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第3編

FL細 胞 累代R. t.の 一 般性 状 につい て

岡大医学部微生物学教室(主 任:村 上 栄教授)

水 原 良 昌
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緒 言

既に著者は第1編1)及 び第2編2)に 於 て, FL細

胞に累代されたR. tsutsugamushi(以 下R. t.と 略

記す)が 良 く増殖 し,而 も一定 の細胞変性作用を惹

起 し,こ の変性効果 がR. t.の 感染標識 と もな り

R. t.の 増殖を表示す るに適確な る指標 と も なるこ

とが証明された.そ の後変性効果を利 用 して, R. t.

のin vitroに 於 ける増殖過程を詳 し く究明 し,増

殖について一定 の考察を行 なつた.本 編に於ては,

 FL累 代R. t.が 具備す る一般性状について記述 し

た.

実験材料及び方法

R. t.:第2編 と同様に香川系の各株を用いた. FL

累代第八代目を用いて行つたが,実 験に際 し,こ の

TCID50 5.5で あ りマウス復原の 際 はLD50 5.2で

あつた.

培養細胞及び培養法:第2編 と全 く同様であ る.

培 養細 胞 はFL細 胞 で 累 代 さ れ, Hela肝 細 胞

(chang)4)でもそれぞれ 同様な培養法で培 養された

ものである.

実験では殆 ど の場 合試験管(1.5cm×18cm)を

用いて培養 したが,一 部では角型培養瓶(10×5×

5cm)を 用いた.前 者 では概ね細胞数106で あ り,

後者では3～4×106程 度 のものを用いた.

犬腎臓細胞,ハ ム ス ター腎臓細胞 はYoungner

(1954)3)の方法によ り トリプ シンで消化 した 細胞を

試験管に培養 して用いた.培 養液の組 成は牛血 清10,

 YLE90の 混合液であ る.

免疫血清の調製 方法: FL累 代を用 い,家 兎 を兎

疫した. FL細 胞培養液を抗原 と し, 0.5mlよ り始

めて, 1.0ml, 1.5ml, 2.0ml, 2.5mlと 漸次増量

し5日 間隔で10数 回に耳 静脈内に接種 し,最 後の注

射 より1週 間を経て,心 臓 より採血,血 清を分離 し

た.血 清はそれぞれ4℃ に保存 し56℃ に30分 加

熱 して非働性 とし用いた.

中和試験: R. t.抗 血清によるFL細 胞累代R. t.

の中和試験 は次の方法で行 なつた.感 染FL細 胞培

養液をR. t.を 含む材料 とし,そ の感染価を測定 し

た.そ れにはR. t.材 料をYLE液 で10倍 階段稀釈

を行 ない,そ の0.1mlを 各稀釈3～4本 に添加,

それぞれにこ0.9mlの 培養液を添加 し, 12日 間静置

培養を行 い,毎 日細胞変性の効果を注目 した.そ の

所見 か らTCID50/mlをKaerber法(1931)5)に よ

り計算 した.

中和試験にはR. t.稀 釈液(YLE)に 等量の血清

稀釈液を添加 し, 37℃ に2時 間放置 して(時 々振

盪)と り出 し,その0.1ml宛 をFL細 胞培養試験管

2～3本 に接種 し,培 養液を0.9ml加 えて, 37℃

12日間培養 を続 けて,細 胞変性の有無を記載 した.

 R. t.稀 釈では10倍 階段稀釈を用 い,対 照検査血清

のTCID50(log)の 差 で中和の程度を示す.こ の場

合では一定量のR. t.に 対す る50%終 末 の 血清稀

釈倍数 で表 した.

実 験 成 績

細胞変性効果 とR. t.の 感染価

既にFL細 胞及 びHela, Liver細 胞(chang)の

R. t.に よる細胞変性作用に就て詳細 に記述 したが,

本実験では細胞変性効果が,累 代によりて も尚維持

され而 もマウスに対す る病原性 を減弱することはな

いか,若 くは変異 を示すのではないかとの疑問を解

決するために行 なつた.

