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緒 言

近年,原 油,重 油等 の流出事故に よって石 油類に

よる水質 汚濁 が度々問題 にな り,こ れ らによる魚類

への影響,特 に油臭魚 の発生が各方面 で報告 されて

いる1).岡 山県にお いて も数年 前,水 島 において原油

流出事故 が起 こ り,そ れに伴 って油臭魚 の発生 が報

告 され2),社会問題 にな ったこ とは,今 尚記憶 に新 し

い所であ る.即 ち,汚 染 海域にお いて は殆 どすべて

の魚類 が異様な油臭 を放 ち,食 用に供 されな くなっ

た.こ れ ら魚 類への 原油成分の移行,及 び異臭の原

因 となる物質につ いては,緒 方等 によ り詳細 に検討

されてお り3). 4). 5),更 に実験 的に も原油 を含む海水中

で魚類 を飼育 し,そ の本体 が明 らかに されてい るが

5), 6). 7)
,こ れ ら原油に よる魚類 の汚染は魚類 その もの

に毒物 として作用 し,肝 障害,そ の他 を引 き起こす

であろ うことは 当然考 え られ,これ らを食 した動物,

及び人に も類似の変化 を起 こさせ る可能性が ある.

然 し,今 迄 の所油臭魚 の病 理学的 ない し病理 組織学

的研究 は,殆 どなされていない.更 に 又,原 油の流

出に対 しては,し ば しば油処理剤 として各種表 面活

性剤が大 量に使用 され てい るが,こ れ ら使用 された

油処理 剤につ いて も,そ れ ら魚類に対する毒性 につ

いての病理 学的,並 びに病理 組織学的研究 は殆 ど無

く,わ ず かにそれ らの急性毒 性に関す る研究 と,油

処理剤 も魚体 へ移行す る との報告 があ るのみ である

8). 9)
.本 研究 では,こ れ ら原油中に含 まれ る物質,及

び油処理 剤の魚類に対す る毒 性 と組織 ない し細 胞に

対す る障害性 を明 らか にす る目的 でウナ ギを用 いて

これ ら物 質の亜 急性毒性実験 を行 い,病 理解剖学 的

並びに組織学 的に検討 した.油 処理剤につ いては,

又 それ らの原 油の毒 性 に対す る影響につ いて も検討

を加 えた.本 報告 に於 いては,原 油成分 は魚類 の腎

にかな り強 い病 変 を引 き起 こすこ と,油 処理剤 に も

著明 な腎障害 作用のあ ること,更 に原油に よる病変

が油処理 剤の混在に よって一層強 くなるこ とについ

て述べ る.

実 験 方 法

岡山県下牛 窓地方 におけ る養魚場 よ り,長 さ約40

cm(約130～180g)の ウナギを20匹 入手 し,こ れ らを

実験室の水槽(30×30×50cm)に 移 し,一 定期 間飼

育後,実 験 に使 用 した.こ れ らは一群5匹 として4

群に分 ち,各 群毎 に20eの 淡水にエアー レー シ ヨン

しなが ら飼育 した.飼 育期 間中エサは投与 しなかった.

(第一群)原 油 添加群

この群 のウナ ギの水槽には,原 油 を2me/20e

添加 した.

(第二群)油 処理剤 添加群

この群 のウナ ギの水槽には,油 処理剤等 量混

合液, (C社, G社, K社, M社, N社, P社,

 S社,及 びY社 製の8剤 等量混合液)を1.2me/

20e添 加 した.

(第三群)原 油+油 処理 剤添加群

この群 のウナ ギの水槽 には,原 油2me/20eと,

油処理剤等量 混合液1.2me/20eを 添加 した.

(第四群)無 処置対 照群

この群の ウナ ギの水槽には,原 油 及び油処理

剤 のいず れ も加 え ることな く,第 一 ～第三群

のウナギ と同一 条件 下に飼育 した.

四群共 に3～4日 ご とに水槽の水 を入れ換 え,水

の入れ換 え後直 ちに各群 共,夫 々に最初 に混 入 した

原油,油 処理剤,及 び原油+油 処理剤混合液 を前記

の量だけ加 えた.こ の様に して4回 水 を交換 して上

記条件下 に14日 間ウナギ を飼育 した.飼 育14日 後に

すべての ウナ ギを屠殺 し,肝,腎,脾,腸,心,膵,

筋肉,皮 膚,及 び鯉 を取 り出 し,夫 々10%中 性 ホル

マ リン液 にて一昼夜 固定後,常 法 に従 ってアル コー
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ルに て脱 水 し,パ ラフ ィン包埋後 各組織 毎に2枚 の

切 片を作 成 し,一 部 はヘ マ トキシ リンエオ ジン染色

を施 し,他 の一部は パールの鉄染 色を施 し,ケ ルン

エ ヒ トロー トで後染 色 して観察 した10).

