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緒 言

EndereとPeebles1)が,猿 腎 組 織 培 養 細胞 を用 い

て麻 疹 ウ イル ス の 分 離 に成 功 した こ とを 報告 して 以

来,麻 疹 ウ イル スの性 状 に 関 す る報 告 が 行 なわ れ て

い る.特 に,そ の核 酸 成 分 につ い て は, Toyoshima2)

らはRNAで あ ろ う と 述 べ, Cooper3)はDNAウ

イル ス で あ る と報 告 した.そ して, Reissig4)は,麻

疹 ウイル ス感 染 細 胞 に形 成 され る細 胞 質 内封 入 体 は

フ ォイル ゲ ン反 応 陰 性 で あ る と 報 告 して い る. Ha

mparian5), Levine6)及 びAtherton7)ら は, DNA

合 成 阻 害 剤 を 用 い た 実 験 に お い て ウ イル ス の増 殖 は

阻 止 され な か つ た.従 つ て,麻 疹 ウ イル ス はRNA

ウ イル ス で あ ろ う と述 べ て い る. Norrby8)は, Carl

に よ る濃 度 勾 配遠 心 分 離 法 に よ り1.22か ら1.25

9/ccの 部 分 に殆 ん ど のRNAが 集 積 し,同 時 に こ

の 部 分 に生 物 活 性(感 染 性,血 球 凝 集 性 な ど)が 認

め られ た と報 告 し,麻 疹 ウ イル スがRNAウ イル ス

で あ る こ とを 証 明 した.

以 上 の ご と く,麻 疹 ウ イル ス が核 酸 成 分 と し て

RNAを もつ こ と は 証 明 され た けれ ど も,感 染 細 胞

内 で の増 殖 の場 所 及 び増 殖 の様 式 に つ い て は 現 在 の

所 意 見 の一 致 を みて い な い.即 ち,螢 光 抗体 法(以

下FA法 と 略記)を 行 な つ たCohea9), Rapp10),

 Enders11), Toyoshima2),唐 木12)及 びPalacios13)

らの 報告,麻 疹 ウ イル ス感 染細 胞 の電 子 顕 微 鏡 観 察

(以 下EM法 と略記)に よ るReissig4), Kallmanl4),

 Baker16), Tawara16) 17)及 びWatersons18)ら の 報告,

オ ー トラジ オ グ ラフ ィー(以 下AR法 と 略 記)を

行 なつ たTakahashi19)の 報 告 及 び ア ク リジ ン オ レン

ジ染 色 を行 な っ たToyoshima2),　 Roizmann20),唐 木

12)及 びPalacios13)ら の報告 などが あり,こ れ らの

結果は同 じ方法を用いた報告者 の間においてすら一

致 していない現状であ る.

一方 ,麻 疹 ウイルス感染細胞 に形成 され る細胞質

内及び核 内封入 体 の 性 状 に ついては, Reissig4)は

フ ォイルゲ ン反応 陰性 で あ る と 述 べ, Rapp10)は

FA法 を用いた実 験 に お いて 核内の 特異螢光 は核

小体が関係 し細胞質内において は螢光は弥 漫性 に認

め られ た と述べてい る. Toyoshima2.)はFA法 に

よ ると細胞質内には螢光 は局在 しない と述べ,更 に,

核 内に も一部螢光が認 められたけれど もウイル ス抗

原 とは関係ないのであろうと述べている.唐 木12)及

び長浜21)は少 数 で あ るが細胞質 内封入体 と特異螢

光 が一致す るもの もあると述べ て い る.又, Taka

hashi19)はH3-uridine及 びH3-thymidineの 取込み

は核 内が主 であ り,細 胞質 内封入体は ウイル スの増

殖 とは関係 ないのであろうと推定 している.し か し,

 Tawam16) 17)はEM法 によ り細胞質内 及び核内封

入体 はその中に糸状 構造物を もつ と報告 してい る.

この様 に封入体の性状 の研究結 果 は ま ち ま ち であ

つ て,未 だ確定的な結果 は報告 されていない状 態で

ある.

そ こで,麻 疹ウイル ス感染細胞 に形成 される細胞

質内及び核 内封入体の性状 を追求す る目的で各種 の

核酸染 色法 による定性実験 を行なつたので得 られ た

結果 について報告す る.

第1章　 実験材料及び方法

1)ウ イルス:犬 腎細胞に10代 以上継代 中のEd

monston株(以 下Edmと 略記)を 使用 した.そ の

他,対 照 と して アデ ノウイルス12型(以 下Adeno
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12と 略記)及 び コクサ ッキーB5型 ウイル ス(以

下Gox. B5と 略記)を 使用 した.

2)培 養細胞: MDCK細 胞(犬 腎細胞), PS細 胞

(豚腎細胞), HeLa-S3細 胞及び 当教室 で 分離継代

している犬 腎細胞(以 下CSと 略記)を 使用 した.

 3)細 胞培 養液: Earleの 塩類溶液に0.5%ラ ク ト

アル ブ ミン水解 物及び0.1%イ ー ス ト抽出物 を加 え

た溶液(以 下YLEと 略記)に20%仔 牛血清を加

えた ものを増殖用 と し, 5%仔 牛血 清加YLE溶 液

を維持用 として用 いた.

