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緒 言

先 に著者等 は放射線生物作用に関す る一連 の研究

と してX線 被照射家兎肝 より抽 出せ る不飽和脂肪 酸

分画1)(OXと 仮 称 す る)の ウニ卵及び精子 に対す

る作用を追求 し,さ らに精子の運動阻害,受 精卵の

卵割眠害が見 られ る事を明らかに し,か つその卵割

阻害 は核の形態学的観察 より核分裂 中期で中止す る

事による結果 であ る事を明 らかに した2).本 編では

さらに本物質 の精細胞に与える影響を追及せんとし

て助精前の精子をOXに て処 理 し正常卵 との助精

による受精膜形成を観察 し,こ れよ り作用濃度及び

作用時間 と受精膜形成率 の関係を求め,卵 細胞 に対

す る影響は助精前 に本物質 で卵を処理 し,正 常精子

の助精 にともな う受精膜形成率,卵 割の度合を求め,

さらに受精後卵割 までの各 時期の本物質 に対 する感

受性のテス トを行い,そ の作用機序の一端を明らか

にせんとして本実験を試み,得 られた結果 について

報告する.

材 料 及 び 方 法

実験材料 は前編2)に 述べた と同様でパフンウニの

卵及び精子を使用 した.方 法は第1に 精細胞 に対す

る作用を見 るため0.002～0.01%のOXに て5分,

 8分, 10分の3グ ループに分けて作用せ しめ,作 用

せ しめた精子を正常卵細胞に助精 し, 20分 媛にプア

ン氏液にて固定 し,卵 細胞の受精膜形成率を観察 し

た,第2に 卵細胞 に対す るOXの 作用を観察す るた

めには0,002～0.01% OXに て30分 間正常卵を処理

し,正 常海水 にて2回 洗滌 した後,正 常精子にて助

精 し,助 精後3分, 5分 にプア ン氏液で固定 し,卵

細胞の受精膜形成率を観察 し,さ らに助精後100分,

 110分, 130分にプアン氏液 にて固定 し,卵 割の度合

を観察 した.又 第3に 受精後 より第1回 卵割までの

各時期のOXに 対する感受性を テス トす るために助

精後98%の 受精率を確かめ,助 精後5分, 20分, 40

分, 60分, 80分, 90分, 100分 の 各 時 期 に0.05%

 OXに て各々10分 間作用せ しめ(こ の時,作 用後2

回正常海水にて洗滌する),助 精後100分, 110分,

 160分 にプア ン氏液にて固定 し,卵 割 の度 合を 観察

した,な お総べての観察に於て受精膜形成率,卵 割

の度合の観察 には500個 の卵を観察測定 し,そ の値

を首分率にて示 した.又 核の形 態 はFeulgen反 応

を行い観察 した.

実 験 結 果

1. OXの 精子に与える影響

0.002% OXを10分 間精子に作用せ しめて も受精膜

形成が23%低 下 し, 0.01%で は95%の 低下を示 した.

然 し5分 間処理では0.006% OXま で は阻害効果 は

な く, 0.008%で 急激 に阻害効果が示 され る.即 ち

作用時間の延長,作 用濃 度の上昇に従つて受精膜形

成 の阻害 は大 き くなる.勿 論 この値な助 精後20分 に

観察 した ものであ るが,助 精後5分 に観察 するとさ

らに高い 阻害効果が 示 され る(Fig. 1).こ の場 合

精子は卵 の表面に集 り時に受精膜形成を示 さず分裂
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を起すのが認め られ る.こ のような効果 は精子 に原

Fig. 1.正 常 ウニ精 子 を種 々濃 度 のOXに

て5分, 8分, 10分 間 処理 し正 常

ウニ卵 と混合 し助 精 後20分 に示 さ

れ た 受 精 膜形 成 の百分 率 を示 す.

因す るものか或いは精子 と共に導 入され るOX(こ

の精子処理時間が短い ためにOXを 洗滌 し除去 出来

なかつたため)の 卵 に対す る直接の作用で あるかを

明 らか にす るため,次 にOXを 作用させた卵に正常

の精子を助精させて観察 した.

