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要 旨

鳥類の卵殻は子宮部 (卵殻腺)で石灰化するこ

とが知られているが, 卵殻石灰化に際 していかな

る細胞が カルシウム輸送を行 うか 明らかではな

く, 従来粘膜上皮細胞が行 うとする説と管状腺細

胞が行 うとする説がある｡ 本研究は卵殻石灰化に

際 してカルシウム輸送を行 う細胞を明らかにする

目的で, 卵が卵殻腺中に存在する時期の日本ウズ

ラの卵殻腺粘膜を微細構造学的に調べ, 且つ酵素

細胞化学的にCa-ATPase活性検出を行 って検索

した｡ 粘膜上皮は線毛と微軟毛を有する線毛細胞

(C細胞)と微紡毛 をもつが 線毛をもたない無線

毛細胞 (N細胞)からなっていた｡C細胞は明調

で細胞質内に電子密度の高い大きな分泌果粒が多

数存在 した｡ 核周辺に空胞がみられ,限界膜が欠

落することが多かった｡N細胞は暗調を呈し,細

胞質内にはC細胞より小型で電子密度が高 く粒状

性を呈する分泌果粒が存在 した｡ 核の周囲に大き

な空胞が高頻度に出現 し,C細胞同様に限界膜が

認められないことが多かった｡ 粘膜上皮の閉鎖帯

はよく発達 していた｡ 固有層には管状腺が極めて

よく発達 していた｡ 管状腺細胞は多数の微軟毛を

有 してお り,細胞質内では発達 した ミトコンドリ

アが細胞頂部に多数集積 していた｡ 分泌果粒は認

められなかった｡ 閉鎖帯の発達は恵かった｡Ca-

ATPase活性は粘膜上皮では細胞基底部と基底部

に近い側壁細胞膜に認められた｡ 管状腺細胞では

腺匿の微紡毛に強い活性が検出され, 側壁の細胞

膜にも中等度の活性が認められた｡ 以上の所見か

ら, 卵殻石灰化に際 して管状腺細胞がカルシウム

輸送を行 うことが示唆された｡

緒 岩

島額の 卵管は漏斗部, 膨大部, 峡部, 子宮部

(卵殻腺)および勝部に分けられ, 卵殻は卵殻腺
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で石灰化することが知られている｡ 形成された卵

殻の約 98% は ミネラルでそのうち約 95% が 炭酸

カルシウム (CaCO3)であるといわれて お り1),

Simkissら2)によれば,ニワトリでは卵殻石灰化

のために 1日あた り約 2gのカルシウムが 卵殻腺

から分泌されるという｡

卵殻腺は粘膜, 筋層および渠膜の3層が区別さ

れ, 粘膜上皮は単層円柱上皮で,線毛を有する細

胞 と綿毛を持たない細胞からなり, 前者は線毛細

脂 (ciliatedcell),後者は無線毛細胞 non-cilia-

tedcell)と呼ばれている3)｡粘膜固有層には管状

腺 (tubulargland)と呼ばれる外分泌腺が極め

てよく発達 している｡ 筋層は内輪走筋と外縦走筋

からな り, その外側を腹膜から連続する渠膜が

覆 っている｡ 卵殻腺粘膜の 電顕的研究 は Breen

と DeBruyn3),Johnstonら4),Nevalainen5),

Schraerと Schraer6),Aitken7),Makitaら4)

および KolajaとHinton9)の報告がみられる｡す

なわも, 線毛細胞は綿毛と微紡毛をもつが無線毛

細胞は微紡毛のみを有する｡ 両細胞共に電子密度

の高い分泌果粒をもち, それらは産卵周期によっ

て増減する3,4)｡さらに,無線毛細胞の核上部ある

いは下部に空胞様構造の出現が認められ, 局囲の

細胞質との問に膜がみられないという3)｡ 管状腺

細胞は腺陸側に多数の微軟毛をもち, それらが膨

潤 し腺駐中に嚢状構造を形成することがみられる

といわれている3,4)｡これらの所見は主にニワトリ

を 材料 と.し得られたもので ウズラの 卵殻腺の微

細構造を 調 べたものは 極めて 少なく, わずかに

Makitaら8)の報告をみるにすぎない｡

一方, 卵殻腺におけるカルシウム分泌細胞につ

いては従来粘膜上皮細胞がカルシウム分泌を行 う

という説10~12)と管状腺細胞が 行 うという説3,4,13,

14)がある｡前者の説を支持する研究としては次の

ような 報告がみられる｡ すなわち, Hohmanと

SchraerlO)は低温顕微灰化法を用いて電顕で観察

し, 粘膜上皮細胞により多 くの ミネラルが認めら

れることから, 粘膜上皮細胞がカルシウム分泌を

すると推察 した｡ Gayと Schraerll)は光顕 45Ca

オ- トラジオグラフィ-を行 って 同様の結果を得

た｡ また, Solomonら12)はピロアンチモン酸法

によるカルシウム捕捉を試み, 粘膜上皮細胞にの

み反応産物を認めたことから粘膜上皮細胞による

カルシウム輸送説 を支持 した｡ 一方, 管状腺細

胞が カルシウム輸送 を行 うとする報告 として,

Richardson13)は 顕微灰化法を行い 光顕 で 観察

し, 管状腺細胞がカルシウム分泌を行 うと結論 し

た｡また,BreenとDeBruyn3)および Johnston

ら4)は卵敷腺の微細構造を調べ,管状腺細胞の腺

陸側にみられる微軟毛の空胞化 あるいは膨潤化像

をカルシウムを含む溶液の分泌像と考え, さらに

BreenとDeBruyn3)は管状腺細胞には 卵殻形成

に必要な有機基質の分泌所見がないことからも管

状腺細胞によるカルシウム分泌を示唆 した｡また,

Lippielloと Wasserman14)および Jandeら15)

