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ニジ、マス Salmogairdneriの腸管における

抗原蛋白質のとりこみについてネ

永井彰・相沢康夫・小野信一・名倉宏**

Antigenic Protein Uptake in the Gut of Rainbow Trout Salmo gairdneri 

Akira NAGAI， Yasuo AIZAWA， Shin-ichi ONO and Hiroshi NAGURA 

Abstract 

In the present study， the authors have investigated antigenic protein uptake in the gut 

of rainbow trout Salmo gairdneri as a basis of oral immunization. 

Before main experiments， antigenicity of Horse-radish peroxidase (HRP) for rainbow 

trout was confirmed by histological examination of experimental fish， 25 days after 

intramuscular inoculation of mixture of HRP and Freund's complete adjuvant. 

Then， one mg. of HRP in physiological salts solution injected into the gut of the fish. 

One or three hours after injection，五shwere sacrified and fixed tissuesー intestine，spleen 

and kidney -by 4% paraformaldehyde were examined histologically and histochemically 

with light and electron microscopy. 

Light microscopic observations reveal that HRP granules are ingested an hour after 

injection. They are also found in columnar epithelium cells near the basal lamina and in 

lamina propria tissues three hours after injection. 

Electron microscopic investigations reveal that HRP granules are absorbed by pino-

cytosis at the terminal web， pits of microvilli and these granules present in intercellular 

spaces of simple columnar epithelium cells near the basal lamina. 

Results of light and electron microscopic observations suggest that antigenic proteins， 

such as horse-radish peroxidase， are uptaken into epithelium cells and lamina propria 

tissues of rainbow trout without digestions or destructions by digestive agents. 

はじ め に

養殖ニジマスの液性抗体産生能を調べる目的で，牛血清アルブミン (BSA)の筋注実験を行った

ところ，コントロールに選んだ抗原接種前のニジマスに既に BSAに対する抗体を持つものが見ら

*東海大学海洋学部業績A第248号.受理1982年 9月22日. 本研究の内容の一部は昭和56年度日本水産学会

秋季大会において口頭発表した.
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れた.この抗体は寒天ゲル内で、沈降性の抗体として検出が可能で‘あった.そこでこのような抗体が

どのような魚に出現するかを明らかにするため，富士吉田市および箱根町にある 4か所の養鱒場か

ら41尾，芦の湖の漁協の定置網に入った養殖されていないニジマス 2尾を得て採血を行い，分離し

たニジマス血清と BSA溶液 (T.P.=6. 0 g/dl)との聞で Ouchterlony法によりゲル内沈降反応

を行って沈降線の出現する稀釈度から抗体価を求めた.

この結果，芦の湖産の放流ニジマスー尾を除いて，他のすべてのニジマスから BSA抗体が検出

されたが，富士吉田市のー養鱒場から得たものは抗体価が高いものが多かった.この養鱒場の飼料

を問合せたところ，ここだけは家畜の血液から作られた発酵血粉を使用していた.これらの事実は

人工飼料中の動物蛋白が経口的に与えられた時，一部は消化管を分解されずに通過し抗原として働

く可能性を支持しているように考えられた.

一方，魚類を免疫して感染症を防除する際，抗原を経口的に投与して効果があったとするものは

少くない. DUFF (1942)は Cutthroattroutに Aeromonassalmonicida の死菌を経口投与する

と免疫効果があったと報告したが，その後 ANDERSON(1972)は cohosalmonで，楠田 (1977)

はアユのピブリオ病菌で同様に経口投与によって細菌死菌を与え，免疫効果を確認している.

しかし， DUFF も楠田らも経口的に投与されたワクチンが何故有効かの理由については明らかに

していない.これらの魚で経口投与されたワクチンに対し抗体価が上昇して免疫効果が生じるので

あれば，抗原として作用する物質が抗原性を失なわずに消化管壁を通過して，抗体を産生するリン

パ系の組織に通じる経路がなければならない.抗原となるものは主として蛋白質と考えられるから，

消化管内で酵素によってアミノ酸に分解されずに体内に取りこまれることが確認される必要がある.

