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化の著明な関節リウマチの滑膜との比較研究が主であ

従来渡形性関節症の成因あるし・は搬騰肝を
解明する目的で，関節軟骨や滑膜の病理形態学的変化

FuJIMoTo）

り謹撒鵬よ変形燃関節症の滑膜をも・て礫
滑膜とみなしている研究渚もいるくらいである。

を光学顕微鏡レベルで追求した研究報告が数多く発

臨床的観点にたてば・疹痛があり関節液貯溜のある

表されている。わが教室においても，藤本22）23）24），寺

変形性膝関節症の滑膜には，なんらかの病的状態があ

山22），牧野3°）らによって，変形性関節症の組織学的研

るはずであるが，いわゆる正常滑膜の生検材料が入手

究が行なおれ，軟骨変性の発現機序，滑膜病変の特徴

しにくいため1こ，正常の滑膜と変形性膝関節症の滑膜

などについての知見が報告された。しかし，近年分解

の電顕的所見を対比研究することは容易ではない。

能の低い光学顕微鏡による観察結果のみでは，個々の

そこで，薯者は，まず変形｛生膝関節痙患者から採取

細胞の病理学的変化を解明するには不十分であるとい

した滑膜の電顕所見の明確な記載を行なうこと，第2

われるようになった。とくに細胞小器官の機能が明ら

に関節液貯溜の著明な症例と著明でない症例で滑膜の

かになるにしたがって，細胞小器官の電顕的形態の変

電顕像に差があるか否かを検討すること，第3に炎症

化から，細胞の代謝の変化を推測することが可能とな

機序の発展に重要な役割をはたしているといわれる

ってきたので，生化学的研究と平行して電顕的研究を

lysosomeについてとくに観察し，変形性膝関節症の

行なうことが重要視されるようになった。

滑膜表層細胞内の1ys。s。meと変形性膝関節症におけ

電子顕微鏡による滑膜の徹細構造に関する研究は

る炎症あるいは病変促進機序との関係を明らかにする

1958年Hirohatai6）およびLeverら28）の報告をはじめ

こと，以上の3点を目的として1本研究を行なった。

として，ここ10年間に次第に発展しつつある。しかし
正常の滑膜表層細胞の分類についても，Barlandら4）5）

はA型およびB型細胞に分類しているのに対し，広畑
ら17）はF，M，

F−M細胞に分類しているように，まだ

多くの未解決の間題を残している。
さらに病的滑膜に関する電顕的研究，とくに変形性

II資料および研究方法
臨床的に変形性膝関節症と診断された患者のうち
40関節の滑膜を試験切除した。変形性膝関節癒の診断

基準は，本症に特徴的なX線像を示すもののうち，運
動痛，運動制限，関節液貯溜などの臨床症状があり，

関節症に関するそれはとくに少なく，数編2）9）26）31）38）

かつアメリカリウマチ協会の診断基準で関節リウマチ

を数えるにすぎない。しかもこれらの研究は，より変

を除外しえたものを変形性膝関節症とした。X線像で

第4号（1968）
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変形性膝麟症の変化はあるが・臨床蹴観さない

