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胃部を採取し，つづいてオスミウムで固定した。

胃疾患においても，細胞の生化学的変化に対応
する細胞の超微細構造の変化を知ることが，疾病究

っぎに標本で胃粘膜の縦断面がでるようにEPON
に包埋し，超薄切片を作成し，酢酸ウラニール，酸

明の主題になってきている。

化鉛で重染色しcarbon

とくに胃癌細胞の発生母地や，胃潰瘍の再生機

構を究明するためには，その基礎として，正常胃腺
細胞の分化と，これにともなう微細構造の変化を，
明確に把握することが必要である。しかしこれらは

鏡日立HU11，

測定した。

III結果と考察

を繰り返すと考えられる胎児胃を用いて，細胞の分
た。
II実験方法
A，材料，ウイスタ〒系ラット（妊娠期間22日）
の胎児および新生児の冑管中央部。

B．電子顕微鏡標本作成
同期受精ラット5匹を 1組とし，20組をつくり
任意時間に，1組金部を同時開腹し，胎児の成長の
よい2母体を選び，1腹中最も成長のよい胎児2個
体を選び，各期4個体を用いた。
まず目的の妊娠日数の親ラットに，ネンブター

ル麻酔を施し，開腹し，胎児への血流を保ちながら
胎児の選別を行ない，胃を採取し，0〜4℃のオス
ミウム固定液に浸した。低胎児令のものは，胎児の

7で検鏡した。

なおミトコンドリア，小胞体が細胞内で占める
割合は，電子顕微鏡写真の上に透明方眼紙を重ねて

ほとんど明らかにされていない。このため系統発生
化と，その微細構造の推移を，電顕的に検索してみ

UP

coatingを施し，電子顕微

A．総括
将来胃になる部分は，はじめ正中部の上位に位

置しているが，心肺の下降にともなう食道の伸長に
よって，漸次下降するとともに，長軸を中心に右旋
回をはじめる。この頃の消化管は，中胚葉性の細胞
層の上に，一層の細胞からできている内胚葉上皮板

の，のっていることが判別できる程度で，胃と他の
消化管系臓器へ発展しようとする細胞を，明確に区
別することは不可能である。

胎児令10日頃には，胃の原基が，前腸頸部に近
い所の膨みとして識別できる。胎児令13日頃には，
大部分の細胞は背が高くなり，円柱状になる。
これら，類球形，類さい形の細胞から，円柱状
の細胞に至る一連の細胞は，まだ腺構造をつくる能
力をもっていない。（胃腺原細胞）

腹部を破り，全体を0〜4℃の4％グルタールアル

胃の原基は胎児令14日頃には，すでに体の中央

デハイド燐酸緩衝固定液に浸しながら，拡大鏡下で

部に位置し，大轡の上部から膨隆がはじまっている。
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しかし大轡中央部から，幽門部にかけては，膨隆は
まだ顕著ではない。これは胃腺原細胞の円柱状化が

口側の方で早くはじまり，幽門部に向う現象と，ほ
ぽ平行している。

i平面期：1層の円柱細胞が，．平

らな基底膜の上に垂直に並んでいる時期）
胎生16日頃には，円柱細胞群の中に，ほぼ等間
隔で，壷状の配列傾向をもつ細胞が明確になる，こ
れが増加し，胃小窩原基がっくられる。一方，円柱
・細胞は縦断面が扇形の集団をつくるとともに，自由

富夫

では弱陽性を呈する。
電顕的には，自由表面は，わずかに凸凹があり，

少量のmiCr。villiが見られる（図4）。細胞間構造
は単純で，蛇行やinfoldingはなく，両細胞の細胞

膜はほぼ平行に走っている。desmosomeは存在する
が，成熟細胞にくらべて少ない。基底部は，細胞膜
と，これに密着している電子密度の低い境界不鮮明
な膜と，それから出ている羽毛様のfilamentから
このfilamentは中胚葉

構成されている（図6）。

表面がやや広くなり，幼若被覆上皮細胞の特長を備
えはじめる。この集団の端の細胞は，やや轡曲して，

いる。しかし，上皮と粘膜下組織の間は，大部分，

胃小窩の口部を構成する。この扇形集団の中心部の

広い間隔になっている。

近くに位置する細胞ほど，核下部細胞質の萎縮が大

性細胞の偽足様に分岐した細胞端の一部と接触して

自由表面が終り，隣接する細胞との接触の始ま

きいため，暴底膜はテント状にもち上る。胃小窩を

る部分には必ずterminal

構成する細胞は，はじめは類球形の未分化細胞が主

胞質の中にfiber様の物質が拡がっていて，この周

barがあり，ここから細

体であるが，幼若壁細胞，つづいて幼若粘液細胞が
現われる。胃小窩の形成は，口側で早くはじまり，
尾側に行1くに従い，やや遅れるが，胎児令22日には，

囲にはpolys。meが見られない。
、
核膜は滑らかであるが，まれに単純な深い陥入
がみられる（図1）。核微細穎粒の核内膜への集積現

胃小窩はほとんどの部分で完成している。（胃小窩形

象はきわめて少ない。核微細穎粒は，細胞質に分布

成期：原棊のできはじめから，完成まで）
主として生後，胃小窩の底部より，胃主腺芽が

する微細穎粒に比べて密度が大きく，不規則な塊状
および線状の集団をつくり，更にこの集団が互に網

現われ，急速に伸長するが，生後3週になってはじ

目状に連なっている。核微細果徽の塊状線状集団は，成

めて，明確な幼若主細胞が区別できる。この頃，胃腺

熟細胞にくらべて小さく，均等に連なっているため

もほぼ完成される。（胃主腺形成期：主として出生

一見核質はhomogeneousにみえる。

直後から3週間）

核内にはしばしば1〜2個の核小体をみる（図

B．平面期

1）。この核小体の構成粒子はDNA系微細果頁粒より

1．胎児令14日

冒

はまだ見られない。最下層には一層に連なった漿膜

大きく，電子密度もやや大きい。この微細穎粒がC
字状，高密度に集合したものが，10数個からみ合っ
て核小体を形成している。しかし塊状に集合しただ
けのものもあり，内部が所々抜けて，鰍犬の構造を
とっているものもある。ほとんど核小体は核膜に接
していて，2個みられる場合は互に離れ，双極をつ