その成績によれば, FL細 胞により変性作用(C.

 P. E.)を 標識 としたTCID50は 累代に よりて次第

に確実な価を示 し10代4.5, 20代6.4, 30代6.8,

 40代7.0, 50代7.0, 60代7.0と 殆 ど 周程度の価
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を発揮 し,こ れをマ ウスに復原 した成績で も,マ ウ

ス累代の 場合 と 略 同 様 に5.2, 5.6, 5.8 , 5.6と

LD50は 安定 して い る.現 在60代 以上の累代 を重ね

て い るが,耶 かも動揺はない成績であつた.

次 にHela,肝 細胞でも同様な 結果 で,累 代もま

た容易な ることを確認 した.

又手許で 保存中 のDog kidney cells(以 下DKC

と略記す)及 びHamster Kidney cells(以下HKCと

略記す)を 用いた場合では, FL細 胞の累代 より移 し

たためか,良 く増殖を示 したが,多 少TCID50は 低

いが,次 第に累代により,安 定な価 を示すに至つた.

此等の実験で も,先 の実験 と同様に カバー硝子の上

のR. t.感 染細胞の染色を行な い, R. t.の 増殖を

注 目したが,累 代を多 く重ね るに従い,次 第にR. t.

の細胞内定着が,迅 速 に而 も確実に行われ,感 染初

期に於 ても,(接 種後吸着 より15時 間程度で も),明

瞭にR. t.の 桿菌状形態を認 められる事実 である.

累代の若 い時期では,単 にR. t.様 の淡赤 色の微小

体の集合と しか判明 しない場 合が屡 々あつ たが,累

代を重ね るに従い,早 い時期にR. t.の 形態を明瞭

に細胞 内に見 られる場合が尠 くなかつた.更 に細胞

変 性効果 も,こ れに伴なつて確実とな り, 12日で判

定 したが,感 染細胞の全部が管壁よ り脱落す ること

も屡 々見 られた.

次にDKC. HKC.の 増殖 曲線を検討 して見た結

果は次の如 くである.之 等の細 胞系は 当教室 で分離

累代中の ものであつて,他 の 目的で分離 され た第5

代累代 以後の ものであ る.

先 づDKC累 代 を重ねた結果では初代では細胞変

性作用は非常に軽 度であつたが,累 代により馴化 し

た結果,既 知細胞 系に見 られない変性効果 を示す場

合があつ た.又 カバ ー硝子の上での染色標本でも良

く増殖が認め られた.第9代 累代を用いた増殖曲線

及びC. P. Eに 就 て も,前 の実験のFL細 胞の場合

と比較 して大差はない.細 胞 内R. t.の 増殖の ピー

クは接種後9日 を要 していて,あ と次第に下降線を

描 く.そ の 間20時 間経過 す ることに よ り, R. t.の

増殖は一応の増殖 期に入 り,緩 い増殖を示 して上昇

す る.細 胞外R. t.で は,こ れ も 同様 にR. t.の

遊出が起 るが,急 激に起 る訳 でな く,徐 々に遊 出が

あ るものの如 く,緩 い曲線で示 され,ピ ー クは9日

であ り,あ と下降す るが,決 して細胞内R. t.よ り

増量することはない. C. P. Eは 増殖 の ピークに達

す る前 に既に認められ,そ の後12～14日 に最高を示

す. C. P. Eの 特に初期の所見 と して,単 層を形成

した,発 育佳良の細胞に時 として良 く定着 し増殖 す

る像が認め られ ることがあ る.こ の様な場合のR. t.

