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細胞の食作用 は物質認識 の本質 を理解 するために

重要 な現象で あるがその機構 は尚十分 に明 らかに さ

れて いるとはいえない。食作用 の過程 は3つ の段階

に分 け られ る。 即 ち物質 の細胞表面へ の接近付着,

局部の陥入 と擬足等 の形成,及 び食胞 の形成の3段

階で ある(1)。細胞 に食作用 が惹起 され るためにはま

ず物質 が細胞表面へ付着す るこ とが必要 であること

は多 くの実験結果 か ら認 め られ る(1, 2, 3)。

取込 み現象 はこの様 に して物質 を付着 した細胞表面

に陥 入の起 ることに始 まる。 この様 な変化 は細胞表

面の原子団 と付着 物質 との結合 によ り,細 胞膜及 び

隣接細胞質 の高分子構造 に変化 が生ず ることに起因

する もの と考 え られ ている(3)。従 って貪食現象の引

金 とな るの は物質 の食細胞への接近 と付着 で ある。

この接近 と付着の過程で は多分 に被 貪食物質 と細胞

表面 との荷電 が大 きい役割 を演 じて いる様 に思われ

る。例 えば負 荷電 の鉄 コロイ ド粒 子及 びイオ ン交換

樹脂等 は表 面 に強 い負 荷電 を持 つエール リッヒ癌細

胞には付着 もされず又貪 食 もされない。 しか し正荷

電の イオン交換樹 脂 はエ ール リッヒ癌細胞に容 易に

付着 され貪 食 され る(2, 4)。 これ らの反応 は食

作用 の要 因の一つ として細胞表 面 と物質 との間の イ

オン結 合が付着 に重 要で あることを示 してい る。

以上 の現象 とは無 関係 にCurtisは 細胞 の接着現

象は"疎 液 性 コロイ ド説"Lyophobic colloid the

oryで 説明 で きる と考 えた(5)。 しか し上述 の様

に細胞表面へ の物質付着 には荷電 との密 接な関係 が

存在 しているので イオン結合 と貪 食作 用の間に も又

密接 な関係が存在す ることは否定 で きない 。本報 告

は細胞表面への物質 の付着 について二つの対立 す る

現象 と理論 をどの様 に調和 させ ることがで きるか に

つ いて観察 した もので ある。方法 としては解析 を容

易 にす るために実験系 を簡単 にして オプソニ ンのな

い等張液,即 ちハ ンクス液,各 種等張 液及 び糖 液 に

種 々の イオンを加 えた液,又 は除 いた液を調整 しそ

の液中で生赤血球 ・固定赤血球(6, 7)及 び メチ

ル化又 は脱 ア ミノ化 を施 した赤血球 が どの様 に単球

に付着 し貪食 され るか を見 た。

結論 としては単球 の赤血球貪食過程 では被貪食物

の表面 と単球表 面 との静電的 な相互作用 の他 に細胞

表 面の疎 液原子 団が付着 に密接 に関係 して いる とい

うことで ある。

材料 と方法

食細胞 としてはddNマ ウスの腹腔単球 を用 いた。

この細胞 はエール リッヒ癌腹水植 えつ ぎ後一週 間 目

腹水 中に存在す る単球 を分離使用 した(1)。 癌腹

水(2.5x107Ceels/ml)を ハ ンクス液で20倍 に希 釈

しその2ml宛 をマイ クロトレイ(Linbro U. S. A.

 FB-54,径16mm, 3ml)に と り37℃60分 間静置保温 した。

これによ って単球 は トレイの底面 に付着 す る。孵 置

後 トレイの上清 を捨て底面 に付着 した単球層 をハ ン

クス液 で5回,孵 置媒液で5回 洗 い単球 以外の細胞

を洗 い落 す。 次 に孵置媒液 に浮かせ た鶏及 びマウス
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の固定赤血球(1.000個/ml) 1mlを 加 えて37℃ で10

