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緒 言

生体膜 にお ける脂質過酸化反応 の変化は,放 射線

障害の一因 と考 え られ,反 応機序の解析 は放射 線生

物学的効果解析の一助 とな るとと もに最 近注 目され

ている老化等の諸変化 との関連において も重要な事

柄 である1).

著者 は第一編 でX線 全身照射 したラ ッ ト肝 よ り分

離 した ミトコンドリアのFe〓 誘導脂質過酸化反応 につ

いて,照 射 後 一 過 性に反応の活性促進がみられ,そ

れが照射後3日 目の ミトコン ドリアで最高 を示す こと

を明 らかに した1).その活性 促進 は,反 応 の誘導時 間

の短縮,過 酸化物(TBA反 応生成物)量 の上昇 でみ

られ,か つ線量依存性がみ られ ることか ら放射線 に

よ り誘発 された変化であ ることは明 らかであ り,放

射線 によ り照射後3日 目の ラッ ト肝 ミトコン ドリア

はよ り過酸化反応 されやすい状態になっていることが

示唆 され る.生体 内脂質過酸化反応 はその構成脂質,

促進因子,阻 害因子等の点で解析 されつ ゝあ るが,

上記の よ うな変化が み られ る ミトコン ドリアの脂質

構成な らびに反応の基質 と目され る高級 不飽和脂肪

酸の変化,更 に抽出 した脂質の過酸化反応 を究明す

ることは,反 応解析 を進 める上での要点 と考 えた.

又放射線照射後の ミトコン ドリアの脂肪酸変動 に対

す る研究 は少 な く,この点で も興味あ る問題であ る.

これ らの観点 よ り本実験 ではX線 全身照射(650R)

後3日 目の ラ ッ ト肝 ミ トコン ドリアよ り脂質 を分離

し,非 照射の ミ トコン ドリアの それ と対比 しつ つ脂

肪酸構成比,又 脂質及 びその分画 のFe〓 誘導脂質過

酸化反応 を検討 した.

実験材料及 び方法

実 験 動物 と して用 いた ラッ トは呑竜系 で体重120

～150gの 雄性 である.ラ ットを650R全 身照 射後,

経 日的に3～4匹 宛屠殺 し,肝 を摘 出 し,夫 々一匹

あた り5gの 肝 を集 め,合 せ て ミトコン ドリアを第

一編1)で 述 べた方 法で分離 した.な おX線 照射 は第

一編 に述 べた条件下 で行 った.

ミトコン ドリアか らの脂質 の抽 出はFolchら の方

法2)に準 じた.即 ち2mlの ミトコン ドリア浮遊液 に

対 して50mlの ク ロ ロホル ム:メ タノール(2:1,

 v/v)液(以 後C:M〔2:1〕 と略)を 加 え攪拌

し,室 温暗所に一昼夜 放置 した.濾 紙 にて濾過 後,

そ の濾 液 に対 し, 0.2倍 の0.73%食 塩水 を加 え,か

る く混 じ,一 昼夜静置 した.水 層 及び中間層 を除 き,

脱水のた め無水硫酸 ソーダを加 え振盪 し,濾 紙 にて

濾過 し濾液 をN2ガ ス下加温(60℃)蒸 発せ しめ た

もの を回収 し全脂質 と した.

ミトコン ドリアの脂質量 は次の如 く測 定 した.即

ちタンパ ク量50mgの ミトコンドリアをC:M (2:1)

 20mlで 処理 し,濾 液 を計量(約18ml)共 栓試験管 中

で これ に0.2倍 量の0.73%食 塩水 を加 え,ゆ るや かに

逆転後静 置 しクロロホル ム層 を計量(約13ml)し 水

層 を除 き,こ れ を脱 水後,一 定量 を短試管 に と り,

 N2ガ ス下で蒸発乾固 し,こ れ らの短試管標 本3本 に

つ き重 クロム酸酸化法 を用 いて検量 し,タ ンパ ク当
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りの総脂 量 を算 出 した.重 ク ロ ム酸 酸 化 法 はSkipski

らの 法3)に 準 じ350mμ の 吸 光度 に よ りパ ル ミチ ン酸

当量 と して 算 定 した.又 一 定 量 の 上 記 ク ロ ロ ホル ム

層 を蒸 発乾 固 してAllen法4)に よ り リン酸 の 定 量 を

行 い脂 質 の リン酸 含 量 を算 出 した.タ ンパ ク量 の 測

定 はBuiret法5)に よ っ た.

