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緒 言

放射線障害の本態 に関する研究は従来 より種 々行

なわれてお り,特 に血液障害 に関 してはHeinecke1),

 Hartmann2),等 を始め として,其 の本態に関す る究

明はいろいろ行なわれて きた.し か し乍 ら放射線障

害 といふ ものは勿論単一な ものではな く生体反応の

一つ として現 はれて くるものであ り,生 化学 的,組

織学的並 に機能的な面 より幾多の見地か ら究 明 して

ゆかなければな らない ものであ らうと考え られる.

山本3)は 生体内に発生 し得 る溶血性物質 として不飽

和脂肪酸及び複合燐脂質(特 に照射 により顕 著にな

るリゾ レシチン)が あ り,全 身照射家兎よ り此れ等

の物質を抽 出し,此 等を用ひて実験を行ひ放射線障

害 と同様 な影響を与え るものであ ることを明 らかに

し,照 射 しない家兎 より抽出した もの とは異つた生

物作用を示す と言つている.

又内海4)等 は此等の ものはどちらも細胞毒 として

の力をもつてい るが,特 にX線 照射家兎よ り抽出 し

た不飽和脂肪酸は細胞毒性力がつ よ く試験管 内の細

胞増殖力の高 いHelacellsに 対 して も極端 に低い濃

度で強度の形態的障害を与えると云つている.今 回

此の抽出複合燐脂質を エール リッヒ培養細胞 の培養

培地に加えて此等の細胞群に対 して如何なる効県を

示すか と云ふことを培養細胞の変性率,増 殖率,及

び形態的変化について実験を行 つた.

実 験 方 法

培養実験 にはJTC-11細 胞5)(エ ール リッヒ腹水

癌細胞株)を 用ひた,又 培養培地にはTable 1の

如 き培地に して培養 した.塩 養液のPHはNaHCO3

の添加量によ つて修正 し7.4と した.此 れ にとペニ シ

Table 1 Y. L. E.成 分(水1l中)

リン(100u/ml)及 びス トレプ トマイシン(100γ/ml)

を添加調製 した.エ ール リッヒ培養細胞の変性率 を

見るために照射及 び非照射の家兎 よ り抽 出した複合

燐脂質 を用 いた.此 の物質の抽出方 法に関 しては第

1編 に於 いて述べた.此 等抽 出された複合燐脂質を

0.1%, 0.5%の 割合で照射群,非 照射群 とに別け た

夫 々の群の培地中に加え,そ の培地中に浮遊 した エ

ール リッヒ培養細胞の変性 した細胞数を1時 間後,

 3時 間後, 6時 間後 と経時的に数 えた.此 の変性細

胞 の数え 方 は燐酸緩衝液(pH 7.2)を 溶媒 とす る

0.5%のTrypanblau液 を細胞浮遊液に 等量加 えて

染色 され る細胞を変性 したもの と判定 した.エ ール

リッヒ培養細胞の増殖 に及 ぼす複合燐脂質の効果を

見 る為 に,細 胞の植込み後2日 目に照射群,非 照射

群 とに別 けた夫 々の培地 を0.1%, 0.5%の 濃度の

複合燐脂質 を含む培地 に変え,更 に2日 目後 の細胞

数を算定 した.形 態学的変化を追求す る為に正常培

地で培養 を始 め,エ ール リッヒ培養細胞が培養管の

ガ ラス壁面 上に単一の シー トを形成 した時に夫 々の

実験群即 ち,対 照群,非 照射群,照 射群 について,

非照射群には非照射家兎 より抽 出した複合燐脂質 を
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0.1%の 濃度に加えた培地 に,照 射群には全 身X線

照射 した家兎 より抽 出せる複合燐脂質を0.1%に 加

えた培地 に夫々変換 して,其 の後 の細胞の形態 的変

化を3時 間後, 12時 間後, 24時 間後, 48時 間 後と経

時的 に位相差顕微鏡によつて観察を行つた.

