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Abstract : We observed the thyroid glands of false killer 

whale (Pseudoorca crassidens), short-finned pilot whale 

(Globicephala macrorhynchus), Risso’s dolphin (Grampus 

griseus人 bottlenosedolphin (Tursiops truncatus人 Pacific

white-sided dolphin (Lagenorhynchus obliquidens) , 

finless porpoise 印eophocaenaphocaenoides), California 

sea lion (Zalophus californianus), northern fur seal 

(Callorhinus ursinus) and sea otter (Enhydra lutris人 that

died in aquarium or were captured by fishermen. The 

thyroids of all cetaceans (Pseudoorca, Globicephala, 

Grampus, Tursiops, Lagenorhynchus and Neophocaena) 

were dark brown mass and situated on the rostral paは ofthe 

trachea The thyroids of Pseudoorca, Globicephala, 

Grampus and Tursiops had numerous indentations on their 

surface, while those of Lagenorhynchus and Neophocaena 

were relatively smooth. The thyroid glands of Zalophus and 

Callorhinus consisted of two smooth lobes on the both side 

of the trachea without isthmus. In the sea otter, the thyroid 

gland consisted of two smooth lobes and isthmus that was 

composed of only connective tissues without thyroid 

parenchyma. The greater species tend to have the higher 

ratio of the thyroid weight to the body weight. There was 

no distinct differences among the nine species regarding the 

height of the follicular cell. 

We also examined the parathyroid glands of Risso’5 

dolphin and bottlenose dolphin macroscopically and 

microscopically. They had two or four parathyroid glands 

on th巴 dorsalsurface of the thyroids. Considering their 

greater body size, each parathyroid gland was rather small. 

This result and electron microscopic findings of the 

parathyroid gland of bottlenose dolphin suggest a possibility 

that the activity of the parathyroid gland is suppressed to 

adapt to a sea habitat. 

はじめに

甲状腺は頚部にある内分泌器の一つで、その名はパセ

ド一氏病や甲状腺癌などの疾患名とともに広く世間に知

られている．甲状腺の生物学的役割は全身の物質代謝を

克進させ、骨格や生殖腺の発育を促すことである．また、

晴乳類では甲状腺から分泌されるカルシトニンと呼ばれ

るホルモンが、血中カルシウム濃度を低下させることも

知られている．一方、同じ頚部の内分泌器である上皮小

体は一般に馴染みの浅い臓器である. 1880年にスウェー

デンの Sandstromによって発見された臓器で、臨床家の

間では副甲状腺と呼ばれることが多い．上皮小体は魚類

以外のすべての脊椎動物の甲状腺に近接して存在する小

さな臓器で、これから分泌されるホルモン （上皮小体ホ

ルモン； PTH）は骨、腎臓、腸に働きかけて血中カルシ

ウム濃度を上昇させる（正村ら， 1993).

陸棲晴乳動物の甲状腺および上皮小体の形態について

は、多く の報告がなされている．その動物種は多岐にわ

たり、枚挙にいとまがない． しかし、鯨類や鰭脚類など

の海棲晴乳動物については、陸棲晴乳動物と同様、きわ

めて重要な生物学的役割を果たすと考えられるにもかか

わらず、その報告は少ない．

我々のグループは、長年にわたりハムスターをはじめ

種々の陸棲晴乳動物について、正常および各種実験下に

おける上皮小体の形態を観察 ・報告してきた Osono et 
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al. , 1982, 1990 ; Emura et al. , 1992, 1994 ; Shoumura 

et al., 1992 ; Chen et al, 1997 ; Tamada et al. , 1998). 

