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I.緒 言

Heinz小 体 は赤血球 内の超生体染色性 の顆粒であ

る, 1890年Heinz1)が この小体を発見 し,初 めて詳

細な記載を報告 して以来血液学者の注 目す るところ

とな り,現 在 まで多数の研究業績が相次いで報告 さ

れている.し か しそれ らの多 くはHeinz小 体 の薬

物 による形成 に関す る動物実験,試 験管 内実験,或

は臨床報告等 であり, Heinz小 体の化学的性状,形

成機構及びその生物学 的意義な ど今 日で も よ くわ

かつていない.

私2)は先にHeinz小 体の生化学 的性状を明 らかに

するために,放 射線 及 び薬 物 に よつ て 形成 し た

Heinz小 体を分離採集 し,脂 質 を抽出 し, thin layer

 chromatography及 びgas chromatographyを 用 いて

その脂質成分を分析 し,脂 酸構成を測定 した.そ の

結果Heinz小 体の組 成 は変性蛋白 のみでな く,脂

質成分を含有 し,そ の成因や化学的組成は必 らず し

も一定 のものでな く,種 々の形成条件 で脂質,脂 酸

構成が異なること,ま た無処 置正常赤血球膜 のそれ

と比較するとHeinz小 体抽 出脂質 で は リン脂質 中

のホスファチ ジルエ タノール ア ミン比 の著 明な減少
,

脂酸構成ではオ レイ ン酸比,リ ノール酸比な ど不飽

和脂酸比が増加 していることを認めた.さ らに各 々

のHeinz小 休形成法 の間 の脂質 ・脂酸構成上 の差

異を比較検討 し,放 射線照射による赤血球膜脂質 ・

脂酸 の変動,放 射線照射 と溶血等の現象につ き考察

した.

そ こで今回は先に分析 したHeinz小 体 抽 出脂酸

を培養中 のEhrlich腹 水癌細胞及 びHeLa細 胞に

種 々の濃度で添加 し,培 養腫瘍細胞に及 ぼす影響を

位 相差顕微鏡に より経時 的にその形態学 的変化を観

察 し,そ の細胞毒性 作用を検索 し, Heinz小 体 の生

物学 的意義について検討を行ない, Heinz小 体 と悪

性 腫瘍 という興味ある問題 につ き若干 の考察を試み

た.

II.実 験材料並 びに実験方法

1.実 験材料

1)培 養組織並びに培地支持体

i) Ehrlich腹 水癌細胞(JTC-11)

動物(継 代)株 であ るEhrlich腹 水癌細胞 は岡山

大 学医学部 附属癌源研究所病 理部 に おいて, Cb系

雌マ ウスの腹腔を用いて継代 されてい るものの分与

を受け使用 した.培 地 は80%YLE+20%牛 血清

(最終濃度Yeast Extract 0.08%, Lactalbumin by

drolyeate 0.4%)を 用 いた.

ii) HeLa細 胞

HeLa細 胞 は岡 山大学医学 部病理学教室 よ り分株

され たものを用 い,こ れ らは80%YLEに20%牛 血
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清を加 えた培地で 数 日間subcultureし,実 験 に 用

いた.

2) Heinz小 体抽 出脂酸

培養腫瘍細胞 に添加 したHeinz小 体抽出脂酸 は,

新鮮牛血液にin vitroでhydroxylamine hydrochlo

rideを 用いて多量 にHeinz小 体を 形 成 し,分 離採

集 したHeinz小 体 より得た.詳 細 に ついて は前編

において述べた通 りである.

2.実 験方法

1)培 養術式

形態 的な変化を直接位相差顕微鏡 で観察,顕 微鏡

写真 の撮影が出来 る様 に,中 央に孔 をあけた孔あ き

ス ライ ドを用いてカバ ーグラス培養法を行なつた.
一方 のカバー グラスを固定 した孔 あきスライ ドに

,

分与を受 けた試験管 中の培養腫瘍細胞を一定量の培

養液と共 に移 し,も う1枚 のカバ ーグラスを静かに

のせてパ ラフィンで封入 して培養 した.培 養の操作

はすべて無菌 的に行なつた. 37℃ の 孵卵器中 で数

日間静置培養 し,顕 微鏡で適時観察 し細胞 の附着増

殖共 に 良好 なことを確認 した後, Heinz小 体抽出脂

酸をそれぞれの濃度で添加 した.添 加の方法 はパ ラ

フィンで封 じたカバーグ ラスをず らし, 0.1ccマ イ

クロシ リンジでそれぞれの濃度にな る様注入 し,再

び完封 して培養観察 した.

