２．Degenerative changes 退行性変化・
Impaired metabolism 物質代謝障害
（Atrophy 萎縮, Degeneration 変性, Necrosis 壊死）
＜一般目標＞
ストレス、刺激に対する細胞傷害、細胞死と壊死、細胞の適応、老化を理解する。
＜到達目標＞
１）細胞傷害の原因、メカニズムおよび細胞死と壊死の分類を説明できる。
２）細胞損傷または物質代謝障害で起こる細胞・組織の変化を説明できる。
３）ストレス、刺激に対する細胞、組織の適応［萎縮、肥大、増生（過形成）
、化生、異形成］を説明
できる。
４）老化による病変と細胞老化のメカニズムを説明できる。

１．Atrophy 萎縮
• Volume reduction of a tissue or an organ which once has grown to the normal size
• cf.

Hypoplasia 形成不全（低形成）

• Simple (Cellular) atrophy 単純（細胞性）萎縮 ̶ Reduction of the cell size
• Reductive (Numerical) atrophy 減数（数的）萎縮 ̶ Reduction of the cell number
• Caused by aging, disusing, nutritional, compression, neurological etc

２．Degeneration 変性
•

Morphological changes of cells and tissues, an increase or a decrease of materials and
appearance of abnormal materials → Metabolic disturbance

•

Morphological changes：Changes of staining propertiesNucleus, cytoplasm, interstitium

•

Ultrastructural changes：Nuclei 核、Mitochondoria ミトコンドリア,
Endoplasmic reticulum 小胞体、Cell membrane 細胞膜

•

Infiltration 浸潤 and Deposition 沈着 of degenerative materials 変性物質

（１）Intracellular degeneration 細胞内変性
A) Cellular swelling 細胞腫大
・Cloudy swelling 混濁腫脹（Liver）
・Hydropic degeneration (Ballooning degeneration) 水腫様変性（Liver）
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B) Fatty degeneration 脂肪変性（Liver）
・Fat infiltration 脂肪浸潤（Skeletal & heart muscles）：Substitution by fat
・Neutral fat 中性脂肪、Cholesterin コレステリン、Glycolipid 糖脂質、Phospholipid リン
脂質
C) Glycogen degeneration グリコーゲン変性（Liver、Kidney）
・Hyperglycemia 高血糖 induced by steroid administration
D) Inclusion body (formation) 封入体（形成）
・Hyaline droplet degeneration 硝子滴変性
・Myelin body ミエリン体
・Viral inclusion body ウイルス封入体（Rabies 狂犬病、Distemper ジステンパー、
Poxvirus infection、Adenovirus infection etc）
(2) Extracellular degeneration 細胞外変性
A) Hyalinization 硝子化：Urinary cast 尿円柱、Thrombus 血栓、Amyloid アミロイド etc
B) Fibrinoid degeneration 類線維素変性：
Hyaline degeneration and necrosis of the vessel wall 血管壁の硝子変性、壊死
C) Amyloid degeneration アミロイド変性 (deposition（沈着）)
・Vessel wall 血管壁、Around hepatic sinusoid 肝類洞周囲（Disse 腔内）、
Renal glomeruli 腎糸球体、Renal interstitium 腎間質、Lymphoid follicle リンパ濾胞・
濾胞周囲に沈着
・Acidphilic hyalinaized material エオジン好性の均一物質
・Congo red コンゴ赤（＋）、Apple-green birefringence 偏光観察で黄緑色二重屈折光、
・Fibrillar proteins 細線維状（径 10 nm）のタンパク質の総称
・β-sheet structure βシート構造
D) Gout 痛風：Deposition of uremic acid 尿酸塩の沈着
・Joint gout 関節痛風 (Human)、Visceral gout 内臓痛風 (Birds)
・Metabolic disturbance of purines プリン体の代謝異常
E) Cholesterol clefts コレステロール裂隙
（３）Calcium degeneration (deposition) 石灰変性（沈着）：Intra and Extra cellular 細胞内外
A) 軟組織への Ca 沈着 ：Calcification 石灰化
B) 骨組織からの脱 Ca ：Osteomalacia 骨軟症
C) 骨組織への Ca 沈着不全：Rickets クル病
← Vitamin D depletion during development 成長期のビタミン D 不足
Osteoid formation 類骨形成
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D) Dystrophic calcification 異栄養性石灰沈着：組織損傷・変性・壊死 → Ca 沈着
E) Metastatic calcification 転移性石灰沈着：Hyperparathyroidism 上皮小体機能亢進
→Vessel wall 血管壁、Gastric mucous membrane 胃粘膜、
Pulmonary alveolar wall 肺胞壁
（４）Pigmentation 色素異常沈着
A) Endogenous pigmentation 内生色素沈着
(a) 自所色素
・Melanin メラニン：Depletion メラニン欠乏 → Leukoderma 白斑症
・Ceroid-lipofuscin セロイドーリポフスチン（Wasting pigment 消耗色素）
(b) Pigmentation derived from hemoglobin 血色素由来色素沈着
・Hemoglobin ヘモグロビン：赤血球の色素、w/ iron
・Hemosiderin ヘモジデリン：ヘモグロビン由来、出血によって生じる、w/ ion
・Porphyrin ポルフィリン：中間代謝産物、w/o iron
・Hematoidin ヘマトイジン（Acid hematin 酸性ヘマチン、ホルマリン色素）：w/o iron
・Malaria pigment マラリア色素
・Bile pigment 胆汁色素：Jaundice (Icterus) 黄疸
B) Exogenous pigmentation 外来色素
Anthracosis 炭粉沈着症 (Lung)
Iron deposition 鉄沈着症：Hemochromatosis ヘモクロマトーシス（Spleen・Liver）