このために GRAHAMand KARNOVSKY (1966)が開発した西洋わさびペルオキシダーゼ (Horse-

radish peroxidase)を用いる方法が利用できるのではないかと考えた. ONO， K. (1977)はラット

の新生児の大腸では Horse-radishperoxidase (以下 HRP と略す〉が酵素活性を保ったまま吸収

されると報告しているし， WATANABE， Y. (1981)も HRPを用いてマス Oncorhynchusmasou， 

テラピア Tilapianilotica，キンギョ Carassiusauratusなど6種の魚の稚魚において，この酵素

が消化管の細胞内にとりこまれることを報告した.

一方， NAKANE， P. K.ら (1966)，渡辺 (1978)は酵素抗体法として組織内の抗原抗体反応のおこ

っている部位を光学顕徴鏡と電子顕徴鏡の両面から明らかにする方法を報告している.

それ故， HRPを用いてニジマス成魚に対し， HRPが抗原性のある蛋白であることを確認した

のち，別のニジマスの腸管内に注入実験を行い，これが酵素活性を保ったまま，腸管の械毛表面の

円柱上皮細胞内に検出できるか否を検討すれば，経口免疫の基礎実験として，抗原の腸管からの取

りこみを明らかにできると考えられる.

このような考えから，以下に述べるような結果を得たので、報告する.

材料および方法

材料:神奈川県箱根町畑宿清流マス釣場で、牌化・飼育されたニジマス Salmogairdneri 11尾を

使用した.体長 (bodylength)は 15.5~ 19. 0 cm，体重は65~116gr の範囲にあった.

このうち 4尾を用いて HRPの抗原性の確認試験を行い，残りの 7尾は HRPの腸管内接種試験

に用いた.

抗原性の確認のための抗原としては HRP(Horse-radish peroxidase Type VI: SIGMA) 20 mg 

を0.85%生理食塩水 2ml に溶かし， 0.45μ ミリポアフィルターで櫨過滅菌したものに等量の
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Freunds Complete Adjuvand (DIFCO) を加え，連結した2本の注射筒で交互にピストンして乳

白色の細かいエマルジョンとしたものを抗原液とした.

接種は背鰭前端付近の筋肉内に行った. 1回目の接種は右側に， 2回目は左側に接種した.接種

量は 1回目は 1尾につき 0.2ml，1回目の接種より13日後の 2回目は 1尾につき 0.4mlを接種

した. 2回目の接種より 12日後に組織の固定を行った.

なお対照魚には0.85%生理食塩水のみを上記と同じスケジュールで、接種した.

飼育:実験中の試供魚は神奈川県箱根町畑宿清流マス釣場内の河川中に網生責 (lmx1m，深さ

0.7m) を入れ，この中にー尾ずつ収容した.飼料は市販の配合飼料(オリエンタル酵母製〉を与

えた. 25日聞の飼育期間(1980年12月13日より 1981年1月7日まで〉中の水温はlO:!:l
O

Cでほぼ一

定していた.

固定:抗原を筋注した後， 25日目に供試魚をオイゲノール (FA-100:田辺製薬)2000倍溶液で

麻酔し，体重・体長を測定したのち，直ちに開腹し，牌臓，頭腎および抗原接種部位周辺の筋肉を

切りだし，次の 2つの方法で固定した.その 1つは通常の10%フォルマリン固定で，パラフィン切

片を作製し，ヘマトキシリン，エオジン染色およびメチールグリーン・ピロニン染色を行った.

もう一つの固定法は MCLEANand NAKANE (1974)が報告した酵素抗原法を応用するためにPLP

(Periodate-Lysine-Paraformaldehyde)固定である. PLP固定は組織を 2mm角程度に細切したも

のに 4oCで4時間行い，次いで O.1M PBS (Phosphate Bu妊巴rSaline)に1夜浸液し， さらに

10%の sucroseを加えた O.1 M PBS， 15%の sucroseを加えた 0.1M PBS， 20%の sucrose

を加えた O.lMPBS，のII聞で各4時間浸液を行った. 漫液の終了した固定組織は凍結組織包埋剤

(OTC compound， AMES社〉とともにドライアイスエタノールで、急速凍結させ，クライオスタ y

トを用いて切片を作製した.

染色法:メチールグリーン・ピロニン染色

常法にしたがって作製したパラフィン切片を脱パラフィンした後，次の処法の染色液で20分間染

色した.