2)添 加方法

前 述のHeinz小 体抽 出脂酸の一定量を とりNaOH

生理的 食塩水溶液で コロイ ド状に溶解 し2%液 を作

り, pHメ ーターで測定 しなが ら微量の酢酸溶液を

加えpH8に 調整 し,添 加試料 と した. Ehrlich細

胞及 びHeLa細 胞が正 常に培養 されているのを確認

して,マ イクロシ リンジで終末濃度が0.2%, 0.1%,

 0.05%, 0.025%に なる様 に加え観察 した.

3)観 察方法

観察 は位相差顕微鏡によつて行なつた,顕 微鏡 は

オ リンパ ス製倒立位 相差顕微鏡を用い,非 圧挫的 に

観察 し,顕 微鏡写真はオ リンパ ス撮影装 置を用 い,

培養 中の動態撮影を経時的 に行なつた.

観察時期は添加前,添 加直後, 1時 間, 3時 間,

 6時 間, 12時 間, 24時 間後迄行 なつ た.

III.実 験 成 績

1. Ehrlich腹 水癌細胞(図 版I)

添加前:弱 拡大 で見 ると,楕 円形細胞 と紡錘形

細胞が半 々程度に存在す る.楕 円形細胞 には2～4

ケの細胞質突起が見 られ るが短い ものが多 い.紡 錘

形細胞は楕 円形の核を有 し,細 胞質 は二極性 にのび

て突 起を形成 して いる.突 起 の先端 は吸盤状 にふ く

らんでい るのが多 い.単 位面 積中の細胞数が多い部

分で は細胞が丸 くなり,細 胞数が比較的少ない部分

で は細胞質はガ ラス壁 に接着 して広が り細胞質突起

も細長い(図 版IA).

対照:な ん ら添加せず,対 照群 と して培養を続

けた無処置腫瘍細胞 は24時 閥後に も上記の形態 と著

変 な く,僅 かに一部細胞の核及 び細胞質が大 きくな

り,突 起の数が増 し,や や楕円形化 したのが認めら

れ た.

添加1時 間後: Heinz小 体抽 出脂酸を終末濃度で

0.2%添 加 した もので は早 くも著 しい 変化が見 られ

た.即 ち激 しいbubblingが 観察 され,細 胞 は円形

化 し, blister形成 及 びpyknosisが 殆んどの細胞に

見 られ,突 端が吸盤状,小 球状 にふ くらんだ突起は

全 く消 えてい る.一 部の細胞で は核膨 出,核 破壊が

見 られ細胞体の外側に膨 出 してい るのが認め られた.

0.1%添 加の もので も同様の 変性がかなりの細胞に

見 られ, 0.05%添 加の ものではlipid顆 粒の 出現 と

細胞の円形化が見 られ,細 胞突起がやや太 く短 くな

つてい る様であつた.最 も低濃度の0.025%添 加の

ものではやはり僅かに細胞の円形化が見 られた程度

で著変 はない.

添加3時 間後: 0.2%加 の ものでは殆んどの

細胞 は既 に培養液中に浮游 し壊死の状態 となつてい

た. 0.1%添 加の ものでは多数の細胞に激 しいbub

blingが 特徴 的で, blister形成, pyknosisが 著明 とな

り,一 部細胞には核膨 出,破 壊 も認 め られ,浮 游し

た細胞 も見 られた.ま た円形化 した細胞体辺縁より

外方 に膨 出 した核や細胞質が多数見 られ,細 胞の崩

壊像が認め られた, 0.05%添 加 のものでは殆んどす

べての細胞が丸 くな りlipid顆 粒が多数見 られ,核

は球状に膨化 してい るのが多 く細胞突起 は全 く見ら

れず,正 常Ehrlich細 胞は見 当 らない. 0.025%添

加の ものでは細胞の 円形化, lipid顆 粒 の 出現が見

られ るも未だ太 くて短い細胞突起 を有 し,壁 に付着

してい るのが認あ られ た.

