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るのみである。従ってヒトの関節軟骨を経年的に追求

変形性関節症の一次変化の主体は関節軟骨の変性で

し・その正常像を明確に記載した電顕的研究は確立し

あり，その初期変化は老化による変化ときわめて類似

ていないといえる。

している。そのため変形性関節症の成因を究明するに

著者は信州大学整形外科学教室の変形性関節症に関

は，まず関節軟骨の変性像と正常関節軟骨の経年的変

する研究の一環として，変形性膝関節症患者の関節軟

化像とを追求する必要がある。しかも従来の光顕的研

骨の電顕的観察を行なった。変形性膝関節症では関節

索では生命単位である細胞の微細構造を論ずることは

洗浄が有効な治療法の1つであるが・関節洗浄の際

今日ではもはや不可能であり，電顕的な機能形態学的

観察が必要である。

に・関節鏡を用いてほぼ同一部位から関節軟骨を採取

することは患岩に苦痛を与えることなく実施すること

関節軟骨に関する電顕的観察は1950年代は比較的少
なく，Zbinden（1953），

Camer。nら（1958），

が可能である。そこで，本研究では30才〜85才の年

Little

令層にわたって分布する変形性膝関節症患者の関節軟

ら（196S）とZelander（1959）による報告がみられ

骨の電顕像を追求することにより・まず個々の軟骨細

るe1960年代に入ってにわかに多くの研究者に注目さ

胞が微細構造上どのような所見を呈しているかを明確

れ，Barnettら，広畑ら，

lこ記載し

Silberbergら，

Meachim

らによる優れた一連の観察結果が報告された。経年的

変化に関してはBarnettら

機能的形態が比較的よく保たれているものから，細胞

（1963）が家兎関節軟骨

崩壊像にいたるまでの各相の電顕像を検討することに

で，Silberbergら（1964）がマウスで，小泉（1965）
が家兎およびヒトで，町田（1965）がラヅテでそれ

さらに・観察しえた軟骨細胞の電顕像を，

より・軟骨細胞の変性さらに崩壊の機序を解明しよう
とした。

それ報告している。変性像に関しては佐藤（1964）

が，him。、，yp，i。を鮒した家兎で，

Silberb。rgら

（1964）がsomatotrop王linやestrogenを投与したマ
ウスで，またBarnettら（1965）がthorotrastを関
節腔内に注入した家兎でおこる軟骨の変化をそれぞれ

追求している。しかしヒト関節軟骨の電顕的研究は少

II資料および研究方法

信州大学医学都整形外科にて変形性膝関節症と診断
された患者のうち，30才〜85才にいたる100関節で・
年令゜性別は表1に示すとおりである。

表1

患者の年令および性別
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Meachimら（1967）が37才〜83才の8例の大腿骨頼部

関節軟骨で，Weissら（1968）が15才〜25才の15例の
大腿骨内願関節軟骨でそれぞれ比較研究したものがあ

計
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軟骨標本は膝蓋骨の外側関節面（Facies
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laのから関節鏡で観察しながら採取した。