瀞耀めら摘（図1・

鋼蛤まれていない．ま燗轍貯溜の雛によ・

21

31

4）・そして鍬の糸

粒体が縣され・その内瀦造糊瞭蘇たれている

て症例を2群…わけ，関鰍が数匝聯ナて1・醐上採

（肌2b・3・4）・・才あの細胞小糖の間e：は・

取さ纏儲鞭纈群とし1・・e以下の患甜緋

脚な細雛様物質が捷の加に軸しなが6」k・

水麟とした．水麟は16関節・

ei・水麟は2・麟で

ている（図1・2，3・4）・これらの諸点は・Ba「land
らのいうA型細胞に一一一致する。しかし著者の観察では

ある。

滑灘関節鏡で謙しながら膝壌の内側から・）

G・1g畷が小さく（図1・2b）・さら嫌粒体嵯質

チを用いて採取した．採取した滑膜は次のように筋
された固定液で固定した。すなわち2％オスミウム酸

の電子zarcが中鞭のも鋤ミ多く縢され（図1・

2b），この間には少数ではあるが短かい粗面小胞体が

をべ。ナール酢酸緩鰍で1％V・稀釈し・H7・41・調整

みられる（図1・2）・また騨は多耀めら滴が，

した固定液中で細切し，その固定液中で4°C，1〜1・5

その内腔の電子密度は空胞状あるいは中等度よりもむ

時間離した調定後の酬噸

uエ・・一・で脱水

し，エポギシ樹脂に包埋し，toluidine

しろ高噸向がある（肌2）・したが・てこの種の

blueで染色し

細胞はBarlandらのいうA型細胞に類似しているが，

表層細胞・耀を確かめた上で繍財を作製し・
carbon

coated

上述のよう媚違点欄めら2・るのでAd・欄と称

gridsにのせ，酢酸ウラニールとクエ

することにする。

。酸鉛の二疎色棚し175KVで日立HU−11A型

b）B・・landらが頒したA型髄の鰍鮪する

電子mua鏡で纈し，醸倍率2・・。・〜25・。・・倍で撮

騨。

細胞（Ad・細胞）：内腔の電子離が中犠あるいは

離な騨が多獺察され（図5・617・8），G°lgi

灘・。ス・・卵ゼ活性を検出する肋の標本

難が髄囎面小胞僻糸粒体も多い（図5，6・7・

は，25％グ、・ター・レア・げ・ドを…5Mヵ・ジ・囎ナ
トリウム緩衝液で2，5％に稀釈し，pH5・4に調整した

8）・しかし禰4

胞体醸雛度か・ま燃ほとん

ど認められない（図6，8）。そしてこれらの細胞小

固定液内で細切し，同固定液で4°C・1時間圃定した。

器官の間1こは，少数の微細な細線維様物質が不規則｝こ

っL、でこの標本は上記の緩衝液で十分に洗浄し，pH

轡曲しながら走っている（図5，7）。以上の諸点は

5．4に調整したGom。ri法の反応液で37°C，30分間反

BarlandらのいうA型細胞に一致しているが・微細な

応させ酒び緩磁で洗浄L，2％赫・ウ・髄

細胞突起がほとんどなく瀬＊立の内腔の電子澱鵡

。．。5Mカ，ジル酸ナトリウ・緩嫌で・％に鰍し，

，H，．、廟整し燗謙で塒間，後1碇した・媚
としては瀞素反応の操作すべてを御たものと謎

いものが多く（図5，6，7，8）諌た維体の基質の

電子徽艸顯である（pa

質を除いた麟液中で，37・・，・・分間反応させたも
。を作製した．鯵螺反応椛した標本は水麟と
非水麟で4ブ・。クずつから超潮片を作製した．

5・

7）点は撒しない・

しt・が・て・の細月包はAd2細胞と称することにする・

…細胞とAd・細月包との齢は，1）㈱酬搬

起がAd・細胞で1よほとんどみられない点（図5・7），
・）G・lg畷がAd・糸日1胞では小さく楚してし

ない

（91

（図1，2）などである。

III観察所見

L

c）Barlandらが分類したB型細胞の特徴を有する

ec形性膝麟症の滑臓層荊朋包の闘的

所見と細胞の頒

欄（・・細胞）・こ唖の細胞で徽徽細嫉起をよ

ほとんどなく潤節｝盗繭・て齪状あるい購榔

著者囎察した症搬・・麟であり約1，…個の滑

伸ばした大き酬1胞突起がある細胤ある・胞1納セニ

臓翻胞獺察したので，・麟・つき嵐そ25個

瞳個小酬・が翻に懸しこれ繭るものでex小

。細胞蠣察した。と硫る。こ鴻咽1月包は症例に

齢で，またあるもので1壌状蹴大し層状剛列し

よりいろいろの差があり濠趨行型も多いが形態的

ている（図9，11）・そして・の間に蝶質の電子徽

獅轍の3群敵別できる。

ヵ・牌高い轍の維体轍在しさらに徴舩細線

、）Bar1、ndらが纐したA型細胞の特徴鮪する

細胞（Ad、細胞）、微細酬1胞突起が罰・鍵して

維勲質徽櫛・走1・，・・れ購に核の周囲に狽

（図9・11）・また騨は内容蝿掘度の高いものが

、・る細胞であり（図1，2a，3），さらに関節腔に向っ

少数認められるのみである（図9・10・11，12）。以上の

て胞体を齪状に伸ばした大きな糸【ll胞突起がみられる

諸点はB・・1・ndらがいうB型細胞に一致する・しか

ものもある（図4）。H包体内｝・はG噸小J」包が楚し，

し瀦の観察では・G・lgi難が発達し，特にG°lgi

滑面小胞体や一一ajの限界膜で境された大小種々の穎粒

嚢が大きくその内腔は電子密度の高い物質で満たされ
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ている細胞が多い。またGolgi小胞および滑面小胞体

