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Ⅰ. 緒 言

いろいろな動物 の組織や細胞 のホモゲネー トや膜

分画,た とえば細胞膜,ミ トコ ン ドリア膜,マ イク

ロゾーム膜 などは鉄,コ バル ト,マ ンガ ン等の二価

イオ ンによつて顕著 な脂質過酸化反応を示す.こ の

反応 は生体膜を構成す る脂質 の 中 で 特 に リン脂質

の高度不飽和脂肪酸残基 が 酸 素 とFe++, Co++,

 Mn++等 二価金属イオ ンの 存 在 下 に 不安定な状態

とな り,過 酸化反応を起 し易 くなるためと考 え られ

てい る1-13).この脂質過酸 化反応 は特 に成熟 した細

胞で著 しく,分 化 の途上や細胞分裂 の旺盛な細胞 で

は反応 の活性 は減弱す るか または欠損 して いる.た

とえば骨髄細胞お よび,小 腸粘膜細胞,睾 丸細胞,

組織培養細胞,多 くの癌細胞で はこれ ら過酸化反応

の欠損か または著 しい減少が観察 され る.

このような現象から,生体内での脂質過酸化反応

は細胞の代謝調節に重要な因子として作用している

と考えられ,こ の反応め欠損は細胞分裂制御機構と

密接に関係して極めて興味ある問題を提供 してい

る.こ のような意味から著者は,脂 質過酸化反応を

ほとんど完全に欠損する腹水肝癌細胞(AH-130)

を用いて,そ の反応欠損の原因並びに機構について

研究し,こ の欠損が癌細胞の構成膜系内に存在する

脂質過酸化反応阻害物質によることを明らかにした

のでここに報告する.

Ⅱ. 材料 及び方 法

1. 材 料

腹 水肝 癌: AH-130腹 水 肝 癌 細 胞0.5mlを

ドン リウ系 ラ ッ ト生 后 約4ケ 月200～250gの もの を

移 植 し, 7～10日 目 に細 胞 を採 取 した.細 胞 は0.15

 MKCl-10mM Tris-HCl緩 衡 液(pH 7.4)で 洗 滌, 

Schoiefield19)の 方 法 に 準 じて 血 球 の 混 入 を 除 去 した.

2. 方 法

過 酸 化 脂 質 の 検 出: Hunterら12)の 方 法 に 準 じ

た.す な わ ち, 2% Thiobarbituric Acid (TBA)

 0.5ml, 5NHCI 0.25ml, 40% TCA 0.5mlの 混 合

液 に2mlの 実 験 材 料 を 添 加 し, 100℃, 10分 煮 沸

し急 冷後,吸 光 度535mμ-600mμ の 測 定 に よつ て

形 成 され る脂 質 過 酸 化物(マ ロ ンデ ィア ル デ ヒ ド)

を定 量 した.

ミ トコ ン ドリア: ラ ッ ト肝 ミ トコ ン ド リア は0.33

M庶 糖 液, 5mM Tris-HCl緩 衡 液(pH 7.4)に て 分

離 した20).分 離 され た ミ トコ ン ドリア は,脂 質 過 酸

化 反 応 を 行 な う 目的 で0.15MKCI-10mM Tris-HCI

緩 衡 液(pH 7.4)で2回 洗 滌 し,庶 糖 を 除 去 した

ミ トコ ン ド リア を 凍 結 保 存 し,使 用 時 に融 解 して 実

験 に 供 した.

脂質過酸化反応: 細胞,ホ モゲ ネー ト,ミ トゴン

ドリアの 脂質 過酸化反応 は0.15MKCl-10mM Tris-

HCl緩 衡液(pH 7.4)中 にFe++(硫 酸第一 鉄 ア

ンモ ンFeSO4(NH4)2SO4・6H2O, 50～100μM)を 添加

し, 25～37℃ では げし ぐ震盪 しなが ら20～100分

間 反応,反 応終了後試料をTBA反 応 に供 した.ま

た阻害実験 は,こ れ ら反応液 に 阻害物 を 添 加 し,

 TBA反 応の減少で阻害度 を求 めた.な お 添加阻害

物 中アセ トン可溶性物質 はク ロロホル ムー メタノー

ルに溶解 し,あ らか じめTris-KCl中 で溶媒 を加熱

によつて蒸発 させ エマル ジ ョンを作つて反応 した.

粗総脂質の抽出: 生体材料 に20倍 量の クロロホル

ムーメ タノール(2:1)を 添加 し, 24時 間 ゆ るや

か に攪伴 しなが ら抽 出 し,必 要 に応 じてFolch21)の

方 法に よつて プ ロテオ リヒ ッドを分離除去 し脂質 の

精製を行 なつ た.

硅酸薄層 ク ロマ トグラフ: ガラス板上 に硅 酸ゲル

(Sihca Gel G Merck)の 薄 層を作 り,極 性 脂質 のた

め にはク ロロホルムー メダノールー水(70:2514
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v/v/v)で,非 極 性 脂質 の た め に はn-ヘ キ サ ンー ア

セ トンー 酢 酸(89:11:31, v/v/v)を 使 用 して 脂

質 の 展 開 を 行 つ た.

