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放射線の生体にお ける作用機序 を考 え るとき,過 酸 化物 の 占める役割 は非常 に重要 なこ とであ る.放 射線 に

よる生体内での脂質過酸化物の誘起 は各種臓器 でみ られてい るが,1)2)逆の報告 もあ る3).しか しin vitroに お け

る臓器への放射線照射に よ り,脂 質過酸化物 の形成 がみ られ,脂 質過酸化 物が細胞毒 として作用 す るこ とが明

らか に されて いる.4)5)6)生体 内で も同様の効果が み られ る とすれば,生 じた脂質過酸化物 が放 射線障害の 因子 と

なる予想は当然成立つ.

生体内の脂質過酸化反応 は基質 となる脂質,反 応促進 因子,反 応抑制 因子(抗 酸化剤 な ど)の 観点か らその

作用機序が検討 されてい る.7)8)しか し非酵素的反応 とみ られた脂質過酸化 反応 で最近 エネルギー依存性 の反応

が細胞分画内 で活性の高 い ミクロゾームに認 め られ9),生体 代謝の意味か ら注 目され る.

一方
,放 射線 による脂質の代謝変動 について多数 の報告 がみ られ るが,10)11)12)13)脂質過酸化物 の基質 であ る脂

肪酸の変 動についてはあ ま り報告がみ られない.14)この意 味か ら,放 射線照射 に と もな う脂肪酸構 成の変動 と脂

質過 酸化 反応 の相関性を検 討す ることは,放 射線障 害の一 因 を究明す る一 助 とな ると考 えた.

第1編 では,放 射線全身照射 に ともな う脂質過酸 化物形 成能 を検討 し,第2編 で は,こ れを もとに肝,脾,

心,腎 各臓器 にお ける脂質過酸化能 と脂肪酸構成 の変 動の相関性 について研究 した.第3編 では,さ らに放射

線防護物質 として臨床 的 に使用 されて い る薬剤 を投与 し,放 射線照射 に ともな う脂質過酸化 反応 の動態 を追 究

した.

第1編

放 射 線 全 身 照 射 ラ ッ ト臓 器 の

脂 質 過 酸 化 物 形 成 能 に つ い て
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緒 言

脂 質 過 酸 化 物 の 測 定 に は, thiobarbituric acid

 (TBA)法 が用 い られ て い る. TBA反 応 はWil

burら15)に よ って は じめ て 記 載 され,そ の後 幾 多 の

改良 が加 えられて い る.著 者 は脂質過酸 化物 をHu

nterら16)の 方法 に従 って測定 しTBA値 を求 めた.

と ころ で,正 常組織 には脂質過酸化物 は存在 しな

いのが普 通 といわれ7), Bernheimら17)に よれば臓器

ホモジネー トを好気 的条件 下でincubateす る と過
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酸化物 が生 じるとい う.こ の場合, TBA値 はin

cubationに よる脂 質 過 酸 化物 形 成 能を反 映す る も

ので ある と考 え られ る.

TBA反 応促進物 質 としてアス コル ビン酸,鉄 イ

オ ンな どがあ り,放射線照射 をお こな った場合 で も,

これ らの物質 を加 えないendogenousで はTBA値

は低 く,脂 質過 酸化物 が存在 して いるか否 か判定 し

がたい.し か しなが らアス コル ビン酸,鉄 イオ ンを

加 えてincubationす るこ とによ り,著明 なTBA値

の促 進が もた らされ ることが知 られて いる.7)8)これ.

らの ことは放射線照射 によ る直接的 な脂質過酸化 物

の形成の有無 よ りも,脂 質過 酸化物形成能 の差 を検

討 してい ることにな る.そこで著者 は反応誘起剤 とし

て,ア スコル ビン酸,鉄 イオ ンの添加の有無 によっ

て放 射線照射 ラ ッ トと対照 との間に相違 が生ず るか

否 かにつ いて検討 した.

材料および実験方法

(1) 実験動物:オ リエ ンタル固型餌料MFを 用

いて飼 育 したウイスター系

健康 雄性 ラ ット(体重180g

前後, 8週 令)を 使用 した.

(2) 放射線照射方法:

東 芝製KXC, 19型 深部

X線 治療 装置 を使用 した.

照射 条件 は管電圧200KVP,

管電 流25mA,濾 過 板0.5mm

 Cu+0.5mmAl, FSD 50cm,

線量率76.0R/minで あ る.