の，中等度で均質なもの（図13

の内部は比較的高い電子密度を呈し，数が増加してい

a）、中等度のもののう

ちにさらに電子密度の高い小願粒を含んだもの（図

る（図9，10，11，12）。したがってこの細胞はBarland

13

らのいうB型細胞に類似しているが，多くの相違点も

それらの中間的なものなど種々のものが観察される。

認められるのでBd細胞と称することにする。

b），雲紫状のもの，空胞状のもの（図13

c）および

これらは水腫群，非水腫群ともにAd1細胞および

2，関節液貯溜の著明な疲例（水腫群）と著

Ad2細胞に多くみられるが，非水腫群のAdl細胞で

明でない症例（非水腫群）における滑膜表

は電子密度の低いものが多い（図3）。またこの顯粒

層細胞の電顕所見の比較

はBd細胞にも少数観察されるが・それらは小さくて

水腫群，非水腫群ともに変形性膝関節癌におけ一る滑

内部の電子密度が高い傾向がある（図9，10・11，

膜では，Bd細胞（図9，11）の割合が著明に増加し

12）。

ている。とくにこの傾向は水腫群で著明であり・部位

これらの頼粒がはたしてlys。soma玉enzyme

にょってはすべてBd細胞でしめられている症例すら

tivityを有するか否かを知る目的で酸性フォスファ

ある。
a）Acl

ac一

ターゼ染色を施した標本でみると，陽性反応がすべて
t細胞について：この細胞は非水腫群にく

の穎粒に生じているのではなく・大きな頴粒で一璽の

らべて水腫群で観察されることが多い。そして同じ

限界膜を有し，電子密度が中等度ないしはやや高い均

Ad1細胞とみなされる細胞においても，水腫群では，

質な内容のもの（図14

微細な細胞突起がより著明であり（図1），内腔の電子

a，

b，15

a）や雲架状の内容

を有するもの（図14c）のうちのあるものに強く陽性

密度の高い顎粒が多い。さらにまた水腫群の細胞で

にみられる。そしてとくにその限界膜の内縁に反応が

は，多くの糸粒体が集合して観察され，滑面小胞体の

強く出現する傾向がある。また非水腫群の細胞では水

内部の電子密度が高い傾向がある（図1，2）。しかし

腫群の細胞にくらべて反応産物が1つの穎粒内に多く

Golgi嚢は非水腫群のAd、細胞で観察されることが多

みられることが多く，頼粒全体に分布している傾向が

い（図3）。

ある（図15）。しかし水腫群の細胞でも内容の電子密

b）Ad2細胞について：水腫群ではこの細胞が観

度が不規則な穎粒では・限界膜以外にも比較的強く陽

察される率が少ない。そして非水腫群ではAd1細胞

性反応がみられる（図14d）。反応陰性頼粒としては，

とほぼ同じくらい認められる。Ad

2細胞の細胞小器官

内腔の電子密度に関係なく・小さい願粒のほとんどす

は水腫群と非水腫群との間で大差はないが，水腫群の

べてと大きい空胞状の願粒のすべてであり・内容の電

細胞の糸粒体はAd1細胞と同様に集合性が強く（図

子密度が非常に高度な願粒では反応産物の電子密度と

5，6），Golgi装置は非水腫群にくらべて水腫群の細
胞で発達しているようである（［9

の間に差がないために判定できないことが多い（図

S，6，7，8）。しか

14，15）。また反応陽性穎粒と反応陰性願粒との間に

し願粒の内腔の電子密度は両群の細胞ともに高い傾向

は形態的な差はみられない。さらに胞体内に電子密度

がある（図5，6，7，8）。

の非常に高い小穎粒が散在したり，帯状に並んだりし

c）Bd細胞について：この細胞は水腫群と非水腫

ている小頼粒が観察され為ことがあるが，これが陽性

群で著明な差がみられる。すなわち，粗面小胞体が両

反応を呈する粗面小胞体であるか，胞体内に遊離して

群で著明に増加しているが，それは水腫群の細胞で

活性を示している酸性フォスファターゼによるもので

は，小管状で1まぽ平行に配列し，一部では小胞状に拡

あるか，あるいはまたグリコーゲン顯粒であるか，

大して，たがいに連結したものもみられる（図9，

ribOSOmeであるか著者の観察材料では判定不能であ

10）。一方非水腫群の細胞では，それは嚢状に拡張し

った。

不規則に配列している（図11，12）。またGolgi装置

