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胆石症におけるヒト胆嚢粘膜の超微形態学的検討

照屋　　剛

琉球大学医学部第一外科

(1992年9月28日受付、 1993年2月24日受理)

緒　　言

胆石症のうちコレステロール系胆石(コ系石)

の成因は,肝でのコレステロール過飽和胆汁(催

石性胆汁)の生成,核の形成・成長,そして胆

石の発育といった段階が考えられていて1),最

近では胆嚢粘膜上皮細胞の粘液糖蛋白分泌によ

る核形成や胆石発育促進2)などの胆嚢の役割が

注目されている。一方,非抱合型ビリルビン代

謝異常1、3)が原因とされる黒色石の形成や,細

菌性/?-glucuronidase理論4)に基づくビリルビン

カルシウム石の形成においては,その成因につ

いてその他にも様々な要因が関与していると考

えられている3).こうした胆石成因究明におい

て,胆癖自体の役割が注目され,ヒト胆石症5)

及び実験的胆石形成過程6~8)での胆癖粘膜上皮細

胞の病理学的・形態学的検討がなされている。

今回著者は,胆石症の胆嚢粘膜上皮細胞の超微

形態学的検討を行い,ヒト胆嚢粘膜上皮細胞の

胆石形成への役割を検討した。

対象と方法

対象: 1990年11月-1991年12月の13ヵ月間に,

琉球大学第-外科および関連病院にて胆嚢を摘

除し,胆石の種類(胆石の新しい分類9りが明確

な胆石症胆療33例を対象とした。その際,胆石
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による二次的変化が加わったと考えられる症例

は除外し,肉眼的に炎症がないと思われる胆嚢

のみを用いた。他方,胆石症以外の消化器病手

柿(肝切除術、騨頭十二指腸切除術、胃切除術)

で摘除した無石胆液および胆蛮ポリープの14例

を対照とした。

方法:摘除胆嚢を速やかに長軸方向に切開した

後,胆癖休部より組織片(5×30mm)を採取して,

光学顕微鏡標本用組織片は10%ホルマリン液に

て固定し,電子顕微鏡標本用組織片は0.1Mカ

コジル酸緩衝液2%グルタールアルデヒド液に

て24時間固定した。

1 )光学顕微鏡標本

10%ホルマリンにて約24-48時間固定し,エ

タノール脱水後,パラフィン包垣ブロックを作

成した。 3!∠の薄切切片を作製し,形態観察用

としてHematoxylin-Eosin染色(HE染色)を行っ

た。作成標本の光学顕微鏡所見は,武藤5・10)に

よる胆嚢炎の分類を用いた。

2)透過型電子顕微鏡(T EM)標本

グルタールアルデヒドにて固定後,組織片を

約5×5mmに細切し, 2%オスミウムにて120

分再固定した。エタノール系列による段階的脱

水後, Spurr樹脂に包埋した。熱重合後,約0.1

〝の準超薄切片をトルイジンブルー染色後光顕

的検索を行った。次に約0.06!∠の超薄切片を

ULTRACUT.Om U4 Reichertにて作製し,ク
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エン酸鉛一酢酸ウランの二重染色を行い,日本

電子JEM-2000EX透過型電子顕微鏡により加速

電圧80kVで観察した。

3)走査型電子顕微鏡(S EM)標本

TEM標本と同様にグルタールアルデヒド固

定後,リン酸緩衝液(P B S)にて洗浄し, 2%

オスミウムにて120分再固定した。エタノール

系列脱水後,酢酸イソアミルにて置換した。日

立HCP-2型臨界点乾燥器で液体炭酸ガスを用

い臨界点乾燥後, Eiko IB-5型Ioncoaterでイオ

ンコーティングし,日立S-450走査型電子顕微

鏡にて加速電圧15kVで観察した。

4 )画像解析

A : T EMでは, 2000-3000倍で撮影したネ

ガを用いて,各群で症例あたり10-15個の胆嚢

粘膜上皮細胞における分泌頼粒, Lysosome-

like bodies,核を識別し,それぞれの粘膜上皮

細胞全体に占める面積比の平均を画像解析装置

(OLYMPUS, XL 500)を用いて求めた。

B : S EMでは同様に,症例ごとに胆車内腔

に画する胆蛮粘膜上皮細胞40-50個の平均面積

を同じく画像解析装置を用いて求めた。

5)耗計的解析

①胆石の有無別, ②胆石種別(混合・混成石

例,純コレステロール石,黒色石,ビリルビン

カルシウム石),③年齢別(50歳未満,50歳以上),

④性別,⑤胆石数別(1個, 2-9個, 10個以上)

