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緒 言

Gey1)が1941年 に ラッ トの培 養細胞 の 自然発癌 を

報告 して以来,こ れ迄 に培養内 自然 発癌 の報告 が次

第 に蓄積 されつつある.し か し未だ 自然発癌 の機構

につ いては何等解 明 されて おらず,又 癌細胞 の生物

学的性状の特 異性 につ いて も充分に研究 されていな

い.今 迄に培 養内自然発癌の報告 は動物 の種類別 で

はマウス,2～10)ラッ ト1,11～21)及びハ ムスター9,22,23)由

来 の細胞株に於いて報告 され た.又 細胞 の発生 由来

した組織に基づいては,間 葉系組 織由来 の もの1～5,

7～10,12,13,22,23)と上皮性の もの6,11,14～21)についてそれ ぞ

れ報告 されているが,最 近では後者 の報告例,と り

わけラ ット肝上皮細胞 での例が圧倒的に多 く報告 さ

れて いる.14～21)これ は癌の発生 機 構の解明及 び癌 細

胞 の特異性(腫 瘍 の悪性度 と分化 形質 との関連等)

につ いての研究の為 には,色 々の分化形 質を有 する

上皮性の細胞 を用いての研究が望ま し く,従 って最

近上皮性細胞 の培養 と研究が盛んにな ってお り,そ

の為の影響である と考 え られ る.

培養 ラッ ト肝 の上 皮性 細胞 の 自然 発 癌 の報告は

1968年 に佐藤等11)が報告 して以後 これまでに7例 の

報告 があった.14～20)しかしそれ らは いづれ も他の化学

発癌乃至は ウイルス性発癌実験の対照群 として継代

中に偶然に一部の ものが癌化 した もので,そ の試料

も断片的で あ り,又 一系統 の動物 で多数の細胞株 に

ついての自然 発癌 を報告 した ものは見当 らない.

我 々の研究室では1965年 以来,発 癌機構の解明の

手段 として,ラ ッ ト肝細胞 とアゾ色素 を組合せてin

 vitroで 研究す るために,ま ず ラ ッ ト肝上皮性細胞

の培養 を試みて来た.24～26)そして正常 ラッ ト肝か ら多

数の上皮性細胞株の樹 立に成功 した.11,21,24～30)

この論文は呑竜系 ラッ ト9匹 か ら肝上皮性株が11

系樹 立 され,そ れ らが長 期 間培 養 継代 中 に全 て が 自

然 発 癌 し た の で,そ れ らの 造 腫瘍 性 の獲 得 の経 過 と

染 色 体 変 化 に つ い て報 告 す る.

材 料 と方 法

1) 培 養 細 胞 株 と培 養 法

1965年 以来,約10年 間 に培 養 技 術 の 進 歩 に よ りラ

ッ ト肝 か ら上 皮性 細 胞 株 の樹 立 の方 法 に3段 階 の 進

歩 が あ り,そ れ に従 い細 胞 株 をI, II,及 びIII群 に

分 け た.即 ち それ ぞ れ に 於 い て,初 代培 養法,培 地,

 cloning歴 の 有 無 等 が 異 って い る(表1). a) I群;

初 代培 養 を 回転 培 養 法(Roller tube culture)11,36

,37)に よ り樹 立 し た もの で
, cloningを 行 って い な い

の で 細胞 は培 地(LD)及 び培 養 法 に よ って 選 択 され

た上 皮 性細 胞 の混 合 集 団 で あ っ た.こ の 群 に 属 す る

細胞 株 はRLN-8,-10,-35,-36,-38及 び

-39の6系 で あ る.11)用い た動 物 は呑 竜 系 ラ ッ トの 雄

で 生 後9～25日 目の もの が用い られ た. b) II群;こ

の 群 で は,初 代培 養 を 生後7日 目 の雄 の ラ ッ ト肝 を

用 い て,細 切 後,ト リ プ シ ン分 散 法(Trypsin

dispersed culture)に て 細胞 を分 散 し,分 散細 胞

を シ ヤ ー レ に細 胞 数 を倍 数 希釈 して,次 第 に少 数細

胞 に して 植 込 み, 5% CO2の ふ卵 器 内 で培 養 す る.

