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亜型吉田腫瘍腹水細胞の物質代謝に関する研究

第1編

糖 質 代 謝 と 終 末 呼 吸 系

岡山大学医学部中央研究室(室 長:村 上 栄教授)

川 崎 祐 宣

〔昭和35年10月10日 受稿〕

緒 言

生化学の進歩 と共 に腫瘍組織の物質謝代 に関する

研究が盛んに行われ,こ れまで 内外多数 の業績が発

表されて居 る.更 に近年に至 り個 々に游離 された状

態で存在する腹水腫瘍細 胞が研究の対象 になつて き

ており,物 質代謝の定量的測定が出来 るよ うになつ

てきた.

ところで腫瘍組織の糖質代謝に関す る研究は凡そ

30年 前すでにOtto-Warburg に依 り発表 されてい

る1) 2).即 ち一般正常組織は好気 的条件の も とでは,

解糖が低下す るが,こ れに反 して,腫 瘍性増殖を伴

う組織では好気 的並びに嫌気的の何れの場合に於い

ても,解 糖作用 が著明であ るとい うことが明らか に

された.

そうしてこの著明な解糖作用 は,生 化学 的並びに

生物学的にすべての腫瘍組織に共通 した最 も重要な

性質といわれている.

又,同 時に クエ ン酸回路を通 じて炭酸ガスと水 と

に分解 され る所謂終末呼吸系は,種 瘍細胞 に於いて

は抑制 されてい ると云われてい る.

そこで著者は,亜 型吉 田腫瘍腹水細胞を使用 し,

主として糖質代謝 に関す る基礎的定量実験を行 い,

同時に又,そ の終末呼吸系の一端 を窺つた.以 下 こ

れらについて報告す る.

第1章　実験材料及び実験力法

第1節　実験材料

本学病理学教室 に於て吉 田腫瘍を,幼 若白鼠 に反

復試食せ しめて得 た亜型の吉 田新腫 瘍腹 水を80～

100g白 鼠の腹腔内へ,一 回0.2～0.3ccを 減菌注

射筒にて注入移植 し, 5日 乃至6日 後に腹腔 内に貯

溜した腹水を採取 し実験に供 した.

基質及び限害剤:何 れも市販品を蒸溜水にとか し,

 HCl,又 はNaOHに てPHを 修正 して使用 した.

第2節　 実験方法

腹水 中の赤血球除去:多 くの場合腹水は肉眼的に

血性であつて.顕 微鏡的 に検索 した結果,主 として

赤血球,腫 瘍細胞並びにごくわづかに白血球を認め

た.そ こで実験 に供す る当り,出 来る限 り赤血球を

除 き純粋 に腫瘍細胞を得 る目的で,次 の3つ の方法

を行ない検討 した.

(1)低 濃度食塩水によ る溶血作用を応用する方法

(2)食 塩含有燐酸緩衝液に依 る方法

(3)分 劃遠沈に依 る方法(i 1500回 転-5分 間, ii 

McKeeの 低速遠沈法3))

本実験に採用 したのは(3)のうちMcKeeの 低速遠

沈法である.尚 採用の理由並 びに各方法の成績につ

いては,実 験成績の項で詳述す る.

綱胞浮游液の調製:低 速遠沈法に依 り分劃 された

腫瘍細胞を1/50M燐 酸緩衝液(0.85%食 塩含有, 

pH 7,6)に 浮游 させた.(pH 7.6に 調製 したのは

腹水をpHメ ーターにて測定 した結果 平均pH 7.6

であつ たからであ る.)

細胞数:ス ピッツグ ラスで洗 滌遠沈後,そ の細胞

容積を計 り一定の濃度の細胞浮 游液を調製 し,一 容

器当り50～100mgに なるように注加 した.

呼吸活性測定方法:ワ ールブルグ検圧計を使用 し,

第1表　 腫瘍細胞 と赤血球の分劃法

0.85% NaCl-1/50燐 酸 緩 衝 液(PH 7.6)に て
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一 容器当 り50～100mg/cc含 有 する如 く調製浮游
,

 37.5℃ に 於 いて 常 法 に従つて測定 を行なつた.猶

細胞 は主室に,基 質 は側室に入れ, 10～15分 間の空

振 りを行なつて後側室よ り基質並 びに阻害剤を入れ

た.

グル コース及びその分解産物の定量方法.

1)グ ルコース定量法4):ジ ニ トロ サ リチル 酸 に

依 る比色法. 2)ピ ル ビン酸定 量法5):ジ ニ トロフュ

ニル ヒ ドラジンに依 る比色法. 3)乳 酸 定 量法6):

濃 硫酸, p-ヒ ドロキ シ ・ジフェニルに依 る比色法.

第2章　 実 験 成 績

第1節　 3つ の 方法に依る腹水中の腫瘍細

胞と赤血球の分劃成績について

1)低 濃度食塩水に依 る溶血作用を応用す る方法.