⑥胆石の大きさ別(lOit未満, 10-30mm, 30mm

以上)について,前述したTEMおよびS EM

での超徴形態学的観察における計測値を,平均

値アSDにて表現したO各群間の比較は対応の

ない場合のt検定にて行った。

結　　果

対象とした胆石症胆嚢33例の内訳は,混成・

混合石16例(平均年齢53.5±17.5歳),純コレス

テロール石8例(平均年齢55.7士14.2歳),黒色

石6例(平均年齢58.7士14.3歳),ビリルビンカ

ルシウム石3例(平均年齢58.0±8.0歳)であっ

たo他方,無石胆癖および胆蛮ポリープ例は14

例(平均年齢47.4士22.7歳)であった(Table 1)。

Table 1. Clinical parameters of

the patients in this study

Stone classification Sex Mean

(M:F) age

Mixed-combination stone　(n=16) 6:10　55.8

Purecholesterol stone　　(n- 8) 2:6　53.6

Blackstone　　　　　　　(n= 6) 2:4　58.7

Calciumbilirubinatestone (n= 3) 1:2　55.0

Acalculouscases　　　　(n-14) 7:7　51.4

1 )光学顕微鏡所見

混成・混合石16例では,慢性単純性胆褒炎14

例・リンパ液胞性胆癖炎1例・リンパ球性胆蛮

炎1例O純コレステロール石8例では,慢性単

純性胆嚢炎4例・化生性胆嚢炎2例・コレステ

ロ-シス2例。黒色石6例では,慢性単純性胆

嚢炎5例Iリンパ球性胆癖炎1例。ビ1)ルビン

カルシウム石3例では,慢性単純性胆蛮炎2

例・リンパ球性胆癖炎1例。無石胆嚢および胆

蛮ポリープ14例では,慢性単純性胆嚢炎10例・

リンパ液胞性胆嚢炎1例.リンパ球性胆蛮炎1

例・コレステロ-シス2例であった。

2)透過型電子顕微鏡(T EM)所見

それぞれの胆嚢粘膜上皮細胞は,ほとんどが

先端部にmicrovilliを有する一層の円柱上皮よ

り成っていた　microvilliは,大部分が細胞表

面より垂直方向に突出し,互いに融合したりあ

るいは欠損している箇所もみられた。細胞質内

には直径約0.5-1.5/Hnで電子密度の低い空

胞状塀粒,ミトコンドリア, Golgi装置,

Lysosome-like bodiesなどが認められ,核は楕

円形でほとんど基底膜側に位置していた。この

様なT EM所見は,胆石症胆嚢粘膜上皮と無石

胆嚢および胆轟ポリープ胆藤粘膜上皮の両方に

おいて見られ,明らかな特徴的な相違点を認め

ることはできなかったQ

しかし無石例に対して(Fig. 1),胆石症例の

中には核上部に前述した空胞状頬粒がぶどう房

状に多数見られ(Fig.2),それに隣接して発達

したGolgi装置が認められた。

細胞先端部よりこの空胞状頼粒が　meroc-

rine型分泌】1)で内庭に分泌排壮している像も認
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Fig. 1. TEM photographs of human gallbladder epithe-

Hum from two acalculous cases. There are a

few secretary granules (arrow) in the columnar

cells(×2, ∞0).

Fig. 2. TEM photograph of human gallbladder epithe-

Hum with mixed-combination stones. Numerous

secretary granules (SG) fused with each other

are present at the apical regions of columnar

cells (a汀ow). Some granules contain electron

dense cores, and SG are released out of the

periphery of the cell(arrowhead) (×2, 500).