実 験 結 果

(第1群)原 油 添加群

水槽の液面に油膜ができ,一 部の油成分 は油

滴 となって水 中に 懸濁 しているのがみ られた。

(第二群)油 処理 剤添加群

液面 に油膜 を形成す るこ とな く,加 えた油

処理剤 は乳 化 し水槽 の水は 白濁 して いた.

(第三群)原 油+油 処理剤添加群

第二群 と同様,液 面 に油膜 を形成す るこ と

な く,加 えた原油 と油処理 剤は乳化 し水槽

の水 は 白濁 していた。

(第四群)無 処 置対照群

水槽 の水は透明 で変 化なか つた.

剖 検 所 見

実験期 間経過後 も,ウ ナギは何れの群の もの も

外観上特別 な変化 を示す ものはな く,皮 膚の 色,運

表1　 原油,及 び油処理剤 に暴露 され たウナ ギの組織学的変化

動性,そ の他対 照群に比 して差 を認め なか った.又,

剖検 して も各群 共に 各臓器 は,肉 眼的に殆 ど変 化 を

認め なか った し,肝 の脂肪変性,そ の他の病変 も見

られ なか った.然 し,組 織学的 には,第-,第 二 及

び 第三群 の何 れに も腎,及 び脾 に特異な変化 を認め

た.即 ち, 3つ の群 にお いて夫 々に病 変の程度 は異

って いたが,病 変の性格は類似 の ものであ った.腎,

脾以外の 肝を含む臓器には,各 群共 に著明な変化は

見 られず一部 のウナギの肝にお いて軽 度のDisse腔

の拡大が 見 られたのみであ った.次 に以下第一,二

及び三群 のウナギについて,各 臓器 の組 織学 的変化

につ いて述べ る.

病変の概略 を表1に 示す.以 下,各 群 について詳

細 に述べ る.

(第一群)原 油添加群

ウナ ギの腎 は,一 般 魚類の腎 と類似 の構造 を示 し,

糸球体,及 び近 位,及 び遠位の尿細管 を識別 しうる.

然 し,ヘ ンレの下行 脚,及 び上行脚 を欠いてい る.

又,哺 乳類 の腎 と異 リ特異な ことは,魚 類 に共 通の

腎造血巣 が間質に見 られ るこ とである.

病変 は主 として尿 細管に見 られ, 5匹 中3匹 に近

位尿細管 がエ オジンに濃染 し,細 胞核の消失 が見 ら

れ,上 皮細胞の崩壊,管 腔 の閉塞 等の

所 見が 認め られた.即 ち,い わゆる急

性 尿細 管壊 死の像に近 い病変が認め ら

れた(図3).こ れ ら変性像 を見る一方

では,一 部の尿細管 で小型 の核 の明瞭

な細胞が現われ,再 生像 と思 われる像

を示 していた(図4).こ の他 糸球体 で

も,細 胞密度 が高 くな り,核 の明瞭 な

細 胞が増 えてお り再 生像 と思われ た.

この様 な像 は,残 りの2匹 の ウナ ギで

は極め て軽度か殆 ど認め られ なか った.

又間質 には褐 色色素顆粒の巣状沈着が

著 明に認 め られ,こ れは明 らか に5匹

共 に対 照に比 し増加 してい た(表1,図

1, 3).こ の褐 色の顆粒状沈着物は,鉄

染 色陽性 であ り,ヘ モ ジデ リン様の も

の と思 われる(図5).

脾 において も同様の鉄染色陽性 の褐

色色素顆粒状 の沈着物が 多数認め られ,

これ らは何れの例にお いて も対 照に比

し顕著 に増加 して いた(図6, 7).

尚何 れのウナ ギにお いて も,肝,膵,

鯉,腸,筋,及 び皮 膚に は著変 を認め
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表2.腎,及 び脾 にお ける各病変 出現頻 度 とその相対 的強 さ

なか った.

(第二群)油 処理 剤添加群

この群 において も軽度 なが ら, 5匹 中1例 の腎に

変化が見 られた.即 ち,尿 細管に軽度の変性 が認め

られ るが,変 性 像は 原油に暴露 され た ものに比 して

明 らか に軽 く,又 尿細 管上 皮の再生像,及 び糸球 体

の再生像 は,尿 細管 に変性 を認め られた ものの 他,

他の一例 にお いて も明 瞭に認め られたが,第1群

の ものに比 して軽度 であ った.然 しこの実験結果か

ら,油 処理 剤その ものに よって もウナギの腎障害が

起 こ り得 ることが分 った.