形成細胞が識別できる。

くる傾向がある。

内胚葉性上皮細胞は，平らな基底膜の上に一層
に並んでいる。基底膜を隔てて中胚葉性の初期粘膜
下組織が存在し，その構成細胞は密度が小さく，漿
膜に至るまで均等に分布している。粘膜筋層や筋層

a

未分化細胞（胃腺原細胞）

胎生初期から胎児令14日頃までにみられる類球

細胞質にはミトコンドリアは少なく，rERもき
わめて少ない。分泌顯粒も全くない。ミトコンドリ

形から円柱状に至る一連の未分化な細胞はほぼ共通

アの占める割合はほぼ細胞質断面の5％以下である。

の特性をもっている。とくに胃小窩，胃腺を造る能

形，大きさは成熟細胞に比して不均等である（図2）。

力がまだ発現していない未分化細胞である（胃腺原

細胞）

cristaeは疎であり，不完全な車軸状のものがおお

い。ミトコンドリアの細胞質内での偏在性は，のち

自由表面は半球状を呈し，基底部では平らな基

底膜に接している。粘膜下組織との間には明らかな

境界が認められる。
核細胞質比は大きく，円柱状のものでは核は卵

の被覆上皮細胞ほど顕著ではないが，・やや核上部に

多い傾向がある。ミトコンドリア基質はfilament

様物質と，超微細穎粒によってみたされていて，ミ
トコンドリアが細胞質に比べて暗調にみえる。ミト

形を呈していて，自由表面に近い所に位置している

コンドリア基質の申に，時に微細果頁粒の高密度集合

ことがおおい。

体がみられる（図3）。

核はmethylene
・126

blueに強陽性を呈し，細胞質

粗面小胞体（rER）は細胞質にほぼ均等に，単
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独で散らばっていて，層状になっている所はない。

の周囲の環境によるものと，細胞自身に原因するも

その長さは成体の主細胞のrERに比べてきわめて

のとが考えられる。この場合は細胞自身の幼若性質

短い，PALADEの穎粒の付着も均等ではなく，疎

に基づv｝ているもので，この細胞の主な機能的特長

な部分もあり，片面には付着しているが，他面には

である。

全くつけていないものがある。またrERの内溝の

このような腺配列傾向をもたない細胞を1同様

一部が拡張したもの，一端が細胞質に開放している

の形態的幼若性質をもってはいるが，腺配列をとる

ものがある（図2，3）。
細胞質は大部分free

4，5）。free

胎児令16日以降に見られる米分化細胞から区別して

ribosomeで満されている（図3，

特に胃腺原細胞と記述した。

ribosQmeには電子密度の大きいやや大

C

型のものと，電子密度の小さい超微細穎粒があり，前者は

胃小窩形成期

1．胎児令16日

数1固から十数個集ってpolysomeをつくり・細胞質全体

初期粘膜下組織の中には，筋層の原型，すなわ

にほほ均等に分布しているが時に偏在していることも

ちやや長い紡錘形の細胞の集団がみられるようにな

ある。

terminal

barの付近およびmicroviIliの中

る。幽門部においても幽門括約筋の原型が発生し，

にはpolysomeを欠いている。これに対して超微細頼粒な
いしfilament様物質は互に接しながら不規則な網目の

胃の境が明らかになる。幽門部粘膜の細胞はまだ卵
形に近い。

ように細胞質全体を均等に満しているが，電子密度

円柱細胞は自幽表面がやや広い錘形に変りつつ

が低いためあまり目立たない・

ある（錘形細胞）

ゴルジー装置は主として核の近くにあり，ゴル

この円柱〜錘形細胞の群の中に，核の大きい，

ジー膜，ゴルジー小胞，ゴルジー空胞がみられる。

少数（1〜2個）の細胞がほぼ等間隔で混在してい

ゴルジー膜の層はうすく，ゴルジー空胞が大きく拡
張しているのが特授である。

るのが明確になってくる。この細胞は背り高い円柱
〜錘形細胞の間に埋め込まれているように見える。

核下部の細胞膜側に，まれにlysos。meを認め

電顕的には胃腺原細胞と共通の幼若性質をもってい

ることがある。これは卵形ないし球形で，限界膜か

る。

らやや離れて，電子密度の大きい物質を入れている。
このほかに，円い滑面小胞体（sER），幼若ミ
トコンドリア，ゴルジー装置から遊離してきたよう

この細胞が3個以上みられる所では，細胞が壷
状に配列しようとする傾向がはっきり認められる。
この現象は前胃に近いほど明確で，幽門に近づくに

な小胞や空胞，その他種々の空胞が多く認められる。

2．考

つれて不明確である。

察

胎児令14日前後のラットの幼若な胃上皮板は主
として円柱状の細胞から構成されている。他の哺乳
類についても，古くはKirk（1）がブタの胎児につ

いて，松本②がヒトの胎児について同様のことを報
告している。しかしこれより幼若な時代の細胞は球

状であり，類さい形の細胞をへて円柱状の細胞に至

っている。これら一連の未分化な細胞帯のある一時，
期から，時期を異にして，各種の胃腺細胞の幼若型
が分化してくる。つまり，この一連の未分化細胞が

a

．

円柱〜錘形細胞

核，細胞質ともにmethylene

blue陽性であり，

細胞質は単純な円柱細胞であった時期よりやや強く
染る。 PAS陽性穎粒はまだほとんど見られなレ、・が

まれに1〜2個を，自由表面の近くに見ることもあ
る。

細胞相互の大きさに不揃いができている。すな

わち十数個の円柱〜錘形細胞が集束してできたグ
ループの中央部の細胞は背が高く，端にゆくに従っ
て低くなり，外側に轡曲する傾向がでてきそいる。

胃腺細胞の原細胞である。この細胞は，成体の種々

核細胞質比も単純な円柱であった時にくらべて

の成熟した胃腺細胞が系統発生的にたどってきた，
あるいは潜在的にもっている幼若性質を・典型的な

小さくなっているが，成体の被覆上皮細胞に比べて
まだかなり大きい。

型で保っているといえる・
形態的な幼若性質とともに，機能の面からもそ
の特性を見出だすことができる。すなわち分裂能をも
ち・腺形成能・分泌能はまだ出現していなV！ことで
ある。このような細胞相互間で腺配列をとれない悔

質や，分泌物質を作ることのできない性質は，細胞
No，2，
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微細構造上でも，幼若な細胞の特長を多く残し
ている（図7）。microvilliは増加しているが，細胞
間は単純でinterdigitati。nは見られない。しかし
軽度のinfoldingは見ることがある。基底部は狭く
なってきている。

