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家兎陸前庭洗 j篠生理的食盤水の

乾燥結品形に闘ナる観察

第 1報陸前庭内粘液の由来について

松本久喜

堤義雄

(北海道大皐農準部審産主義設室)

I 緒 雷

前報告において家兎の腔粘膜上皮細胞は単層円柱扶粘液細胞であって，腔内には多くの場

合多量の粘液が貯溜しており，また陸前庭と腔との脂膏は細胞学的に明瞭な差異のあることを

報告した.

陸部粘液は陸前庭部を通り体外に排池されることを予想されるが，腔前庭部には尿道が開

口しており陸前庭部に存する粘液には陸部粘液以外に尿物質もあるいは混じているのではない

かと一応考えられるところである。

著者等は生理的食塩水により陸前庭部を洗糠し，その乾燥肢態において種々な結晶形を得

たが，この洗糠液は果して腔粘液だけのものか或いは尿物質が含まれているか否かにつき，そ

の結品形を観察して得た結果からの判断を報告する次第である。

1I 寅験動物友び費験方法

(実験動物)北大農学部付属農場第一畜産部飼育雌性成熟家兎 14頭(白色在来種)を使用

した。

(実験方法)睦前庭部脂膏は硝子製スポイトを前庭内 2--3cmの深さに挿入し，生理的食塩

水又は蒸溜水約0.1ccを静かに注入後陰層部に溢れ出たものを吸引して材料とし，陸部粘液は

硝子管を腔内に達せしめることにより容易に採取出来た。また尿は外部より跨脱を圧迫して採

取したが，睦粘液及び尿は蒸溜水又は生理的食塩水により 5倍及び 10倍に稀釈し， それぞれ

の材料を一滴スライドょに滴下し， 300Cの乾燥器中で静かに乾燥せしめ， 10%硝酸銀水溶液

で固定し，ギムザ染色を施して比較検討した。

III 責験結果

(1) 陸部粘;夜の乾燥結晶形(園 1及び 8)

陸部粘液は)般に濃厚で厚く塗抹され乾燥結晶形の判別の困難なものもあるが個体又は日'
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時により樹校朕或いは羊歯葉肢の給晶形を示すもの，一面に塊肢をなして何等の形も表わさな

いもの，何等かの(象は認められるけれども粗大な形のものがある(図 1及び 8)。

陸部粘液を蒸溜水で 5倍に稀釈したものは(図 5及び 9)， その粘液による像の形成は明瞭

に区別され，樹枝朕或いは羊歯葉朕の結晶形を示すものと，全く何等の[象も認められないものが

ある。しかし粘液像は一般に原液に比較して大きさは小さくなるがなお比較的大きな形を示す。

睦部粘液を蒸溜水で 10倍に稀釈した(図 2，6及び 10)粘液像は5倍のものに比べて幾分不

明確性で極めて小さくなりスライド上滴下面の周辺部より中心部にいくにつれて濃度が低くな

り粘液像の小さくなっていく様子が認められる。

腔部粘液を生理的食塩水で 10倍に稀釈したものは(図 3及び 11)後述する腔前庭洗総生理

的食塩水の乾燥結晶形に似た像を示した。

(2) 睦前庭部洗瀧;夜の乾燥結晶形

イ 蒸溜水によるもの(図 4及び 7) 水滴付着周辺の濃染部即ち粘液の梢濃厚であると思

わ.れる部分に僅かではあるが粘液像と認められる小さな像が出現している。この像は針賦，棒

朕物の集合，樹校兄夫或いは羊歯葉肢を呈するが極めて薄いものであり中心部には認められない。

又，不明確ではあるが腔脂膏中の細胞像を見ることが出来る。

ロ 生理的食塩水によるもの(図 12) この標本は蒸溜水を用いたもの或いは腫粘液自体の

乾燥結晶とは全く様相を異にした結品形を表わす。腔脂膏中の細胞は見られず結晶形は主とし

て食塩の結晶を中心として大きく発達し付着面全面に及ぶが必ずしも明瞭な結品形が全面に出

現しているとは限らず，矢張り周辺部に結晶形の出現が多い。

(句原の乾燥形(園 13，14， 15及び 16)

