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緒 論

細胞の付着性 に関す る研究 は,形 態形成の問題 や

分化の問題において重要であるばか りでな く,癌 細

胞 の浸潤 性や転移の問題において も基本的 に重要な

課題であ る.し か し最近出 された細胞付着 に関す る

総説1)や最近 の論文2)3)4)5)6)において もその機構 に 関

す る決定的な結論はまだ将来 に持 ちこされて いる.

単層培養 によ り増殖 を続 ける培養細胞 は増殖のた

めに,基質 に付着 し,拡が り,分裂を行なわねばな らな

い1958年 に西田等によ って見 出され,コ ルニ ンと命

名 され た色々の生活組識か ら抽出することので きる細

胞分裂抑制物質は,抽 出および精製のための努力が払わ

れ,生物学的性状や化学的性状について過去10年 間余り

に渉 り調べ られて きた7)8)9)10)が,単層培養 におけるL

細胞の増殖 を抑制す る因子 につ いての報告 もある11).

しか し細胞 の付着性 と増殖性 に関す る問題 について

はまだ調べ られていない.そ こで今回はM期 にお け

るアル カロイ ド系細胞 分裂抑制物質であ る,コ ル ヒ

チンや ビンブラスチ ン,更 にコルニ ンと同様のaut

obioticsで あ りBullough等 が抽出 しカローンと名

づけた16)細胞分裂抑制物質等 と比較することにより,

コルニ ンの細胞 の付着 性に対す る効果 と細胞増殖抑

制効果 との関係,細 胞形態 に及 ぼす影響及 び運動性

に与 える影響 について調べ た成績 を報告す る.

実験材料及び方 法

細胞; L細 胞 は,岡 山大学医学部付属癌源研究施

設病理部門(佐 藤二郎教授)よ り入手 し,我 々の研

究室で継代維持 して きたが,長 期間の継代 によ り自

発的に巨大 多核細胞 を生ず るため,一 年に一度 の割

合でcapillary法12)に よる単細 胞 クローニ ングを重

ねて きた.培 養液 はMEMに10%の 牛血清 を加 えた

もの(GM)を 用 いた.ト リプシン処理 には0.1%の

濃度 を使用 した.

細胞増殖抑制効果の検定; Evans等 によ り開発 さ

れた重複培養法 を用いた.即 ち,角 瓶 で継 代増殖 さ

せた細胞を細 胞密 度3～5×104cells/mlで,培 養

試験管 に各1mlづ つ植 え込 み, 2日 後に標 品を最終

濃 度 の2倍 濃度でGMに 溶か し,各1mlを 付加 し

た.細 胞数は, 0, 48及 び96時 間後 に血球計算板 を用

いて算出 し,各3本 の平均 を とり,そ の時間の細胞

数 とした.抑 制効果 は対照(48時 間後 にGMを1ml

加 えた もの)の48時 間における細胞数の増 加を100%

として,ど の程度抑制 されたかで表示 した.

培養血の条件付 け;付 着実験 に用 いた培養皿 は直

径35mmの 小型 のガ ラス製(ミ ハルP1)で あるが,

新 しく購入 した ものは酸処理では細胞 の植 え込 み後

1時 間で20%の 付着率 しか示 さない.そ のため,通

常の洗浄 を施 した後, 100℃ 1時 間煮沸 し,細 胞 を植

え込むという一連 の操作 を数回繰 り返 した後用 いた.

この条件付 けによ り,植 え込み1時 間後 に80%程 度

の安定 した付着率を得 ることがで きた.

付 着 速度 の決定; 5×104cells/mlの 細胞密度 で

35mm培 養皿 に植 え込 み, CO2-incubatorで 培養 し,

対数増殖期 に当る3～4日 後標品 を溶か した培養 液

で1時 間の前処理 を施 した後, Earleの 平衡塩類溶

液で2回 洗 い,ト リプシ ン処理 によ り細 胞 を浮遊 さ

せ, 1000回 転5分 の遠 沈操作 で細胞 を集め,改 めて

標 品を含 む培養液 に細胞 密度 が1×104cells/mlに

な るよ うに細胞浮遊液を作 り,そ の各2mlを35mm培

養皿 に植 え込 み, 1時 間及び2時 間後 に恒温槽 を付

属 させた位相差顕微鏡の下で観察 し, 300～500の 細

胞数 に対 して付着細胞数の比 をとり付着速 度 とした13).

コルニ ン及 びカ ローンの抽 出;粗 製牛肝臓 コルニ

ン(BLC)は,西 田等の方法14)に従 って抽出 し,そ
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の 後10倍 量 の水 に対 して3日 間の 透 析 を行 い,透 析

膜 の 内側 に残 っ た もの をU画 分 と した 〔BLC(U)〕.