は免疫組織化学的方法を用いて, カルシウム結合

蛋白 (CaBP)が管状腺細胞に局在することを明ら

かにし,このことから,LippielloとWa-sserman

14)は管状腺細胞が カルシウム輸送を行 うと考え

た｡ 以上のごとく,卵殻腺におけるカルシウム分

泌細胞 についてはいづれの細胞がカルシウム分泌

細胞か判然としない｡ 最近,生化学的に卵殻腺の

カルシウム輸送機構を調べた報告によれば, 卵殻

腺粘膜に強い Ca-ATPase活性が認められ,卵敵

石灰化に際 してのカルシウム輸送は Ca-ATPas壷

を介 した 能動輸送機構 によることが 強 く示唆さ

れている16-20)｡ しかしながら, 形態学的 に Ca-

ATPase活性がいかなる細胞に認められるのかを

調べた報告はない｡

本実験は卵殻石灰化に際するカルシウム分泌機

構を調べる目的で, 卵殻石灰化の進行 している時

期のウズラ卵殻腺を光顕および電顕で検索 し, さ

らに,酵素細胞化学的にCa-ATPase活性を検出

し,カルシウム分泌細胞の同定を試みた｡

材料および方法

実験動物 は産卵期 の 日本 ウズラ (coturnix

coturnixjaponica)で, 体重は約 150gであっ

た｡ 材料採坂に先だって産卵時刻を 調べ, つぎ

に, WoodardとMather21)の報告に基づいて卵

殻腺内で卵殻石灰化が 進行 している時期のウズラ

を供試 した (産卵後約 15時期)0

- 14 -



山 本 敏 男

光顕観察のためには, ウズラを断頭屠殺 したの

ち,卵殻腺を摘出L Bouin液で固定 した｡ 固定

後型どうりにパラフィン包埋 して 約 7βの切片を

作製 し,H-E染色,アルシアン青染色を行 った｡

微細構造観察用試料の採坂にあたっては, ネン

ブタ-ル麻酔 したウズラの心臓から2% グルター

ルアルデヒ ド一一2%パラホルムアルデヒド･0.1M

カコジル酸緩衝液 (PH7.動 で5分間擢流固定 し

た｡ 潅流固定後ただちに卵殻腺を摘出し,同固定

液中にて4oC下 1晩浸漬固定 した｡ つぎに,0･1

M カコジル酸緩衝液 (PH7.4)で洗浄 し,1% オ

ス ミウム ･0.1M カコジル酸緩衝液 (PH7.4)で

4oC下 1時間後固定 した｡脱水はアセ トンで行い,

ェボン樹脂に包埋 した｡ エポンブロックの一部か

ら厚切 り切片を作製 し, トルイジン青染色 (PH

7.2)を施 して光顕観察に供 した｡ また, 前固定

終了後の組織の一部を用いて凍結割断を行い, 演

結 レプリカ膜の観察も行 った｡ すなわち,前固定

後洗浄を行 った試料を30%グリセ リン水溶液に1

時間浸漬 し,液体窒素中で凍結 した｡ 凍結剤断な

らびにレプリカ膜作製は JFD7000型凍結試料作

製装置 (日本電子 K･K･)で行 った｡ 尚,判断湿

度は -120oCとし, 白金蒸着角度は600,カーボ

ン蒸着角度は900で回転蒸着を施 した｡組織の溶

解は市販のノ､イタ-液で行い,残留 したレプリカ

膜をメッシュです くい, 洗浄後電顕で観察 した｡

Ca-ATPase検出用の 材料は 1% グルタールア

ルデヒド-1% パラホルムアルデヒド･0.1Mカコ

ジル酸緩衝液 (PH7.4)で5分間 濯流固定 を行

い,卵殻腺を採坂 し同固定液中に4oC下 2時間浸

漬固定 した｡固定後,ビプラ トームで約50pに薄

切 し,さらに,組織中のカルシウム,マグネシウ

ムを除却するために 10mM EDTAを含む 0･lM

カコジル酸緩衝液に30分間浸潰 した｡ 次に,0･1

M カコジル酸緩衝液 (PH7.4)で 洗浄 し酵素反

応に供 した｡Ca-ATPase活性の検出はFujimoto

ら22)の方法で行い,反応液の組成は次のごとくで

あった｡グリシン-KOH緩衝液 (PH9･0)(250m

M),ATP (3mM),CaC12(10mM),クエン

酸鉛 (2m M)および アルカリフォスファタ-ゼ

の阻害剤 として L-テ トラミゾ-ル (2.5mM)0

15

コン トロールには反応液からカルシウムを除いた

ものを用いた｡ 酵素反応は 室温で 30分間行い,

反応終了後 0.1M カコジル酸緩衝液 (PH7.4)で

洗浄 し, 1% オス ミウム ･0.1M カコジル酸緩衝

演 (PH7.4)で 4oC下 1時間後固定 した｡続いて

アセ トン脱水 し,エポン樹脂包埋を行 った｡

結 果

光 顕 所 見 (Fig.1,2)