然 し,全 例にお いて腎におけ る褐 色色素 顆粒の沈

着 は,対 照に比 し明 らかに増加 しているのが観察 さ

れた(図8,9).脾 において も第一群 の場合 と同様

に,褐 色色素顆粒 の沈着が全例 において増加 してい

るのが観察 され た(図10).

(第三群)原 油+油 処理剤添加群

この群 の ウナ ギでは腎の壊死性変 化が特に強 く現

われた.そ の変化 の傾 向は,第 一 及び二群の ウナ ギ

の腎の変化 と類似 の もので あるが,そ の強 さにお い

ては るかに 第一 及び 二 群 の ウナ ギの 病 変 を凌 ぐも

のであ った.即 ち近 位尿細管 は全例 において変性が

著 し く,尿 細管上 皮はエ オジンに濃染 し,核 は消失

していたが,こ れに対 して の上 皮細胞の再生像 は非

常に弱 く, 5例 中2例 で,而 も少数 の細胞が見 られ

たのみで あった(表1,図11, 12).又 褐色色素顆粒

の量 も著 しく多く,腎,脾 共 に他 の群に比 し顕著に

増加 して いるのが認め られ た.

尚,各 群共 腎の間質 に存 在する造血組織には著 明

な変化は認め られなか った.腎,脾 以外の臓器,即

ち,肝,膵,心,鯉,筋,腸,及 び皮膚には,何 れ

の ウナ ギに も著変は認め られなか った.

要す るに,こ の実験 によってウナギに対す る原油

の障害作用 は,主 として腎障害 として観察 され,肝

には殆 ど変化 のない ことが 明 らかにな り,又 油処理

剤その もの に も軽度なが ら腎障害 性が あるこ とが分

った.更 に又,油 処理 剤が原油 と共存す ると,原 油

の生物学 的障害作用が増 強 され る とい うこ とが明 ら

か になった.

以上 の病 変 を組織学 的変 化の発現頻度 と変性 の程

度 の強 さとを指標 と して整理 してみ る と表2に 示す

様 である.

即 ち,近 位尿細管の変性 は,油 処理剤 のみ添加 し

た群,原 油のみ添加 した群,原 油 と油処理 剤 を同時

に添加 した群 の順に 発現 の頻度,及 び変性 の程度が

共 に高 度 とな ってい る.

又,糸 球体,及 び尿細管 の再 生像は,原 油+油 処

理 剤添加群 では低下 していた.即 ち,原 油が油処理

剤 と共 に体内に 入る と高度 の尿細管障害 を起 こし,

変性 が原油だけ 入ったよ りも強 くな り,而 も,上 皮

の再生 が抑制 され る とい うこ とで ある.

又,ヘ モ ジデ リン様 の褐 色色素顆粒の 沈着 は,第

四群 の対照群の ウナ ギに比 し,第 一,二,三 群 共に

増加 してお り,増 加 の程 度は3群 共に あ まり差 が認

め られなか った.

考 察

以上述べた実験結果 か らわか るよ うに,原 油添加

水槽中で ウナ ギを飼育 す ると,ウ ナ ギに腎障害が現

われ,特 に近位尿細管 の著明な壊死 を起 こす.然 し,

予 期に反 して何 れの群 の ウナ ギに も,肝 には殆 ど細

胞障害が見 られなか った.

原油流 出事故 に際 して,し ば しば用 い られ る油処

理 剤 その もの も軽 度 なが ら尿 細管 の変 性 を引 き

起 こす作用が あるこ とがわか ったが,特 記すべ きこ

とは,原 油 に油処理 剤が加 わった時には,原 油その

ものに よる障害 よ りも腎障害が更 に増強 され る とい

うことである.

何が 腎障害 を起 こすか,そ の原油成分 は明 らか で

ないが,緒 方 らの報告に よる と,原 油 を添加 した水

中で飼育 されたウナ ギの体 内諸 臓器に は,ベ ンゼ ン,

トルエ ン,キ シレン等の 芳香属 化合物 と共に,更 に
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有機硫 黄化合物等が 証明 され てい る11).

従 って少 な くとも,こ れ らの油成分は,ウ ナ ギの

体 内に移行 してい ることは確か であ る.

哺乳類にお け るこれ らの化 合物の毒性 に関す る研

究 に よれば,キ シ レン,ト ルエ ンは肝に対 し障害作

用があ るこ とが報告 されている12).