4)細 胞培養及 びウイルス接種: 0.02%EDTA及

び0.25%ト リプ シンによ り分 散 した細胞を増殖用培

養液 に105 cell/ccに な るように浮游 し,こ の1cc

を試験管 内に入 れ37℃ で静置培養 した.こ の細胞

が試験管 内に予め挿入 してあつたカバ ース リップ上

に単層になつた時,即 ち,細 胞 が1.5～2.0×105

 cell/ccに増加 した時,培 養液をすて燐酸緩衝 液(以

下PBSと 略記)に て3回 洗 つ た後,維 持 培 養 液

1ccを 加 え同時に103 TCID50の ウイルス液を0.1

cc接 種 し,以 後3な い し4日 目毎に維 持培養液を交

換 しなが ら培養を続 けた.

5)染 色方法:試 験管 内 カバ ース リップ を 適宜 と

り出 し下記 の染色を行 なつ た.ヘ マ トキ シ リン ・エ

オジン染色(以 下HE染 色 と略記),ギ ー ムザ染色

(以下Gi染 色 と 略 記),フ ィル ゲ ン反 応(以 下

F反 応 と略記),メ チルグ リーン ・ピロニン染色(以

下MgP染 色 と略記)及 びアク リジン ・オ レンジ 染

色(以 下AO染 色 と略記)を 行ない,更 に,リ ボヌ

クレアーゼ(以 下RN aseと 略記)に よ る 消化試

験 を も行 なつた.

HE染 色及 びGi染 色は常法に 従つて行 つた.

F反 応 は,試 料を95%ア ル コール と飽 和昇汞 水 と

を等量加 えた溶 液で24時 間 固定 し,水 洗後冷1N・H-

Clに1分 間浸 し,次 い で56℃ に 温 め た1N・HCl

中で10分 ない し15分 間加水分解 し,再 度 冷1N・HCl

に1分 間浸 して加 水分解を停止 させた後, Schiff氏

染 色液(Stowell22)に 従 い 調製)中 にて2時 間染色

後,亜 硫酸水にて脱 色 して メチル グ リー ンによ り共

染 色を行 つた.

MgP染 色は,試 料をCarnoy液 で 固定 し水洗後,

酢 酸緩 衝液に よりpH4.7に 調整 したMgP染 色液

(メチル グ リー ン及び ピロニ ンは 柴 谷23) 24)に よ り

精 製後調製)に て5分 間染色 しブ タノールで脱色 し

た.

AO染 色は,試 料 をCarnoy液 で5分 ない し10分

間固定 して, McIlvaineのpH4.0の 緩衝液 に1分

間浸 した後,上 記緩衝液に0.01%の 割 に とか した

AO染 色液で3分 ない し7分 間染色 し,最 後に 上記

緩衝液 で3回 洗つた後観察 した.尚, AO染 色 の場

合,顕 微鏡 は,光 源 と してTiyoda-Permaray (Lamp

 model AHL-250)を 使用 し, blue violetで 励 起 し

Y1の フィル ターを用 いて紫外線部 を 遮断 し観察 し

た.

RNaeeに よる消化 試 験 に は, RNaseはWorth

ington製 を 用 い,こ のRNaseをMcllvaine緩 衝

液(pH4.0)及 び蒸溜水 に0.01%の 割 にとか して

使用 した.即 ち, Carnoy液 によ り固 定 したカバ ー

ス リップを上記RNase溶 液に浸 し37℃ に1時 間

作用 させ た後, AO染 色 及びMgP染 色を行 ない観

察 した.

尚,対 照 としては, HE染 色, MgP染 色, Gi染

色及びAO染 色の場 合には ウイルス 無接種 の細胞

を, F反 応の場合には塩 酸加 水分解 を行 なわないウ

イルス接種 細 胞を, RNase処 理 の場合 に はRNase

を含 まない蒸溜水中に37℃ で1時 間処理 した もの

を染色 し観察 した.更 に, F反 応, MgP染 色 及 び

AO染 色標本には,そ れぞれHE染 色で後染色 して

封 入体 である ことを確認 した.

第2章　 実 験 結 果

麻疹 ウイル ス感染細胞 に み られ る細胞変性効果

(以下CPEと 略記)は, EndereとPeebles1)の 報

告以来,多 数 の報告が あ り(Black25), blilovanovic

26), Toyoshima27), Oddo28)及 びKohn29)ら),こ の

実験において もこれ らの報告 と同様のCPE,即 ち,

線維芽細胞様変化,多 核巨大細胞形成,細 胞質内封

入体及 び核内封入体形成 などが観察 された.以 下,

各染色法 により得た結 果を詳述す る.

1) HE染 色: CS-Edmの 系においては,ご く早い

ものではウイル ス接種後2日 目頃よ りハ ローを持 つ

たエオジン好性の細胞質内封入体 が散見 された.し

か し,通 常細胞質内封入体が観察 されるようになつ

たのはウイル ス接種後3な い し4日 目頃からであ り,

多核 巨大細胞及 び個 々の細胞 にいずれ もハ ローを も

つた小 さい円形のエ オジン好性の封入体 と して出現

し,感 染 の進行 とともに細胞質内封入体 自身 もその

数 及び大 きさを増 してゆ き,極 期の10日 目頃には細

胞質 の半分を 占めるような巨大な封入体 も観察 され

た.

多核巨大細胞 は,ウ イル ス接種 後2な い し3日 目
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頃よ り4な い し5核 の ものが形 成 され始め,核 の数

は4な い し5個 の ものから40な い し50個 に及ぶ もの

まであ り,核 は細胞周辺部 に偏 在す るものから巨大

細胞全体 に均等 に分布す る ものまで多彩な様相を呈

した.典 型的な多核巨大細胞 は,エ オジン好性 にな

つた細胞 中心部 を囲むように して10な い し20個の核

が存在 し,細 胞質 内封入体が その外周部を 占めるよ

うな ものであつ た.ウ イルス未接種 の対照細胞にお

いて も時に4な い し5個 の核 をもつ た多核 巨大細胞

が認め られることがあつたけれど も,細 胞質 内封入

体,核 内封入体及 び線維 芽細胞 様変 化は認 められな

かつた.

