
147

サケの 口膵に兄 られる 腺組織について

委 嘱西 田 秀 夫

H しぬ市人半理字印)

Occourence Of remarkable Glands tn the Oral Cavity Epidermis of

adult salmon, Oiworhyncli.%s kela.

By
Hideo NISHIDA

ZO01. Inst. HOkkaido Uni. CWith 3 figur

The histological and cytological observations 0n the newly found gland fn the oral cavity epidermis of

adult salmon which has been collected at the I&hikari coast, l0 1953, are reported fn this paper. The

glands are mostly distributed in the epidermis 0f the ventral side base 0f branchial arch. The glands

are clearly stained in metachromatical color with toluidin blue and @t is tublar Or more complexed form.

     I  ' 紺手

サケ，マス頬が河から海え， 又海から河えと移到する問において，如何に湖水，淡水の川をその休液を調節す

るかについては生理学的幾多の研究がもる。しかし形態学的報告は数少い。今他の桓如について見るにReTol抑・

de， (，35 ，，36)) 1@ま 36極の波ノk，汽水，海水陸の魚頒について，主に鰯上皮の組織並びに細胞につい十観察した結

果基本的には粘液細胞しか几られないと述べている， ヱ Co叫land C'48) は メ ダヵで塙濃度を調節する細胞とし

て蝋上皮G クロブイドセルと呼はれる糸swaのある 卑  を述

べ，この細胞は粕液細胞から由来すると-考えた。共の後

の研究によれぼウナギではこのクロヲイドセルが鯛上皮

のみならザ，口腔上皮にも分布する事がわかった。これ

らの研究報告に某いて筆者 ('53 c, d) はギンケヤマべ

と-ヤ マツの醜上皮について細胞学的観察比岐した結果ギ

ンケヤマノに，或る特殊な細胞が発達している華が明か 
を観察すると共にU胚上皮の組織細胞学的観察しだ納果

 口腔上皮に新しい顕著な腺紐翻@を見出したので此処に報

仁する。街此研究は北海道科学研究補助金によった。

2 ． 材料 及 方法

サケ (Onc 。アゆ乃。んus Kre仏) の成魚について石狩沿岸

のものはl953年l0月，千歳川内越採卵 場のものは旧53年

 l2?月大々 捕獲した-もので観察Lた。上顎部干の後方策I

第n ， 第 m ， 第W舌醜孤にわだって"ド鮮 軟骨及びその丁 F吃 ． l， Diagram Of [heoral caVitytoShow the

dissection ・ part, dotted lined  即のnlI@日;を含み，腹側竜骨筋を除いて切り出し固定液に
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9 巻 @よ号 (l95の  
直に浸した二第@図)。 固定液としてはRniiin 氏液， Da F却O

氏液を用い，パラフ イン切片とした。染色は Delafield の へマ
dg g

トギ シリンーエオシン， トルイデン芦を用いた。

察，、3 ・ 観
  

上顎部の横断図は槻ね第2図の如くであつて，上層申矢叩に   
厚い上皮があり， 処々に味感球 C味苗) がある，上皮の"ト東 wは

神経分布のある問先織からなる真皮であり，味蕾はこの頁皮に
epd

連絡している。莫史の下部は軟骨組織で中に血管，筋肉，甲状

腺等を包含している。此処に報古する腺は上皮部にあり 既ね真

皮迄は陥人していない。腺は多くの細胞よりなり，管状から更

に発達して葡萄状攻は又複雑に分岐且父互に連絡している。こ

の服の形成発達を順を迫って説明すると吹の様になる。即ら最

初上皮細胞中にある各細砲に人ぎな核を持ち，細胞質が非常に

ルいが，細胞のうちのあるものは核の周辺部に叩瞭なメタクロ

マヂを示す細胞質粒を描つ様になるC第L図a ，)。 この様な細胞

F屯 ． 2． Transvers section Of the third em は他の上皮細胞の同様に発達したものと共に細胞群をつくる。

そして又この細胞内ではその細胞質粒が増加し次第に細胞の―part.

b:dermis ・ b100d dg: vessel duct Ca Of : cartilage the gland d ep:   端に集る C窮3図b))。それが進むに従つてこの細胞の核は―方