Fig. 3. TEM photograph of human gallbladder epithe-

Hum of an acalculous case. Lysosome-like

bodies (arrow) are detected on the luminal re-

gion of the cells(×2, 000).
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められた(Fig-2)。この空胞状期粒はほぼ仝周

性に一層の限界膜で囲まれることが多く,内部

の低電子密度部分は均一で高倍率で観察する

と,微細な粧粒集団が斑状や網状構造を呈して

いて,肝臓などでみられるグリコーゲン類粒に

一致12)する微細期粒状集団であり,よってこの

空胞状頼粒は粘液糖蛋白13)と思われた。空胞状

頬粒のなかには雲状や高電子密度の細粒状物質

を有するものも認められた。また様々な酵素を

有し,細胞内消化に携わっているLysosome-

likebodiesl'はオスミウム好性の小体で,内部

には高電子密度頼粒や円形小空腹が混在し,ほ

とんどが核上部に認められた(Fig.3)ォ

3)走査型電子顕微鏡　S EM)所見

倍率2000-4000で観察したところ,有石例と

無石例では共に粘膜ヒダの走行や細胞の大きさ

については、各々の症例でも場所によって異

なっていたが,全体的な胆嚢粘膜上皮細胞表面

の形態においては明らかな違いを認めなかっ

た。各症例は共に, microvilliを有する六角形

や多角形の粘膜上皮細胞で覆われ(Fig.4), -

Fig. 4. SEM photograph of human gallbladder epithe-

Hum with calcium bilirubinate stones, Polygona】

and hexagonal epithelial cells covered by micro-

villi can be seen(×2,500).

部欠損や剥離が見られた。

microvilliはその先端部で融合を示すことも

あったが(Fig. 5),胆蛮粘膜上皮細胞の分泌形

態とされる　merocrine型分泌の開口部は見られ

なかった。

4 )画像解析及び統計的解析

A :透過型電子顕微鏡撮影により粘膜上皮細胞

全体に占める分泌頬粒　Lysosome-like

bodies　核それぞれの各面積比の平均を求め,

胆石種別に粘膜上皮細胞の胆石成因への関与を

形態学的に検討した(Table 2,3),

a)分泌頼粒/細胞面積比(%)

分泌頼粒/細胞面積比の平均値は,対照の無

石例が1.70±0.67であるのに対し,有石例では

2.64士1.37と有意に大きかった(pく0.01),胆

石種別においては,混成・混合石例2.72士1.25

(pく0.01),純コレステロール石例3.25±1.61

(pく0.05),黒石例2.48士1.13,ビリルビンカ

ルシウム石例0.90±0.20であり,さらにコ系石

例(混成・混合石,純コレステロール石)では

2.90士1.37,色素石例(黒石,ビリルビンカル

Fig. 5. SEM photograph of human gallbladder epithe-

Hum of an acalculous case. Microvim on the

cells are fused with each other!×2,500.
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Table　2.　班orDhonetric analysis of subcellular volume

densityOO in human gallbladder epithelium by

classification of gallstones

*1日

classification of secretory lysoso血e-　　　nuclei total eel 1

gallstone(n=case number) granules like bodies number

Kixed-co皿bination　(n=16) 2.72±1.25*　1.21±0.77　20.　±2.89　　　219

Pure cholesterol　(n=8 ) 3.25±1.61‥　1.59±0.72　20.15±4.97　　107

Cholesterol stone　(n=24) 2.90±1.37*　1.33±0.76　　20.63±3.63　　　326

Blacl【(n=6)2.48±1.131.77±0.3919.96±2.6373

Calciu皿bilirubinate(n=3)0.90±0.20-‥一一一I一一-e(n=3)0.90ア0.20--3.
-(n=9)-Y.-95アl.-20-2-芸呂昔話‥18