核内封入体 は,ウ イルス接種 後5な い し7日 目頃

より観察 されるようにな つた.円 形ない し楕円形 の

ハ ローを持 つた小 さい核 内封入体 は,感 染の進行 と

ともにその大 き さ及 び数 をま してゆ き核小体を除い

た核全体 を占めるようなもの も少数なが ら観察 され

た.

線維芽細胞様変 化の形成 は,ウ イル ス接種後1な

い し2日 目頃よ り観察 されるようにな り感染が進 む

に従い著 明になつて行 なつた.こ れ らの感染細胞 は,

 10ない し25日 の間で封入体 を もつ た細胞は封入体 を

もつたまま次第 に円形化 し,多 核 巨大細胞 も又次 第

に円形化,縮 小 化 しカバ ース リップ より脱落 して行

つた.

MDCK-, PS-及 びHeLa-S3-Edmの 系 に お い て

は, CPEの 発現の時期が ウイル ス接 種 後5な い し

7日 と遅 れる点を除いて, CS-Edmの 系と 同 じよう

な経過をたど り管壁 よ り脱落 してゆ くのが観察 され

た.

2) Gi染 色:細 胞質 内封入体 は,ま ず非染色性部

分 として 出現 し感染の進 行 とともに次 第に赤紫色を

帯びるようにな り,完 成 された ものは赤色を呈 した.

核内封入体 は,非 染色のままでカバ ース リップよ り

脱 落 して ゆ くのが大 多数であつたが,少 数の ものは

赤紫色ない し青紫色を呈 した.細 胞質 内封入体の出

現 の様相についてはToyoshima2)の 観察 と異なるけ

れども,非 染色性 の核 内封入体を もつ点 においては

一致す る.多 核 巨大細胞 は,淡 青色ない し青紫色 の

細胞 中心部の周 囲に核が環状に配列 し,更 にその外

周部 に細胞質 内封入体が観察 された.

3) F反 応:ウ イル ス接種後3, 6, 9, 12, 15,

 18, 24及 び26日 目 の 細 胞 に ついてF反 応を行な

つた結果は,感 染後の時期に拘わ らず細胞質 内及 び

核 内封入体 は共染色に用いた メチルグ リーンの緑色

を呈 し, DNAを もつ核 の濃紫色 とよ く対比 された.

即 ち,加 水分解 を行なわない対照細胞では一様 にメ

チル グ リー ンの緑色を呈 し, F反 応が正確 に行なわ

れ たことを示 してお り細胞質内及び核内封入体 はい

ずれ もDNAを もつ ことが 否 定 さ れ た.こ の結果

は, Reissig4)及 び俵30)の 報告 と一致す る.

4) MgP染 色:ウ イルス接種 後3, 6, 9, 12,

 15, 18及 び21日 目のものを染色 し観察 した.そ の結

果は,ウ イルス接種後の経過 日数の多少にかかわ ら

ず核は メチル グ リー ン好性で緑 色を呈 し,核 小体,

両封 入体及 び細胞質は ピロニン好性で赤色を呈 し,

細胞質 内及 び核内封入体 にはRNAの 存在すること

が推定 された.

5) AO染 色:ウ イルス 接種 後2, 4, 6, 8,

 10, 12, 18, 24, 36及 び48時 間 目の ものと,そ れ以

後 は26日 目までの ものを連 日的に観察 した.

ウイル ス接種後10時 間 目までの ものには著 しい変

化 は認め られなかつた.ウ イルス接種 後12時 間 目の

感染細胞は,対 照 と比較 して細胞質 は赤味を増 し,

核小体 はその大 きさ及 び赤色の輝 きを増 し同時に核

自身 も大 き くな り黄色の螢光を強 く発す るようにな

つ た.更 に,核 の中で はクロマチンの集積 と思 われ

るDNAに 富ん だ強い黄緑色の螢光を認めた.こ の

様 に感染細胞は,DNAの 集積のあ る核 を もつ細胞,

或い は,淡 緑色 の一様な核内にあざやかな赤色の螢

光を発す る大小様 々な核小体を もつ細胞など多様な

細胞が混在 して お り,対 照細胞 にみられ る如 き変化

に乏 しい単調 な細胞 とよ く対比す ることができた.

感染細胞 の この様な多様性 については,殆 ん どの細

胞が カバ ース リップよ り脱落 して しま う25日 目頃の

ものにおいて も観察 された.又,感 染初期において

クロマチンの集塊に伴い核 内に一見核内封入体 と間

違 うような小 さい円形の非染色性部分が出現 したけ

れど も,同 様な非 染色性部分は対照の細胞 において

も観察 され,ウ イルスの増殖 とは関係 がなかつた.

ウィル ス接種後18時 間目にな ると上述 の変化は対照

に比較 して明 らかな差異 として認められ た.ウ イル

ス接種後24時 間 目には, 4な い し5核 の多核巨大細

胞が観察 され るよ うになつ たが, HE染 色の項 にお

いて述べたように4な い し5核 の細胞 は対照におい

て も認め られることが あり,必 ず しもウイル ス感染

に よるCPEと は 断定で きなかつた.し か し,多 核

巨大細胞は,細 胞 融合によつて形成 されるものであ

り,従 つで,細 胞質 の量が多いために赤色の螢光が

他の細胞に比較 して著 しかつた.ウ イル ス接種後48
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時 間 目には,ご く少数であ るけれ ども細胞 質内封入

体 を もつた細胞 も観察 され るようにな り,又,線 維

芽細胞様変化 も散見 され るようになつた.