分間及 び60分 間振盪 しなが ら孵置 した(60 cycles/

min)。孵置後上部 の液 を捨て更 に媒液 で単球 に付着

していない赤 血球 を完全 に洗 い落す 。洗條後 トレイ

にメタノール を注 いで細胞 を固定 し引続 きギムザ染

色 して顕徴鏡 下で付 着赤血球数 を数 えた。

今一 つの実 験 シ リー ズにお いて細胞 を切片 として

光顕及 び電 顕 による観察 を行 った。即 ち癌腹水 中の

単球 を遠 沈管 に採取 してハ ンクス液 で洗 い,こ れに

孵置 媒液 に浮かせ た赤血球 を加 え37℃ で1時 間振 盪

しなが ら孵 置す る(60 cycles/min)。 孵置 後 細胞 を

1.25%グ ル タル アルデ ヒドで10分 間固定 し,ペ レッ

トに して純水で洗條す る。 これ らの細胞 の一部 はア

ルコール脱水後パ ラフ ィン包埋 し,ヘマ トキ シ リン・

エオジン染色 して光 顕 で観察 した。残 りは1%OsO4

で1時 間固定 し.ア ル コール脱水 した後 エポキシ レ

ジンで包埋 し切片 にして水酸化鉛染色 し電顕(HU-

11A型)で 観察 した。

単球 に付着 し取込 まれ る材料 として マウスの無核

赤血球 及 び鶏の有核赤血球 を用 いた。 マウスの赤血

球 は10匹 ないし20匹 の マウスの頸動脈 か ら,同 じく

鶏の赤血球 は鶏の頸動脈 よ り採血 した。採取 した赤

血球 はハ ンクス液で洗 って血清 や白血球 を除 いた。

この赤血球 は未 固定のまま一部 を生赤血球(L-RBC)