その過程で、種による甲状腺の形態の差異についても観

察をお乙ない多くの知見を得ている．

今回我々は、海棲晴乳動物9種（オキゴンドウ、コビ

レゴンドウ、カマイルカ、ハナゴンドウ、ハンドウイル

カ、スナメリ、カリフォルニアアシカ、キタオットセイ、

ラッコ）の甲状腺を観察したので、その肉眼的な形態お

よび光学顕微鏡レベルでの細胞形態を比較し、若干の考

察を加える．さらにハナゴンドウとハンドウイルカにつ

いては、上皮小体についても観察をおこなうことができ

たので、その形態を報告する．

表 1 用いた個体の動物種、入手先、年齢

動物種 個体番号

オキゴンドウ pc-01 

オキゴンドウ pc-02 

オキゴンドウ pc-03 

コビレゴンドウ gm-01 

コビレゴンドウ gm-02 

コビレゴンドウ gm-03 

カマイ）（，力 lb-01 

カマイjレカ lb-02 

カマイJレカ lb-03 

ハナコ、ンドウ gg・01

ハナコ、ン ドウ gg-02 

ハナコ、ンドウ gg-03 

ハナコ。ンドウ gg-04 

ハンドウイルカ tt-01 

ハンドウイルカ tt-02 

／＼ンドウイJレカ 11-03 

スナメリ np-01 

スナメリ np-02 

カリフォjレニアアシカ zc-01 

カリフォjレニアアシカ zc-02 

キタオットセイ cu-01 

キタオットセイ cu-02 

キタオットセイ cu-03 

ラッコ el-01 

ラッコ el-02 

材料と方法

水族館で死亡した、または和歌山県太地町太地漁業協

同組合で捕獲・屠殺された 9種の海棲晴乳動物を用い

た．その内訳は、オキゴンドウ （Pseudorcacrassidens) 

3頭、コビレゴンドウ （Globicephalamacrorhynchus) 3 

頭、カマイルカ (Lagenorhynchusobliquidens) 3頭、ハ

ナゴンドウ白rampus griseus) 4頭、ハンドウイルカ

(Tursiops truncatus) 3頭、スナメリ （Neophocaena

phocaenoides) 2頭、カリフォルニアアシカ （Zalophus

californianus) 2頭、キタオットセイ （Callorhinusursinus) 

3頭、ラッコ （Enhydralutris) 2頭であった． 各個体の

試料提供施設等、年齢を表 lに示す．

提供施設等 年齢

伊豆三津シーパラダイス 不詳 （成獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳 （成獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳（成獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳 （成獣）

南知多ビチランド 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳（成獣）

太地漁業協同組合 不詳 （成獣）

越前松島水族館 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳 （成獣）

太地漁業協同組合 不詳（成獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳 （成獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳 （成獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳（若獣）

名古屋市東山動植物公園 不詳（若獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳（幼獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳 （幼獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳 （幼獣）

伊豆三津シーパラダイス 不詳（成獣）

いしかわ動物園 不詳（成獣）
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海棲晴乳動物の甲状腺と上皮小体