に抑しつけられ， 遂には核は―隅に三y 月形に極任し， 核の周epidermis g : the gland

りにわザかに正常な染色性の塩基好性物質の存在を見る，この細胞の大部分はメ タクロマヂを示す紺状に連続し

た頼粒によって占められるが，網状構造の間隙は空胞であ り染色されない，この頃には―群をなしていた細胞

祥はその中心に空腹を持つ様になり， よく発達した細胞はその遊離端の―部が破れメ タクロマヂを示す細胞分泌

物を放出しているのが見られるC第3図。 )。父空腔内に七分泌物が認められた。これらの糾胞梓は既ね上下に連

り ，その空腔も連り遂には導律をつくり口腔に開く。この様に発達した腺は木第に退化する。先ず始めに脇を構

成する各細胞は分泌を終了するやその細胞内 は非常に染色性を失い空虚となり，他の粕液細胞と区別つかなくな

る。 この様な細胞のには兇られず，又核周辺の好境基性物質も乏しい。六いで細胞は著しく縮少し遂には消失す

るが細胞の消失と共に前述の導竹七狭ぼまり 父消火する。

Da rano @C法に上つてゴルジ物質をR， るに， 最初の細胞発達過程では核の周辺部に現はれるメク クロマヂを

示す細胞他は黒く 銀染色さ十しるに 反し細胞質粒の 紺状構造をL， た状態ではメク クロマヂ物貿とでルジ物質の像

と・ は―故せず，ゴルジ物質は微細な粒状として散在L て見られるC第3図d)0

六は石狩沿岸産の七のと千歳川のものと比鮫して見るに石狩産のものではこの腺組織がよく発達し朗かでもる

が， 丁歳川のものでは消失しているものがある事が見られた。

察4 ． 考

BevelanderC ，35) は Salmonidae のうちではOw 。グ乃y%C ん w5 fsC比九 fsC加 CWalbaum) ， SMUgJ 妨硲ア。乃ffwQF5

CmitChill) について鯛上皮及鯉胚上皮の組織を観察l□ ， 最も顕著な糸山 H包 として粘液細胞を挙げ，その形態変化は

生理活前の変イヒを意味するとl□ ，この粘液細胞@／他の魚洩と同様体液調節F 役立つのではないかと老えた。

Co 叩landC'48 、)はク ロライドセルは粘液細胞から山来するとし ク ロライドセルが口腔上皮にも分布する魚が

あ る 卒を見た CBurns and COpeland '5CO)。 此処に報占した腺を構成する細胞は形態的に非常によく粘液細胞に

似てをり，所謂穎位粘液細胞に属する七のであると老えられる，父上皮細胞中あるものは典型的粘液細胞となり

あ る―部はこの腺を構成する細胞になるのでばないだら5か。女にこの腺が非常に複雑した形態を持つている卒

は注日される。檎山Cl34)がセンマイハギの口唇に見出した粘液腺に同じものでもるとも考えられるがナケの方

がf 態ほはるかに複雑でもる事と-， 脾細胞； :若L． く活刮的でもり，又分布の場所が違う点で同―のものであると

148



水． 附・ 幸ヒ告 ． 9巻l． 2ぢ Q 954) l49  西田秀夫

g

 

C
：

n

U

Fig. 3. a-c: Semidiagrammatic drawing to show the morphological changes of the secreting

gland cells (BOuin-toluidin blue)1. d: Diagrammatic drawing of GOlgi substances in

the gland cells CDa Fano). dg: duct Of the gland g: GOlgi substances n: nucleus

s : secretory substances Sg: secretory granules v: vacuoles

は考えられない。しかもサケ，マス煩ではこの様な口腔内にある 脱の存在は末だ述べられていない。

この腺が如wH丁 なる機能を持つかは不明であるが，細胞の性W から言つて消イLに関係あるものではないと-思われ

る， 即も五H 嵐，座間C'53) によれば石狩河口到達以前に取餌を止めていると老えられるからである。 共にこの

腺細胞の，性質上クロ ブイ ドセル@.@近い働ぎをもつものでないかと思はれる。その第―の理由はこの腺細胞内ので

ルジ様物質の形態変イ巳がギンケヤマべに見た鯛上皮の人坦細胞 C内田 '53 c, [Dコのぞれに似ていて，ゴルジ様物

岡が分泌物の産生，放出に血接関係:，ている事である。 そして向石狩産のものに顕著であり千歳川のものでは消

失しているものがある事は興味深。。 久保C'53@) によればサケマスの稚魚が媒波の斐る前に既に休液を変える事

が知られている。この事は石狩産サケの口胚に見られる腺の意味をある程度暗示する七のではなからうか。

要5 ・ 摘

@．サケの口腔内各鯛狐の下部結合部の上皮組織中に娃基性色素によりよく異調染色される多細胞腺が見られ

た。この腺を構成する細胞では主にでルジ物質が分泌物の産生，放出に荷接関係している。

2・この腺細胞は杣液細胞に配似して周り，上皮細胞から分化形成され，この腺は時川的に出現消失すると考

えられる。
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