として用 いた。又一部 はグル タル アル デ ヒド(1.25

%)で, 10分 間固定 し固定赤血球(F-RBC)と して

用いた。F-RBCは 固定後純水で十分洗 った後ハ ン

クス液及 び純 水 に浮遊 させてお いた 。一部 のF-RBC

はメチル化 処理 を行 った。メチル化 はFisher & Li

llieの 方法 に従 った(8)。 他 の一部 のF-RBCは

脱ア ミノ化処 理を した.脱 ア ミノ化に はWigglen

worthの 方法 を用 いた(9)。 各処理後のRBCは

純水で10回 洗い純水 に浮遊 させてお く。各赤血球 は

実験前孵置媒 液に浮遊 させた ものを使 用 した。媒液

にはハン クス液,蔗 糖液及 び両者 を種 々な比率 で混

合 した もの,及 びハ ンクス液か らCa,〓Mg〓 などのイ

オンを除 いた もの を用 いた。 これ らの溶 液は使 用前

比電導 度 を測定 した。比電導度 の測定 には東亜電 波

のコンダク トメーター(CM-IDB型)を 用 いた。

結 果

(1) ハ ンクス液及 び蔗糖液中 での単 球 の赤血球

付着 と貪 食

単球 はハ ンクス液中で星状,卵 状,球 状,不 定形

等様 々の形 をと り細胞内 にい くつかの空胞 があった

(写真1)。 蔗糖 液中で はハ ンクス液 中よ り大 きな

空胞 が あ り(写 真2),こ れ は孵置媒液 にF-RBCが

存在 して もしな くて も同 じ形 態だ った(写 真4)。

ハ ンクス液中で鶏 のL-RBCを マウス単球 と10分

間及 び60分 間孵置 した結果 では ご くわず かの有核赤

血球 の単球 への付着 が あったが,同 じ条件下 でマウ

スのL-RBCは マ ウス単球 に全 く付着 しなかった。

しか しF-RBCを 用いた場合鶏 の赤血球 もマウスの

赤血球 もいずれ もよ く単球 に付着 し貪食 した。光顕

的観察 では赤血球 が実際 に貪 食 されて いるの か,又

単球 の表 面に付着 してい るだ けか を見分 けることは

むずか しいが,電 顕でF-RBCが 単球 の細胞質 内に

取込 まれてい ることが明 らかに認められた(写真9)。

各単球 に付着 ・貪 食 されてい る赤血球数 は1個 か ら

最 高20個 で多 くの ものは5か ら8個 の赤 血球 を付着

貪食 していた。

F-RBCは ハ ンクス液 中ではよ く単球 に付着 ・貪

食 したが,等 張蔗糖 液中で孵置 した場 合には単球 は

ほ とん ど赤血球 を付着 ・貪食 しなか った。即 ちマウス

F-RBCで は ごくわずかの付着 が あったが,鶏F-

RBCで は全 く付着 がなかった。

次 に単球へ のF-RBC付 着 に対す る蔗糖 の抑制効

果 を調べ るために蔗糖液 中で単球 のみを60分 間孵置

した後 ハン クス液 で洗 いハ ン クス液 に浮 遊 させ た

F-RBCを 加 え単球 の反応 を観察 した。 その結果 で

は単球 はほ とん どこの蔗糖 処理 によってF-RBCに

対す る貪食能 に変化 を示 さなか った。即 ちマウスF-

RBC,鶏F-RBC共 に10分 間の孵 置 ではわず かに処

理後 の単球の貪食性 の抑制効果 が認 め られたが, 60

分間孵置で は無処理 の対照単球 の場合 と比較 して抑

制効果 が全 くなか った。又,ハ ンクス液 に等張蔗糖 液

と同 モルの蔗糖 を加 えた液中で無処理単球にF-RBC

を作用 させて みると10分 間の孵 置でF-RBCは よ く

単 球 に付着 して,ハ ンクス液中での対照 と比べ て抑

制効果 は全 くなか った。以上の結果は総合 して表1

の一部 に示 した。

(2) 蔗糖 以外の糖 溶液中での単球 の固定赤血球

付 着 と貪食

蔗糖 液中での単球 のF-RBC付 着 抑制が蔗糖 液 に

特 異的 な ものであ るか どうかを調 べ るために マル ト

ーズ(林 原工 業),ガ ラク トース(和 光純 薬)
,マ

ンノース(和 光純薬),グ ルコース(和 光 純薬),

フル ク トース(和 光純薬)等 を用 いて蔗糖 液にお け

ると同様 の実験 を行 った。

観察 の結果,ど の等張糖溶液 中において も単球 は
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蔗糖液 中にお け ると同様 に固定 赤血球 を付着 もせず

貪食 もしなかった。

又,こ れ ら各種 の糖 を別 々に2mMづ つハン クス

液に加 えた ものをつ く りその液中 で同様 に赤血球 と

単球 との反応 を観察 したが,糖 が存在 して も単 球 は

固定赤 血球 をよ く付着 ・貪食 し糖 による付着抑制効

果 は認 められ なか った。以上の実験結果か ら蔗糖 液

中 にお ける単球 のF-RBC付 着 ・貪食阻止 は蔗糖 の

Table 1.•@ Adhesion of red blood cells to monocytes in Hanks' solution and sucrose solution .

Each value shows the mean ± standard deviation from 3 to 10 experiments.

*: Fixed with 1.25% glutalaldehyde in Millonig's buffer at room temperature for 10 min.

Table 2.•@ Adhesion of fixed chick red blood cells to monocytes in the 

solution containing various sugars during 10 min. incubation.

Each value shows the mean ± standard deviation from 3 to 10 experiments.
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特殊効果 ではない ことが示 された(表2)。

Tadle 3.　 Effect of ionic strength on adhesion of fixed ckick red blood cells to monocytes

 during 10 min. incubation.

Each value shows the mean ± standard deviation from 3 to 10 experiments.