然 し,こ れ らの物 質の何れかに よって,腎 障害 が現

われ た とい う報告は 見当 らない.そ こで,著 者等は

本研究 とは別 に,有 機硫 黄成分の一つ である ジベ ン

ゾチ オフェン をラ ッ トに経 口投与 してみ たが,ラ ッ

トではや は リ肝障害 を示 したのみ で,腎 には形態学

的 な病変 を起 こす には至 らなか った.従 って,今 回

ウナ ギに見 られ た腎障害は,原 油 に含 まれた上記以

外 の成分 に よる障害 作用 とも考 え られ るが,魚 類 で

は 腎の作用は,哺 乳動 物 とは水,塩 類の 移動 の点 で

か な り異な る し,魚 類の腎には哺乳類 の肝に見 出さ

れ る様な酵素が証 明 され,肝 に類似 の解毒 作用が こ

こで営 まれ る可能性 もあ り,又 機能 的に も魚類の 腎

は,哺 乳類の 腎(濃 縮尿 を出す)と 異な り,稀 釈尿

を排 泄す る13).従 って,こ の研究 で見 られた ウナ ギ

の腎障害は,上 記諸物質に対す る魚類特有の反応 で

あ ると考 える方 が妥当であ ろ う.

原油に油処理 剤 を添加 して飼育 した群 には,近 位

尿細管に強度 の変性 が認め られ たが,こ れは単 に原

油の病 原性 と,油 処理剤の病 原性 の相加 的作用 とは

考 えられ ない.と 云 うのは,油 処理 剤その もの の作

用は極め て軽微 で,尿 細管上皮 の変性 が見 られ たの

は一匹にす ぎなか ったか らである.従 って,油 処理

剤の共存 によ り原油の乳化 が進 み,油 成分の魚体へ

の移行 を容 易に した ため に,原 油その ものの障害作

用が増強 されたために 引き起こ された変化が強 く表

面に 出ている と考 えた方が 妥当であ る.こ の こ とに

つ いて は既 に奥田 も言 及 してい る14).

ヘ モジデ リン様の褐色 色素 顆粒 の沈着 は,多 少 と

も正常 のウナ ギに も見 られたが,そ の明瞭 な増加 が

原油添加群,油 処理剤添加群,原 油+油 処理剤 添加

群共 に認め られた.原 油 成分の うち,キ シレン,ト

ルエ ン等 は,細 胞膜 に対す る障害作用 を有 してお り

15)
,こ れ らの吸収に よる溶血作 用の亢進 による もの

と考 え られ る,又,油 処理 剤その もので も,ヘ モジ

デ リン様褐 色色素顆粒 の沈着が認め られ たが,こ れ

は油処理 剤の もつ 界面活性 作用に よる溶血 による も

の と考 え られ る.

以上要 す るに,原 油流 出事故 に伴 う海 の汚染 につ

れて,魚 類の体内に は容 易に油成分が 入 り,こ れ ら

は魚類の腎にか な り強い障害作用 を与え るこ とが 明

らかにな った.又,油 を乳化 し,海 水に拡散 させ る

為 に用い られ る油処理 剤は,原 油 の魚 類に対す る毒

性,な い し障害作用 を倍加 させ る.こ の ことは原油

成分の生体内への侵 入促 進に よる と考え られ,将 来,

流出 した原油の処理 に当 って考慮 されねばな らない

問題の一つ と考 え られる.

結 語

原油等の大量流 出事故 に より発生す る油臭魚が,

その体 内に どの様 な病理 形態学的変化 を起こ してい

るか を知 るために,原 油,油 処理剤,及 び原油 と油

処理剤等量混合液 を添加 した水槽 中でウナギ を14日

間飼育 し,ウ ナ ギの各臓器 の肉眼的,及 び病理 組織

学的変化 を検討 した.そ の結果次の こ とが明 らかに

された.

(1)原 油 を添加 した水槽 中で飼育 したウナ ギは,腎

の近位尿細管の変性が著 明に認め られ,再 生像 も又

認め られた.更 に 腎間質 の造血組織,及 び脾に存在

す る鉄反応陽性のヘ モジデ リン様顆粒の増加が み ら

れ,溶 血の亢進が暗示 された.然 し,肝,膵,鯉,

筋,心,及 び皮膚 には著 明な変化は見 られなかった.

(2)ヘ モ ジデ リン様物質 の増加 は,原 油群 では,ベ

ンゼ ン,ト ルエ ン,キ シ レン等に よる溶血作 用が考

え られ る.

油処理剤添加群 では,界 面活性作用 による溶血が

考え られ た.