ガ ス ク ロマ トグ ラ フ ィー:総 脂 質 はStoffel22)ら

の方 法 に 従 い, 0.5NHClを 含 む メ タ ノ ー ル に脂 質

を 溶 解 し,ア ン プル 中で 加 水 分 解 し,メ チ ール エ ス

テ ル 化 した 後,こ の メチ ー ル エ ス テル を5倍 量 の

n-ヘ キ サ ン にて 抽 出分 離 し,脱 水後 減 圧 下 に 溶 媒

を蒸 発 せ しめ,日 立 ガス ク ロマ トグ ラ フ ィー にて 脂

肪 酸 組成 の 分 析 を した.使 用 した カ ラ ム は2mの

polydiethylene glycol succinateで,試 料 の 溶 出 は

190℃ で 行 つ た.

蛋 白質 の 定 量 はLowry23)ら の 方 法 に よつ た.

Ⅲ. 実 験 結 果

AH-130腹 水肝癌細胞 の脂肪酸組 成:腹 水肝癌細

胞(AH-130)は 反応液中にFe++が 存 在 して も容

易 に脂質 過酸化反応を起 さな い.〔図1〕 もちろん反

応時 間を非 常に長 く,た とえば10時 間近 くに延長 す

れ ば僅かな過酸化反応が示 され る.こ のよ うな脂質

過酸 化反応 の減少 または欠損の要因 は一つ には過 酸

化反応の基質 となる脂質 の欠 損 または減少 によると

考え られ る14)16)25).

いま細胞全 体か ら粗総脂質 を抽 出し,脂 肪酸組成

を分析 してみ ると表1の よ うに何れの細胞 にも明 ら

Fig. 1. Failure of lipid peroxidation of AH-130 
acites tumor cells by Fe++

Rat liver homogenate (5mg protein) and AH
130 ascites tumor cells (freezing-thawing treat
ment, 6mg protein) were incubated in the 
medium containing 0.15M KCl-10mM Tris-
HCl (pH 7.4) and 50μM Fe++. Total incuba

tion mixture was 10ml and was incubated at 

25•‹.

TABLE 1 Fatty acid composition of cancer and liver cells analyzed by gas chromatography.

TABLE 2 Changes of the fatty acid composition of rat liver mitochondria by lipid peroxidation 
reaction induced with Fe++.

Rat liver mitochondria (105mg protein) were incubated with Fe++ (2mM) in the medium of 
0.15M KCl-10mM Tris-HCI buffer (pH 7.4) for 1 hour. Fatty acid composition in each phospholipid 
was analyzed by gas chromatography after separation of each phospholipid by thin layer chromatography. 
before: Before lipid peroxidation. after: After lipid peroxidation.
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か に脂質過酸化反応 の基 質 と 考 え られ るC18:2,

 C18:3, C20:4等 の高度不飽和脂肪酸 が 存 在 す る.

最 も過酸化反応を受 け易い と考え られ るアラキ ドン

酸(C20:4)は 癌細胞で は正常 のそれ に比 して1/3程

度 しか含まれていないが,過 酸 化反応欠損 を基質 の

完全欠除で説明す るわけにはいかない.さ らに最近

のNiehansら20)の 報告 によれ ば,ミ ク ロゾームの

脂質過酸化反応は リン脂質中のア ラキ ドン酸に依存

す ることが明 らかに されてい る.い ま ラ ット肝 ミト

コン ドリアの脂質過酸化反応前後の リン脂質の脂肪

酸組成を比較分析 してみ ると表2の よ うに,僅 か に

アラキ ドン酸含量 の減少が認め られ る.こ の減少を

さ らに薄層 クロマ トグラフで 分 離 され た レシチ ン

(PC),ケ フ ァリン(PE),カ ル ジオ リピン(CL)の

各 分画 につ いて分析 され た脂肪酸組成か ら調べ ると,

ケ フア リン分画 中のア ラキ ドン酸の 減 少 が 最 も著

し く過酸化反応 はケフ ァリン分画 のア ラキ ドン酸 の

酸化 による ことが示 唆 された.い ま同 じ薄層 ク ロマ

トグラフ ィーで分離 されたAH-130腹 水肝癌 細胞 の

リン脂質 の脂肪 酸組成 を分析比較 して見 ると表3の

よ うにケフ ァ リン分画 にはか な り大量 のア ラキ ドン

酸 が構成 脂肪酸 として存在 して いる.し か し脂質 の

含有量を正常肝 と腹水癌細胞 で比 較す る時,表4に

示 すよ うにアセ トン可 溶性脂質 は腹 水肝癌で著 しく

増 加 し,そ れに反 して アセ トンに不 溶,エ ーテル可

溶の リン脂質は著 し く低 い値 を示 してい る.す なわ

TABLE 3 Fatty acid composition in phospho

lipid fractions of AH-130 ascites hepatoma cells. 

