそ りしてお り,旺盛な蔑食像は観察 されない.

発験動物の中ではタモルをットでサルと同様の所見が

観察 されたので,以後の研究はモルを ットを使 って行な

われた.電麻で観察すると,総毛先端の上皮直下に大型

図 1 サ′し空腸 (al とモ)しモ Lリトし')回腸 (い G7)

総毛発端をこ輿横するマク田ファ-洗 顔性フオ

ス7ァターゼ染色.Lは中心 リソバ管.
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図 2 モルモット回腸の繊毛発端におけるマクロファ-♂.

マクロブァ-ジ (M)の細胞質をこぼ細胞成分を含んだファゴゾ-

ムが充満 している (朱印).Eは上皮 x4200

大小のブァゴゾ-ムで充満 しているのが時政的である (図

盟).ファゴゾ-ムの中には, ミトコソドリア,ゴルジ装

置,粗面小胞体,核などがつまっており,Saw呈ckiら増)

が述べているように,確かをこ細胞成分を食べていた (た

だし,刷子縁の部分だけは含まれていない).ブァゴゾ-

ム車につねに未消化の細胞成分が見られるということは,

マクロフ7-ジが細胞成分を頻繁をこ食べていることにな

ら,上皮下の線維芽細胞 も繊毛の先端部で死んでおり,

マクロファージの蔑食の対象となるがタ数からいうと上

皮細胞がえじきになっているはずである.ブァゴゾ-ム

内の細胞小器官も,線維芽細胞よりは上皮細胞のそれをこ

似ていた8).

また,マクロファ-ジの突起が止皮内に侵入 し上皮細

胞をとりこみつつある像 転観察できた｡マクロファ-ジ

による上皮細胞の貧食は,上皮細胞をプロをデオキシウ

リジソで標識する方法によっても確認された.すなわち,

陰嵩で標識された上皮細胞は3日後には顧転宅の先端部をこ

達 し,その後マクロファ-ジの細胞質中をこあらわれる8㌦

マクロファ--ジが上皮細胞を丸ごと取 りこむかという

とそうではない.濃食像をこぼ,以下の2つの特徴がある中

① 上皮細胞は取 りこまれる前に細胞質がバラパラをこなっ

ている.細胞死に伴一一､て細胞が断片化する現象はアポ ト 1

-i-く Lpr･ogl-lullmedCelldeこIth Lとも呼ばれ 日本語で

は細胞の自然死,検死ともいう)に特有の像であり,断

片化 した細胞質はアポ ト-シス小体と呼ばれが ),(卦 細

胞の管腔側,すなわち刷子縁を含む管腔側細胞質は上皮

の車に残る.この部分は細胞接着装置をこよって隣 りの細

胞と連結 しており,これをこより上皮のパ リヤ-機構は細

胞の本体がなくなったあとも維持 されることになる.こ

の管腔側細胞質は最後には管腔内へ捨てられるが,そこ

闘 ま上皮バ リヤ-を破壊せずをこ離脱させる巧妙な しかげ

がある10㌦

3.上皮細胞の処理法はモルモット型とラッ ト型

に分かれる

寿命を終えた上皮細胞が繊毛発端で管腔内をこ剥離する

ことは,一般常識 となっている及川2).教科番によると

- r~lに約 30Og LJIlL_皮細胞が剥離 してお ･')∴重要な蛋

白源になっているという.ところが,上で述べたように

モルモットでは,寿命を終えた上皮細胞 (の泰体)は固

着層のマクロファ-ジによって処理されるわけで, この

説は適確 しない.勝上皮細胞の動態に関する研究によく

使われてきたラットやマウスではどうかというと,確か

に_J二皮細胞はアポ トー.I,L･-くをおこしたあと管陸内に脱落

している旦那.その証拠をこ管腔内の細胞成分を集めてみ

ると,横を含んだ細胞体が多数みられる.では,をルモッ

ト塾の上皮処理顔解は,ほかの動物でもみられるのだろ

うか.太塾マクロファ--ジの集積の程度,ファゴゾ--ム

車をこ細胞成分･がみられるか否かに注 目して検索 してい く
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上 サ′Lとrl,てがモ･,しモ ･ソト型である二王がわかった7､.