(3) イオン強 度 と単球 への固定赤 血球付着 と貪

食

前 の実験 結果か ら蔗糖 液中で単球 がF-RBCを 付

着せず貪食 を起 さないの は糖 その ものの作用 とい う

よ りイオンが存在 しない状態 に関係 あると考 え られ

た。そこで ハンクス液 と蔗糖液 を様 々の割合 に混合

して孵置媒液の イオン強度 を変 えて単球のF-RBC

付着 の状態 を観察 した 。その結果,イ オン強度 が非

常 に低 くなって くると(0.02以 下)単 球 のF-RBC

付着能及 び貪食能 はイオン強度 を対数 目盛 に とる と

これ と比例 直線的 に減少 してい くのが観察 された。

即 ち極 く少量の イオ ンが媒液中 に存在すれ ば単球 は

F-RBCを よ く付着 ・貪食 し,イ オンが存在 しない

場合 には付着 も貪 食 も起 さないこ とが示 され た(図

1,表3)。

Fig. 1　 Effect of ionic strength on adhesion of fixed

red blood cells to monocytes

(4) 単球 の固定赤血球 付着 に対 す るイオンの影 響

細胞 の付着 につ いては媒液のCa++等 二価 イオ ンの

存在 がかな り大 きな働 きを して いる可能性 があ るの

でハン クス液 か らCa++及 びMg++を 除い た液,Ca++及

びMg++を 除 いた上 に さらにEDTAを 加 えて二価 イ

オンを十分除 いた液,及 びNaOHでpH7.4に した

蔗糖液 のNaOH量 と同モルのCa++を 加 えた蔗糖液,

及 びハ ンクス液中のCa++と 同モルのCa++を 加 えた蔗

糖液 中でF-RBCに 対 す る単球 の反応 を対照 のハ ン

クス液及び蔗糖 液中の反応 と比 較検討 した 。

Ca++及 びMg++を 含 まないハ ンクス液中での反応 は

10分 間の孵 置でわずかのF-RBCの 単球 への付着 の

抑制 が見 られ たが, 60分 間孵置 した場合 には反応 は

対 照の もの と全 く同 じで付着 抑制 は認 め られ なか っ

た。

Ca++及 びMg++を 含 まないハンクス液にさらにEDTA

を加 えた液中で もF-RBCと 単球 の反応 はCa++及 び

Mg++を 除 いた液中 での反応 と同様 の結果 になった。

蔗糖液中 におけるF-RBCと 単球 との反応 は液中

にCa++を 加 えると単 球 にF-RBCが わず かなが ら増

大 して付着 す るの が認 め られ た。

これ らの実験結果 は単球 表面へ のF-RBCの 付着
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及 び貪食 はCa++及 びMg++の み による ものではない こ

とを示 した。

Ca++及 びMg++以 外 の イオンの影響 はハ ンクス液か

らK+及 びNa+を 除 いて等 張 になる様蔗糖 を加 えた

K+-freeハ ンクス液, Na+-freeハ ンクス液 で反応 を

比較 した。

K+-freeハ ン クス液の10分 間の孵置 では,単 球 の

F-RBC付 着 はわず かに抑制 されたが60分 間の孵置

では対 照 と同 じ様 に抑制 は認 め られ なかった。一方

Na+-freeハ ンクス液 の10分 間の孵 置で は77%程 度 の

大 きな抑制 がみ られ, 60分 間の孵置 で も対照 よ り付

着反応 はわず かに抑制 されてい た。 これ はハンクス

液の イオンの89%はNa+か らな るので,Na+が 存在 し

ない場合 はイオン強度 が低 くな って単球 のF-RBC

の付着 が減少 した ことを示 す。 これ らの結果 は表4

にまとめて示 した。

(5) PH値 と単球 の固定赤血球 の付着 と貪食

ハ ン クス液及 び蔗糖液 のpH値 は各7 .4・5.8で あ

る.従 ってpH値 が単球 の付着 及 び貪食 に影響 した

可能 性があ る。そこで蔗糖液 にNaOH(2x10-5M)