Analysis of fatty acid was as in Table 2.

Fig. 2. Thin layer chromatographic pattern of 

total lipid of AH-130 ascites hepatoma cells 

and mitochondria of rat liver.

AH-130: AH-130 ascites hepatoma cell total 

lipid. Before: Before lipid peroxidation of 

mitochondria. After: After lipid peroxidation 

of mitochondria. Fxperimental conditions as 

in Table 2.

TABLE 4 Lipid composition in rat liver and AH-130 ascites hepatoma cells.
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ち腹水肝癌細胞 では脂 質過 酸化反応 の基質 と考え ら

れ る リン脂質の アラキ ドン酸 の存在 は証明 されて も,

その絶対 量 は著 しく減少 して いる(ほ ぼ,肝 の1/5

程 度)と 考え られ る.い まここでラ ッ ト肝 ミトコン

ドリアの脂質過酸化反応前後及 びAH-130腹 水細胞

の組 脂質 の薄層 クロマ トグラムを比較 して みると,

図2の よ うに,三 者では ほとん ど大 した差が示 され

な い.だ がAH-130腹 水肝癌 細胞 ではDiglycerid,

また はコ レステ ロール分画が非 常に増加 してい るこ

とが注 目され る.

以上の よ うな実験結果 か ら, AH-130腹 水 肝癌細

胞の脂質過酸化反応欠損 の1因 が その リン脂 質ア ラ

キ ドン酸含量の減少にあ ることは否定 できなかつ た

が,同 時に また完全な反応欠損を その基質 の減少 の

みで説明 し得ない ことも明 らか となつ た.

癌細 胞脂質 分画によ るFe++誘 起 ミトコン ドリア

脂質 過酸化反応の阻害

AH-130腹 水肝癌脂質過酸化反応欠損 の い まーつ

の因子 と して,癌 細胞内 に反応を阻害す る物質が存

在す る可能性が考 え られ る.こ れについてはすで に

い くつか の報告 があ り,い ずれ も細胞 内顆粒分画か,

蛋 白質分画 にそれ らを認 めている17)18)26).しか しそ

の阻害活性 は極めて弱 く,物 質 として分 析 もされて

お らず,こ の問題 は結論 に達 して いない.こ のよ う

な理 由によつて著者 は次 のよ うな実験 条件下 で脂質

過酸化反応 の阻害実験 を行 つた.生 体 内で脂質過酸

化反 応の基質 はほとん ど膜構造 内に分布 し,従 つて

最 も自然に近い脂質過酸化反応 は生体 の膜構造 物を

取扱 うことが望 ま しい.こ のよ うな理 由か らラ ット

肝 ミ トコン ドリアを凍結 融解 して 出来 るだけ ミトコ

ン ドリアの区劃 性を少な くす ると共 に,膜 の表面積

を大 き くし,そ れ の過 酸化反応 に対す る細胞 ホモゲ

ネー トお よびその抽 出物 の影 響について観察 した.

い まAH-130腹 水 肝癌細胞 を凍結 融 解 し,そ れ の

Fe++で 誘起 され る ミ トコン ドリア 脂質過酸化反応

に対 す るその阻害作用 を測定 した結 果は図3の よう

である.こ の図か ら明 らか なよ うにAH-130の 細胞

破壊物 は ミ トコン ドリアの脂質過酸化反応 を顕著に

阻害す る作用 を示 し,そ の阻害度 は細胞蛋 白の増加

によって比例 的に阻害度 も強 くな る.ま たAH-130

腹水肝癌細胞 のよ うな遊離 細胞 を上手 に細胞分画 に

Fig. 3. Inhibition of Fe++ induced lipid pero
xidation of rat liver mitochondria by AH-130 
ascites hepatoma cells.

Rat liver mitochondria (freezing-thawing treat
ment, 5mg protein) were incubated in the 
medium of 0.15M KCl, 10mM Tris-HCl buffer

 (pH 7.4), 50μM Fe++ and various amounts

 of freezing-thawing treated AH-130 ascites 

hepatoma cells. Total incubation mixture was

 10ml and Was incubated for 30 minutes at 25°.

TABLE 5 Effect of AH-130 ascites tumor cell fractions on the Fe++ induced lipid peroxidation 
of rat liver mitochondria.

3.7mg protein of rat liver mitochondria were incubated in the medium of 0.15M KCl-10mM 
Tris-HCI (pH 7.4) in the presence and absence of various cell fractions of AH-130 (5mg protein)

 and 0.1mM Fe++. Total incubation mixture was 5ml and was incubated for 30 minutes at 25°.

* AH-130 ascites hepatoma cells were frozen and homogenized in the medium of 0 .05M KCl, 3mM

 Tris-HCl (pH 7.4) and centrifuged in the medium of 0.15M KCl-10mM Tris-HCl (pH 7.4) at 4°.
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分 けることは非常 に困難 であ るが.チ ャイ コフのホ

モゲナイザーで ホモゲネー トを作 り,核,ミ トコ ン

ドリヤとマイクロゾー ム上清の各分画 に分 ける時,

ミトコン ドリヤとマイク ロゾー ム分画 だけは特 に強

い阻害活性 を示 した(表5).