19:震2-悲-4-5

108

Pigmentstone

Total gallstone　(n=33) 2.64±1.37' 1.56±1.04　20.36±3.37　　434

Acalculous cases　(n=14) 1.70±0.67　　2.27±2.03　19.67±3.07　　192
Results are nean±SD

*　Statistical significance^くO. ODfro皿acalculous case

‥Statistical significance^く0. 05)fro皿acalculous case

シウム石)では1.95±1.20であった。以上より

色素石例では有意差を認めなかったが,コ系石

例においては無石例に対して有意差を示した

(pく0.01),

その他の項目における分泌頬粒/細胞面積比

の平均値は,年齢別においては50歳未満の有石

例(平均38.7±6.4歳)が2.67±1.21で,無石例

(平均34.9±16.4歳)の1.63士0.56より有意に大

きかった(p(0.05)<　しかし50歳以上では有石

例(平均63.9士10.0歳)が2.63士1.47,無石例(平

均70.0±12.0歳)が1.81士0.91と有意差を認め

なかった。

性別では,男性有石例は2.65±1.50で,男性

無石例の1.48±0.61と比べて有意に大きかった

(pく0.01)が,女性有石例は2.63士1.25で,女

性無石例の1.99±0.70とは有意差がなかった。

胆石の大きさ別では, 10mm以下例は2.13±

1.06, 10-30mm例は2.56士1.ll, 30mm以上例は

3.11±2.30であり,無石例の1.70±0.67と比べ

ると有意差を認めたのは10-30mm例(P〈O.05)

のみだが,胆石が大きくなるに従い粘膜上皮細

胞内分泌瀕粒の割合が増していた。

胆石の数においては, 1個例は2.75±1.58,

2-9個例は2.56士1.18, 10個以上例は2.41±

1.26で,無石例と比べると2-9個例間でのみ

有意差を認めた(pく0.05)c

b)Lysoome-like bodies /細胞面積比(%)

Lysosome-like bodies/細胞面積比の平均値

は胆石種別では,混成・混合石例1.21±0.77,

純コレステロール石例1.59±0.72,黒石例1.77

±0.39,ビリルビンカルシウム石例3.20±2.51

で,無石例では2.27±2.03であった。以上の結

果についてはどの検討項目においても有意な所

見を認めず, Lysosome-like bodiesは胆石の有

無に関わらず一定の割合で存在していた。

C)樵/細胞面積比(%)

核/細胞面積比の平均値は胆石種別では,梶

成・混合石例20.88±2.90,純コレステロール

石例20.15±4.97,黒石例19.96±2.63,ビリ

ルビンカルシウム石例18.73土2.19で,無石例

では18.54±4.04であった。統計的解析では,

Lysosome-like bodies面積比同様どの項目にお

いても有意所見を認めなかった。

B :走査型電子顕微鏡撮影による胆石種別の平

均粘膜上皮細胞面積をTable 4・5に示した。

胆石種別においては混成・混合石例24.17士

5.81,純コレステロール石例24.50±7.86,黒

石例24.51士5.29,ビリルビンカルシウム石例
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Table　3.　はorpho山etric analysis of subcellular volume

density(X) in human gallbladder epithelium by

clinical parameters

st:stone secretory lysoso血e-　　　　nuclei total cell

(n=case number)　　　granules like bodies number

l.Age:　st(-) (n-7) 1.63ア0.56

50<st(+) (n=ll)　2.67±1.21

-　　　　st(-) (n-7 ) 1.81ア0.91

50≧st(+) (n=22)　2.63±1.47

2.Sex:　st(-) (n=9 ) 1.48±0.61
+
M
+
I

Sl9

2

一

l

2.73±2.32

1.33±0.62

1.34±0.77

1.68±1.20

19.44±2.08　　118

20.89±1.64　　143

20.13±4.78　　　　74

20.10±3.98　　　291

2.68±2.19

65±1.50*　1.95±1.18

19.96±3.66

且al e
^

・

1

sLl (n=l
『
u

0
0

st(-) (n=5 ) 0.70

Female st(+) (n=15)　2.63±1.25

3.Stone O　　(n-14) 1.70±0.67

nu皿ber l　　(n=10)　2.75±1.58

2-9　(n-9 )　2.56±1.18*

10≧　(n=12)　2.41±1.26

4.Stone O　　(n=14) 1.70±0.67

size lO<　(n=ll)　2.13±1.06

(皿皿) 10-30　(n=15)　2.56±1.11日

30≧　(n-3 )　3.11±2.30

1.65±1.74

1.13±0.66

20. 17±2.38　　　253

19.24±2.15　　　　77

20.57±4.29　　　181

2.27±2.03

1.39±0.81

1.78±1.66

1.48±0.83

19.67±3.07

20.71±4.54

20.54±2.91

19.77±2.94

27±2.03　19.67±3.07

2.07±1.45　　21.04±2.53

1.22±0.62　19.30±3.73

43±1.14　　21.19±4.74
Results are mean±SI)