腹水 を遠沈後上清を棄て これに種 々の濃度の食塩水

を加 えて検べた所, 0.4%の 濃度に於いて溶血 がみ

られ た.然 し腫瘍細胞には滲透圧の関係 と考えられ

るが多少,膨 化がみ られた.

2)食 塩含有燐 酸緩 衝液 に依 る方 法. 1/50M燐 酸

緩衝液に種 々の量の食塩 を添加 し食塩含有燐酸緩衝

液 を調製 し,こ れ に依 る溶血反応を検べ た.こ の方

法では0.2%の 食塩溶液 にてほぼ完全 に溶血 したが,

一方腫瘍細胞は膨 化 したもののみならずかなり細胞

の破壊 したものがあつた.

3)分 劃遠沈に依 る方法,先 づ1500回 転5分 間の

遠沈では,下 層に赤血球,そ の上 層に腫瘍細胞と上

清 との三層に分劃 された,次 はMcKeeの 行なつた

毎分500回 転5分 間の低速遠沈 に依 る分劃法で,こ

れでは下 層に,腫 瘍細胞 と赤血球が混在 し,そ の上

部 に赤血球が浮游 した状態にあつた,従 つて500回

転5分 間の遠沈を数回 くり返 し洗滌を行なうことに

より,殆 んど完全 に腫瘍細胞と赤血球を分離するこ

とが出来た.即 ちMcKeeの 低速遠沈によつて,腫

瘍細胞は もつ とも自然の状態で得られ理想的な方法

と考え られる.

第2節　 解糖の定量的実験

解糖 実験の条件と して嫌気的 と好気的に分け,更

に反応液 として1/50M燐 酸緩衝液(pH 7.6)と,

腹水を遠沈 し得 られた上清とを使用 した.解 糖の結

果 その各 々につ き,グ ル コース消費量,ピ ルビン酸

及 び乳酸生成量,を 比色 に依 り測定 し.そ の間にみ

られ る物質変化の相互 関係を定量的に検当したとこ

ろ,第2表 の如 き成績 を得た.

第2表　 解 糖 の 定 量 的 実 験

容 器 内 容:主 室:細 胞液(200mg/cc)0.5cc腹 水 上 清2.0cc 1/50M燐 酸 緩衝 液2.0cc

側 室:グ ル コー ス(10-2M)0.3cc蒸 溜 水 に て全 量3.0ccと す る. pH 7.6

副 室: 20% KOH 0.2cc

実 験 条 件: 37.5℃ 90分

気 相:好 気的:空 気,嫌 気 的:窒 素

即 ち上清を反応液 とした もの に於いては,反 応前

にはグル コースは比色法に依 り,認 め られ る程存在

しなかつ たが,乳 酸は25μM存 在 して いた.次 に

グルコースを添加 した際,グ ルコース消費量 と乳酸

生成量 との関係をみ ると,腹 水上 清を反応液 とし嫌

気的条件下に於いて90分 間反応 させた後では,グ ル

コース15μM消 費に対 し乳酸生成量 は55μM,一

方好気的条件下では25μM消 費に対 し45μMで あ

る.従 つて反応前後の差をとれば,嫌 気的条件では

グル コース15μMに 対 し乳酸生成量は30μM,好

気 的条件では25μMに 対 し20μMと なる.

次に1/50M燐 酸緩衝液 を反応液とした場合をみ

ると,嫌 気的にはグル コース消費10μMに 対し乳

酸生成量は21μM,一 方好気 的には12μMに 対し
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15μMで ある,ピ ル ピン酸生成量をみ ると,何 れの

場合も殆ん どその生成 はみ られなかつた.

以上の結果 より反応液如何に拘 らず,嫌 気 的には

グルコース消費量のはぼ倍量の乳酸生成が,好 気的

にはほぼ同量の乳酸生成がみ られた.

又酸素消費量では腹 水上清,燐 酸緩衝液何れを反

応液とした場 合も,グ ルコースを添加す るとその呼

吸は著明に抑制された.

第3節　 グルコース添加と呼吸抑制の関係

次にグル ース添加 と自家呼吸 との関係 を追究す

る目的で,各 種濃度の グル コースを基質 として添加

し,そ の際の酸素消費を測定 した.そ の結果 は第3

表の如 くであつた.

第3表　 各種 グルコース濃度 と呼吸の関係

反 応 液: 1/50M燐 酸緩 衝液

細 胞 液:(50mg/cc)2.0cc

グルコー ス:各 濃 度 何 れ も0.3cc,水 に て全 量

3.0ccと す る.

pH: 7.6, 37.5℃ 90分

%:基 質 な し の場 合 の 酸 素消 費 を100と

す る.

即ちグルコース10-2Mの 濃度よ り減少 させてゆ

くと,酸 素消費は,自 家呼吸値 に近づ き, 1/810-2M

の濃度でほぼ同 じ値に達 した.グ ルコース濃度 と酸

素消費は反比例の関係にあると云 える.

