
�．緒 言

食物繊維の摂取によって消化管の形態が変

化することが知られており，この形態的変化

が消化吸収機能に影響すると考えられてい

る１）。さまざまな種類の食物繊維を摂取させ

たラットにおいて消化管の長さや組織重量を

測定することにより，食物繊維の種類や摂取

量と消化管の形態変化との関連が調べられて

きているが１，２，３），形態変化のメカニズムや消

化吸収機能への影響を明らかにするために

は，組織構造の変化を調べる必要がある。

これまで消化管組織標本の顕微鏡観察に

よって組織構造の変化を調べてきたが４），顕

微鏡像の比較だけでは構造変化を客観的に評

価することはできない。また，消化管組織を

構成する粘膜，粘膜下層，筋層の構成比を各

層ごとに切り取った顕微鏡写真の重量比から

求め，組織構造の変化を調べたが５），写真を

切り取る作業に時間がかかるという問題点が

あった。

そこで本研究では，消化管組織における構

造の変化を，より簡便な方法で精度良く評価

することを目的とし，デジタル顕微鏡写真の

画像処理によって粘膜，粘膜下層，筋層の構

成比を測定する方法を検討した。

�．組織構造の評価方法について

１．目的

粘膜，粘膜下層，筋層を肉眼で識別し各層

の面積を点の数として手動でカウントする方

法と，画像処理ソフトを使用して色調の違い

に基づいて各層を識別し，面積をピクセル数

で求める方法について比較検討し，正確でよ

り簡便な測定方法を確立することを目的とし

た。

２．方法

１）デジタル顕微鏡による組織画像の撮影

１０週令Wistar系雄ラット（日本チャール

ス・リバー）から採取した盲腸の組織切片を

ヘマトキシリン－エオジン染色し，対物レン

ズ１．３倍（総合倍率７０倍）としたデジタル顕

微鏡（PCSCOPE PCS-８１X，稲畑産業株式会

社）で撮影した。

２）構成比を算出するための画像処理

（１）各層の面積を点の数として手動でカウ

ントする方法
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①デジタル顕微鏡で撮影した画像をコン

ピューター画面に呼び出し，その上に左右

上下４�の等間隔に点を印刷した OHP

シートを固定した。

②組織画像の粘膜の上にある点の数をハン

ディコロニーカウンター（５１２８－０１，柴田

株式会社）を用いてカウントし，粘膜の面

積を点の数に換算した（図１）。

③粘膜下層，筋層も同様に②の操作を繰り返

した。

④粘膜，粘膜下層，筋層のそれぞれの点の数

の合計を全点数とし，全点数に対する各層

の点の数の割合を粘膜，粘膜下層，筋層の

構成比とした。

⑤組織が損傷している部分を避け，盲腸組織

の横断面全体から均等に３ヶ所を選択し，

粘膜，粘膜下層，筋層の構成比を測定した。

（２）画像処理ソフトを使用する方法

①画像処理ソフト（Adobe Photoshop５．０）を

用い，デジタル顕微鏡で撮影した画像を開

いた（図２－①）。

②単色で塗られた範囲を自動選択する「自動

選択ツール」で組織の背景部分を選択し，

Back Spaceキーで背景を消去した（図２－

②）。

③画像を消す「消しゴムツール」で組織の漿

膜に対して直角に２ヶ所線を引き，構成比

を測定する部分を決定した（図２－③）。

測定部分は組織が損傷している部分を避

け，盲腸組織の横断面全体から均等に３ヶ

所を選択した。

④「多角形選択ツール」を用いて粘膜の範囲

を手動で選択した（図２－④）。

⑤選択範囲を色調の違いにより自動補正する

ため，ツールバー「選択範囲」の「色域指

定」により，粘膜の色調を指定した（図２

－⑤）。

⑥ツールバーの「イメージ」にある「ヒスト

グラム」で，選択された粘膜の範囲のピク

セル数を求めた。

⑦粘膜下層，筋層も同様に④～⑥の操作を繰

り返した（図２－⑥）。

⑧粘膜，粘膜下層，筋層のそれぞれのピクセ

ル数を合計し，全ピクセル数を求めた。全

ピクセル数に対する各層のピクセル数の割

合を，粘膜，粘膜下層，筋層それぞれの構

成比とした。

３．結果及び考察

盲腸の粘膜，粘膜下層，筋層について，点

の数を手動でカウントして求めた構成比はそ

れぞれ５６．５％，２６．８％，１６．８％，画像処理ソ

フトを用いた方法ではそれぞれ５６．８％，

２６．１％，１７．０％であった（表１）。t検定の結

果，２つの方法で測定した構成比の間には有

意差は認められず，画像処理ソフトを使用し

ても粘膜，粘膜下層，筋層を肉眼と同様に識

別できることが示された。

Ichikawaら６）は短鎖脂肪酸がラットの盲腸

組織に与える影響を調べるため，盲腸の横断

面全体の顕微鏡像を画像処理し，粘膜，粘膜

下層，筋層の重量を算出している。算出され

た盲腸の粘膜，粘膜下層，筋層の重量（g/kg

体重）４．０５，１．８７，１．５９を構成比に換算した
図１ 組織画像上に点を等間隔に印刷した

シートを重ねた様子
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④手動で粘膜を選択
①画像処理前の組織画像写真

②背景を消去 ⑤粘膜の選択範囲を色調により自動補正

粘膜

粘膜下層

筋層

③構成比を測定する部分を選択
⑥粘膜，粘膜下層，筋層のピクセル数をそ
れぞれ測定

図２ 画像処理ソフトを用いた画像処理方法

（大場君枝，稲垣明子，山中なつみ，小川宣子）
消化管組織における構造変化の評価
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値５４％，２５％，２１％と，本研究における測定