全 脂 質 の 各 脂 質 組 成 の 分 析 は 薄 層 ク ロマ トグ ラ

フ ィ ー で 行 っ た.単 純 脂 質 の 分 離 に は シ リカ ゲル

(Kieselguhr G, Merck)を0.5mmの 厚 さに 調 製 し

(20cm×20cm),活 性 化後 展 開 溶 媒 と して は石 油 エ ー

テ ル:エ チ ル エ ー テ ル:酢 酸(84:15:1, v/v/v)

を用 い た.リ ン脂 質 の 分 離 は展 開 溶媒 と して ク ロ ロ

ホ ル ム:メ タ ノー ル:水(60:20:2, v/v/v)を 用

い た が ケ フ ア リ ン と カル ジ オ リピ ンの 分 離 が う ま く

い か な い場 合 が 多 か った の で,こ の場 合0.01M炭 酸

ソ ー ダ で薄 層 を作 り,塩 基 性 プ レ ー トを使 用 した.

展 開 後 風 乾,沃 度 ガス に て 発色 し,た だ ちに デ ン

シ トメ ー タ ー に か け測量 した の ち,各 分 画 を か き と

り重 ク ロム酸 酸 化 法 に て 定 量 を 行 った.

抽出脂質のFe〓誘導過酸化反応は短試験管中で溶

媒 を蒸 発乾固 した標 品に対 してKT液(0.15M KCl,

 0.01M Tris-HCl, pH 7.4)を 加 えFe〓(モ ール塩,

 0.25mM最 終濃度)を 添加 して, 37℃ で温置後, TBA

反応 を行い,マ ロンジアルデ ヒ ド(MAと 略)量 と

してTBA値 を算 出 した場合短試壁 に附着 せ る脂 質

の剥離度 に左右 され るらしく,測 定 のば らつ きが多

く一定値 が求 め られなかった.そ のため薄 層上 に一

定量 の脂質 を一定面積 に塗布風乾後,そ の部をか き

とり上記反応溶液 と混 じなが ら温置 を行 った.こ れ

につ いて ゲルを含 んだま ゝでTBA反 応 を行 った が

同一試量 につ いては一定値 が得 られたので以後 この

方 法 を用い ることに した.ゲ ル 自身 のTBA値 は殆

ん どみ られなかった.薄 層展 開分離 した脂質分画の

過酸化反応 も同様か きとった標品 につ き測定 を行 っ

た. TBA値 の測定 は前報1)の如 く行 った.

脂 肪 酸 分 析 はStoffelら の方 法6)に よ り塩 酸 メ タ

ノ ー ル で メ チ ル エ ス テ ル化 後,常 法7)に 従 っ てn-ヘ

キ サ ン で抽 出 した標 品 につ い て ガ ス ク ロ マ トグ ラ フ

ィー を行 っ た.ガ ス ク ロマ トグ ラ フ ィー は 島津 製 ガ

ス ク ロ マ トグ ラ フ ィー(GC-4B)を 用 い,そ の 条

件 は図1に その一例 を示す如 く行い,積 分計 を用い

計測 し,主 ピー クにつ いて脂肪酸構成比 を算 出 した.

Table 1.　 Fatty acid composition of total lipids derived from mitochondria incubated in the

 presence of ferrous ions. Mitochondria were incubated in systems containing 1mg of mitocho

ndrial protein per ml, 0.15M KCl, 0.01M Tris-HCl buffer, pH 7.4 and with or without 0.1mM

 ferrous ammonium sulfate. The 10ml reaction systems were incubated for 1hr in ice-water bath.

 Ghost was obtained by the centrifugation after the incubation.

結 果

ミトコン ドリアのFe〓 誘導脂質過酸化反応後の脂

肪酸構成比 の変動:

ミトコン ドリアのFe〓 誘導脂質過酸化反応 におけ

る基質 とな りうる脂肪酸 を知 るた めに反応前後の脂

肪酸構成比 を求めた.表1に 示す如 く,反応後抽出 さ

れた脂質 の脂 肪酸構 成において アラキ ドン酸(C20

:4),ド コサヘキセ ン酸(C22:6)の 減少が

み られる.そ の結 果飽和/不 飽和の比 は対照0.54に

対 してFe〓 を添加 した もの0.70と その比 は増 し,こ

れ ら不飽和酸 が基質 とな り分 解 した ことを示 してい

る.