各個体の頚部から甲状腺を周囲の組織とともに摘出

し、 2.5%グルタールアルデヒド溶液または 10%ホル

マリン溶液にて浸漬固定をおこなった．実体顕微鏡下で

甲状腺周囲の結合組織と線維性被膜を除去して甲状腺の

表面を露出し、その形態を観察するとともに重量を計測

した．それぞれの甲状腺から 1剛 3程度の小片を切り出

し、 1% 四酸化オスミウムを含む Millonig液で後固定

を1時間おこなった．エポキシ樹脂に包埋した後、超ミ

クロトーム（Dupon）により作製した準超薄切片にアズ

ールE染色を施し、光学顕微鏡で観察、写真撮影をおこ

なった．画像解析装置を用い、写真上で甲状腺櫨胞上皮

の高さを 1個体につき100カ所で測定し、その平均値を

求めた．

太地漁業協同組合より供されたハナゴンドウとハンド

ウイルカについては、 2.5%グルタールアルデヒド溶液

または10%ホルマリン溶液にて浸漬固定をおこなった甲

状腺周囲の組織より上皮小体を摘出し、ハナゴンドウに

ついてはパラフィン切片を、ハンドウイルカについては

エポキシ樹脂切片を作製した．ハナゴンドウの上皮小体

切片には HE染色を、ハンドウイルカの上皮小体切片に

はアズールE染色を施し、光学顕微鏡で観察、写真撮影

をおこなった．また、ハンドウイルカは死後の時間が短

く、電子顕微鏡による上皮小体の観察が可能であったた

め、超ミクロトームにより超薄切片を作製し、酢酸ウラ

ニルと鉛塩の二重染色を施し、目立 H800型電子顕微鏡

で観察・写真撮影をおこなった

さらに、上皮小体を観察した3頭とは異なるll頭のハ

ナゴンドウ、および、上皮小体を観察した 3頭を含む16頭

のハンドウイルカから屠殺後ただちに血液を採取し、蛍

光分析法カルシウム ・アナライザー （Corning）により

血清カルシウム濃度を測定した．

結果

甲状眼 鯨類に属するオキゴンドウ、コビレゴンドウ、

カマイルカ、ハナゴンドウ、ハンドウイルカ、スナメリ

の甲状腺は、単一の腺体として気管吻側の腹側に位置し、

暗赤褐色を呈していた．このうちオキゴンドウ、コビレ

ゴンドウ、ハナゴンドウ、ハンドウイルカの甲状腺は表

面に多くの凹凸がみられ、結節状を呈していた（図版 lA 

～ D). l頭のハナゴンドウ （個体番号 gg・04）では、

甲状腺の正中部が吻側に著しく突出し、いわゆる錐体葉

を形成していた（図版 1C）.カマイルカとスナメリの

甲状腺は、ともにハー ト形に近い形を呈し、表面は比較

的平滑であった（図版 1E、F）.鰭脚類であるカリフオ

ルニアアシカとキタオッ トセイの甲状腺は左右の独立し

た腺葉からなり、それらを連絡する峡部は存在しなかっ

た（図版 lG、H）.カリフォルニアアシカの腺葉は肩

平な球体ないし楕円体であるが、キタオットセイの腺薬

はそれに比べ上下に長い楕円体で、吻側および尾側端が

尖っていた．食肉類に属するラ ッコの甲状腺は、 2頭と

も楕円体を呈する左右両葉とそれをつなぐ細く貧弱な峡

部から成っていた （図版 1 I). 光学顕微鏡上、この峡

部は結合組織のみで構成され、甲状腺実質は含まれてい

なかった．

光学顕微鏡による観察で、すべての動物種において甲

状腺は結合組織により小葉に分けられ、各小葉内には穏

胞が相接して不規則な形となったものが充満していた

u童胞細胞よりなる癒胞上皮は単層立方ないし円柱上皮で

あった．今回の観察では傍糠胞細胞（C細胞） は明確に

区別できなかった．

おのおのの動物種の甲状腺重量および体重比と、 i慮胞

上皮の高さの平均を表2に示す．

上皮小体 上皮小体はハナゴ、ンドウ、ハンドウイルカと

も甲状腺の背側面に密接して認められた． 3頭のハナゴ

ンドウと 2頭のハン ドウイルカでは l対の上皮小体が認

められたが、残る l頭のハンドウイルカには4個の上皮

小体が見られた．それぞ、れの上皮小体は楕円体ないし不

規則形で、黄色味がかった褐色、いわば ‘ウニ色’を呈

していた（図 1、2).甲状腺に対する上皮小体の位置

は個体によって様々であった．ハナゴンドウおよびハン

ドウイルカの上皮小体の大きさは、それぞれ 2.7±0.4

mm×1.5±0.8側、 2.0±0. 3 mm×1. 3±0. 5 mmであっ

た．光学顕微鏡上、各上皮小体は結合組織により小葉に

分かれており、間質には多く の毛細血管が認められた（図

3、4）.実質細胞は色素嫌性の直径約 15μmの主細胞

のみで構成され、酸好性細胞や水様透明細胞は見られな

かった（図3、4）.主細胞内には、 1個の球形ないし

楕円形の核と、 多くの脂質滴が認められた（図3、4). 

