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OMV感染耐過魚11:発現した腫筋の組織学的研究

吉水守刺 ・問中 其"・木村需久制

(19明年 2月 9日受付}

Histopathological Study of Tumors Induced by Ollcorhynchus masou 

virus (OM円 Infection

Mamoru Y師叫MIZUホ MakotoT....NAKA制 andTakahisa KIMURA劇

.'Ulboratory 0/ MkrobIol.昭y，Faclllty 01 Fishuies. Hokkaido Univusity， 

ル1inalO)-1-1， Hokodote 041， Japon 
.'Presem oddrtss; HOnlonako 8ranch， Shizμoka Fisheries Experimental SIOllon， 

&nltnjima， Misoko， Shiluoko 431-01. JaptJn 

(Received February 9， 1988) 

The morphological characteristics of lumors which developed around the mouth of 
chum (Oncorhynchu$ kela) and masu salmon (0. mosou) arlcr surv・vmgan CXI裕rimenlal
infcction of Oncorhynchus masou virus (QMV) we閃 studicdhistopathologically 

Thc lumor tissucs from the jaw of chum and masu salmon were composed of e別出e1ial
cells with the large lighl nucleL The tumor was considcred 10 be malignanl epithelioma 
出causeor its aClive prolireralion and intcnsive in時制nof the ronneclive lissucs 

Tumors which dcvcloped on thc corneal cpilhelium and inneropercular of chum salmon 
showed similar characteristics 10 those around the moulh. Two types or tumor !issues 
.1鈎 appearedin Ihe kidney. One of them showed similar characterislics to Ihose around 
Ihe moulh and wa! presumed 10 be a transferable lumor. The olhers wcre characlcrized 
by Iheir hyperplaSlic renal tublc cells (Iublc epithc1inl cells) and their similarity in 叩pearanc~

to smooth muscle fibers 

前轍までこ QMV感染耐過魚のロ-l"ffIを中心に内部に

睡婦が発現する ζ と，その発!JI時期は魚舗により異なり

シロザケ (Onc，刀rhynt:husktta)およびギンザケ (0 

kisutt:h)では QMV感染後 120日目別より j またヤマ

メ (0.masou)およびュクマス (SaimQgQ;rdnerのでは

240 日日頃よ り認められ， 発現Il!位は口部周辺iI;~も多

く， IUI球，飽盤， 111および体側にも低額度ながら観君をさ

れることを報告し，さらにその鼠語組織を用いた初代府

禁法により QMVが回収されることから，この瞳創価発

現に QMV感集が聞与していることを明らかにしてき

た 慌 刷 IJRAtt 01.， 19唱1b.c; YOSHIMIZU tl 01.， 1同町。

本徹ではこれら QMV誘発腫節の膨態学的特a憶を明

らかにするために，病理鼠i織学的にl!ill!組織の観衡を行

制 北鞠道大学ホ蘇学榔微生物学..，民

"現 惨岡県水自軍隊験場智氏名湖分割崎

。たのでそのS山県を縦{~;. -t"る。

実験方言ま

供B実魚
前鰍 (YOSIIIMIZUt/ 01.， 1987)において腫衡の発現

場，発現鮮過の観察を行った供献納のうち， TabJe 11:こ

示した顎，限球， !!!JlIおよび鮒に脱却価の発視が且られた

'lPザヶ 10尼の雌a信組織 12検体およびヤマメ 3尾の

!ll1I!組織3検体をM とした.

また上記の眼婦が発現したシロザゲのうち 21己につい

ては肝臓，野胤俳臆および心臓の組織の鋭策恥 4尾

については腎凪肝臓の組織の観療を行った.さらに銅

ff似京終了時に 62 居小 2J~に認められた腎限必につい

ても観察を行。た.
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Table 1. List of thc fish used for thc his[OP.1-
thological obscrvation of lumor lissue 

Fish lBeonds-y h 
Lesion 

s，耳目" N。 '"目、.，
(cm) appeared 

Chum salmon 1・1 12.1 Mandible 
(Oncorhynchus 2・i 15.9 Mandiblc 

keta) 3・2 9.4 Mandible 
4・2 9.3 Mandiblc 

5 NDU 恥1，且i1Iary

6 IJ.J Mandible & 
。問rculum

7 14.5 Cornea 
8 14.呂 Operculum 
9・i 19.9 Mandiblc 
10.1 19.5 Mandiblc & fin 

11 19.5 Kidney 
12 19.5 KMmnaenydl& bh 

Masu salmon 21.5 Mandible 
(Oncorhynchu3 2 19.9 Mandiblc 

mo.fOu) 3 2<).' Fin 

判 Thekidney and livcr wcrc observcd hislOpa 
thologically 

・I The kidney， livcr. splecn and heaTl柄 :rcob 
関 rvedhis!OP8!hologi四 11，

U No! dc!crmincd 

ーブ'i!!fI.Ii組織は Fig.2に比られるように乳凶状に発

述し，"前111は主に上皮性細幽から構成され，細胞内tニは

1 _2 側の小さな仁を含む大き〈切るL 楕円形の伎を~，

していた (F ig.3)0 その創砲のF.きさは 5.4 ~8.4 x l l .6

-18.ll'm，掛ま 3.9-5.9x6.8-ll.ll'm であった.