また薯者の観察では，

が両群の細胞でともに著明に発達しているが，水腫群

の細胞ではGolgi嚢の内腔の電子密度が高く，

Golgi

小胞および纈粒の内腔の電子密度も高いようである

（図9，10）。

・

IV

考

察

1・滑膜表層細胞の電顕的分lgiViついて

3、lySOSOineの形態と酸性フォスファターゼ
活性について
形態学的にlysosomeとみなしうる願粒は一電の隈

Golgi装置で陽性反応を呈す

るものは認められなかった。

正常人滑膜についての電顕的研究はHirohatai5）や
LeVerら28）の報告をはじめとして現在までに十数編の

報告がある4）5）8）10）12）17）27）39）43）。そしてBarlandら4）5）

界膜を有し，内容の電子密度が非常に高く均質なも

が電顕所見から滑膜表層細胞をA型，B型の2型に分類

．4号

（1968）
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図1．

Ad1細胞（水腫群）

微細な糸Ill胞突起が発達し，大小種々の穎粒が多数認められる。粗面小胞体が散在して

いる。滑面小胞体や糸粒体が多数認められ，糸粒体は集合してみられる。Golgi装置は
Golgi小胞の発達が著明であるが，

Golgi嚢は発達していない

附図略号説明

N：核
RER：壮L面小月包体

SER：滑面小胞体
G：Golgi装置
L：穎粒
M：糸粒体

（9，

600×）。

14−（460）
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F
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図2．

Adl細胞（水腫群）

a）著明に発達した微細な細胞突起があり，胞体内には大小種々の中等度かまたはやや
高い電子密度をもつ顧粒や滑面小胞体が多数認められる。小さいGolgi装置が1個認
められる

（14，400×）。

b）長楕円形の粗面小胞体と大きいGolgi装置が認められるが，中等度の電子密度の基
質を有する糸粒体は数個が集合してみられる。大小種々で電子密度の変化に富んだ穎
粒とともに多数の滑面小胞体が観察される

（20，800×）。
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図3．

15−（461）

Ad1細胞（非水腫群）

大きな空胞状あるいは雲禦状の内容の願粒があり，Golgi装置は分散して認められ，
電子密度が中等度の基質を有する糸粒体が密接してみられる。粗面小胞体は小胞状に拡
大して原かいものが散在している

図4．

（5，

600×）。

Ad1細胞（非水腫群）

大きな空胞状の内容の願粒が数個あり，電子密度が中等度あるいはやや高度の滑面小
胞体が多数認められる

（18，400x）。

16−（462）
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図5．

Ad2細胞（水腫群）

微細な細胞突起はほとんどない。胞体内にはGolgi装置が発達しGolgi小胞が多数認
められる。また糸粒体は部分的に集合して認められる。これらの間にはやや電子密度の
高い願粒が多数みられる。粗面小胞体は少ない

図6．

（9，

600×）。

Ad2細胞（水腫群）

Golgi装置は発達し電子密度の高いGolgi嚢と多数のGolgi小胞よりなっている。滑
面小胞体も多数認められる

（12，800×）。

f4号

（1968）

・v，

．

蟹淺

、，1醗騨一一，

，、−

図7．

1

17−（463）

・・

榛

一

．

．s

．

衷

，・轍一

無一

e

Ad2細胞（非水腫群）

微細な細胞突起はほとんどなく，胞体内には電子密度の高い穎粒やGolgi装置が散在
してみられる。粗面小胞体はほとんどないが，糸粒体が集合して認められる（8，000x）。

図8．

Ad2細胞（非水腫群）

比較的電子密度の高い穎粒や滑面小粒体が多数みられ，Golgi装置が散在しているが
Golgi嚢およびGolgi空胞は少ない。糸粒体基質は電子密度がやや高い。粗面小胞体は
ほとんどみられない