感染細胞の あるもの においては,細 胞質が粒子状

で あり,し か も,そ の粒子が細胞質 内に局在 する も

の,或 いは,細 胞質膜上に点状に散在す るものな ど

が認め られ たけれど も,細 胞質の この様な変 化は対

照 の細胞 において も観察 され ウイル ス増殖 と関係の

な いことは明 らかで ある.又,感 染の時期を問わず

細胞質 内に帽針頭大 までの赤 い小 さい顆粒が認め ら

れ た.対 照細胞 に も同様な顆 粒は観察 され感染細胞

に特異 的な変 化 とは云 えなかつ た.な お,こ の赤 い

顆 粒は, Toyoshims2)の 報告 してい る細胞質内封入

体 と間違 がわれ易 いけれど も, HE染 色にて後染色

を行な うとヘ マ トキシ リン好性であ り好酸性 のハ ロ

ーを持つ た細胞質 内封入体 とは異な るものである.

細胞質 内封入体が観察 されは じめ るの は, HE染

色 の場合 と同様 にウイル ス接種後3な い し4日 目以

後で あ り,周 囲 を非染色性のハ ローで囲まれた小 さ

い 円形な い し楕 円形の一様な青白色ない し青緑色の

色調を もつ ような ものであつた.こ れ らの封入体 は,

細胞質 内の不定 の場所 に1な い し2個 出現 し,培 養

を続 けるに従い その大 きさ及び数を増 して行つ た.

細胞質 内封入体 は,一 部緑色を示す もの も観察 され

たけれ ど も多 くのもの は終始青緑色ない し青 白色で

あ り, RNAと 推定 されるような 赤色 ない し橙赤色

を示す ものは全 く認め られなかつた.対 照 に観察 し

たHeLa-S3-Adeno 12の 系においては, Mayor31)が

報告 してい るように核内に一過性の赤 色の螢光を認

め,以 後強 く輝や く黄緑色の螢光の集 塊が 出現 し,

 AO染 色が正確に実施 されて いることを 確認 した.

核内封入体が 出現す るのは,ウ イルス接種後5な

い し7日 目以後であ り, Gi染 色 と同 様 に小 さい円

形 ない し楕円形の非染色の部分であ ると同定 され た.

この核内封入体が出現す る場 所に関 しては一定の規

則 的な ことは認め られなかつた.末 期 には一部青 白

色 を呈 す るもの もあつたけれど も,多 くの核 内封入

体 は非染 色のままでカバ ース リップ より脱落 してい

つ た.

CPEが 著明 にな るに従い 円形化 し脱 落 してゆ く

細胞 が多 くなつ た.即 ち,核 は黄色の色調 を,そ し

て細胞質 は赤色 の螢光を強めていつた.多 核巨大細

胞で は,細 胞の中心部 は明るい黄色ない し橙 黄色 を

呈 し,そ の周辺 に核,更 に外側 に青緑色の封 入体 が

存在 した,単 独の感染細胞においては,最 外側に青

白色 の細胞質 内封入体が依然 と して認あ られ,そ の

内側 に赤 い細胞質が同心円状 に層状に位 置 し,最 内

側 に強い黄色の螢光を もつ核が存在 した.こ れ らの

細胞 は,最 後 には赤い無構造な ものの中に黄色の螢

光 が顆 粒状 になつて観 察 され,更 には青白色の細胞

破片 と して カバー ス リップよ り脱 落 して行 つた.

線維芽細胞様変化を起 した細胞において も,赤 い

螢光が局在す るような傾向は認め られなかつた.

対照 に観察 したHeLa-S3-Cox B5の 系 において は,

甲野32)及 び前 田33)ら が報告 しているような エオジ

ン好性の細胞質内封入体 と一致 するような赤色ない

し黄色の螢光は認め られなかつた.細 胞質 において

は核の一側端に細胞質 が著 しく乏 しく殆ん ど赤色の

螢光を認め得ないよ うな円形 ない し楕 円形の部分が

あつた. HE染 色 による後染 色を行なつていないの

で確認はで きなかつたけれど も,局 在場所か ら考え

て細胞質内封入体 と推定 され た.感 染 の進行過程 に

おいて細胞質に赤 い小 さい粒子が弥漫性 に,或 いは,

細胞質内に局在 して多数認め られた けれ ども,ウ イ

ルス未接種 の対照細胞においては この様な変化は認

め られず,ウ イルス増殖 と関係す るもの と考えてい

る.

6) RNaseに よる消化試験: RNase処 理 後MgP

染色を行 なつた もので は,細 胞質内及び核 内封入体

は ともに対 照と同様 にピロニ ン好性であ り,全 く相

違を認め ることがで きなかつた. RNase処 理後AO

染色を行 なつた場合細胞全体 に被染色性の低下が認

め られた.即 ち,核 小体及び細胞質 の赤色の螢光は

あ る程度低下 したけれ ども,な お,淡 い赤色 の螢光

が観察 された.一 方,核 の黄色の螢光 は,や や鈍る

程 度であつた.従 つて,細 胞質内 封 入 体 はRNase

抵 抗性であつた.核 内 封 入 体 は, RNase処 理後 も

非 染色のままであ り,又,青 緑色の色調の ものはや

は り青緑色 の螢光を発 した.