5%メチルグリーン液 2ml 

2%ピロニン液 1. 4ml 

蒸溜水を加えて全量を 100mlとする.

染色液から出したスライドグラスは瞬間的に蒸溜水で水洗して余分のピロニンを落とし，3TCに暖

めた第3級ブチルアルコールに数秒間ずつ数回通し分別した.その後キシレンで透徹して封入した.

酵素抗原法によるDAB(Diaminobenzidine)染色

クライオスタットによって薄切した切片中に抗 HRP抗体が形成されていれば， HRP溶液を乗

せてやると抗原抗体反応をおこし， HRP酵素が抗体の存在部位に点在することになる.これに対

し， DAB溶液を加えてやると HRP存在部位が茶褐色に発色してその位置を光学顕徴鏡によって

知ることが可能である.

今回は GRAHAMand KARNOVS瓦y (1966)，および渡辺ら (1981)に準じ O.OOlM 過沃素酸を用

いて内在性 Peroxidaseの反応をブロ y クするため10分間室温で処理したのち，冷 O.lMPBSで

5分ずつ 3回洗浄し， さらに 0.03M水素化ホウ素ナトリウムで30分室温で反応させた. 次いで

O.lMPBSで5分ずつ 3回洗浄を行った後，切片の上に抗原液をのせて抗原抗体反応を起こさせた.

この時の抗原液は HRP50μgを O.1 M Sodium Phosphate Buffer (SPB) 1 ml ~こ溶かしたもの

を用いた.反応は室温で湿室中において40分間行った.このスライドグラスを O.lMPBSで3分

ずつ5回洗浄し， DAB溶液 (Diaminobenzidine25mgを Tris・HClBuffer 100 ml に溶かし，



238 永井彰・相沢康夫・小野信一・名倉宏

5%H202を O.lml加えたもの〉と室温・遮光状態で反応させた. 反応は 5分前後で検鏡によっ

て反応が確認されたら冷 O.lMPBSに移し. 5分ずつ3回洗浄し，核を 1%メチルグリーンで約

30分染色したのち，脱水・透徹して封入した.

HRPの腸管内接種実験

抗原が経口的に入って来た場合，これがアミノ酸に分解されずに腸管の粘膜を通過し抗体産生系

へ接触するか否かを検討するため，植物性酵素蛋白である HRPを用いてニジマスの腸管内の動き

を追求した.

オイゲノール (FA-100，田辺製薬)2000倍液を用いてニジマスを麻酔し，腹部を腹鰭前方で正

中線に沿って約 2cm切開し，幽門垂下約 1cmの腸管内にツベルクリン注射針を用いて HRP溶

液 0.2mlを注入した.ーこの際の HRP溶液は 10lIlgを 0.85%生理食塩水 2mlに溶かしたもの

である.注入後はすばやく腸管をもとに戻し，切開部を手術用縫合糸で 1針縫合し，さらに瞬間接

着剤〈シアノアグリレート系セメダイン)で切開部を接着する.手術の終了した魚は水槽に戻し，

麻酔から覚醒させ，注入1時間および3時間後に魚を取りあげ組織を固定した. 1尾の HRP注入

に要する時聞は3分以内に終了させ，実験魚はすべて正常の遊泳体位にもどり，異常は認められな

かった.また対照魚1として同様の手術をし， 0.85%生理食塩水を 0.2ml注入したニジマスも同じ

時間後に固定し，組織像を比較した.

固定した臓器は腸管(幽門垂を含む腸始部および腸中部の 2か所)，牌臓，頭腎であり，固定液

としては10%フォルマリンおよび4%パラフォルムアルデ‘ヒド (0.1M PBS に Paraformaldehyde

を4%加え60.C以下で加温溶解したもの〉を用いた.

染色は通常のへマトキシリン，エオジン法のほかに前述の DAB染色を行った.

DAB染色によって HRP活性部位のみられた標本については，小松・渡辺(1979)，長村(1979)

の方法を用いて電顕用の標本を作製して観察を行った.

すなわち凍結切片として作製した標本に 2ステップに分けて DAB反応を行わせたのち， 2%オ

スミック酸で後固定し，脱水，エポン包埋後ウルトラマイクロトーム (LKB社〉を用いて 800Aの

切片を作り， Reynoldsの鉛染色を行って観察，撮影を行った.