エポンブロックからの厚切 り切片に トルイジン

青染色を施 して卵殻腺を観察すると, 粘膜上皮は

単層円柱上皮で線毛細胞 (C細胞)と無線毛細胞

(N細胞)からな り, それらはほぼ交互に配列 し

ていた｡ C細胞の胞体は N細胞に比較 して幅が

広かったが, 基底部は著 しく狭かった｡核は細胞

中央よりやや下方に位置 していた｡ 細胞質には大

きな果粒が 多数存在 していた｡ N細胞は C細胞

とは逆に細胞基底部の幅が最も広 く細胞頂部にむ

かって円錐状にはそ くなっていた｡ 核は基底部に

位置 し,細胞頂部にはメタクロマジーを呈する果

粒の集積像が 多 く認められた｡ これら N細胞の

呆粒は アルシアン青染色 によっても陽性 を 示 し

た｡ 粘膜固有層には管状腺が極めてよく発達 して

お り, 固有層のほぼ全体を占めていた｡管状腺細

胞には トルイジン青 およびアルシアン青に可染の

分泌呆粒に相当する構造は認められなかった｡

電 顕 所 見

電顕で C細胞を観察すると (Fig.3,4),細胞

質は明るく細胞頂部には徴総毛および線毛がみら

れた｡ 細胞側壁は隣接する細胞 とひだ状の験合を

形成 しつつ密に接 していた｡(Fig.3矢印)｡細胞

質内には直径 0.7/t程度で膜に囲まれた 電子密度

の高い大きな果粒が多数みられ, これらは主に核

より上方の細胞質に分布 しているが 核下方の基底

部にも認められた (Fig.3)｡また,これらの果粒

と同程度の大きさであるが 粗に分布する低電子密

度の微細果粒を含む果粒も少数存在 した (Fig.4

*印).一方,これらの C細胞の細胞頂部には果粒

の開口分泌像も観察されたが, それらの内容は無

定形の物質と果粒状ない し小梓状の構造物からな

り, 未開口の果粒内容とは異なっていた (Fig.4
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b)｡ ゴルジ装置は細胞頂部 によく発達 してみら