ハンドウイルカの上皮小体の電子顕微鏡による観察

で、主細胞の細胞膜はおおむねゆるやかに蛇行するもの

の部分的には複雑にからみあう依合をなしており、核は

輪郭が滑らかでほぼ円形ないし楕円形を呈していた（図

5). 核内には、染色質が核周辺部と核小体近くに凝集

していた（図 5）.ある主細胞では、直径約 300nmの

電子密度の高い均質の構造を呈す分泌果粒が非常に多く

観察されたが、この分泌果粒は限界膜に包まれたほぼ円

形の断面を示していた（図6）.拡張した細胞間隙に、

開口分泌像と考えられる、分泌果粒の内容物に似た電子

密度の高い物質が稀に観察された．粗面小胞体は細胞質

中に散在も しくは層状に配列していた （図 5）.ゴルジ

装置はゴルジ層板、ゴルジ空胞、コフレジ小胞から成るが、

その広がりは小さいものであった （図 5).
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図版 l 各動物の甲状腺腹側面．目盛りはすべて 1cmを表す．

ーー」一...J....-L_

A オキゴンドウの甲状腺．
上から個体番号 pc・01,
pc・02, pc-03 

D ““‘ 
D. ハンドウイルカの甲状腺．

上から個体番号 tt・01,
tt-02 tt-03 

。
G ームーム

G. カリフォルニアアシカの甲状腺．
上から個体番号 zc・01,zc-02 

C I  I I I 

c. ハナゴンドウの甲状腺．
上から個体番号館・O1, 
gg・02,gg・04

B 
ーム」－

B. コビレゴンドウの甲状腺．
上から個体番号 gm・01,
gm-02, gm・03

F 
-1...ー』

F. スナメリの甲状腺．
上から個体番号 np-01,
np-02 

E. カマイルカの甲状腺．
上から個体番号 lo・01,
lo・02, lo・03

, t 

I －」_LーH 
ムーームー

H キタオッ トセイの甲状腺．
上から個体番号 cu-01,
cu・02, cu・03

I. ラッコの甲状腺．
上から個体番号 el-01,
el-02 
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海棲E甫乳動物の甲状腺と上皮小体

表2 各動物種における甲状腺の形態、表面の性状、平均重量、体重比および液胞上皮の高さ

動物種 体重 甲状腺葉の 表面の性状

(kg) 形態

オキゴンドウ 600 不対 結節状

9依白

コビレゴンドウ 1000 不対 結節状

9依白

カマイルカ 65 不対 平滑

9骸白

ハナゴンドウ 300 不対 結節状

砂依白

ハンドウイルカ 300 不対 結節状

仕儀白

スナメリ 62.4 不対 平；骨

カリフォルニア 60 有対 平；骨

アシカ 9依白

キタオットセイ 5.9 有対 平滑

ラッコ 5 有対＋峡部 平；骨

命骸白

1 l頭のハナゴンドウ、 16頭のハンドウイルカで測定し

た血清カルシウムの平均値は、それぞれ 8.84±0. 43 

mg/di および 8.76 ± 0. 24 mg/diであった．

考 賓
メミ，、

甲状腺 Pischinger (1967）は著書の中で、 Sobotta によ

る晴乳動物の甲状腺峡部に関する以下のような3型の分

類を挙げている．

1.峡部が完全に欠如しているもの 2.峡部は存在す

るが、単に結合組織のみで構成されるもの 3. よく発

達した実質性の峡部をもつもの

Sobottaは鯨類の甲状腺を、第 1型すなわち峡部が完

全に欠知しているタイフに分類している．我々の観察し

た6種の鯨類では、 Harrisonand Young (1970）の観察

したマイルカの甲状腺と同様、すべて単一の腺体として

気管の腹側に位置していた．甲状腺が左右両葉に分かれ

ておらず、ほぽ正中部に細くなった部も存在しないとい

う点から見ると、彼の述べたように峡部を持たないタイ

プであると言えるかもしれない．しかし他の哨乳動物の

なかには左右両葉に独立した甲状腺を持つものも多く、

甲状腺重量 甲状腺重量／ ：慮胞上皮の高さ

(g) 体重比旬／kg) (μm) 

