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緒 論

一般 に細菌細胞は外 界の大 きな変動に もかかわ ら

ず恒常性 を保 とうとする.そ れはカチオ ンにつ いて

も云 える事で あり外 界条件 によつて は細 胞内のカチ

オンは能動輸送によ り,外 界濃度 よ り極端 に高 く保

たれ ること もあり,極端に低 く保 たれ ること もある.

そうした細菌細胞 内のカチオン濃度 を測定 する際に

培地含有の カチオ ンや菌体表面 に吸着 されているカ

チオ ンが混在するため,正 確 な定量は難 か しい.

例 えばStaph. aureus(以 下 ブ菌 と略す)は 生理

的食塩濃度培地 か ら10%食 塩濃度培地に至 るまで極

めてよ く発育する.こ の塩耐性 を有す るブ菌の特性

を知 る うえで,高 食塩濃度培地中で培養 されたブ菌

内のカチオ ン濃度 が生理的食塩濃度 培地 中で培養 さ

れた正常菌のそれ と比較 して,ど のよ うに変化 して

いるか は重要なことで ある.高 食塩 濃度培地で発育

したブ菌内のNa濃 度の定量のためには非常 に高濃

度のNaを 含 む培地 を除去す ることが必須 である.

このためにはブ菌 をNaを 含まない洗浄液で十分

洗 うことが重要 である.し か し洗浄 に際 して測定 し

よ うとする菌体 内Naがdown hill現 象で漏出す

ることは可及的避 けな くてはな らない

著者等は様 々な条件で培 養 したStaph. aureus

 209 Pを 供試 し集菌後 多数回洗浄 を行 って,各 回洗浄

菌について過塩素酸 灰化によ り炎光分析法でNa, K

の定量 を行 い,そ の測定値 の解析か ら正確 な菌体内

一価カチオン量 を得 ることを試 みた.ま たMg, Ca

の二価 カチオンについて も原子吸光分析法 によ り洗

浄操作の影響や各発育段階 における含有量の変化 を

検討 した.

材 料及び方法

当教室保存 のStaph. aureus 209 Pを 供試 し0.05

%, 5%, 10% NaCl又 は10% KClに なるよ う塩

類 を加 えた半合成培地1)に振盪培養 し, late logの

段階で遠 沈によ り集菌 した. 0.05% NaClを 加 えた

半合成培地 中には145mMのNaが 存在 し,生 理的

食塩濃度に相当す る(以 下それぞれの培地で発育 し

た ブ菌 を0.05% NaCl菌5% NaCl菌10% Na

Cl菌 及 び10% KCl菌 と略す).集 菌 したpelletを 湿

菌量の25倍 の蒸留水 で洗浄 し再 び9000xg, 10分 間遠

沈 し集菌 した.洗 浄操作 は1回 につ き30分 を要 した.

このよ うな洗浄 を くり返 し,そ の度 に湿重量 で1g

を精秤 し過 塩素酸10mlで 灰化 した.灰 化液 は適 当に

希釈 して炎 光分析,原 子吸 光分析 に供 した.

実験 に用いた試 薬 類 は極 力 混在 カチオンの 高純

度の もの を用い使 用 水は脱 イオン後 再 蒸 留 した も

のを用 いた.又 ガ ラ ス器 具類 はすべて あ らか じめ

王 水で洗浄 しておいた. Na, Kの 分析波長 はそれ ぞ

れ5890A, 7664.9Aで あ り励起用炎はH2-O2系 で

あ った.またMg, Caの 分析波長 は2852A, 4226.7A

であ りC2H2-Air系2)で 行われた.

結果 と考察

Ⅰ 生体試料 中には種 々様々な物質 が存在す るた

め 目的の物質 を分析す る場合必 ず他物質 による干渉

を考 慮せねばな らない.

① Na, Kに つ いて

臨床 化学 の分野 において血清,尿 中のNa, Kは 希

釈後 直接噴霧3)に よるか, LiCl液 に よ る内 部標 準

法4)5)が用 い られてい る.著者等は外部標 準法で測定
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を行 なつたが内部標準法の場合 と同様の結果を得た.
へ

これ はNa, Kに 対す る干 渉物質が比較的に少な く,

又更 に灰化液 をかな り希釈 して測定す るため干 渉物

質の濃度 を小 さ くす ることがで きるためであろ う.