れ, 数層の層板構造と小胞ならびに,電子密な内

容を含む成熟面の層板に連続 して低電子密度の内

容からなる果粒も観察された (Fig･4a)｡粗面小

胞体は槽が短 く,断片状を呈するものが多く細胞

質全体に分布していた (Fig.4a)｡ ミトコン ドリ

アの多 くは基底部に偏在する傾向がみられ,細胞

上部では散見される程度であった (Fig.3)｡ リボ

フスチン様の二次水解小体も比較的多 くみられ,

へ主としてゴルジ装置周辺に存在 した (Fig.4a)0

また, 核下部にはFig.3不印で示 したような大き

な空胞が比較的多くみられた｡ これらの空胞内に

は内容物はほとんど認められない場合が多 く,限

界膜も認められなかった｡

N細胞は C細胞に比較 して全体に暗調で, 核

は基底部に位置 してお り,細胞頂部には多数の微

紋毛のみがみられた (Fig.3)｡細胞質内には直径

約 0.4pの電子密度の高い果粒が 多数みられ,主

として核上部から細胞項部に集積 していた｡ これ

らの果粒は C細胞の果粒と比べて小さく, その

内容は果粒状の物質が密に集積 した様相を呈 して

いた (Fig.5b)｡ これらの果粒は 開口分泌され

(Fig.5a矢印),腹腔に出ても細胞質中とほぼ同

様の形態を示 していた (Fig･5b)｡核上部のゴル

ジ装置は C細胞に比べ 発達が 悪かった (Fig･5

C)｡ ミトコン ドリアは比較的多く認められるが,

それらは主として細胞基底部に集 まる傾向があ

り, 核から上方の細胞質では散在性にみられる程

度であった (Fig.5a,C)｡ 粗面小胞体は個々の

細胞によって発達程度や分布が異なっていた｡ す

なわも, 一般に N細胞の細胞質中央部付近 から

頂部にかけては短い槽の粗面小胞体が散在 してい

たが (Fig.5a),中には核上部に層状に配列 した

長い 槽の粗面小胞体も認められた (Fig.6)｡ ま

た, 核上部の細胞質は細胞によって異なった様相

を呈し,前述のごとく主に粗面小胞体がみられる

もの,果粒がみられるもの (Fig.3,5C,6),大き

な空胞がみられるもの (Fig.6),あるいはそれら

が混在するもの等が認められた｡N細胞に出現す

る大きな空胞は C細胞の空胞と同様に 内容物は

ほとんどみられず, 多 くの場合膜が欠落 していた

(Fig.6)｡ しかしながら,少数ではあるが膜が認

められる空胞も存在 した (Fig.6矢印)｡ 空胞の

出現頻度は C細胞に比較 して高 く, 主として核

の上部に出現するが, 時に基底部にみられること

もあった｡ リボフスチン果粒も C細胞同様 に認

められた｡

管状腺細胞は腺提側に多数の微軟毛を有 し, 防

接細胞間の開大 した間隙にも微観毛状突起が多数

認められた (Fig.7)｡基底部に位置する核周辺に

は中等度に発達 したゴルジ装置がみられ, それら

は3-4層の層板と小胞からなってお り,小胞の

電子密度は低かった (Fig.8)｡細胞頂部にも同様

の小胞が分布していた｡ 粗面小胞体は小胞状を呈

し,細胞 のいたるところに 多数認 められた｡ ま

た, 粗面小胞体の槽内にしばしば膜性の構造物が

みられ, それらは槽内 に遊離 してみられるもの

(Fig.9a)や小胞体の膜と連続 してみられるもの

(Fig･9b)があったが,いづれも中心部は周辺に

比べて明調であった｡ 管状腺細胞には円形ないし

楕円形を呈 した大型でクリステの豊富なミトコン

ドリアが多数存在 し, それらは主として細胞頂部

に偏在する傾向が 認められた (Fig.7,8)｡ リボ

フスチン果粒も散見された0 -万,管状腺睦中ほ

は微軟毛の先端が膨潤化 して嚢状を呈するものや

それらが遊離 したと考えられる嚢状構造が認めら

れ, 内部に電子密度中等度の柔毛状物質がみられ

た (Fig.8矢印)0

凍結レプリカ所見

凍結 レプリカ膜を作製 して粘膜上皮細胞を観察

すると,細胞頂部には著 しく発達 した閉鎖帯が認

められ,P面には十数条の隆起が網状に走行 して

いた (Fig.10a)｡ また,微軟毛および線毛にも

多数の膜内粒子が存在 し,特に線毛基底部のP面

には ciliarynecklaceとよばれる線毛の周縁に

沿って配列 する数条 の膜内粒子 が 認 められた

(Fig･10b)｡一方,管状腺細胞の閉鎖帯は粘膜上

皮細胞に比較 して発達が悪 く,P面には数本の隆

起が直線的に走行 し,途中に不連続な箇所もみら

れた (Fig.10C)｡ また,隆起の幅が著 しく厚 く

なっている部位もみられた (Fig.10C矢印)0

酵素細胞化学的所見
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酵 素 細 胞 化 学 的 に Ca-ATPase活 性 の 検

出を試み光顕で 観察 すると, 管状腺細胞に 強い

Ca-ATPase活性が認められた (Fig.ll)｡一方,

電顕で 観察すると, 粘膜上皮細胞 では C細胞,

N細胞共に基底部の細胞膜に沿って,比較的強い

Ca-ATPase反応産物が認められた (Fig.12a)0

また, 基底部に近い部位の側壁細胞膜には僅かな

反応がみられたが (Fig.12b矢印),細胞中央部

付近から頂部にいたる側壁細胞膜, 線毛および微

軟毛には Ca-ATPase反応は陰性であった｡管状

腺細胞においては微総毛および側壁の細胞膜に強

い Ca-ATPase活性が認められ,特に微紡毛の活

性は強陽性であった (Fig.13)が,基底部の細胞

膜には反応産物は認められなかった｡ なお,コン

トp-ルとして酵素反応液からカルシウムを除 く

と,粘膜上皮細胞 (Fig.14a)および管状腺細胞

(Fig.14b)には反応産物は 認められなかった｡

考 察

1.C細胞について

BreenとDeBruyn3)および Johnstonら4)は

ニワトリの C細胞の 分泌果粒は核 と細胞頂部の

間の細胞質に存在 し, 産卵周期に伴 って数が増減

すると述べているが, 一方, Makitaら8)は産卵

周期による分泌果粒の数の変動は認めていない｡

本研究においては卵殻腺中に卵が存在する時期の

C細胞は多数の分泌果粒が細胞質上部を占めてお

り,また, しばしば基底部にも認められた｡ これ

らの基底部に存在する分泌呆粒の意義については

不明であるが, この時期の C細胞 における分泌

果粒の生産量と分泌量との間に差が生じたために

過剰な分泌果粒が基底部に集積する可能性も考え

られる｡一方,C細胞の分泌果粒は好塩基性を呈

し, 多糖体染色に対 して陰性であることから,卵

殻の蛋自性基質の形成に 関与するといわれている

3)｡ これらの分泌果粒の微細構造学的特徴 につい

て,BreenとDeBruyn3),Johnstonら4)および

Makitaら8)は C細胞では大きく,均質で且つ電

子密度が高いと述べてお り, さらにMakitaら8)