結果はほぼ一致した。これより点の数を手動

でカウントする方法，画像処理ソフトを用い

る方法のいずれにおいても，粘膜，粘膜下層，

筋層の構成比を正しく測定できると考えられ

た。

操作方法としては，画像処理ソフトを使用

する方法は OHPシートやカウンターなどの

器具を使用する必要がないために簡便である

ことから，より適切な測定方法であるといえ

る。

また，Ichikawaら６）は盲腸組織の横断面全

体の顕微鏡像をもとに粘膜，粘膜下層，筋層

の重量を算出した。しかし，本研究では横断

面の一部の顕微鏡像をもとに構成比を測定し

た。両者の結果がほぼ一致したことから，顕

微鏡像をもとに構成比を測定する場合，必ず

しも横断面全体の顕微鏡像を用いる必要がな

いことが明らかとなった。

�．大腸組織における構造変化の評価

１．目的

ラットに食物繊維を大量に摂取させると，

大腸内容物の増加に伴って大腸組織が肥大す

ることが知られている１）。そこで，先に検討し

た粘膜，粘膜下層，筋層の構成比を測定する

方法により，大腸内容物を増加させたラット

における大腸組織における構造変化を客観的

に評価できるか確認することを目的とした。

大腸内容物を増加させる方法としては，小

腸瘻孔形成手術を施したラットを用い，ガラ

スビーズを体外から大腸内へ注入する方法を

用いた。

２．方法

１）小腸瘻孔形成手術

（１）麻酔

注射針（０．５５×２５�）をつけた１mlシリ

ンジでネンブタール注射液（５０mg/ml，大日

本製薬株式会社）をラットの体重１kgあた

り５０mg投与となるようラットの腹腔内に注

射した。

（２）開腹

毛が飛び散らないように７０％エタノールで

ラットの腹部の毛を湿らせた後，切開する正

中付近と，瘻孔を形成する左腹側部の毛を剃

刀でそった。解剖ばさみで正中部の皮膚を剣

上軟骨の尾端よりやや尾方から５～６�切開
した。

（３）小腸瘻孔の形成

①露出させる臓器が体表に触れないように，

滅菌した紙タオルを切開瘡の周囲に広げ，

滅菌生理食塩水で湿らせた。ラットの体温

を保持するため，使用する生理食塩水は

３７℃に保温したものを用いた。

②消化管を傷つけないように腹側部の両側を

指で穏やかに押して切開瘡から小腸を露出

させ，乾燥を防ぐために滅菌生理食塩水を

点の数より算出した構成比１）（％） ピクセル数より算出した構成比２）（％）

粘膜 ５６．５±８．０１ ５６．８±８．５２

盲腸 粘膜下層 ２６．８±６．２０ ２６．１±７．１７

筋層 １６．８±３．１６ １７．０±２．８５

表１ 異なる画像処理方法で測定した盲腸における粘膜・粘膜下層・筋層の構成比

１）点を等間隔に印刷したシートを用いて，各層の組織画像上の点を手動でカウントし構成比を測定した。
２）画像処理ソフトで求めた各層の組織画像のピクセル数より構成比を測定した。
値は１個体中の組織画像３ヶ所の平均値±標準偏差で示した。
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かけた。