周辺部を観察すると・細胞をとりかこんでいる微細な

binpsyで得られた標本は関節鏡視上著変の認

細線維様物質がほとんどすべての細胞に認められた

められなかった部位からのもので，光顕および電顕用

資糀し，輝的にH．E染色で1素特に贈を認めな

（図1−−10，13〜15）。このi｛1分は光顕的に軟骨細胞の

網鯛部（Z・llh・f）と呼ばれている領域に湖1働に一

かった。観察部位は細胞小器官が最も発育している中

致している。この細胞内細線維様物質の構造は前述の

騰を中心とした。

細胞内細線維よりは粗である場合が多く，走行に規則

資料は採取後数秒以内に固定液に投じ，そのなかで
速かにカミソリでほぼ1imi

x

lnmt

×

1．

性がなく，細胞内細線維とは明らかに異なり・基質の

5manの大きさに細

切し，さらに新しい圏定液に投じた。閲定液はPal一

adeの処方による1％osmic

acidで氷窒中で2〜3

膠原原線維とも異なっている。すなわち弱拡大では一

見願粒状にみえる場合があるが（図7・9・13），強拡

大では穎粒状物質はたがいに非常に微細な細線維様物

時間圃定した。ついで室温でethanol・acetone系列

質で網目状につながっていることがわかる（図2・8，

で脱水し，串田法に準じてEpok−533混合樹脂に包埋

14・15）。図6のごとく細胞膜が断裂した部位では軟

した。LKB超ミ7・・トームを使用し，ガラスナィフ

骨細胞の内外の細繍1套様物質は騨もなくたがい噸

で約O．1μの超薄切片を作成した。酢酸ウラニールで

似し・図8のごとく細胞周辺部にある膜構造の明瞭な

10〜20分前染色した後，クエン酸鉛（Reynolds法）

vacuole内の物質が細胞外細線維様物質に類似してい

で5〜10分染色する二重染色法を行ない，日立HU一

る謙がそれぞれ数例得られた。このvacuoleの近くに

11A型電子顕微鏡（加速eS

EE

75KV）により観察した

上，直接倍率2000〜25000倍で撮影した。

は数個のpinocytetic

れた。
60才以上の症例では，関節鏡視下に観察しうる膝関

III観察結果

観察した

vesicleが存在し，細胞突起の

先端と細胞外細線維様物質との間には連続性が認めら

婦細胞購1胞小器官の完備したいわゆる

皿常像を呈するものはきわめて少なく・多少なりとも

変性勲呈していた。核膜や細胞1莫の断裂細胞小器
官の破壊，細胞質の変化など細胞の一般的な退行性変
化や細胞死の所見をみうけたが，得られた電顕像を年

節の媚

は轍的に3Q才〜40才代の症例よ塙度の肉

眼的変化を認めたが，肉眼的変化が高度となるに従っ

て・この細胞外細線糸鎌物質の層の厚さが増し（図
5，7・9・10，13）・同時に細胞小器官が認められなく