本実験 で特 に ことわ らない

場合, X線 照射 は650R全 身

照射 を行 った.

(3) 臓 器摘 出:対 照お

よびX線 照射後48時 間 目に

断頭放血 して,肝,脾,心,

腎の各臓器 を摘 出 し実 験に

供 した,な お各群 とも2匹

あて使用 した.

(4) 脂質過酸化反応(T

BA値 の測定):と り出 し

た臓 器 をす みや かに氷却 し

た0.15M KCI-10mM Tr-

is-HCI液(pH7.4) (KT

液)に て細切洗滌後,組 織

の10倍 量のKT液 を入 れテ

フ ロ ンホ モ ゲ ナ イザ ーで ホ モ ゲ ナ イ ズ した もの に,

無 添 加,ア ス コル ビ ン酸(0.5mM)も し くはFe〓

(硫酸 第 一 鉄 ア ンモ ニ ウ ム, 0.5mM)を 添 加 した3

群 につ い て 実 験 を行 った.反 応 液(KT液, 0.05g

 tissue eq.全 量2ml)は37℃ で, TAIYO incuba

tor M-1Nを 用 い て 激 し く振 盪 させ た.経 時 的 に

120分 まで 反 応 を行 い, Hunterら の方 法16)に よ って

TBA値 を求 め た.

すな わち反応 液2mlに 対 し, 40%ト リクロル酢酸

0.5mlを 加 えて反応停止後, 5N HCl‖0,25ml, 2%

 TBA 0.5mlを 混和 し,沸盪 水で10分 間加 熱後 に急冷

し,そ れ を遠心 沈澱 して上澄 にっ いて535mμ と600

mμ の吸光 度 を求 めた.な お吸光度 は島津 製 自記 分

光光度計UV-200で 測定 した.各 臓器 におけ る吸光

度曲線 の1例 を図1に 示 す.な お, TBA値 はOD

535-600/g蛋 白量で示 し,蛋 白量の測定 はBiuret

法18)で行 った.

Fig. 1

Fig. 1

　 Visible absorption spectra of supernatant of the reaction 

mixture in the TBA test.

Homogenates of liver (L), spleen (S), heart (H) and Kidney (K) 

were incubated with the KT-solution in the presence of Fe〓 

at 37°for 60', and then the incubation stopped by the addi

tion of TBA test solution. The mixture heated in waterbath

 at 100°, cooled, and centrifuged.

Absorption of the supernatant was measured in dilution of

 fivefold in the cases of liver and kidney.

(5) 照射線 量お よび照射後 経過 時間:照 射群 で

は300R, 650R, 1000R, 1500Rの 四群 について全
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身照射 を行 ない,そ の後 食餌を与 えた群 と臓器摘出

時 まで水 のみ与 えた絶食群 について48時 間後 に各臓

器を摘 出 し, TBA値 を測定 した. 650R全 身照射群

については直後, 24時 間後, 48時 間後, 72時 間後 に

各臓器 し,同 様 にしてTBA値 を測定 した.

実 験 結 果

(1) incubation時 間 につ いて: 650R全 身照射群

および対照群 について実 験を行 った結果,経 時的な

TBA値 の測定 では,脂 質過 酸化反応 は肝 において

図2に 示めす如 く, endogenous,ア スコル ビン酸

添加 群で は, 120分 までゆ るやか に進行す るのに対 し

て, Fe〓 添加群 では急速 な反応 がみ られ, 30分 にお

いてす でに反応 は最高 に達 した.照 射群 では これ ら

の反応 はすべ て時 間的 に促進 がみ られ る.

Fig. 2

Figs. 2-5

　 Lipid peroxidation of tissue homogen

ates prepared from normal(―) and irrad

iated rats(---) 48 hours after whole-body

 exposure.

Homogenates of liver (Fig. 2), spleen (Fig. 3),

 heart (Fig. 4) and/or kidney (Fig. 5) were

 incubated in the presence of Fe〓 (〓)

 or ascorbate (×) and in the absence (・) of

 them at 37°.

TBA value was measured as in Fig. 1.

脾(図3)に お いて は各群 と も漸増傾 向の曲線が

得 られたが, Fe〓 添加群 では45分 値 よ り反応 の再促

進が認 め られ た.照 射群 では対照 に比 して著 じるし

い反応 が認 め られ た. endogenousと アス コル ビン

酸添加群の比較 ではendogenousが 高い値 を示 め し

アスコル ビン酸 によ る反応 の抑 制が うかがわれ るが

この よ うな傾向 は時 に反応初期 の心 において も認 め

うる.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

心(図4)に お いて も同様 に漸増傾 向 を示 めす が,

時間経過 につ れて照 射群 のアス コル ビン酸, Fe〓添

加 群の上昇 が著 じる しい.