実 験 結 果

I　 エール リッヒ培養細胞の変性率

エール リッヒ培養細胞 をx線 照射家兎並に非照射

家兎よ り抽 出せ る複合燐脂質を夫 々0.1%0.5%の

合に含む培地に浮遊 させて夫 々の群の細胞変性率を

1時 間後, 3時 間後, 6時 間後に観察を行つた.対

照群 の1時 間後に於 ける細胞数は13.5×104/mlに 対

し,照 射家兎よ り抽 出せ る複合燐 脂質を0.1%の 濃

度 に加えた照射群 では11.5×104/mlで あ り,非 照

射家兎 より抽出せ る複合燐 脂質 を0.1%の 割合に添

加 した非照射群では12.8×104/mlで あつた.此 れ

を変性率よ り見れ ば0.1%を 加え た照射 群では15%

で あ り, 0.1%を 添加 した非照射群では5%で あつ

た.培 養3時 間後 における0.1%の 複合燐脂質を加

えた照射群では,そ の細胞数は11.5×104/mlで あ

り,同 じ く0.1%の 複合燐 脂質 を加えた非照射群 で

は12.5×104/mlで ある.此 れを 細胞変性率 よ り見

ると照射群 では15%で あ り,非 照射群では8%と な

る.更 に培養6時 間後を見 ると0.1%の 複 合燐脂質

を 加 えた照射群で は,そ の 細胞数は11.1×104/ml

であ り同様 に0.1%の 複 合燐脂質を加えて非照射群

では12.6×104/mlで あつた.そ して 細胞 変性率 は

0.1%の 複合燐 脂質を加えた非照射群では17%と な

り, 0.1%の 複合燐脂質を加えた照射群では17%と

な り, 0.1%の 複合燐脂質を加え た非照射 群で は7

%で ある.次 いで照射家兎 より抽 出せる複 合燐脂質

0.5%を 加えた 照射群の 細胞 数は対照群の13.5×

104/m1に 対 し1時 間後では11.5×104/mlで あ り非

照射家 兎よ り抽出せる複合燐脂質0.5%を 加 えた非

照射群 では11.9×104/mlで あ り,そ れ等を 細胞変

性率 より見 ると,照 射群で は15%,非 照射 群で は8

%で ある.更 に3時 間後を見 ると0.5%の 複合燐脂

質 を加 えた 照射群では 細胞数は10.6×104/mlで あ

り,同 じ く0.5%の 複合燐脂質を加えた非照射群で

は12.4×104/mlで あつ た.此 の細胞変性率 は照射

群が22%非 照射群では9%で あつた.更 に培養6

時間後では照射家 兎よ り抽 出せ る複合燐脂質0.5%

を加 えた照射群では細胞数が10.1×104/mlで あり,

非照射家兎 より抽出 した複合燐脂質を0,5%の 割 に

添加 した非照射群では,そ の細胞数は12.5×104/ml

であ り,此 等の細胞変性率 は照射群で は24%,非

照射 群では8%で あつ た.以 上の結果をTable 2,

 Table 3に 示 した.

Table 2　 複合燐脂質 の培養エール リッヒ細胞に対

す る変性 効果経時的に生存細胞数を観察

Table 3　 複合燐脂質の培養 エール リッヒ細胞に対

す る変性効果経時的に変性死亡細胞率を

観察

細 胞変性率=

各時間に於け る変性細胞数
(対照群生存細胞数-実 験群生存細胞数)/

各時間に於け る生存細胞数

II　 エール リッヒ培養細胞の増殖抑制効果 につい

て

エール リッヒ培養細胞の増殖に及ぼす複合燐脂質

の効果 を見 る為 にエール リッヒ培養細胞の植込み後

2日 目にそれ ぞれの培地を照射群,非 照射群に別け,

照射家 兎よ り抽 出した複合燐脂質,非 照射家兎より

抽出せる複合燐脂質を夫 々0.1%, 0.5%に 含む培

地に交換 してその48時 間後に 培養管 のガ ラス面上

に増殖 する細胞 数を数えてみた.エ ール リッヒ細胞
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を培養管 に 植込 ん だ 時,細 胞数 の 平均値 は23×