を加 えてpH7.4に,ハ ンクス液にNaH2PO4 (3x

10-2M),燐 酸緩衝液,醋 酸緩衝液等 を加 えてpH5.8

に して これ らの液 中で上述 の実験 を操 り返 した。

実験 の結果pH7.4の 蔗糖 液中で は,補 正前のpH

5.8の 蔗糖 中におけ る結果 と同様 に単 球 はF-RBC

を付着 せず又貪食 もほとん ど起 さなか った。一方pH

5.8の ハン クス液 中では単球へ のF-RBC付 着 はpH

7.4の ハ ン クス液 中における場 合 と比べ て10分間の孵

置ではわずかの抑制が認め られたが, 60分 間の孵 置

では抑制はほ とん ど認め られず対照 と等 しい レベル

で付着 と貪食が起 った。次 にヘモグ ロビンの荷電 が

単球へ のF-RBC付 着 と関係 がないか どうかを調 べ

るためにハ ンクス液 のpHを ヘモグロ ビンの等電点

pH6.95と してその中での反応 を観察 したが,単球 の

F-RBC付 着 はpH5.8の ハンクス液 における観察結

果 とほ とん ど同 じで60分 間の孵置 で付着の低下 は認

め られなかった。これ らの結果 は表5に まとめた。

Table 4.　 Effect of Ca++, Mg++, Na+ and K+ in the media on adhesion of fixed red blood cells to monocytes.

Each value shows the mean ± standard devition from 3 to 10 experiments.
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即 ち媒液 のpHは5.8-7.4の 間 では単 球 の貪 食にほ

とん ど影響 を与 えていない ことを示 した。

Table 5.　 Effect of pH change of incubation media on adhesion of fixed red blood cells to monocytes.

Each value shows the mean ± standard deviation from 3 to 10 experiments.