・Statistical significance^く0.0Dfrom acalculous case

HStatistical significance(P〈O.05)from acalculous case

22.54士7.62で,無石例は24.25土4.32であっ

たO　症例によっては胆蛮内庭面の粘膜上皮細胞

面積がほぼ均一であったり,大小不均一であっ

たりと様々であったが,統計的解析では有意な

所見を認めず,超微形態学的に胆石形成を示唆

する所見は得られなかった。

考　　察

胆石症のなかでも近年増加傾向にあるコレス

テロール系胆石(コ系石)の成因は,肝での催石

性胆汁の生成,核の形成・成長,そして胆石の

発育といった段階が考えられ1),なかでも催石

性胆汁が重視されていた。しかし,催石性胆汁

形成だけでは胆石形成に十分でなくH)胆汁中

のnucleation抑制物質15)の低下や促進物質2)の存

在が関与していると考えられている。そのうち

胆嚢粘膜上皮細胞が,促進物質と考えられてい

る粘液糖蛋白を分泌し,核の形成・成長に関

与2)する胆蛮自体の役割も注目されている。ま

たコ系石の発育においては,小さなcholesterol

monohydrate結晶が集合し,次第に大きな結石

に成っていくと考えられていて1),胆汁中の蛋

白,ムチン,各種イオンなどがその接着剤とし

て関与している。なかでも粘液糖蛋白の役割が

重要で胆嚢も積極的に粘液糖蛋白の分泌をおこ

ない,胆石の発育に関与していると思われる。

この様にコ系石形成における胆嚢粘膜上皮細胞

の役割についての研究は,動物実験7・8)や臨床

例2、5・16)でみられる。ヒト胆嚢粘膜上皮細胞に

ついての超微形態学的観察は,正常例17)や胆石

症例13・18).コレステローシス症例19)についての

報告は既にみられるが,胆石成因に着目した胆

嚢粘膜の超徴形態学的比較検討は少ない7、 20, 21)。

本研究では胆石による胆嚢管閉塞がなく,肉眼

的にも一般の炎症がない(胆嚢の一次性病変[仮

称〕5)における)胆蛮粘膜を用いた。検討を行っ

た胆石症胆嚢粘膜上皮と無石胆嚢および胆嚢ポ



照　屋 1

Table 4.　Mean epithelial areas of gallbladder

mucosa by classification of gallstones

in scanning electron microscopy
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classification of mean epithelial total cell

allstone (n= case number)　　areas ( /zm2 )　　number
雑ixed-combination(n

Eur
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Total gallstone　　　(n=33)　　　24. 08±6. 27　　　　　1505