（18，400×）。

．

18．（464）

図9．

信州医誌第17巻

Bd細胞（水腫群）

畿購撚欝鷲審濾羅鴇難辱鵜鍮綴驚騰：
電子密度の非常に高い顯粒が数個みられ，糸粒体が散在している

図10．

（10，400×）。

Bd細胞（水腫群）

趨謙1よ繍翻欝麟茄毛窯譲馨轍鵬驚
個みられる。糸粒体基質は中等度の電子密度である

（19，200×）。

撫号（1968）
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図11．

．

Bd細胞（非水腫群）

微細な細胞突起はなく，嚢状に拡大した粗面小胞体が不規則に配列している。Golgi
装置は著明に発達し，顎粒は電子密度の高いものが数個認められる

雛一顯

（9，600×）。

薩躍墾灘1・懸．講鑛魏懸灘一・

こ藏繍灘

醗雛鱗、難鞠．繍艦．1．．！，璽醤離灘糊．『贈魏懸
・

R

v

ごv

図12．
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謹

箋

Bd細胞（非水腫群）

拡張した粗面小胞体が不規則に配列し，電子密度の高い糸粒体が散在している。大き
なGolgi装置があり，長いGolgi嚢と多数のGolgi小胞が認められる。大きな頼粒が1
個みられる

（32，800×）。

｝
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1

穎粒の種々像

a）内腔の電子密度が高いもの（Ll）や中等度のもの（L5）で均質な願粒が多数散在し
ている

（12，

OOO

×）。

b）内腔の電子密度がやや高いもので均質な顯粒（L
粒を含んだ頼粒（LIo）がある （28，800×）。

：1）やその中に電子密度の高い小顎

c）内容が雲禦状の粒懸（LT）や空胞状の穎粒（Ls）がある

（12，

800×）。

22−（468）
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瞳懸講麟灘：・蔽誕懸灘響』

酸性フォスファターゼ染色

a）一重の限界膜で境され，内容の電子密度がやや高く反応陽性の大きな穎粒（L2）と
陰性の頼粒（L．g）を認め，同様の電子密度の小さい穎粒（L3）や大きくとも空胞状の
穎粒（L8）は反応陰性である

（28，000×）。

b）内容の電子密度がやや高く大きな穎粒でも反応が陽性のもの（L2）と陰性のもの
（L3）が認められる。そして胞体内には電子密度の高い小穎粒が帯状にならんだり不
規則に散在したりしている。空胞状の穎粒（Ls）は反応陰性である

（25，600×）。

第4号
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酸性フォスファターゼ染色

c）内容の電子密度が中等度で均質な穎粒（L4），雲紮状の穎粒（La）の限界膜の内縁
に陽性反応が出現している。しかし電子密度が高い願粒（Ll），やや高い頼粒（L3），
空胞状の穎粒（L8）は反応陰性である

（18，400×）。

d）内容の電子密度が不規則な頼粒（cytQlysome）では反応物質が限界膜の内縁に限
らず穎粒全体に散在している（Lg）。願粒の内腔の構造が類似していても陰性のもの
（Llo）もある

（24，000×）。
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15−c

酸性フォスファターゼ染色

a）内容の電子密度がやや高く均質な頼粒が多数認められるが，大きい顎粒でも陽性の
もの（L2）と陰性のもの（L3）があるaそして反応陽性の頼粒では反応物質が頼粒全
体に分散している。内容の電子密度が中等度で反応物質が限界膜の内縁にのみ認めら
れる頼粒（L

．）もある

（25，

600×）。

b）内容の電子密度のやや高い陰｛牒頁粒（Lのにかこまれて陽性頼粒（L2）があるが，
反応物質が非常に密に存在する

（40，

OOO×）。

c）内容の電子密度がやや高く均質な頼粒（L2）とその中に2個の小胞を含んだ頼粒
（Lg）に陽性反応が認められる。これらでも反応物質は均等に分布している
（40，000×）o

26−（472）
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して以来，多くの研魑がこの説を購して・・る・し
かし，滑臓層細胞を形騨的1・．・：れら2つ哩磁

