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1. There are two types @n Oncorhynchus rnasou, one fs the landlocked form which called'@ yamabe"'

the other fS the sea-run form So called "masu", also before migarting to the sea the latter i&

called " ginke-yamabe" in HOkkaid0. Yamabe and Ginke-yamabe which had been occured in

the pond of Chitose Fish Hatchery was used in this study, 

2. It fS found that there are acidophilic large gland cells in the branchial epidermis and the cells
 

are abundant, typically, found at the bases Of the, gills Of ginke-yamabe. The dstinct 'nclusions

Of the acidophilic large gland cell are mitochoindoria and GOlgi materials, and especially the

function ・ of the GOlgi materials fn the cell are discussed @n this paper.

   
―口I 緒

硬骨魚が海水中にあつて鯛から塩分を排泄するということは古くがらよく知られていた。すなわち Smith
は金魚やウナギでは頭部就中鯛において壬に Nacl ， KCl の塩類を刃岡止していると王張したし，また KeyS

も類似の研究を行つた。しかしそれまでは王に生理学的研究であつた。KeySand Wmemr はウナギに穎粒・性

の エオシン嗜好性の大型細胞のあえ ことを述べ，その細胞が塩類排泄に役立つにちがいないと考えた。その後

BeVelander が36 種の魚基@について系統的に研究したが特別な細胞を指摘しなかつた。しかしLiu によって

再ぴ Keys and W@llemr のいう酸嗜好性細胞が確認された。このようにしてCOpe@and (1948, l950) に到り

Fundu@us heteroclihis の鯛上皮の細胞にク u ライドセル(chl0ride ce川と呼ばれ塩類排泄の作用をすると

考えられる細腿があることが確認され，生理実験と共に組織並びに細胞化学的:こ研究された。
―方サケ，マスのように河に産耳Bされ，稚魚となり河を降つて海に入り，また幾年かの後に河へ掃つて来る

魚類が如何に塩濃度を調節しているかが興味ある問題とされていた。このことに明しBlack(l95l) の生理学的

研究がある。 しかしまだ詳細な細胞学的報告がないのでその- つとしてここに陸封型のヤマバと降而・性の ヤマ

べすなわちギンケヤマべについて玉に細胞学的に轍上皮の細L包 を上 ヒ鮫 研究した。この研究に当り倒援助戴いた

市川純彦教授，山形大学入佐守助教授並びに北海道さけ・ます職イ暢調査課長佐晦誠三氏，同課疋田監彦氏に

対し深甚なる豆謝意を表する。

H 材 料 及 方 法
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材料 ほ T951 年 10 月北海道さけ・ます 卿イヒ場千歳支場で採 卵し ，翌年I 月に鵬化し，その後

同支場の養魚池に 飼育中のもので ，その中の陸封型の 鬼のと降海性のものについて 1953 年七

月末固定標本どして 観察した。 切片はすべて パラフイン切片とし ，固定及染色ほ次の要領に上

つた。  

工 ・ BOu;n 固定のものは Delafield のへマトキプリン・エオシン染色，0 ・ 2% チオ = ン 水溶液，

0 ・ I@/l@@トルイジン青水溶液， 工 % 中性ホ水溶液， Mallory の三重染色以上 5 種類の染色を

行つた。

2 ・ Champy-Kull の固定染色，酸性フ クシンほア二リンーフ クシンとした。

3 ， Da Fano 氏液固定銀染色

4 ・ Leschke 法による塩素検出

察，、皿 観  

I ・ ―・ 股 形態
第 I 図に示すように 上部に小出 鯛静脈 (efferent) "F部に放射 鯛軟骨 (branchial ray) 及びそ

の"F に小人鯛動脈 ねfferent) があ る。これ等の外側を 基底膜 (basement menbrane) が囲んで

いる。鮒上皮と呼ぶのにこの 基底膜の外部を 包んでいる組織であ る。鰯上皮の組織 ほ主に粘液

腺。 と今―つの人形の細胞とで ， 他ぽ末 分化の細胞質の 乏しい細胞より 成つている。 大型の紬泡

ほ小人鰍動脈の周辺及び 中央部に多く ，小出鯛静脈の周辺 低粘液腺が多い。 粘液腺低陸封 型 ，

降悔・性とも変りほないが大型の細胞にっいてほ 明瞭な差が認められた。

卜
 ,/M

C

Fig    

c

Tte "diagram shows t1-e cross section of

a gill filament. At t1-e left ;s yamabe,

the right fs ginke-yamabe  

C : acidophilic great eel'