培 養14日 頃 に少 数 植 込 ん だ シ ヤ ー レ内 に 上 皮 性 コ ロ

ニ ー が主 に形 成 され る が,そ れ を ト リプ シ ンー ろ紙

法 で コロ ニ ア ル ・ク ロ ー ン(Colonial clone)と して

分 離 し,そ の後mass-cultureで 継 代 培 養 を行 った.

培 地 はEag1e's MEMに20% BSを 添 加 した もの を

用 い た.こ の群 に属 す る もの はRLN-B2とRLN-

J13の2系 が あ る.21) c) III群に属 す る もの はPC-2,

-9及 び-10の3系 で
,こ れ らはI群 に属 す るRLN-

E7と い う細 胞株 の543日 目の もの をsingle cell

 c1oningし て,そ れ ぞれ を分 離 し た もの で あ る.30)
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Table 1. CULTURE CONDITIONS OF EPITHELIAL CELL LINES FROM RAT LIVER CELLS

LD=O.4 % lactalbumin hydrolysate and buffer saline (mixture D ), BS=bovine serum, 

MEM=Eagle's minimum essential medium, *=the duration in which the inoculated 

animals were observed after backtransplantation until tumor formation.

I, II及 びIII群 の細 胞 は共 に培 養 瓶(Test-tube

乃 至 はTD-40)にconfluentに な っ た際, 0.1%ト

リプ シ ンで細 胞 を剥 が して,継 代培 養 し,培 養 初 期

に は1:2のsplit ratioで,又 培 養 後 期 で 増 殖 が

旺盛 とな っ た もの で は1:10程 度 のsp1it ratioで

継代 し,培 養 期 間 中,特 別 の処 理 を施 さな いで 継 代

培 養 した.

2) 細 胞 の動 物 復 元 接種

a) I群 の細 胞 株;培 養850日 以後 の細 胞 を10～

500×104個 を同 系 の 生 後24時 間 以 内 の新 生 児 ラ ッ ト

の皮 下,腹 腔,及 び脳 内 に移 植 した(表2). b) II

群 の細 胞 株; RLN-B2で は培 養641日 目か ら895日

の間 に7回 に わ た り500～1400×104個 の細 胞 を腹 腔

のみ に接 種 した.又RLN-J13で は培 養446日 か ら662

日の間 に5回 にわ た り600～1400×104個 の 細 胞 を腹

腔 のみ に接 種 した. c) III群 の 細 胞 株; PC-2で は 培

養591～1069日 の 間, 6回 に わ た り360-1000×10

4個 の 細 胞 を 腹 腔 及 び皮 下 に 接 種, PC-9で は培 養

684～753日 の間, 4回 に わ た り, 440～1000×104個 の

細 胞 を腹腔 の み に接 種 きれ た. PC-10で は 培 養684

～821日 の 間 , 3回 にわ た り, 600～1200×104個 の

細胞 を復 元接 種 され た(表3).尚 移 植 され た動 物

はI及 びII群 では 自然 死 す るま で,又IIl群 で は約 半

年 間観 察 され た.

3) 染 色 体 分 析

各 細 胞 株 の 細 胞 は ほ 〓動物 復 元 を行 った 時期 の も

の を選 ん で染 色 体 分 析 を 行 った, I群 の 細胞 株 の染

色体 分 析 は1967年 頃 で は押 しつ ぶ し法 に よ り標 本 を

作 製 し,オ ルセ イ ンで 染 色 した が,今 回 はdry-ice

箱(-79℃)に 凍結保存 していた当時 の細胞 を融解

し,再 び培養 した細胞 を用いて,最 近 の染色体技術

に よ り標本 を作 り,染色体分析 を行 った.即 ち各株共

に培養 日令が増 加 してい るので,増 殖 が非常 に良 く,

 colchicine等 の分裂静止の薬剤の前処理 を行わない

で も充分な分裂中期像が得 られた.標 本 は空気乾燥

法(Air-drying法)38)で 作製 しそれを3%ギ ムザ緩

衝液 で1時 間染色 し,水 洗乾燥 後,各 サ ンプル当 り

50ケ づつ良好な分裂像 を選んで写真撮 影を行 い,出

来上 ったフ ィルムをガス トロビユー ア装置(保 健資

材販売K. K.製)を 通 して数 の分析 を行 った.39)