ここでRNaseの 有効 性を しらべ るために次の2

つの実験 を行なつ た. 1つ は,感 染極 期の培養細胞

を培 養液 とともに5回 凍結融解 し, 1,000rpmで10

分 間遠心沈澱を行ない細胞破片をおと し,上 清のウ

イルス浮游液1ccにMoIlvaineの 緩衝液(pH4.0)

に0.01%の 濃度に溶か したRNaee溶 液1ccを 加え

37℃ で1時 間作用 させた.こ の混合液0.1ccを 単

層培養 した細胞に常法に従い接種 した.他 の1つ の

実験 は,常 法に従 い103TCID50の ウイル ス液0.1cc

を接種 した後, 1時 間 目に培養 液をすてPBSに て

3回 洗い未 吸着 ウイルスを除 き,次 いで ウイルス吸
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着細胞に上記RNase溶 液1ccを 加え37℃ で1時

間作用 させた後,再 度PBSに て このRNaseを 洗

い落 し常法に従 い1ccの 維持培養液を 加 え 培養を

続行 した.そ の結果は,麻 疹 ウイル ス感染細胞 に形

成 され るCPEと 全 く同 じCPEが 観察 され ウイル

スの増殖があつた もの と推定 された.従 つて,封 入

体が真にRNase抵 抗性 であ るのか,或 いは, RNase

が失効 してい るのか,こ の点 については後で検 討 し

たい.

第3章　 総括並 びに考按

表Iに み られ るように実験結果 は,染 色法によ り

異な り封入体 の性状 はDNAで あ るのか,或 いは,

 RNAで あ るのか 速断 できない.従 つて,ま ず各染

色法 について検討 したい.

1) F反 応:染 色理論は不問に して も,塩 酸 によ

る適当な時間内での加 水分解 後染 色を行なつ た結果

得 られ るDNAに 対す る特異的な染 色性 はきわめて

高い ものであ り, DNAの 決定 に対 して 有力な 組織

化学的な手段 である(Lison34), Pearse35),柴 谷36)).

2) MgP染 色: DNAに 対 する特異性 はF反 応に

劣 るけれども, RNaseを 併用 することによりRNase

に対 する選 択的染色性 は高上す る(Lison34)) . Kur

nick37)及 びPollister38)ら は, RNase処 理後 も低 重

合DNAは ピロニン好性であ ると報告 している.し

か し,細 胞質内及び核 内封入体 は, RNase処 理のい

かんを問わず ピロニ ン好 性 を 示 す こと,し か も,

 DNAに 対 してはよ り特異性の高いF反 応が陰性で

あることよ りDNAは 存在 しないと考 えられ る.

3) AO染 色: Armstrong39)が, DNA及 びRNA

の染別にAO染 色を使用 して以来,核 酸に対 する組

織 化学 的な有力な手段 として使用 され るようになつ

た.即 ち,適 当なpH及 び染 色液濃度であれば,肥

胖細胞の顆粒並びに軟骨基質の赤色螢光及 び血管壁

弾性板の黄色螢光な ど少数 の 例外 を 除 い て, RNA

は赤色ない し橙赤色の 螢光 として, DNAは 黄色な

い し黄緑色の螢光 として観 察 され る. Schummelfe

der40)は,酸 性粘液多糖質が この偽陽性の結 果の原

因で あると述べ,従 つて, DNase及 びRNaseを 作

用 させ ることによつて核酸 の存否を判定できると述

べてい る.

一方, AO染 色の染色理論については
, Schumme

lfeder40)は高重合DNAは 核 を赤色 に染めないけれ

ど も酸 加 水分 解によつて生 じる低重合DNAは 核

を赤色 に染め ると述べ,核 酸分子の重合度及 び染色

液濃度がDNA及 びRNAの 染別に 重要 な 働 きを

していると報告 している.又, Mayor41)は, 1本 鎖

DNAを もつ φ×174バ クテ リオフ ァージは, AO染

色によ り赤色の螢光を発 し,し か もDNaseに 対 し

て感受性で あると述べてい る.同 じ くMayor42)は,

ポ リオ ウイルス及び タバ コモザ イクウイルスについ

て行 つたAO染 色 の結 果, DNAが 黄 色 にRNA

が赤 色に染別 され る原 因は核酸分子の立体構造及び

染色液の濃度が帰因 してい ると結論 している.

Gomatos43)44)は, Reoウ イルス3型 に感染 した Ｌ

細胞 に形成 され る細胞質内封入体 は,淡 緑色 を呈 し

あたか もDNAが 存在す るかのように観察 される.

更 に,こ の緑色の封入体 はRNaseに 対 して抵抗性

であ りウイル スの増殖 の場 と一致す ると述べてい る.

そ して, Reoウ イル ス3型 の核酸 組成 を しらべた

結果, 2本 鎖構造を もつRNAで あることを明に し

た.他 方, Rhim45)は, Reoウ イルスI型 感染細胞

表1　 各種核酸染色法に よる麻 疹ウイルス封入体の性状
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に形成 される細胞質 内封入体 は初期 には緑色を示す

けれ ど も感染 の進行 とと もに次第 に赤色調を増 して

ゆ き,未 期には赤 色の螢光 のみ観察 されると述べて

い る.そ して,こ の初 期の 緑色の封入体 は, Pepsin

に対 しては感受性 で あ るけれ ども, RNase及 びD

Naseに 対 しては抵抗性であ ると述べている.

更 に, AO染 色の 鋭敏度について しらべてみると,

 Andersom46)は, 1個 のT2フ ァージの もつ2×10-10

μgのDNAは 針の先 くらいの大 きさに 認 め られ る

と述べ, Mayor41)は,ア ク リジン ・オ レンジが核酸

に結 合するのは主 として核酸 の燐酸基 であ り,こ れ

に弱いVan der Waal力 が 加 わ つているのであろ

うと述べ,ポ リオウイル スの10個 が集塊をな して い

るか,又 は, 3×10-11μgのRNAが 存 在 す る場

合 には赤色の螢光 として観察可能であ ると述 べて い

る.