② Mg, Caに つ いて

Mg, Caの 原子吸光におけ る干 渉 物質 としては特

にアル ミニウム,リ ン酸6)7),蛋白質 等があ げられ るが

灰化操作 によ り蛋白質は除去で きて もアル ミニウム,

リン酸の妨害 は避 け られな い.例 えばCaに 対 す る

リンの干渉 は リンの濃度が増加す るにつれて吸 光度

は急速 に減少 してゆ く.し か しLa8)9)10000ppmが

存在す るとリンの干渉 を排除す るこ とがで きる. La

の代 わ りにSr10)やEDTA11)を 使用す ることもで き

る. La, Srはreleaserと してEDTAはprote

ctorと して作用す るためであろ う.各培地 で発育 し

たブ菌 内の リンは相 当高濃度に存 在 し,こ れによ る

干渉 を無視で きな い したがつて本実験 においては

10000ppmのLa存 在下で測定 を行な った.

Ⅱ ブ ドウ球菌内 カチ オン濃度

① Na, Kに ついて

一般 に赤血球 をは じめ として細胞内のNa濃 度は

数mMか ら数十mMと 云 われてい る.生 理的食塩

濃度培地 中のNa濃 度は145mMで あるが5%, 10

%食 塩培地 では900mM, 1900mMと なる.

す なわち5%, 10%の 高食塩濃度培地 は,細 胞内

Naの 数十倍か ら数百倍に相当す るNaを 含んでい

るわけであ る.し たがって培養 したブ菌 を遠沈集菌

して直 ちに試料とする場合は間隙水中に含 まれ るNa

や菌体表面 に吸着 されて いるNaが 相 当混入す る.

そ こで洗浄 を くりか えし各洗浄回で得た菌体試料の

Na測 定値の推移 をFig. 1に 示す.菌 体内Na濃 度

に比べ,培 地 に含有 され るNa量 が多 いためいづれ

も洗浄 回数 によってNa濃 度は曲線的 に減少 して い

る.

一般 に洗浄操作 による沈殿物の清浄過程 は次式で

表 わ される.

xn=xo・Vn―(1)

n:洗 浄 回数

xn: n回 洗浄後 に残 つた量

V:洗 浄液 と沈殿中 に残 った母液の体積 によ

って決 まる定数(V<1)

(1)式よ り次式が導かれ る

logxn=logV・n+logxo―(2)

Fig. 1.　 Transition of Na analytical quan

tity of cells caused by the repeated wash

ing.

Cultures as the specimens were grown in

 the semisynthetic media containing various

 concentrationsof salt.; 0.05% NaCl (■),

 5% NaCl (▲), 10% NaCl (●), and 10%

 KCl (O)

Fig. 2.•@ Transition of Na or K analytical 

quantity of cells caused by the repeated 

washing.すなわち洗浄後に残った量は指数函数的に減少し
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てゆ く. (2)式にもとづ く洗浄過程 をFig. 2に 示 して

いる.い づれ も4～6回 洗浄 まで直線 的に減少 して

お り理論式 によ く適合 してい る. (奇数 回目の測定

値 はFig. 1よ り読 み とつ た)し か し0.05%, 5%及

び10% NaCl菌 ではそれぞれ5回, 6回,及 び7回

以後か ら洗浄回数によ る減少 は少 な くな り,異 つた

パ ター ンがみ られ る.こ れは少数 回洗浄 では主 とし

て間隙水 に含 まれ るNaや 菌体表面に吸着 されたNa

が除去 され,更 に回数 を重ね ると菌体 内のNa濃 度

の方が外部 よ り高 くな りこの濃度匂配 によ り菌体内

Naの 流 出が あるもの とみなすべ きであろ う.し た

が って0.05% NaCl菌 で は4回 目, 5% NaCl菌

では5回 目, 10% NaCl菌 では6回 目洗浄後の値が

正確な菌体内濃度を反映 していると考 え られ る.