M : mucous cell

2 ． ヤマべの 鮒上皮の組織 ぽ主に細胞質の 乏しい小型の 細胞からほり ， 外縁に比較 的大型の

細胞と粘液腺が 分布する。 大型の細胞にほ Mallory染色でア ニリン青に育く 染まる頼粒が含

まれているが ，染色性は弱い。 またこの細胞 ぽ Delafield のへマト キプリンーユオシンに赤く

染まゆ チ才二ン，イ/@@イジン青で染色すると 核の周辺に メタク T3マジ乏起す頼粒状のものが 認

められ， Da Fano 固定銀染色によれ ぽ核の周辺にでルデ 物質が朋粒状に低つて 存在するもの

もある。小型の細胞には 明かなゴル ジ物質ほ見られなかつた。 Champy-Kull の固定染色で 大

型の細胞にさ ・ トコンドリアの親粒が認められる ， Leschke の塩素検出でほ 完全に 陰性反応で

あつた。ヤマへのこの 大型の細胞は 数ほ少 く形ほ多く円形であ る。
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3 ・ ギンケヤマべの鯛 L 皮

大型の細胞の 数が多く細胞の 発達もよい。 形

ほ楕円形成 ほ円筒状のものが 多い。 しかし基・底

膜近くにほヤマべと同じく細胞質に 乏しい細胞   
が埋つている。 大型の細胞 ほエオ ジンによく 赤

く染まり他の 細胞から容易に 区別される。

Mallory 染色でほ ア= リン青によく染まる頼
Fig. 2. GOlgi materiales Of acidophilic

cell fn yamabe.
粒が多数存在する。 またこの細胞にほ チオ =

ン 。 トルイジン育，中性赤でほつきりと メタク p マジを起す細胞質 期粒が核の周辺にあ り，発

達したものではその 頼粒ほ 網状構造と低つて 細胞内に拡がつている。 Champy-Kull の固定染

色によれ ぽヤマべ より明瞭なミ トコンド りアが認められる。 また DaFano 固定銀染色を行う

左 基底膜附近の小型の細胞の 核の周迦にギルジ 物質の 頼粒が見られ，大型の細泡にほ 極えの状
 

態ので ルジ物質の像が現れている (第 3 図)

      
            Q            

同(2)(1)

Fig. 3. The diagams show GOlgi materiales @n the three types of  acidophilic great

eel's Of ginkeyamabe. At the left, GOlgi materiales are granules and little

net-work, at the middle GOlgi materiales near the nucleus are compact net-

work others are small granules, at the right almost of Go'g; materiales are

very small granules.

即ち小型の細胞に 見られたと似た 状態の 士ルジ物質をもっもの (第 3 図の I] で，そしてこ

 のゴルジ 物質にほ ―種の中空構造があ るように見えた。 核の周辺ので ルジ物質が更に増加する

と核の周りに 網状帯丘見ることが出来る (第 3 図の 2) ，更に発達すると 核の周坦にあつた ゴ

ルジ物質ほ小さほ 瀬粒となつて細胞の 遊離端に移動する。 この移動したで ルジ物質にほ中空 構

造ほ見出し難い。 そして遂にほ核の周辺の 塊状ので ルジ物質 低消失し小さね 願粒状の"ゴルジ物

質が細胞全休を 埋めるようになる C第 3 図の 3)n Leschke 法による塩素検出でほこの 大型の

細胞も陰性であ つたが，大型の細胞としての 形態ほ明かに保存されていた。

4 ． 血球について

血管内に ぽ多数の血球が 見られるが，この血球にも 種人の相違があ り，特にでルジ物質 ほヤ

マべにほ 乏しいが ギンケヤマべ ほ小さな 瀬粒 として細胞内に 充満していることが 屡六ある。こ

のようなことは 匁思弁片の毛糸田管内の血球においても 明瞭であ る。

察," 十W 考

35



文 好化場 試験報告 8 巻 l， 2 号 Q953)