結果

A. HRPのニジマスに対する抗原性の確認実験

ニジマス 4尾に対し， HRP溶液を Freundscomplete Adjuvant とともに背部筋肉内に注入し，

13日後ブースターとして倍量の抗原液を筋注し，第2回目の筋注から12日目に剖検して組織学的な

検討を加えた.

メチールグリーン・ピロニン染色によるとピロニン陽性細胞が対照魚に比べて HRP接種魚では

明らかに増加していることが確認された.牌臓において 100視野計測し 1視野当りの平均ピロニン

陽性細胞の出現数を算定したところ，対照魚で 3.75HRP接種魚で11.89という値を得た.

頭腎部においてもこの傾向は同一であるが，対照魚でもやや広範にピロニン陽性細胞をもつもの

があり，その差は牌臓ほど明らかでないものも含まれていた.写真に HRP接種魚とその対照のピ

ロニン陽性細胞の出現の差を示した (Plate1および2). 

抗原接種部周辺の筋肉内においてもリンパ系の細胞が出現するが，この細胞もピロニン陽性のも

のが多く，晴乳類の形質細胞と同質のものと考えられた.ただ接種部周辺の筋肉は中に接種された

合

<a 
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Plate 1. Plate 1 shows lymphoid tissue of head kidney in control fish. Scale 

mark represents 5μm 

ー-・-~回目ー~

Plate 2. Plate 2 shows lymphoid tissue of head kidney in HRP injected 

五sh.Arrows indicate methylgreen pironine staining positive cells. 

Scale mark represents 5μm. 

239 

液状の抗原・アジュパント混合物を含み，この周辺にリンパ球様の細胞が浸潤し，筋線維も断裂し

ているため凍結切片を作製するとき大きな切片を作ることは難しく， 全体像、を詳細に検討する こと

はできなかった.

DAB反応を用いた酵素抗原法によって， HRP接種魚の牌臓，頭腎，接種部周辺の筋肉内の細胞

に茶褐色に染まる DAB反応陽性物質を含むものが検出された.ただこれが検出されたのはHRP接

種して DAB反応を調べた2尾中 1尾のみで，他の 1尾は対照魚と同じく DAB反応陰性であった.

メチールグリーン・ピロニン染色によって細胞質内に RNAを多数合み合成作用が活発になって
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Plate 3. Plate 3 shows intestinaI villi in controI fish. Scale mark represent 50μm. 

IV : IntestinaI villi Ep: Epithelium 

ーι ーーー_.._~一一ー !:;..!-'='コ&酌一 一一一一Plate 5. Plate 5 shows intestinaI villus in controI 

五sh.Enlargement of Plate 3. Scale mark 

represents 5μm. 

SB : Striated border Ep: Epithelium 

LP : Lamina propria 
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Plate 6. Enlargement of Plate 4. Arrows indicate DAB positive granules 

in striated border. Scale mark represents 5μm. 

Ep : Epithelium 
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いるリンパ系の細胞が， HRP を接種したニ ジマスの牌臓，頭腎，接種部周辺に多数みられる こと，

この中には酵素抗原法によって HRPに対する抗体を含むものが確認できたことにより， HRPは

ニジマスに抗原性をもっ蛋白質と考えることができる.

なお酵素抗原法に よって DAB反応陽性細胞がみつかったニ ジマスの組織については電顕標本を

作り抗体産生部位について検討を加えたが，この点については別に報告する予定である.

B. HRP抗原のこジマス腸管からの取り込みに関する実験

ニジマスに抗原性のある植物性蛋白質 HRPを腸管内に接種する際，開腹し， 注射器によって注

入後縫合するとし、う方法をとったが， 5~10分後には麻酔から醒め正常姿勢に戻 り， 実験中の死亡

は 1尾もなかった.

これらの実験魚から 1時間後および 3時間後に剖検して組織を固定し，注入した HRPがどこに

存在するかを DAB反応を用いて光顕標本と電顕標本の両者について検討した.

(a) 光学的顕微鏡による観察結果

HRP を腸管内に注入して 1時間経過したニ ジマスの腸管の標本をみると，対照魚にはみられな

い DAB陽性穎粒がすべての実験魚において腸誠毛の刷子縁内側に並んでいるのが認められた.