結 果

1. 培養細胞の動物 復元接種の結 果

1) I群 の細胞株

6系 の細胞株 につ いて,そ れ ぞれ動物復 元時の細

胞 の培養条件,腫 瘍形成 までの潜伏期間(動 物 の生

存 日数),移 植成績,及 び腫瘍 の組織像 は表2及 び4,

と図1に 示 した.表2は 実際の データを,表4は そ

れ らか ら各細胞株毎 に総括 した もので ある. I群 で

は培養細胞 がいつ 頃か ら造腫瘍性 を獲得す るのか予

測 が出来 なかったために,培 養1000日 頃か ら復元移

植 を始 めた ものが多 く, RLN-39の み培養850日 か

ら復元 を開始 している.こ の群 の腫瘍 の組織像は癌

腫 の他 に肉腫様 の腫瘍 も生 じた. 1968年 に佐藤等11)

が初 めて報告 した時点 ではRLN-36及 び-38の2系

は未だ造腫瘍性 は陰性 であったが,今 回の報告 では

それ らを含 くめてI群 の全 ての細胞株 が陽性 となっ

た. RLN-8とRLN-39で は少 い細胞数 で,よ り短 い
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Table 2. RESULTS OF BACKTRANSPLANTATION OF I-GROUP OF CULTURED RAT LIVER CELL 

LINES INTO SYGENEIC NEWBORN RATS

*=escaped record

**=this means the periods from inoculation of cultured cells to tumor death

 (the animals were autopsied after sacrifice in a moribund state or when

 found dead with tumors)
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生存 日数 とよ り高 いtake率 を示 してお り, I群 の

中では高い悪性度 を示 してい る(表4),一 方RLN-

10とRLN-36はtake率,生 存 日数 か ら見て悪性度

が弱 い と考 えられ る.

Table 3. RESULTS OF BACKTRANSPLANTATION OF II-AND III-GROUP OF CULTURED RAT 

LIVER CELL LINES INTO SYNGENEIC NEWBORN RATS

*=this means the periods from inoculation of cultured cells to tumor death

(the animals were autopsied after sacrifice in a moribund state or when

 found with tumors)

2) II群 の細胞株

I群 に較 らべ て,動 物復元の開始はず っと早 く,

 RLN-B2で は641日 よ り,又RLN-J13で は446日

か らで あ る.又 更 に移 植 細 胞 数 はI群 の平 均 で200

×104ケ に比 し, 900×104で 多 い.平 均 生 存 日数 は

RLN-B2で380日, RLN-J13で は250日 で あ っ た.

腫 瘍 の 組 織 像 は 両 株 と も肝 細 胞 癌 の組 織 像 を示 した.

又take率 は 共 に約50%で あ っ た.
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Fig. 1. RESULTS OF BACKTRANSPLANTATION OF THE LONG-TERM CULTURED CELLS 
INTO SYNGENEIC RATS

Total culture days

Table 4.

 SUMMARIZED RESULTS OF BACKTRANSPLANTATION OF THE LONG-TERM 

CULTURED CELLS INTO SYNGENEIC RATS

C=Carcinoma, C-S=Carcinosarcoma, S=Sarcoma

*=this means the periods from inoculation of cultured cells to tumor death (the

 animals were autopsied after sacrifice in a moribund state or when found dead 

with tumors)
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3) III群の細胞株

復元移植はPC-2で591日 か ら, PC-9及 びPC-

10で は共に684日 か ら動物復元 を開始 している(表3).