腎(図5)に お いては肝 に類似の上昇 カープを示

めし, Fe〓 添加群 は照射群 で45分 以後,対 照 は60分

において反応 は一応上 昇 しきってい る.全 体 的 にみ
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Fig. 6

Fig. 6

　 Lipid peroxidation of rat tissue homogenates at various

 intervals after whole-body irradiation (650R). Homogenates of

 liver (L), spleen (s), heart (H) and kidney (K) were incubated in

 the presence of Fe〓 (〓). or ascorbate (×) and in the absence

 (・) of them for 60 minutes at 37°. TBA value was measured

 as in Fig. 1.

Fig. 7

Fig. 7

　 TBA values of lipid peroxidation in rat tissue homogen

ates 48 hours after whole-body irradiation.

Rats were fed, and livers (L), spleens (S), hearts (H) and kidneys

 (K) from two rats were pooled for homogenization. TBA

 value was measured after incubation for 60 minutes at 37°in

 the presence of Fe〓 (〓) or ascorbate (×) and in the absence

 (・) of them.
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る と,対 照 で はendogenousの 反 応 は ゆ るや か で ア

ス コル ビン酸 お よ びFe〓 添 加 に よ っ て反 応 の促 進 が

み られ,肝,腎 に お い て は, endogenous<ア ス コ

ル ビン酸<Fe〓 の順 に高 い値 が得 られたが,脾 ,心

においてendogenousと アスコルビン酸 添加群 の差 は

反応初期 ではみ られ難 い.照 射群 のTBA値 は各臓器

とも各反応系 において対照 よ り高 い値 を示 め し, X

線照射群 で有意の差が示 め された.ま た,照 射 に と

もなって反応の立 ち上 が りが早 くな ってお り,ラ グ

タイムの短縮 が認め られた.各 臓器のFe〓 添加条件

下 にお けるTBA値 の高低 は, endogenousで は少

差 であ るにもかかわ らず,肝,腎 で著 じる しい反応

の増 加がみ られ,脾,心 にお いて はこれ らよ り低 い

値 が得 られた.反 応 時間0時 にお けるTBA値 は,

照射群 においてはすべての実 験群でわずか な りと も

増加 している.こ の ことはX線 照 射 に よ り組 織 内

に脂質過酸化物 が形成 されてい ることを示めす様 に

も考 え られ るが,逆 に反応系 を作 るための操作時間

がincubationの 効 果 を あ らわ してい ると も考 え ら

れ る.

Fig. 8

Fig. 8

　 TBA values of lipid peroxidation in rat tissue homogen

ates 48 hours after whole-body irradiation.

Rats were fasted, and livers (L), spleens (S), hearts (H) and kid

neys (K) from two animals were pooled for homogenization.

 TBA value was measured after incubation for 60 minutes at

37° in the presence of Fe〓 (〓) or ascorbate (×) and in the

 absence (・) of them.

(2) X線 照射後の経過時間 について: X線 照射

後臓器摘 出 までの時間的影響 を直後, 24, 48, 72時

間 目の臓器 において, 60分incubationのTBA値 で

検討 した.肝 においては時 間の経過 につれ, 72時 間

目までendogenous,ア スコル ビン酸添加 群, Fe〓

添加群 のいずれの値 も上昇 してい るが,脾,心,腎

で はあま りきわだ った上昇 は認め なか った(図6).

(3) X線 照射 線量 につ いて:図7に 食餌 投与 ラ

ッ ト,図8に 絶 食 ラ ットにおけ る照射線量依存 のT

BA値 の変動 を示 めす.両 群 と も肝 で は線量 の増加

につれてTBA値 の上 昇がみ られたが,脾,心,腎

では有意 の変動 はみ られなか った.

考 察

Kohnら(1944年)19)が 動物組織 中の過 酸化脂質 が

TBAに よ り赤 色に発色す ることを発見 して以来,

種 々検討 されTBA法 が真 の過 酸化脂質 の測定 に使

用 されて いる.脂 質過酸化反応 の生 成物 はマ ロンナ

ルデ ヒ ドとされ,20)21)22)23)その中間過 程の機 構は脂質

の 自動酸化 の研究 によ り論議 され明 らか に されて来

た.