③小腸を中央部で切断するため，小腸を口側

にたどりほぼ中央部を見つけ，その部位よ

り口側の小腸は乾燥を防ぐため腹腔内に戻

した。

④切断部位を止血するため，小腸中央部にお

ける腸間膜付着部の腸に並走する血管を針

付縫合糸（針：１５�１／２丸針 糸：黒ナ

イロン６‐０）で結紮した。

⑤止血した２ヶ所の中央部分の小腸を眼科ば

さみで切断した。

⑥切断した小腸の口側の断端を回腸終末部に

端側吻合するため，回腸終末部の反腸間膜

側を長軸方向に眼科ばさみで５～６�切開
した。

⑦切開口に口側の断端を２～３�程挿入し，
断端の筋層と切開口の筋層を縫合した。筋

層を縫合する際には組織を傷つけないよう

細い縫合糸（黒ナイロン６‐０）のついた

丸針（１５�１／２）を用いた。

⑧瘻孔を形成するため，左腹側部の皮膚を直

径約５�程度切り取り，腹腔側から先曲が
りピンセットを突き刺して貫通させた。

⑨小腸の盲腸側の断端を傷つけないように体

表に引き出すため，体表側から開口部にピ

ンセットを挿入し，断端にある止血用の縫

合糸をつまんで引き出した。

⑩露出させていた小腸を腹腔内に戻し，小腸

や盲腸の位置を落ち着かせるために，滅菌

生理食塩水を腹腔に入れて腹側部の両側を

指で数回押した。

⑪体表に引き出した盲腸側の断端がよじれな

いよう断端を回転させて縫合する位置を決

めた。

⑫断端の先端を約３�翻転させ，断端先端部
の筋層，断端の筋層に接している小腸の筋

層，開口部の腹膜と筋層を一度に縫合した。

⑬瘻孔が皮下に陥没するのを防ぐため，断端

の周囲２ヶ所の皮膚を縫合した。皮膚は筋

層に比べて硬いため，太い縫合糸（黒ナイ

ロン４‐０）のついた角針（１５�１／２）を

用いて縫合した。（図３）

（４）閉腹

出血がないことを確認するため滅菌生理食

塩水で腹腔内を数回洗浄した後，正中開腹し

た部分の腹膜と筋層を縫合し，さらに皮膚を

縫合した。

（５）術後

手術後１晩はラットを床敷入りの個別ケー

ジにいれ，ラットが体温調節できるように

ケージの約半分に電気スタンドをあて保温し

た。

ラットの回復を早めるために，手術直後を

含めた３日間，乳酸リンゲル液（大塚製薬株

式会社，ラクテック原液）３mlとアミノ酸

混合液（大塚製薬株式会社，アミパレン１ml

を滅菌蒸留水で３倍希釈）３mlを背中の皮

下に注射した（１回／日）。

２）飼育条件

（１）予備飼育期間

５週令Wistar系雄ラット（日本チャール

ス・リバー）１０匹に一般飼育用固形飼料（マ

胃

瘻孔：皮膚の
表面に開口

吻合

小腸

結腸
盲腸

図３ 小腸瘻孔形成手術

（大場君枝，稲垣明子，山中なつみ，小川宣子）
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ウス・ラット・ハムスター用MF，オリエン

タル酵母工業株式会社）を水とともに自由摂

取させ，飼育温度２４℃，飼育湿度６０％，明暗

周期８：００～２０：００（明期），２０：００～８：