なり・境界比較的鮮明な・膜構造をもたぬ，電子密度

令に従って並べてみるといくらかきまった傾向がみら

の低い・ほぼ均一無構造な領域が細胞内にめだってく

れる。

る傾向があった（図7，9〜13）。

検鏡した軟骨細胞の大部分のものに，倣細な細線維
が細胞内に多く認められた（図1〜4，8，15・16）。そ

一方細胞外では細胞外細線維様物質の中に・あるも
のは膜様構造を伴なったり（図5左）・あるものは層

れらの多くは図1のごとく核の周囲に移在しときに

板状構造をもつ（図6右）electron

は図3のごとく細胞全体に充満し，細胞小器官を細胞

われ，また・細胞タト細線維様物質の外側部にも1000〜

周辺部に押しやっている像が認められた。これらの細

胞では正常なmitochondriaやGolgi

areaは認めら

れず，肥大したわずかな粗面小胞体と単層の限界膜で

囲まれた1〜3個のvacuoleが認められた（図1〜31
8，15）。

dense

bQdyカミ現

bodyが散在す

る傾向があった（図7，9・10）。このような傾向のあ
る軟骨細胞では核膜，細胞膜は不明瞭となり・細胞小

器宜はほぼ完全に滴失していた。
やはり関節鏡視下で変化の強い，すなわち関節軟骨

細胞内細線維は細胞小器官の間をうねりながら平行
に走り，多くはそれら小器官とは交通を有しないが，
electron

「」QOOAの大小様々なelectron

dense

dense

bodyをとりかこんだり（図4，16），

前述のvacuoleの限界膜と接しているものもあった
（図15）。縦断面と横断面とが認められ（図2），電子
密度は中等度で，横紋はもたず，太さgoA前後であ
る。
細胞内細線維が細胞内に充満した像は40−一一ttO才代の
患鷺で，関節鏡視下で軟骨の馨芝画にまだ欠損像が認め
られない程度の症例に多く見られた。一・・4方軟骨細胞の

表面が光沢を失い，粗であるばかりでなく一部に欠
損の認められる症例の関節軟骨中に，さきほどとは構
造上趣を異にする電子密度の高い小体が認められた
（図11〜16）・9れらの小体はほとんどすべてが後述の
lysosomeと思われる単層の限界膜を持ったvacuole
と接しており，その膜構造と連続した密接な関係をも
っている。図16はvacu⑪1eの膜構造が不明瞭となり，
同時に層板状構造を示す小体が増し，左の方にはほぼ
完全に近いmyelin
ではelectron

bodyが現わ），
dビnse

Lている。図14，15

bodyとmyelin

bodyとの中
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齢とも思われる層板状構造をもった断片が認めら
執，膜構造をもったvacuoleが関係してmyelin