4) RNaseに よる消化試験:細 胞質内封入体及 び

核 内封入体 は ともにRNaseに 対 して抵抗性 であつ

た.こ の結果及び細胞質 内封入体が青緑色であるこ

とは,細 胞質内封入体にDNAが 存在す ることが第

1に 考え られ る.し か し,唐 木12)は,細 胞質 内封入

体 はDNaseに 対 して抵抗性 であると述 べている.

又,前 述 したよ うにRNase処 理後 のAO染 色にお

いて細胞質及び核小体の赤色の螢光 の低下 は観察 さ

れたけれ ども,吸 着 ウイルスにRNaseを 作用 させ

た場合に も対照の ウイル ス接種の細胞 と同 じように

CPEが 起 ることよ りRNaseの 有効 性 も疑がわれた.

しか し,Gomatos43)の 前述の報告, Kudo47)の 報告

(Reoウ イル ス3型 感染L細 胞 に形成 され るウイル

ス 特 異 的 なRNAは2種 類 あ り, 1つ はRNase

抵抗性でReoウ イルスと同 じ沈 降定数 を持 つ こと

及びMg++存 在下での溶解性 により再 生 ウイルス

RNAで あろう.他 の1つ はRNase感 受 性 であ り

1本 鎖RNAで あろうと述べて いる),及 びPons48)

の報告(ポ リオウイル スの感染性RNAは2本 鎖構

造を もち相対的 にRNase抵 抗性 であ ると述べてい

る)な どよりRNase抵 抗性のRNAが 存在する こ

とは証明 されてい る.

この実験 にお けるAO染 色 の 結 果 は,細 胞質 内

封入体は青緑色ない し青 白色を示 し,核 内封入体 は

非 染色の ものが大部分で あつた.そ して,細 胞質 内

封入 体については3つ の ことが考え られよう. ① D

NAが 存在 する. ② 2本 鎖構造 を もつRNAが 存在

す る. ③酸性粘液多糖質 その他の ものが存在する と

い うことで ある.

① については, AO染 色の結果 からの推定 であ る.

しか し, F反 応 が陰性 であ ることよ りまず否定 され

よう.

② については, MgP染 色の結 果 より推定 され る.

 Takahashi19)は, H3-uridine及 びH3-thymidineを

使つ たAR法 の結果銀顆粒は主 として核 内 に認 め

られ細胞質内封入体の中には殆 んど認 め られなかつ

た.従 つて,細 胞質内封入体 はDNA及 びRNA合

成 の場ではないのであろ うと判 断 して いる. Levy49)

は, Hela細 胞を用いたポ リオ ウイルス の増殖実験

において感染後の細胞をAR法 及びFA法 により

追求 した.そ の結果,ウ イルス接種 後1時 間 目より

核小体 にH3-uridine及 びH3-cytidineの 取 込 みが

観察 され約3時 間続 いた.そ して,ウ イル ス接種後

1.5時 間 目頃よ り細胞全体 の 蛋白合成 が増加 して来

た. FA法 は,ウ イルス接種後3時 間 目頃よ り核内

に特異螢光を認め るようにな り, 4時 間 目丁度再生

ウイル スが 出現す る頃よ り細胞質 内に特異螢光を認

めた.従 つて,ウ イルスRNAが 核小体 に入 りリボ

ゾームの産生を促 し,一 部 リボゾームは細胞質内に

入 りウイル ス蛋白を作 り,又,一 部 の リボゾー ムは

核 の中で ウイルス蛋白を作るのであろうと述べてい

る.又, Goodheart50)は, Cytomegaloウ イル ズの増

殖実験 にAR法 を用いた.そ の結果 は, H3-thymi

dineは まず核 内に取込まれ るが,そ の場所 は核内封

入体 と一致す る.そ して,新 しく合成 されたDNA

は細胞質内に移動 し細胞質 内封入体 と一致 して観察

されると述べてい る.従 つて,麻 疹 ウイル スの場合

には,核 小体におけ る核酸代謝 が高 まつてい ると考

え られ るか ら,こ こでtemplateで あるRNAを 合

成 し,そ れが細胞質の任 意の場 所 に情 報 を 伝えて

RNA及 びウイル ス蛋 白 の 合 成 を 促 し,合 成 され

たRNAが 封入体の中に観察 されるという推論は許

されるで あろう.

③ は, AO染 色 の結果を 偽 陽性 と解釈 し, RNese

抵抗性 に主眼を おいた解釈であ る. DNAウ イルス

ではあるけれ ども同 じよう に エンベロ ップ を 持 つ

Cytomegaloウ イルスがつ くる細胞質 内封 入体 の中

には, DNA,ウ イル ス蛋 白,脂 質 及び粘 液 多 糖質

な どが含まれてい るとMcAllister51)は 報告 してい

る.酸 性粘液 多 糖 質 を 証 明 す るAlcianblue染 色

(Pearse35)に よる)を 行なつていないのでこの点に

ついては断定で きない. RNaseの 効 果 は判定 が難

しいので今後過塩素酸な どに より核酸除去を行なつ

て判定 したい.そ の外,塩 基性蛋白の存在 も尚否定
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できない.