43.0 0.07 12. 1 

36.2 0.03 9.3 

14.2 0.21 7.1 

41 1 0.13 9. 1 

34.0 0.11 8.6 

16.9 0.27 10.6 

右 3.5 0. 11 8.7 

左 3.4

右 0.5 0.16 8.6 

左 0.5

4.2 0.84 12.6 

彼はそれらをも同じ峡部をもたないタイプとして分類し

ているため誤解を招きかねない.Pischingerは Ottoらに

よる次のような甲状腺の肉眼的形態に関する6型の分類

も挙げている．

1.食肉類型 ：球形ないし楕円形を呈す 2.反努類型

：食肉類型に似るが、 より甲状腺業が明確である 3. 

苗歯類型：庸平で薄く、時に菱形．吻側端と尾側端が尖

っている 4.原猿類型：全体に釘に似る 5.偶蹄類

型：単一の球形の甲状腺で、吻側端と尾側端が尖ってい

る 6. 鯨類型：肩平な塊で、気管腹側に広がる．外側

が尖っている

今回我々の観察した6種の鯨類の甲状腺はすべて第6型

すなわち“鯨類型”にあてはま り、Ottoらの分類に矛

盾するものではなかった．しかし鯨類はハクジラ目だけ

でも約70種現存し、そのほとんどの種の甲状腺が報告さ

れておらず、すべての鯨類の甲状腺が“鯨類型”である

か否かは今後の調査 ・報告を待たさ？るを得ない．実際、

彼らの観察した鯨類の種については不明である．今回 1

頭のハナゴンドウには錐体業が認められたが、これはヒ

トの場合と同様、甲状腺が舌盲孔から萌出した名残りで
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図 l ハナゴンドウ上皮小体の実体顕微鏡像 ×24 図 2 ハン ドウイルカ上皮小体の実体顕微鏡像 ×15 

図 3 ハナゴン ドウ上皮小体の光学顕微鏡像 ×1000 図 4 ハンドウイルカ上皮小体の光学顕微鏡像 ×1000 

図 5 ハンドウイルカ上皮小体の電子顕微鏡像 図 6 ハンドウイルカ上皮小体の光学顕微鏡像
×l I, 000 ×22,000 
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海綾晴乳動物の甲状腺と上皮小体

あると考えられる．ヒトにおける錐体葉の出現頻度は約

30%と言われるが（Leonhardt 1987）、ハナゴンドウあ

るいはその他の鯨類における出現頻度は定かではない．

さらに多くの個体の観察が必要である．

キタオットセイとカリフォルニアアシカの2種の鰭脚

類の甲状腺は、鯨類と同様、ともに Sobottaの分類のう

ち峡部が完全に欠如する型であった． しかし左右の葉が

完全に独立して存在するという点で、 Sobottaの分類の

同じ型に属する鯨類のものとは大きく異なる．カリフォ

ルニアアシカの甲状膜は Ottoらの分類の“食肉類型”