ら. ヒ トは､小腸にはて 'JrT~/丁-ジLT)典型的な集積 は

勝粘膜には多数のマクロブァ-ジが上皮直下をこ集合 して

おり,ファゴゾ-ム中には細胞成分がある程度観察 きれ

る.荏-･二､て,大腸に限I‖よ, ヒトは一･f:JLモ ･リ卜型で在 る

よ･'7だ,

モノL-iLソト型とニラ､./卜型L/T)動物を･んてわかるように,

食性とか進化(r)上二でし')関連性で分敵 い:一二とはでき左い.

ひ圭一)LJT)動物極で両方(:1)現象がおきてし､る可能性 も卦,='

かもしわたし､.

どちらのタイプ,すなわち寿車を終えた上皮細胞を固

有層で処理する方と,管腔内-捨てる方とではどちらが

管,次の 2点をあげることができる.① 蛋賓な蛋 白源

を矧払なく回収できる.とくに人腺では蛋tLlを分解する

力は低下 しているので都合がよい中でタロブァ-ジが食

物由来の脂肪 摘 イロミクロン)を蔑食する像 屯観察 さ

れてこい )tLl∴ 二ハ細胞が消化 ･吸収に関わ-､てし､上土

して もおか しくない.② 上皮細胞をこぼ抗原提示髄があ

畑 上皮細胞が取 りこんだ抗原物質ある吊 豊その情報を

紺 fjするこし上付こLきる.後者(･')メかニース-ムL7)メり-I,卜上

食物と同 じように蛋白分解酵素を周いて消化 した方が効

率がよい,② 上皮細脇は種々の物質を取 りこんでお り

毒性があるので取 りこまずに捨てた方がよい,などが考

え!L･,来 る .

1.アポ トーシスの誘導

れ研究が進/i_でいる. こt]:)細胞死は,予定 された細胞死

proLmlmmedcelldeこ1th と解釈 されている.腸LT)上皮

細胞はわずか2,3日の寿命を終えて,総毛の発端でいっ

せいに細胞が死を迎えるわけで,アポ ト-シスの研究をこ

ぼ最適の場所と考えられる.ところが,最近の研究から,

アポ ト…シ利 息細胞の自然死 (自殺)ではな ( , 外から

の因子が働いて細胞死が譲濁される場合が多いことがわ

かってきた15).ァポ ト-シスを誘導す る因子としては,

m),C遺伝子.TNFHumorIIL,erOSisfact()r),FAS抗

鼠 抗癌剤,ヘビ毒, ウィルス,虚血症変化などがある.

細胞としては 細胞傷害性′r日./べ球が注Llされてt･､左

リンパ球によって誘導 されるアポ ト-シスをリンパ球依

存性アポ ト-シスとい う,

モルモットの小腺総毛発端では多数の上皮内 リンパ球

が存在 し 上皮の中をこそザイタ状をこ配列 している8).一

般に予腺の粘膜上皮内には リンパ球が多いことが知 られ

ており,その意義は上皮のサ-ベイランスで,異常になっ

た上皮細胞を殺 して除外することと考えられている且6),

我々が観察 したところラモルを ッ宴､の轟莞毛先端では リソ

バ球は複雑な乗艇を上皮細胞の細胞質をこ突き刺 し,また

図 3 モ′しモ ,リトの回腸.上舷内に果粒を含む りンべ球 (い が3個ふ

られる.乗艇で上皮細胞をこ食いこんでいる場面が韓数的である

し矢E｢]上 ×3300
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は細胞質の-部をはさみこんでいる駿が頻繁をこ観察され

た8110､(図 3上 りンべ球と密接な関係にある上皮細胞

は細胞質が濃縮 したり, ミトコンドリアが丸 くなったり

して変性を思わせる形態変化を示す.また,数時門飾付 ト

管-轟の繊毛を生体観察 し映画化 してみると, リンパ球

が激 しく上皮内で動きまわる様子がとらえられた.以上

のことから,上皮内のリンパ球がアポ トーシスを謙噂 し

ている可能性が示唆さ!,Lた. 卜皮内 りンバ球は果粒含有

りンべ球 largegrとlnulLlrlymphocyte(LGl_)で.こ

の形態をとるものに naturalkilley細胞,cyto擁 icT

l叩1Ph∝lTe(CIT∴ 1叩雨10kine-activatedkiller(LA火)