コル ニ ン抽 出 の原 法 で は 熱 抽 出 を100℃ 10分 で行 う

が, 100℃ 30分 の熱 抽 出 に よ り得 たBLC-30を 同様

に透析 し,こ れ をBLC(U)-30と 称 した.

カ ロ ー ンは, Spielhoffの 抽 出 方 法15)を 少 し変 え

て抽 出 した.即 ち, Tris-HCl緩 衝 液(pH7.4)で

抽 出 し,エ タ ノー ル65%に 可 溶 で85%で 沈殿 す る分

画 を12,000回 転 の連 続 遠 沈 に よ り集 め,水 を加 えて,

ロー タ リー エ バ ポ レー ター で 濃縮 後 凍 結 乾 燥 し粉 末

と して 保 存 した.実 験 に 使 用 す る際 に は 最 終 濃 度

10-7g/mlの ア ドレ ナ リン(塩 酸 エ ピ ネ フ リ ン)を 付

加 した16).

コル ヒチ ン,ビ ン ブラス チ ンは夫 々, Merck;

 Shionogiの 製品 を用 いた.

運動性及び移動性 の観察;細 胞をTD-15培 養瓶に

植 え込 み, 16mm映 画撮影法 によ り1コ マ2分 の間隔

で撮影観察 した.

多核細胞数の算定;短 冊培養 を行 った細胞 を平衡

塩類溶液で洗 った後,メ タノ-ル 固定を5分 間施 し,

 Giemsa染 色 液に10分 間浸 して染色 し,顕 微鏡 下で

多核細胞数 を算定 した.

実験 成績

図1
コルニン,カ ローン,コ ル ヒチン及 びビンブラスチ ンの細胞増殖抑制効果。

標品付加48時 間後に血球計算板 を用 いて付着細胞数 を算定 し,対 照の細胞数 に対す る比

を%で 表示 し,抑 制率 とした。

○― ○; cornin

●― ●; chalone

○― ○; colchicine

●― ●; vinblastine

表1　 各種 細胞分裂抑制物質 によ る細胞付着阻害効 果.

付着速度 は,細 胞の植 え込 み1及 び2時 間後 に,位 相差顕微鏡の下で算 定 した

付着 細胞数 に対す る植 え込 み細胞数の比 を%で 表示 した.

標 品 の増 殖 抑 制効 果; L細 胞 の 増殖 を50%抑 制 す

る濃 度 は, BLC (U)で0.25%,カ ロー ンで0.5%,
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コル ヒチン及 びビンブラスチンで夫々, 5×10-7M,

 10-7Mで あった.そ の効 果 にはdose-responseが

見 られる(図1)

付着速度 に与 える影響;表1に 示す ごとく,コ ル

ニンで0.1%,カ ロー ンで0.5%,コ ル ヒチ ンで5×

10-5M及 びビンブラスチン10-5Mで 初 めて付着 の遅

れが見 られる.こ れ を細胞増殖 を50%抑 制 した濃度

と比較す ると,コ ルニンは低濃度 で,カ ロー ンでは

等濃度で付着 の遅れ を示すのに対 し,コ ル ヒチンや

ビンブラスチ ンでは逆 にかな りの高濃度 を必要 とす

る(図1,表1).こ の ことは,コ ルニンや カローン

はL細 胞のガ ラスへ の付着 を阻害す るの に対 し,コ

ル ヒチンや ビンブラスチンでは細 胞分 裂 を100%抑

制す る濃度で も細胞の付着に対 す る阻害効果がない

ことを示 してい る.

牛肝臓 コルニ ンの増殖抑制効果 と細胞付着速度;

表2に 示す ごとく, BLC, BLC (U)-30, BLC (U)

の順 に増殖 抑制効果 は強 くな る.付 着速度はその順

に従 って低 くな り,増 殖 抑制効果 と,細 胞付着 阻害

効果 に相関性が見 られ る.こ の ことは,コ ルニンの

増殖抑制効果 には細胞分裂後 の再付着の過程 での阻

害効果が含まれ ていることを示 してお り,コ ルニン

の増殖抑 制効果 を検定す る指標 として付 着速度 の阻

害効果が利用で きることを示唆 してい る.

表2　 牛肝臓 コルニ ンの細胞増殖抑制効果 と付着

速度.

細胞増殖抑制効果 は図1と 同様に して調
べ られた.付 着速度 は,細 胞 を培養皿 に1

×104個播 き, 1及 び2時 間後 に位相差顕微

鏡の下 で数 え,対照 に対す る%で 表示 した.