ここでAH-130腹 水肝癌細胞 の阻害 作用が癌細胞

特有か否か の問題 につ いて テス トした結果 を示 す と

表6の よ うである.す なわちラ ッ ト肝 ホモゲネー ト,

牛血清 アル ブ ミン,牛 血清 などはいず れ も殆 んど作

用が認め られ ず, AH-130, Ehrlich, Rous Sarcoma

等の腹水癌細胞 によつて顕著 な阻害 作 用 が 示 され

る.

次にAH-130腹 水癌細胞 の阻害物質 を分析 する目

的でAH-130の 細胞 を熱処理や,脂 質抽 出を行 って

阻害効果 に対す る影響 を観察 した結果表7に 示す よ

うに,熱 処理 によつて返 つて 阻害効果 は促進 され,

逆に脂質 を抽 出す ることによ り著 しく阻害効果 が減

弱 した.こ の ことか ら脂 溶性物質 の中に阻害物質が

存在す る ことが 予測 され る.事 実図4に 示 すよ うに

AH-130細 胞か ら抽 出 され るアセ トンあ るい はク ロ

ロホルムメタノール可溶性物質の 中に強 い脂質過 酸

化反応 を阻害 す る物質が示 きれた.こ れ に反 し肝組

織 か ら得 られ る同 じ分画には逆 に促進作用 が示 され

る.

AH-130腹 水肝癌細胞 か らクロ ロホル ムメタノー

ル(2:1)で 抽 出 され る粗総脂質分画 も,ア セ ト

ン可溶性分画 と同 じよ うに強い過酸化反応 阻害 作用

が示 され るが,こ の分 画を さらに アセ トン可溶性分

画 と不溶性分画 に分画 し,そ れぞれ の脂質過酸 化反

応 に対す る作用 を測定す ると図5の よ うで ある.こ

の図か ら明 らか なよ うに阻害作用 はアセ トン可溶分

画 に見 られ る.ア セ トン可溶分画 には一般 によ く知

られ てい る トコフェロール, Vitamin K, CoQ等 の

抗酸 化剤(Antioxidaut)が 含まれ てい る.今AH-

130細 胞 のアセ トン可溶性分画 の紫外 吸収を測定 し

よみる と図6の ごと く,よ く知 られ てい る トコフエ

TABLE 6 Inhibition of mitochondrial lipid`, peroxidation by various substances. 

Incubation mixture containing 0.15M KCl-10 mM Tris-HCl (pH 7.4) in the presence or absence 
of Fe++ (0.1mM), RLM (rat liver mitochondria, 6mg prot.) RLH (rat liver homogenate, 4m 

prot.), BS (bovine serum, 3mg prot.) BSA (bovine serum albumin, 2mg prot.) AH-130 ascites hepatoma 
(3mg prot.) Ehrlich (Ehrlich ascites tumor cells, 3.2mg prot.) and Rous (rous sarcoma cells, 3mg

 prot.).Total incubation mixture was 5ml. Incubation was carried out at 37° for 30 minutes.
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TABLE 7 Effect of heat treatment and lipid extraction on the inhibitory activity of AH-130 
mitochondria to the mitochondrial lipid peroxidation induced with Fe++ 

Rat liver mitochondria (3.7mg protein) were incubated in the medium of 0.15M KCl-10mM 
Tris-HC1 (pH 7.4) in the presence of 0.1mM Fe++ and 5mg protein of AH-130 mitochondria. Total
incubation mixture was 5ml and was incubated 45 minutes at 25°. AH-130 mitochondria were heated 

for 5 minutes in boiling water and were also extracted with ten-fold volume of 90 percent aqueous 

acetone or absolute acetone at room temperature.

Fig. 4. Effect of acetone extracted lipid frac

tion of rat liver and AH-130 ascites hepatoma 

cells on the Fe++ induced lipid peroxidation 

of rat liver mitochondria.

Eaperimeatal conditions as in Fig. 3 except the

 incubation temperature was 300. Lipid fractions

were obtained from AH-130 ascites hepatoma 

cells and normal rat liver homogenate by extrac

tion with 30 volumes of acetone for 3 hours 

at room temperature. 1ml extracted lipid equi

valent to 50mg protein of cells.

Fig. 5. Effects of acetone soluble and insoluble 
lipid fractions of AH-130 ascites hepatoma 
cells on the Fe++ induced lipid peroxidation 
of rat liver mitochondria.

Incubation conditions as in Fig. 3. Total lipid 
was extracted from AH-130 ascites hepatoma 
cells with chroloform-methanol (2: 1). The 
total lipid was separated to acetone soluble and 
insoluble fractions. Added lipid fractions equi
valent to 10mg protein of AH-130 ascites tumor 
cells in 10ml of reaction mixture.