込ヤ介組"が倒枝状に発遣し，賊蜘細胞を支持していた.

粘液細胞は闘泌総隊中には全く制衡されなかった.1血管

はよく発)!し，多数の幽銅剣臨に分裂像が鋭射 された。

櫨鍋細胞は基底峡に閉まれ*闘を成して存在し./.噴出iI<

'"では1li隊膜に閉まれた集団崎県{立で真皮結合組織内へ欄

り泌むように浸潤湖殖している像も観察された (Fig

41.また雌婦紹岨は睡偏2応部に向かうに従って変形し!

下新付近では横染し+JtlJで周平化していた (Fig.5)0下

顎介をU"み啓1の形態を支持している繊維性軟骨}ま胴U脳細

胞の瑚般により押し広げられて寸断され，極揚嶋中広散

在したtI:~院で観察された (Fig. 6)0 

I正常な良氏組織が甑創価細胞塊を包んでL る蹴~Iも観賞を

されたが (Fig.7)，この闘紺ではA炎2皮組嫌の→カ所βか匂ら

内百棉常の鮎合組織

いる倣均が0、岨l抱zめられた。眠術によ。ては凶揚組織中に倣の

軟骨が臨まって観認をされるものも存在した (Fig.8)。

μロザケの眼前の腫衝

シロザケの角閣は外周の角膜上Jkと内周との聞にはョ

ラーゲノ繊維胞が存在して 31Mから構成され ているが

病理組織の作成記長 (Fig. 9)， Fig. 10に見られるように服部圃泌では皮滑

供獄j<tは体長を測定した後，聞編組織を切り ttlし，プ から1'1眠への修行部のf1J~!'U:tえが腫泌化し柵殖している

アン氏液で同定し，アルコ ル系列による脱水後ハヲフ 像が制損された。細胞形態は前述の口)11¥服揚組織と向ω
_1 '/包峻した.切ilは'"さ 4_6"とした.日的に応じ 明るい械を持つ立方上皮細胞からIR.'J，角膜凶有賀の/~
てヘマトキγ リン ・3畠持 -;.-yの2屯染色，アザン集色， 阪繊m聞にさ差澗榊殖していたoII.11iH司興綾したf'.膜の 2

PAS ~色を施した。 ラーゲン館経胞には到眠症性細胞が111現し炎症状態を扱し

結 果

ンロザケ口鶴周辺の...

正常なシロザケの下顎の組織像を Fig.1に宏、した.

1本の太いガラス性軟骨の下顎骨と，それを包むように

先遣している未だ伺I化していない繊様性軟骨とで骨絡を

形成し，顎の形態を保持し.その骨絡を皮膚組織が覆っ

ていた.皮膚組織は災皮と真皮のz屑からID.り .1>皮は

都民映上tこ一周にならぶ部氏側胞とその上にlfi附してい

る瓜平上皮細胞榊および体必の立方上皮細胞刷から構成

され，後指には多段の給機細胞が銀察された."佐内で

はJi.Jk細胞層は樽<'i底低細胞ははっきりとは耳められ

なか勺た。真土佐は雌雄M:J.I;合組織から成勺ていた.また

綱は精娘した茨皮細胞'1'に鋭策された。

ていた (Fig.lI)e 

シロザケの腿蓋内側@阻衝

口調!illlと同憾大きなゆ]るい僚を1，)'つ立方上皮鋼胞か

ら成り.I!l弁括部の上皮から働省を抑し広げるように滑

殖し.I思議の上皮細胞と進航してLた (Fig.12)" 

μ ロザヶ".の腫.

中将に認められた蹴創価組織は刑通のロ都圏aと同様大

きな明るい械をもっ立""jiム皮細胞から成り ，浸潤像は殆

どJllめられなかった (Fig.lJ)e 1.<<剤師央質細胞とmt制

胞の境界がはっき りしない部分も観Z賞された.血管はあ

まり発途せず，頗鱒の中心は岐死胤複していた (Fig

14)。
他の 1側体で官腎線全体に白色の腫大が認められた

が，この腎腺は球細管上皮細胞が補生し，徴用にrRりll/l

、.
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OMV ・~'"耐過織に発現した厩衝の.'.学的研究 '" 
分。こにつては平滑筋副腕鰍n':.lllJJl.しているのが1111.1された

(Fig. 15)。
ンロザケの鎗の腫.