腫瘍 の組織像はII群 と同様 にいづれ も癌腫のみ を形

成 して いる.こ の群の細胞 はいつれ もII群の略同 じ

培養 日令の細胞に比較 して,移 植細胞数が少ないに

もかかわ らず,生 存 日数は短 く, 200日 以内で あるが

take率 はI及 びII群 の平均 と略同 じであった.

2. 染色体分析

各群に於 いて,細 胞が造腫瘍性 を獲得 したと思わ

れ る時期 の染色体分布は図2及 び3に 示 した.と り

わけI群 の細胞株 については今回当時 の細胞 を凍結

保存 していた もの を,融 解 して再検査 したところ,

前回の結果11)をほ 〓再確認 しえた.又 各群 の培養条

件 の差は染色体 の数 の変 化には無関係 の ようだった

.即 ち全体 を数 の分布 のモー ドが二倍体域の もの と,

三倍 体乃至 四倍体域 にあ る ものの2種 類に大別す る

と,前 者 にはRLN-8,-36,-39,-J13, PC-9及 び

PC-10の6系 が,後 者 には残 りの5系 がそれぞれ属

していた.各 系 の詳細 な核型分析の結 果は一部の も

のは既に報 告 したが21)全体については別報 にゆづる.

Fig. 2. DISTRIBUTION OF CHROMOSOME NUMBER IN I-GROUP OF RAT 

LIVER CELL LINS

Chromosome numbers

考 察

この論 文は我 々の研究室 に於 ける過去10ケ 年間の

呑竜系 ラッ ト肝 由来 の上皮性細胞のin vitro自 然

発癌 のデー タをま とめ検討 し実験 を行 った ものであ

る. 1968年 に佐藤等11)が培養 ラ ッ ト肝の上皮性細胞

の 自然発癌 について報告 して以後, 7例 の同様 の報
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告 があつたが,14-20)それ らはいづれ も他 の化学発癌乃

至 はウイルス性発癌実験 の対照 群 として,継 代中に

偶発 し,報 告 された ものが多 く,自 然発癌 について

最初か ら実験的に計画 された ものでな く,報 告 され

た試料 も断片的な ものが多 い.今 回の報告 の如 く一

系統 く呑竜系)の ラッ ト由来 の多数の培養肝細胞株

(11系)の うち,全 例 に自然発癌 した例 は他 に見 当

らない.

繊維芽細胞 に関 してはEvansやSanfordら がマ

ウス及 びラッ トの胎児細胞 を用いて,培 養内 自然発

癌 について計画 し,数 多 くの研究成果 を報告 してい

る.即 ち培地 に添加す る血清の動物 の種 により自然

発生 率や潜 伏期 間 に差のあ ること,40～45)又in vitro

に於けるneoplastic transformationのcriteriaに

ついて も独 自の提案をしてい る.45～49)又更に最近では

自然 発 癌 につ いてmass-cultureで の 解 析 か ら,

 single cell cloneを 用 い ての 解 析 へ と進 み, mass

cultureで の結 論 を ほ 〓同様 にclone levelで も確

認 して い る.50)

Fig. 3. DISTRIBUTION OF CHROMOSOME NUMBER IN II-AND III-GROUP OF RAT 
LIVER CELL LINES

Chromosome numbers

今回 この論文 で11系 の細胞株 を初代培養法,培 地

細胞のcloning歴 の有無 によ り3群 に分類 したが,

いづれの群の細胞株 も増殖 して くる上皮性 の細胞 は

略形態的には同一の もので,小 型 で多角形 を して,

敷石状で シー ト様に増 殖す る.こ の細胞 は機能 的に

も形態的 に も成熟肝細胞 と異った もので,末 熟 で未

分 化な幹細胞(stem cell)と い うべ きもので,成

熟型 の分化機能は欠 けている.31,33,34,51,52)又これ らの細

胞 は継代培養 を続 けて いる内に形態 的に も又染色体

上 か らも正常 な ものか ら次第に異常な ものへ偏筒す

る.こ の変化 は段階的でかつ連続的であ ることは染
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色 体の詳細な研究で確 かめ られて お り,18,21)最終 的に

は造腫瘍性 を も獲得す るよ うになる.今 回の染色体

の結果か らも,染 色体が正常 か ら偏倚 してか ら可成

の ちに造腫瘍性が確め られてお り,い くら培養 日令

が600日 を越 えていて も,染 色体 が正二倍体制乃至

は偽二倍体性の細胞の如 く正常か らわずか に偏倚 し

た ものでは未 だ造腫瘍性は確め られていな い.