反応後遠 心にて集めた ミトコン ドリアゴース トに

つ いて,同 様脂肪酸 構成比 の変動 をみた ところ,飽

和/不 飽和脂 肪酸比は対照0.58, Fe〓添加 群0.70が

示 され後者については全 ミトコン ドリア同様 の比が

得 られた.こ の ことは膜構成複合脂質 の脂肪酸 が基

質 とな りうることを示 してい る.

X線 照射に よるラ ット肝 ミトコン ドリア脂質 の脂

肪 酸構 成比の変動:

650R全 身照射後,経 日的 に分 離 抽 出 された ミト



X線 全身照射の ラッ ト肝 ミトコン ドリアの脂質過酸化反応 に関す る研究　 199



200　 若 林 弘

コン ドリアの脂質の脂 肪 酸 構 成 比 は表2に 示す 如

くであ るがパル ミチ ン酸(C16:0)の 減 少,ア ラ

キ ドン酸(C20:4)の 上 昇 と ドコサヘ キ セ ン酸

(C22:6)の 僅 かの 上 昇 として一 過性 の変 動が

認 め られる.こ れ らの変化は照射後3日 目の もので

それぞれ高値 を示 し,そ の後 もとの構成比 を示 すよ

うに変 化す る傾 向がみ られた.

Table 2.　 Fatty acid composition of mitochondrial total lipid extracted from livers of

 rats at various days after whole-body irradiation at 650R.

その結果照射 後3日 目の構成比 において飽和/不

飽和比 は上昇 し,照 射 に ともな う ミトコン ドリア脂

質 の総 不飽和 酸の減 少がみ られ るが,表1で 示 され

る結果 よ り特 に過酸 化反応 の基質 とみ られ るポ リ不

飽和酸(C20:4), (C22:6)は その 構 成比 の増

加がみ られ,減 少 の一 因 はC18:1とC18:2の

変 化のため と考 えられる.

この照射 後3日 目にお ける変化は第一編の ミトコ

ン ドリア レベルの脂質過酸化反応 の変化 と対応 す る

もの と考 え られ,以 後照射後3日 目の ミトコン ドリ

アよ り抽 出 した脂質 につ いて非照射 との比較実験 を

行 った.

Fig. 2　 Time-course of Fe++ -induced

 peroxidation of total lipids ex

tracted from normal (○-○) and

 whole-body irradiated rat liver

 mitochondria (●-●).

抽出脂質 のFe〓 誘導 過酸 化反応:

照射後3日 目の ミトコン ドリアよ り抽 出 した総脂

質 についてFe〓 誘導過酸化反応 を検討 した結果 は

表3に み られ る如 く反応活性 は対照(非 照射)と 比

較 して,重 量 当 り,リ ン酸 当 りとも両者 間に著 し

い差は得 られなか った.又 それ らの反応曲線 は図2

に示す如 く両者 ともほとん ど同傾向 を示 し,誘 導

時間のlagは み られなか った.

脂質 分画のFe〓 誘導過酸化反応:

ガ ン細胞 な ど脂質過酸 化反応 がみ られ難 い ものに

ついて脂 溶性 の抗酸 化物質 の存 在が アセ ン ト可溶分

画 にあ ることが報告 され8)9)又Bernheim10)に よれば

抗酸 化活性の本態 はおそ らく飽和 脂酸で あらうとい

う. X線 照射 後の ミトコン ドリアの脂質 について脂

質 内成分に抗酸 化的性 質がみ られ るか ど うか,又 基

質 とな りうる脂質分画 を明 らかにす る目的 で,薄 層

にて単純 脂質並 びに リン脂質分画 を分画後,そ れ ぞ

れの分 画 についてFe〓 誘 導 過酸 化反応 を検討 した.

Table 3.　 Comparison of Fe〓 -induced

 peroxidations between the mitochondrial lipid

 exrracted from livers of rats and irradiated

 rats. TBA values were detected after the

 incubation with 0.25mM Fe〓 for 30min at

 37℃. Weight was determined by the dichro

mate-oxidizing method.

薄層 に よる分離後の呈色反応のデ ンシ トメー ター
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に よる分画曲 線の一例 を図3,図4に 示す.単 純脂

質 分画における各分画採取後の過酸化反応後 のTBA

値 の ほ とん どは リン脂 質 分画にみ られ(図3,

表4),そ の他 の分 画では分画脂質量 に対 して ご

く僅かで あった.又 照射後3日 目の もの と非照射 の

それでは反応度 の分布 割合は同 じ傾 向 を示 した.