(6) ハン クス液及 び蔗糖液 中での単球 の化学 処

理赤血球 の付着 と貪 食

以上 の実験結果 か らF-RBCの 単球表 面への付着

と貪食 には細胞表面 の荷電 が支配 的な作用 を もって

いる可能性 があ るのでそれ を検 討す るた めに一定の

化学処理 を行 ったF-RBCを 用 いて実験 を行 った。

固定赤血球 の表面 は負 に荷電 して いることが知 られ

ている(10)の で固定赤血球 の表 面 に存在す ると考

えられ るカルボキ シル基 の荷電 を低 め るためにメチ

ル化機作 を行 って表 面の負 荷 電 を低 下 させ た もの

(MF-RBC),及 び脱 ア ミノ化機作 を行 って表面 に

存在す ると思 われ るア ミノ基 を除 いて負 荷電 を上昇

させ た もの(DF-RBC)を 用いて これ ら赤血球 の単

球への付着反応 を観察 した 。

まず これ ら二種赤血球 について その荷電状態 を調

べるために荷電 を持 つ合成樹脂 との凝 集反応 を調べ,

又両種赤血球 の凝集 を比 べた。その結 果MF-RBC

は純水 中で強酸性樹脂 ア ンバ ライ トIR-120Bと 混

ぜる と凝集 したが,強塩基性樹 脂 アンバ ライ トIRA-

401と 混ぜて も凝集 しなかった。これ らの凝集 に電気

的な作用 が どの程度 関与 してい るか を調べ る目的で

凝集塊 にNaCI(最 終 濃度0.145M)を 加 えてみた と

ころ凝 集が とけた 。これに反 し蔗糖(最 終濃度0.27

M)を 加 えて みたが凝集 は とけなかった。

一方
, DF-RBCは 強 塩基性樹脂IRA-401と 純水

中で混合す ると凝集 したが強酸性樹 脂IR-120Bと

混合 して も凝 集 しなか った。又,純 水及 び蔗糖液 中

でMF-RBCとDF-RBCを 一緒 に混合す る と凝集

す るの が観察 され た。 この純水中 での凝集 にNaCl

を加 えると凝 集 は解かれ た。

酸 性樹 脂 と塩基性樹 脂が イオンを含 まない液中で

互 いに凝集 し,塩 溶液中で凝集 しない ことはよ く知

られて お り,凝 集 が相互の荷電 の相違 によ って引起

され,塩 の存在下で は各樹 脂 は逆荷電 の イオ ンを表

面 に配 して静電的相互作用 が低下 し凝集 を解 くもの

と考 え られ る 。従 ってMF-RBCとDF-RBCが 純

水中 で凝集 を起 しNaClの 添加 によって凝集 が解 か

れ る現象 は酸性樹脂 と塩基性樹脂 との間の凝 集及 び

解離 と全 く同一の現象 と考 えられ る。即 ちMF-RBC

はその表面 が正 に荷電 し, DF-RBCの 表面 は負 に荷

電 して いる もの と考 えられ る。

次 に これ らメチル化及 び脱 ア ミノ化処 理 を行 った

固定赤血球の単球表面へ の付着 と貪食 を観察 した 。

その結果ハ ン クス液 中で単 球 と共 に孵置 した場 合

MF-RBCは 未処 理のF-RBCと 同程度 によ く単球

に付着 した。 しか し,蔗 糖 液中ではF-RBCが 全 く
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単球 に付着 しなか ったに もかか わ らずMF-RBCは

単球 によ く付着 した 。その程度 はハ ンクス液中で の

付着 に比べ てわずかに減 少 して いる程度で あった。

これに反 しDF-RBCの 場合 は蔗糖液 中ではF-RBC

の場合 と同様単球へ の付着 は全 く起 らなかった 。し

か しハ ンクス液中 ではDF-RBCも 単球 に付着 す る

のが認 め られ た(表6)。

Table 6.　 Adhesion of chemically modified red blood cells to monocytes in Hanks' solution or

 sucrose solution.

Each value shows the mean ± standard deviation from 3 to 10 experiments.

*: Fixed with 1.25% glutalaldehyde in Millonig's buffer at room temperature for 10min.

討 論

以上の実験結果 に示 された様 にマウス単球 はハ ン

クス液中で固定赤血球 を付着す るが,イ オンの存在

しな い蔗糖 液中で は付着 しな い。イオンの存在 しな

い蔗糖 液中での単球 への固定赤 血球付着 の抑制 を解

析 した結果では,溶 液 の糖 の濃度 と種類, pH値, Ca++

及びMg++の 二価 イオン及 び溶液の粘度 は付着 に特 別

関係 がな く,溶 液の イオン強度 が密 接 に付着 に関係

してい ることが実験 の結 果明 らかに された 。又,糖

は単球 の細胞 取込 み作用に影響 しない ことが報 告 さ

れてい る(11)。この イオ ンの存在 しない環 境下での付

着阻害 は非生物学 的表 面へのウ ィールスの付着抑制

(12),細胞表面 への ウイールスの付着抑制(13),ガ ラス

表面へ の細胞 の付着抑制(5)などのイオ ンの存在 しな

い環 境下 で観察 されてい る結果 と類似 のものである。

これ らは全 て疎液性 コ ロイ ド粒子 の凝集 と全 く同様

の反応 であ り,細胞 接着現象 が “疎 液性 コロイ ド説”

で説明 で きるとい うCurtisの 考 えを支持す る結果

で ある。

しか し,一 方 固定赤血球 をメチル化処理 して表面

の負 荷電 原子団の荷電 を低下 させ るとイオンのない

溶液中で も単球 に付着 ・貪食 され る。 この現 象は互

いに逆 の荷電 を もつ イオン交換樹脂 の粒子 がイオン

のない液中で互 いに凝集 し,イ オンの存在下 で分離

す るの と同 じ現象 である。即 ち細胞表面 の荷電状態

も又貪 食現象 に関係 しその引金 になる(1, 2)と

い う考 えを支持 す るものである。事実細胞 の表面 に

は陰陽両荷電 の原子団 があ り蛋 白の性状 を持 って い

ることは周知 のこ とである。 しか し,現 象 と して は

蛋 白例 えば血清 グ ロブ リン分子が イオンの存在下 で

は溶解 し,イ オンの ない液中 では沈殿 を起す現象 と

は全 く異 った反応 が赤血球 と単球 の間 に認められる。

以上 の相反す る現象 をいか に矛盾 な く説明す るか が

現在当面す る問題で ある。

まず疎液性 コロイ ド粒子間の媒液中 にお ける凝集

と解離 の関係 につ いて,今 粒子間の全エ ネルギ ーを

V,斥 力エ ネルギ ーをVr,引 力エ ネルギ ーをVa
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とす ると,V=Vr+Vaと 表 わ され る(14)。この式 は

又次式V=1/2Daψ2loge〔1+exp〔-Kd〕 〕-Aa/12d

に書 換 え られ る.