３．Necrosis 壊死：Regional tissue death 局所の組織死
(1)

Morphology 形態変化
核：Pyknosis 核濃縮、Karyorrhexis 核崩壊、Karyolysis 核融解
細胞質：Acidphilic 好酸性均質化、Ghost ゴースト化

(2)

Cause 原因：Trauma 外傷、High and low temperature 高低温、Intoxication 中毒、
Radiation 放射線、Infection 感染、Circulation disturbance 循環障害、
Neuronal disturbance 神経障害 etc

(3)

Classification 種類
A) Coagulation necrosis 凝固壊死：Anemic infarct 貧血梗塞、Waxy degeneration 蝋様変性、
Caseous necrosis 乾酪壊死
B) Liquefactive necrosis 液化壊死（融解壊死）：Encephalomaracia 脳軟化
C) Fat necrosis 脂肪壊死：脂肪がリパーゼにより分解、Saponification（石）鹸化
D) Gangrene 壊疽（脱疽）＝ Necrosis 壊死 ＋ α
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Mummification ミイラ化 Necrosis 壊死 ＋ Drying 乾燥（＝ Dry gangrene 乾性脱疽）
Moist gangrene 湿性脱疽 Necrosis 壊死 ＋ Decaying 腐敗
(4)

Outcome 転帰
Tissue injury/Depletion 組織の損傷・欠損 → Hyperemia 周囲充血＋ Inflammatory cell
infiltration 細胞遊走 → Absorption 吸収 → Granulation tissue 肉芽組織形成（Organization
器質化） →

Scar 瘢痕化

・Organization 器質化：Substitution by granulation tissue 肉芽組織による置換
・Scar formation 瘢痕化：Substitution by fibrous tissue 線維組織による置換
壊死片：Absorption 吸収、Encapsulation 被包、Demarcation 分画、Sequestration 離断

４．Cell death 細胞死
(1) Necrosis ネクローシス（Cell necrosis 細胞壊死）：Injury of the cell membrane, Cell swelling
(2) Apoptosis アポトーシス :
・Cell shrinkage
・Fragmentation of the nuclear chromatin
・Apoptotic body アポトーシス小体
・Ladder formation by electrophoresis 電気泳動によるラダー形成
180〜200 bp ごとのバンド（Nucleosomal DNA fragmentation）
・Programed cell death プログラム細胞死
・Detected by TUNEL method etc.