添加6時 間後: 0.2%, 0.1%添 加 のものは細胞

及 び核が崩壊 し,培 地 中に浮游 した状態 となつた.

 0.05%添 加の ものは細胞体 は膨化 し,球 状で正常時

の2～3倍 にまで達 した細胞 も見 られ,核 にクロマ

チ ン塊形成,膨 化が見 られ一部の細胞では破壊して

細胞体 の外に出,培 地 中に浮游 して いるものもあつ

た. 0.025%添 加 の ものでは細胞 は丸 くな り変性顆
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粒が増加 し,核 の容積が増 している.

添加12時 間及 び24時 間後:添 加12時 間後 に は

0.05%添 加の ものも殆んど細 胞 は 浮 游 し,僅 かに

0.025%と い う低濃度に添加 したもののみ24時 間後

まで観察 しえた.し か し細胞は 丸 くな り, lipid顆

粒 も増加 し,核 の退行性変化は著 明で生活機能 は完

全に停止 し,勿 論細胞分裂は全 く見 られない状態で,

問 もな く培養液中に浮游 し壊死す るの が観 察 され

た.

II. HeLa細 胞(図 版II)

添加前: HeLa細 胞 の形態はEhrlich腹 水癌細

胞とよく似ているが, Ehrlich細 胞 の如 く突起の突

端が吸盤状になつていない.形 態は色 々の条件によ

つて同一細胞で も変動するがHeLa細 胞 の細 胞質

は二極性にのびて突起 を形成す るものは少な く菱形

の如 き多角形 を呈す るものが多 く観察 された(図 版

II A).

添加1時 間後: 0.2%及 び0.1%添 加の もので は

添加直後よ りbubblingが 見 られ,核 のpyknosis,

 blister形成が見 られた.

添加3時 間後: 0.2%及 び0.1%添 加の ものでは

更にbubbling, pyknosis, blister形成 が進 み殆ん ど

の細胞に認められた.一 部の 細 胞 は既 に浮游 し,

 ghostの 状態になつて いるのが認あ られ た. 0.05%,

 0.025%添 加の ものではlipid顆 粒の出現, bubbling,

 blister形成が見 られたがEhrlich細 胞 の 時に見 ら

れた細胞の円形化は著明でな く,細 胞突起 もあま り

変化がない様 であつた.

添加6時 間後: 0.2%及 び0.1%添 加の細胞 は退

行性変化が更 に進み,ガ ラス壁よ り離れ,殆 んどの

細胞は浮游 した. 0.05%及 び0.025%添 加の もので

はlipid顆 粒は増大 し, blister形成 も進み,細 胞分

裂は停止 してい る,核 のpyknosisが 見 られ るが核

及び細胞体の膨化,膨 出は著明でない.

添加12時 間及び24時 間後: 0.05%添 加の もので

は浮游 し壊死の状態 となつ た. 0.025%添 加 の もの

で も24時間後には顆粒形成が著 しく,細 胞は浮游 し

た.

IV.考 察

Heinz小 体 と悪性腫瘍 との関係 に関する研究報告

は極めて稀で,近 年僅かに散見 され るに過 ぎない.