それとも結果なのかは不明であるが，変性した漱骨細

body

胞で多く観察されることは事実である（図1〜4，8・

が形成されていくような様子がうかがえる。

15，16）。軟骨細胞におけるこの類似像はすでにGod一

これら腰板状構造を有する電子密度の高い小体をも

nlanらls）がchondr。genesisの研究でラヅテの胎児骨

つ細胞の金体像は，一般に強く変性に陥っており・核

端軟骨細胞内に，広畑ら19）31）がヒトおよび成熟家兎関

膜，細胞膜は断裂あるいは消失し・細胞質基質の電子

節軟骨の中・深層細胞内に，Barnettら2》3）は3年家兎

密度が高くなり・細胞小器官は不明瞭になり，図13左

と・関節内にth。rotrast注入後変性を来した家兎の

下方のごとく粗面小胞体がわずかに残存している他は

中層細胞内に・町田23）m）が月令の進んだラッテ関節軟

揖ま完全に消失しており，細胞死（図11）あるいはそ

骨の中層細胞内に，Silberbergら3fi）がestrogen負荷

れに近い状態の電顕燥を皇するものが多かった・

IV

考

マウスに，Meachimらas）およびWeissら42）が成人大

腿骨顯部関節軟骨にそれぞれ観察している。
軟骨細胞内細線維の機能的意義について，

案

Godman

変形性関節症の程度に応じて，あるいは個体の年令

ら15）は軟骨基質の線維形成になんらかの関係があると

に応じて，すべての軟骨細胞に同様な微細構造上の変

考えている。しかし彼の観察した標本は胎性軟骨であ

化が観察されたわけではない。細胞小器官の完備した

り，軟骨性骨化機序における軟骨細胞の崩壊現象と継

正常軟骨細胞像はきわめて少なく、多少なりとも変性

線維出現との関係について，さらに追求する必要が

を伴なっており，細胞というよりは細胞の痕跡といっ

あると思われる。Silberbergら35）1よこのような線維成

た方がよいものまで種々様々であった。著者の観察し

分の増加はmucopolysaccharideの生成を低下させる

た資料は臨床的に擁痛や関節水腫を伴なういわゆる刺

と考えている。広畑ら19）は細胞内有形成分が次第に変

鰍態にある変形性関節症患者から採取した軟骨であ

性した産物であると報告している。Barnettら2）と町

る。症例は30〜85才まで分布しており，この年令暦の

田24）も関節軟骨の経年的変化として，細胞内細線維が

関節軟骨の正常電顕像に関する知見も確立していない

核のまわりにしぼしば出現するのを観察し，老化と関

ので，観察しえた所見を変形性関節症に由来するもの

係があると報告している。いずれにしても軟骨細胞の

と解釈するか，経年的推移による変化と解釈するかが

変性と関係があるということについてはほぼ一致して

問題である。このような要因を明確に分離すること

いる。著者は検査対象とした30〜85才のヒトの大多数

ぽ光顕的研究でもまだ不充分であり，電顕的研究では

の関節軟骨細胞内に細線維の存在することを認め，さ

その困難性がより大である。さらに膝関節の軟骨の変

らにこの細線維が著しく増加した細胞では小器官が細

化は各部位で均一におこるものではなく，高橋S9）や

胞の辺縁におしやられた形になり，小器宮自体の形態

M。hig27）の研究では荷重面や膝蓋骨内側面に変化が高
度に生じ，軟骨面が完企に消央している例も多いとい

も不明瞭になっていることなどから，細胞内細線維は
軟周湘1胞内の物質移動を障害するものであり，細胞変

う。

性をさらに助長するものと考える。

本研究では軟骨採取部位を統一するために比較的変

著者はさらに細胞内細線維がなにに由来するかとい

化の程度が低い膝蓋骨外側面から標本を採取した。し

う疑間をもち，細線維の周辺の小器宜との移行部を詳

かし電顕レベルで観察しうる領域は細胞単位であっ

細に観察した結果，図15のごとく膜構造をもつvacu一

て，慨々の細胞の変化から組織金体の変化について論

01eと接している像がときにみられた。この衷爽は細

及するCとは困難であるとされている。従って検鏡し

胞内細線維と細胞の膜系統がなんらかの関係を有して

た個々の細胞像だけをもって変形性関節旋の関節軟骨

いることを示しているものと考えられる。さきに述べ

病変全般についてを論ずるわけにはゆかぬが，著者の

たように細線維は軟骨細胞の変｛生と重要な関係がある

観察結果に基づくと，変形性膝関節症患者から採取し
た関節軟骨の電顕像では，細胞内外の細線維，細胞内
の電子密度の低い無構造な領域および各種のelectron

dense

る。

b。dyがきわだった所見であったので，まずこ

kzらの機能的意義について考察をすすめる。
1，細胞内細線維Intracolluler

と思われるので，今後電顕的autoradiography法な
どを応用して，その本態を追求する必要があると考え

2，細胞外細線維様物質Extraceltular
fllamenteUS

filament

materlaTについて

について

観察結果で記載したように，この物質は前述の細胞
内細線維とはり］らかに構造を異にし，軟骨基質の膠原．

細胞内細線維の増加は軟骨細胞変性の原因なのか，

原線維とも異なっている。図2，8，14，15に示すご

34−（48。）
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とく顎粒と網目状につながっている非常に微細な物質