íE'l曾なシロザケの)~餅の各軟条はti~-î I :対ずつ生じた

~'i合組織の*が駿着したもので形成されている.舗の腫

婦ではカルシウム砲の枕蔚はなしそれ念上皮組織が覆

ヲていた.}毛皮組織の肥"."その基郊の島千合組織にも榊

生/J'.，aめられたが，浸削像やIf;低限に閉まれたN<は鋭携を

さM ぷ8・った (Fig.16)。

ヤマメに出現した腫.

ヤマメの口部に且られた腫婦は， γロザケのn濁の麟

JJ!a，践と阿峨大きな明lるL餓を作つ立-;]上皮細胞から成

腎に米位Aの白色の附届をもっ例体カ司Zめられた<>i]i/ r.' 

はほMII管J~L主の榊生 ・ 肥，と平附筋繊維の出現により特
徴づけられるが (Fig.15)， この組織からのウイルス分

厳を行うていないため，組織像だけでは QMV との間

連性宮明らかにし仰なかった.後行もま顎の鍾aと何様，

大きな切るい僚を持つ上皮伎創胞から'"り，またこの削

体では切にも雌婦が制男持されたことから，顎の腕剤師から

の転修制高ではないかと椛第された (Fig.13)。また!Il

のIIJJIはklt飢織の限応性m上のみであり (Fig.16)， 

今後息性化するかどうかは切らかではなかった.

QMVはザケ材.((t飯能fH<tに感染後，まず腎厳泡血組

織の頃死および肝臓実質細胞の巣状線死を-"症状とする

り (F・g.17)， ;，m/¥I'.によ。ては広底膜に治ってi1'.底細胞 強い州原性を1)する (KIMUIIA el al.. L981a; TAr-IAKA 

，，，来の附街細胞の桐生がみられ，その1<111は後納し験死 el al ゆ84)。そζ で OMV峨換耐過後。N岬 の3担割が

していた。ー方舗のlilU師飢織では災Itl!l織の榊生，肥厚 見られfょシロザケ供以魚につ てこれら臓器における阪

が認められた (F・8 叫ん 兎性織のイf祢やその後の笠羽目島染臓総の状態を知る III'f¥J

a・..現魚の各民需の.，健 で.11臓および肝厳'"についても病理劇i級学的観療をIi

輔副阪の発現が観家主れたνpザヶ叫益の肝蛾および野 勺たが。今阿供試したこれら 6)0のJiiJJ!が発裂した γロ

Ir. 2JI:':の肝臓，腎腿!肺臓および心肢の飢隊司FイドJ税者を ザケの臓搬には，全く典常は認められなかった.