しか しFigge3)はsulfonamidesに よ るHeinz小 体

形成の報告の中で, Heinz小 体は癌研究 の見地 か ら

も非常に興味があると述 べてお り, Wingler4)は 発

癌性の アゾ色素 によるHeinz小 体形成 を 報 告 し,

 Heinz小 体形成反応によ りアゾ化合物 の発癌性の有

無を見分けることが出来 ると述べている.確 かに多

種多様な発癌因子の うちX線, α線, β線, γ線の

如 き物理 的 因 子, dimethylaminoazobenzeneの 如 き

アゾ化合物をは じめ 化 学 的 因 子 の うち の 一 部 は

Heinz小 体 を形成す るが両者 の間 になん らかの関連

が推察 され興味深 い.尚,放 射線 に よ るHeinz小

体形成に関する研究報告 は第1編 に述 べ た 如 く,

 1952年 山本5)がX線 照射家兎赤血 球 中 にHeinz小

体の 出現 を発見 して以来,多 数の業績 が発表 されて

い る6) 7) 8) 9).ま た吉 田10),河 村11)等はHeinz小 体試

験 管内形成促進法を用 いて疾病の重篤度測定を試 み,

悪性腫瘍,肺 結核等 において疾病 の重篤度 と極 めて

よ く平行 してHeinz小 体が形成 され ると報 告 して

いる.教 室の 山本12)は 悪性腫瘍患者 の 赤血球 中に

Heinz小 体の出現 を認め,重 篤な程 出現率が高 く腫

瘍 の増大,放 射線治療によ る縮少,外 科的切除等 と

平行 してHeinz小 体の出現率 も増 減 すると述べて

いる.今 回の私 の培養腫瘍 細胞を使つて の実験 は悪

性腫瘍 とHeinz小 体 出現 との間に 如何 な る関係が

あり, Heinz小 体の生物学 的意義は何かという問題

を解明 しよ うと して試 みた.

さて人癌治療剤 の発見 を目的 とする制癌剤 スク リ

ーニ ングは近年盛んに行な われてお り,特 に組織培

養による抗癌剤検定法 は増殖 しつつ ある人癌細胞を

使用 出来 るとい う特徴があ り,又 実験動物の移植癌

を使 う検定法よ り速 やかに結果が得 られ,か つ均一

な材料 を試験 管内で種 々利用 しうるので賞用 きれて

いる.

わが 国では 梅沢15) 16),新 田13) 14)等 が 早 くか ら

HeLa細 胞を使用 して組織培養 による抗癌性抗生物

質 のスク リーニ ングを 発 表 して お り,山 本,妹 尾

等17)もOXの 抗癌作用の検討をHeLa細 胞を用い

て増殖抑制作用 と形 態的変化 を追求 している.今 回

私 は共 に上皮細胞である 動物癌組織 由来のEhrlich

腹水癌細胞(JTC-11)及 び人癌由来細胞株であ る

HeLa細 胞を用 いて,そ の 形態学 的変化を追求 し,

 Heinz小 体抽出脂酸 の細胞毒性作用を検討 した.

培養細胞 として用 いた岡山大学癌研究所病理部 に

おいて樹立 されたEhrlich腹 水癌細胞(JTC-11)

 K株 は,組 織培養学 的にみて現存す る動物腫瘍培養

株 の中で最 も取 り扱い易い ものの一つで,非 常に激

しく増殖 し腫瘍性 は極めて良 く維持 されているとい

われ18) 19) 20),形 態的 にも突起 の突端が吸盤状になつ
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て ガラス壁に附着 し,興 味ある形態を とつて お り,

培養癌細胞に対す る影響を形態 的に観察 しよ うとい

う今回の実験 に非常 に適 して い る と思 わ れ る.浜

崎19) 20)は日本組織培養学会に認め られ, JTC-11と

して登録 されて いるEhrlich腹 水癌細胞を長 期間培

養 し,そ の性状を報告 している.私 は今回形 態的変

化を観察する際に この報告 を参考 に供 したが,培 養

における細胞の形態は一定 の条件,即 ち同一細胞で

もその細胞が生存する培地,培 養及び継代の方法,

培養 液に生存する 日数等の変化によつて大 き く変動

す る ことが明 らかであ り,実 験に用 いた(JTC-11)

 K株 細胞で は継代 され た始めは細胞は丸 く小型で小

さな突起を所有 しており,ガ ラス壁への附着は弱い.

そ して培養 日数が経過す るにつれてこの突起は成長

伸展 し,突 端 は吸盤状に小球 化 してい るのが特徴で

あ ると述べている.又HeLa細 胞 株 は ヒ トの子宮

頸部癌よ り分離に成功 し世界各地の研究室で多 くの

実験に利用 されてい る細胞株で形態的には上皮性で

あ り, Ehrlich腹 水癌細胞株(JTG-11)と 類 似 し

てい る.

培養 術式 は生 きた状態で細胞の形態的変化を経時

的に観察で き,顕 微鏡写真の撮影が可能 な非常 にす

ぐれた方法である孔 あきスライ ドを用いたカバー グ

ラス法を試みた21) 22).培 養に当つてはすべて無菌操

作 を行なつたが,比 較的短期の培養 のせ いか雑菌汚

染 は防 げ得た.