いても椿一致してglycogenと記載している。

1よその髄からして，細胞内でみられた細線維のごと
くきっぱりと「細線維filament」とはいいきれず，あ
えて「細線維様物質filaunentous

しかし電鋤1・は搬1こglyc°gen雛｝撫艶の

場合には電子密度が低く，その存在を認めにくいがt

material」と呼ぶ二

鉛で染色すると電子密度の高い願粒として認められる

とにする。

のである。

関節軟骨におけるこれらの物質についても多くの研

著者の知りえた範囲では唯…の報告であるが，

究港によってすでに記載されている。Cameronら5）は

Meachimら25）はクェン酸鉛や酢酸ウラ＝

膨化あるいは変性した新生児関節軟骨で認めており，

v−一ルで染色

した電顕像で電子密度の高い小顯粒を91ycogenとみ

Barnettら2）は家兎の関節軟骨では経時的に細胞周囲

なし，変性像での9王ycogen増加を認めている。しか

に微細な細線維の集積がみられ老化を示すと報告し

し著者と同様ク＝ン酸鉛を後染色に用いた小泉21）の

ている。Meachimら25）は37才〜83才のヒトの変性し

glycogen像は著者の電子密度の低い均一無構造な領

た大腿骨類部関節軟骨に同様の所見を観察したが・

域と一致し・彼はPAS反応唾液消化試験で陽性を

Weissら42）の15才〜25才の若い大腿骨懸部関節軟骨の

示したとしてglycogenと考え，軟骨細胞中のgly一

所見ではその出現がきわめて少ない。

cogenは他の組織のそれと異なり電子密度の低い領域

著者の観察結果では変性した軟骨の細胞周部（Zell−・

として存在するのではないかと報告している。

hof）に多く出現するのが認められ，関節鏡視上関節

同じ染色法を用いて一一方は電子密度が高く，他方は

軟骨の変化が高度になるに従って，細胞外細線維様物

低いということはどうしてであろうか。水溶性の固定

質の層の厚さが増しており，岡時に核膜，細胞膜は不

液および脱水剤を用いることから・固定，脱水という

明瞭となり，細胞小器宮が消失してくることから，前

資料作製途上の差異によるのか，それとも小泉の述べ

述の細胞内細線維と同様，変性と密接な関係があると

ているように軟骨細胞内の91yc。9enは他の組織内と

考えられる。

は異なった状態で存在しているためなのかのいずれか

これらの本態に関してはいまだ不明であるが，軟

であろうがi今後の電顕的組織化学の検索をまたねば

骨韮質中の膠原々線維の前駆物質であると考えている

ならない・水酸化鉛を後染色に用いたSilbe「bergら

研究者もいる。その由来に関してek

33）とGodmanら15）のglycogen像も著者のそれとまっ

Golgi

vacuoleに

求めるものが多い．織讐細胞での線維形成の研究

たく一致していることから軟骨細包中の91yc。9・n

で，梶川2°）は膠原物質の起原は粗面小胞体であるとし
Haustら1？）18）はGolgi

｝ま

無構造な電子密度の低い領域として電顕像に現われる

complexとの関係』を重視して

のかも知れない。

おり，これら膠原々線維の前駆物質は恐らく分子状態

軟骨細胞内のglycogenの意義に関しては，

のままでなんらかの方法で細胞外に分泌され，基質内

bergら35）はchondroitin硫酸生成に利用されなかっ

で重合して膠原々線維を形成すると報告している。

著者の観察した細胞外細繍鎌物質カミ脚蝕繍彫

た過剰の含水炭素がglycogenとして蓄積するのかも

知れないと幸賠しているが，著者の観察繰ではその

成の過程の中問体であるかどうかはわからない。細胞

由来を推定することはできなかった。いずれにしても

内細線維と1司様に，細胞外細線維様物質の本態を明ら

L

かにすることはできなかったカミ，この細包外細線維様
物質により厚くとりかこまれた細胞の小器宮は形態が

のような領域が細胞小器官の消失に伴なって細胞内

に充満する状態腰性の一｝旨標になりうると叛られ
る。

不明瞭であり，極端な場合はそれが消失し細胞死を思

4．電子密度の高い小体Electron

わせる。従って細胞内外における糸【il線維様成分の増加
は細胞の栄養や代謝に悪影響を与え，変性をさらに促

boClyについて
関節軟骨の基質におけるelectron

進し，ついには細胞死を引き起こすと考えられる。

3．電子離の低い無構造な領域

Silber一

dense

dense

b。dyに

ついてもすでに指摘されている。図7，9，10のごと

き著者の灘所見との類似像は，小泉21）カミ中年以上の

H。m。9。。e。。。。1。ctr。n−lucent

象兎および・トの関節軟轍・認め，その本態は不明で

areaについて

あるが，中年以後の変性あるいは死滅してゆく細胞の

図4，7，9〜13に示された電子繊の低い1購造な

雛1のみに出現する・とから，麟i欧骨の細胞の変

領域に類似する電顕像もすでに数例報告されている。
そしてこれらが加令ないしは変性に伴なって増大する

点で噺究者のすべてが臆してオ・り，そ躰態につ

k

となんらかの関係があると記載している。Ghadially
ら14）は多くの成人関節軟骨に同様な電顕像を認め，こ

れが購化学的に脂質騨である・と鰍肌1それ

蓼彦

1築｝

（1968）
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らのうちのあるものはPhosPholiPic！であるとし，そ