尿の乾燥物は上述の結晶形と陪全く異る感、じの像を示した。即ち樹校朕或いは羊歯葉肢の

[象は認められず不定形の塊をなすもの，繊維版物の交錯した像が見られた(図 13及び 15)。

蒸溜水稀釈において(図 16) 結品物の見られるものもあるが全く上述の粘液像とは異るも

ので，生理的食塩水稀釈(図 14)によっても不整形な食塩塊を見るのみであった。

但-し 10例中 1例において梢腔粘液像に似た様な像を示すものがあったが， いずれも直前

に採取した陸前庭洗糠液の乾燥像とは全く異るものであり且つ尿は稀釈したものにおいても腔

粘液或いは前庭洗務液に比較して造かに乾燥しにくかった。

(4) 宣塩水の乾燥結晶形

生理的食塩水より稿濃厚なものの同様に処置したものは食塩の結晶を中心に渦巻を形成し

ている様な形を示す。 しかしながら生理的食塩水 (0.85%)においては食塩塊は主として周辺部

に片寄り且つ散存し，渦巻の形成は少い。即ち散在的に食塩の結晶を見るのみである。

IV.考察

婦人の子宮頚管内或いは子宮内粘液の硝酸銀固定標本において，葉朕乃至樹校肢の粘液
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結品[象が出現し，これが性周期に関係することを PAPANICOLAOU(1945， 1946)が報告して以来，