Fig. 3　 Separation of neutral lipids by thin-layer chromatography of mitochon

drial total lipid (solid line) and peroxidation activity (TBA value) of

 each separated fraction (dotted line area). The chromatogram was

 developed by the solvent composed of petroleum ether/ethyl ether/acetic

 acid (84/15/1, v/v/v) unitl the solvent front reached the designated dis

tance from within 10cm of the origin (as arrow in fig.) to the length of

 the plate, and them detected by iodo-gas apply (the phospholipid fraction

 did not stained completely in this case). Peroxidations were measured

 by TBA assay as described in the text. F-1: origin, phospholipid, F-2

 and F-3: unknown, F-4: cholesterol, F-5: fatty acid, F-6: triglyceride,

 F-7: top-part containing hydrocarbon.

Table 4.　 Effect of whole-body irradiation

 on Fe〓 induced peroxidation of mitochondri

al lipid fraction separated by thin-layer chro

matography (cf. Fig. 3).

そ こで リン脂質薄層分画後,各 分画 における過酸 化

反応の度合 を検討 した.図4に 示す如 く過酸 化反応

は特 にF-3(レ シチン, PC), F-4(ケ フア リン, PE)分

画にみ られ,両 者で約80%の 活性が 回収 された.中

性 脂質で は前実験(図3)同 様 その反応 は僅か で

あ った.こ れ ら分画の反応の活性度合(表5)を み

ると中で もF-4分画が他 の 分画 に比 して著 しい こと

がわか る.し か し一度薄層に添 附したのち,そ れ を

か き取 って,分 画TBA反 応 と同様な方法で 総 脂 質

の シ リカゲル存在下の過酸化反応 をみる と,照 射 後

の脂質め反応は対照と比較してあまり反応差はみら

れず表3の 結果 と一致 したが,分 画後 の反応 値(TBA

値)の回収度合は対照で1.49倍,照 射 で1.91倍 と活性 の

増大がみ られた.し か し各分画の反応 の しめ る割合

は両者で あま り差 はみ られず,照 射群 において全体

的に反応が増大 してい ると思 はれ る.こ の ことは勿

論実験条件 に もよろうが,各 脂質分画 の過酸化反応
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Fig. 4　 Separation of phospholipids by thin-layer chromatography of mitochon

drial total lipid (solid line), and peroxidation activity of each separated

 fraction (dotted line area). The chromatogram was developed by the

 solvent composed of chloroform/methanol/distilled water (60/20/2, v/v/v).

 Other conditions and peroxidation activity measurement were as in Fig. 3.

 F-1: unknown (origin), F-2: inositide-rich, F-3: lecithin,

 F-4: amino-phosphatide, F-5: cardiolipin, F-6: neutral lipids (top).

Table 5.　 Effect of whole-body irradiation on Fe〓 -induced peroxidation of mitochondrial pho

spholipid subtractions seperated by thin-layer chromatography (cf. Fig. 4).

Results were average of 3 experiments at 37℃ for 30min in the condition described in "Matrials

 and Methods".

* SA (specific activity) is expressed as TBA value (absorption at 532nm) per percent amount .
** % in parentheses is expressed as against 100% of recovered TBA value.
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における相互千渉 が予想 され,か つ照射後 の脂質分

画 では過酸化反応 が誘起 され易 くなっている ことを

示す と思われ る.又 リン脂質分画ではPC, PE分 画

の減少,カ ル ジオ ピリン(CL)の 増加が照射後の相

対的な変化 として認 め られ た.

Table 6.　 Change of fatty acid composition of mitochondrial phospholipid subfraction separated

 and isolated from rat livers 3 days after whole-body irradiation.

リン脂質分画の脂肪酸組成:

上記実験 よ り得た結果 は総 リン脂質 でのFe〓 誘導

過 酸化反応 におけ る照射後 の影響 は明 らか でな いが,

各分画 後の リン脂質 において照射効果の差 は認 めら

れ るとい うことにな る.そ こでこれ らリン脂質分画

について脂肪酸組成 の分析 を行 った.そ の結果 を表

6に 示 す.過 酸化反応 が著 しいF-4分画は他の分画 に

比 してC20:4, C22:6の 含量比が高 く,過 酸化 さ

れ易 い基質の含量が多 いことが示 され,か つ照射後

のF-4分 画ではその増加 がみ られた.し か し過酸化反

応 活 性 が次 いで大 きいF-3分 画 で はC20:4の 含

量 比が多 いがC22:6は 僅 かでF-4分 画 とは異 なっ

た組成 がみ られたが照射 によ るポ リ不飽和酸の増加

はF-3上 画 で は得 られて いない.他 の2分 画(F -2,

 F-5)で はC20:4, C22:6は ごく僅 かであった.

