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253-263頁(1984)第18号東海大学紀要海洋学部

のHorseradish peroxidase アユの腸管における

取り込みに関する研究*

彰・藤野裕弘

A Study on the Ingestion of Horseradish peroxidase 

into the Mucosal Epithelium Cells 

in the Gut of Ayu五sh Plecoglossus altivelis 

永井

Akira NAGAI and Yasuhiro FUJINO 

Abstract 

In the present study， ingestion of vegetative enzymatic protein， horseradish peroxidase 

(HRP) ， into the mucosal epithelial cells and submucosa in the gut of Ayu五shPlecoglossus 

altivelis have been investigated. 

First of all， 2 mg. of HRP in 0.4 ml. of physiological saline solution was injected into 

the gut which was drawn out surgically from the anesthetized五sh.

Everytime， two五shwere sacrificed 10 minutes， 30 minutes， 1 hour， 2 hours， 3 hours 

after the injection and the guts removed from the fish were自xedby periodate-lysine-

paraformaldehyde (PLP). 

Histological specimens of the五xeddigestive tissues were sectioned by cryostat， and 

stained cytochemically with GRAHAM司 KARNOVSKY'Smethod. 

Some of these specimens were postfixed in 2% solution of osmium tetroxide and em. 

bedded in epon 812 for electron microscopic investigations. 

The specimens were examined with light and electron microscope. 

Light microscopic observations revealed that HRP granules， which maintained the original 

enzymatic activity， existed at the mucosal epithelial cells within 10 minutes after the 

injection， and HRP granules aggregated to larger mass around the center of mucosal 

epithelial cells 1 hour after the injection. 

These granules were also found in lamina propria and submucosa in the specimens fixed 

2 hours after the injection. 

Electron microscopic investigations revealed that HRP granules were absorbed by pino-

cytosis into the mucosal epithelial cells through the pits of microvil1i or the terminal 

web. 

Results of light and electron microscopic observations suggest that vegetative enzymatic 

protein， such as horseradish peroxidase， were ingested by pinocytosis into the mucosal 

epithelial cells within 10 minutes after the injection and arrived at submucosa of the五sh

* 東海大学海洋学部業績A第281号.受理1983年10月6日

本研究の内容の一部は昭和57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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without being digested. 

These phenomena may suggest the possibility of oral immunization of Ayu五sh.

はじめに

近年，養殖魚類は種々の病害により被害を受け，病害の種類も多様化しつつあり薬剤耐性菌の出

現が指摘されている.このため，魚病対策に免疫学的手法を導入しようとする試みが多くなされる

ようになってきている.

DUFF (1942)，林ら(1964)，FRYER et al(1976 a ; 1976 b)， AMEND (1976)， ANTIPA and AMEND 

(1977)，青木・北尾 (1978)，(;OULD et al (1978)などが，免疫抗原を魚体に投与した後に防御効

果が認められたことを報告している.

この様な試みの中で DUFF(1942)， ANDERSON and Ross (1972)，楠田 (1977)らは，抗原を経

口的に投与して効果を認めている.しかし，免疫抗原を投与してから免疫効果が認められるまでの

防御反応に関与する細胞学や組織学的機構については，十分解明されたとは言い難いのが現状では

なし、かと思われる.

投与された抗原がどの様な経路をたどり，どの様な機構により免疫効果が生じるのかを明らかに

するには，抗原がどの様にして組織や細胞内に至り，どの様な細胞に抗体が存在するのかを確認す

る必要がある.そのために筆者らは組織細胞化学的手法が有用ではなし、かと考えた. なかでも

NAKANE and PIERCE (1966 ; 1967)により開発された酵素抗体法が，細胞内での蛋白質の局在を追

跡するのに優れた方法であると考えられる.この方法によると，同ーの材料から通常の光学顕微鏡

用標本と電子顕徴鏡用標本を作製し両顕微鏡で観察できることと，半永久的に保存のきく標本が作

製できることなどの幾つかの利点がある.

さらに LEDUCet al (1968)，渡辺ら (1969)が報告している酵素抗原法がある. これは酵素抗

体法の変法の一つであるが， Horseradish peroxidase (以後 HRP と略す〉という西洋ワサビ、から

取れる分子量約4万の植物性酵素蛋白質を抗原として投与し， (;RAHAM and KARNOVSKY (1966) 

の用いた染色法により，投与した抗原やその抗原に対して産生される抗体の組織や細胞内での局在

を観察することができる方法である.