核はほぼ卵形であるが，細胞の不揃化にともな
127
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って，核の均一性も失われてきている。核膜の滑ら

PAS陽性の少量の分泌穎粒をもつ，細胞の大きさ，

かさは，胃腺原細胞にくらべて減り，核膜波状現象
がみられるようになる。核の位置は平均して自由表

形にばらつきが出てきている。自由表面はアーチ状
にでたものが多く，microvfliiがやや増えている。

面側から，遠ざか1）つつある。核微細穎粒の核内膜

細胞間にはinterdigitati。nはなく，細胞は単純に

集積度，核小体の形態は，まだ胃腺原細胞とほとん

相接している（図10）。

ど変らない。

核細胞質比は円柱〜錘形細胞期より小さくなり，

明確に錘形になった細胞では，rERおよびミト

核はやや基底部に近く位置するようになっている。

コンドリアは，胃腺原細胞よりやや増加している。
free

核微細穎粒の核内膜集積現象はやや強くなっている。

ribosomeも少し増加し，細胞質は胃腺原細胞

ミトコンドリアの増加はみられないが，

より暗調である。

b

cristae

は比較的よく発達している。ミトコンドリアは，核

未分化細胞

上部で，分泌穎粒と混在していることがおおい。

胎児令16日の円柱〜錘形細胞群の中で，少数の

rERは円柱〜錘形細胞期と同程度で，明確な発達は

類球形細胞が，内腔を囲むような形で配列している。

認められなV㌔分泌穎粒，ミトコンドリアの増加に
しかし幽門に近づくにつれ不明確である。
より，ribosomeの密度が2次的に高くなり，円柱
この腺形成能をもちはじめた細胞は，胃腺原細
〜錘形細胞期より細胞質は暗調になっている。分泌
胞に似て，核細胞質比は大きく，同時期の円柱〜錘
穎粒は成熟した細胞のものより，形，大きさにやや
形細胞のそれより大きい。
ばらつきがあt） ，かつ同一限界膜内に電子密度の大
核，細胞質ともmethylene blueに染まるがPAS
小の2相性を呈しているものがある。分泌穎粒の量
染色，Sudan BB染色では陰性である。
電顕的にも胃腺原細胞とほぼ共通な性質をもつ

は細胞の成熟にともなって多くなるが，初期のもの
では自由表面に接して，すぐその下に一列に並んで

が，核膜に軽い波が見られるのが特長である。しか

いることが多い。

し深い陥入は全く見られない。（図8）。
2

胎児令17日

核上部で，自由表面に平行にfilamentの束が
互に交叉して，一一方の細胞膜から，他方の細胞膜に

円柱〜錘形細胞群の中に混在している円い朱分

およんでいるのを時に観察することがある。これよ

化細胞の数が増えるに従って，その壼状配列がます

り自由表面側にはミトコンドリアは存在しないが，

ます明確になってくる。このくぼみが胃小窩の原型

分泌穎粒は存在する。

である。
一方，グループ化した円柱〜錘形細胞は，グル
一プの中心部に近い細胞ほど背が高く，核下部の細
胞質が細く長くなり，端の細胞ほど小さくなり，や

c 幼若壁細胞
初期細胞内細管の断面らしき空洞をもち，その
他の点で未分化細胞に似た細胞がみられる。しかし
この細胞は未分化細胞にくらべて超微細穎粒が少な

や轡曲し，初期胃環窩の口部を構成している。この

いため，細胞質が明るい。細管の断面の限界膜は細胞

ために，この細胞群の断面は扇形を呈している。

膜とほぼ同質であり，細管の内部は電子密度の点で全く

この円柱〜錘形細胞は核上部にPAS陽性穎粒
をもち，幼若被覆上皮細胞の特長をすでに備えてい

細胞外と同様である。細管断面が不整円形であるこ
と，すなわち細胞質内から限界膜が一部引っぱられ
たように陥入していること，少数のmiCrOvilliを備

る。
エオジン好性の細胞はまだ見られない。

a

未分化細胞

未分化細胞が少数の場合は，腺腔を形づくるこ
とは不可能であり，円柱〜錘形細胞の間に埋もれた
状態で存在している。数個に増加すれば，くぼみを
つくっていることがはっきりする。こ．れとともに細

胞の自由表面からできている浅い内腔が，胃内腔に

えていることが他の空胞と異なる点である（図12）。

d

基底穎粒細胞

胃小窩底の基底部付近に分泌穎粒様物質をもっ
た小型の細胞がまれに見られる。この細胞は自由表
面を持たず，細胞間はきわめて単純でterminal

bar，

desmosomeはほよんど見ることができない。

細胞質は電子密度の高い分泌穎粒様物質によっ

交通していることが明確になる。染色性，微細構造

て埋められている（図9）。分泌穎粒様物質は，微細

はほとんど変化はない（図11）

穎粒の高密度球状集合体であるように見えるが，密

b

幼若被覆上皮細胞

一一一・般に細長い縦断面の扇形の細胞で，核上部に
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様物質の間は，filament様物質ないし超微細穎粒に

