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ドロメの心内膜内皮細胞による異物取込み作用

中村弘明* 菊池慎一**

Uptake of foreign materials by endocardial endothelial cells

in the gobiid fish, Chaenogobius gulosus

Hiroaki Nakamura１ Shin-ichi Kikuchi２

Abstract Uptake of intraperitoneally injected carbon particles, horse-spleen ferritin and

latex beads (2μm in diameter) in the gobiid fish, Chaenogobius gulosus, was observed by

light and electron microscopy. Eighteen hours after injection, ingested carbon particles,

ferritin and latex beads were found in the endocardial endothelial (EE) cells and cardiac

macrophages of the atrium and ventricle. The uptake of ferritin was clearly demonstrated by

acid ferrocyanide in the JB-4 plastic sections. Phagocytosis of latex beads by EE cells and

cardiac macrophages were observed by transmission electron microscopy. These results

indicated that the heart of the dorome plays an important role in the host defense system of

this species.

MEMOIRS on Liberal Arts and Sciences of Tokyo Dental College, vol.25:41-50 (2010)

はじめに

魚類の心臓は循環器としての機能に加えて、脈管系臓器の一環として、生体防御の働

きを有していることが知られている。Mackmull と Michels(1932)らは、ベラ科の海産魚

(Tautogolabrus adspersus)の腹腔内に注射したカーボン粒が、15 日後には心内膜内皮

細胞に充満することを見出し、魚類の心内膜内皮細胞が異物取込み能を有することを記

載した。ツノガレイ(Pleuronectes platessa)においては、梁柱を形成する心房筋を取

り囲む細網内皮細胞が、投与された墨汁を取込み、内皮を離れて他の免疫器官に移動す

ると報告されている(Ellis et al 1976)。Ferguson (1975)も同じツノガレイを用いた

実験で、墨汁の取込みは主として心房内皮に認められ、心室での取込みは弱いことを報

告している。大西洋タラ(Atlantic cod;Gadus morhua)では、結合組織から生じた老廃

物としての巨大分子（コラーゲンおよびヒアルロナン）の除去に心内膜内皮細胞が重要

な役割を果たしていることが明らかになっている(Smedsrod et al 1995, Sorensen et al

1997)。我々は、メダカの心内膜内皮細胞は、心臓内の常在性のマクロファージととも

に異物除去の働きを担っていることを報告した(Nakamura et al 1992, Nakamura et al

1993, Nakamura & Shimozawa 1994)。
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ハゼ科海産魚のドロメにおいては、八幡ら(1998/1999)が、心臓、脾臓をはじめとす