L細 胞 の形態 と運動性 に与 える影響;単 層培養で

増殖 を続 けている細胞に,付 着速度 に影響 を与 えた

5×10-5Mの コル ヒチンを作用 させ ると,細 胞 は一

旦球形 とな り, 1日 後には長 く真直 ぐに伸 びる多数

の突起を放射状 に出す ようにな る.細 胞 は更に上皮

性様に扁平 とな り,ゾ ル化が起 ったよ うに観察 され

る. 3日 後 には殆ん どの細胞 が同様の形態 を示 すよ

うにな り,多 核細胞が増加す る(図2及 び写真1).

細胞の運動性 を16mm映 画撮影法 で観察す ると,突 起

の運動性 は対照 と殆ん ど変化 はなか ったが,細 胞の

位置 は固定 し,移 動性 が著 しく阻害 された.ビ ンブ

ラスチンを10-5Mの 濃度 で作用 させて もコル ヒチ ン

と同様 の形態変化 を生 じたが,細 胞内 に,ビ ンブラ

スチ ン作用特有のパ ラクリスタルを多数生 じた(写

真2).パ ラクリスタルは 日を追 うに従 って増加成長

した.多 核細胞 も増加(図2)し,突 起の運動性や

細胞の移動性 につ いての効果 もコル ヒチンと同様 で

あった.コ ルニン0.5%,カ ローン0.5%の 作用で は,

日を追 って球形 にな る細胞 が増加す る.細 胞 はガラ

ス面 よ り離 れやす くな り,浮 遊細胞が多 く観察 され

る.し か し多核細 胞 を生 ず るこ とはない(図2).

 0.1%の コルニ ンやカローンの作 用では,細胞 は対照

よ りも細 く長 い繊維芽 細胞 になるが,運 動性 には何

ら影響 を与 えない(写 真3, 4).

図2　 多核細胞数 の増加曲線

多核細胞数 は,短 冊培養 を行 った細胞

に,メ タノール固定 を5分 間施 し,　Gie

msa染 色液 に10分 間浸 し,水 洗後,顕

微鏡 の下で算定 し%で 表示 した。

○― ●; colchicine

●― ●; vinblastine

考 察

単層培養 で増殖 を続 ける細胞 は,増 殖の ために付

着 し,た やす く拡が ることので きる基質 が必要で あ

る.細 胞 の付着性 に関す る基礎 的な研究 としては,

細胞表面の性質 や基質の性質等 が今迄 にか な りくわ

し く調べ られている17)18)19).更に代謝 阻害剤等 の付着

性 に与 える効果 につ いて も研究量は多い20)21)22)23).最

近 はWeiss等 によ り, detachmentの 研 究 も始 め ら

れてい る24)25).これ らの実験事実か ら,細 胞 はそれ 自

身陰性電荷 を有 し,基 質の陽性電荷 を有す る場 と結
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合す ることによ り付着す るのではないか と考 えられ

ている.細 胞 の付着 しやすい基質 として,コ ラーゲ

ンや軟質 プラスチ ック等が知 られているが,ガ ラス

等 も酸処理によ り細胞の付着性が高 まることが報告

されてい る.し か しガラス製の培養皿 は単 にガラス

表面 を酸処理す るだけでは,細 胞 が付着す るための

良好な条件を与 える とは言 えない.著 者が行 った培

養皿の条件付 けによ り,細 胞の付着率 がガラス製の

培養皿で も高 ま ったこ とは,ガ ラス内部 よ り浸出 し

て,付 着 を妨 げ る原因 とな る物質が,数 回の煮沸 に

よ り薄 められたか,細 胞 自身がガ ラス面を修飾 した

か,或 いは血清等 の効果が関与 した とも考 え られ る

がそれ等の点に関 しては今後の研究 にまたねばな ら

ない.

コル ヒチンや ビンブ ラスチンは細胞 の増殖 を完全

に抑 える濃度で も細胞 の付着性 に影響を与 えないの

に対 し,コ ルニ ンやカ ローンは細胞の増殖 を50%抑

える濃度 よ りも夫々低 濃度及 び等濃度で ガラス面へ

の付着 を遅 らせ る.こ の結果 は,コ ルニ ンやカ ロー

ンの作用 によ り,細 胞側の表面又 はガラス面の荷電

状態の変 化を もた らしたか,コ ルニンが細胞 と基質

間 に介在 する ことによ り,細 胞 と基質が結合す る場

を奪 ったか,も しくは細胞か ら放 出 され る付着 を促

進 させ る物質 と置換 したか等が考 えられ る.そ れ ら

を調べ るための実験 は本実験ではなされていないが,

コルニンが細胞 の付着 を阻害す ると共 に,付 着 して

い る細胞 を遊 離 しやす くさせ ることな どか ら,細 胞

側に作用 した可能性 は大 きい.