(Plate 4および 6，Plate 3および 5は対照魚). Plate 3と4は低倍率像であり ，対照魚には腸

誠毛 (rv)の粘膜固有層内に内在性の DAB陽性の細胞が少数みられるが， 円柱上皮細胞 (Ep)

や刷子縁 (SB)には DAB陽性物質はみられない.この点は高倍率にした Plate5と6を比較す

ればより明瞭である.

HRPを注入後，3時間で固定したものでは (Plate7および 8)DAB陽性物質は腸誠毛の刷子

縁付近に止ま らず円柱上皮細胞の中へ深く入ったところにもみられ，円柱上皮細胞の基底膜に達し

ている.さらにその内側の粘膜固有層内にも見出される.但 し粘膜固有層には毛細血管が分布 して

おりこの中に血球がみられるが，血球は内在性のベノレオキシ夕、、ーゼをもっと考えられるので，血球

以外の粘膜固有層の着色部分が実験的に投与された HRPによるものと考えられる.

この結果，ニ ジマスの腸管は植物性の酵素蛋白質である HRPを腸管内では消化酵素によって分
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Plate 7. Plate 7 shows intestinal villi in experimental 

五shthree hours after injection of HRP solution. 

Arrows indicate DAB positive granules in 

striated border and simple columnar epithelium. 

Scale mark represents 50μm. 

Ep : Epithelium Er: Erythrocyte 

--
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Plate 8. Enlargement of Plate 7. Arrows indicate DAB positive granules 

in striated border and simple columnar epithelium. Scale mark 

represents 5μm. 

Ep : Epithelium LP: Lamina propria 
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Plate 9. Electorn micrograph of 

Rainbow trout intestinal cell 

three hours after injection 

of HRP solution. DAB po-

sitive granules accumlates in 

sizable droplets within the 

terminal web and pits of 

microvilli. Arrows indicate 

DAB positive granules. Scale 

mark represents 1μm. 

M V  : Microvilli 

Plate 10. Electron micrograph of 

Rainbow trout intestinal cell 

three hours after injection 

of HRP solution. Arrows 

indicate DAB positive gran-

ules in terminal web of ep 

ithelium of intestinal cell. 

Scale mark represents 1μm. 

MV  : Microvilli 

Plate 11. Electron micrograph of 

Rainbow trout intestinal cells 

three hours after injection 

of HRP solution. Near basal 

part of surface epithelial cells 

DAB positive granules are 
• 

found in the intercellular • 

space. Arrows indicate DAB 

positive granules. Scale mark 

represents 1μm. 

N : Nucleus Mt: Mitochon. 

dria BL: Basal lamina 
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解せずに，酵素活性を保ったまま取りこむと考えることができる.

しかし光学的顕微鏡標本ではこれ以上詳細に解析することは困難なので，接種後3時間の材料か

ら電子顕徴鏡標本を作製して検討を行った (Plates9， 10および 11).電顕像においても DAB反応

陽性部はオスミウム酸によって再固定されるためオスミウムブラックを形成し黒色に濃染されて見

られる.腸管内に注入された HRPは円柱上皮細胞の先端の徴小紋毛 (Microvilli: MV) に接す

るが，この先端部には HRPが存在する電顕像は得られず， Plate 9の MV層に矢印で示したよう

に徴小蹴毛の根本に入りこんでいるものが，ここで飲作用 (pinocytosis)によって細胞内に取りこ

まれるものと考えられる.円柱上皮細胞内に入った HRPは細胞内を奥に入ってゆくとかなり大き

な穎粒として認められる.これは Phagosome(食胞〉のように取りこんだものを集めるためか，

またはこれを細胞内消化するため Lysosomeが作用し Phagolysosomeを形成することによるも

のと推定している (Plate10). 

しかし，細胞内消化によって DAB頼粒が消失することはなく，円柱上皮細胞基部においてもこ

の穎粒が認められ，基底層 (BL)付近では円柱上皮細胞の聞の細胞間隙にも認められた(Plate11). 

さらに基底膜を越えて粘膜固有層中にも HRPの頼粒があり光学顕徴鏡によって得られた所見を電

顕的にも裏付ける結果であった.
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Horse-radish Peroxidase (HRP)は分子量約4万の植物性酵素蛋白質であり， GRAHAM and KA-

RNOVSKY (1966)以来生体内で局在を検出するのに有用なものであることが知られ， NAKANE and 

PIERCE (1966)， ONO， K. (1977)などのこれを利用した研究があるが，魚類に対して抗原性のある

蛋白であるか否かは明らかにされていなかった.