次にKの 場合は, Fig. 3に 示す よ うに洗浄回数に

より直線的に減少 している.こ れは半合成培地に含

まれるKが 菌体 内濃度の1/10から1/20程度であ るため間

隙水中や表面付着 のKの 混入 は極めて少な く,内 部

か らの漏出による減少 と考 えて よい.し たが って0

回目への外挿値 を菌体内K濃 度 とす るのが妥 当であ

ろ う.未 洗浄試料の間隙水に含 まれ るK量 が どの程

度の影響 を もつか を知 るため, 0.05% NaCl菌 を未

洗浄の ま ゝで測定 した ところ201mMの 値 を得外挿

値の190mMよ り11mM高 い値 を得た.こ の差 は菌

体間隙 にある培地 に含まれ る少量 のKと,菌 体表

面付着のKに よるものであろ う. 10% KCl菌 の場

合について もFig. 1, 2, 3に 示 してい る. K濃

度は6回 洗浄 まで指数函数的に減少 してい る.こ れ

は菌 体内K濃 度が60mMで あるの に対 し培地中のK

が1500mMで, Naの 場合 と同様外部が極端に高濃

度であ る事例 であ る.

図-3

Fig. 3.　 Transition of K analytical quan

tity of cells caused by the repeated wash

ing.

以上 ま とめて考察 すると菌体内に比べ,菌 体外 に

Na, Kが 高濃度 に存在す る場合洗浄 液中でかな り入

念にsuspendし,洗 浄回数 も4～6回 程度行 わな

ければ正確 な値 を得 ることは困難 であろ う.一 般 に

細胞 内Na濃 度 は外部 よ り極端に低 いため,細 胞 内

のNa濃 度 を測定す る際には特に注意 を要す る,細

菌 をmillipore filterで 〓過 し,洗 浄 後 菌 体 内 の

Na濃 度 を調べ る方法の報告 は多数 あるが,そ の 多

くはア イソ トープを用いた実験例 で,少 量 の菌の場

合は洗浄効果 はよ く測定に も便利 である.し か しア

イソ トープを用いない場合は,多 量 の菌 を用 いた方

が測定 は正確 である.こ の場合millipore filterを

用い ると〓過時間が極端 に長 くな り洗浄効果 も悪 い

ので著者等 の実験方法が適切であ るとい う結果 を得

た.

② 菌体 内の恒常性

TABLE　 Ⅰ

Na, K CONTENT OF Staph. aureus 209 P

 CULTIVATED IN VARIOUS MEDIA

Values are expressed as m moles/kg of wet

 cells.

以上 めよ うな検討 の結果,各 種 培養 ブ菌 の菌体 内

Na, K含 有量 をTable Ⅰに示 す. 5%, 10% NaCl

菌 のNa濃 度 は0.05% NaCl菌 の1.4倍, 1.7倍 と

な ってい るが,培 地 中のNa濃 度が9倍, 19倍 に も

な ってい ることを考慮すれ ば菌体内Naは 余 り外部

のNa濃 度 の影響 を受 けて いない と云 える.し か も

K/Na比 は更 に変動 が少なかつた.し たがって培地
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中のNa濃 度が著 しく変化 して もブ菌 内はよ く恒常

性 を保 ってい ると云 える.

非常に広範な食塩濃度範囲 で発育可能 なブ菌の菌

体内Naが 一定に保たれている事実 は,高 食塩中の

みで発育可能な好 塩菌 のNa含 有量 が外存Naに か

な り近い高値12)をとるのに比べ る と,ブ 菌 には特殊

な塩排除機構が存 在す るこ とを示唆す る もので あろ

う. 10% KCl菌 はNa, Kと も含有量 が極 めて低か

った.こ れは どうい う理 由による ものか は未解明で

あるが, K/Na比 はほぼ0.05% NaCl菌 と等 し く,

恒常性維 持の点か ら極 めて興味 ある現象で ある.

③ Mg, Caに ついて

生体中のMgは 酵素反応 に重要 な役割 を果 してお

り,他の二価 カチ オンと違 ってかな り多量存在す る.

したが って通常 の培養条件では菌体内Mg濃 度 は外

部よ り相当高いため測定時 に外存Mgの 混入は極め

て少ない と考 えられる. 0.05% NaCl菌 のMgに

ついて洗浄によ る効果 を検討 した結果(Table Ⅱ)

 Mgは 洗浄によ る効果 を全然受 けず, 2回 及 び8回

洗 浄 の値 が全 く一 致 した.こ れ はMgがfree type

で存 在 す る ので は な く, binding typeで 存 在 す る

こ とを示 す もの で あ ろ う.し た が って 菌 体 表 面 に存

在 す るMgと 云 え ど も単 な る洗 浄 で は 除 去 で きない

と考 え られ,も し除 去 す るた め には 強 い キ レ ー ト剤

の 使 用 や, Mgのbinding siteをattackす る こと

が必 要 とな るで あ ろ う.以 上 の 事 か ら10% NaCl菌

のMg含 有 量 は2回 洗 浄 に よ り31.5mMと 云 う値

を得 たが これ は0.05% NaCl菌 よ りや 低ゝ か った.