電顕的に判別できる幼若壁細胞数は増えてきて

よって埋められているが，polys。meはほとんど見
ることができない。特に分泌穎粒が集中していると

いる。一方一部の幼若壁細胞では細管の断面の現わ
れる頻度およびミトコンドリアの量が増加してきて

ころでは，全くIx）1ysomeは存在しない。ミトコン

いる（図14）。

ドリァは細胞質のほぼ5％以下を占めているにすぎ

ミトコンドリア，細胞内細管の容積の少ない幼

ない。

若な細胞では，自由表面はまだ円く張りだしている

3

が，ミトコンドリアの比較的多くなったものでは，
自由表面は狭く，やや陥凹している。

胎児令18日

胎児の成長にともない胃腺細胞の絶対数も増え，
大轡部の膨隆がめだつ，しかし幽門前庭大轡側の膨

隆は十分ではない。
筋層が明確になるとともに，粘膜下組織の中に
粘膜筋板の層が識別できるようになる。一方，幼若

細胞間において隣接細胞が同種類の壁細胞であ

る場合には，microvilliを備えた細管の形成をみる
ことがある。
terminal

barは比較的よく発達している。des一

被覆上皮細胞群の中心部の近くに位置する細胞ほど

mosome

もやや多く，ここからでているfilament

すなわち背の高い細胞ほど核下部細胞質の萎縮が高

のおよぶ範囲内にはpolysomeが少ない。基底部は

度であるため，基底膜はテント状にもち上り，波状

一般的に他種の細胞より広い。

を呈する。
この時期には胃上皮細胞の種々の分化が顕著に
なる。特に幼若壁細胞が成長して，壁細胞の特侵が

核膜には未分化細胞と同程度の軽度の波状現象
が見られる。成熟壁細胞のように核微細穎粒の核膜
集積の高度なものはまだ見られない。しかしミトコ

はっきりでてくる。また被覆上皮細胞以外にPAS
陽性穎粒をもった細胞も現われはじめる。

ンドリアの量の多いもの程，核微細穎粒の核膜集積
傾向が大きい。クUマチン分布も未分化細胞にくら

a 未分化細胞
未分化細胞のようであっても，細胞内細管の断
面らしきものをもった細胞や，隣接細胞との間に細
管をつくっている細胞が見られる。また胞体に1〜
2個の分泌穎粒をもった細胞がみられる。すなわち

べてやや不均一になってきている。
細胞質の断面をミトコンドリアが占める割合は
未文化細胞の程度から，多いものでもほぼ20％未満
である。ミトコンドリア自体は，同時期の他の胃腺
細胞にくらべて，大きさおよび形の不揃い度が小さ

未分化細胞であるのか，幼若壁細胞であるのか，幼

く，細胞内での偏在性も小さい。ミトコンドリアの，

若粘液細胞であるのか，区別困難な細胞が多い。こ

量が増すに従い，その形，．大きさは均一になり，偏

れらをすべて除けば未分化細胞の相対数は減ってき

在性もなくなり，Cristaeも密になる。

ている。
b 被覆上皮細胞
分泌穎粒の量は除々に増加して，核上部の大部
分が分泌穎粒によって埋められている細胞が見られ
る（図13）。しかし自由表面に密箔しているだけの量
しかもっていない細胞もある。つまり成熟度に差が

ある。

、

分泌顯粒は，電子密度の大きいものが大部分で

細胞内細管もミトコンドリアの密度にほぼ比例
して，その容積は増大してきている。rERは少な
く，短いものが無方向に散在している。これは未分
化細胞と同程度であり，ミトコンドリアの増加に平
行して増加する傾向はない。rERの配列形態にはほ
とんど規則性はないが，ミトコンドリアと混在して

いるrERはミトコンドリア外膜に平行に走る傾向
が見られる。

あるが，電子密度の小さいものもあり，両者は自由
表面からの深さに関係なく存在している。

他の胃腺細胞に比べて，細胞質の超微細穎粒が
少ないため，細胞質は明るく見える。しかしミトコ

分泌穎粒はミトコンドリアと混在していること
が多いが，ミトコンドリアは自由表面から一定距離

ンドリアの増加にともなって，free

をへだててそれより深い所にのみ存在していて，ミ

細胞質はやや暗調へと変化してくる。

トコンドリアが自由表面に接していることはない。
同様のことがpolys。meについてもいえる。

c

幼若壁細胞

初期胃小窟の底部にSudan

rib。someはミ
トコンドリアとミトコンドリアの間に密集するため

ゴルジー膜，ゴルジー小胞をしばしば見ること
ができるが，ミトコンドリアが増加するにつれて，

少なくなっていく傾向がある。まれに分泌穎粒様物
BBに弱く染まる細

質の存在していることがある。

胞が少数みられることがある。
N〔L2，

1971
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d

幼若粘液細胞
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リアの多いものでは，かなりつよい。

全体的に未分化細胞ににている。しかし形は一
定せず，円いものから錘形に近いものまでみられる

胞体はミトコンドリアの量に比例して，漸次暗
t

調になってきている。

自由表面はつよく張りだしているものは少ない。

d

核膜には軽い波状現象はあるが，核膜の深い陥

粘液細胞

核細胞質比はかなり大きく，被覆上皮細胞のよ

入は一般的に少ない。核微細穎粒の集積分布の程度
は未分化細胞についで小さい。

うに分泌穎粒を多量もっているものは少ない。細胞
の形はばらつきがつよい。

ミトコンドリアは少なく，形，大きざの不均一
のものが，主に核上部に存在する，rERは未分化細胞
と同程度に少ないものから，比較的多いものまであ
り，屈曲がつよく，内溝の巾は一定していない。

5

胎児令20日
a 未分化細胞
胎生初期より小型化している。しかし核細胞質
比は大きい。細胞の形は明確な球形のものは少なく，

ゴルジー装置は未分化細胞の程度から，きわめ

分化した細胞の間に介在しているため，多様である

て広い範囲を占めているものまであり，この中には

（図24）。

分泌穎粒を内包しているものがある。分泌穎粒の形，

b

被覆上皮細胞

大きさは被覆上皮細胞より不揃いで，ほとんどのも
のは電子密度が高い（図15）。

この頃は被覆上皮細胞が胃粘膜細胞のほぼ半数
を占めている。

4 胎児令19日
この頃，大轡，小轡の区別が明確になり，胃管
は単なる管の膨みだけの形ではなくなる。胃上皮で

核上部細胞質はmethylene blueにはほとんど染
らず，半透明を呈し，PAS染色では分泌穎粒がき
わめてつよく陽性になる。核は基底部に位置し，核

は・胃小窩を構成する細胞が増え，このため胃小窩

細胞質比は小さくなっている。

底は，左右および粘膜下組織の方向に円く膨れだし
たよ ､な形になる。これと、ともに，被覆上皮細胞群の
基底部に位置する粘膜下組織のテント状のもち上り

も顕著になる。
．
a 未分化細胞
胃腺細胞の絶対数が増加するに従い，胃腺細胞
全体の中で占める割合は減ってきている。胎生前期
に比べて，形は類球形であるが種々の変形が加わり，

小型になってきている（図17）。

b

被覆上皮細胞

分泌穎粒が増加し，核上部に分泌穎粒がぎっし
りと詰っているものが多い。これとともに分泌穎粒

は小型になり，形の揃ったものになってきている。
（図16）
．
free ribos。meが大型化し，電子密度が大きくな
るため・細胞全体の暗調なものが増えてきている。

電顕的に，自由表面の一部が破れているものが
ある。細胞間には複雑なinterdigitatiohをみるこ
とはできない。

過熟した細胞では，核質全体の電子密度が高く
なっていて，個々の核微細穎粒は不明確になり，核
膜の滑らかさは減じ，鋸歯状を呈している。また核
膜の深い陥入は全くみられず，核小体の出現もほと
んどない。