いずれ にして も本実 験にお け るTBA値 発色 物 は

マ ロンアル デ ヒ ドとして,そ の吸収 曲線(図1)は

従来報告 されて いる曲線 と一致 してい る.21)22)従って

本実験条件 下で のTBA反 応 によ るTBA値 は脂質

過酸化反応生 成物量 を測 定 し うる ことを示 す.
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正常組織 には脂質過 酸化物は存在 しない とされて

い るが7),組織 ホモゲネイ トを好気的条件下 でincu

bateす ると過 酸 化物 を生 ず る17).本実験条件下 にお

いて,正 常臓器で はご く僅 かであ るTBA値 にin

cubationに よ っての増加がみ られ る.反応促進 因子

として知 られ るFe〓 添加 ではincubationに よ って

著 しい反応 が み られ る.こ の ことはBarber24)が

lipid peroxide potentialと して述 べて いるごと く

脂 質過 酸化形成能 をみる ことにな る.

放射 線照射 によ り過酸化 脂質 が形成 されることは

一般 的に認め られて いるこ とであ る.1)2)しか し本実

験 において もX線 照 射 に よ りincubationを 行 なわ

ず とも,対 照に比 してTBA値 がよ り高値に認 め ら

れ過酸化物 の形成が予想 される.こ れ も測定 までの

標 本 準備 時 間 によ るincubationの 効果 をあ らわ し

て いる可能 性 もあ る.従 って脂質過酸化 反応 能 をみ

るこ とによ り,放射線照 射効果 を論 じるこ とにな る.

この よ うに反応 活性で放射線照射効果 をみ る時,

 endogenousで の反 応系 で は僅か の反応 しかみ られ

ず,ア スコル ビン酸, Fe〓 添加 においてよ り増 巾 さ

れ た反応系 でみる方 が有意 であろ う.こ のよ うな観

点 か ら対照 群 とX線 照射群 を比較 した ところ, endo

genous, Fe〓 において同様の反応 活 性 の 上 昇がみ

とめ られ,照 射 の効果 が認 められ た.こ の ことは,

 endogenousで は逆 に細 胞 内に存在す る金属 イ オン

によ って反応促進 がお こってい る可能性 も示 唆 され

る.本 実験 において,肝,腎 のよ うに著明 なFe〓 誘

起 の脂質過酸化能 が認 め られ る臓器で は,ア ス コル

ビン酸 添加で も同様 の増 巾効 果が認め られたが,よ

り低 いTBA値 しか得 られない脾,心 では,そ の効

果 がincubation初 期で は認 め られなか った.

アス コル ビン酸 はFe〓 →Fe〓 の還元作用 によ り

脂質過酸化反応 を促進す る とも言 われて いるが8),そ

の作用機序 は明 らかで ない.し か し, Fe〓 との関係

は認 め られてい る.25)26)

脂質過酸化反応 は基質,促 進 因子,阻 害因子等 の

関連 にお いて考察 されてい る.基 質 に関す るこ とは

第2編27)で 論ず るが,今 阻害因子 を考 えた場合,組

織 レベルで比較 したTBA値 が高低 を示 すに もかか

わ らず,抽 出 したlipidで は変化 が認め られ ない と

い う報 告28)29)もあ り,阻害 因子 の存在 が考 え られ る.

事実 癌細胞な ど脂質過酸化 反応の低 い ものでは阻害

因子 が報 告 されて いる30).又X線照射 で阻害 因子 が破

壊 され,脂 質過 酸化反応 を まね くとい う報 告 もある

が31),本実験 では各臓器 においてX線 照射 によ り高低

の差 はあれ,一 様 に脂質過 酸化 反応の増加 が認め ら

れ た.

本実験 で もう一つ留意す る点 は誘導時間 の問題 で

ある.一般 に脂質過酸化 反応 は誘導 時間のあるのが特

徴とされてい る. lagの あるな しについて多 くの報告

がな されてい る.32)33)34)このこ とは又反応中の 阻害 因

子の破壊 との関連 を示唆 してい る35)しか しlagの あ

るな しは実験 条件 で著 しく影響 され,単 に阻害因子

の破壊 とも考 えられず,基 質の構造 的な関連 が予想

されて いる26).照射 肝 よ り分離 した ミトコン ドリアの

脂質で は照射後時 間の経過 と ともにlagの 減少が み

られて いる1436). lagの 減少 は脂質過 酸化 反応の活性

の度合 をあ らわ してい る もの と考 え られ,脂 質過酸

化 反応 の連鎖反応 性か ら考 えて もこのlagに 注 目し

た方が よ り脂質過 酸化反応 能 を示 し うるか も知 れな

い.本 実 験 ではX線 照射 にと もないlagの 減少が認

め られてい る.