によれば分泌果粒は開口分泌され, 放出物質は無

定形であったと述べられている｡ しか しながら,

17

本研究では 放出時の内容物はMakitaら8)の所見

と異なり, 無定形の他に果粒状ない し中枠状を呈

する物質の存在も認められた｡ したがって,C細

胞の分泌果粒は単一の物質から成るのではなく,

少なくとも2種類の物質を含み, 二相性の分泌果

粒であることが形態学的に示唆された｡

2.N細胞について

BreenとDeBruyn3)によれば N細胞の分泌果

粒は PAS反応, アルシアン青染色, コロイド鉄

染色に陽性を呈 し, 且つアズール染色によってメ

タクロマジーを 呈 する ことから酸性粘液多糖 を

含み, 卵殻中の 多糖体の 形成に 関与 すると述べ

ている｡ 一方,Johnstonら4),Aitken7)および

Richardson13)はこれらの分泌果粒は 卵殻の石灰

化が終了 した後に添加されるクチクラの形成に関

与すると推察 している｡ しかし,本研究では,こ

れらの分泌果粒はクチクラ形成以前の段階でN細

胞頂部の腺隆に認められることから, クチクラ形

成に関与する可能性は少なく, む しろ卵殻中には

コン ドロイチン硫酸などの多糖体の存在が 知られ

ているので23), N細胞 の 分泌果粒 は Breen と

DeBruyl13)が 述べているように, 卵殻中の 多糖

体形成に関与すると推察される｡

N細胞の微細構造上の大きな特徴は,核上部の

細胞質に内容物が乏 しく, 細胞質との境界に膜を

持たない大きな空胞 がみられることであるといわ

れている3)｡ 本研究においてもN細胞の核上部に

空胞構造を認めたが従来の所見と異なり, 少数で

はあるが明らかに空胞の輪郭に泊って膜が認めら

れるものが存在 した｡ したがって,膜をもたない

とされる空胞は本来膜を有する可能性も示唆され

た｡ 膜が 欠落 してみられる理由は 判然としない

が, 通常の固定法では固定されにくい性質を有す

るためと思われる｡

3.管状腺細胞について

ニ ワ トリの 管 状 腺 細 胞 の微 細 構 造 に つ

いては Breen と DeBruyn3),Johnstonら4),

Nevalainen5), Schraer と Schraer6)および

Aitken7)の報告がみられる｡すなわち,本研究に

おけるウズラの場合 と同様に管状腺細胞は腺陸側

に多数の微軟毛を持ち, 細胞間隙は関大 し,微紙

- 17 -
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毛状の小突起が隣接する細胞とからみ合いを形成