ONO， K. (1977) はこの酵素抗原法を応用1..-，ラット新生児の消化管において，生後数日聞は

HRPがアミノ酸に分解せずそのまま吸収されることを明らかにした.

また， WATANABE (1981 ; 1982)は，サクラマス， ワカサギ，ハナカジカ，テラピア， フナの醇

化直後の稚仔魚、が消化管において HRPをそのまま吸収することを明らかにしている.

さらに，永井ら (1983) は，体長 17~20cm のニジマス当歳魚、が HRP をその抗原性を保った

まま腸紋毛の円柱上皮細胞から魚体内へ取り込むことを明らかにしている.

この様な現象が他の養殖魚種でも見られるか否かについて，楠田ら (1978)，中島・近畑 (1979)，

川合・楠田 (1981)などが経口ワクチン投与による免疫の効果を報告しているアユを材料として実

験を行った.

楠田ら (1978)は，アユに対する経口ワクチン投与がピブリオ症の発生を低下させるのに有効で

あると報告しているが，経口ワクチンが何故有効なのかについてはその報告の中で全く触れていな

い.そこで，前述の方法をアユに適用し，蛋白質 (HRP) が腸管上皮をアミノ酸に分解されるこ

となく通過することが確認されれば，アユに対する経口ワクチンの有効性に根拠を与えることがで

きると考えられる.

A 
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今回の実験の結果，投与された HRP が酵素活性を保持したまま腸繊毛の円柱上皮細胞を通過

することを確認したので，以下に報告する.

材 料

滋賀県彦根市須越町，磯田養鮎場より入手した琵琶湖産アュ Plecoglossusaltivelis TEMMINCK 

et SCHLEGEL 12尾を，飼育水と酸素を詰めたビニール袋に入れ約4時聞かけ大学内1.4トン水槽に

搬入した.

実験に用いたアユは体長 (bodylenght) 13. 0~15. 0 cm，体重 (bodyweight) 30~50 g の範

囲にあった.

5日間以上1.4トン水槽で飼育し，活発に摂餌するようになったことを確認したうえでアュ腸管

内への HRP投与試験を行った.この際， 実験魚は24時間前から餌の投与を停止した. なお，餌

は富士製粉のアユ用乾燥配合餌料クランプル 3号を使用した.

方 法

オイゲノール (FA-100，田辺製薬)の4000倍溶液でアュを麻酔し，胸鰭と腹鰭の聞の腹部を約

2cmメスで正中切開して腸管を引き出した.そこに注射筒を用いて HRP溶液を 0.4ml投与し

た.HRP溶液の調製は前報(永井ら， 1983) のものと同ーとした.手術の終了した魚、は水温を23

℃に保った水槽内に静置し麻酔から覚醒させた. 切開から投与，縫合まで 1尾の HRP投与に要

した時間は90秒以内であり，実験魚、はすべて正常の遊泳体位に戻り異常は認められなかった.

投与から10分， 30分， 1時間， 2時間， 3時間後にそれぞれ2尾ずつ魚体を取り上げ直ちに剖検

して腸管を固定した.また，対照魚として同様の手術をし0.85%滅菌生理食塩水を 0.4ml投与し

たアユも， 30分， 1時間後にそれぞれ 1尾ずつ腸管を固定し実験魚と組織像を比較した.組織の固

定方法は前報と同一であるが， PLP (Periodate-Lysine-Paraformaldehyde)固定の時聞を 6時間

に延長し，洗浄に用いた PBS(Phosphate Bu首位 Saline)の濃度は0.01モルのものを用いた. 凍

結包埋の方法，クライオスタ γ トによる光学顕徴鏡用標本や電子顕徴鏡用標本の作製も前報と同ー

であるが， GRAHAM and KARNOVSKY (1966)の方法による染色の際， 3-3' Diaminobenzidine(以

後 DABと略す)50mgを 100mlの Tris-HClBuffer (0.05モル， pH 7.6) に溶かし濃度を

前報の 2倍として用いた.