(3)原 油 中に含 まれる物 質で,魚 類の体 内に移 行す

ることが知 られ ている物 質は,哺 乳動物 では何 れ も

肝障害性物質 であるが,魚 類ではむ しろ腎の変化 を

起 こす もの と考 え られる.原 因は よ くわか らないが,

魚類腎の特殊性 による ものであ ろう.

(4)油 処理剤 添加群 では軽微なが ら腎障害 が認め ら

れ,ヘ モジデ リン様 顆粒 の沈着増強が認 め られた.

これ らの変化 は,こ れ ら薬剤の 界面活性 作用に よる

もの と考 え られた.

(5)原 油に油処理 剤 を添加 した場合 には,腎 の障害

は著 明に強 くなる.こ れ らの例 に見 られる強度の近

位尿細管 の変性 と再 生阻害は,原 油 と油処理 剤の相

加的効果 よ りもむ しろ,油 処理剤 に よる原油成分の

魚体へ の移行 の促 進に よるもの と思われる.
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附 図 説 明

図1:対 照群 腎:尿 細管,糸 球体共 に変性 は な く,間 質の所 々に褐 色色素顆粒の 沈着(a)を見る.(×330)

図2:対 照群脾:所 々に褐色色素顆粒 の沈着(a)を見る. (×330)

図3:原 油添加群 腎:尿 細管細 胞の核 の消失,管 腔の崩壊(b)が 見 られ,間 質に も褐色色素 顆粒(a)の増加 が見

られ る. (×330)

図4:同 組織 において見 られ た糸球 体及び尿細管 の再生像(c). (×660)

図5:原 油添加群 腎の鉄染色標 本:褐 色色素 顆位沈着部位 は鉄 染色陽性 で,青 色に染 まる. (×330)

図6:原 油添加群 脾:褐 色色素 顆粒(a)の 増加が 見 られ る. (×330)

図7同 群 脾鉄染 色:褐 色色素 顆粒沈着部位 は鉄 染色陽性で,青 色に染 まる. (×330)

図8　 油処理 剤添加群 腎:間 質への褐色色素 顆粒 沈着(a)が 著 しく増加 してい るが,尿 細管の変化 はあま り見

られ ない. (×330)

図9　 油処理 剤添加群 腎:糸 球 体,及 び尿細 管の再生像(c)が 見 られる. (×660)

図10　 油処理 剤添加群脾:著 しい褐色色素 顆粒沈着(a)の増加 が見 られ る. (×330)

図11　 原油+油 処理剤添加群 腎:著 しい尿細 管の変性(b)が見 られ,間 質へ の褐色色素顆粒(a)の 沈着 も増加 し

ている. (×330)

図12　 同組織に見 られ た尿細 管再生像(c)と 変性像(b). (×660)

図13　 原油+油 処理剤 添加群 脾:褐 色 色素 顆粒沈着(a)の 増加 が見 られ る. (×330)
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下 野 國 夫 論 文 附 図
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下 野 國 夫 論 文 附 図
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下 野 國 夫 論 文 附 図
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Pathohistology of eels exposed to crude oil and oil detergents

Kunio SHIMONO

Department of Pathology, Okayama University Medical School, Okayama, Japan 

(Director: Prof. S. Seno)

Pathohistologic changes in various organs of eels kept for 14 days in water tanks containing 

crude oil with and without various oil detergents were studied. The results were:

1. Eels kept in water containing crude oil showed marked degeneration of proximal renal 

tubules. There was some regeneration of tubular epithelial cells and an increase in hemo

siderin-like substance in the interstitial tissue of the kidney and spleen, suggesting acceler

ated hemolysis. The increased deposition of hemosiderin-like substance seemed to be due 

to hemolytic activity of the benzine, toluene and xylene contained in crude oil. No 

marked changes were seen in the liver, gills, muscle, intestine or other organs examined.

2. Eels exposed to oil detergents also showed kidney damage, tubular necrosis and regen

eration. Increased deposition of hemosiderin-like granules was evident. The activated 

hemolysis seemed to be due to cytolytic activity of the surface active agents.

3. In the cases where crude oil was given with oil detergents pathologic changes were most 

marked. Severe degeneration of the proximal renal tubules was observed with poor re

generation of the epithelial cells. These severe changes may be due to accelerated mig
ration of crude oil components into the fish body by oil detergents rather than to syner

gistic effects of the agents and crude oil.
4. Of the substances contained in crude oil those that are known to penetrate into the living 

body are, in the mammal, all liver-damaging but not kidney damaging. The same sub

stances, however, may cause kidney damage in fish, because the function of fish kidneys

 is very different from that of mammal kidney.