Acalculous cases　　(n=14)　　　24. 25±4. 32　　　　　　　629
Results are mean±SD

リープ胆嚢粘膜上皮の光学顕微鏡所見では,前

述した様に大部分が胆嚢粘膜においてリンパ球

や形質細胞浸潤と結合織の増生を示す慢性単純

性胆嚢炎症例であった。

一方超微形態学的な透過型・走査型電子顕微

鏡所見においては,石の有無別による特有な物

質の存在や細胞の形状,面積, microvilli,空胞

状箱粒,ミトコ　ンドリア, Golgi装置,

Lysosome-like bodies,核などの形態上の明かな

違いはいずれも認められなかった。ただし,胆

石症例では細胞質中,主に核上部に粘液糖蛋白

と思われる分泌類粒が比較的多数認められた。

この点と胆嚢粘膜上皮細胞が粘液糖蛋白を分泌

し8),核の形成・成長への関与2)が示唆されてい

る事とあわせると,超微形態学的に胆癖粘膜上

皮内分泌塀粒量の点で,胆石の有無別において

何らかの相違点が見出だせると考え,各細胞に

占める分泌期粒面積比を検討した。さらに,こ

うした項目における超微形態学的計測値を用い

て,胆石種別や年齢別,性別,結石の数・サイ

ズ別において胆嚢粘膜の超徴形態学的比較検討

を併せて行った。

その結果,有石例のなかでもコ系石例では非

コ系石例に比べて分泌源粒/細胞面積比の割合

が高く,無石例のそれに対して有意差を示した

(pく0.01, Table 2),

胆石症例の胆汁は核形成促進因子である粘液糖

蛋白の割合が高いZ2)とされ,今回の結果をあわ

せると明らかにコ系石例粘膜上皮細胞ではこの

粘液糖蛋白としての分泌頼粒をより多く含んで

おり,それを分泌することで胆石の核形成・成

長や発育に関与していることを超微形態学的に

示していると思える。一方,コ系石以外では近

年コ系石とともに増加傾向を示している黒色石

の成因は,非抱合型ビリルビン代謝異常1・3)で

あるが,その大部分が胆嚢内に認められる3)こ

となどから,結石成因においても何等かの胆嚢

の関与が考えられる。特に黒色石中のムチンは,

ビリルビンカルシウムと燐酸カルシウムや炭酸

カルシウムとを結合させ23)結石化を起こす基

質として重要24)とされることから,粘膜上皮細

胞より分泌される粘液物質も黒色石形成におけ

る役割を担っている可能性も考えられる。境に

今回の超微形態学的検討でも黒色石例では有意

差こそ示さなかったが,分泌源粒/細胞面積比

の割合が高かった　Table 2)<　また同様なムチ

ンの関わりはビリルビンカルシウム石(ビ石)に

おいても認められ16)ビ石の成因とされる細菌
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Table　5.　Mean epithelial areas of gallbladder

mucosa by clinical parameters

in scanning electron皿Icroscopy
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性β-glucuronidase理論4・ 25'とともに結石形成へ

の関与が示されている26)ことから,この粘膜上

皮内分泌源粒(粘液糖蛋白)も結石形成に関わっ

ているかもしれない。しかし,同様な超徴形態

学的検討では,逆に分泌塀粒/細胞面積比の割

合が低かった。検討症例数が少なかったが,ど

石粘膜上皮細胞は,コ系石粘膜上皮細胞の様な

積極的関与は示されなかった。このことは胆道

感染以外に胆道細菌感染のないど石症㌘)ち報告

されているなど,ビ石形成にはさらに幾つかの

要因が関与しているためと思われる.

ところで胆石症胆嚢粘膜においては胆蛮管閉

塞がなくても,様々な慢性刺激によって一次性

胆嚢炎10)が生じる。その結果もたらされる胆嚢

粘膜の変化や反応も十分考慮しなければならな

いが,本研究における対象例はほとんどが慢性

単純性胆蛮炎症例であり,炎症による分泌穎粒,

Lysosome-like bodies,細胞核への影響は少ない

と判断した。

胆石症は40-50歳台に好発するとされてい

る。本研究での年齢別検討では,粘膜上皮細胞

内分泌頼粒の割合については50歳未満の若年者

例で有意差を認め,年齢が若いほど胆石形成に

おいて分泌顆粒の関与が強いことが示唆され

た。このことはコ系石の割合が50歳未満例では

80.0% (8/10例)と,50歳以上例の65.0% (13/20

例)より多く, 50歳未満例では胆石成因につい

て分泌頼粒との関連性があったコ系石の割合が

多かったためと考えられる。また性別にみると,

男性例では明らかに有石例での粘膜上皮細胞内

分泌頬粒の割合が高く胆石形成への関連性を示

したが,女性例は全体的に分泌頼粒の割合が高

いものの胆石の有無別では有意差を示さなかっ

た。ところで,女性に特徴的な月経周期や妊娠

などでは内分泌的変化が生じ,エストロゲンの

分泌克進がみられる。その結果胆汁中コレステ

ロールの過飽和状態を生じ,胆汁の催石性胆汁

への変化が見られる28)。またプロゲステロンの

分泌が胆蛮機能の変化をもたらし,胆嚢容積の

増大や収縮能の低下が起こる29)ことなどから生

殖年齢女性に胆石症が生じやすい状態をもたら

すと考えられている。本研究における女性無石

例(平均年齢37.0士28.6歳)でも男性無石例(平

均年齢55.3±14.5歳)の胆褒粘膜上皮細胞に対
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して上皮細胞内に分泌頼粒を多く含み,男性と