ロールやCoQの よ うなAntioxidantが もつ 吸収部 に

は全 く吸収 を示 さない.す なわ ち,ア セ トン可溶性

分画 にAntioxidantと して存在 す るとして も既知 の

Antioxidantと は異 なつた もの で あ ることが示 唆 さ

れ る.さ てAH-130腹 水肝癌細胞 の クロ ロホル ム

メタ ノール可溶性 で,ア セ トン可溶性脂質分画 に著

しい阻害作用が示 され ることか ら,同 じよ うに正常

肝細胞 か らク ロロホルム メタ ノールで抽 出 され る脂

質 を分離 し,そ れ を更 にアセ トン可溶性 と不 溶性 の

分画 に分 けて,そ の各 々の脂質過 酸化反応 に対する

作用を テス トし図7に 示す よ うな結果 を得た.す な

わ ち正常肝細胞 中に もアセ トン 可 溶 性 分 画 には,

 AH-130腹 水癌細胞 のそれ と比 較 すれ ば弱いけれ

ども阻害作用が示 され,逆 にア セ トン不 溶性分画は

著 しい脂質過酸 化反応 の増 加が示 され た.ま た,別

の実験 か ら正常 肝のアセ トン不溶性脂 質はそれ 自体

Fe++に よつて著 しい脂質 過酸化反応 が示 され る.

クロロホル ム,メ タ ノールで抽 出 された状態や,生

体膜 中で はアセ トン可溶性 の阻害 物質 との共存 のた

め充分 に脂質 過酸化反応が行 なわれな いよ うになつ

て いる と考 え られ る.さ らにまた,こ こで分画 され
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るアセ トン可溶性 物質 中 には,な お多 くの リン 脂質

が 含まれ ていて,こ の正 常肝 の アセ トン可溶性分画

を精製すれば脂質過酸化 反応 の阻害作用 は更 に強 く

な ることも考え られ る.従 つて生体膜内で の脂質 過

酸化反応 は中性脂質分画 と リン脂質分画 の量 的相 対

比に よつて調節 され ているよ うにも思われ る.事 実

AH-130腹 水肝癌細胞 の みな らず 正常肝細胞 のア

セ トン可溶性分画 は正常肝細胞 のアセ トン不溶性脂

質の ようなnativeな 膜構造 を も たない リン脂質 の

過酸化反応 を著 しく阻害 する(図8).

Fig. 6. Absorption spectra of various antioxi
dants.

The amount of used acetone soluble lipid fraction 
was equivalent to 30mg protein of AH-130 
ascites hepatoma cells/3ml of chroloform
methanol.

Fig. 7. Effects of acetone soluble and insoluble 

fractions of rat liver homogenate on Fe++ 

induced lipid peroxidation of rat liver mito

chondria.

Incubation conditions as in Fig. 5 except the 

mitochondrial concentration was 2mg protein. 

Added acetone insoluble and soluble lipids were 

equivalent to 5mg and 20mg of rat liver 

homogenate respectively.

Fig. 8. Effect of acetone soluble fractions of 
AH-130 ascites hepatoma cells and rat liver 
homogenate on Fe++ induced lipid peroxida
tion of rat liver acetone insoluble lipid frac
tion.

Rat liver acetone insoluble lipid (equivalent to 
5mg protein of liver) was incubated in the 
medium of 0.15M KCl, 10mM Tris-HCl buffer

(pH 7.4), 50μM Fe++ and acetone soluble 

fraction of AH-130 ascites hepatoma cells, 

which was equivalent to 20mg proein of cells, 

Total incubation mixture Was 10ml and Was 

incubated at 37°.

脂質 の膜 内存在 様式

肝癌細胞 の脂 質過酸 化反応欠損が細胞 の膜 系に含

まれ る阻害物質 によ るとすれば,膜 を構成 する脂質

を抽 出分離 し,阻 害物 か ら リン脂質 を分離 すれば,

リン脂質 中にはア ラキ ドン酸が存在 するのであ るか

ら,当 然Fe++で 過酸 化反応が誘起 され るはずで あ

る.ミ トコン ドリアの脂質過酸 化反応に対す る阻害

実験 か ら, AH-130細 胞 の 阻害 作用 は ア セ トン可

溶性 分画 に集め られ,ア セ トン不溶性分画 にはその

作用 が認め られない.従 つ てアセ トン不溶性脂 質は
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Fe++存 在 によつ て脂質過 酸化反応が誘起 され る と

期待 され る.事 実AH-130腹 水肝癌細胞 のアセ ト

ン可溶性分画を 除 いた 脂質 分画 はFe++で 脂質 の

過酸化反応が誘起 され る(表7).こ の と き もし反

応液 中にCa++が 存在すれば この過酸化 反応 は 極

めて速やか に進行 す る.こ のCa++の 要求 性 につ

いてはなおその理 由が明 らかで ないが,癌 細胞 によ

る ミトコン ドリアの 脂質過酸 化反応 阻害が, AH-

130癌 細胞 を2mMのCa++を 含 む液 でホモゲナ

イズす るとき,著 しく弱め られ ることと一致 する.