104/mlで あつたが, 2日 後の細胞数は71×104/ml

となつた.此 の時期に此等を対照群照射群非照射群

と別けた ものの中,照 射群には0.1%の 割に照射家

兎より抽 出した複合燐脂質 を 添加 したもの と, 0.5

%の 割に上記の該複合燐 脂質を添加 したもの との群

に別けた.又 非照射群 も同様に0.1%の 割合に非照

射家兎より抽出 した複合燐脂質を添加 したものに し

て,上 記の夫々の群を更 に2日 後に即 ち培養 後4日

目に細胞数を数えて見 ると対照群では細胞 は大体対

数的に増殖 しているのに較べ,即 ち細胞 数は123×

104/mlで あたが0.1%割 に複合燐脂質を 加えた照

射群では46×104/mlで あり, 0.5%の 濃度 に した

照射群で は13×104/mlで あ つ た.非 照射群では

0.1%の 割に 複合燐脂質 を 加 えた ものの細胞数は

78×104mlで あり, 0.5%の 濃度 にした非照射群で

は23×104/mlで あつた.此 れ よりみて非照射群に

比べて照射群の方がその障害度が高 く見 られ る.以

上の結果はFig. 1に 示 した如 くである.

Fig.1　 複合 燐脂質の培養エール リッヒ細胞に

対す る増殖抑制効果

III　エール リッヒ培養細胞の形態的変化

(photo. I)

位相差顕微鏡によつて正常培地でのエール リッヒ

培養細胞を観察すると,一 般 に丸味を帯びる傾 向を

示 してお り,一 部の細胞は突起を 出 してガ ラス壁面

上に一様に増殖 する. (3a) 3時 間後に照射家兎 よ

り抽 出した複合燐脂質 を0.1%に 含む照射群では軽

度の細胞変性が見 られ る も大体非照射群 とあま り差

はない.(1a, 2a) 13時 間後では細胞は膨 化 しLipid

顆粒が細胞内 に多数見 られる. (1b)非 照射群では

細胞 の変性度は弱 く猶突起を 出して ガラス壁面上 に

増殖 してい る. (2b) 24時 間後では 照射群は細胞の

膨化が著明で空胞化 も見 られ,細 胞構造は不 明瞭で

ある. (1c)非 照射群で は 細胞の膨化が軽度 に見 ら

れる. (2c) 48時 間後で は照射群では構造 もくずれ

細胞 の変性死亡が 著明で ある. (1d)非 照射群で も

此 の時 には細胞膨化が 見 られ, Lipid顆 粒 も見 られ

るが細胞膜 は大多数は未だ しつか りしている. (2d)

ガ ラス壁面よ り遊離 した細胞 は変性,死 亡,崩 壊の

過程を辿る ものと思はれるが,い づれに して も照射

群 の方が非照射群 より顕著に 且つ経時的にその結果

があらはれている.

考 察

放射線照射 によつて生ず る放射線障害 に関 しては

今迄種 々の報告が見 られ6)-7)-8)-9)-10) Wallbach11)等

の実験 的研究 は放射性貧血 に関する もので あり,直

接的な造血臓器への障害 ばか りでな く間接的な障害

によつて も放射線障害 はおこり得る もの で あ る と

し,そ の他放射線による間接的影響 の存在を示唆す

る研究 は多い. Osgood12,足 立13)等 は放射線障害 を

受けた ものの流血中に血液毒なる ものが出現する こ

とを報告 し,山 本3)は その原因の一つ に溶血性燐 脂

質の存在が考え られ る.としている.即 ち放射線照射

家兎か ら抽 出 したエ タノール可溶性 アセ トン不溶部

分に強力 なる溶血作用が あり,更 に大原14)は 此 の

複合燐脂質を硅酸カ ラムクロマ トグラフ ィー,硅 酸

濾紙 クロマ トグラフィーで追及 し,照 射家兎 より抽

出 した複 合 燐 脂 質 にLyso-phosphatidylcholine,

 Lyso-phosphatidylethanolamineの 増加 を認 めた.此

等のLyso-phosphatideに は 強 い 溶血作用が あり,

照射後 のLysophosphstideの 増加は照射 たよりお こ

るHaemolysisの 原 因の一つ と推定 され る. Sehrt15)

も放射線照射 によつて血液毒 と考え られる或 る種の

ものが発生 して溶血性を高 めるが此 の毒性顆粒 と考

え られ る ものはPhospholipidsで はないかと述べてい

る,だ か ら照射 によつて形成 され るLysophosphatide

は放射線障害 といふ ものの中のかな り重要 な要因で

あることは充分考え られ る.文 献的にX線 照射によ

つてPhosphatideが どの様に変化す るかは未だ充 分

明 らかでないが, Alexander16)に よれ ば細胞 内膜の
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PhosphatideはX線 照射に対 して 充分感受性がつ