これ らの結果 は単 に基質 と目 され る リン脂質 量 と過

酸化反応活性の程度が必ず し も平行 していない こと

を示 してい る.一方F-2分 画ではC14:0, C16:0

含量 が著 しく, F-5分 画 ではC18:1, C18:2が

多 く照射後 の変化 としてはF-5分 画 と して はF-5分

画 のC18:1とC18:2の 変化 が有意 とみ られた.

照射 に ともな う ミトコン ドリア脂質量の変動:

第 一編 にお いて検討 した結果は照射後3日 目と非

照射の ミトコンドリアの一定分離条件下の収量 は3日

目の ものにお いて肝重量当 りの増加 を示す1).又実験

表5に よ りリン脂質 分画の量 的変動 が示 唆 され るの

で ミトコン ドリアタンパ ク当 りの脂質 の当量変化 を

測 定 した.そ の結果 ミトコン ドリアの タンパ ク当 り

の脂質収量実験 群間においてかな りば らつ きが み ら

れ実験 ラッ トの種々な因子によ る影響 が考 え られ る

が,表7に み られる ごとくタンパ ク当 りの脂質量 は

照射群 で若干 の減少 が示 され たが,リ ン脂質の相対

的含量 は増加 の傾 向がみ られた.

Table 7.　 Amount of lipid in mitochondria

 extracted from rat liver 3 days after whole-body

 irradiation. Weight was measured by the dichro

mate-oxidizing method and Pi by Allen's me

thod under the condition described in the text .

考 察

放射線照射 に ともない動物,植 物 組織 に過酸 化物

が生ず ることが知 られて いる11)12).これ ら過酸 化物 の

由来 は不明の点 も多いが,そ れが脂質 由来 であ り
,

高級 不飽 和脂質 もしくは脂肪酸の酸化 によ るもの と
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考 え られ てい る.し か し放 射線照射 に ともな う過酸

化物の生成 において測定可能な程 度の効 果を得 るた

めには高線量 が必 要で,又 全身照射 後の脂質過 酸化

物 の増加 はその測定 の困難 さが加 わって13)非常な高

線量(5×103～105R)を 用 いない限 り見出 され て

いない14).そのため過酸 化物 の生成 は脂質過 酸化反応

即 ち温置後 の過 酸化物 の生成 能において検討 され,

照射が反応触媒因子 とな りうることが明 らか に され,

細胞各分 画へ の照射15),抽出 された組織脂質 への照射
16)において も同様の脂 質過酸 化物 の増大 が見出 され

ている.し か し照射後 温置 の間の過 酸化物 増大 が,

過酸化物 の積極 的合成 によ るものか,阻 害 機構 の放

射 線損傷 によ るものかは明 らかでない.生 体内にお

いて脂質 がいわゆ る抗酸化剤 によ り非酵 素的な直接

酸化 よ り保護 されてい ることは確 かであ り,低 致 死

線量 で生体 内において毒性 を示す 濃度 の脂質過 酸化

物 が放射線照射 によ って生成 され るか否 かは不明で

ある.最 近Dawesら17)に よ って照射 に と もな う生

体 内抗酸化物 の変化 が認 め られ,こ の点 か らも過酸

化反応 が誘起 され易 い状態 が示唆 されてい る.

いずれ にせ よ放射 線照射 に ともない脂質過酸 化反

応の促進 は,全 身照射後特 に肝 においては線量 依存

性 が認 め られ る こと17)18)19)からも必須 の ことと考 え

られ る.著 者 はエネルギー産生 の場 であ る ミトコン

ドリアに対す る放射線 の効果 として全身照射後 の ラ

ッ ト肝 ミトコン ドリアにおいて脂質過酸 化反応 が照

射 によって促進 がみ られ(TBA値 と して測定)線 量

依存性の ある ことを明 らかに した1).