~行ったが. Iずれも拠常は必められなかった. わカ可同では必医細胞姉あるいはIf;広細胞開といわれ6

考 襲
脈婦がヤマノのn脳部に貯ょすることがすでに知られて

いる {木村. 1 976) .. この1I揚では雄底澗に沿って λ~.t

OMVは政姐のサゲ“J((照稚仔飢に対し強い州原性会 細胞，，，米のJiiJJ!細胞の鳩1:.f.lt~められている.ぶ憾のt

j，し，しかもその怠捻耐過i(1には高率に・婦の溌裂がみ マメの OMV誘発H鍋はl出述のシロザケの麟錫同防火

られることが明らか巳さ れ ている (KIMUIIA el al.， きな明るい伎を持つ細胞が t/本企，IIめていたが.Jii創価似

1981b， c; Y明 IlIMIZUe/ al.， 1987)。本憾では二れらの 織の綿仇によっては既憾のヤマ Jの必広細胞!{(.=I ， ~ゆ，

附刻版制織の州盟組織学的検付を行勺たが，シロザケのu ぷ底調泡 ，"来のM場創胞のIWIも飢討をされ， OMVM泥

沼lに兎視した組鍋ではjにきな明るい伎を持つ止It性細胞 腫鍋と 4マメの必底細胞闘とは形1軒耐こj尉に矧似する

から情IRされ，多段の分烈像が制策きれた (Figs.3. 4ん ものと"えられた.なお SANOel a/. (1983)も新白保

またlI!lI内側および角膜 Cltに発現した腫出も顎に発現 下のヤマメに自然発生 したi1'.lt調也上皮腫組織から '1:.1'i

した雌婦と形態刷に同ーであった (Figs.¥0， 12)..それ

らは瓜際映に凶まれたu日目単位で真皮鮎合調l織内ヘ辺部j

m航し。闘は必細胞の没~IJmMのために鍬鰍性軟什は f断

，れ附街制織中にi12められること もあった (F憾の.腿

泌細胞は縛白川，，'寄付こ向かうに従q て愛形し，下宮附付近

では歳集..)、耶化し，鋭鳴を倍してもたが (Figs.S， 6)， 

らの OMVと極めて矧似したヘルヘスウイルス VTV

守分離し鰍併している。

また ROIJIlIITS(1984)はA凶作サケの日平上成樹悩姉

では酎こ詰まった上皮酬叫叩がj あたヵ、Otltおよ

び皮下組般に突出するようにttl~必ずるか， あるいは Uど

しば納機細胞を合む限品性の k皮細胞集団が..1ft1=.した

ニれは下顎骨形成細胞の代謝の膨瞥を衝く受けているた 織鰍穿細胞によって閉まれた11皮の，'，に生ずるζ とを暢

めと捌策される。またMlJI!似織内に繊維性軟汁の俄Jiゃ 作している。この胴IJl!も QMV ~港発腫泌と形懲的には

倫およびその形成組織令含む倣が認められたが(Fig.8)， #I似しているが，ウイルスの問う については糊flされて

附場組織それ臼体は峨ーの i皮性細胞から柵h認されると いなL、
J管えられた。分袈柵殖が盛んで，しかも鮎合組織内へ強 以上のように OMV誘発眠創価は炭皮痛の形餓を示し，

い侵湖周聞殖が認められたことから，かなり感性度の向レ 既械のヤマメの基底細胞凶および太平洋サケのn'nl'llに

ぷ底解砲痛と考えられる. 発現するMlJJ!と形態的には編めて矧似しているζ とが例

一方腎臓では腎民全体が白色関大している似体と!中 らかとなった.
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要 約

QMV誘発阻筋につして組織学前観察を行"，以下の

Eうな形態的特徴を明らかにし?似品

l γ ロザヶに発現した顎の腿泌は大きな明るい核を

持つほぽ単一の上皮性細胞から階成され，分裂m殖が盛

んで!しかも結合終ui機内へillt，浸潤刷績が認められ， ;w. 
停'.1Jtの刊し、基底細胞痛と考えられた。

2. !C点~上l丸 甥益内側に発現した脱lJ!は切に発現し

た腫jJ!と形態引Iに同ーであったが，鋭の腫錫はl'及促i織

《限応性精 たのみであった。
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llulI. Jap. &c. Sci. Fish.， 50， 431-437 5"α剛')， および臼木学術振興会の日米科学協力協同

研究，f.(t耐の検{i，予防，制 仰によって行われた。こ二

に記して鋭意をJ!.する。

YOSHlMlZU， M.， M. TANi¥.Ki¥. and T. KlMURi¥. (1987) 

Oncarhynchlls masou vIrus (OMV); lncidcncc of 

tumor dcvclopmcnt among cxperimcntal1y in 
fcctcd prcsentatIvc salmonid spcαcs. Fish Pa/hoト
{ogy， 22， 7-10 

E叩 hma出 nof figures (Fig. I-Fi8. 18) 

(HE sta!n) 

Fig. 1. Normal jaw of chum salmon 

Fig. 2. Tumor developcd around thc jaw of chum姐 Imon

Fig. 3. HIgh magnIficatIon of tumor tIssuc observed on the jaw 

Fig. 4. InfiltratIon of tumor observed on thc jaw 

FJg. 5. Tumor obscrved near the fibro-cartilage 
Flg. 6. Tumor contained thc fibro-cartilage (arrow) 
Flg. 7. Tumor observcd on the jaw surround~己d by normal cpidermis 

Fig. 8. Tumor observed on the jaw曲 ntaincdthc tooth (arrow) 

Fig. 9. Cornea of norma[ chum sa[mon 

Flg. 10. Tumor ohserved In thc corneal cpithelium of chum salmon 

Fig. 11. lnf1ammation ob札 rvedin thc cornca of chum salmon 

Fig. 12. Tumor ohserved in the inner-opcrculum of chum関 lmon

Flg. 13. Tumor ohserved in thc kidney of chum salmon 

Fig. 14. Nccrosis of tumor tissue observed in the kidney of chum salmon 

Fig. 15. Tumor obscrvcd in thc kidncy of chum sa[mon. The tuble epithelial cclls arc 

hypcrplastic. Smooth muscle行bcrsappcar 

Flg. 16. Tumor obscr刊 din the Jin of chum salmon 

Flg. 17. Tumor from thc jaw of masu salmon 

Flg. 18. Tumor obscrvcd in thc fin of masu salmon 

) 
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