騨の内腔の電樒度縞い点カミA型細胞と異なり・

Bd細胞もG・1gi難力溌達し，

昨区別する・とはむずかしいので沖醒あるいは

G°1gi嚢t

G°1gi小胞

およ備面小胞f本の醒の電樒度編いもの勘

移行型の細胞の存在を指摘する研兜者17）もある。さら

点はB型細胞とは異なっている。

にDettmerら12）は，：れらの細胞が機能状態によって

2・水腫群と非水腫群における滑膜表層細胞

著しく形態を変えることを指摘しており，またLuc一 @

の差違について

kenbillら29）やAdami）は異物の関節腔内注入によっ

つぎに・症例を水腫群と非水腫群にわけ・この両群

て，すべての細胞に貫食作用が認められることから，

でAdl，

機能的にもA型，躍細胞を肺・判別する・とはで

きないと述べている。

Ad2・Bd細胞がそれぞれいかなる割合で観

察さ泌力・また細胞欄官に瀦でどのよう嵯力：

認め62tるかなどの観察に主腿隷

変形性膝関鞭の滑膜に関する電顕的研究はさらに

たわけである・

水麟の滑膜では非水麟セこ比しB醐胞がより多く

数少なく，青木ら・・，Cu・ti・…，賑ら26・，松浦31），

R・y38

観察された・・の髄でVZ

J

鰍の緬4

麟が増加

などの結をみるにすぎない．そして，・れらの研究 し層状に醐している・さらにG°lgi難棚廠
都繭リウマチ瀾節結核などにおける滑膜の醐 ある・

墜1欝欝糠搬禦奮齢が灘1讐懸蕩雀留繕朧
詳細噸察し変形性膝麟症囎膜表層細胞では・ 有頒腋化が行な2） 1 L・分泌騨して細胞外へ出
額小麟の膨化が最も轍的な所見であり・さらに さ摘とされてし る・アイソトープを用い畑究誓
・。19・装置の齢滑面小酬・の減少をあげ・また

よれば・

ンド゜イチン硫酸蝉酸化の場もG°lgi装

1y、。，。m。1b。d，の駒，糸粒体の変耽どが諭ら

酢あるといi・れている・したがって水麟の細胞｝こ

れると述べている．しかし証醐莫についての記載

みら・ntc上述の撒よ謂臓層細胞の生合成ならび

はなく，、。，1。。dらの轍しているいわゆる正輔膜

t・分泌機能航進と鰍しうる・変形｛Vk」］黍関節症で1よ，

と嫌した襯を述べているにすぎな・・談際」・証

貯溜した麟液の腋カミ疎の関節液砒し低下せ

常状態の人の襟灘を撚しうる機会はきわめ砂 ず・酸性多鞭嚥度も低一FLt・いとされているL5）o
なく潜者も人の正常滑膜の騨馳直鞭察した経 関節液量が増加する・：もかかわらず，灘多鞠の濃

験がない．敵纐的研究では一舟隻的にいえる・と
であるが源本を採取する雛によ・て病像もちがう

度が低下しないとす瓢醗多欄の継生量は増

加しているはずである・上述の翻像から渡形性膝

であろうし，sた刻峻動している生活して・・る細胞

の＿麟の馳とらえるのみであるという欠軸あ

る。

繭症の滑膜では藷者のいうBd糊包が増加しさ

らに個・の細胞の生餓の充鰍態は・て潤鰍

の鍍や酸性多糖類の厳が保たれ三いるのではない

そ。で著都変形性膝麟症患者から採取し静数

かと考えられる・B・・landら

5

は正常で網膜輝

の滑膜の細胞を個・の細胞小糖の形解関す礁似 細胞齢型細胞がB型鱒よりも多硯ら泌と述べ
点湘違点について縣した結果，大肌て・㈱の ているが渡形性膝麟症儲で腓水麟羊であ・て
細胞に分ける．とがより館的である・とを鋤た．
すなわち，Ad。

Ad、，

も，B・細胞がAd・およびAd・細胞よりも多く謙

B・と鮒けた細胞であるが，

された・こ曝実は荊・麟の細泡とはいえ，正常よ

。れらの細胞鉢鋤罐があるか否かは別として， り牲合成航進し燃態とも考えられる・しかし非
変形性膝麟症囎膜にはさきに述べたよう彫齢 水麟の・・細包の鞭4・胞体嘘状に拡張した状態
もつ上言己の細胞が灘される・と腺実である．・ でmesされる・とが多いカミ・この状態姓舘された
れらの細胞をBarlandらのいう正常細胞の言己載と比 物質が賄・貯溜したためとも解細能であろう・す
較すると，Ad。

A・，細胞はA型細胞噸似し，

B・

なわち非水麟で1・・細胞の物質の生誠眈進して

細胞は曜細胞噸似してezuiる．しかしAd・細胞

いても，それが細欄に鵬していることカ：特徴とい

ではGolgi嚢が小さく，糸粒体は基質の電子密度が中

えるかも知れない。しかし，電顕的研究では，細胞の

鞭のものが多い．また・の間V・．em少数ではあるが短
かい粗面小胞体があり，多数認められる穎粒の内腔の
電子密度が高い傾向がある。これらの点はA型細胞と

異なる．A・、細胞轍細な細胞雑力・ほとんどなく，

数磁えて鰍する・とは妥当で臆いので，さらに
滑膜そのものについての生化学的研究が必要であろ

う。

一方，

A型細胞噸｛以するAd・，

A・・細胞が融

笛4弩

（1968）
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される頻度は水腫群では非水腫群｝こ比し少なかった。