脂質過酸化反応 は基質 としての脂肪酸20-23).反応 阻

害因子8)9)17)24),反応触媒 因子25)26)等の点よ り解析が 進

められて いるが,上 記 のよ うな ミトコ ン ドリアにお

ける放射線照射 に ともな う変 化が基質 としての脂 肪

酸の変動 による ものか どうかを含 めて抽 出脂質 の過

酸化反応の変化 を知 るこ とは脂質過酸化 反応 の解析

を進 める点で重要 である. 650R全 身 照 射 後経 日的

に分離 した肝 ミトコン ドリアよ り抽 出 した脂肪酸 組

成比の変動 は一過性 に不飽和脂肪酸比 の減少 として

み られ た.こ の傾 向はNotorioら27)の1500R照 射 後

2, 4日 目の肝 ミ トコン ドリアにおける脂肪酸比 の

変化 と一致 して いる.し か しFe++で 誘導 され る脂 質

過酸化反応 において基質 とみ られ るポ リ不飽和酸 は

相対的に増加が み られ,彼 らの報告 とは異 な り,不

飽 和 酸 比 の 減 少 はC18:1, C18:2の 減 少 も

しくは飽和酸の上昇 に原因す る と考 え られる.又 こ

の ような一過性の変化 は照射後3日 目が最高で,こ

の 経 日的変 化 は第 一編 の ミトコ ン ドリアレベルの

Fe〓誘導 脂質過酸 化反応 の変 化の傾 向 と平行 して い

る.こ れ らの ことか ら照射 に ともな う脂質 過酸 化反

応 の促進 は基質量の上昇 が一因 と考 えられ る.

一方分離 きれた脂質 のFe〓 誘導過酸化 反応 におい

て,そ の反応曲線 と して は非照射,照 射両標 品にお

いて同様 の傾向 がみられ,誘導時間のlagは みられなか

った.ミ トコン ドリアレベルでの反応 では誘導時 間の

短縮が照射標品 において著明な現象 と して特徴 とさ

れ た.全 脂 質 単 独での過酸化反応 にお いてこれが

み られなかったこ とは脂質 にお けるin vitroの 照射

で その過酸化反応 は水溶性 ラジカル に起因す る とい

われる14)がラジカル補捉 によ る足跡 が全身照射後3

日目に抽 出 された脂質 に残 ってい るか どうか,又650

Rと い う低線量 では脂質過酸化物 は水溶 性15)のため

抽 出 され なか ったの で抽 出 された脂質 その ものにそ

の効果が有意の差 と して現 われないのか も知 れない

が,誘 導時間のlagの 有無 は膜構成画 での脂質 のあ

り方,他 の タンパ ク等因子 との関係及 び酵素反応 と

の関連が密接な問題 とな るこ とを示す もの と思 われ

る.第 一編1)に おいては肝の生理的動態 に ともな う

ミトコン ドリアの量的変化が3日 目にお いて著 しい

ことを明 らかに したが,放 射線全身照射 に ともな う

全身的な効果 の結 果 として肝 の変化が一分画で ある

ミトコン ドリアにおいて も示 され ると考 え られ,又

マ ウスの分離 ミトコ ン ドリアの膨潤 度合が照射 によ

って著 しくなる ことも知 られてお り28)ミトコン ドリ

ア膜 の変化 は当然考 え られ る.

一般 に生 体材 料 において常用 されて い るTBA反

応 による過酸化物生成の測定 は脂肪酸の 自動酸化の

研究 によ りC18:3以 上の高級不飽和脂肪 酸におい

て可能でC18:2で は過酸化値 の上昇 はみ られ るも

のの マロンヂアルデ ヒ ドの産 出 に よるTBA値 は理

論 的に測定 されない とされ る29).最近 脂質過酸化 反応

後の脂質 をTBA値 として表わす ことに関 して 再 び

論議がな されてお り30)31),本実験 で用 いたTBA値 の測

定 で全過酸 化物 並びにその反応 を示すの は勿論 疑 問

の点 も残 る.し か し現 在の ところTBA法 は過 酸化

物 を測定す るのに有用 であ ることは間違 いなか ろ う.