D: 媒液 の誘電定数 で分子の分極性・双極 子能率,

分子の 自由回転の制限範 囲等 に関係 す る因子

a: 粒 子の半径

ψ: 細胞 の表面電位 で荷電表面 のす ぐ外側 の点 と

そこか ら遠 く離れ た液 中の点 との間の電位差

K: Debye-Huckelの パ ラメーター

d: 粒 子間の最短距離

A: Hamakerの 定数

この式 に関 してDは ハンクス液 中で も蔗糖 液中で

も大差 な くそれ ぞれ約80及 び70で あ る(15)。又粒 子の

直径 は赤血球7-10μ でaは 一定 であ るが,単 球 は

擬足 を出 して いるのでその先端 ではaは 非常 に小 さ

くなっているのでVの 絶対値 は一定媒 液中で非常 に

小 さくなるがVr値 が小 さくな ると同時にVa値 も

小 さくなるので実際 に疎液 コ ロイ ドでaを 非常 に,

小 さくして も凝集 は起 らない。

今,疎 液 コロイ ド粒子 につ いて考 えてい るのでψ

は粒 子周囲 のイオンの配列 によって起 る電気 二重層

によるゼーター電位 であ り,周 囲の イオン濃度 が上

昇す る と急 激 に減少 して小 さくな る。VrとVaは 互

いに逆 に働 く力 であるか らVr>Vaで あれば粒 子

は反〓 しあって懸濁 し, Vr<Vaの 時 は粒子 はVan

der Waals力 によ って互い に引合 って凝 集す る。

粒 子間の距離dが 大 きい時 にはVaが 働 らいてV

は引力 であるが,dが 小 さくな るとVrが 指数 的に

増大 してVは 斥力 となる。更 にdがOに 近づ くとVa

が無限大 に増大す るので引力 が働 く。 このdも イオ

ン濃度 に依存 し,イ オン濃度 が高 い程dは 電気二重

層が圧 縮 され て小 さくなる。今 イオン強度 と単球 と

固定赤 血球 の付着 との関係 をみ ると,そ の曲線 は疎

液粒子の解離 ・凝集 の場合(16, 17)と 全 く同一 の

もので ある。 この事実か ら赤血球 と単 球 との付着 に

は両者 の表 面に ある疎水基が関係 して いるこ とは明

らかで ある。

次 に表面 に荷電 を有す る粒子例 えばイオン交 換樹

脂の粒 子,グ ロブ リン分子 の凝集 と解離 は固定赤血

球 と単球 との付着 の場合 とは全 く逆 の関係 にあ り,

この ことだけか らす れば両者 の付着 には細胞 の表 面

荷電 は関係 ないこ とにな る。 しか し,前 述 の様 に正

荷電 を もつ粒 子 は明 らかに負荷電 を もつ もの と異な

り容 易 に負 荷電細胞表面 によ く付着 す る。又単球 と

メチル化固定 赤血球 がイオンの ない液 中でよ く付着

す るの も同一の現象 である。

即 ち,細 胞 はその表面 が蛋 白質,多 糖 類等 でお お

われ明 らか に荷電 をもっているのであ るが,そ の凝

集 ・付着等 に関 して は荷電粒子 としてよ りもむしろ

疎液粒 子の ごと く振 ま うが,一 方 において荷電粒 子

としての性格 を有 しその作用 が働 いてい ること も確

かで ある。

従 って,細 胞全体 と して負 荷電 を もってい る固定

赤血球 と単球 は生 理的 な液中 では疎液粒子 としての

働 きが強 く現 われ,両 者 はグロブ リン粒子 の ごと く

解離 す ることな く凝 集 し付 着す る。 しか し,一 度付

着 が起 れば両者の表 面の相反す る符号 を もつ荷電原

子団の間 に結 合が起 り両者の結 合 が強 くな るもの と

考 え られ る。第一 の凝 集の段階 で は細胞表面 の疎液

原子 団が働 らいてその相互 作用で付着 が起 り,第 二

の段階 においては この結 合が静電 結合 によって強 め

られ るもの と考 えるのが妥 当で あろ う。生 きてい る

赤血球 がなぜ単球 に付着 しないか とい う点 につ いて

は,お そ らく生 きてい る細胞 の表 面で は疎水基 が内

面にか くされてお り親水 基のみが表 面 に出て,固 定

によ って疎水 基が表 面に出て くると考 えれ ば理解 で

きる。 しか し,イ オンの存在 しない状態 で両 者がな

ぜ付着 しないか とい う点 は この様 な考 えで説 明 で き

ない。 あ るいは可逆的 に疎水基 が表面 に出 るのか も

しれないが これは今後に残 された問題 で ある。

要 約

1. 食細胞 の異物 認識機構 を究 明す る目的で固定

赤血球 に対 す るマ ウス単球 の付着 ・貪 食過程 を試験

管内で観察 し,次 の様 な結果 を得 た。

2. ハ ンクス液 中で単球 は固定赤血球 を付着,貪

食す るが,等 張糖液 中では付着 も貪食 もしない。

3. 単球 の固定赤血球付着率 は媒液 の イオ ン強度

と一定 の関係 を示 す.低 イオン強度間 では イオン強

度 の指数函数 に比例 して直線的 に付着率 は減少する。