比べて女性が胆石が出来やすい背景を示してお

り,また胆液にエストロゲンやプロゲステロン

レセプターの存在が認められている30)ことなど

から,胆石形成における何らかの女性ホルモン

の関与が示唆される。しかしながら女性例で,

胆石の有無別において分泌頼粒の割合に有意差

を示さなかったのは,こうした女性ホルモンの

他に別の因子の関与が必要なのかもしれない。

胆石数やサイズ別において有意差を示したの

は, 2-9個例と10-30mm例のみであった。し

かしいずれも対照例に比べて分泌頬粒の割合が

高かったのは,胆石刺激による粘膜改変の影響

としての粘液腺出現の結果31)という考え方もあ

る一方,実験動物での胆石形成過程における粘

液分泌克進6.8)の様に,胆石形成・成長におけ

るヒト胆嚢粘膜上皮細胞の対応としての粘液分

泌増加を示しているとも考えられる。

Lysosome-like bodiesと認識したもの中には,

primary lysosomeをはじめとするautophagic

vacuoleやphagosomeも含んでいると思われ細胞

内消化に携わっているが,今回の結果では胆石

の有無に関わらず胆嚢上皮での割合は大差な

く,超微形態学的に有意差を認めなかった。ま

た胆石形成過程における動物胆嚢粘膜8)やコレ

ステロ-ル胆石症ヒト胆嚢粘膜32)での増殖活性

が克進することが示されていることから,超微

形態学的に細胞核面積比や胆蛮内膜面の粘膜上

皮細胞面積に着目したところ,ヒト胆嚢粘膜で

の形態学的な形状については様々であったが,

胆石の有無別での核の単位面積比や平均細胞面

棟については有意差がなく,形態学的に細胞増

殖活性との関連性を示唆する所見は認められな

gma
最後に,今回胆石形成に関与が示唆された粘

膜上皮細胞内分泌頼粒(粘液糖蛋白)には多数の

種類があり,コレステロール結晶析出に促進的

に作用するものから㍊),抑制的に作用するもの34)

まで認められていて,形態学的にも粘液糖蛋白

のより詳細な検討が必要であろう。
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ま　と　め

1.本研究における標本は胆石による二次的変

化が無く,肉眼的にも炎症が無いと思われた胆

癖のみを用いた。その結果,大部分が慢性単純

性胆癖炎症例であった。

2.胆石症例の胆嚢粘膜上皮細胞には,無石症

例に比べて細胞面積あたりの分泌塀粒面積比の

割合が増加していた。

3.胆石種間においては明らかな差を認めな

かったが,コレステロール系胆石(コ系石)は無

石症例に比べて有意に粘膜上皮細胞の分泌頼粒

の割合が高く,胆石形成への関与が示唆された。

4. 50歳未満では胆石形成において,分泌願粒

の関与が強く示唆された。

5.布石例では男女とも粘膜上皮細胞内分泌頼

粒の割合が高かった。一方女性では無石例でも

男性に比べると分泌願粒の割合が多く,女性に

胆石が出来やすい背景を示していると考えられ

た。

6.胆石数やサイズ別においては,いずれも対

照例に比べて分泌頼粒の割合が高く,胆石形

成・成長におけるヒト胆嚢粘膜上皮細胞の関与

としての粘液分泌増加を反映していると考えら

mm

7.単位面積あたりのLysosome-like bodies,

細胞核面積比や胆嚢内庭に面する粘膜上皮細胞

面積は,胆石の有無による違いを認めなかった。

本論文の要旨は、第40回日本消化器外科学会

総会(横浜)において発表した。

稿を終えるに臨み、御指導、御校閲を賜りま

した琉球大学第一外科学教室武藤良弘教授に深

甚なる謝辞を捧げます。また、種々の御助言を

いただきました琉球大学第一外科学教室貞各位

に深く感謝いたします。
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ABSTRACT

Human gallbladder epithelium was ultrastructurally studied by classification of gallstones to in-

vestigate the role of the gallbladder epithelium in gallstone formation. An electron microscopic mor-

phometric study of the gallbladder epithelium was performed in 33 gallstone patients and 14 acalcu-

lous cases. Most of the cases were chronic simple cholecystitis by the light microscopic study in both

groups. The volume density of secretory granules was significantly increased in cholesterol gallstone

patients, patients younger than 50 years o一d, and male patients, and gallstone size & number was sig-

nificant一y increased compared with the control group. However, the volume density of lysosome-like

bodies & nuclei and the mean epithelial areas of ga一lbladder mucosa in cholelithiasis did not show

statistical significance compared with acalculous cases. This study indicates thaL the gallbladder

epithelium with cholesterol gallstone has a high volume density of secretory granules and suggests

that the epithelium may play a contributory role such as mucus secretion in gallstone formation.