結果

光学顕徴鏡による観察結果 :HRPを投与したすべてのアュ腸管において，対照魚の腸管には見

られない茶褐色の DAB陽性部位が腸繊毛の円柱上皮細胞や粘膜固有層，筋層に沿った粘膜下組

織内に認められた(Plate3-9). 

これに対し，対照として生理食塩水を腸管内に投与したアユの腸管には DAB陽性部位が認め

られなかった.Plate 2はその対照魚の腸紙毛である.腸繊毛の上皮細胞層には DAB陽性部位が

認められないが，矢印で示してあるものは血球の頼粒球中に存在する内在性の Peroxidaseが染ま

ったものである.

この結果は， HRPがアミノ酸に分解されることなく酵素活性を保持したまま腸管壁を通過し血
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ML 

・1

Plate 1. 

Plate 1 shows intestinal villi in control. 

Para伍nesection and hematoxylin-eosin staining. 

Scale mark represents 10μm. 

IV : Intestinal villi ME : Mucosal epithelium 

LP : Lamina propria ML: Muscle layer 

GC : Goblet cell Er : Erythrocyte 

Plate 3. 

Plate 3 shows intestinal villi in experimental品ish

30 minutes after injection with HRP solution. 

Arrows indicate DAB positive portions in epithe・

lial cells. 

Scale mark represents 40μm. 

IV : Intestinal villi ME : Mucosal epithelium 

j 
Plate 2. 

Plate 2 shows intestinal villi in control五sh，frozen 

sectlOlllng. 

DAB positive portions are not observed in intes-

tinal villi. 

Arrows indicate endogenous peroxidase in granu-

locytes of blood cells. 

Plate 2-9 are prepeared by frozen sectioning and 

DAB staining. 

Scale mark represents 20μm. 

IV : Intestinal villi ME : Mucosal epithelium 

Sm : Submucosa SM : Serous membrane 

Plate 4. 

Enlargement of Plate 3. 

Arrows indicate DAB positive portions in epithe-

lial cells. 

Scale mark represents 10μm. 

ME : Mucosal epithelium LP: Lamina propria 
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Plate 5 

担

Plate 5 shows intestinal villus in experimental fish 

an hour after injection with HRP solution. 

Arrows indicate DAB positive granules in epithe-

lial cells. 

Scale mark represents 10μm. 

IV : Intestinal villus ME: Mucosal epithelium 

LP : Lamina propria 

;ヲ
t 

Plate 6. 
Plate 6 shows intestinal villi in experimental五sh
two hours after injection with HRP solution. 
Arrows (a) indicate DAB positive granules in 
epithelial cells 
Arrows (b) indicate DAB positive granules in 
submucosa. 
Scale mark represents 40μm. 
IV : Intestinal villi ME : Mucosal epithelium 
LP : Lamina propria Sm: Submucosa 

当、kmi
Plate 7. 

Enlargement of Plate 6 

Arrows indicate DAB positive granules in epithe-

lial cells 

Scale mark represents 10μm. 

ME : Mucosal epithelium LP: Lamina propria 

L 晴

-伽 4・跡、w……
Plate 8. 

Plate 8 shows intestinal villi in experimental五sh

three hours after injection with HRP solution. 

Arrows indicate DAB positive granules in epithe-

lial cells. 

Scale mark represents 40μm. 

IV : Intestinal villi ME : Mucosal epithelium 

Sm : Submucosa SM : Serous membrane 
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Plate 10. 

永井 彰・藤野裕弘

Plate -9. 

Plate 9 shows intestinal villi in experimental fish 

three hours after injection with HRP solution 

Arrows indicate DAB positive granules in sub. 

mucosa 

Scale mark represents 20μm. 

ME : Mucosal epithelium Sm : Submucosa 

Electron micrograph of peripheral portions of intestinal epithelial cells of Ayu fish three hours after 

injection with HRP solution. 

Arrow (a) indicates that DAB positive granules were ingested by pinocytosis into terminal web from 

pits of microvilli. 

Arrows (b) indicate that DAB positive granules accumlated in vesicles 

Scale mark represents 1μm. 

Mv : Microvilli Mt : Mitochondria 
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管内に達していることを示していると考えられる.

次に HRPの投与から固定までの時間]1債に実験結果の概要を述べる.