体である。

れらが細胞周囲に多く現われ，細胞由来の脂質からな

Barnettら2）3）は家兎大腿骨穎部関節軟骨

の経時的変化の実験で，2年6ヵ月と4年6ヵ月の家

る膜様構造を有する穎粒も混在していることから，こ

兎にて中層細胞内にmyelin

れらは軟骨細胞内で形成され，細胞外に放出されたも

察し，またthorotrast注入後の変性した家兎の関節

のと推定している。彼らはこの脂質穎粒が軟骨細胞

bodyが散在するのを観

軟骨表層細胞内にも同様の像を認めている。そしてこ

の崩壊産物であると考えながらも，その増加と変形性

れらは不規則な大小様々なelectron

dense

bodyや

関節症における軟骨病変との関連性は明らかでなかっ

cell

たと報告している。著者も細胞外のelectron

でphospholipidからなっていると考え，その由来は

dense

bodyは脂質穎粒であり，その由来が細胞内であると
いう点ではGhadiallyに同意できる。さらに著者の観

myelin

Ghadia！1yら14）が高度に変化した成人関節軟骨基質

この脂質頼粒の出現が著明であったので，この脂質顯

内にうず巻き状のphosph。lipid

粒も軟骨の変性の指標になるものと考えられる。

文献的にも脂質と細胞ないしは組織の変性との関係

図2，5の像と類似している。最近Weissら42）も変性
した関節軟骨深層細胞中にmyelin

胞の周囲におけるphospholipidの増加は変性過程を

cartilage

flgureをみたと

いうが，その電顕像は示されていない。

Zbinden46）は

軟骨におけるmyelin

関節軟骨では加令とともに細胞周囲に脂質穎粒が増加
articular

membraneが脂質顎

粒と混在している像を観察しているが，これは著者の

を追求した研究は数多い。すなわち関節軟骨の中層細

するのを観察し，Silberbergら33）はLife

b。dyが現われると同時に消失するmit。c一

hondria｝こ求めている。

察結果では，関節軟骨の肉眼的変化が高度なものほど

示すとのStockwel136）37）の報告もあり，

remnantにまじってうず巻き状を呈しているの

cycle

b。dy｝こついての記載は著者

の調べた限りでは上記4編のみであるが，著者が変形

of

性関節症患者の関節軟骨細胞で観察したmyelin

cellsでの下降期，すなわち個体

body

はBarnettらのそれときわめて類似している。著者

の中年以後の軟骨細胞には電子密度の高い願粒が現わ

はさらにmyelin

bodyのほとんどすべてが単層の限

れると報告している。関第軟骨以外の結合織では，

界膜をもったvacuoleと接しており，その膜構造と

変性した椎間軟骨において類似像を認め，変性ないし

連続した密接な関係を有していること，またmyelin

老化と関係があるという渡辺41）やGomibuchii6）の報

b。dyとelectron

告と，MiZuno26）は線維芽細胞を嫌気的に培養した爽
験で，またElliottii）は原生動物の一種であるTetra一

hymena

dense

bodyとの中間体とも思わ

れる層板状構造をもった断片が認められたことを指摘
した（図13〜16）。

pyriformisについてその発育から死にいた

E】liottら11）はTetrahymena

るまでの電顕像を観察した結果で，それぞれ変性ない

pyriformisの老化の

際には，mitochondriaがvacuole

し老化に従いphospholipidの穎粒がみられたと報告

てとりかこまれ，

membraneにょっ

cytolysomeを形成し退行性変化を

している。Yuら45）は大動脈壁の組織においても脂質

示すとともに，

の蓄積は老化の指標であり，細胞外に脂質が蓄積する

り脂質穎粒は増加すると報告し，Bornsteinら4）は新

と細胞に悪影響をもたらすと記載している。以上の数

生ラッテの小脳を使っての実験で，髄鞘が崩壊する際

多くの観察結果と薯者の観察結果は脂質願粒の蓄積現

いる。これらの実験結果と著者の観察所見からして，

ている。

myelin

さらにこれらの脂質穎粒がいかなる機序で出現する
dense

高まり，これら封入体は関節軟骨細胞の退行性変化に

図5左に認められるごとく膜様構造を伴なったり，図

関連して出現する物質と考えられる。

2，6の右にみられるような層板状構造を伴なってい
Clense

bodyはmitochondria膜のphospholipidに

由来するというBarnet亡らの説はますます可能性が

bodyのあるものは

たが，著者のこの観察結果は，electron

membraneはコイル状とな

には脂肪分解をおこし脂質穎粒に変化すると記載して

象が細胞変性を示唆するものであるという点で一致し

かが聞題となる。electron

vacuole

6．関節軟骨の崩壊とLysosomeについて

body

近年組織の崩壊現象に1ysosomeが関与することが

の由来が細胞内の膜系統であり，組胞の崩壊に伴なっ

あきらかにされてきた。Fel1ら12）は組織培養でpapain

て生ずる脂質穎粒であることを示している。

やvitamin

5・ミエリン様層板構造体Myelin

b。dy

崩壊されるのを知り，かれは軟骨細胞内の蛋白分解酵

について
関節軟骨は神経・血管を欠くことからmyelin

Aによって鶏胚と家兎胎児の軟骨組wa7Jl

素が活性化されて軟骨基質が分解することを観察し
body

が軟骨細胞内に観察されれば，それは疑いもなく封入

た。

DingleiO）は胎生軟骨紳i胞内にlysosomeが存在す．

ることを証明し，蛋白分解酵素の起源をそれに求め
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た。またAli1）はヒトと牡牛の関節軟骨にも同様の酵