今回 HRPを Freundscomplete Adjuvantとともにエマルジョンとしてニジマスの背筋肉に注

入し， 13日後に追加感作をしたところ，最初の注入より25日目に剖検した個体よりメチールグリー

ン・ピロニン染色によって陽性に染まる細胞が牌臓，頭腎，抗原接種部位周辺に見られ， りンパ系

の細胞に RNAを含むリボゾームが増加し， 蛋白合成能が充進していることが明らかであった.

また，凍結切片中に抗 HRP抗体をもっ細胞があり，切片上に HRP溶液をのせて抗原抗体反応を

おこさせ，抗原抗体結合物を DAB染色によって調べたところ， 2尾中 1尾は陽性に染まり HRP

はニジマスに抗原性のある蛋白質であることが確認できた.

この結果， HRPを腸管内に注入し，これが腸管上皮を通過することが確認できれば，抗原とし

て経口的に入って来た蛋白が分解されずに体内に取り込まれ，抗体産生系を刺激する過程を明らか

にできると考えられる.

本実験ではニジマスの腸管内iこHRP溶液を注入し， 1時間後には腸紙毛の円柱上皮細胞内の刷

子縁内側に存在すること，さらに 3時間後には円柱上皮細胞内へ深く入りこみ，基底層を越えて粘

膜固有層内へも達することが明らかになり，電顕的には細胞内への取り込みは徴小紋毛(Microvilli)

基部から pinocytosisによって行われ，基底膜付近では円柱上皮細胞聞の細胞間隙にも存在するこ

とが明らかとなった.

HRPの腸管からの取り込について ONO(1977)はラットの新生児で認められることを報じてい

るが，彼も大腸の円柱上皮細胞の細胞間隙に HRPを認めており，ニジマスと同様の結果であった.

一方 VVATANABE(1981) はマス，ワカサギ，テラピアなど6種の魚の稚仔魚に HRPを与え，光

学顕徴鏡による観察で、腸内上皮細胞内にとりこまれることを報告したが，取り込まれた HRPは細

考



ニジマスの腸管における抗原蛋白質のとりこみについて 245 

胞内消化によって処理されると考えている.しかし今回のわれわれの結果は一部は細胞内で消化さ

れるものがあっても，一部分は円柱上皮細胞を通過し基部で、細胞間隙を通って粘膜固有層へも移り

行くものであることを光顕，電顕の両面から明らかにした.この点は消化管における抗原のとりこ

みを晴乳類で論じた WALKER(1981)とほぼ同ーの見解であり，著者らは粘膜固有層に入ったHR

Pはここに分布する毛細血管内にも入ることが可能で，これによって血管系を通じて抗体産生系を

刺激する抗原となり得るものと考えている.この場合粘膜固有層内で，マクロファージや形質細胞

などにとらえられて運ぼれるのか，別の経路があるのかは今後さらに検討を必要とする WATA-

NABE (1981)は稚仔魚について晴乳類の新生児と同ーの HRP取りこみが行われているとしたが，

著者らが使用したニジマスは体長 15.5~19. 0 cm (被鱗体長〉で牌化後1O~12月を経過したもので，

すでに稚仔魚とはいいがたい.魚類の稚仔魚の腸管において蛋白吸収があることを示唆したものに

岩井 (1968)，IWAI and TANAKA (1968)があるが， これが成魚になったとき変化があるか否かの

点は明らかにされていない.著者らは魚類には成魚になって HRPのような蛋白質を消化管から直

接とりこむ経路は残存しているのではないかと考えている.少くとも現在までに経口免疫によって

多少なりとも効果が認められている魚種， Cutthroat trout (DUFF， 1942)， ニジマス (Rossand 

KLONTZ， 1965)，アユ(楠田， 1977)等については今後さらに検討しなければならない.