る諸器官の光顕観察を行い、カーボン粒とラテックス粒子の心臓での取込みを報告して

いるが、電顕を用いた詳細な観察はなされていない。

本研究では、光学顕微鏡と透過型電子顕微鏡を用いて、ドロメ Chaenogobius gulosus

の心内膜内皮細胞におけるカーボン粒、ラテックス粒子およびフェリチンの取り込みの

有無を観察し、他魚種の心内膜内皮細胞の異物取り込み能との比較考察を行った。

材料と方法

供試魚 千葉大学海洋バイオシステム研究センター付近（千葉県天津小湊町）の磯で採

集されたドロメ（Chaenogobius gulosus）の成魚を使用した。

異物の投与 ①カーボン粒（India ink;Perikan社製を1％の濃度となるよう0.75％NaCl

で希釈）、②ウマ脾臓フェリチン（Horse-spleen ferritin；５mg/ml の濃度となるよ

う 0.75％NaCl で希釈）、③蛍光ラテックス粒子（Latex FluoSpheres；Molecular Probes

社製 直径約 2μmを 0.2％ solids の濃度となるよう 0.75％NaCl で希釈）の３種類の

異物を用意し、それぞれツベルクリン注射筒を用いて腹腔内に注射した。投与量は各

個体あたり体重の４％相当とした。

解剖と臓器の摘出 魚を MS-222（三共株式会社）で麻酔した後、双眼顕微鏡下で解剖し、

心臓を摘出した。

光顕観察 異物注射後 18 時間の個体から摘出した心臓を、４％パラフォルムアルデヒ

ド 0.1Ｍリン酸緩衝液(pH7.2)を用い、0℃で７～８時間振盪しながら固定した。固定

した組織は 3％の割合でショ糖(sucrose)を溶解した 0.1Ｍリン酸緩衝液(pH7.2)で一

晩洗浄、エタノール系列で脱水、グリコールメタクリレート樹脂（JB-4 embedding kit,

Polysciences,Inc.,USA）で包埋した。切片作製はウルトラミクロトーム(Porter-Blum

MT-2)を使用し、ガラスナイフで１～３μmの厚さで薄切した。心臓の正常組織観察と

異物取込みの観察全般には、ヘマトキシリン＆エオシン染色を行い、フェリチンの取

込み様態の観察には、鉄染色を併用した。

鉄染色はベルリン青(Prussian blue)法に準じて行い、手技の概要は次の①～③の

通りである。①染色；２％フェロシアン化カリウム水溶液と２％塩酸水溶液を使用時

に等量混合後、ろ過した液で 30～60 分。②水洗；流水で 10 分以上。③後染色；１％

中性赤（Neutral red）染色液で３分。染色した切片は、水洗後、樹脂封入し、光学

顕微鏡で観察した。

電顕観察 異物注射後 18 時間、48 時間、15 日の個体から摘出した心臓を、2％パラフ

ォルムアルデヒド・2.5％グルタールアルデヒド 0.1Ｍリン酸緩衝液(pH7.2)で４℃・

12 時間の前固定、ついで１％四酸化オスミウム(同酸緩衝液)で０℃・２時間の後固定

を行い、エタノール系列で脱水し、エポキシ樹脂 Quetol 651 に包埋した。ウルトラ

ミクロトーム(Porter-Blum MT-2)で薄切した切片は、酢酸ウランとクエン酸鉛で二重

染色を施し、電子顕微鏡 JEOL200CX で観察した。



結 果

ドロメの心臓の内部は、心筋の梁柱(Trabeculae)とその表面を被う内皮細胞からなり、

全体としてスポンジ状の構造を呈している。心房の内皮細胞は、楕円形あるいは半円形

で細胞質の豊かな内皮細胞層を形成するのに対し、心室の内皮細胞は比較的扁平である。

腹腔内に注射されたカーボン粒、ラテックス粒子（直径２μm）およびフェリチンは、

注射後 18 時間の光顕観察により、いずれも心内膜内皮細胞に取り込まれていることが

確認された。

カーボン粒は、心室と心房の内皮細胞ともに顕著な取込みが認められ、心筋細胞には

まったく取込みが観察されなかった(Fig.1)。内皮細胞の自由表面には、所々に常在性

とみられるマクロファージ様細胞が付着し、その細胞にもカーボン粒の取込みがみられ

た。
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Fig.1:Light micrograph of the atrium of the goby, Chaenogobius gulosus, 18

hours after intraperitoneal injection of 1% India ink (carbon particles).

Endocardial endothelial cells are packed with ingested carbon particles

(arrows). JB-4 plastic section, stained with HE.

①



電顕観察により、心内膜内皮細胞による取込みはより明瞭に確認された。取込まれた

カーボン粒は不定形の大きな食胞となって細胞質に貯留しており、心房においては、丸

みを帯びて突出した内皮細胞内にカーボン粒が充満している様子が観察された(Fig.2)。
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フェリチンは、心室と心房の内皮細胞ともに顕著な取り込みが観察された(Fig.3)。

細胞内に取込まれたフェリチンは、フェロシアン化カリウムを用いた鉄イオンの染色に

より濃青色の粒子として明瞭に検出された。この染色法は、脱樹脂をしないで染色を行

うメタクリレート樹脂(JB-4)切片に対しても非常に有効であり、パラフィン切片と比較

して、より解像度の高い鮮明な組織像を容易に得ることができた(Fig.3)。

Fig.3:Light micrograph of the atrium of the goby, Chaenogobius gulosus, 18 hours

after intraperitoneal injection of horse-spleen ferritin. Endocardial

endothelial cells are completely filled with ferritin that displays a blue color,

as the iron ions of the ingested ferritin have reacted with ferrocyanide. JB-4

plastic section, treated with acid ferrocyanide solution and counterstained by

neutral red.

Fig.2:Electron micrograph of endocardial endothelial cells of the atrium of the goby,

Chaenogobius gulosus, 15 days after intraperitoneal injection of 1% India ink

(carbon particles). Atrial endocardial endothelial cells (E) are usually high,

and ingested carbon particles are packed in large phagosomes (arrows) of

these cells.
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腹腔内に投与された直径 2μmのラテックス粒子に対しては、心臓内に弱い取込みが

認められた。光学顕微鏡による HE 染色標本の観察では、心内膜の所々にラテックス粒

子を取込んだ内皮細胞が観察された（Fig.4）。常在性マクロファージと思われる細胞へ

の取込みも認められた。

電顕観察により、直径 2μm のラテックス粒子が実際に心内膜内皮細胞に取込まれて

いることが確認された。取込まれたラテックス粒子の周囲には電子密度の高い物質が取

り囲んでいる様子が観察された（Fig.5）。

Fig.4:Light micrograph of the atrium of the goby, Chaenogobius gulosus, 18 hours

after intraperitoneal injection of latex beads of 2μm in diameter. Ingested

latex beads (arrows) were found both in endocardial endothelial (EE) cells and

resident macrophages, however, the phagocytotic activity by the EE cells was

relatively weak. JB-4 plastic section, stained with HE.
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Fig.5:Electron micrograph of endocardial endothelial cells (E) of the atrium of the

goby, Chaenogobius gulosus, 18 hours after intraperitoneal injection of latex

beads of 2μm in diameter. Phagocytosis of a latex bead by the atrial

endocardial endothelial cell was demonstrated by TEM. The ingested bead

was surrounded by electron-dense materials (arrow).