10分， 30分後に固定したアユの腸管では，腸繊毛の円柱上皮細胞や粘膜固有層内に蒋ーく一様に染ま

る DAB陽性部位が認められた (Plate3， 4). Plate 3は投与から30分後のアュ腸繊毛である.

腸械毛が部分的に DAB陽性となっているのが認められた(写真中の矢印).さらにこの一部を拡

大した Plate4に見られる様に， DAB陽性の円柱上皮細胞は全体が一様に DAB陽性となって

いた.

投与から 1時間後に固定したアユの腸管では，腸械毛の円柱上皮細胞先端に穎粒状に濃染される

DAB陽性部位が認められた (Plate5，写真中の矢印).

投与から 2時間および3時間後に固定したアユの腸管では，腸繊毛の円柱上皮細胞先端部から全

体の半分程度の所までに頼粒状の DAB陽性部位が認められ， 粘膜固有層や筋層に沿った粘膜下

組織内にも穎粒状の DAB陽性部位が認められた (Plate6-9). Plate 6， 7は投与から 2時間後

のアユ腸繊毛とその一部を拡大したものである.投与から 1時間後の Plate5と比較して穎粒状

の DAB陽性部位が濃密であり，一部は粘膜下組織内にまで達していた〈写真中の矢印b).Plate 8 

は投与から 3時間後のアユ腸繊毛である.穎粒状の DAB陽性部位は，投与から 2時間後の光学

顕微鏡像より濃密で円柱上皮細胞先端から少し入り込んだ部分に並んで、いた.また， Plat巴 9は投

与から 3時間後の Plate8と同一個体で部位の違うアユ腸繊毛である.円柱上皮細胞内に DAB

陽性部位があまり認められず，粘膜固有層や粘膜下組織内に多数の頼粒状の DAB陽性部位が認

められた(写真中の矢印).

電子顕微鏡による観察結果:光学顕徴鏡の観察結果より，アユの腸管は植物性の酵素蛋白質であ

る HRPを消化によって分解せずに酵素活性を保ったまま魚体内へ取り込むと考えられる. しかし，

光学顕徴鏡ではこれ以上詳しく解析することは困難なので，腸管内に最も多くの DAB陽性頼粒

が観察された投与から 3時間後に固定したアユの腸管から電子顕微鏡標本を作製して検討を行った

(Plate 10). 

Plate 10はアユ腸械毛の円柱上皮細胞先端部で徴繊毛直下の電子顕徴鏡像であり，写真中の矢

印で示した黒く濃染されているのが HRPの局在部位と考えられる.

この結果，円柱上皮細胞の徴繊毛直下に多数の HRPが認められた.なかには，徴繊毛の根元と

根元の聞から細胞膜に取り固まれる様にして HRPが円柱上皮細胞内に入り込んで、いるのが認めら

れた(写真中の矢印 a).また，円柱上皮細胞内に多数の小胞が形成されておりその小胞内には HRP

が存在していた. HRPが存在する小胞は，円柱上皮細胞先端から下方へ進むに従って大きく濃密

に局在する傾向が見られた(写真中の矢印 b).なお，円柱上皮細胞先端の徴繊毛には HRPが認

められず，円柱上皮細胞の細胞間隙から細胞内部へ取り込まれている像も見い出されなかった.

すなわち， HRPはその酵素活性を保ったまま徴械毛の根元と根元の聞から飲作用 (Pinocytosis)

により円柱上皮細胞内に取り込まれ，円柱上皮細胞先端部から下方へと進むにつれ HRPが局在す

る小胞が集まり大きな頼粒となって吸収されて行くものと考えられる.

光学顕微鏡による所見で粘膜固有層や筋層に沿った粘膜下組織内に DAB陽性部位が認められ

た.これは， HRP頼粒が基底層付近で円柱上皮細胞の細胞間際に入り込み基底膜を越えて粘膜固

有層へ達し，さらに粘膜下組織へ達するためと考えられる. しかし，それを確認する電子顕微鏡像

はまだ得られていない.

アユの腸管における Horseradishperoxidaseの取り込みに関する研究
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考察

HRPは分子量約4万の植物性酵素蛋白質であり，酵素基質特異性により DABと特異的に反応

するためその局在を検出することができる. GRAHAM and KARNOVSKY (1966) はこの方法が生体

内で物質の局在を検出するのに有効であることを示した. NAKANE and PIERCE (1966; 1967)はこ

の方法と抗原抗体特異反応を利用し生体内での物質の局在を観察しており，酵素抗体法と呼ばれて

いる.