2. OXの 卵細胞に与え る影響

0.002～0.01% OXを 卵に30分 間作用せ しめ た 時,

正常精子との助精による卵の受精膜形成率 はFig. 2

Fig. 2.正 常 ウニ 卵 を種 々濃度 のOXに て

30分 間 処理 し,正 常 情子 と混 合 し,

助 精 後3分, 5分 に示 され た 受精

膜 形成 の百 分 率 を示 す、

の如 くであ る.即 ち助精後3分 にブアン氏液で固定

したものでは0.004% OXま では受 精膜形成阻害 は

認め られず, 0.01%で は71%の 阻害を示 した.然 し

この場 合精子に対 するOXの 作用で示 された受糖膜

形成率が助 精後の時間的過程 で大 して上昇 しないの

に反 し,卵 に対 するOXの 処理では助精後 の時間的

経過 につれて受精膜形成 率は上昇 し, 20分 後では無

処理 のもの との間 には差を認めない.即 ち卵に対す

るOXの 作用は受精膜形成の速度を遅延せ しめる作

用がある.次 に同様な処 理卵の助精後100分, 110分,

 130分 に於け る卵割の度合を観察すればFig. 3の如

Fig. 3.正 常 ウ ニ卵 を種 々濃 度 のOX物 質

に て30分 間 処理 し正常 精子 との助

精 に よ り助 精 後100分, 110分,

 130分 に 示 され た 第1卵 割 の百 分

率 を 示 す.

くであ る.即 ち0.002%の 低濃度OXに ついて も無

処理群が75%の 卵割 を示す助精後100公 に於て,全

く卵割 が認 められない.然 し助精後110分 では無処

理群が98%卵 割 を示すのに対 し0.01% OX処 理群に

於て も25%の 卵割 が示 され る.即 ち卵割 に於て も受

精膜形成の場 合と同様OXは 卵割速度の遅延効果を

示す.

次 に前編2)てOXが 分裂中期で阻害効果を示す事

を観察 し,又 上記の実験で卵割 の遅延が起 る事を明

らかにしたが,は た してOXが 分裂サイクルのどの

時期で最 も強 く作用す るかを明 らか にするため受精

直後か ら卵割 までの各時期のOXに 対す る感受性の

テス トを行つた.

3.受 精卵の受精直後か ら第1回 卵割までの各

時難 に於けるOXに 対する感受性

先ず受精 より第1回 卵割 までの各時期を示せば,

受精直後(5分)は 精子頭部の侵入があり,受 精後

10～20分 で は星状体 の出現があ り, 40分 では雄雌核

の融合が見 られ, 60分 後には星状体の2分 が起 リゼ

80分で分裂中期とな り95～100分 で分裂終期 となる.
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これ等の各時期 に0.05% OX(単 時間の処理を行 う

ため高濃度を使用 した)を10分 間作用せ しめ,助 精

後100分 に於 け る卵 割 の度合を観察すればFig. 4

(100min)の 如 くであ る.即 ち受精直後及 び80分 後

では高い感受性が示 され, Feulgen反 応での観察か

らすれば雄雌核融合,分 裂中期に相当す るもので,

核融合が正常 に進まない こと,中 期の複雑な変化に

対 して強い影響を示す事が窺われる.さ らに又60分

後に於て も無処理群に比 して著 しい感受性が示 され,

 40分後が最 も感受性が低い.然 しこれ等すべての処

理群は無処理群 に比 して かな りの影響が示 されるの

はFig. 4の 如 くである.然 し受精後110分, 160分

と時間の経過に従つて これ等感受性の度合は減 じて

来 ることか ら卵割速度の遅延 効果 として働 くことが

明らかである.

Fig. 4.正 常 ウニ受精卵 の受精直後 より第

1卵 割迄の各時 期に対する0.05%

 OXの 受精後100分, 110分, 160

分後 に示 され る卵割百分率 に与え

る影 響を示す.