移植細胞数及 び細胞の培養 日令 と腫瘍が形成 され

るまでの潜伏期間の関係は表5と6に 示 した如 く,

移植細胞 数が多 くなれ ばな る程 又培養 日令が長 くな

る程,潜 伏期 間は短縮 した.こ れは培養 日令が長 く

な る程,変 異細 胞 が多 くな りかつ その造腫 瘍 性の

potencialも 高 かま り,そ して よ り多 く移 植す る程,

それ らは動物体 内でよ り早 く増殖 し,腫 瘍化す るも

の と考 えられ る.

Table 5.

 RELATION BETWEEN CULTURE AGE AND LATENT PERIOD TO

 TUMOR FORMATION

*=intraperitoneal implantation

**=this means the periods from inoculation of cultured cells to tumor death (the

 animals were autopsied after sacrifice in a moribund state or when found dead

 with tumors)

Tadle 6.

 RELATION BETWEEN INOCULUM SIZE AND LATEN PERIOD TO

 TUMOR FORMATION

*=intraperitoneal implantation**

=this means the periods from inoculation of cultured cells to tumor death (the

 animals were autopsied after sacrifice in a moribund state or when found dead

 with tumors)

I群 の細胞株 によ り生 じた腫瘍の組織像には癌腫

の他 に癌 肉腫及 び肉腫様腫瘍 も生 じた.こ れは この

群の細胞 が最初 か ら間葉組織 由来の細胞 も含 くまれ

てお り,そ れが悪性転換 して肉腫 を作成 したのか,

上皮性 細胞 が肉腫様構造 を示 して いるのか定かでな

い点 があ る.こ の現象 の解明の ためには現在行われ

てい るsingle cell cloningさ れ た正二倍体性の細
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胞株 の自然発癌に よって明 らかにな るであろ う.

11系 の うちI群 ではRLN-8とRLN-39が, II群

ではRLN-J13が 高い悪性 度 を示 した.特 にRLN-

J13で は他の株 に比 し染色体上では数 のモー ドが早

くか ら低二倍体域へ偏倚 してお り,増 殖 も旺盛 とな

った.形 態的に も,染 色体変化 と一 致 して早期か ら

変化 してheterogeneousな 集団 になった.21)従って

この株では何等 かの原因で悪性転換へ の過程が,早

く始 まつたので,造 腫瘍性 も早 く獲得 され たと考 え

られ る.又III群 の3株 共にI及 びII群 の ものに比 し

take率 は変 らないが潜伏期間は短 く,悪性度が高 い

と考 えられ る.何 故単個培養 した ものが悪性度が高

まるかについては,培 養543日 目に既 にtransformed

した集団か ら単 個培 養 されたために,造 腫 瘍 性 の

potencialの 高 い細胞 のみがsingle cell cloning

によって選択 され たと考 えるのが妥 当と思 われる.

しか し又別 にsingle cellが 増殖す る過程 で異常分

裂が生 じ易 いこと も関係 しているか も知れない.

In vitroに おけ るhepatocarcinogenesisに つ い

て これまでに,ウ イルス説53,54)やnutritional stress
16)乃至 はenvironmentally stress15)等が報 告 され

てい るが,今 の処詳 しい ことは解 つていない.今 回

の我 々の細胞株 に関 して ウイルス粒子の検索 は一度

も行 っていないが,造 腫瘍性 を獲得す るためには染

色体 の変異の如 き細胞 の変異が必要のよ うに思われ

る.変 異が生ず るまでには培養内での何回かの分裂

が必要 であろ う。(ど の染色体が どの様 な変化 を う

けた後 に造腫瘍 性を獲得す るかについては,将 来の

研究 に待 たねばなるまい.)又 細胞 自体 の変異性がい

くら高度であって も,そ の細胞の抗原性 も同時 に高

い場合 は,動 物 に移 植 された際 に,動 物 体 内で

rejectさ れ造腫瘍性が確め られない場 合 も存 在す る

50)ので
,造 腫瘍性獲得 には細胞 自身 と宿主 との関係

が複雑に関係 している.