の増殖は,そ の後非 常に良い場 合が多い.而 も此の

様な状態の場 合のC. P. Eは 先づ単層の表面 に,光

輝を帯びた部分を散見す るが,そ れが次第に拡大す

る傾向を示す.こ れが感染初期の明かな標識とな る

もので,細 胞変性は この部分 より始 まる如 くであ る,

 DKCで のR. t.の 増殖 もその他一般 に 各種細胞と

差違 な く経過するものである. (Fig I)

次に第14代 累代のR. t.の細胞外増殖 と平行 してマ

ウス復原を行なつた.細 胞累代によ りR. t.の 変異

を窺つた実験であるが,両 方 とも液相を原液 として

用いた結果での増殖曲線は,そ れぞれに接近 した感

Table. I. TCID50 of the paseaged R. t. in cultures of cells

(): LD50 in Mice
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Fig. I. Growth curve of R. t.

(9-passaged R. t. in cultures of strain DKC)

染価を示す.此 の表ではR. t.の 著 しい増殖 は多少

とも遅れ,接 種後3日 で3.0程 度に上昇 するが,そ

の後緩 く増加を見せて ピークは4.5～5.0程 度で,爾

後次第に下降する曲線で あり, C. P. E.も 亦遅れ,

 7日後に確実に軽度の変性があ るが,明 にな るのは

12日後であり,殆 どFL細 胞 の場合 と大差ない増殖

と変性効果を示す.此 の場合 も可成 りの増殖 を示す

に拘らず,細 胞外に放出 されたR. t.の 遊 出率は低

く維持されるにつれて,復 原 に よ るLD50も 亦低

い程度に保たれてい る. D. K. C.の 累 代に於て も,

 R. t.は 良 く馴化 して増殖 を営む もので あ つ て,細

胞変性効果 も特異的であ り, R. t.の 一般性状に 関

する変異は見 られないものと解 された. (Fig II)

Fig. II. Growth curve of R. t.

(14-passaged R. t. in cultures of strain. D. K. C.)

次に同様な形式によ り, H. K. C. に就 て見 るに第

6代累代R. t.に よ りても可成 り特異 的な増殖曲線

を認めた. H. K. C.は 累代4代 であり,分 離後末だ

日が浅く,細 胞の形態 は末だ良 く分離 当時の儘 で維

持されていたが, R. t.の 感受性は 強 く,若 い累代

で良く増殖 し累代 も可能であつた.既 知細胞系と達

つて非常にR. t.の 増殖が良 い点 は注 目に価 した.

接種後3日 以後の増量が優れ,ピ ー クは5.9～6.1で

あるが, C. P. Eの 側 では12日 に して 変性効果を良

く発揮する.斯 る優れた細胞系を用 いて も, R. t.

の増殖曲線は著 しい進行がな い点 は, R. t.の 増殖

は極 めて遅い経過を辿 ることの証拠ともな ろう.細

胞内増殖は以上の程 度であ るが,細 胞外増殖 は之に

伴な うことな く,可 成 り低 い増殖曲線で終始 し, ピ

ークも亦5 .2～5.6程 度である.此 の間の不活化R. t.

も予想 され るが,そ れに して も遊 出率は低い ことは

注 目された.(Fig III)

Fig. III. Growth curve of R. t.

(6-passaged R. t. in cultures of strain 

Hamster Kidney cclls)

次に第16代 累代R. t.を 用いて液相内の増殖曲線

とC. P. E.を 見 るに,累 代を重ねることにより著明

のR. t.の増量を示すことが明であ る.先 づTCID50

の側では接種後3日 後か ら急激 に増 殖 し続 けてピ

ー クは4 .9程度であ るが,曲 線は可成 り急 で あ り.

 10日頃まで維持 されている. C. P. E.も 亦平行 して

10日で可成 りの変性を示す こと が 明 で あ る, LD50

でこの傾向を確めるに,感 染価は9～10日 で5.6程

度で保 たれ,マ ウスか らの累代と殆 ど変 らぬ価を示

す.こ れ らの事実か らH. K. C.も 亦R. t.に 対す

る感受性は強 く,良 く増殖 し,且 変性効果を発揮す

るものであ ることを確認するに至つた. (Fig IV)

Fig. IV. Growth curve of R. t.