MgP染 色において ピロニン好性 を 示 した 核 内封

入体 はAO染 色においては大部 分が非染色性で あつ

た. Toyoshima2)は,淡 緑色 に染 まる核 内封入体の

存在を報告 してい るけれど も,こ の実験 において も

明らか に青緑色を示す少 数の核 内封入体以外 に淡黄

色ない し淡黄緑色の螢光を核内封入 体に一致 して認

めた.こ れ は核の黄緑色の螢 光の 反 映 で あ り, AO

染色が極 めて鋭敏な ものであ る点 か ら考えて も核 内

封入体 の中には核酸 は存在 しない と考え る.し か し,

 Tawara15) 17)は, EM法 によ り核内封入体 と一致 し

て細胞質 内封入体の中 に観察 され る糸状構造物 と全

く同 じ構造物を認め ると報告 してい る.従 つて,単

に核内封入体 の中に核酸が存在 しない と考えていい

のか,こ の点 について は明 らかでない.同 様 な こと

は酸性粘 液多糖質 につ いて も云え よう.

最後に麻疹 ウイル ス感染細胞 における核酸代謝に

ついて検 討 したい. Palacios13)は, HeLa細 胞 を用

いた実験 においてウイルス接種後2時 間 目の感染 細

胞の細 胞質 では橙赤色 の色調が消失 し, 6時 間 目に

は回復 した と述べてい る.こ の 実 験 に お いては,

 CS-, MDCK-, PS-及 びHeLa-S3-Edmの い ず れの

系において も何 ら変 化を認め ることはで きなかつた.

この結果は,用 いた細 胞の細胞質 の量 によ り細胞質

の変化の観察に難易がある ことを考 え合せればにわ

かには判断が下せない.ウ イルス接種後12時 間 目以

後には核,核 小体及び細胞質 において著 しい螢光の

増 強が認あ られ, Toyoshima2)及 びPalacios13)の 報

告 と一致す る.し か し, CoxB5ウ イルス感染HeLa-

S3細 胞にみ られるような 細胞質 の 特異的な 粒子状

の変化 は認め ることができなかつ た.

以上,主 として麻疹 ウイル スに感染 した細胞に形

成 され る封入体について種 々検討を加えたわけであ

るが,更 に,一 部は ウイル ス素材の1つ であ る核酸

代謝 について論 じた.し か し,こ の種の ウイルスに

関する限 り他 の一般 ウイル スとは大いに異な り,そ

の形成過程及び組成 は複雑で あつて,解 決のために

は将来更 に多 くの時間 を要す るもの と思われる.

第4章　 結 語

1)麻 疹 ウイル ス(Edmonston株)感 染細 胞 に形

成 され る細胞変性 は,従 来の多 くの報告 と一 致 して

多核 巨大細胞,細 胞質 内封入体,核 内封入体及び線

維芽細胞様変化であつ た.

2)感 染細胞に形成 され る細胞質 内封 入 体 は, F

反応陰性, MgP染 色 で ピロニン好 性, AO染 色に

より青緑色ない し青 白色の螢 光を もち, RNaseの 抵

抗性であつた.酸 性粘液多糖質などの存在 も否定で

きないけれど も, MgP染 色の 結 果 よ りRNAの 存

在が考え られた.

3)感 染細胞の細胞質内にはAO染 色 により帽針

頭大 までの赤い顆粒が 出現 したが, HE染 色 によ り

後染色 した場合 この顆 粒はヘマ トキシ リン好性であ

り封入体 とは考 えられなかつた.

4)核 内封入体 は, F反 応 陰性, MgP染 色 におい

て ピロニ ン好性 を示 したけれ ども, AO染 色におい

て は大部分の ものが非染色性であ り核酸の存在が疑

がわれた.

5) AO染 色 において感染細胞は,核 小 体 が 大き

くなり赤色の輝 きを増 し,細 胞質 も赤 色の螢光を強

めた.又,強 い黄色の螢光を発す る大 きい核の存在

とも考 え合せ ると明 らか に核酸代謝が高まつてい る

ことが分つた.し か し,ウ イル ス粒子 の集合 と判断

できるような変 化は認 められなかつた.

6)細 胞質内封入 体及 び 核内封入体 が,ウ イルス

増殖 の場であ るか否かは決定す ることはできなかつ

たが,ウ イル ス素材の形成 と関係す ることは想像で

きた.

本論文の要 旨は,第17回 及び第18回 日本細菌学会

中国四 国支部総会において発表 した.

稿 を終 るにあた り,こ の実験に終 始御懇篤な る御

指導 を賜つた村上 栄教授並びに俵 寿太郎助教授

に深甚の感謝 を捧げ,本 研究 に対 し麻 疹 ウイルス

(Edmonston株)を 御分与下 さつた 伝染病 研究所松

本稔教授及び アクリジン ・オ レンジ染色につ いて御

助言いただいた信州大学 田波洋助教授に心 よ り感謝

いたします.
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写 真 説 明

図1.培 養後4日 目ウイルス未接種 の対照CS細 胞. HE染 色 ×800.

図2.ウ イルス接種後8日 目のPS細 胞.ハ ローを持つた エオジン好性 の細胞質内封入体(白 矢印)及 び核

内封入体(黒 矢印)が 認め られ る. HE染 色 ×800.

図3.ウ イルス接種後16日 目のCS細 胞.典 型的な多核 巨大細胞であ り,淡 赤色の細胞中心部 を囲んで環状

に核が配列 し,そ の外側に細胞質内封入体 が認 め られ る.又,核 も多 数 の 封 入体を もつ. HE染 色

×400.

図4.図3.の 拡大写真.細 胞質内封入体(白 矢印)及 び核 内 封 入 体(黒 矢印)が 明瞭 である. HE染 色

×800．

図5.ウ イルス接種後9日 目のCS細 胞. Gi染 色に よれば核内封 入体は非染色性 のものが多 く,線 維芽細胞

様変化 も認 められ る. Gi染 色 ×400.