細胞などがある.果粒の車に含まれる細胞傷害物質とし

てパ-ホリンが知られている.パーホリソの抗体でモル

モットの小腺を染色すると,陽性の リンパ球が上皮の車

に多数認められた.これらの上皮内 LGL が上皮細胞

に接触 し,半ば物理的に,半ばパ-ホリソなどの物質を

分泌 して化学的をこ傷害をおこし,アポ ト-シスを誘導 し

ているのではないだろうか.上皮細胞の2,3日の寿命

はあまりをこ短 く,上皮細胞の自殺とは考えにくい.

ラット塾の動物では上皮細胞のアポ トーシスがどのよ

うにコントロールされているか,よくわからない.上皮

内には粟粒含有 リソバ球は存在するが,竜ルモットのよ

うな上皮細胞との密接な関係は認められなかった.また,

これらの細胞はパーホリソをもっていなかった.少なく

ともラットでは,上皮内リソバ球は上皮細胞のアポ ト--

シスには関係 していないようである,観察を続けていく

うちに,ラットの小腺の繊毛においてマクロファ-ジが

上皮に接 し.長い突起を上皮内に挿入している像が観察

された.まれではあるが,突起がさしこまれた場所で細

胞が脱落している場面も観察された.これらのマクロファー

ジはライソゾームやファゴゾームに乏 しく,モルモット

で観察されたような蔑食像はみられない.ラットの場合,

マクロファ-ジがモルモットの細胞傷害性Tリソバ球に

相当する働きをしているのではないだろうか.

5. マクロファージ. リンパ球と炎症性腸疾患

濃癌性大腸炎の動物をデルに,カラゲニソやデキス ト

ラン硫酸ナ トり巾ム (I)SS)などの硫酸多糖体を経口投

与する方法がある17)料 .粘膜のびらん,炎症が盲腸や

上行結腸に起きやすいこと,血便を伴った下痢がわずか

数 日でみられる点ではヒトの病魔と異なるが,病理鼠織

像は類似している.病因については様々な意見が出され

ており,上皮を通して侵入した硫酸多糖体をマクロファ-

ジが取 りこむ結果,ライソゾ-ふ酵素が逸脱 し周辺観織

を損傷することが重要視されている.この実験的大腸炎

図 4 ヒト直腸粘膜におけるてウt]7-,･一一ジ (酸惟

フォスファタ-ゼ染色).健康なヒトでも,

マクロファ-凱 まこの程度多い場合もある.

は 正常な状態でて L'7u7--TI-ジが多い動物であるモJし

そ､･,卜と-叶′LでLiこくに起きやすい.モ′し･モLIJ卜に t)ssを

投与すると激 しい下痢,血便をきたし,項目以内にほと

んどの動物が死んで しまう.病巣は太腹とくに盲腸と上

行結腸に多 く,粘膜上皮の剥離,除窟膿藤 , 固有層にお

ける細胞浸潤などがみられる.マクロファ-ジぼ投与 2

なる19).吐卜の場合潰癌性大腸炎は直腸から始まるが,

ヒトの太腹では直腸にマクロファ-ジが多いという所見

とも符号 し5),大腸炎とマクロファ…ジとの関連性がま

すます注目されよう (園 射.

原発性吸収不良症候群に分顕されるセリアックスプルー

celiacsprueは,ヨ-[-､′べに発生が多く∴ 下痢を主

症状とする腸疾患である. 組織学的には,繊毛の短縮と

消失が特徴的である.原因は,嚢額に含まれるダルテソ

の毒性であることがはっきりしている.この疾患では,

上皮にTリソバ球が著 しく増加 している.想像ではある

那,アポ トーシスの誘導に関わるリソバ球が増加 したた

めをこ上皮細胞に早い死がおとづれ 繊毛が短 くなった可

能性はないだろうか.また,慢性の吸収不良をきたす

Whipple病では小腸紙 EL/')固有層に PAS反応陽性の

マクロファ-ジが簸磯することが知られ 病理診断の最

も重要な像になっている.
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