５．Postmortem changes 死後変化
(1) Autolysis 自己融解：Digested by enzymes
(2) Rigor mortis 死後硬直：2 to 4 hours after death

Relieved within 24 to 48 h

(3) Livor mortis 死斑：沈堕充血、Blood imbibition 血液浸染など
(4) Algor mortis 死冷
(5) Postmortem clot 死後凝血：Chicken clot 豚脂様凝塊
(6) Putrefaction 腐敗
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アポトーシス
定

義

●

アポトーシスは1972年Kerrらによって提唱された細胞死についての新しい形態的概念で，
紐胞が縮小し断片化することを示す．apoptosisとはapo(off,離れる）とptosis(falling,落
ちる）との合成語であり，枯葉や花びらが散る様子を示すギリシャ語がその語源である．この
概念はそれまでにも「単細胞壊死singlecellnecrosiS」あるいは「立枯れ壊死shrivelledcell
necrosis｣として観察されていた現象と一致している．これに対し従来の細胞死の概念，すなわ
ｐ

ちネクローシスは細胞が膨化し，最終的には破裂する現象をいう．ネクローシスという用語は
卜

組織・細胞の一般的な死，すなわち壊死についても用いられるので，混乱を避けるためにこの
細胞死現象をオンコーシスと呼ぶべきだとする提案もある．
アポトーシスとネクローシスの相違を表3-4と図3.J.1にまとめた．アポトーシスでは変化

Ｉ

は核から生じ，核クロマチンが凝縮して核膜側に偏在し，さらに濃縮,縮小する(図3.J.2)．細
胞質も核の変化を追いかけるように収縮する．その後，核は断片化し，核断片を含む形で細胞
質も断片化する．こうして生じた細胞断片をアポトーシス小体apoptoticbodyと呼ぶ．アポ
トーシスに陥った細胞は周囲の細胞またはマクロファージによって速やかに貧食処理され，炎
症反応は起こらない．これに対し，ネクローシスでは細胞の障害力柵胞膜から始まり，細胞小

１

１

器官の変性,細胞質の膨化が起こる．最終的に細胞は破裂し,細胞質成分が細胞外へ流出する．
これらの成分によって炎症が誘発され，細胞残置は炎症細胞によって処理される．

ａｅ，・Ｃ

徐々に大きくなる

一

崩壊

核の変化が少ない

核の変化が
大きい
急に小さくなる

蕊

内容物流出．

ミトコンドリア
崩壊

ミトコンドリア
のふぐら

ネクローシス

アボトー
ミ ト コ ン ド リ ア シス 小 体
変化なし
○
・

耐雨写｡ｇ 巻
断片に分かれる．
アポトーシス

ア ポ ト ー シス と ネク ロ ー シス の 形 蓮 の 比 較 （ 山 田 武 ･ 大 山 ハ ル ミ , 1 9 9 4 ) .

アポトーシスとネクローシスの特徴
ア ポ ト ー シス

要 因
過 程

特 性

生理的あるいは病理的（ホルモン異常，成
長因子の除去，細胞傷害性Ｔ細胞の攻撃，
ＨⅣ感染，放射線，温熱，制癌剤）．
細胞の縮小
ヌクレオソーム単位のDNA断片化
細胞表面の平滑化
細胞の断片化
組織内で散在的に発現
短時間に段階的に進行
能動的自壊過程