TABLE　 Ⅱ

WASHING EFFECT ON Mg CONTENT OF

 Stash. aureus 209 P CULTIVATED IN

 VARIOUS MEDIA

Values are expressed as m moles/kg of wet

 cells.

菌体内Caは 構造維 持や酵 素反応に重要な役割 を

果す もので あ り,培 養 条件によ り変 動す るか どうか

は興味があ る. Caの 場合, Mgと 同様強 い結 合状

態 に あるだめ洗浄効果 を全 く受 けない ことが基礎 実

験 で判明 してい る. Table Ⅲ はlog phaseの 各 段

階におげ るCa含 有量 の変動 を見た ものであ り, 2

回洗浄 の測 定 値 を示 して いる. early stageか ら

late stageに 近づ くにつれて減少傾 向が み られ る

が常に10% NaCl菌 は0.05% NaCl菌 の1.7～2.5

倍程度 多 く含 む. Caは 細 胞膜 中の リン脂質 に強 く

結合す ることが報告13)14)されてい る.著者等は0.05

% NaCl菌 と10% NaCl菌 の細胞膜構成 リン脂質

の組成 がCa結 合能増強の方向に変化 してい ること

を見出 して いるが,これは高塩中での膜構造維持 に大

いに寄与 して いる と考 え られ る.

TABLE　 Ⅲ

Ca CONTENT OF Staph. aureus 209 P IN

 LOG PHASE CULTIVATED IN 0.05% AND

 10% NaCl MEDIA

Values are expressed as m moles/kg of wet

 cells.

結 論

Staph. aureusを 供試菌 として,菌体 内カチオン

の含有量 を多数回遠沈洗浄法に よる定量値 の検討 に

よ り試 みた.

1. 菌体 内一価 カチオン濃度の定量 においては培

地中の濃度 が高 い場合 は数回の洗浄が必要であ る.

洗浄過程 は洗浄理論式 によ く合い指数函数 的に洗浄

効果 を受 ける. Naの 定量 の際細胞外のNaは 急速

に洗浄 され,そ の後細胞 内Naが 漸次流出 してゆ く.

したが って この屈折点 にお ける測定値 が正確 なNa

濃度 を反映 していると考 え られ る.

2. Kの よ うな菌体内濃度が外部よ り高い場合は

洗浄過程の プ ロツ トの0回 洗浄への外挿値を用いる.

3. 培地 中の食塩濃度の著 るしい変化 に もかかわ

らず ブ ドウ球菌 内一価 カチオンの濃度 について はよ

く恒常性 が保 たれている とい う結果 を得た.

4. Mg, Caな ど二価 カチオンは洗浄 効 果 を受 け

ない.
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Some Consideration on Cation Measurement 

of Bacterial Cell.
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Okayama University Medical School

The precise mensuration of the intracellular cation content is very significant from the 
biological point of view. When a salt concentration is medium is higher than in bacterial cells, 
it is very difficult to measure the intracellular cation content because of extracellular high 
contamination. In such a case, there is no other way except repeated washing for elimination of 
the outer contaminants. With the repeated washing method, authors attempted to measure accurately 
the intracellular cation content of Staph. aureus 209 P, cultivated in the medium of the various 
degrees of salt concentration, by flame photometory and atomic absorption spectrophotometory.

The results were as follows.
1. When univalent cation concentration in cells is lower than in medium, it is necessary to 

wash the cells several times. The washing effect on extracellular contaminants could agree with 
the theoretical equation of washing that the contaminant decreased exponentially. The successive 
decrease of assay values by an easy grade must show a leakage of the intracellular Na. The 
reflective point could be considerated to show the Na content.

2. As in general potassium concentration in cells is higher than in medium, the accurate 
value was decided by extrapolation of the linear analytical quantity vs. washing time to zero time.

3. In spite of the extreme variation of sodium salt concentration in culture medium, the 
univalent cation content in Staph. aureus 209 P had hardly any shifts.

4. Bivalent cations, Mg and Ca, were not affected by the washing.