分泌穎粒の量は個々の細胞によって差があるが

核自由表面間の70〜90％を占有しているものが多い。
電子密度は高いものと，低いものの2種があり，中
間のものはない（図19）。

ミトコンドリア，rERの増加は顕著ではなく，
ゴルジー装置は核側部には認められるが，核上部で
は分泌穎粒のため，明確でないことが多い。 free
ribOS。meの電子密度は高く，やや粗大化している。

c 壁細胞
この時期の壁細胞は，ミトコンドリアが細胞の

c 壁細胞
ミトコンドリアが細胞質の60〜70％を占める細

ほぼ40〜70％を占める世代のものが多く認められる

胞がその主体となっている。しかし10％くらいのも

（図18）。
細胞内細管の容積の増大したものでは，核細胞
質比は減少してきている。しかし生後の壁細胞にみ

のから，90％以上を占める細胞まで見られ，正規分
布に近い．
ミトコンドリアの多いものほど，すなわち成熟度

られるような細胞内細管の内腔の拡張はみられず，

の大きいものほど，interdigitationが顕著でありde一

密生したmicr。villiでうめられているものがおお

smosomeも多い。また2壁細胞間にはほとんどかならず

い。

肝細胞に見られるような細胞間細管が観察される。

核微細穎粒の核膜への集積現象は，ミトコンド
130
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と平行してつよくなるが，核膜孔の付近には核微細

6

顧粒の集積は欠けているため，集積部は山脈状を呈

胎児令22日は生れる直前であり，人工的に胎児

している。
細胞の成熟度が高いものほど，細胞内細管の縦

胎児令22日

を子宮外にとりだしても，すぐに呼吸反射，つづい
て吸引反射もでてきて，十分生きていける状態にあ

断面像の現われる頻度が増す。すなわち，細胞内細

る。しかし胃粘膜細胞は，生後の第一回目の母乳摂

管は核の近くにまで深く入りこみ，核をとりまくよ

取による刺激をうけたものとの問に差がある。すな

うに走っているのが見られる（図20）。また細管内腔

わち，methylene

のmicr。villiは長く密になり，分岐したものも現わ

胎児令22日の細胞の方がよわい，特に

れる（図22）。細胞内細管の内腔の拡張もあり，ミト

a

原因になっている。
rERの増加は認められない。力11えてミトコンド
リアの増加によって，その構造甘不明確になってき

d

では陰性であるが，電顕的には，今まで現われたど
の細胞よりもrERがよく発達している（図29）。
rERは核膜に，まれにミトコンドリア膜に，平行して

走り，数層が同心円状に配列している。しかし成体

粘液細胞

の主細胞のrERにくらべて，その層はきわめて薄
い。rERの多い所では電子密度の大きいribosome
が小胞体膜に付着していて，polys。meは少なく，電

期の被覆上皮細胞にくらべて，大きさ，形が不規則
であ｝），量も被覆上皮細胞より平均して少ない（図23
成体の副細胞に見られるような電子密度の低い分泌
穎粒が混在している。

幼若主細胞

胎児令22日，すなわち出生直前のラットでは，
blueに比較的つよく染る細胞
が少数出現している。この細胞はpepsin・gene染色

粘液細胞も細胞の形は多様であり，自由表面の
広いものから，狭いものまである。分泌穎粒は同時

分液頼粒には電子密度の高いものがおおく，まれに

e。sin染色

やや小型でmethylene

もなって不明確になり，rl寺々見られた分泌穎粒様物

質も全く消えてしまう。

eosinによる染色性が，

では差が大きい。形態的な差はない。

コンドリア量の増大とともに，壁細胞の大型化の

ている。
ゴルジー装置も，ミトコンドリア数の増加にと

blueや

子密度の小さい超微細穎粒がrERの間を埋めてい
る。しかしrERの疎な所では他の幼若細胞と同様
にpolys。meが多い。

ゴルジー野は広く，ゴルジー小胞が主体で，ゴ
ルジー空胞は少ない。分泌穎粒も少数存在するが，

e 基底明調細胞
電子密度は種々である。
小型の明るい細胞が胃小窩底に少数認められる。
ミトコンドリアは細胞質の10％内外を占め，偏
自由表面をもたず，基底膜に接しているか，あ
るいは基底膜の近くにあり，他種の細胞の聞に埋も

れたような位置をとっている（図21）。
細胞間は単純で，細胞膜はきわめて滑らかな球
面を保っている。desmosomeはまれに見られるが，
terminal

barは存在しない。

核膜の波状現象，核微細穎粒の核内膜集積現象

は認められるが，一定傾向を見出しにくい。
ミトコンドリアは胃腺細胞中最も小型で，分化

しはじめた胃腺細胞中最も少ない。ミトコンドリア
が占める割合は細胞質のほぼ5％以下である。ミト

コンドリアの偏在性はつよい。rERおよびsERは
少ない。
free

ribosome，とくに超微細順粒はきわめて少

数で，幼若壁細胞よりさらに少ない。加えてミトコ
ンドリアなどの細胞内器管が少ないため，胞体は極
度に明るい。
ゴルジー野は核の周囲に広く分布しているもの
もあるが，ゴルジー層は薄い。
No．2，1971

在性があり，ミトコンドリアと分泌穎粒，rERとは
他の細胞のように混在していない。

b

壁細胞

ミトコンドリアが胞体の90％以上を占めている
壁細胞が増加してきている。このような壁細胞は一
般に類さい形に近いものがおおい。また細胞内細管
は極度に発達し，しかも拡張がつよく，標本によっ