脂質過酸化反応 において脂溶性 の生体抗酸化物質

の存在 によって阻害効果 が示 され ることが知 られて

いる8)9)10).この意 味か らも総脂質 の過酸化反応 で照射

効果 の差 がみ られなか った点について脂質分画後 の

脂肪酸組 成 と過 酸化反応 活性 の関係 を追求 す る必要

がある.表4よ り明 らかな ように本実験 条件下 の脂
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質 の過酸 化反応 は主として リン脂質 においてみ られ,

他の単純 脂質 ではあま り認 め られない.又 その リン

脂質において,照 射 後標品に脂肪酸 構成比 の変動 が

み られ るに もか ゝわ らず, Fe〓誘導過酸化反応に お

いて あま り照射効果の差はみ られなか った.し か し

なが ら照射 と非照射標品 において,分 画後 の全反応

度合 を回収 した場合,よ り増大がみ られ,分 画 単独

の温 置 に よ る反応 にお いてかな りの差がみ られた

(表5, 6).

リン脂質分 画後の各分画 の脂肪酸組成比 と過酸化

反応度合 を比較 した場合,ポ リエン含量の多い レシ

チ ン,ケ フ ァ リン分画 に反応活性が高いが これ ら脂

肪酸組 成量 と反応活性 に平行 した関係は得 られなか

った.こ れ らの ことか ら抗酸化的作用 を含 めて リン

脂質間相互干渉 が示 唆 され る とと もに脂質単独の

Fe〓誘導 による過酸化反応 は加えたFe〓 量によ って

決ま る32)ことか ら照射効果 による足跡が反応 を起 り

易 くしてい ることも示 唆 される.先 に述べ た如 く照

射 によ る直接 的な効果並 びにラジカルによって生 じ

た傷が照射後3日 目の脂質 に残存 してい るか ど うか

は疑問であ るが,照 射後 の脂質代謝 に関連 して ミト

コン ドリア脂質 に組成 の変動並 びに何 らかの変化が

考 え られよ う.こ の ことは ミトコン ドリアのPC,

 PEは かな り自由に出入 りし交換 して いる33)ことか

ら他 の 細 胞 内 膜 系 との関連が重要で あるが ミトコ

ン ドリア局在 といわれ るカル ジオ リピンの脂肪酸組

成の変化が照射後み られた こと,又 リン脂質の含量

の相対的増加か ら も示唆 され る.

何れ にしろ照射に ともな う脂質 の変化特 に レシチ

ン,ケ フ ァリンの変 化が照射 に ともな う脂質過酸 化

反応の変化 と密接な関係があ り,こ の ことは又 それ

ら脂質の推察 され る分布状態 か ら34)膜内外即 ち膜 全

体の タンパ クとの構築が構造的機能的に問題 とな る

とと もに脂質過酸化反応阻害 や反応 生成物 の解 毒が

正常細胞の機能維持 にとって大切であ ることは明 ら

かで あ り,照 射後数 日後にみ られ る脂質過酸 化反応

の促進 は障害 を受 けた膜 タンパ ク脂質複 合体の回復

にと もな う代謝回転の増大 を意味す るのか も知れな

い.

結 論

650R X線 全 身照射後3日 目の ラッ ト肝よ り分離

された ミトコン ドリアのFe〓 誘導脂質過酸化反応は

対照(非 照射)に 比 して誘導時間の短縮 とと もに反

応活性の増大がみ られ る(第 一編).こ の照射後3日

目の ミトコン ドリアについて,脂 質 並 びに脂質分画

後の標品の脂肪酸組成比 と各 々のFe〓 誘導過酸化 反

応 について対照 と比較 検討 し次の結果 を得 た.

1) ミトコン ドリアレベルのFe〓 誘導 脂質過酸 化

反応後の脂肪酸組成比 においてC20:4, C22:6の

減 少がみ られ,これ らが反応基 質にな る もの と考 えた.

2) 650R全 身照 射 後 経 日的な ミトコン ドリアの

脂質の脂 肪酸組 成比の変 化は一過性 に不飽和脂肪酸

の減少 を認 め た が,基 質 と 目 され るC20:4, C

22:6は 逆 に相対的に増加 し,不 飽和酸の減少 はC

18:1, C18:2に よ る ことが示 唆 され る.こ れ

らの一過性の変 化は照 射後3日 目で最高 とな り,第

一編の ミトコン ドリアレベルの脂質過酸化 反応 活性

の経 日的変化 と平行 した.

3) しか し抽出総脂質の過酸化反応度 合にお いて,

照射 と対照両標品 と も誘導時間 のlagは み られず両

者間の差はみ られなか った.