している｡ また,細胞内には小胞が多く存在する

が,C細胞,N細胞にみられるような外分泌果粒

は認められない｡ ゴルジ装置の発達は中等度であ

る｡ 腺腔中には徴軟毛がアポクリン突起様に膨潤

することがあり, またそれらが離出分泌様に細胞

から離れ, 脱落した膜構造も認められている｡ ミ

トコン ドリアの細胞内分布については,Breenと

DeBruyn3)は卵殻石灰化の活発な時期においてミ

トコン ドリアは散在性にみられると述べており,

一方,Aitken7)は細胞上部に分布すると記載 して

いる｡ このようにミトコン ドリアの細胞内分布に

ついては一定 した特徴が ニワトリの場合にはみら

れないが, 本研究においては,_卵殻石灰化の活発

な時期の管状腺細胞には特徴的に多数のミトコン

ドリアが細胞頂部に偏在することが 明らかとなっ

た｡ このように,多数のミトコンドリアが卵殻石

灰化進行時の管状腺細胞頂部に偏在することは,

この部位において ミトコン ドリアの生産するエネ

ルギーに依存 した活発な物質代謝が行なわれてい

ることを示唆している｡

4.閉鏡帯について

ClaudeとGoodenough24)は上皮細胞の細胞間

隙を通過する受動的な物質透過性と閉鎖帯の発達

の関係を凍結 レプリカ法を用いて調べ,透過性の

高い細胞の閉鎖帯は紐状構造の数が少なく発達が

恵いが, 透過性の低い細胞においてほ紐状構造は

数が多 く, 複雑な網状を呈すると報告している｡

本研究において観察された粘膜上皮細胞の閉鎖帯

は多数の紐状構造が 複雑な網目構造を形成 してお

り,極めてよく発達 していると考えられ,Claude

とGoodenough24)の分類に従えば, 物質透過性

に乏 しいいわゆるtttight"な閉鎖帯であることが

考えられる｡ 一方,管状腺細胞の閉錆帯は紐状構

造の数が少なく, また直線的に走行 し不連続な箇

所もみられることなど発達が患い様相を呈してお

り,ある程度物質が漏出するいわゆるttleaky"な

閉錯帯であることが推察される｡

5.カルシウム輸送について

岡田ら25)は細胞内-のカルシウムの流入および

細胞外への放出機構には種々の機構があることを

示唆 している｡ すなわち,細胞内への流入機構と

してはカルシウムの膜受動輸送機構 ならびに細胞

膜に存在するカルシウムチャンネル機構が考えら

れるが, 一方,細胞外へのカルシウム放出機構と

しては細胞膜に存在する カルシウムポンプすなわ

ち Ca-ATPaseによる カルシウム のくみだし機

棉, ナ トリウムとカルシウムの交換輸送機構およ

び CaBPによる機構が考えられると述べている｡

さらに,VincenziとHinds26)は細胞外へのカル

シウム放出機構について,細胞膜を介する能動的

なカルシウムの輸送はすべてCa-ATPase活性に

依存すると述べている｡Ca-ATPaseの存在は晴

乳動物の赤血球27),有核赤血球28),血小板29),柿

経細胞30),イカの巨大神経突起31), 脂肪細胞32),

心筋33),骨格筋34),脳35),肝36)等に生化学的に証

明されてお り, それぞれ細胞機能とCa-ATPase

によるカルシウム調整について論じられている｡

また, 吸収上皮細胞を介 して体内にカルシウム輸

送が行われる,いわゆるtranscellularcalcium

transportが行われる小腸においても,CaBPと

共にCa-ATPaseがカルシウム輸送に関与すると

いわれている37)0Andoら38)は小腸におけるCa-

ATPase活性の局在を酵素細胞化学的に調べた結

果,吸収上皮細胞の細胞膜にCa-ATPase活性を

検出し, カルシウムポンプの存在 を示唆 してい

る｡ 卵殻腺におけるカルシウム輸送機構について

は, Schraerと Schraer6)および Pearsonと

Goldner39)は生理学的所見から,卵殻腺のカルシ

ウム輸送は好気的代謝によるエネルギ-依存性の

能動輸送であると述べている｡ さらに,Pikeと

Alvarado16),Millerら17),KolajaとHinton18),

Lundholm19),Coty20)および Yamada40)は生化

学的に卵殻腺を調べた結果, Ca-ATPaseの活性

を検出し, Ca-ATPaseによるカルシウムの能動

輸送機構の存在を示唆 している｡すなわち,Pike

とAlvarado16)はウズラ卵殻腺のCa-ATPase活

性は卵殻石灰化の進行 している時期で高 く, 石灰

化が行われていない時期および未成熟ゐものでは

活性が低いことから,また,Millerら17),Kolaja

とHinton18)およびLundholm19)はカモの卵殻腺

に 1,1,トtrichlor0-2,2-bis(p-chlorophenyl)
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ethane(DDT)あるいはその代謝産物である 2,

2-bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene
(DDE)を作用させると, Ca-ATPase活性が低

下 し石灰化の弱い軟卵を産卵することから, それ

ぞれ Ca-ATPase依存性のカルシウム輸送を示唆

している｡ しかしながら,酵素細胞化学的にCa-

ATPaseの局在を検出し,卵殻腺におけるカルシ

ウム分泌細胞を明らかにした報告はみられず, 卵

殻腺のどの細胞が Ca-ATPase活性を有するかに

ついては不明であった｡ そこで本研究は酵素細胞

化学的に卵殻腺におけるCa-ATPase活性の局在

を調べた結果, 管状腺細胞の腺腔側に存在する微

軟毛にそって強い反応産物が得られ, また側壁細

胞膜にも中等度の活性が認められたが, 基底部の

細胞膜に反応産物は認められないことが明らかと

なった｡ したがって,Ca-ATPaseの強い活性が

管状腺細胞の微軟毛にみられたことから, 卵殻石

灰化に際 してのカルシウム分泌は管状腺細胞によ

って能動的に行われることが考えられる｡ すなわ

ち, 管状腺細胞内に流入 したカルシウムは微軟毛

の細胞膜に存在するCa-ATPaseにより能動的に

腺性中に放出されるものと推察され,細胞頂部に

集積 するミトコン ドリアは ATPの供給源として

合目的的な分布と考えられる｡ なお,管状腺細胞

の側壁にみられた Ca-ATPase活性の意義につい

ては今回の研究では明らかでなかった｡ 一方,粘

膜上皮細胞では Ca-ATPase活性部位が N細胞,

C細胞供に基底部の細胞膜および基底部に近い側

壁細胞膜であることから, 卵殻石灰化に対 して,

粘膜上皮細胞の Ca-ATPaseは腺鮭-カルシウム

分泌を行 うのではなく, 細胞内カルシウムの調整

に関与 するものと推察 される｡ 一方, Schraer

と Schraer6),Hohman と SchraerlO),Gay と

Schraerll), Solomon ら12)および Kolajaと

Hinton9)は卵殻腺においてカルシウム分泌を行 う

細胞を形態学的に調べ, 粘膜上皮細胞によるカル

シウム分泌を示唆 している｡ すなわち, Gayと

Schraerll)は凍結置換法 を用いて45Caオ- トラ

ジオグラフィーを行い, 粘膜上皮細胞により多 く

の現像銀粒子がみられることから, 粘膜上皮細胞

によるカルシウム分泌を示唆 したのである｡ さら
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に,HohmanとSchraerlO)は電顕的に低温顕微

灰化法を行 った結果, 粘膜上皮細胞の分泌果粒中

にカルシウムが認められるが, 管状腺細胞には認

められないと述べている｡ また, Solomonら12)

はピロアンチモンによる細胞化学的カルシウム検

出法を試み, 粘膜上皮細胞の細胞膜や ミトコン ド

リアに反応産物が認められるが, 管状腺細胞に反

応産物はみられなかったと述べている｡ しかしな

がら, すでに述べたように卵殻腺のカルシウム輸

送は Ca-ATPaseに依存する能動輸送である可能

性が強 く, さらに,本研究において Ca-ATPase

活性は管状腺の腺陸側に存在することが明らかに

なったことから, 酵素細胞化学的には粘膜上皮細

胞による能動輸送は考えにくい｡なお,Hohman

とSchraerら10)が観察 した分泌果粒中のカルシウ

ムの意義については明らかではないが, 岡田ら25)