以後， STERNBERGER et al (1970)， IsoBE et al (1977)， ONO， K. (1977)，渡辺 (1978) などが

酵素抗体法を利用した研究を報告している. 魚類に対しては WATANABE(1981; 1982)，永井ら

(1983)などの研究がある.

今回， HRP溶液をアュ腸管内に投与し，酵素抗体法の変法の一つである酵素抗原法を応用して

HRPの生体内での局在を観察した.その結果，腸繊毛の円柱上皮細胞内，粘膜固有層や筋層に沿

った粘膜下組織内に HRPの局在が認められ， HRPが酵素活性を保持したままアユ腸管壁を通過

することが確認できた.

この結果は永井ら (1983)のニジマスに関する実験結果と同様である.これは経口的に入った蛋

白質が分解されずに体内に取り込まれる経路を示し，この様にして取り込まれた異種蛋白質が抗体

産生系を刺激するという経口免疫の過程を示唆しているものと考えている.

このアユ腸管の HRP取り込みは投与からわずか10分後に固定したアユにおいても認められた.

ここで注目したいのは， HRP投与から10分と30分後に固定したアユの腸紙毛では円柱上皮細胞や

粘膜固有層内に薄く一様に HRPの局在が認められるのに対し， 1時間後に固定したアユの腸繊

毛では円柱上皮細胞先端部に， 2時間および 3時間後に固定したアユの腸繊毛では円柱上皮細胞先

端部から中央部付近までに，あるいは粘膜固有層や粘膜下組織内の血管中にまで穎粒状に濃染され

る HRP塊が局在していることである.

これらのことから， HRPは投与10分後から円柱上皮細胞内に取り込まれ， 30分後には徐々に粘

膜固有層へも移行するが，投与後1時間程度になると HRPは細胞質中で集まり穎粒状の塊とな

って次第に円柱上皮細胞の中央部へ集合し，次いで粘膜下組織内にまで達するというアユ腸紋毛の

HRP取り込み様式が考えられる.電子顕徴鏡像で小胞内に局在する HRPが密に集まり 1/2ミク

ロン以上の大きさになる例が確認されたことは，その裏付けと考えられる.この小胞が集まった大

きな穎粒は，食胞 (Phagosome)の様に取り込んだものを集めるためか，またはこれを細胞内消化

するためライソゾーム (Lysosome)が作用し Phagolysosomeを形成することによるものと推定

できる.

また， CLARK (1959)はネズミやハツカネズミの新生児において，グロプリンやアルブミンなど

の蛋白質が飲作用により腸管上皮に取り込まれ飲作用小胞が集合して，光学顕徴鏡で観察可能な球

状物質を形成することを見い出している.今回の実験では，アユ成魚の腸管において HRPが徴

繊毛の根元と根元の聞から飲作用により円柱上皮細胞内に取り込まれることを，電子顕微鏡像で確

認できた.

ONO， K. (1977)はラットの新生児を用L、，徴繊毛に付着した HRPが飲作用により腸上皮細胞

内に取り込まれ核上の空胞に入り，その後コeルジ装置および小胞を通じて上皮細胞基部の細胞間降、

に入り込み基底膜に達することを明らかにしている. WALKER (1981) も消化管における抗原の取

り込みを晴乳類について論じており，ほぼ同様の見解である.
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今回の実験では， HRP が細胞間隙に入り基底膜に達することについては基底膜付近の組織構造

の保存状態が悪く，電子顕徴鏡で確認できなかった.しかし，永井ら(1983)はニジマスで， HRP 

が円柱上皮細胞基部の細胞間際に入り基底膜に達することを確認している.

以上のことから，アユの場合も HRPは飲作用により円柱上皮細胞内に取り込まれ， 細胞内で

蓄積され HRP塊となって円柱上皮細胞基部の細胞間降、に入り基底膜を通じて粘膜下組織内に達

すると考えられる.