コル ヒチ ンや ビンブラスチンは,細 胞 の移動性 に

大 きな影響 を与 え,細 胞 を殆ん ど同一 の場所 に留 め

るが,突 起の運動性 に影響 を与 えない.コ ル ヒチン

については, Goldman22)がBHK-21細 胞 を用 いて同

様の結果 を得てい る.彼 は この2つ の現象 は, mic

rotubleとmicrofilamentの 働 きの相違 であると示

唆 して いる.し か しコル ヒチ ンによ り, microtuble

が分解 されて も,細 胞 の付着性 には何 ら影響 がない

ことは,細 胞 の付 着の過程 には全 くmicrotubleが

関与 して いないことを示 している.

過去 の我 々の研究室 で得 られた知見によ ると,コ

ルニンはDNA前 駆 物質 のDNAへ の と り込 みの抑

制, 32Pの 核酸及 びDNAへ の取 り込 み の抑 制及 び

DNA polymerizationの 抑 制効 果 があ り, DNA合

成 を直接 に抑 えて いる可能性 もある.し か し,今 回

の実験 で得 た結果 は,コ ルニンが細胞膜 に対 し作用

し, DNA合 成 に必要 な物質及 び代謝系 に必要 な物

質の取 り込 みを抑 えるとい った膜系 に対す る作用 も

考 えられ るため,こ の よ うな間接効果 について も今

後考 えていかなければな らない問題 である.

結 論

1. コルニ ンやカ ローンはガラスヘ のL細 胞の付着

を阻害す るが,コ ル ヒチンや ビンブラスチンでは

殆ん どその効果は認 め られない.

2. コルニ ンの細胞増殖抑制効果 と付着性 の阻害効

果 とには相関性が認 め られ る.

3. コル ヒチンや ビンブ ラスチンはL細 胞 を繊維芽

状 か ら上皮性様 に形態 を変化 させ,多 核細胞 を増

加 させ,細 胞の移動性 を阻害す る.コ ルニンやカ

ローンは,細 胞 を球形 化 させ る と同時 にガラスか

ら細胞 を遊離 させ る.し か し多核細胞 を生 じるこ

とはない.

稿 を終 るに当 り,終 始御懇篤 な る御指導 と御校閲

を賜った恩師西 田勇教授に深 く感謝致 します と共に,

本研 究遂行 の為の適切 な助言 を頂 いた村上哲英助教

授に深謝致 します.
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Studies on the cornin extracted from liver

Ⅰ. Effects of the bovine liver cornin on cell adhesion 

and morphological change of L cells

by

Akitaka DOI

Department of physiology, Okayama University Medical School, Okayama

Effects of mitotic inhibitor on the growth of L cells, cell adhesion, cell motility and morpho
logical change were examined. Obtained results are as follows;
1. Cornin or chalone diminishes the rate of cell adhesion to glass. This effect, however, is 
not observed in the case of colchicine or vinblastine.
2. The relationship of the inhibitory effect of cornin is observed between cell growth and 
cell adhesion.
3. Colchicine or vinblastine transforms the cells from fibroblast-like to epithelial-like, in
creases the polynucleated cells and inhibits cell locomotion. However cornin or chalone rounds 
up the cells and detaches from glass, and yields no polynucleated cells.
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写真の説明

いずれ も,対 数増殖期 にあるL細 胞 に対す る,コ

ル ヒチン,ビ ンブラスチン,コ ルニン及 びカローン

の作用効果 を示 す.

写真1) コル ヒチ ン5×10-5Mを 作用 させて3日

後の細胞;細 胞 は繊維芽状か ら上皮性様 に変化 し,

多核細胞が多数生 じると共 に放射状 に長 い真直 ぐな

突起 を生 じる.

写真2) ビンブラスチ ン10-5Mを 作用 させて3日

後の細胞;コ ル ヒチンと同様の形態変化が観察 され

る.ビ ンブラスチン作用特有のパラク リス タルを多

量に生 じる(矢 印).

写真3) コルニン〔BLC(U)〕 0.1%を 作用 させた

1日 後の細胞;正 常細胞よ り細長 い繊維芽細胞が多

く見 られる. 3日 後には細胞 は丸 くなった.

写 真4) カローン0.1%を 作 用 させ た1日 後の細

胞;コ ルニンと殆ん ど同様 である.
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