正常細胞 か ら腫瘍細胞の発生までの一連 の研究の

結果,我 々の研究室 には同一の細胞株 で培養 日令の

若い,正 二倍体性細胞か ら,染 色体が高度 に異数体

化 した培養 日令の古 い,前 癌状態の細胞 や それ らか

ら由来 した腫瘍 の再培養の細胞までの一連の細胞 を

凍結保存 しているので,今 後 それ らを用いての発癌

に到 る過程 をいろいろの指標で より詳 細に分析 す る

ことが可能 である.

又 更に上 皮性 細胞 を用いてのin vitroで の 自然

及 び化学 発癌 実 験 をより能 率化 させ る為 に はin

 vitro乃 至はin vivoで の悪性転換の簡便で,早 期

に見 出す方法 を開 発 させ,悪 性転換 のcriteriaを

確立す ることが急務であ る.55)

結 語

1) 癌研,病 理部 において過去10ケ年間に, Donryu

系 の幼若 ラッ ト肝か ら色々の培養法 によ り肝 由来の

上皮性細胞 株が11系 樹立 され た.

2) 各系の細胞 は培養法 に関係 な く,培 養初期 に

は略同一の形態 を示 した.

3) 細胞 は培養 を続 けている内 に染色体及 び形態

上の変化を生 じて異常 な ものへ偏倚 した.即 ち染色

体は異数体 性へ,又 形態 はいろい ろの形の ものが混

ったheterogeneousな 集団 となった.

4) 細胞 はおおよそ培養600日 以後に11系 全例が

培養内で 自然 に悪性転換 し,同 系の新生児 ラ ッ トに

復元接種 して腫瘍 を形成 した.動 物の平均生存 日数

は264日 であ った.

5) 造腫瘍性 が獲得 され た時期の染色体の数 の分

布は6系 は二倍体域 に,残 り5系 は高三倍体乃至 は

低四倍体域 に偏倚 した.

6) 腫瘍 の組織像 は肝細胞癌の像 を呈す る ものが

多いが,一 部では肉腫様 の像 を示 した.

稿を終るにあた り,御 懇篤なる御指導 と御校閲 を賜わ

った恩師佐藤二郎教授並びに御指導をいただいた増地廣

助教授に深甚の謝意を表 します.
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Spontaneous malignant transformation of rat liver cells

 in long-term culture

Part 2. Acquirement of tumor-producing capacity 

and chromosomal alteration on the eleven epithelial liver cell lines 

of Donryu rats 

Shizuo NISHIZAKI

Division of Pathology, Cancer Institute, Okayama University Medical School, 

Okayama, 700 Japan

(Director: Prof. Jiro Sato)

1) For past 10 years, 11 epithelial liver cell lines from baby rats of Donryu strain have been 
established in our laboratory.

2) All cultured cells in the 11 cell lines showed the same epithelial morphology in early 

culture passages irrespective of culture methods.
3) The cultured cells progressively deviated from normal to abnormal with time in chromo

some as well as in morphology during long-term cultivation; normal diploid cells shifted
 to aneuploid and also homogeneous epithelial cells changed to heterogeneous in shape.

4) The cells in all of the 11 cell lines eventually underwent spontaneous malignant trans
 formation in vitro after about 600 culture days and produced tumors in syngeneic new
bown rats about 300 days after inoculation.

5) Histology of tumors showed mainly hepatocarcinomas and a few sarcomatous figures.
6) Chromosome numbers of the cultured cells in the 11 cell lines were in the near-diploid

 range in six of them and in the hypertriploid to hypotetraploid range in the remaining five, 
when chromosome analysis was done at the time of malignant transformation in vitro.