図6.ウ イルス接種後21日 目HeLa-S3細 胞.細 胞質内封入体(黒 矢印)は 赤紫色であ り,核 内封入体(白 矢

印)は この場合青 紫色に染つてい る. Gi染 色 ×800.

図7.ウ イルス接 種後9日 目のCS細 胞. F反 応を行な うと核は濃紫色を呈 し,細 胞質内及び核内封入体は

共 染色に用いたメチル グリー ンの緑色 を示す.從 つて, F反 応陰性であ る. F反 応 ×800.

図8.図7の 細 胞をHE染 色に より後染色 したもの.細 胞質内封入体(図7及 び図8の 白矢印)と 同定で き

る. HE染 色 ×800.

図9.ウ イルス接種後9日 目のMDGK細 胞. F反 応を行な うと核内に緑色に染まる部分が認め られ る. F反

応 ×800.

図10.図9の 細 胞をHE染 色に より後染色 したもの.核 内の緑 色の部分(図9及 び 図10の 白矢印)は 核内

封入体 と同定できる. HE染 色 ×800.

図11.ウ イルス接種後9日 目のF反 応の対照細胞.細 胞 は 一 様 に メチルグ リーンの 緑 色 を 示す. F反 応

×800.

図12.ウ イルス接種後12日 目のCS細 胞. MgP染 色を行 なうと核は緑色を呈し,細 胞質内封入体(白 矢印),

核内封入体(黒 矢印),核 小体及び細胞質は ピロニ ンの赤色 を呈す. MgP染 色 ×800.

図13.ウ イルス接種後12日 目のCS細 胞. RNase処 理 後MgP染 色 を行 なつ た もの で,細 胞質内封入体

(白矢印)及 び核内封入体(黒 矢印)はRNase抵 抗性 である. RNase処 理後MgP染 色 ×800.

図14.図13の 細胞 をHE染 色によ り後 染色 した もの.そ れぞれエオジン好性で あり封入体 と同定で きる.

 HE染 色 ×800.

図15.培 養後3日 目の ウイルス未接種 の対照CS細 胞. AO染 色 ×600.

図16.ウ ィル ス接種後3日 目のCS細 胞.核 小体は大 きく赤色の螢光 を増す.核 も又 大 きくな り黄色の螢光

が強い. AO染 色 ×600.

図17.ウ イル ス接種後7日 目のMDCK細 胞.非 常に大きな 核が 認め られる.細 胞質内に帽針頭大 までの赤

色の顆粒(白 矢印)が 認 められ るけれ ども, HE染 色に より後染色を 行な うとヘマ トキシリン好性で

あ り封入体 とは同定で きない. AO染 色 ×800.

図18.ウ イル ス接種後10同 目のCS細 胞.多 核巨大細胞 であり,細 胞質の黄色ないし橙黄色の螢光及び核 の

黄色の螢光が著 しい.封 入体は明でない. AO染 色 ×400.
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図19.ウ イルス接種後13日 目のCS細 胞.細 胞質内封入体(白 矢印)は 青 緑色 ない し青 白色 を呈 し,核 内封

入体(黒 矢 印)は この写真で は青 白色 を示す. AO染 色 ×800.

図20.図19の 細 胞をHE染 色に より後 染色 した もので,そ れぞれ 封入体 と同定す ることがで きる. HE染 色

×800.

図21.ウ イルス接種後17日 目のMDCK細 胞. RNase処 理の対照細胞.淡 緑色の核内封入体が認め られ る.

 AO染 色 ×800.

図22.ウ イルス接 種後17日 目のMDCK細 胞. RNase処 理後Ao染 色を行つた もので細胞質 内封入体(白 矢

印)及 び核 内封入 体(黒 矢印)はRNase抵 抗性であ る. RNase処 理後AO染 色 ×800.

The cytochemical studies on the tissue culture cells infected

with measles virus and distemper virus

Part I. Study of the inclusion bodies in the tissue

culture cells of measles virus infection

By

Jun SHIBATA 

Departmet of Microbiology, Okayama University Medical School, Okayama, Japan

(Chief: Prof. S. Murakami)
(Director: Ass. Prof. J. Tawara)

Author's abstract

The tissue culture cells, dog kidney, Hela-S3 and PS cells infected with measles virus 
(Edmonston strain) were studied with the staining methods of Feulgen reaction, methylgreen 

pyronine and acridine orange, and with RNase digetion test. The results were as follows.
1) The CPE of the cultured cells inoculating measles virus was observed as many authors 

reported to be consisted of the multinucleated giants cells, cytoplasmic inclusion bodies, int
ranuclear inclusion bodies and spindel like cells,

2) The cytoplasmic inclusion bodies showed Feulgen negative, red staining with methyl

green pyronine, pale blue to pale green with acridine orange and RNase resistent. As a result 
presumably they had RNA, but did not always neglect the presence of acid mucopolysacchri
des.

3) The intranuclear inclusion bodies had no nucleic acids because no fluorescence was 
detected corresponding to most of them.

4) With acridine orange staining, the nucleoli of the infected cells became enlarged and 
showed brilliant red fluorescence, and there was an increase in the size and yellow fluorescence 
in the nuclei. Cytoplasmic red fluorescence also increased. It seemed to be an accerated meta
bolism of nucleic acids in the infected cells.

5) The small brilliant red fluorescent particles with halo in the cytoplasm were baso

phylic when restained with hematoxylin eosin. Therefore they were not identified with the 
cytoplasmic inclusion bodies.

6) It was not determined whether the cytoplasmic inclusion bodies and intranuclear 
inclusion bodies were the sites of the synthesis of viral component or not with the methods 
of nucleic acid staining. But they presumably related to the synthesis of viral components.
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