また前述の WALKERはヒトの場合の腸管の上皮の中に特殊な上皮細胞があり membranousepit-

helial cells (M -cells)と呼ぶが，この内部には Lysosomeがほとんどなく腸管腔内の抗原蛋白を

とりこんで消化管付随のリンパ組織へ渡す通路の役目をしていることを述べている.しかしニジマ

スの腸管では械毛の全域の上皮細胞に HRPは一様にとりこまれ特に通過しやすい M-cellに相当

するものは見つからなかった.ニジマスなどの魚類では消化管付随のリンパ節の発達も悪いので，

M-cellの分化はおこっていないと考えるが WALKERは HRPが大量に投与されると酵素は M-cell

のみでなくすべての上皮にとりこまれると述べているので，投与量について今後検討したいと考え

ている.

ニジマスの抗体産生や免疫能については POST(1966)， HODGINS(1967)， ANDERSON and KLONTZ 

(1970)， Ross and KLONTZ (1965)，倉茂ら(1972)，池田(1978)などかなり多くの研究がされてい

るが，経口免疫が成立する機構を明らかにしたものは見られず， Ross and KLONTZ (1965)が Red

mouth diseaseの病原菌 Pseudomonashydrophilaをフェノールで、殺して経口投与し， 対照群は

90%死亡したのに経口投与群の死亡率は10%であったと報告しているのみである.ニジマスのワク

チン投与法については AMEND(1976)が浸漬法を発表し， ITAMI and KUSUDA (1978)はアユの鱈

への噴霧ワクチン法を述べているが，これらの抗原侵入経路についても十分に解明されてはいない.

HRPを用いる方法を応用すればこれらの経路を明らかにできると考えられるし，それぞれの方法

の効果の比較も可能となるであろう.

今回の実験では腸管腔内へ HRPの接種から円柱上皮細胞にとりこまれ，さらに基底膜を通過し

て粘膜固有層に達するまでの時間的詳細は明らかにできなかった.今後は魚の取り上げる時間の間

隔をもっと短くする必要がある.

また，分子量4万の HRP分子が酵素活性を失なわずに消化管内に取りこまれることは明らかに

なったが，これ以上大きな分子量の抗原は腸管壁を通過できるかの問題がある.これには NAKANE

and PIERCE (1966)および (1967)の酵素抗体法の適用条件を調べ Enzyme-labeledantibody に

よって追求すれば可能と考えられるので今後の課題としたい.

この外，腸間膜を通過した HRPは免疫反応に関与するかどうかもまだ明らかになっていない.

今回は 1~3 時間の標本しか観察していないので当然ともいえるが，今後は投与後長期間の飼育を
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行い，渡辺 (1978，1981)，長村 (1979)の手法をとり入れ抗原の取りこみから抗体産生までを酵素

組織化学的方法によって明らかにしたいと考えている.
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要約

経口免疫法の基礎として抗原蛋白質がニジマスの消化管内に取りこまれる過程を明らかにするた

め次のような実験を行った.

(1) 使用した酵素蛋白質の抗原性の確認

酵素蛋白質としては Horse-radishperoxidase (HRP) (分子量約4万〉を用いニジマス背筋内

に Freundscomplete Adjuvant とともに筋注し，牌臓，頭腎，接種部周辺に抗体産生細胞がみ

られることをメチールグリーン・ピロニン染色法および酵素抗原法によって明らかにした.これ

により HRPはニジマスに抗原性のある異種蛋白であることを確認した.

(2) HRP 溶液のニジマス腸管内注入実験

HRPの局在を DAB反応によって 1時間後， 3時間後の標本について検討した.

光学的顕徴鏡による観察では実験魚すべてが， HRPを腸誠毛の円柱上皮細胞内にとりこみ 1時

間後の標本では円柱上皮細胞の刷子縁内側に HRP頼粒が並び， 3時間後の標本では円柱上皮細胞

全体に広がわさらに基底層を越えて粘膜固有層にも移行することが明らかとなった.

(3) 電子顕微鏡標本の観察によって HRPは円柱上皮細胞の上端の徴小紋毛 (Microvi1li)の根本

において pinocytosisによって取りこまれ，徐々に細胞内部へ移行し，基底層付近では円柱上皮細

胞の細胞間隙にも存在する.さらに基底層を越えて粘膜固有層内にも認められた.

この結果， HRPは酵素活性(抗原性〉を保ったまま腸管壁を通過し体内へ移行することが明ら

かになった.
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