添加物で あるHeinz小 体抽出脂酸 は 比 較的量的

に得 られ易いhydroxy lamine形 成Heinz小 体よ り

抽 出 したものを用 いた.そ の添加濃度 は,教 室の山

本が見 出し,そ の制癌作用によつ て注 目されている

OX物 質(X線 照射家兎肝 よ り抽出 した 不飽和 脂肪

酸)の 培養腫 瘍細胞 に対 する作用を観察 した実験17)

の際に用 いたOX濃 度 と一 致 させ,そ の 細胞毒性

作用 を比較検討 出来 るよ うに配慮 した.対 照 として

Heinz小 体抽 出脂酸を全 く添加 しない ものを一群設

けたが組織培養では癌細胞 に対比 して正 常細胞 の対

照を設 けることが困難で あり,こ の点正常細胞 に対

する毒性の有無強弱は不明で ある.

組織培養の場合,培 養液 中に夾 雑する毒性物質の

作用が表面に現 われ結果が しば しば混乱 させ られ る

ので器具の洗 滌,滅 菌には特 に注意 した.

新田13)は被検液 に存在す る各種塩類 イオ ンNa+,

 K+, Cl-, SO-4が それぞれ最終濃度で0.1, 0.05,

 0.1, 0.2g当 量/1以 下な らHeLa細 胞 に 何 らの影

響を及ぼさないことを確かめ報告 しているので,脂

肪酸を コロイ ド状 に溶解す るため用 いた際の塩類イ

オンは極 めて 微量であ るので,そ の影響 は無視で き

ると考 え られ る.

ところで今回の私の実験 の如 く, Heinz小 体抽出

脂酸 の培養腫瘍細胞に及ぼす影響を観察 した報告は

未だ見 ない.し かし,近 年 その制癌作用 によつて注

目されて いるOX物 質 もX線 照射家 兎肝 か ら抽出

分離 した抗腫瘍性不飽和脂肪酸で あ り,第1編2)で

述べた如 く不飽和脂酸比の 増 加 しているHeinz小

体抽 出脂酸の培養腫瘍細胞に対す る作用が実験成績

及び顕微鏡写 真に見 られ る様にOX物 質と同様に強

力な抗腫瘍性 を示す こともある程度予測された通 り

であつた. OX物 質に関す る山本等 の一連の 研究鋤

24) 25) 26)に よれ ばOX物 質の細胞化学的に見 た作用

の特徴 は癌細胞の呼吸を阻害 し,嫌 気解糖はむしろ

促進,コ ハク酸脱水 素酵素活性 も阻害 され,吉 田肉

腫やEhrlich癌 の細胞のDNA合 成, RNA合 成の

いずれ も阻害 し,細 胞質 における蛋白合成 にも阻害

が与えられ る.そ して又組織培養細胞に及ぼすOX

物質 の影響 はHeLa細 胞で0.05%, 0.025%程 度の

低 濃度で著 しい増殖 阻害が示 され,細 胞質 に多数の

lipid顆 粒が 出現 し,細 胞分裂速度 は低 下 するとい

われて いる.

今回 のEhrlich腹 水癌細 胞 及 びHeLa細 胞に対

す るHeinz小 体抽 出脂酸の影響 を形態学的 に観察

す るに,共 に0.05%, 0.025%の 低濃度で添加3～

6時 間後 に細胞突起 は消失 し,細 胞の変形が,つ い

で多数のlipid顆 粒が 出現 し,空 胞形成,細 胞及び

核 の膨化が起 こり,細 胞は丸 くなつて塊状 となり類

壊死の状態 とな り, 12～24時 間後には培養液中に一

部浮游 した.又0.2%, 0.1%濃 度では添加直後から

細胞体 に急激なbubblingが 観察 され, 1時 間後に

はblister形 成, lipid顆 粒の出現,核 の濃縮,膨 化,

一部細胞では核が細胞体辺縁 より外側に膨出 し,細

胞体 と核の破壊が認め られた. 3時 間後には殆んど

の腫瘍細胞は類壊死の状況を経て浮游 し壊死 した. 