婦人の性周期，排卵，妊娠等による粘液像の変化が RYDBERG(1948)， ROL，!¥ND (1952)，国代

(1953)，豊島 (1954)等により追究されている。

一方家畜における応用は本邦においては檎垣・粟井 (1953)が牛について，三宅 (1954)の牛

及び馬についての発表がある程度のものの様で極めて少い。

この粘液[象の形成に関しては LANDERSTROM-LANGは婦人子宮頚管粘液を分析し，これは

Mucinと食塩とによると述べ， RYDBERG (1948)， 高嶺 (1951)及び檎垣・粟井 (1953)もこれ

を認め，結晶形は食塩の含有量によって変化することを述べ，更に RYDBERGは蛋白質(卵ア

ノレブミシ)と食塩とにより同様の羊歯葉朕結晶を得ることを述べている。

著者等は生理的食塩水を用いて約20頭の家兎腔脂膏を採取中このものの乾燥結晶形が食

塩の乾燥結晶形と異るものと稲似た[象の出現することを認めた。'これは明らかに食塩水以外の

睦粘液又は尿のどちらかの影響を受けたものと思われる。

これを解明するために腔部粘液及び尿をそれぞれ純粋に採取してこれを腔前庭部食塩或い

は蒸溜水洗糠液の乾燥結晶形と比較した。 食塩水或いは蒸溜水の 10倍稀釈腔粘液像 22街中

18例は陸前庭部食塩或いは蒸溜水洗糠液の結晶との相似点が認められ， 4例は相似点が認めら

れなかったp この 4例は尿の混入も一応考慮されるであろう。

図 1，2， 3， 4， 図 5，6， 7及び図 8，9， 10， 11， 12， 13， 14はそれぞれ同一個体より採

取したものであるが，腔粘液を稀釈したものと腔前庭洗糠液との相似点が図 2と4，6と7，11 

と12に認められるが尿の図 13と睦粘液の図 8及び腔前庭洗務食塩水の図 12と尿の食塩水稀

釈像図 14との聞には相似点は見られない。

尿の 10例を同じく陸前庭部洗糠液の乾燥[象と比較すると全例に全く異なる像を示めした。

これは食塩水のみならず蒸溜水で稀釈した像においても類似性は認められない。これらの比較

は同一家兎のものについて行ったものであり，尿の像は陸前庭部食塩洗機液(象に影響が非常に

少ないと見ることが出来る。

なおこの睦粘液は水に易容性でメチノレアノレコ{ノレでは固定されず染色に際して粘液{象は消

失するので硝酸銀固定を必要ーとした。

以上から家兎臣室前庭部洗糠液の乾燥結品形は尿による影響は非常に少なく，控粘液が主な

るもので，これに食塩が関与しているものと考えられる。又もし腫部より前庭部に移行した粘

液の量及び質が時間的に変動があったとすればこれは前庭部粘液結晶形にも変化があるべく，

又その変化には家兎の性的活動との関連も予想されるので，その結晶形の追究は一方には性活

動を解析するととが出来ると思考せられる。

V 穂括

生理的食塩水を用いて家兎腔前庭を洗滅した。洗糠液を乾燥して硝酸銀固定，ギムず染色
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を施した結果純粋な食塩水の結晶とは異る結晶像を得たのでこの原因を追究した。

即ち睦粘液及び尿を純粋に採取し，これを蒸溜水又は生理的食塩水で約 10倍に稀釈し，乾

燥して結晶像を形成せしめ， これらと腫前庭内洗務液(蒸溜水又は生理的食塩水を使用)の乾

燥結晶像とを比較検討した処，陸前庭洗糠液の乾燥結晶(象が尿よりも腹部粘液を稀釈したもの

に似ていることを知った。

従ってこの食塩洗糠液による結晶像は尿による影響は非常に少なく主に陸部粘液と食塩と

によるものであると認められた。
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Observatioris on the Crystals in the Vaginal Rinse 

with Normal Saline in Rabbits 

1. so町 ceof Mucus in Vestibulum Vaginae. 

by 

Kyuki MATUMOTO and Yoshio TUTUMI 
(Z∞technical Institute， Faculty of Agriculture， Hokkaido University) 

Resume 
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Vestibulum vaginae of the rabbit was rinsed with physiological saline solution. 

Then the solution was dried up. The crystals produced by drying were preserved 

with 10% silver nitrate solution and stained with GIEMSA'S solution. 

The figures of the crystals thus demonstrated were studied in comparison with 

the crystals of sodium chloride. 

The vaginal muCuS and urine were diluted one-tenth with distilled water， or 
with physiological sa1ine solution. They were dried up and the figures of crystals 

produced were compare with the dry-matter from vestibulum vaginae of the same 

animal produced by the treatment with distilled water or physiological saline. 
It was confirmed frop1 the above observations that the fi♂江田 ofcrystals demon-

strated in vestibulum vaginae were closely resemble those observed in vaginal mucus 
rather than those found in urine. 

Based on the results of observations， the concIusion was made that the crystals 
demonstrated in vestibulum vaginae前 thnorma1 saline seemed to be the product 
resulted from. vaginal mueus and sodium chloride. 
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Explanation of figures 

(These figures were photomicrographs at low power) 

Figures of the crystals in Rabbit No. 22. 

1. Vaginal mucus. 

2. Vaginal mucus was diluted one-tenth with distilled water. 

3. Vaginal mucus was di1uted one-t叩 thwith physiological sa1ine. 

4. Dry-matter from vestibulum vaginae produced by the ~reatment with distilled water. 

Figures of the crystals in Rabbit No・25.

5. Vaginal mucus was diluted one-fifth with distilled water. 

6. Vaginal mucus was diluted one-tenth with distilled water. 

7. Dry-matter from vestibulum vaginae producedby the treatment with distilled wateJ;. 

Figures of the crystals in. Rabbit No. 29. 

8. Vaginal mucus. 

9. Vaginal mucus was diluted one-fifth with distilled water. 

10. Vaginal mucus was diluted one-tenth with distilled water. 

11. Vaginal mucus was diluted one-tenth with physiological saline. 

12. Dry-matter from vestibulum vaginae produced by the treatment with physiological 

saline. 

13. Urine. 

14. Urine was diluted one-fifth with physiologi巴alsaline. 

Figures of the crystals in Rabbit No. 28. 

15. Urine. 

16. Urine was diluted one-fifth with distilled water. 