.
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考 察

腹腔内に注射されたカーボン粒とフェリチンは、ドロメの心内膜内皮細胞に顕著に取

込まれることが組織学的に観察された。また、ラテックス粒子に対しては、弱いながら

も内皮細胞に取り込まれていることが電顕により確認されたことから、ドロメの心内膜

内皮細胞にも大型粒子(2μm)を取込む食作用(Phagocytosis)の能力があることが示唆

された。このような一連の異物取込みの実験結果は、我々が先に報告したメダカにおけ

る取込み実験とよく一致したものであった(中村＆菊池 2001, 中村＆菊池 2003, 中村＆

高畑 2005)。ラテックス粒子に対する取込みが、カーボン粒やフェリチンの場合と比較

して微弱であった理由として、異物そのものの性状の違いとともに、腹腔からの異物の

排出の機構も関係しているのではないかと考えられる。

八幡ら(1998/1999)は、ラテックス粒子の腹腔内注射実験において、直径 2μmの粒子

は心臓に取込まれるが、15μmの粒子は取込まれないと報告している。その理由として、

直径15μmの粒子は腹腔から血管に入り込むことができなかったためであろうと考察し

ている。我々は、メダカの横中隔の腹膜に、腹腔と血管（あるいはリンパ管）をつなぐ

直径 2～6μmの腹膜孔(Peritoneal stomata)の存在し、腹腔内の異物の排出路となって

いることを報告した(中村＆高畑 2006/2007)。ドロメにも同様な腹膜孔が存在するので

あれば、その孔がラテックス粒子(直径 2μm)に対して、腹腔からの排出の関門になって

いるのではないかと考えられる。今後、ドロメの腹膜表面の走査電子顕微鏡を用いた観

察等による、異物の排出路の特定が必要であろう。

Leknes(1987)はソードテール Xiphophorus helleri の腹腔内に投与したフェリチンの

心内膜内皮細胞による取込みを、光顕と電顕を用いて観察し、取り込まれたフェリチン

がライソゾームで処理されることを報告している。今回の我々の観察において、取り込

まれたラテックス粒子の周囲にライソゾーム由来と思われる電子密度が高い物質が観

察されたが、このことはドロメの心内膜内皮細胞が、異物を食作用により取込み細胞内

消化を行う、生体防御の一環をなす細胞であることを示唆している。

Leknes(2001)はソードテール Xiphophorus helleri とプラティ Xiphophorus

maculatus を用いて、腹腔内に投与したフェリチンとヘモグロビンが多量に心臓内皮細

胞に取込まれることをパラフィン切片によって観察し、組織内のフェリチンの検出には

フェロシアン化カリウムを用いた Prussian blue 法を推奨している。今回、我々もフェ

リチンの検出を行っているが、パラフィンではなくメタクリレート樹脂(JB-4)切片に対

して Prussian blue 法を適用したところ、非常に解像度の高い良質の組織像を得ること

ができた。取込まれたフェリチンは、濃青色の顆粒として心内膜内皮細胞内に充満して

いる様子が確認された。メタクリレート樹脂(JB-4)切片と Prussian blue 法の組合せは、

組織内の鉄イオン(Fe3+)の検出法として非常に有用であると考えられる。

以前より、Adrianichthyidae 科、Cichlidae 科、Gadidae 科、Poecilidae 科の魚類の

心房は、丈の高い（約 8～10μm）内皮細胞に裏打ちされた特殊な心内膜(specialized

endocardium)をもち、扁平な内皮細胞に裏打ちされた心内膜(unspecialized



endocardium)をもつ他科の魚種との違いが指摘されていた(Leknes 2001)。ドロメ

(Gobiidae 科)の心内膜内皮細胞は、心室では扁平、心房では楕円形ないし半円形で丈

が高く、メダカ(Oryziidae 科)の心内膜内皮細胞と類似性を示し(Lemanski et al 1975)、

異物の取込み能も顕著であった。ハゼ科(Gobiidae 科)の魚類は非常に多様で、多くの

種が知られているので、今後、ドロメ以外のハゼ科魚類の心臓における異物取込み能に

ついての比較検討も必要であろう。
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