Ehrlich腹 水癌細胞 とHeLa細 胞の間に形態的な影

響 の上で,特 に著 しい差は認 められず, Heinz小 体

抽出脂酸 は双方 に対 して強力な細胞毒性作用を示し

た.こ の実験結果はHeinz小 体 の生物学的意義に

関 して興 味ある示唆を与えていると恩われ る.即 ち,

現在 までHeinz小 体は小顆 粒状退行変 性 産 物で先

人27)の実験結果か らも明 らかのよ うに顆粒 自体が溶

血毒であると考 えられ,悪 性腫瘍や放射線障害の際

に も勿論Heinz小 体 自身が溶血性物質 と して生体
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細胞 に対す る毒性物質 となる可能性 は高 いが,反 面

一種の生体防禦反応 とみなす ことが出来 ると思われ

る.

V.結 語

先に分離分析 したHeinz小 体抽 出脂 酸 を 動物癌

組織由来のEhrlich腹 水癌細胞(JTC-11)及 び人

癌由来細胞株であるHeLa細 胞に種々 の濃度 で 添

加 し,培 養腫瘍細胞 に及ぼす影響を形態 的,経 時的

に観察 し,そ の細胞毒性作用を検索 し, Heinz小 体

の生物学的意義及 びHeinz小 体 と悪性腫瘍 と の 関

連性につ き検討 し,次 の結果を得た.

1. Heinz小 体抽 出脂酸 を終末濃度 で0.2%, 0.1

%の 濃度で添加す ると添加直後よ り共 に急激なbub

blingが 観察され,や がてblister形成, pyknosis等

が起 こり,添 加3時 間後に は殆んどの細胞は浮游 し

壊死 した.

2. 0.05%, 0.025%と い う低濃度で添加3～6時

間後には細胞 は丸 くな り,細 胞突起 は消失 し, lipid

顆 粒の出現,空 胞形成,核 の膨化,膨 出が見 られ,

 12～24時 間後には一部細胞は浮游 した.

3. Heinz小 体抽 出脂酸は培養腫瘍細胞に対 しOX

物質 と同程度の強力な毒性 作用を示 し, Heinz小 体

形成 は一種の生体防禦反応 的な意味を有 する もの と

推定 して差 しつか えない と考 える.

稿を終 るにあた り終始御懇篤 なる御指導と御校閲

を賜つた恩師山本道夫教授に深甚の謝意を表 します.

また,貴 重 な細胞株の分 与に際 して多大 な御便宜を

与え られ た妹尾左知丸教授並 びに佐藤二郎教授に感

謝の意を表 します.

本 論文の要 旨は昭和42年4月 岐阜市に於いて開催

された第26回 日本医学放射線学会総会に於いて発表

した.
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図 版 説 明

図版I　 Ehrlich腹 水 癌 細 胞(JTC-11)

図版II　 HeLa細 胞

A:対 照 群.

B, C, D, E: Heinz小 体 抽 出 脂酸 添加 群.

培養 液 終 末 濃 度B: 0.2%, C: 0.1%, D: 0.05%, E: 0.025%.

1:添 加1時 間 後, 3:添 加3時 間後, 6:添 加6時 間後, 12:添 加12時 間後,

 24:添 加24時 間後.

Studies on the Nature of Heinz Bodies

Part 2. Biological Properties on Heinz Bodies

By

Yoshio HIRAKI

Department of Radiology, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Michio Yamamoto)

Fatty acids extracted from Heinz bodies were aided to Ehrlich ascites tumor cells and 
HeLa cells in tissue culture at various final concentrations of 0.2, 0.1, 0.05, 0.025%, and 
their effects on these cultured cells were morphologically observed.

It was shown that fatty acids derived from Heinz bodies exerted as nearly a potent cyto
toxicity as OX substance oa the cultured tumor cells. At the concentration of 0.2 and 0.1%, 
immediately following thier addition, almost all the cells showed marked degenerative chan

ges such as bubbling and blister formation, lipid granulation in the cytoplasm and pyknosis 
of the nuclei and this was soon followed by cell floating and death. And even at the lower 
concentration of 0.05 and 0.025% the cell degeneration was observed in 3 hours and 6 hours 
respectively and became floating within 24 hours.

From these results, it is considered that the formation of Heinz bodies may be a biolo

gical reaction as the body defense mechanism,
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平 木 論 文 附 図

図 版I
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図 版II　 平 木 論 文 附 図