ては，細胞質そのものより，細胞内細管の方が広い
場合すらある（図26）。

free

ribosomeやrERはミトコンドリアの増

加によって，圧排され，高密度になり，胞体はきわ

めて暗調になる。このため今までとは逆に，ミトコ
ンドリア基質の電子密度が細胞質にくらべて，相対
的に小さくなるため，白っぽく見える。

さらに成熟の進んだものでは，細胞質はほぼ100
％，ミトコンドリアで満されている。このようなも
のではcristaeが不明確になるとともに，核は高電
子密度になり，核の微細構造は不明瞭になる。また
核は萎縮し，核膜は鋸歯状となって，細胞質の片す
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みに位置するようになる。細胞内細管も，再び縮小
し，miCrovilliで閉鎖されたような状態になる。

c

被覆上皮細胞

大量の分泌顯粒が放出された跡のような，空虚

で，荒廃した核上部域をもつ細胞が，しばしば見ら
れる。このような細胞では，自由表面の一部が破れ

富夫

分化細胞に見られる電顕的幼若性質のいくつかを備
えている（4）。このように未分化細胞は，胎生での腺

形成や成体での細胞交代の基になっている。
胃小窩の形成についてHelander（5）（6）は円柱細

胞群の中に垂直に亀裂が入り，その部分に胃小窩の
原型ができると報告し，Parkin（7）は上皮に突起がで

ていることがおおく，核が電子密度の高い，無構造

きて，胃腺ができはじめると書いているが，いずれ

物質に化している（図25）。

も一時期の状態をいっているにすぎず，未分化細胞

d 基底明調細胞
細胞数は多くなってきているが，常に1個が単

の行動に由来する一現象である。
b 円柱〜錘形細胞（幼若被覆上皮細胞）

独で存在していて，集団で存在することは全くない。
この細胞は胎生18日という早い時期に、PAS
しかしほぼ相同の2個の基底明調細胞が接触して存
陽性の分泌穎粒をもつ。すなわち分泌機能をもっと
在しているのをみることがある（図30）。
も早く獲得する細胞であり，被覆上皮細胞としての
細胞質に電子密度の高いpolysomeないし，基
底穎粒細胞の微細穎粒集合体の初期段階のような物
質をもった細胞が見られる（図31）。

e 未分化細胞
胃小窩の深い所には壁細胞，基底明調細胞，粘
液細胞がみられ，その間に未分化細胞が介在してい
たり，小さな集団で存在している。これら胃小窩底

形態をととのえる。
また胃小窩の構成細胞でもあるが，壷状の腺配列
をとるのは，主として未分化細胞であり，円柱一錘形細

胞（幼若被覆上皮細胞）は胃小窩の構成に関しては，補
助的役割をしているにすぎない。このように分泌穎粒生
成機能をもつようになった細胞は分裂能や腺形成能は
失なわれるか減少してしまうと考えられる。すなわち腺

を構成している未分化細胞がさらに増加し，胃腺芽

形成能はある程度以上成熟した細胞にも，極く未分化

すなわち膨みをつくり，粘膜化組織の方向にのび，

な細胞にもなく，その中間の未分化細胞からのち一定

胃主腺の成長がはじまる。この現象は，はじめ，前

胃との境界部に近い所でみられる。
電顕的には，より低胎児令の時期の未分化細胞
と，本質的に差はない（図27）。

f 粘液細胞
自由表面が広く，核下部がやや狭いものと，自
由表面の比較的狭いものの2系列があるが，両者と
も胞体の円味はのこしており，明確な区別はできな
い。いずれも自由表面を含む核上部域が，被覆上皮

した世代にのみ限局して存在する能力であるといえる。

c

壁細胞

胎生17日頃，胃小窩を構成している細胞の中に，
空洞をもった未分化細胞に似た細胞をみる。この

microvilliを備えた空洞の容積は，ミトコンドリア
数とともに増える。こあように，突然，成熟してし
まった壁細胞が現われるのではなく，幼若な形で分
化したものが成熟への過程をたどる。壁細胞ではこ
の過程がとくに明確に観察できる。

細胞より，よく固定される。
核細胞質比は中程度で，被覆上皮細胞より大き

が埋めつくされている細胞が現われる。この細胞の

く，未分化細胞より小さい。
分泌穎粒は被覆上皮細胞より平均して少なく，
その核上部への集中度も低い（図28）。

機能は頂点にきていると推定できる。
成熟壁細胞の核は多かれ少なかれ，萎縮が認め
られるが，胎生22日頃すなわち出生直前の胎児では

7

考

a

察

未分化細胞

胎児令16日頃の未分化細胞は，すでに腺を形成
しようとする性質が表出してきている。・形態的には

胃腺原細胞と共通の幼若性質をのこしているが，核
膜が波状を呈しているなど，新しい形態的特性も加
わってきている。この未分化細胞と形態的に類似し
た細胞は，胃潰瘍の修復部（Matsum。to（3））や成体
胃腺のgenerative cell zoneの細胞に見られる。ま
たヒトの胃癌細胞も，種々の他の要素とともに，未
132

胎生20日頃に，ミトコンドリアによって細胞質

核の萎縮の高度なものがみられる。最初に現われた

壁細胞が，約一週間のちに，このような状態になる。
これは成体で壁細胞の寿命を測定したKaku（8）の報
告とほぼ一致している。

d

粘液細胞

胎生17日頃から，少数の分泌穎粒をもった細胞
がみられる。成体で副細胞，あるいは頸部粘液細胞
と呼ばれているものは，この系統の細胞で，ある程
度成熟したものを指しているのであろう。
この幼若な粘液細胞も，壁細胞と同様に成熟段
信州医誌
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階がみられる。この粘液分泌系の細胞の中から，の