によれば, 細胞内の分泌果粒にカルシウムが蓄積

されることがあり,細胞内のカルシウム貯蔵部位

としての機能が考えられると述べている｡ したが

って, 粘膜上皮細胞の分泌果粒中のカルシウムは

貯蔵的な意義が示唆され, また,分泌果粒ととも

にカルシウムが放出される場合においても, その

量は少なく卵殻石灰化に占める割合も小さいもの

と考えられる｡一方,KolajaとHinton9)はCa-

ATPaseの阻害剤である DDTをカモに長期間投

与するとC細胞に形態変化がみられたことから,

C細胞がカルシウム分泌を行 うと報告 している｡

しか しながら,C細胞の形態変化が DDTの直接

的な作用によるカルシウム輸送の阻害の結果生じ

たものであるかどうか明らかではなく, したがっ

て DDTによる C細胞の形態変化 から C細胞が

カルシウム輸送を行 うとする説は根拠に乏 しいも

のと考える｡

結 論

卵殻石灰化に際 してのカルシウム輸送, 分泌機

構を明らかにする目的で, 産卵期間にある日本ウ

ズラの卵殻腺を微細構造学的ならびに酵素細胞化

学的に調べた｡ 卵殻腺の採坂は卵が卵殻腺内にあ

り, 活発な卵殻石灰化が進行 している時期に行っ

た ｡
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1. 粘膜上皮は線毛細胞 (C細胞)と無線毛細

胞 (N細胞)の2種類からなってお り,固有

層には管状腺 とよばれる外分泌腺が極めてよ

く発達 していた｡

2. 線毛細胞 (C細胞)は細胞頂部に多数の線

毛と微紋毛が存在 した｡ 細胞内には電子密度

が高 く均質で且つ大きな分泌果粒が多数存在

し, 開口分泌時の果粒内容物には無定形物質

と小梓状ない し球状構造物が認められた｡ 細

胞内 にしばしば 限界膜を 欠 く空胞が 出現 し

た ｡

3. 無線毛細胞 (N細胞)は細胞頂部に微紋毛

のみがみられた｡ 細胞質内には電子密度が高

く果粒状性を呈する分泌果粒が 多数存在 し,

これらはアルシアン青に可染性で トルイジン

青染色ではメタクロマジーを呈 した｡ また,

これらの果粒は腺駐中にしばしば認められ,

分泌前とほぼ同様の形態を保持 していた｡､核

周辺に大きな空胞が頻ぽんに認められ, それ

らの多 くも限界膜を持たなかった｡

4. 管状腺細胞は腺陸側に 多数 の微総毛 を持

ち, 細胞側壁は微練毛状突起が多 く,細胞間

隙は関大 していた｡ 細胞質内には分泌果粒は

認められなかった｡ 多数の発達 した ミトコン

ドリアが特徴的に細胞上部に偏在 していた｡

5. 凍結 レプリカ法で観察すると, 粘膜上皮お

よび管状腺細胞に閉鎖帯が認められ, 前者の

閉鎮帯がよく発達 していた｡

6.Ca-ATPase活性の酵素細胞化学的な局在

性は, 粘膜上皮細胞では細胞基底部の膜に中

等度の活性がみられ, 基底部に近い細胞側壁

の膜では弱い活性を認めた, 管状腺細胞では

微紡毛と側壁の細胞膜に強い 活性が 認めら

れ, 微紡毛 における反応 がより強度であっ

た ｡

以上の箪采から, 管状腺細胞が卵殻石灰化に際

してカルシウムの能動輸送を行 うことが形態学的

に明らかにされたと考えられる｡C細胞およびN

細胞はそれぞれ 卵殻の蛋自性基質ならびに多糖類

形成に関与することが推察された｡ また,凍結 レ

プ リカ法による閉鎮帯の所見から, 粘膜上皮細胞

間の物質透過性は乏 しいと考えられるが, 管状腺

細胞の閉鎖帯はある程度の物質漏出性が示唆され

た ｡
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Fig. 1. 卵殻腺粘膜

粘膜 上皮はC細胞(C)とN細胞(N)からなり,細))'dLWL-には多数の分泌根

粒が認め られる｡ N細胞の分泌果粒(矢印)はメタクロマジーを呈する｡

枯I有岡には作伏腺(TB)が極めてよく発遵 している｡ L :卵,/ll',jiL腺腔,)1i

切り机 上 トルイジン骨梁色.×1000

Fig. 2. 卵殻腺粘膜

N細胞(N)の分泌果粒はアルシアン市可染性を示す(矢印)｡C :C細胞,

L:卵殻腺腔.アルシアン市染色後-マ トキシリン核染.×400
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Fig. 3. 粘膜上皮細胞はC細胞(C)とN細胞(N)からなり,それぞれ電子密度の

高い分泌果粒を有する｡隣接する細胞はひだ状の炭合を形成する(矢印)0

固有層には管状腺(TB)がよく発達 している｡ *:C細胞にみられる空

胞,Mt:ミトコン ドリア,L :管状腺の腺腔.Ur-Pb染色.×3200

- 24 -
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Fig.4a.