に該当するが、キタオットセイではこれより上下に長い

楕円形を呈し吻側端と尾側端が尖っていた．“普歯類型

”もしくは“原猿類型”に相当すると考えられる．

食肉目イタチ科であるラッコの甲状腺は、左右の葉を

連絡する結合組織のみから成るとても貧弱な峡部を有し

ていた．これはまさに Sobottaの第2型に該当する．峡

部の存在を除けば、 Ottoの分類の “苗歯類型”または

“原猿類型”に似たものである．しかし観察した例数が

少なく、乙の細い結合組織性の峡部がラッコの甲状腺に

恒常的に存在するかどうかは判らない．

今回観察した9種の海棲晴乳動物の甲状腺のうち、比

較的大型の鯨類であるオキゴンドウ、コビレゴンドウ、

ハナゴンドウ、ハンドウイルカでは表面が著しい結節状

であったのに対し、小型であるカマイルカ、スナメリ、

キタオットセイ、カリフォルニアアシカ、ラッコでは平

滑な表面を呈していた．このような表面の性状の違いが

なぜ起こるかについては不明である．また体重の大きな

動物種ほど甲状腺重量／体重比は大きい傾向がみられ

た. Crile and Quiring (1940）はほぼ同じ体重のシロイ

ルカと競走馬の甲状腺重量／体重比を比較し、前者は後

者の3倍以上であったと報告している．彼らは、熱の損

失が大きいため高い代謝率を必要とする水棲噛乳動物と

極地に棲む陸棲哨乳動物では、特に甲状腺重量／体重比

が大きいと述べている.Slijper (1962）は甲状腺重量／体

重比をナガスクジラ類、イルカ、ネズミイルカ類でそれ

ぞれ 0.I、0.2, 0. 5 g kgであるとし、身体が大きくな

るほど体重 lkgあたりの体表面積および熱放出量が減

り、したがって代謝も甲状腺の重さも減るのだと論じて

いる．しかしキタオットセイとラッコを比較すると、体

重はほぼ同じであるにもかかわらず、甲状腺重量／体重

比はラッコの方が数倍大きい．キタオットセイが幼獣で

あるのに対しラッコは成獣であったことを考慮しでも、

ラッコの甲状腺重量比が 0.84ダkg（体重）はかなり大

きな値である．海棲哨乳動物と並んで比較的甲状腺が大

きいといわれるヒトの甲状腺重量は、成人で平均 25g 

程度といわれる（Williamset al. 1989）.これと比較し

ても、ラッコの甲状腺は体重に比して大きいと言わさ去る

を得ないが、その理由は定かではない．

今回観察した動物種では、癒胞上皮の平均の高さは7.I 

～12. 6川と、種による大きな差は認められなかった．

Harrison and Young (1970）の観察したマイルカでは約

10 μmであったといい、我々の結果と大きく離れてはい

ない．光学顕微鏡上、キタオットセイの甲状腺では他の

動物種と比較して漉胞が小さくあまり目立たなかったが、

これは観察した個体が幼獣であったためと考えられる．

上皮小体 Kamiya et al. (1978）はガンジスカワイルカ

とスジイルカを観察し、前者で2～3個の上皮小体を、

後者で2～4個の上皮小体の存在を確認している．彼ら

の報告によると、これらの種では上皮小体は他の晴乳動

物と比較して、胸腺との位置的関係が深いという．今回

の研究で、それぞれの個体には少なくとも 1対の上皮

小体が認められた 胸腺の吻側に上皮小体は見られなか

ったが、頚部の完全な解剖は不可能であったため、胸腺

付近にまだ、上皮小体が存在する可能性は否定できない．

1頭のハンドウイルカでは右側に3個の上皮小体を認め

た．これら 3個の上皮小体組織は、ヒトにおいてしばし

ば見られるように、胎児期における同ーの鰐、嚢から分離

形成されたと考えられる．

ヒト上皮小体の大きさは縦 4.0～9. 0畑、横 2.5～6. 0 

剛、 厚さ 0.5～3. 0 mmで、よく“米粒”に例えられる （正

村ら， 1993）.これと比較すると、今回観察した鯨類の

上皮小体は、その大きな体にもかかわらず小さなもので

あった.Pilleri and Gihr (1969）の報告したハナコ、ンド

ウの上皮小体は、左右 1対存在し、個々の直径は約2cm 

であったという．我々は今回の観察で甲状腺周囲に多く

のリ ンパ節を認め、そのうち形、大きさとも彼らの報告

した構造に類似したリンパ節を組織学的に認めている．