ものまであり，メチレンブルーによる染まり方にも

ちに被覆上皮細胞の補充細胞へと進むものが含まれ

若干の差がある。これは未分化細胞，粘液細胞，・お

ている。
e 基底穎粒細胞
自由表面をもたず，terminal

よび少数の幼若主細胞がこの中に含まれているため
である。しかし成体にみられる，きわめて強い好塩
bar，

desmosome

基性細胞はまだ見あたらない。

を備えないものが多いことから，他の胃腺細胞と系

2

列を異にしているか，あるいは胎生のきわめて初期
に分化してしまった細胞のようである。成体の肺の

生後4日

1個の胃小窩から，1個の胃腺芽がでているこ
とが多いが，2ないし3個の胃腺芽がでている場合

oat細胞や，腸管に広くみられ，神経支配下で作
動するセロトニン分泌細胞ににている。

もあり，この場合は胃小窩のやや側面からでている。
胃小窩の形成と同様に，胃主腺の形成にも場所によ

分泌穎粒のある周辺にはpolysomeがきわめて

って成長に差があり，前胃に近い部位では早く，生

少なく，かつ分泌顯粒は微細穎粒の高密度球状集合

後4日目で胃主腺の深さは胃小窩の深さの2

・一

2．5

体のように見える。これはribosomeと分泌穎粒の
密接な関係を暗示している。いずれにしても，粘液

倍に成長している。尾側にゆくに従って漸次遅れ，
まだ胃小窩だけの状態になる。なお隣り合う胃主腺

分泌系の細胞にみられる分泌穎粒とは本質的に異な

にも，成長の差がある。

ったもののようである。

f

この幼若な胃腺芽の構成細胞は，はじめは未分

基底明調細胞

化細胞からなっていることが多いため，壁細胞の占

きわめて境界がはっきりしていて，周囲の細胞

に比べて，細胞質がきわだって明るいので，従来か
ら基底明調細胞と呼ばれている。内田（9）は，この細
胞を朱梢内分泌腺細胞の未分化なものと考えた。

確

める率は胎生来期より小さい。

3

生後9日
生後9日の幼若胃腺は，成長の早い所では胃小

窩の深さの3−−4倍，細胞数にして平均15−−20個ほ

かにこの細胞のもっている幼若な形態や，分泌穎粒

ど重ねた深さに成長している。胃主腺の本数も増加

のできはじめを思わせる高電子密度のpolysomeか
ら，クローム親和性細胞，銀親和性細胞と分類され

して，胃腺間が密になってきている。胃腺底部はメ
チレンブルーに染まる小型の細胞を主体とする細胞

ている基底穎粒細胞への進化の途中の細胞のように

層が占め，中聞層は壁細胞を主体とする層からなり，

見える。
一方，川畑（ユ0）は，H3・・DOPAのautoradiogra一

胃小窩域はほとんど被覆上皮細胞からなっている。
しかし胃腺の深い部分にも壁細胞が混在し，中間層

phyを用いての実験から，この細胞がSer。t。nin，

には未分化細胞，粘液細胞が混在している．

Dopamin形成の主要な場と考えている。
D 胃主腺形成期 ・
1 生後1日
錘形の胞体の明るい被覆上皮細胞と，好酸性の

前胃に近い所の幼若胃腺は，好塩基性の細胞を
主体とする細胞層が厚く，全体の雪を占め，その上
の壁細胞の多い中間細胞層がt，胃小窩がtを占め
ている。しかし幽門部に向うに従って，中間層の比

大型の細胞および好塩基性の小型の細胞が，ほぼ÷

率が大きくなり，胃小窩，胃主腺とも浅くなり，さ

つつを占め，胃小窩を構成している。

らに幽門部に入るとエオジン好性の細胞がなくなり，

胃小窩はほぼでき上った状態にあり，さらに前
胃に近い部位では，胃小窩底から胃腺芽が膨みかけ

ている。しかし尾側にゆくに従って，特に幽門前庭
では胃小窩は浅くなり，形も不完全なものが多く、
好酸性の細胞も，その染色度は低くなっている。さ
らに尾側では胞体の大きい細胞が，3・−4層に重な
っているのみで，胃小窩は見られない。
被覆上皮細胞の核上部は，ME染色で半透明に
近く，PAS染色では強陽性である。壁細胞は強く好
酸性に染り，表層の被覆上皮細胞に接する所から，
胃小窩底に至る広い範囲の深さに分布している。
好塩基性の小型の細胞には，形は球から扁平な
Na

2，

1971

大型球形の細胞と，被覆上皮細胞のみから構成され
ている。

4

生後22日

この頃，壁細胞数が飛躍的に増加する。特に前
胃に近い胃体部の胃腺ではこの傾向が顕著である。

胃腺の深い所にある壁細胞は，浅い所にある壁
細胞よりやや小さく，エオジンによる染色性が強い
傾向がある。
5 生後31日
胃腺の下層去は，メチレンブルーにきわめて濃
染する主細胞を主体とする層からなり，少数の壁細
胞が混在している。
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胃腺中央善は，壁細胞と，PAS陽性穎粒をも

に壷状に配列するため，腺形成傾向のあることが明
らかになる（未分化細胞）。この細胞は，これから

つ粘液細胞と未分化細胞から構成され，表層は被覆
上皮細胞が占めている。これはほぼ成体の胃腺に近
い。

富夫

のちのどの胎児期，乳児期にも存在し，しかもJohn一
son（12）のいう，成体胃腺のgenerative

cell zoneに
常に存在する未分化細胞にもにている。

幽門部は，ミトコンドリアを比較的多く持って
いるが，細胞内細管をもたない。全体的に幼若な壁

一方，円柱細胞もグループ化し，核上部に少数

細胞に似た細胞（幽門M細胞）と被覆上皮細胞の2
種類からなっている。
6

考

の分泌穎粒をもつなど，．幼若被覆上皮細胞の特長を
備えはじめる。

察

胎児令17日には，胃小窩を構成している細胞の

ヒトの胎児がほぼ完成された胃腺をもって生ま

中に，細胞内細管の原基をもった細胞（幼若壁細胞）

れてくるのに対して，ラットではほぼ胃小窩だけの
状態で生まれる。つまり胃粘膜だけに限っていえば

がみられ，胎児令18日にはPAS陽性の分泌顯粒を
少量もった細胞（幼若粘液細胞）がみられる。これ

ラットはヒトの胎児令13〜14週に相当する状態で生

らの細胞は，細胞内細管の原基・や，分泌穎粒をのぞ

まれてくる。
しかし，すでに胃小窩底部には，多くの壁細胞
があり，成体にみられるのと同様に，豊富なミトコ
ンドリアをもっている。被覆上皮細胞もPAS陽性
穎粒を豊富にもち，分泌機能は十分あると考えられ

いた他の電顕的特長は，未分化細胞とほぼ同じであ
り，未分化細胞と幼若壁細胞，幼若粘液細胞の中間
にくる細胞はみあたらない。幼若壁細胞は漸次細胞
内細管の容量が増すとともに，ミトコンドリア数も
増え，幼若粘液細胞は分泌穎粒の量を増加させなが