4b.

C細胞.細胞質には電子密度の高い分泌果粒(Sg)が多数みられ,ゴル

ジ装置(G)もよく発達 している｡二次水解小体(L)も比較的多い｡Mt:

ミトコン ドリア,*:粒状性を呈する果粒.Ur-Pb染色.×15000

C細胞の開口分泌像.無定形物質に混在して小梓状を呈する構造(矢印)

が認められる｡Ur-Pb染色.×22000

ー 2 5 -
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Fig.5a. N細胞(N)の細胞質上部

細胞頂部に分泌果粒(Sg)が認め られ開口分泌によって分泌される(矢印)0

ミトコンドリア(Mt)は散在性に分布 している｡Ur-Pb染色.×7500

-5b∴ 腹腔中に み られ るN細胞の分泌果粒 .

分泌果粒(Sg)は細胞質 中の果粒 とほぼ同様 な形態 を示 している｡Ur-Pb

染色.

5C. N細胞(N)の基底部

核上部に粗面小胞体(Er),分泌果粒(Sg)がみ られる｡ ゴジル装置(G)

の発達 は悪い｡ ミトコンドリア(Mt)は基底部に 多く認め られ る｡Ur-Pb

染色.×8500
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Fig.6. N細胞(N)の核上部には空胞(V)や粗面小胞体(Er),分泌果粒(Sg)が

存在する｡空胞(Ⅴ)は限界膜が認められないものが多いが,矢印で示 し

たように限界膜が存在するものもみられる｡C:C細胞.Ur-Pb染色.

×4500

- 27 -
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Fig. 7. 管状腺の横断

管状腺細胞は腺腔(L)側に多数の微抜毛がみられ,細胞側壁にも微械毛

状突起(矢印)が存在する｡ ミトコンドリア (Mt)はよく発達 し細胞頂部

に偏在 している｡粗面小胞体(Er)は小胞状を呈 している｡Ur-Pb染色.

×6000

- 28 -
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Fig. 8. 管状腺細胞

腺腔には多数の微拭毛(MV)がみられ,微繊毛が膨潤化し嚢状を呈するもの

も存在する(矢印)｡ ミトコンドリア (Mt)はよく発達 し,細胞頂部に集積 し

ている｡SV:小胞,G:ゴルジ装置,Er:粗面小胞体.Ur-Pb染色.

×17000

- 29 -
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Fig.9a,

9b.

管状腺細胞

管状腺細胞の粗面小胞体 (Er)の槽内に膜性の構造物が認められる｡

Ur-Pb染色.×45000

粗面小胞体(Er)と膜性の構造物が連続してみられるものも存在する(矢

印)｡Mt:ミトコン ドリア.Ur-Pb染色,×45000
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Fig.10a. C細胞(C)の凍結 レプ リカ像(P面).

閉鎖帯(TJ)はよく発達 し,十数条の紐状隆起が網状に走行 している｡Ci:線毛.×28000

10b. C細胞の線毛基底部には ciliarynecklace(CN)がみられる｡×38000

10C. 管状腺細胞(TB)の凍結 レプ リカ像 (P面)

管状腺細胞(TB)の閉鎖帯(TJ)は発達が悪 く,直線的に走行する数条の紐状隆起がみられ,

また,紐状隆起の幅が増大する部位(矢印)や不連続な個所 もみられる｡L:管状腺の腺腔,

MV:微拭毛.×52000
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Fig.ll. Ca-ATPase反応
Ca-ATPase清作 を示す硫化鉛の沈苅(矢印)は作 伏腺細胞に認め られ る｡

Epi:紺 膜 上皮,L:卵殻腺腔.酵素反応終 日受皿化ア ンモンで発色.

×250
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Fig.12a. 粘膜上皮細胞の Ca-ATPase反応

細胞基底部 と基底部に近い細胞側壁に Ca-ATPase活性が認められるが,

細胞上部の側壁は Ca-ATPase反応陰性である｡矢印 :細胞側壁の Ca-

ATPase反応産物,C:C細胞,N:N細胞.無染色.×7000

12b. C細胞(C)とN細胞(N)の基底部に近い側壁細胞膜の Ca-ATPase活性.

側壁の Ca-ATPase活性は弱 く,反応産物は点在して認められる(矢印)0

Ur-Pb染色.×8500

- 33 -
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Fig.13. 管状腺細胞の Ca-ATPase活性

微繊毛(MV)は強い酵素活性を示す｡側壁の反応は中等度である(矢印)0

基底部は Ca-ATPase反応に陰性である｡G:ゴルジ装置,Mt:ミトコ

ン ドリア.Ur-Pb染色.×13000
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Fig.14a,b.Ca-ATPase反応のコントロール

コン トロールは反応液からカルシウムを除いて行った0

14a. 粘膜上皮細胞の基底部および側壁に反応産物はみられない｡C:C細胞,

N :N細胞.Ur-Pb染色.×5200

14b. 管状腺細胞にも反応産物は認め られない｡L:管状腺の腺腔.Pb染色.

×8200
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