よい と言つ て お り, Gridd1e17)やFleischer18)等 が

指摘する如 くPhospholipidsは 細胞膜構造 の重要な

要素である.又 大 原19)はLysophosphatideは 此れ

を照射家兎よ り抽 出した ものは家兎の肝,脾 の ミト

コン ドリアの呼吸 を高めると同様 に強い溶血作用は

勿論細胞増殖力を もつていると言つている. Green20)

によれば ミトコン ドリアの2重 膜構造がLipoprotein

の一定配列 により成立 していることか ら,そ れ等の

構造が リゾ レシチン」分劃 の如 き脂質に溶解す る作

用の ある物質 で2重 膜構造 の崩壊が もた らされ るこ

とも有 り得ると考 え られ る.そ れ 故 に 此等Phos

phatideの 形成 はX線 照射に よる エネル ギー代謝に

おけるDisturbansの 原因の 一つ と考えて 差支えな

いで あろ う.内 海,妹 尾 等21)等 はX線 照射家兎肝

より抽出 した不飽和脂肪酸 はエール リッヒ腹水癌細

胞のDNA, RNA合 成を阻害 し,そ の様 な場合,細

胞の蛋白量 とDNA量 との間 に示 され た シグモ イ

ド曲線は消失す ると云 つ て いる.又 細胞の 変化が

DNAの 変化 に よ,つて 誘起 される といふRahn22),

 Scherbaum23)等 の 説 に従 えばDNAの 合成の阻害

され たことを意味 し,又 上 乃25)塩飽24)等 の実験 も

DNA, RNAが 細胞の エネルギー代謝に関与 してい

ることを証 明 してい る.谷 本26)の 実験 によればIn

 Vitroで は3000R照 射家兎 の 肝臓 よ り抽 出 した不

飽和脂肪酸分画 よりの抽 出物質を加えた群 では,非

照射家兎よ りの抽 出物質 を加えた群 と較べ,静 止核

及び分裂細胞 に著明な変化を認め, 6時 間後 には全

く細胞 は崩壊 して しまつてい ると云つている.今 回

の実験 は照射家兎よ り抽 出せ る複合燐脂質 を用ひた

が該物質が細胞の変性度 に対 して対照群 より強度に

働 くことと関連 して先に述べ た脂肪酸の生物学的影

響 は興 味深い ことであ らう.と いふのは放射線照射

によ り蛇毒に見 られる レシチナーゼAが 活性化 され

燐脂質 を 分解 し一方 は脂肪酸 として他方 はLyso

phosphatideと して 両者あ いまつて 間接的影響を与

える もの と推定 され る.細 胞核分裂期のX線 の感受

性 についてはMattram27), Lanzendorff28)等 の 研究

はあるも定 説はな く, Love29), Lasnitzki30)等 は放

射線照射によ り核分裂の停止す ることを組織培養で

確 めて いる.又 エール リッヒ培 養細胞の増殖抑制効

果 において も空胞形成,核 並に細胞の濃縮を来 し究

極 は培養管壁か らはなれてゆ く.此 等の変化は変性

後 の細胞の崩壊 を意味 し細胞 の増殖を中止 したこと

を示 してい る.空 胞形成 は 細胞のMetabolismの 障

碍 によるもの と考 え られ る. Helacellsに 不飽和脂

肪酸を加えて 実験 した 稲葉等31)も その細胞増殖抑

制 効果 について述べている.

結 語

今回健康家 兎に全 身照射 して抽 出した複合燐脂質

がエール リッヒ培養細胞に如何 なる影響を与えるか

について実験 を試み た結果次の如 く要約することが

出来る.

1.エ ール リッヒ培養細胞の変性率 は照射家兎よ

り抽 出した複合燐脂質を培養培地中に加えた照射群

の方が非照射群 に比べて高い結果を示 している.

2.同 じエール リッヒ培養細胞の増殖抑制効果に

つ いて見 ると, 0.1%, 0.5%の 濃度の もの共 に照射

群の方が非照射群に較べて増殖効果の高いことが認

められた.