4. 媒液の カル シウム イオン及 びPH値 は単球表

面へ の固定赤血球付着現象 に特 別な関係 はな い。

5. ナ トリウム イオ ンを除 いたハ ンクス液中で単

球 の固定赤血球付着能 の抑制 が起 る。 これはハ ンク

ス液の89%の イオ ンをナ トリウ ムイオ ンが しめるた

めで媒液中の イオ ン強度減少 に よる抑 制反応である。

6. メチル化 固定赤血球 は蔗糖 液中で もハ ンクス

液中 と同様単球 に付着 す る。

7. 以上の実験結果 よ り単球 の異物認識機構 は細

胞表 面及 び貪食物表 面の荷電 と共 に媒液の イオン強
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度 が密 接 に関係 してい ると結論 され る。即 ち単 球の

固定赤血球付着 は,表 面の疎水基 がかな り大 きく働

いて,先 づ付着 し,つ いで表面の荷電基 が働 いて静

電結合 が起 り両者 の結合 が強固 になる もの と考 えら

れる。
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Study on the Mechanism of phagocytosis: 

Effect of Ionic strength on Adhesion of Fixed Red Blood Cells to Monocytes.

by

Yoriko SHIMIZU

Depertment of Pathology, Okayama University Medical School

For the purpose to clarify whether electrostatic contributes to the adhesion of red blood 

cell to monocyte, first phase of phagocytosis, was studied in vitro in ion deficient environments 

comparing with that in ionic environments. The experiments were carried out by using mouse 

ascites macrophage and the fresh and fixed red blood cells of mouse and chicken.

Observations revealed that in Hanks' solution, the fixed red blood cells adhered to the monocyte, 

while fresh red blood cells of both species did not. In isotonic sugar aqueous solutions, however, 

the fixed red blood cells did not adhere to the monocyte. The test in the varied ionic concentration 

proved that number percent of monocytes adhering the fixed red blood cells to the total monocytes 
reduced in proportion to logaritsm of the decrease in ionic strength of the media. Concentration 

of Ca++ and Mg+ +and pH of the media gave actually no effect on the red blood cell adhesion to the 

monocyte. The red blood cells fixed and conditioned with methylation treatment adhered to the 

monocytes even in ion free sucrose solution, but those conditioned with desamination treatment did not.

From these results it is concluded that the ionic strength in the media is a decidive factor 

for the fixed red blood cell adhesion to the macrophage. Discussion was made on the mechanism 

of the adhesion from the view point of lyopobic and lyopilic colloid mechanism.
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