ネクローシス

病理的（火傷，毒物，虚血，補体攻撃，溶
解性ウイルス感染，過剰な薬物投与や放射
線照射）
ミトコンドリアや小胞体の膨化
イオン輸送系の崩壊
細胞の膨化と溶解
細胞内容物の流出
組織内でいっせいに発現
長時間に漸次進行
受動的崩壊過程
(田沼靖一，1998）
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��アミロイドーシスの分類（厚生労働省特定疾患調査研究班新分類）�
�� ��アミロイドーシスの分類（厚生労働省特定疾患調査研究班新分類）�
《�� アミロイドーシスの病型 》����������������������《 アミロイド蛋白 》
� 《 アミロイドーシスの病型 》����������������������《 アミロイド蛋白 》
�
I�全身性アミロイドーシス�
I�全身性アミロイドーシス�
1．免疫細胞性アミロイドーシス�
1．免疫細胞性アミロイドーシス�
�1）ALアミロイドーシス
�1）ALアミロイドーシス
�2）AHアミロイドーシス
�2）AHアミロイドーシス
2．反応性AAアミロイドーシス
2．反応性AAアミロイドーシス
3．家族性アミロイドーシス�
3．家族性アミロイドーシス�
�1）FAP
*I
�1）FAPII*I
�2）FAP
�2）FAPIIIII
�3）FAP
�3）FAPIV
III
�4）FAP
�4）FAP IV
�5）家族性地中海熱（FMF）AA
�5）家族性地中海熱（FMF）AA
�6）Muckle-Wells
症候群
�6）Muckle-Wells 症候群
4．透析アミロイドーシス
4．透析アミロイドーシス
5．老人性TTRアミロイドーシス
� 5．老人性TTRアミロイドーシス
�
II�限局性アミロイドーシス�
II�限局性アミロイドーシス�
1．脳アミロイドーシス�
1．脳アミロイドーシス�
�1）アルツハイマー型痴呆
�1）アルツハイマー型痴呆
����（ダウン症候群）�
����（ダウン症候群）�
�2）脳血管アミロイドーシス
�2）脳血管アミロイドーシス
�3）遺伝性アミロイド性脳出血
�3）遺伝性アミロイド性脳出血
����（オランダ型）�
����（オランダ型）�
�4）遺伝性アミロイド性脳出血
�4）遺伝性アミロイド性脳出血
���（アイスランド型）�
���（アイスランド型）�
�5）クロイツフェルト・ヤコブ病/
�5）クロイツフェルト・ヤコブ病/
���ゲルストマン・ストロイスラー・�
���ゲルストマン・ストロイスラー・�
���シャインカー症候群�
���シャインカー症候群�
2．内分泌アミロイドーシス�
2．内分泌アミロイドーシス�
�1）甲状腺髄様癌
�1）甲状腺髄様癌
�2）II
型糖尿病・インスリノーマ
�2）II 型糖尿病・インスリノーマ
�3）限局性心房性アミロイド
�3）限局性心房性アミロイド
3．皮膚アミロイドーシス
3．皮膚アミロイドーシス
4．限局性結節性アミロイドーシス
� 4．限局性結節性アミロイドーシス
�
＊FAP：家族性アミロイドポリニューロパチー
��
＊FAP：家族性アミロイドポリニューロパチー��

�《 前駆体蛋白 》�
�《 前駆体蛋白 》�

�AL
�AL
�AH
�AH
�AA
�AA
�ATTR
�ATTR
�ATTR
�ATTR 1
�AApoA
�AApoA 1
�AGe1
�AGe1
�アポSAA�
�アポSAA�
�AA
�AA
�Aβ2M
�Aβ2M
�ATTR
�ATTR

�L鎖（κ、λ）�
�L鎖（κ、λ）�
�Ig�γ�
�Ig�γ�
�アポSAA�
�アポSAA�
�トランスサイレチン�
�トランスサイレチン�
�トランスサイレチン�
�トランスサイレチン�
�アポA
1�
�アポA 1 �
�ゲルソリン�
�ゲルソリン�
�アポSAA�
�アポSAA�
�β2ミクログロブリン�
�β2ミクログロブリン�
�トランスサイレチン�
�トランスサイレチン�

�Aβ
�Aβ
�Aβ
�Aβ
�Aβ
�Aβ
�ACys
�ACys
�AScr
�AScr

�β前駆体蛋白�
�β前駆体蛋白�
�β前駆体蛋白�
�β前駆体蛋白�
�β前駆体蛋白�
�β前駆体蛋白�
�シスタチンC�
�シスタチンC�
�スクレイピー前駆体蛋白�
�スクレイピー前駆体蛋白�

�ACal
�ACal
�AIAPP
�AIAPP
�AANF
�AANF
�AD
�AD
�AL
�AL

�（プロ）カルシトニン�
�（プロ）カルシトニン�
�LAPP（アミリン）�
�LAPP（アミリン）�
�心房ナトリウム利尿ペプチド�
�心房ナトリウム利尿ペプチド�
�ケラチン？�
�ケラチン？�
�L鎖（κ、λ）�
�L鎖（κ、λ）�
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Congo
Congo red
red

Anti-AA
Anti-AA

Congo
Congo red
red -- birefringence
birefringence
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TUNEL
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