としてelectrone

素が存在し，それがlysosome由来のものと記載して

dense

bodyやmyelin

dodyが増

加すると考えることができる。

いる。最近に至ってはWeissmannら44）は糸屯化した

ly。。、。m，が輔・の，・…i・p・1y・accharid・を分鮒
ることを証明した。

V結語

変形性膝関節症患春100例の膝蓋樽関節面の軟｝欄

Novik。ffら29）はIysosonユeの形態について電顕的

胞について電顕的観察を行なった・

に観察した結果，単層の限界膜を有する小さな頼粒か

1）正常軟骨細胞はきわめて少なく・多少なりとも

ら，中に内腔を有するもの，mitochondriaの破片・

変性しており・また軟骨細胞の痕跡をしばしば認め

粗面小胞体の一部，フェリチソ頼粒，ミエリソ様層板

た。

髄などが灘しているものなど・カ・なり多形性を呈
していると報告している。従って組織化学的に酵素活

2）変励いしは崩獄態にあると考えら泌髄

の小器官および細胞周辺部を観察した結果・次のよう

性を証明しない限り，形態のみで1ysosomeと断定す

な所見が特徴的であった・

ることは困難であるが，著者の観察した単層の限界膜

i）細胞内細線維が核を中心に充満している像がみ

で包まれたVacuOleは一一応形態学的にはlySOSOmeと

られた。これらは平行な束状走行を示し・横紋をもた

みなしてよいと考える。

ず太さgoA前後であった。

瀬において・lect・。・dense

b・dyやmyeli・b・cly

はmit。ch。ndriaから由来するのではないかと述べ

ii）細胞瀦に細線維様物質がみられた・これは細

胞内細線維とも・また基質の膠原々線維とも異なって

たが，細胞小器官の膜やlysOSQmeの膜がstructural

いた。これら細胞内外の細線維様成分の増加は変性な

proteinとphospholipidからなっている事実から，

いし老化の一指標とみなすことができ・さらに細胞内

electron

dense

bodyやmyelin

bodyは細胞小器官

外の栄養や代謝に悪影響を与え，変性を一層促進する

がlysosomeによって破壊された結果の産物であろう

と考えられる。

ことが充分考えられる。

iii）電子密度の低い無構造な領域が細胞内に小器官

Mizunoら26）は無酸素状態にした線維芽細胞の実
験で1ys。someの数が減少し，

の消失に伴なって出現する。この像も変性ないし老化．

phospholipidの穎糧が

の一指標になると考えられる。

田現するのを報告し，Elliottら11）はTetrahynlena

iv）大小さまざまなelectron

pyriformisの老化の際cytolysQmeの作用で脂質顎粒
が増加することを観察しているが・このような変性細

v）myelin

胞での脂質穎粒蓄積は1ysosomeの脂質消化能が弱い
bodyはlysos

omeの終末形の一種で

bodyが認められた・その多くは1yso一

dense

b・dyとmy・1i・b・dyは1ipidからなっており，細

胞小器宮の崩壊産物と考えられる。

もある。
変形性関節症の成困に関しては，eCignvgee能醗生

bodyカミ細胞

someの膜とつながっていた。これらelect「on

ためと考えられており・），W・i・・．・mann43）のschem・に

よるとmyelin

dense

周部およびその外側に認められた。

3）以上の所見から関節軟骨の中層細胞の変性現象
｝・ついて考察し漱

説，血行轄説，糊あるいはホ・レモソ説などがあ

｝撚wear

a・d

tear｝・よって表

面から崩壊するのみではなく漱骨細胞内1y・…m・

り，その機序はいまだ不明である13）。従来変形性関節

が閾与して自己崩壊を起こし，崩壊産物により軟彊基

症の成因を追求する研究の多くは，軟骨基質の変化に

質自体の性質も変化するという機序も考えられると推

ヨ三眼がおかれ，軟骨細胞そのものの変化はあまり論及

論した。

されていなかった。しかしなんらかの原因で細胞が
anoxiaの状態に陥り，1ysosomeの限界膜が破壊し，

稿を終るに臨み，御指導，御校閲をいただいた恩師

禿欝量鯉馳潔磐灘芝熱蕪写鞭

螢繋難1鴛繋灘謎華塾磐鰯

は可能であろう。著者の研究は軟骨細胞の変性崩壊現

実験に数々の御協力をいただいた町田拓也先生および

象にも上述の機序が働いていることを支持する1つの
根拠を与えたものである。すなわち関節軟骨の変性過

市川良治・赤羽富美子両文郁技宮に感謝します。
（この論文の要旨は日本電顕学会第24回学術講演会

程では，まず細胞内外に細線維様成分の増加が生じ，

細胞自体の栄養，代謝が障警され，その紬果細胞内の

lysosomeが活性化されて自己崩壊を来し，崩壊産物

において発衷した。）
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Fig. 1. Chondrocyte from a female aged 56 years. Intracellular filaments (IF) with
parallel alignment are situated perinuclearly running between the cell organelles.
Note a membrane bound vacuole (V), di!ated cisternae of rough‑surfaced endoplasmic

reticulum (ER) and lysosome (Ly). 8000×
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Fig. 2. Chondrocyte from the same patients shown in Fig. 1. Intracellular filaments
l