彼らの観察は肉眼的観察のみで組織学的な証明はおこな

っていないため、彼らの報告した“上皮小体”がリ ンパ

節であった可能性は否めない．

I l頭のハナゴンドウ、 16頭のハンドウイルカの平均血

清カルシウム（Ca）値は、それぞれ 8.84 ± 0. 43 mg/di、

8. 76 ± 0. 24 mg/di であったが、この値は多くの陸棲晴

乳動物における値と大きく異なるものではない. Leach 

and Rambaut (1977）は、宇宙飛行中に血清上皮小体ホ

ルモン （PTH）値が減少することを報告している．また、

L巴ach(1981)は宇宙飛行中に血清 Ca 値とリ ン値が上

昇すると報告し、さらに Morey-Holtonet al. (1988）は、

宇宙飛行中に血清Ca値とリン値が増加し、 血清PTH値

が有意に減少することを明らかにした．これらの報告に

よると、 宇宙飛行中には骨から Caが溶け出し、血液中

のCa濃度が増加した結果、上皮小体の機能が低下する
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と考えられる．この観点から考えると、宇宙空間に類似 いるのであろう．

した水中という重力負荷の少ない環境下で一生をおくる

鯨類は、その環境に適応して上皮小体の大きさを減じ、

血清 Ca 濃度を保っているのかもしれない. Slijper ( 19 

62）および Feltsand Spurrell (1965）によると、鯨類の

骨は軽くて小穴が多くあいた骨髄腔を欠いた骨であると

いう．このことは、字宙飛行時と同様な機序によって鯨

類の骨から Caの融出が起こった結果なのかもしれな

Barrington (1963）は、生物は進化の過程で陸にのぼ

った時から体を支えるために骨格の重要性が増し、 Ca

代謝を調節または安定化する必要上、上皮小体を獲得し

たのだと論じている．海水中に生活する魚類は、多くの

脊椎動物の血中の 5倍ものイオン化 Caを含む海水か

ら、鯨を通して Caを自由に摂取することが可能である．

したがって Caの欠乏状態に瀕することはなく、むしろ

血中 Caを下げなければならない状況の方が多い その

ため、甲状腺の傍液胞細胞から分泌されて血中 Caを低

下させるホルモン、すなわちカルシトニンは、すでに魚

類の段階で発現しており、しかも陸棲脊椎動物より活性

が強い. Young and Harrison (196 9）は、マイルカの甲

状腺に、 一般の晴乳動物と同じ形態を示すカルシトニン

分泌細胞 傍癒胞細胞（C細胞）ーを発見している．

鯨類においても海棲魚類と同様、血中 Caを下げなけれ

ばならない状況の方が多いため、上皮小体が活躍の場を

失し川、型となったことが想像される．

ハナゴンドウとハンドウイルカの上皮小体の光学顕微

鏡像は、 Kamiyaet al. (1978）の報告したガンジスカワ

イルカおよびスジイルカのものに類似していた．どちら

も上皮小体実質細胞は色素嫌性の主細胞のみで構成さ

れ、ヒトやその他の陸棲晴乳動物で報告されている酸好

性細胞と水様透明細胞は見られなかった. Wild and 

Setoguti (19 9 5）によると、これら 2種の細胞は比較的

老齢の晴乳動物に見られるものである．今回の研究およ

び Kamiya et al. (1978）の研究で観察された個体の年

齢は不詳であるが、若い個体であるためこれらの細胞が

認められなかったのかもしれない．また、 Kamiyaet al. 

(1978）がガンジスカワイルカで認めた上皮小体中の異

所性胸腺組織は、本研究では認められなかった．

電子顕微鏡下の観察で認められた、散在して広がりの

小さな粗面小胞体および発達の悪いゴルジ装置は、上皮

小体機能が低いことを示唆するものであろう．さらに、

多数の分泌果粒は、分泌物の放出機能が抑制された結果

であると考えられる．鯨類の上皮小体は、これらの種の

カルシウムホメオスターシスにうまく適応し、重力負荷

の少ない、また Caの豊富な環境での生活を可能にして
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