20分:星 状体の出現

40分:雄 雌核融合

60分:星 状体の2分,DNA合 成

80分:分 裂中期

90分:分 裂後期

考 察

以上の実験結果か ら明 らかなよ うに, OXは 明ら

かに精子に作用 し,そ の正常卵に対す る受精膜形成

率を低下せ しめ る作用があ る.こ れはOXに よる精

子運動の低下 と,そ のために起 る卵表面 に与え る刺

戟能の低下が原 因であ ると考 え られ るが精子の先体

に障碍が起 るためか も知れない.一 方卵細胞にご対 し

て もOXは 作用 し,受 精膜形成は阻害 され るが受精

の起 る事は確実 であ る.然 し精子の場合に比 して著

し く長時間(6倍)のOX処 理 により始 めて明確な効

果が認 められ る.受精後 の卵割速 度の遅延はFarraw

 formationの 遅 延 による もので あ るが,こ の場合

は有糸分裂に遅延が起 るので,む しろ後者の作用が

卵割の阻害 に重要な役割を演 じてい るもの と考 え ら

れる.特 に卵をOXを 含む液に受精後30分 から入れ

たままに してお くと分裂中期 に於て核分裂が停止す

る点か ら見て もmitotic apparatusの 形成組害乃至

は遅延に大 きい原因が存在す ると解 する方が妥当で

はないか と考え る. OXはDNA合 成を可成 り阻害す

ることが他の細胞で示 されてい るが,ウ ニ卵に於て

も同様の現象は当然考慮 されねばな らない.然 し他

の細 胞と異 り,ウニ卵では細胞質 に多 量 のDNA(低

分子)或 いはDNAの 前駆物質があ る3) 4) 5) 6) 7)点 で

他の細胞 とお もむきを異にす るか も知れない.然 し

受精卵の感受性 テス トから見 れば,明 らか に分裂阻

害 は中期が強 く,又 受 精直後 も強い.而 もそれにつ

いで受精後60分 のDNA合 成 期 も相 当強い感受性

を示 し,こ れがDNA合 成 の 阻害 を意味するもの

と考える.又 受精直後 の強い感受性は受精直後 より

OXを 含む海水に入れたままに しておいた もので雄

雌核融 合の起 らない事が観察 され,雄 雌核融合の阻

害に基 く感受精 と考 え られ る.又 中期 の強い感受性

はmitotic apparatusの 形成或いは配列に影響を与

え るもの と考え られる.然 しそのヘマ トキシ リン染

色 による形態単的観察ではSpindle fiberの わずか

な短縮,或 いは不整列を認めた にすぎず,こ れに対

する説明は今後残され た問題の1つ で ある.

扨今 これ等OXの 作用をX線 生 物 作用 と比較す

る と, X線 直 接 照 射 による分裂各 時 期 の 感 受 性

は上 記OXの 結 来 とや や 類 似 して い る.即 ち

Holthusen8)は 蛔 虫卵に於て中期に高い感受性を認

め, Seide9)はラジユームによつて も中期強がい感受

性を示すことを報告 して い る.又Vintemberger10)

はX線 照 射 を受 けた蛙 卵は中期に於て分裂阻害が

起 ることを主張 してい る.即 ち核分裂中期は一般 に

短波長の線に感受性が高い ことが窺われ るが,ウ ニ

卵に関 してはややその実験結果がま ちまちであ る,

即 ちLangendorff11)は 受精直後及び終期 に高い感

受性を認め, Sparrow12)及 び奥13)は 前 期,中 期に

それを認 めてい る。勿論OXはX線 照射によつて生

じた一つの産物であ り, X線 を受 けた 生体 は,こ の

外に種 々の異常物質が作 用し必ず しもX線 照射効果

の総べての点で同様であるとはいい得ないことは関
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らかであ る.例 えばX線 照 射時 には リゾ レシチンの

発生が認め られ,照 射時の高度の溶血は多分にこの

物質 に起因す ると思 われ る1) 14) 15)が,リ ゾ レシチン

の卵割 に対 する作用は前期が最 も感受性が低 く,後

期,末 期に高い感受 性が認め られる.従 つてX線 照

射時に見 られる変化は照射 によつて発生す る種 々の

有毒物質 の総 合作用によると考え られ る.然 しX線

照射 は前期,中 期 に於て分裂を中止せ しめ るとい う

報告が多い点 から見て,少 な くとも細胞分裂に対 し

てはOX或 いは類似物質が主体を演 じてい るものと

考え る事は許 され るもの と思 う.

結 論

パ フンウニの精子,卵 細胞,受 精卵を用いて,そ

れ等 に対す るOX物 質(X線 被照射 家兎肝 より抽 出

した細胞毒)の 影響を追及 し,次 の結果を得た.