００（暗期）の環境下で飼育した。

（２）術後回復期間

小腸瘻孔形成手術を行い，術後の回復期間

として１０日間飼育した。

（３）実験期間

回復期間の後２４日間を実験期間とした。実

験区には１日２回１０：００と１８：１５にガラス製

ビーズ（直径２．５�）を瘻孔より２個注入し，
ビーズを注入しないラットを対照区とした。

瘻孔が癒着してふさがることを防ぐため，

実験区，対照区も共に１０：００，１８：１５に消化

態経腸栄養剤（テルモ，エンテドール５�を
蒸留水２mlで溶かしたもの）をゾンデ（先

玉径 φ２．９�，チューブサイズ φ１．８�×９５�）
を用いて０．５ml注入した。

３）解剖ならびに組織切片の作成

（１）解剖

エーテル麻酔下で開腹し，盲腸，結腸を摘

出した。各組織は生理食塩水で内容物を洗浄

し，ろ紙で水分をふき取った。結腸について

は部位による違いを観察するため，斜走ヒダ

のある近位結腸と肛門側の遠位結腸に分け

た。

（２）組織切片の作製

盲腸，近位結腸，遠位結腸は５％ホルマリ

ン溶液で固定した後，それぞれ中央部を幅７

�の厚さに切り出した。７０％～１００％エタノー
ルで段階的に脱水，キシロールで置換した後，

パラフィン包埋し，ミクロトーム（LS－１１３，

大和光機株式会社）で５�の厚さに薄切して
組織切片を作製し，ヘマトキシリン－エオジ

ン染色を施した。

４）構造変化の評価

消化管組織の変化についてⅡで検討した画

像処理ソフトを使用する方法（Ⅱ‐２‐１），２）

‐（２）①～⑧）を用い，粘膜，粘膜下層，筋

層の構成比を測定した。

３．結果及び考察

遠位結腸の顕微鏡写真を図４に示した。実

験区の粘膜が対照区に比べて厚くなっている

のが観察された。

粘膜，粘膜下層，筋層の構成比を測定した

結果，盲腸，近位結腸，遠位結腸のいずれの

組織においても，粘膜の構成比はビーズを注

入した実験区の方が対照区に比べて大きく

なった。筋層は対照区よりも実験区の構成比

が小さく，粘膜下層の構成比はほぼ一定であ

対照区 実験区

図４ 遠位結腸の顕微鏡写真

図５ 遠位結腸における粘膜・粘膜下層・筋
層の構成比

値は１区５匹の平均値±標準偏差で示した。
＊：５％以下の危険率で有意差があることを示す。
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るという傾向がみられた。特に遠位結腸の粘

膜では対照区が６２％，実験区６７％であり，５％

以下の危険率で有意差が認められた（図５）。

これより粘膜，粘膜下層，筋層の構成比の測

定結果は，顕微鏡像の比較に基づく評価を的

確に数値化していることがわかった。

以上の結果から，本研究で検討した組織構

造の評価方法は，簡便であるだけでなく，消

化管組織における構造の変化を正しく数値化

し，客観的な評価を可能にするものであると

いえる。
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