したがつて,こ の反応は アセ トン不溶性分画 に も僅

か なが ら阻害 物質が 含まれ ていて,そ れがCa++で

不活性 化されるためにCa++存 在下 では速やか に過

酸化反応が進行 する もの と説明す ることが 出来 る.

TABLE 8 Fe++ induced lipid peroxidation of AH-130 ascites hepatoma cells and there lipid frac
tions.

Lipid peroxidation was induced in the medium of 0.15M KCl, 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.1
mM Fe++ and 25mg protein of AH-130 cells or 25mg protein equivalent of AH-130 cell lipid frac
tions. Total incubation mixture was 10ml and was incubated at 25°.

すなわち,膜 を構成している状態のもとでは癌細

胞の膜脂質は正常細胞のそれと単に組成の相違のみ

ならず構造にも相違があると考えられる.

Ⅳ. 考 案

生 体 内の脂質過酸化 反応 はいろいろな面で生物現

象と深い関係 にあ る,例 え ば この反応 は ビタ ミンE

欠損動 物で著 し く促進 され,動 物では精子形成の障

害,筋 肉萎 縮,ク レアチ ン含量 の減少,核 酸代謝 の

低下が知 られ てい る.こ れ らの現 象は脂質過酸化反

応 と関係が 深 く,ビ タ ミンEを 欠損 しない場合 にも

外部か ら過酸 化脂 質を投与す ると ビタ ミンE欠 損類

似の現 象が示 され ることか らそのよ うに考え られて

い る.ま た脂質過 酸化反応は四塩化炭 素やエ タノー

ル毒の ような化学薬 品の投与 によつ て も透起 され,

さ らにX線 等放射線 照射 に よつて反応 の促進 が もた

らされ る.こ の ほか に,こ の過酸化反応 は細胞 増殖,

加 令現象(Aging)と も密接 に関 係 して いると考え

られてい る.分 裂増殖 の旺盛 な細胞,例 えば ウニ卵,

精細胞等,す べ て細胞増殖 の著 しい もので一様 に過

酸化反応 の低下が認 め られ る.こ れ に反 し成熟 また

は加令現象 に伴つて は この反応 は逆に増 加 し,生 体

内での脂質過酸化反応 は細胞増殖 の調節に大切な因

子 として働いて いる ことが示 唆 され る.従 つて脂質

過酸化反応 欠損 の機構 を研究 する ことは,細 胞 の代

謝調節の機構解 明に役立つ と共 に癌細胞 の異常増殖

の機構解析.にも果す役割 は大 きい.こ のよ うな意味

で現在 まで に脂質過酸化反応 に関す る研究は極めて

多 い.そ れに もかかわ らず代 謝調節 と脂質 過酸 化反

応 の直接 的相関性 につ いてはなお明 らかに された報

告 が見 られず取 り残 されて いる.こ の問題の解 決に

は,先 づ脂質過酸化反応 の機構 の解析 をす ることは

勿論 であ るが,同 時 に反応度合 の変化の機構 につい

て研 究す ることが望 ま しい.そ の意味において癌細

胞 の脂質 過酸化反応欠損 の原 因を究明す ることは,

癌細胞 の特異的性質 の研究 と共に重要で ある.

さて癌細胞 における脂質過 酸化反応欠損 の要因に

は三 つの ことが考え られ る.

1. 脂質過酸化反応 のための基質の欠損.

2. 脂質過酸化反応 を阻害 す る物質の存在.

3. 生 体膜 内 リン脂質 の存在様 式.

1の 因子について はす でに大西16),内 海 ら13)21),西

風27)によつて主 張 され,不 飽和 脂肪酸の著 しい減少

が示 され てい る.ま たHowatsonら24)は 脂質過酸

化反応 の基質中,特 に リン脂質 の減 少を示 し28)てい

る.こ れ らの報 告 と一致 して,本 研究 において もそ

の基質 の減 少が確認 され た.

すなわ ちAH-130腹 水癌 細胞 で は特 に リン脂質
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ア ラキ ドン酸の絶対量 が正常肝のそれに比 しては る

か に減少 している.従 つ て第1の 要 因 も重要 な過 酸

化反応低下 の因子 と考え なけれ ばな らない.