以上 の よ うなX線 照射に よる脂質過酸 化能 の増加

は,照 射線量 によ って,肝 で は相関性 が うかがわれ

るが,他 の臓器 では認めがた い.こ の ことは肝にお

ける脂質代謝 がX線 照射 に よ り影響 を うけ易 いこと

を意 味 し,事 実第2編 にのべ るごと く肝 の脂質量に

変動 がみ られ てい る.特 に基質 と目 されてい る リン

脂質 の増 加が み られ る.又 肝 においては照射 後の経

時 的な変化が著 しく,他 の臓器 では余 りみ られなか

った.こ れ らの こ とは特 に肝 における脂質過 酸化反

応 が, X線 照射 によ って依存的 に変動 しうることが

考 え られ る.こ の よ うな脂質過 酸化反応 の肝 にお け

る傾向 は他の研究報告 と類似 して いる.29)37)

結 論

650R X線 全身照射 に ともなうラット各臓器の脂質

過酸化反応 を, TBA反 応 によって測定 し,次 の結

果 を得 た.

(1) 肝,脾,心,腎 各臓器 にお ける脂質過 酸化 反応

はincubationに よ り, endogenousで は ご く僅かの

TBA値 を示 し, Fe〓 添加 によ り更 に著 しい反応の

促進 をみ る. Fe〓 添加 に よる反応増加 の高 い肝,腎

においては アスコル ビン酸添加 で も同様反応 の促進

がみ られたが,脾,心 の反応初期 では無添加群 と有

意 の差 は得 られなか った.

(2) 照 射動物 よ りの各臓器 は対 照に比 して,い ず

れ の場 合 も脂質過 酸化反応の活性 増大がみられた.

(3) Fe〓 添加 のTBA値 は無 添加に比 して高TB

A値 を しめ し, X線 照射 による反応の促進 を拡大 観
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察 出来 うると思 われ る.

(4) 照射 にと もな う脂質過 酸化反応 促進の変化 は

誘導時間 の短縮 となってみ られ る.

(5) 線量依存性 の変化 は肝 においてのみ観察 され,

又 照 射 後 の経時的変化 も肝 においてのみ増大が み

られ た.

(6) 以上の結果, X線 全身照射 に ともな う脂質過

酸化反応は特に肝で有意義な変化を示すものと思わ

れる.
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た恩師山本道夫教授,田 辺正忠助教授,山 本剛禧博

士,並 びに御助言,御 指導を頂いた癌研代謝部内海
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Effects of Irradiation on Lipid 

Peroxidation in Rat Organs.

Part ‡T. Effects of whole body irradiation on 

lipid peroxide formation in rat organs.
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School, Okayama, Japan (Director: Prof. M. Yamamoto)

ABSTRACT

After the whole body X-irradiation (650R) of rats, the lipid peroxide formation of vari

ous organs were estimated by the TBA reaction, and the results are presented as follows:

(1) In TBA reaction tests on the lipid peroxidation in the liver, heart, spleen and kidney with 

homogenates being incubated, the TBA value were slightly high with endogenous homogenates, 

but on the addition of Fe•¬ the reaction was further accelerated markedly.

With liver and kidney that showed a high reaction on addition of Fe•¬, the reaction was 

similarly accelerated on addition of ascorbic acid, but with heart and spleen the reaction at 

initial stage did not show any significant difference from that of the group without any addition.

(2) In every organ from the irradiated animal the activity of lipid peroxide formation was 

greater than that in organs from non-irradiated control animals.

(3) TBA value in the group added with Fe•¬ were higher than those in the group without any 

addition, suggesting that X-irradiation greatly the lipid peroxidation in organs.

(4) Change in the acceleration of lipid peroxidation accompanying the irradiation appears as 

a shortening of reaction-induction time.

(5) Radioactivity-dose dependent change can be observed only in the liver, and the time-lapse 

change after irradiation can also observed only in the liver.

(6) These results suggest that the lipid peroxidation following the whole body X-irradiation 

shows a significant change primarily in the liver.