(16-passaged R. t. in cultures of strain 
Hamster Kidney cells)
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Table II. Comparison of infectivity titer R. t. in tissue cultur cells

各種細胞に於 ける感染価の比較

この実験 では,各 種 の細胞の培 養条件によ り,感

染力価の変動 があるかを比較 した.細 胞の培養条件

特に多数の細胞数を用いて,早 く増殖 させた場合 と

か,遅 く増殖 させた場合に於て も,感 染価は左右 さ

れ ることがある.こ れ らの点 を考慮 して1, 2, 3, 4,

 5日の細胞 にそれぞれ就て感染価を見 た. FL細 胞で

は細胞数に もよるが,比 較的早 く増殖 させ, 3日 迄

に使用 した方が結果は良 い様であ る.途 中で培地の

交換を行 な うがFL細 胞は2週 間を過 ぎると,相 当

の細胞 の変化が見 られ るので, R. t.の 如 く比較的

長 い観察期間を要す るものは,殊 に早 く培養 して早

く増殖 させ,期 を逸せず使用 する こ と が 効果 が あ

る.

次 にHela細 胞を用いて行なつた実験で も同様な

効 果が見 ら れ た.就 中氷室 中(4℃)に7日 保存 し

たあとで用いた場合非常にTiterが 下 り,殆 ど半減

す ることを知つた. Deep Freezer(25℃)で 保たれた

際は,そ の儘の状態で維持 されてい ることも認めら

れ た.肝 細胞 の場合 も亦同様の所見で あつた.此 の

実験のあ とR. t.の 保存について は種 々試みたが,

 Deep. Freezer(-25℃)で は,数 週間 は保存出来な

い場 合 もあつた. in vitroに 於け る保存 はSucrose

等 を用い る必要があ る等の記載があるが,著 者 はそ

れ以上 の追究を しなかつた.(TabII)

R. t.を 用いた中和試験

調製 した 抗血清1, 2,を 用 い, Fl細 胞累 代 の

R. t.中 和試験を行 なつた. R. t.は それぞれ100×

TCID50を 用 い た.正 常対 照 血 清 で は いづ れ もC. P.

 E.を 惹起 したが, No. 1 No. 2抗 血 清 と もに 細 胞変

性が抑制された. R. t.含 有 材 料(マ ウス)2.2～

2.7と比較 して殆ど同一若 くは 同程度 の 中和効果を

発揮 したことは, FL累 代20代 に及ぶ も抗原性の変

化はな く維持 されているもの と推測 され た. (Tab

 III)

Table III. Neutralization log-index obtained 

with Antiserum

総括 及 び 考 案

FL細 胞累代R. t.を 各種の既 知細胞系に累代す

るとともに,教 室で保存 中のDKC. HKC.等 の細

胞に も移 し,諸 種培養細胞に於 ける増殖の形式,発

育,細 胞変性効果等 を詳細に記述 した.

従来R. t.の 増殖 については余 り記載がな く,殊

に細胞 を用いた実験 は尠 い.例 え ば 川村(1959)5)

の報告によれば, R. t.がHostた るEhrlich細 胞

に何等表情を示さず,或 る一定量常 に保有 されてい

ることから して,概 念 的に不完全型のまま細胞内で

増殖 し,か つ その細胞が分裂増殖 を していると解釈

して いる,逆 に云 うと斯 る現象 をpersistent infec
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tionなる言葉で表現 した.と 述べてい る.換 言すれ

ばpersistent formの 型で増殖 を行 なつている もの

と考えられてい る.著 者 の組織培養の実験 では次の

解釈を行なつてい る.