次 に第二 の要因であ るが,第1の 要 因で一応脂質

過酸化反応基質の減少が認め られた として も尚完全

に基質欠損 を してい るわ けではな く,従 つて これを

説明す るためには癌細胞 内に この過酸化反応を阻害

す る機構の存在が要求 され る.例 えば過酸化反応を

起 さない生体膜において も阻害 機構が完全に取除か

れれば,本 来過酸化反応 基質 とな る リン脂質は存在

す るのであ るか ら,当 然脂質過酸化反応 は誘起で き

るはずであ る. Shuster18)は す でに癌 細胞中に大量

の抗酸化剤が存在する ことを主張 し, Thile & Halb17)

は肝癌細胞 の顆粒分画にその阻害物があ ると報告 し

てい る. Lash26)は 更 にその阻害 物 は 単に顆粒のみ

な らず,細 胞 可溶性分画(上 清分画)に も抗酸化剤が

あると述べてい る.し か しこれ らの報告はいずれ も

その阻害物がなんであ るかを分析,あ るいは考察 し

ていない.最 近,内 海 ら29)は 組 織培養細胞(HeLa

 Cell)の 抗酸 化活性 を認め,そ れ が クロロホルム メ

タノールで抽 出 される有機 溶媒可溶性 の物質であ る

ことを明 らか に した.本 研究 に おいて もAH-130

腹水 肝癌細胞 中に同 じ分画に抽 出され る阻害物質の

あ ることを確認 し,さ らにそれがアセ トン可溶分画

に分 配され る物質 であ ることを明 らか に した.ま た

この阻害物質 は単に肝癌 細胞 のみな らず, Rous sarc

oma cell中 に も認 め られ,正 常肝細胞 中に も微量

なが ら存在す ることが明 らか にされた.そ して脂質

過酸化反応 の示 されない癌細胞 において も過酸化反

応の基質と考 え られ る リン脂質 が阻害物質か ら分離

されれば弱 いなが らも過 酸化反応 が誘起 され ること

も証 明され た.こ の よ うな実験結果 に立 脚すれば,

生体 内の膜系 での脂質過酸 化反応 は膜 を構成 す る脂

質 の中で脂質過酸 化反応 の基質 とな る リン脂質 と,

この阻害物質 の含量 の相対比 によつて左 右 され ると

考え られ る.云 いかえ ると阻害物質 が相対 的に多い

か,ま たは相対的に リン脂質が少 なければ反応 は阻

害 され るし,阻 害剤が少な いか,リ ン脂質 が多 けれ

ば反応 は促進 また は増大 され る.こ の考 えに立 脚 し

て アセ トン可溶性脂質 とアセ トン不 溶性 でエーテル

可溶な リン脂 質の含有量を見れ ばAH-130腹 水肝

癌細胞 では2:35で あ り,肝 で は1:8で あ ること

か らも支 持 され る.し か し現在 なお この阻害物 は一

般によ く知 られた 抗 酸 化 剤,す なわち, α-トコフ

ェロール,コ エ ンザ イムQ(CoQ)や ビタ ミンK等

とは異な り,な んで あるか分析結果 を得 るに至つ て

いない

第3の 要因について は,癌 細胞 の膜構 造が正常細

胞 のそれ といろいろな点で 異 る可 能 性 が 考え られ

る.例 え ば癌 細胞で はContact inhibitionと い う性

質が示 され なかつ た り,よ く転位 した り,細 胞 相互

のInteractionが 欠損 してい ることなど,正 常細胞

の それ と表面構造 の変 化を示唆す る多 くの 性質 が明

らか にされ てい る.と くに癌細胞 の膜表面 には多糖

類が多 く,シ アル 酸によ る表面荷電が〓 に増加 して

い ることも報告 され ていて膜 構造の変化が化学 的に

示唆 され てい る30)31)32)しか しFe++に よる生体膜

の脂質過酸化反応 において癌 細胞 で どの よ うに膜構

造が変化 し,反 応 に阻害 的に作用す るか と云 う点 に

ついては全 く明 らかで ない.た だ膜 内脂質 の配 列が,

Fe++に 触媒 され に くいよ うな構造になつ てい ると

き反応が阻害 され る と考 え られ る.こ れ はCa++の

よ うな もの で脂質 の構造 に対 し変化を与え る とき,

脂質過酸化反応 が著 し く促進 され る ことか らもうか

がえ る.

以上AH-130腹 水 肝癌細胞 の脂質過酸 化反応欠

損 に関す る三つ の原 因について考察 したが,い ずれ

の原 因 も重要 であ り,中 で も本研究 によつ て特に第

二 の原因,す なわち,過 酸化反応阻害物質 の存在を

明 らかにす ることがで きたと考え られ る.そ して そ

の物 質が もつ細胞膜系 の脂質過酸化反応 の調節 に重

要 な機能 を果 してい る ことも示唆 され る.