る。しかし，胎生末期にみられるrERの比較的多
い細胞に対するpepsinogene染色は陰性であり，
pepsinogene染色が陽性で，

rERの極度に発達した

細胞を認めるのは，生後3週以降である。この時期
は，母乳のほかに，餌を食べ始める時期でもある。

IV結語
胎児令10日には類球形ないし類さい形の細胞が，
中胚葉組織の上に1層に配列しているのが明確にな

ら成長がすすむ。
胎生末期に，未分化細胞の要素を多くもってい
るが，

rERの比較的多い細胞が認められる。しかし

pepsinogen染色は陰性であ｝），主細胞の分化を，胃
小窩形成期中に断定することはできない。

受精後22日に，胃小窩がほぼでき上った状態で
生れるが，一部前胃に近い所では，すでに胃小窩底
から胃主腺芽がではじめている。

る。胎児令13日頃J一これらの細胞の大部分は背が高

生後，胃主腺は急速に伸侵し，生後3週で，成

くなり，円柱細胞とよべるようになる。この一連の

体と変らない胃腺細胞で構成される。

細胞の電顕的構造は共通である。すなわち，細胞間
構造は単純であり，核細胞質比が大きく，核膜は滑

（御指導を賜った田中早苗先生，緒方卓郎先生に
深く感謝致します。）

らかで，核質分布は均等である。ミトコンドリア，

rERもきわめて少ない。しかもどの域でも，細胞の

腺配列をみることができない。すなわちこれらの一・
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図1

胃腺原細胞（胎生14日

×7000）

富夫

図4

核細胞質比かきわめて大きく，核膜は滑らかで

胃腺原細胞（胎生15日

×3000）

自由表面か半球状に張り出している。細胞膜に

核質はほほ均等に分布している。細胞質構造は単純

はまだlnterdlg・tat・onは見られないが，

である。
図2 胃腺原細胞（胎生14日

barはよく発達している。
図5 胃腺原細胞（胎生15日 X7000）
ミトコントリア， rERは少なく，free rlb。some

×10000）

cnstaeの未発達なミトコンドリア，楕円球状

のミトコントリアの存在する率が大きい。rERの巾
のきわめて広いものが見られる。

図3

胃腺原細胞（胎生14日

X10000）

rERは単独で存在していることが多く，曲率が
大きい。
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が細胞質全体に，均等に分布している。
形成も顕著である。

図6

胃腺原細胞の基底部（胎生15日

termmal

polysomeの

×3000）

基底膜にfllament構造が見られ，これが，分岐
した粘膜下組織細胞端とわずかに連続している。
信州医誌
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図7 幼若被覆上皮細胞（錘形細胞，胎生16日，
×3000）
自由表面に近い所に，少数の粘液分泌穎粒が出
現している。

図8

未分化細胞（胎生16日

図11

未分化細胞（胎性17日

×7000）

核小体は紐球状のものか多い。核小体出現頻度

×10000）

核膜に軽い波状現象が出てきている。胞体には

円いERやゴルジー空胞なと，
している。

vacuoleか多く分布

図9

×10QOO）

基底穎粒細胞（胎生17日

図10幼若被覆上皮細胞（胎生17日 ×5000）
粘液分泌穎粒は増え，自由表面はやや拡かる。

は大きいが，核微細穎粒の塊状集合現象は少ない。
図12 幼若壁細胞（胎生ユ7日 ×7000）
未分化細胞の特長を多く保っているが，細胞内
細管の原基や，軽度の核微細穎粒の核内膜集積現象
か見られる。

基底膜に広く接している。分泌穎粒は微細穎粒
の球状集合体である。細胞数はきわめて少ない。
No
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図13幼若被覆上皮細胞（胎生18日 ×3000）
細胞の形が，は っきりした錘形を呈すとともに
しばしば，細胞金体が軽度に轡曲したものが現われ
る。

図16被覆上皮細胞（胎生19日 ×5000）
粘液分泌穎粒が増えるにともない，核は基底部
寄りに位置するようになり，核細胞質比も小さくな
る。

図14 幼若壁細胞（胎生18日 ×7000）
細胞内細管の原基の数と容量が増す，これに平

図17

行してミトコンドリア数も増え，cristaeの密度も
増す。
図15 幼若粘液細胞（胎生18日 ×3000）
分泌穎粒の他は，未分化細胞の要素を多く持つ
ものと，幼若被覆上皮細胞にやや似ているものとが

拡大がみられるe
図18 壁細胞（胎生19日 ×5QOO）
ミトコンドリアが比較的多く，細胞内細管容積
の大きいもの（右）の存在する一方，同時期にミト
コンドリアが少ないきわめて幼若な壁細胞（左）も

ある。

見られる

138

未分化細胞（胎生19日 ×10000）
核膜の波状現象がつよくなり，ゴルジー空胞の
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図19被覆上皮細胞（胎生20日 ×5000）
核上部で，分泌穎粒とミトコンドリアが混在し

図22壁細胞の細胞内細管（胎生20日 ×15000）
microvilliは密集し，長くなり，分岐したもの

ていることが多い。核細胞質比はきわめて小さくな
ってきている。
図20壁細胞（胎生20日 ×5000）
ミトコンドリア数が増加するに従い，大きさ，
形は均一化してくる。独立してできた細胞内細管原
基が，二次的に融合しつつあるように見える。

も見られる。
図23 幼若粘液細胞（胎生20日 ×5000）
自由表面は狭く，核細胞質比は大きい，未分化
細胞要素を多く残している。細胞間には軽度のin一
fQldingが見られる。
図24 未分化細胞（胎生20日 ×10000）

図21基底明調細胞（胎生20日 ×5000）
小型で，細胞膜はきわめて滑らかである。free
ribosome，ミトコンドリア， ERは少なく，特に，

cristaeの未発達なミトコンドリア，巾の広い
溝構造と球構造のER，ゴルジー装置由来のvacu−
ole，その他のvacu。leが見られ，胞体は泡沫状を
呈している。

超微細穎粒が少ないため，胞体はきわめて明るい。
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図25被覆上皮細胞（胎生22日

×3000）

富夫

図28幼若壁細胞と幼若粘液細胞（胎生22日

ミトコントリアはM棚を境にして，自由表面側
には分布していない。
図26 壁細胞（胎生22日 ×3000）
胞体はミトコントリアて埋めつくされ，他の構
造は不明瞭になる。細胞内細管の容積はきわめて大
きくなっている。
図27 未分化細胞（胎生22日 ×3000）
胃小窩底部ないし胃主腺芽には，これらの細胞

×3000）
幼若な壁細胞の自由表面はまだ半球状にはり出
している。幼若な粘液細胞（右）のmicrovllliは短
く少ない。
図29 幼若主細胞様細胞（胎生22日 ×3000）
rERが比較的多く，層状に分布している。
図30 基底明調細胞（胎生22日 ×5000）
単独で存在すること（右）が多いが，2細胞が

が集団で存在している。

接していること（左）もある。核質の核膜集積現象
か顕著てある。1nfold1㎎， interdltationは全く見
られない。
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