3.形 態的変化 については,エ ール リッヒ培養細

胞 に複合燐脂質 を添加 した場合,培 養開始後3時 間

後では照射群では軽度の細胞変性が見 られるのみで

ある. 12時 間後では非照射群で は変性度が弱 く猶突

起 を出してガ ラス壁面上に増殖す るも,照 射群では

細胞膨化, Lipid顆 粒の出現が見 られ, 24時 間後で

は照射群の方は細胞構造が不 明瞭になつて来ている

が,非 照射群では顕著に照射群 の如 き変化を示 さな

い, 48時 間後では照射群は構造 も くずれ変性,死 亡

が著明で ある.非 照射群で も此 の時期には変性があ

らはれ るが細胞膜 は未だ しつかり している.

以上の結果よ りX線 照射後には生体内に強力な溶

血性物質が発生する ものであ り本物質の動物実験に

於 いて 静脈注射後の組織学的検索 の結果,多 くの点

で放射線障害の際に見 られ るものと酷似 しているこ

とは第I編 で述べたが,培 養細胞に対 して も,細 胞

を変性せ しめ,且 増殖 を抑制する作用を有 しており,

此等物質 の発生量如何 が放射線障害の発生 を左右す

る重要 なる一因であ ると考え られる.
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Compound-Phospholipids formed In Vivo by Irradiation

Part 2. Effects of Phospholipids (Extracted In Vivo After 
Irradiation) on the Culture Cells of Ehrlich Tumor (JTC-11)

By

Kaname AONO

Department of Radiation Medicine Okayama University Medical School Okayama,
 Japan (Director: Prof. Michio Yamamoto)

The literature dealing with the nature of irradiation disturbances is replete, but there 
seems to be no established theory on this phenomenon. It is needless to say that the elucida
tion of this condition requires further, extensive studies from biochemical, histological and 
functional aspects, because the irradiation disturbances are not by any means a single entity. 
Yamamoto of our laboratory states that the compound-phospholipids extracted from tissues of 
the rabbits exposed to total body irradiation possesses hemolytic and cytolytic effects similar 
to the effects of irradiation itself. In view of this , the present experiment was conduced in 
order to observe what effects such an extract would have on the growth of Ehrlich tumor 
culture cells (JTC 11, strain maintained in the laboratory of Cancer Institute, Okayama Univ.).

These cells were cultured in the media containing the aforementioned phospholipids extract 
in the concentration of 0.1% or 0.5%, and for the control the phospholipids extracted from
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non-irradiated rabbits was added to the medium in the same concentration. The percentage of 
degneration of Ehrlich tumor cells was calculated at intervals of one, 3, and 6 hours after 

the addition of the extract. Two days after the start of culture, the. extract was added to 

the medium, and its effect on the proliferation of Ehrlich cells was studied on the fourth 
day of the addition of extract. Similarly, morphological changes of Ehrlich cells were observed 

by electron microscopy at the intervals of 3, 12, 24 and 48 hours after the addition of the 
extract.

As a result it was found that the phospholipids substance extracted from the irradiated 
rabbit showed a greater degenerative effect and stronger inhibition on the culture cells as well 
as it elicited more marked morphological changes than the extract from non irradiated rabbit.

 From this, it is obvious that the extract of the irradiated rabbit has the effect to inhibit the 
cell growth and destroy the cells just as has been demonstrated in Part 1, which is similar 
to the disturbances brought about by irradiation.
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青 野 論 文 附 図

Photo. 1　 エー ル リ ッヒ培 養 細 胞 の 形態 的 変 化

3a対 照 … …3時 間 後　 2a非 照 射 … …3時 間 後　 1a照 射 … …3時 間 後

3b〃 … …12〃　 2b〃 … …12〃　 1b〃 … …12〃

3c〃 … …24〃　 2c〃 … …24〃　 1c〃 … …24〃

3d〃 … …48〃　 2d〃 … …48〃　 1d〃 … …48〃

非照射-非 照射家兎 より抽 出した複合燐脂質を0.1%の 濃度に培地に添加 したもの

照 射-照 射家兎 より抽出 した複合燐脂 質を0.1%の 濃度に培地に添加 した もの