さて細胞 内の脂質過酸化反応 は緒 言に も述べ た ご

と く,細 胞 の増 殖や細 胞分裂 と極 めて密接 な関係を

もつ てい ると考え られ る. Walfson14)は 再 生肝で著

しい脂質過 酸化反応 の低下を見,細 胞分 裂の最 も旺

盛 な肝切除後48時 間で最 も低い値 を示 し,時 間 と供

に回復す るのを 観察 してい る.ま たCole34)は ハ ム

スター の胎児組 織は成体 よ りTBA反 応は低 い こと

を報告 して いる.動 物 個体の成長 につれ て,不 飽 和

脂肪酸の含量が増 大す ることと平行 してTBA反 応

を増加す るが,そ の間 には厳密な平行関係 は見 られ

ない(Pitchard & Singh35).こ の原因 は生体膜 の構

造変化か,抗 酸化剤 の含有量変化か のいず れか によ

ると考え られて いる.分 裂増殖の早い と云 う点 で,

これ ら幼若細胞 と同 じよ うに腫瘍細 胞で もTBA.反

応 が低い値 を示 す ことはむ しろ当然の ことか も知 れ

ない.従 つ て今後 生体膜の 中に見 られ る過酸化反応

の阻害物質 がよ り明 らかに されれ ば,細 胞分裂 の機

構や,細 胞分裂 にお け る脂質 過酸化反応 の役割 につ
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いて もよ り明 らか にされ るもの と考 え られ る.

細胞分裂 と関係 して更 に この脂 質過 酸化反応 は生

体の加令現 象(Aging)と も密接な 関係 を もつ と考

え られ てい る. Strehlerら35)は 加 令 と平 行 して増加

す るChromolipid36)37)38)は 酸 化 不 飽 和脂質 のポ リ

マー(重 合物)と して形成 され ると考え, Walman39)

もこの考 えを支 持 してい る.す なわ ち加冷 とともに

増加 するChromolipidの 蓄積は脂質過酸化反応 の結

果 に外 な らない.

Harman40)は 脂 質過酸 化 反 応 は フ リー ラジカル

でinitiatさ れ,生 体膜の膜透過性 を 変化 させ,細

胞 の代謝調節を乱 すよ うに働 くと考えてい る.事 実

Harman41)は 抗酸化剤 の動物への投与 によつ てその

生存 日数を有意の差で延長 させてい る.

以上 のよ うない ろい ろな観点か ら脂質過酸化反応

の機 構,そ の基質 と阻害,あ るい は抗酸化剤,な か

んづ く生体の 内在基質や阻害物質 の研 究は今後 さら

に代謝調節 のみな らず,細 胞分裂,癌 細胞増 殖の機

構解析に も重要な手掛 りを与え る もの と考 え,更 に

阻害物質 の分析 を進 めたい と考え る.

Ⅴ. 要 約

腹水肝癌細胞AH-130の 脂質過 酸化反応欠損 の

機構 につ いて研究 し,そ の原 因の一 部を明 らかにす

るニ とがで きた.

1) AH-130腹 水肝癌 細胞 の脂質過酸化 反応欠損

の要因の一つ は,基 質 と考え られ る リン脂質 のア ラ

キ ドン酸含量 の絶対量 の減少 にあ る.

2) 他 の一 つの原 因は, AH-130肝 癌細胞 のアセ

トン可溶性分画 に存在 す る脂質過酸化反応 を阻害 す

る物質 にある.

3) アセ トン可溶性分画 を リン脂質分画か ら分離

すれ ば,リ ン脂 質分画 は過酸化反応 を誘起 させ るこ

とができ る.

4) アセ トン可溶性分画 中 の 脂質過酸 化反応 阻害

作用 は,癌 細胞 のみな らず正常肝細胞 に も弱いなが

ら認め られ るが,正 常肝組織 中には阻害物 の含有量

が低い と考え られ る.

5) アセ トン可溶性阻害物質 は 化学 的には既 知の

抗 酸化剤 とは異 る物質で,現 在 なお物質 の決定をみ

るにいたつてい ない.

最後に細胞増殖や加令 と,脂 質過 酸化反応 との密

接 な関係 につい て考察 し,そ れに対す る反応阻害物

質の役割 につ いて考案 した.
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Failure of lipid peroxidation reaction in ascites hepatoma 

cells (AH-130) and its mechanism.
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Abstract

Various tissue homogenates can produce lipid peroxide during incubation with Fe++ or 
Co++ in the presence of oxygen. But the homogenate of actively growing cells diminishes 
or fails to elicit the lipid peroxide formation. In the present report the author studied the 
mechanism of the failure of lipid peroxidation reaction of ascites hepatoma cells (AH-130) 
and the following results were obtained.

1. One of the facts of failure of lipid peroxidation reaction was the reduced arachidonic 
acid content in phospholipid fraction of ascites hepatoma cells.

2. The other facter was the presence of an inhibitor of lipid peroxidation in acetone 
soluble fraction of the ascites hepatoma cell membrane fractions. Therefore, the phospholipid 
fraction of the ascites hepatoma cells shows the lipid peroxidation reaction by the treatment 
with Fe++.
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3. The inhibitor was also found in the acetone soluble fraction of normal rat liver cells 
but the content was quite low.

4. The chemical nature of the inhibitor was different from the well known, antioxidant 
such as α-tocopherol, Coenzyme Q and Vitamin K. The chemical structure has not been 

identified yet,

On the basis of these data the author discussed about the mechanism of the regulation 

of lipid peroxidation reaction in the cells with respect to the regulation of cell growth and 
cancer cell specificity and to the aging.