増殖曲線及びカバ ー硝子上のR. t.の 形態等から

綜合す るに,初 期感染では,発 育の劣 る部分の細胞

に良 く吸着され,而 も侵入 し易 いが発育良好な細胞

層には,吸 着が容易でな く一応先 の吸着容易な細胞

群に定着後次にR. t.の 不完全型の儘次の細胞に侵

入定着する.そ の間の遊 出もあ り,次 の細胞の感染

もある訳でR. t.の 増殖 の場を形成 して いて,分 裂

した形はCoccoid-formが あり,そ の後 の増殖期に移

るものと推定 した.勿 論 その間の細胞側の分裂増殖

も考えなければな らない が, R. t.の 感染 の場 合は

一様に細胞に吸着 されて いないで,発 育佳良な る細

胞層には末だ未感染の ものが非 常に多い事実があり,

これらの健康な る細胞の旺盛な分裂増殖 があ るため

に,細 胞層は良 く維持 されて い る. R. t.の 定 着 し

た細胞は殆ど細胞の機能を 喪失 して, R. t.細 胞と

して分裂増殖 を行なつて いるもの とは考え られない.

 persistent infection については更 に詳細な検討を加

うべきであ ると推測された.

R. t.の 様相を更 に詳細に窺 うに,前 記 の 感染様

式,即 ち細胸か ら細胞えの感染 と, R. t.細 胞 を中

心として次第に波及拡大 する形式 とが,種 々の増殖

像から推定 された.

細胞から細胞えの感染 で,殊 に印象 的なのは初期

感染の場 合で,定 着 し易 い細胞群 で一応増殖 した

R. t.の 集団から,次 の未 感染細胞層 に感染するの

には,比 較的時間を要する が,次 の 細胞 に定着 す

ると近接の細胞が,短 時間の内にR. t.細 胞にな り,

早 く感染 した細胞から次第に崩壊が始 りR. t.の 急

激 な増加がある.

次のR. t.細 胞 を中心 とした細胞か ら細胞えの拡

大波及 する形式 は,増 殖期に移つた場 合に良 く認め

られる.此 の感染形式は相伴つて来 る場合 もあり,

又は単独の場合 もある.此 の際の液相 中に遊離す る

R. t.は 可成 りの量かも知れな い が,初 期には寧 ろ

前記の感染形式が とられ るので量的には尠 く,感 染

細胞の増加により次第に増量す るものと見 られ,漸

次不活化するR. t.も あるので,自 ら感染性R. t.

としては尠 く表示 されるのではないかと思料 された.

著者の実験の範囲では,以 上のR. t.の 増殖機構

が推定 されたが,未 だ諸種の異つた感染様式をもと

るであろうことは当然予想された.

以上, R. t.の 組織培養による累代 で は,累 代さ

れたR. t.の 病原性又は抗原性 は変異を惹起せずい

ずれ も容易に而 も確実に累代 さ れ る こ と を証明 し

た.

結 論

R. t.の組織培養により累代 された場合には, R. t.

の一般性状は, R. t.本 来の性状が 維持 され,而 も

長期の累代を継続す ることによ り,細 胞内増殖は漸

次明瞭となり,細 胞変性効果 も確実 とな るもので,

斯 るC. P. E.はR. t.の 感染標識と して 注 目せ ら

れ,而 も特異な感染形式をも推測され る所見を得た.

終 りに臨め御指導御鞭韃 を賜つた村上栄教授並に

本研究に御支援を頂いた藤原清博士に深甚の謝意を

表す次第である.
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Studies on Rickettsia tsutsugamushi in tissue cultures

(III) On the general characteristics of R. tsutsugamushi
 passaged on FL cell system.

YoshiMasa Mizuhara

DePartment of Micrgbiology, Okayama University Medical School
(Director: Professor Sakae Murakami)

The general characteritics of R. tsutsugamushi which passaged on cells of tissue culture 

were always constant and showed the same characters with original physical characteristics 

of rickettsia. Gradually, growth of intracellular rickettsia was observed clearly and CPE was 

kept constantlly after passages in long period. Such CPE by R. tsutsugamushi was a infection 

indicator and showed a specific infection system.