一方， WATANABE (1981 ; 1982)はサグラマス，ワカサギ，ハナカジカ，テラピア，フナの稚仔

魚において， HRPが腸管上皮細胞内に取り込まれることを光学顕徴鏡で観察し， 取り込まれた

HRPは細胞内消化によって処理されることを報告している.しかし，前述の WALKER(1981)は

晴乳類において，円柱上皮細胞内に取り込まれた蛋白質はライソゾームにより細胞内消化を受ける

が，消化を免れた蛋白質は細胞間隙に入り，さらに肝臓のクッパー細胞(Kupffer'sste11ate四 11)な

どによる食作用から免れた蛋白質は全身性の循環系に入ることを論じている.

今回の実験では，取り込まれた HRPが細胞内消化を受けるかどうかは別として，少なくとも

HRPの一部が粘膜固有層や粘膜下組織内へ達していることは明らかである.

また， W ALKER (1981)は晴乳類において，消化管付随リンパ組織 (GALT)を被う上皮細胞の

Membrenous epithelial ce11s (M -ce11s)がリンパ組織への通路で、あり，特に酵素が M-ce11sに取

り込まれることを論じている.しかし， リンパ節やリンパ系未発達のアユの腸繊毛には M-ce11s

が存在しないと考えられる.これに代る上皮細胞があるか否かは今後の検討が必要である.

今回の実験結果で免疫学的に見て重要と考えられるのは，粘膜固有層や粘膜下組織内の血管内に

HRPが達していることである.肝臓などによるろ過作用や細胞内消化といった検討すべき問題点

は残っているが，血流中に取り込まれた HRPが腎臓の間質などのリンパ系組織に運ばれること

は確実で，抗体産生細胞が活性化される可能性は十分ある.

経口免疫により抗体価の上昇あるいは防御効果が認められたとの報告として， Cutthroat trout 

(DUFF， 1942)，ニジマス(林ら， 1964)，ウナギ〈室賀・江草， 1969)， Chinook salmonと Coho

salmon (FRYER et al， 1976 a ; 1976b)，ハマチ(飯田ら， 1981)などがあるが，これらの魚種につ

いても上記と同様な蛋白質取り込みおよび抗体産生という機構が働いている可能性がある.

今後は，現在経口免疫に用いられている菌体抗原を含めどの程度の大きさの分子量を持つ物質が，

腸管壁を通過できるのか追求する必要がある.これには NAKANEand PIERCE (1966; 1967) の酵

素抗体法，特に間接法を応用すれば追求が可能と考えられるので今後の課題としたい.さらに腸管

壁を通過した HRPが免疫反応に関与するか否かという問題についても， HRPを経口的に投与し

た後の飼育実験を行い， LEDUC et al (1968)，渡辺ら (1969)の酵素抗原法を適用し追求する必要

がある.この様に，経口免疫の基礎的現象を追求するためには，抗原の取り込みおよびそれに対す

る抗体産生という現象を両面から検討して行かなければならないと考えている.

また， AMEND (1976)， ANTIPA and AMEND (1977)，青木・北尾(1978)などにより報告されて

いる浸漬法や， GOULD et al (1978)により報告されている噴霧法における抗原の侵入部位を検討

するうえでも，本方法の適用は可能であると考えている.

アュの腸管における Horseradishperoxidaseの取り込みに関する研究

約

経口的に投与された蛋白質が魚体内へ取り込まれるか否かを確認するため， アユ腸管内への

HRP (Horseradish peroxidase)投与実験を行った.その後， GRAHAM-KARNOVSKY法を用いて腸

要
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紙毛内の HRPの局在を観察し次の結果を得た.

(1) 光学顕微鏡による観察結果では， HRPは投与したすべてのアユ腸管で、酵素活性を保ったま

ま上皮細胞内へ取り込まれていた.なかには HRPが粘膜固有層や粘膜下組織内の血管中にまで

達している個体も確認できた.

(2) 電子顕徴鏡による観察結果では， HRPは円柱上皮細胞内へ徴繊毛の根元から飲作用により

取り込まれ，下方へ進むに従って HRPの局在する小胞が集まり大きな HRP塊となって行くこ

とが確認できた.

(3) 腸管内に投与した HRPが粘膜下組織内の血管中からも検出されたことは，経口的に与え

られた抗原が同様の経路で、吸収され抗体産生細胞へ達し抗体が産生されるという経口免疫の機構を

解明するうえで，一つの経路を示すものと考えられる.
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