i

‑r
1

(IF) in longitudinal and cross sections. Note membrane bound vacuoles (V) and
whorled membranous dense bodies (DB). 30000×
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Ftg. 3. Chondrocyte from a male aged 39 years. Perinuclear filaments (IF) are abun‑

dant in the cytoplasm. Note peripherally situated organelles and membrane bound

vacuoles (V). 8000×
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Fig. 4. Chondrocyte from a female aged 58 years. A large amount of intracellular
filaments (IF) surrounds unusual dense bodies which appear to be organelle remnants
(R). Note accumulation of homogeneous electron‑lucent area or glycogen and disap‑

pearance of organelles. 12600×
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Fig. 7. Chondrocyte from a female agecl 59 years, A large amount of the filamentous
materials (EF) surrounds the degenerated chondrocyte with homogeneous electron‑
lucent areas or glycogen (Gly). Note remnants of a disintegrated cell (upper left).
4000 ×

/

Fig. 8. Chondrocyte from a female aged 72 years. Higher magnification of extra‑
cellular filamentous materials (EF). Note continuities between cytoplasmic processes

and the filamentous materials (arrows). Intracellular‑filaments (IF) and a membrane/'

bound vacuole containing fine fibrils (V) are seen. 40000×
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Flg 14 Higher magnification of Fig 13 Note an appaient continuity (ariows)
between the segments (My) and membranes of lysosomes (Ly) 58000×
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1）N・rm・1・h・nd・・cyt…f・・ti・・1ar

ca「tilage

were hardly observed and the most of the chon‑ formations under the electron microscope consist

drocytes examined were more or less degener‑ partly of phosphoiipids and represent the rem‑
ated. Cell remnants (Fig･ 7, upper left) were nats of organelles.

occasionally found･ III) On the basis of these findings, it is
ll) The particular findings observed in the suggested that the autolytic degeneration of the

cel! organelles and pericellular zoneS Of the chondrocytes in the midzone may be the results

degenerating chondrocytes are:‑ of activation of lysosomal enzymes within their
1) Intracellular filaments were seen in many cytoplasrn.
ofdegenerating cells (Fig. 1‑4･, 8, 15, 16). They

were usually perinuclear in situation and had a Exptanatton of Flgures
tendency of parallel alignment･ The filamentS Of , All the figures are the electron micrographs
ca, go A diameter had no evidence Of PeriOdi‑ of the chondrocytes in the midzone layer of the

city, articular cartilage from the patients with os‑
2) Extracellular filamentous materialS Were teoarthrosis, fixecl in osmium tetroxicte, embedded

also found in the region adjaCent tO the Cell in epon, stained with uranyl acetate and lead
membrane (Fig. 1‑10, 13, 15)･ These materials citrate,
were composed of granules connected with fine

filaments in various sizes forming the irregular Abbrevletlons to Figures
network and were different from both the in‑ CF‑collagen fibril
tracellular filamellts and the collagen fibrils of CM ‑cell membrane

the matrix, , DB･‑ electron dense body

Large accumulation of the intra‑ and eX‑ EF ‑ extracellular filamentous matdrial
tracellular filamentous meterials could be con‑ ER ‑ rough‑surfaced endopiasmic reticulum

sidered as the indication of degeneration or Gly‑glycogen or homogeneous electron‑

senility of the cells and as to' influence or lucent area '
decrease the nutrition aiid nietabolism of the IF‑intracellular filament

cartilage
cells･ Ly‑lysoseme
3) UnusLtally large amounts of homogeneQus My ‑ myelin body or its segment
eleetron‑lucent areas were seen in the cytoplastn N ‑ nucleus
with the concomitant disappearance of organelles PV ‑ pinocytotic vesicle

(Fig,7, 9‑‑11, 13), It has been reportecl by many R‑remnant

investigators that these areas were occupied V‑vacuole
4) Electron dense bodies of yarious sizes

from IOOO to 5000 A were observecl outside of (llB7il]43J'lilOH15H stN")
the extracellular filamentous materials of many
degenerated chondrQcytes (Fig. 7, 9, 10)･ Some of

them showed whorled phQspliolipid membranes
(Fig, 2, 5).

5) Myelin bodies and their segments were
also observed in the .aytoplasm or in the matrix
immediately surrounding the cells (Fig, 13,‑16),
There was usually an apparent continuity between

these bodies and the limiting membrane of a
IYSoisome,It i$ probable that the electon dense or

Myelin bodies whieh showed some membranous ･

.