やGolgi装置では酸性フォスファターゼ反応が陰性で

しかしAd1細胞とAd2細胞を比較すると水腫群では

あった。また空胞や小胞状の滑面小胞体ではすべて陰

Ad、細胞が多く，非水腫群ではAd2細胞がより多い。

性であり，しかも形態学的にlysosomeと考えられる

さきに述べたごとく，Ad1細胞では細胞突起がこま

頼粒のうちにも陰性のものがあり，大きな顎粒で内腔

かく分枝してよく発達し，細胞機能としては貧食能が

の電子密度が中等度のものおよびcytolysomeのうち

駐盛な状態といえる。この事実から滑膜表層の細胞は

のあるもので反応陽性であった。

関節液中の物質の処理という機能的要請により・上述

このようにすべてのlysosomeが酸性フォスファ

の変化を示したものという解釈も可能である。

ターゼ反応が陽性であるとは限らないのは，標本作製

3，滑膜表層細胞の1ysQsomeについて

上の技術的な問題を除外すれば，ある種の1ysosome

最近，関節炎症と1ysosomeとの関連性が注目され
るようになった。1ysosomeは1955年de

は酸性フォスファターゼ以外の酵素活性をもっている

Duveil）iこよ

ことが考えられる。また陽性穎粒のうちには不均等に

ってその概念が提唱され，Novikoffら35）によって

反応物質のみられるものが多いが，これは1ysosome

電顕的にその形態が把握された・ついでEssnerら13）

内における酵素の分布が不均一なためか，または標本

やH。ltら21）による電顕的組織化学の導入によって・

作製中に変化をうけたものと考えられる。したがって

lysosomal

enzymeとlysosomeの関係が論ぜられる

本研究で観察しえた酸性フォスファターゼ活性の電顕

ようになった。しかし酸性フォスファターゼを指標

像から，滑膜褒層細胞のlysosomal

とした電顕的組織化学的方法が滑膜に応用されたのは

Barlan（1らが1例の関節リウマチ患蓄で行なった報

Ad2細胞では形態学的に1ysosOmeとみなされる穎粒

告7）のみである。

が増加しており，かつその多くに酸性フォスファター

Iysosomeの起源には食胞および小胞体が関与して

ゼ活性を証明しえた。この事実は変形姓膝関節痕の炎

いる14）37）44）。すなわちPhagQcytosisやPinocytosis

症過程には滑膜細胞山来のlysosomal

にょって細胞こ摂取された栄養物や異物の消化，処理

enzymeが関与

していることを示唆している。

の過程で認められる液胞であるが，一一geの限界膜で周

しかし，変形性膝関節症の滑膜で観察された諸変化

囲の細胞質から分離されたものがlySOSOtneであり，

を変形性膝関節症特有の変化ということはできない。

この中には各種の加水分解酵素が含まれているといわ

なぜならば，関節リウマチや関節結核の滑膜において

れている46）47）48）se）。そして食作用により形成される小
さい液胞は物質の輸送や交換に，大きい液胞はとりこ

enzyme全般につ

いて論及するわけにはいかない。しかし，Ad1および

も程度の差こそあれ類似の変化が観察されているから

である2）6）7）D）15）18）19）20）26）29）31）99）34）45）5t）。著者ら42）は偽

まれた物質の分離すなわち異物に対する細胞の防禦機

性痛風の滑膜の電顕的研究を行ない，ピロ燐酸カルシ

転に関係していると考えられている41）。そしてまた，小

ウム結酷が関節液中の白血球のみならず滑膜表層細胞

さな願粒が大きな顯粒になり，以前から細胞内にあっ

内にも認められ，さらにその細胞には多くのlyso一

たlys。someと融合してその顎粒が1ysosomeになる

someが認められることを報告した。

と考えられている40）。一方，分泌顯粒が細胞外に分泌

Weissmann49）は

変形性関節症においてもcrystal−induced

synovitis

される機転は食作用の逆の機転と考えられている3）。

と類似の機序が働いて炎症が発展するのであろうとい

この際，Golgi空胞の限界膜ならびに内腔に酸性フォ

う考えを発表している。著老も滑膜表層細胞内に異常

Xファターゼ活性が陽性であるが，これは未成熟分

結晶のようななんらかの起炎物質が存在する可能性も

泌頼粒であって，成熟した分泌願粒は酸性フォスファ