4) 抽 出脂質の過酸化反応の 多 くは リン脂 質 にみ

られ,単 純脂質 ではあま りみ られ なかった.リ ン脂

質 レベルでの反応活性の照射 と対照 との間の有意差

は組成の変動が み られ るに もか ゝわ らずあ ま りみ ら

れ なかった.

5) リン脂質分画後 の各標品 において過 酸化反応

が よ りみ られ るの は レ シチ ン,ケ ファ リン分画 で

C20:4, C22:6が 多 い分 画 で あ った.又 過酸

化反応活性 の度合 は分画後上昇 したが,特 にレシチ

ン,ケ フ ァリン分 画において照射標 品では その上昇

が著 しか った.

6) しか しリン脂質 各分画 の脂肪酸 組成比 と反応

活性 の間に平行関係はみ られず,こ れ らの こ とは リ

ン脂 質相互 の反応 におけ る干渉 が示 唆 され る ととも

に,照 射 の効果でよ り反応 が起 り易 くな ってい るこ

と も示唆 され る.

7) 照射標品において相対的に リン脂質 の増量 が

み られ る.

8) これ らの結果よ り,照 射 にと もな う ミトコン

ドリアの脂質過酸化反応の促進 は基質 としての脂 肪

酸比の変動 とと もに,膜 構築 にお け る変化 の結果 と

して示 され る もの と考 え討議 した.

稿 を終 るに当 り御懇切 なる御指導御校 閲 を賜 わっ

た恩師 山本道夫教授 に深甚 な る感謝 の意を表 します.

又終始直接実験 に関す る御指導御授 助 を頂 いた山本

剛〓博士並 びに放射線 医学教室 の諸先生方 に心 か ら

感謝 の意 を表 します.
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Studies on the lipid peroxidation in mitochondria of 

x-ray whole-body irradiated rat liver

Ⅱ. Changes of fatty acid composition and ferrous

 ion-induced peroxidation of mitochondrial lipid after whole-body irradiation

Hiroshi WAKABAYASHI

Department of Radiation Medicine, Okayama University Medical School, Okayama, Japan

(Director: Prof. M. Yamamoto)

Ferrous ion-induced lipid peroxidation of the mitochondria isolated from rat liver on the 
3rd day after x-ray whole-body irradiation at 650R showed shortening of the lag of induction 

period and more acceleration of the activity than those of normal mitochondria (Part 1). Further 
investigations were made on the mitochondria on the 3rd day after irradiation at 650R in regard 
to fatty acid compositions and Fe++ -induced peroxidation of total or fractionated mito
chondrial lipids. The results are represented as follows.

1) Fatty acid composition of the mitochondria after lipid peroxidation showed the de
crease of polyenoic acids (C-20:4, C-22:6), suggesting the polyenoic acids are substrate of the 
reaction.

2) Changes of fatty acid composition of mitochondria after whole-body irradiation at 
650R were shown decreasing of unsaturated fatty acid due to the decrement of C-18:1 and 
C-18:2, but the component of polyenoic acid increased relatively. These changes are transient, 
reaching a maximum on the 3rd day after irradiation, and this tendency is parallel to that of 
lipid peroxidation activity of the mitochondria whole-body irradiated.

3) No difference of the rate of peroxidation observed between total lipids extracted from 
normal and from whole-body irradiated mitochondria, and the lag of induction period was not 
seen in both reactions.

4) Peroxidation of the total lipid was seen markedly in the phospholipid fraction and 

slightly in the simple lipid fractions. Effect of whole-body irradiation on the peroxidation 
activities of the phospholipid was not observed significantly, despite of the difference seen in 
their fatty acid compositions.

5) Peroxidation of subfractionated phospholipid by a thin-layer chromatography showed 
marked activity in the fractions of lecithin and aminophosphatide containing large amounts 

of C-20:4 and C-22:6: Recovery of the activity of the subfractions increased markedly compar
ing to the total phospholipid, and effect of whole-body irradiation appeared significantly in 
these subfractions. However, relationship between activities of the peroxidation and fatty acid 

compositions of the subfractions cannot seen. It is suggested the mutual interaction of phopho
lipid subfractions on the peroxidation to decrease the activity, and some of lipid became more 
sensitive to peroxidation by irradiation.

6) Relative amount of phospholipid to total lipid increased in whole-body irradiated 

samples.
7) From these findings, it was discussed that the acceleration of Fe++ -induced lipid per

oxidation in mitochondrial level is due to the change of fatty acid composition and association 
of lipid in the membrane.