1. OXの 作用を受 けた ウニ精子 に受精膜形成能

の低下を起 し,運 動の低下 と共 に生体反応 の低下を

示唆 する結果を与 えた.

2. OXの 作用を受けた ウニ未受精卵は受精可能

で あり,受 精膜形成能力を有するが,そ の速度は遅

延 し,卵 割 に至るまでの時間が遅延す る.

3.受 精後,卵 割 までの各時期にOXを 作用させ

た結果は受 精直後及び分裂中期にあるものが最も高

い感受性 を示 し,前 者では雄雌核の融合が阻止され

後者では分裂の行進が阻 まれる.

4.以 上の事実 とX線 照射による卵割障碍に関す

る諸家の報告を比較検討 し, X線 照射 による細胞分

裂の阻害 にはOXの 発生 が重要な役割を果 している

もの と結論 した.

文 献

1) 山 本 道 夫:細 胞 化 学 シ ンポ ジ ウム, 9, 141(1959).

2) 妹 尾,山 本,内 海 外:岡 山 医 学会 雑誌,投 稿 中.

3) Marshah, A. and C. Marshak: Exptl. Cell. 

Res. 10, 246 (1955).

4) Marshak, A. and C. Marshak: Exptl. Cell 

Res. 5, 288 (1953).

5) 内 海,妹 尾:細 胞 化 学 シ ンボ ジ ウム, 10,投 稿

中.

6) Sugino, Y., L. Okazaki, and R. Okazaki: 

Biochim. Biophys. Acta. 26, 453 (1957).

7) 杉 野,岡 崎:蛋 白 質,核 酸,酵 素, 2, 20(1957).

8) Holthusen, H.. Arch. ges. physiol. 187, 1

 (1921).

9) Seide, J.. Z. Wissensch. Zool. 124, 252 (1925).

10) Vintemberger, P.. Compt. rend. des seanc. 

de la Soc. de biol. 98 (1928).

11) Langendorff, H., M. Langlndorff: Strahlen

 ther. 40, 97 (1931).

12) Sparrow, A. M.. Ann. N. Y. Acad. Sci. 151, 

1508 (1951).

13) 奥 孝 行:日 本 放射 線 学 会 雑 誌, 17, 32(1957).

14) 山 本迫 夫:岡 山医 学 会 雑 誌,投 稿 中.

15) 赤 木栄 子:岡 山 医学 会雑 誌,投 稿 中



放 射綿照射家兎肝より抽 出せ る細胞毒のウユの受精及 び卵割 に与え る影饗について 1311

The Effects of OX (Uusaturated Fatty Acid Fraction From the 

Irradiated Rabbit Liver) on the Fertilization and 

Cleavage of Sea Urchin Egg

By

Satimaru SENO, Michio YAMAMOTO, Kozo UTSUMI,

Midori SHIWAKU, Eiko AKAGI, Yoshiko IGUCHI,

Junichi KOBAYASHI and Hisako UENO

Department of Pathology, Okayama University Medical School Department
 of Radiation Medicine, Okavama University Medical School

The effects of the OX substance, which was extracted from the liver of irradiated 
rabbits, on the sperm and egg, unfertilized and fertilized eggs of sea urchin (Hemicentrotus 

pulcherrimus) have been observed.
1. The sperms exposed to OX showed a decreased mortility and lost the ability to stimul 

to the egg to raise up fertilizing membrane suggesting the inability of giving physical shock 

to the egg surface or the damage of acrosome.
2. The unfertilized eggs exposed to OX retain the ability of the formation of fertiliging 

membrane and cleavage but showed remarkable delay in both the length of time for the 
membrane formation and cleavage.

3. The most sensitive effects on the fertilized eggs have been observed on the initial 
stage of fusion of sperm and egg nuclei and the metaphase. Immediately after the fertilization 
in the egg exposed to OX the fusion of sperm and egg nuclei was inhibited and in the cells 

on metaphase the cleavage was delayed by the prolonged period of transition from metaphase 
to telophase.

4. From the results with the consideration of the effects of X-rays on cleavage appearing 
in the past report the authors concluded the OX will be the essential substance representing 

the effects of X-rays on the cell cleavage.