考慮して観察してきたが，まだそのような特異なもの

ターゼ活性は陰性であるといわれている。1ysosome

は発見しえていない。しかし，

は上述のような物質の細胞内へのとりこみや分泌をい

lysosomeの増加が認

められることは，Barlandらの正常像と比較してほぼ

となむとともに，さらに変性を起した細胞内構成物を

確実である。

周囲の細胞質より分離し，白己消化する機能をもった

以上，著者の研究結果から変形性膝関節症の炎症あ

ものもあり，これはcytolysomeとよばれている36）。

るいは病変促進機序について推論すれば，次のように

cytolysomeは電子密度の高い穎粒に変化していき，

myelin像も1ysosomeの終末形といわれている。
lysos。mal

enzymeはribosomeで合成され，

いえる。

変形性膝関節症では，関節軟

GoIgi小

胞で濃縮されることが推定されている37）44）。著者の観

察では水腫群，非水腫群の細胞に関係なく粗面小胞体

胃

の栄養や関節腔内の

老廃物の処理などに重要な働らきをもつ滑膜が，退行
性変化と増殖性変化を起している骨や軟骨に面してい

る。その滑脚こは関節液の多少laかかわらず活動性の

28−（47・D
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線維芽細胞に類似した細胞が増殖し、滑膜の機能の充

しているが，非水腫群の細胞では嚢状に拡張し，配列

進を示す変化が認められる。これは滑膜表魍細胞の代

は不規則である。また水腫群の細胞ではGolgi装置の

謝に影響をおよぼし，さらには関節液の性状を変える

内容の電子密度が高い傾向がある。

ために軟骨が障害される。このような滑膜蓑層細胞に
eM

lysos。meの発達およびlysosomal

enzyme

5・1ysosonleは水腫群，非水腫群にかかわらず，

activi一

多かれ少なかれほとんどすべての細胞に認められる。

en一

そして酸性フ才スファターゼ活性は大型の穎粒で，内

tyの上昇の所見がみられる。そしてlysesomal

zymeとしては核酸，蛋白，多糖類などを分解する酵

容が均質でその電子密度が中等度ないしはやや高度な

素が生化学的に証明されており，それらの酵素は細胞

もの・雲紮状の穎粒あるいはcytolysomeと考えられ

内での自己消化に関与しているばかりでなく，1ySO一

る穎粒のうち，あるものには陽性であるが，形態的に

someの膜が破壊されて細胞中に遊i離し，細胞全体の

は同じ穎粒でも陰性のものもある。故に，大きな穎粒

融解壊死現象にも重要な役割をはたしていると推定さ
れる。すなわちlys

osomal

の場合には，酵素反応を施してその反応産物を証明し

enzyme力斗滑膜の炎症機

なければ・その形態学的な特…徴のみからは酸性フォス

構に少なからず影響しているものと推定される。

ファターゼ活性の有無を判定することはできない。し

そこで今後の聞題としては，正常の滑膜との比較研

かし小さい顎粒にはすべて反応が認められなかっ

究により変形性膝関節症の滑膜病変をより明確にする

た。

こと，lysosomeに含まれている他の酵素の細胞化学
的追求によりlyso9．

omal

6・以上の観察所見にもとついて，変形性膝関節症

enzymeと関節炎症との関係

の滑膜炎症の機序について考察した結果，変形性膝関

をさらに追求することなどが重要と考える。
V

結

節症における関節液の構成成分は増加したBd細胞に
山来するであろうこと，滑膜表隅細胞内のIysosome，
あるいはそれに由来するIysosomal enzymeヵこ炎症促

語

変形性膝関節痙患者を関節液が数回続けてIOme以上

進因子として重要であろうと推論した。

採取されたものを水腫群，10me以下のものを非水腫群
として，前群の16関節，後群の24関節から採取した滑
膜の表層細胞について電顕的に検索した。

・・
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る。しかしGolgi嚢は小さい。この細胞は非水腫群に

くらべて水腫群に多く観察される。水腫群では微細な
細胞突起がより著明でありJ糸粒体が集合してみられ
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