Black (1951) によれぽ HOar がサケ，カラストマス ，ギンマスに酸性色素によく 染まる大

型の細胞 が鰯上皮にあ り，この細胞がサケ ，カラフトマスでは 職化した年に 出来て海え降るが

ギンマスで ぽ卿化の I 年後にならなけれ ぽ出来ないという。 亡の事実ほサケ，マスの降海性と

関係して注目されることであ る。なおまた ギンケヤマ べに特に明瞭な 大型の細胞 ほ HOar が見

ている大型の 細胞と同―のものと 考えられる。 塩素検出が ヤマべ ，ギンケヤマ べ共に険性反応

であつたことほ淡水に 棲息している 場合当然のことであ ろう。また両型共に 陰性でほあ るが細

胞の固定像が 異るのは細胞自体の 相違に基づくものと 考えることができよう。 しかしながら

COpeland (1948) の実験による Fundulus heterochtus のタ p ライドセルにおける 塩素の分布

状態とほかなり 違つている。 ヤマべもギンケヤマべも Champy-Kull の固定英色で 大型の細胞

にほ穎粒状の ミ トコンド V アが見られるが ， BOuin 固定により ヤマべの方ほ深くア= りン青に

染まり，ギンケヤマべほ 濃く染まるのほこ トコツドワアそのものの物質組成の 相違によるので

はなかろうか。 この ミ トコンド りアの保存のされかたについては MOnne & Harde (195I) が

ウ二卵で ，西田 □953a) が魚胚 の卿化腺 について述べているが ，この鯛上皮の細胞の ミ トコ

ンド りアについても同様のことがいえよう。 ヤマべ，半ンケヤマべの鯛上皮細胞の ミ トコンド

リアと Fundulus の ク p ライドセルの ミ トコンド ワアと性状 ほ同―のようだが 分布に多少の

差があ る。F口ち FunduIus では非常に濃密に 分布しているのに 対し ヤマべ ，ギンケヤマ べてぽ

生い。 この鯛上皮の細胞で 特に注目されるもの ほゴルジ 物質で，その構造ほ AdamStone(1952)

の認めているのと 同様と考えられる。 ゴルジ物質の機能についてほ 極力の説があ るが，比較的

確実と思はれるのほ 分泌機能と関係して 物質を蹟縮する膜と考えたもので ，これ低 K@rkman
and Sever@nRhauS (193司によつて強調された。 また PaIade an4 CIaUde は949) によれ ぼゴ

ルジ物質は塩基性色素を 収苦し， ミエりン像をつくる カがあ るのほこのものに 燐脂質が多量に

含まれていることを 示しているという。 このような事実と 関係させて考える 持，ヤマべやギン

ケヤマべに見られる 大型の細胞が 塩類排泄の機能 左持ち得る上 鯛細胞であ ると考えられる。 ま

たこの細胞における ミ トコンドリア とゴルジ物質との関係はどうかについて 論するについてほ

種六困難ほ点もあ b．省略するが ? 面白い間題であ る。写真で ミ トコンド ワアと二ルジ物質の分

布状態を三つの 細胞について 示しておいだから 参照されたい。

要v 摘

ヤマへとギンケヤマ べの鯛上皮について 細胞組織学的に 研究した結果，両者の 問に明かな相

違があることがわかつた。 特に鯛上皮に見られる 大型の細胞内ので ルジ物質の変化 ほ両者の相

違の事実を 裏づけるもので ，今後この点について 更に精密 ほ研究を必要とし ，ま東大きな 期待

がかけられる。
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Explanation Of plate

Mitochondria and GOlgi materiales @n t1-e three types Of acidophilic great cells (1,2,3).

At the left side (a} ts mitochondrial preparation, at the right side (b) tS GOlgi mate-

riales preparation. G : GOlgi materia1, M : mitochondria, N : nucleus. (x2000)
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