次に基質を添加 しないで腫瘍細胞 を30分 及び60分

強く空振 りした後 グルコースを添加 した.

第4表　 空振 り時間 と,グ ル コース添加に

よる呼吸抑制 との関係

グル コー ス: (10-2M)0.3cc

細 胞 液: (50mg/cc)2.0cc

反 応 液: 1/50M燐 酸 緩 衝 液,水 に て全 量

3.0ccと する.

%:グ ルコース無添加の場合の酸素消費

を100と す る(90分 値)

第4表 にみる如 く,空 振 りをおこなつていない も

の と30分空振りをお こなつた ものでは,自 家呼吸は

あまり変化な く又 グル コース添加に依 りその呼吸は

かな り著明に抑制 された.し か し60分空振 りを行な

つた もの に於いて は,自 家呼吸はかな り低下 してお

り又グル コースを添加 しても呼吸 は抑制 されず,逆

に促進された.

第4節　 添加色素の呼吸に及ほす影響

以上グルコースを基質 とした場合,酸 素消費が著

しく抑制 され る原 因を検討す るために,更 にグル コ

ースの好気的代謝過程に於 ける脱 水素酔素と電子伝

達系 との関係を追究す る目的でチオニンを使用 しグ

ル コース酸化に依 る酸素消費を検討 した(表5).

第5表　 色素添加に よる呼吸促進及び色素

添加 と乳酸生成の関係

グ ル コ ー ス: (10-2M)0.3cc

チ ニ オ ン: (1/1000)0.3cc

細 胞 液: (50mg/cc)2.0cc水 に て 全 量3.0cc

と す る

pH: 7.6, 37.5℃ 90分

先づ基質のない場合 これにチオニンを添加 しなか

つた もの と添加 した もの とに於 ける酸素消費量には,

腹水上清,燐 酸緩衝液の何れを反応液 とした場合 に

も殆ん ど見るべ き差は認め られなかつた.一 方グル

コースを基質 とした場合 には,第3節 に述べた如 く

その酸素消費は,燐 酸緩衝液,腹 水上清何れの反応

液中に於いて もかな り強 く抑制 された.し か しこの

グルコース添加 に依 る呼吸抑制はチオニ ンを添加 す

ることに依 り,ほ ぼ元の値(腹 水上清)或 いはそれ

以上にまで恢 復 された(燐 酸緩衝液).次 に グルコ
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ース分解 に対す るチオニンの態度を乳酸生成の面で

比較検討 した,第5表 にみられ る如 く,チ オニンを

添加 した場合 は添加 しなかつた場合に比 しやや乳酸

生 成量の 減少がみ られた.即 ちグルコー スと同時に

チオニンを添加すると,酸 素消費は著 しく上昇す る

が,乳 酸の生成 は逆 に減少 した.

第5節　 本腫瘍細胞の終末呼吸系について

第1節 に於いて,亜 型吉 田腫瘍腹水細胞は グルコ

ースの嫌気 的並 びに好気的分解過程 で
,著 しい乳酸

の生成を来たす ことが分 つた.そ こで グル コースの

好気 的分解の終末過程であ るクェン酸回路に対す る

態度を検討す る目的で,同 回路 に於 ける種 々の代謝

物質並 びに ピル ビン酸及び醋酸を基質 と して与え,

それ等物質の酸化能をみた.

第6表 にみられ る如 く乳酸,ピ ル ビン酸を基質 と

した場合は,自 家呼吸に比較 しかなり酸素消費の増

加がみ られた.次 に コハ ク酸,フ マール酸ではやや

増加の傾向がみられたに過 ぎなかつた.

更 にクエ ン酸回路の代謝物質並 びに ピル ビン酸を

基質 とし,こ れにチオニンを添加 し呼吸の変化を検

討 した.

第6表　 各種 基質 と呼吸の関係

基 質:(10-2M)0.3cc

細 胞 液:(50mg/cc)2.0cc,水 に て 全 量3.0ccと

す る.

pH: 7.6, 37.5℃ 90分

第7表　 チオニンの各種基質(ク エ ン酸回路代謝産物)に 対する影響

基 質:(10-2M)0.3ccチ オ ニ ン: 1/1000 0.3cc細 胞 液:(50mg/cc)2.0cc水 に て 全 量3.0ccと す る

pH: 7.6, 37.5℃ 90分%:チ オ ニ ン 無 添 加 の 場 合 の 酸 素 消 費 を100と す る.

表7の 如 く先づ最初の30分 間に於いては,何 れを

基質 とした場合 もチオニンを添加 した場合 は,一 様

に酸素消費の増加 がみ られたが,そ の うちで もピル

ビン酸,ク エ ン酸の場合に於いては,そ の増加 は,

やや著明であつた.し か し一方60分 後 には逆 に何れ

を基質 とした場合 も,チ オニ ンを添加 した ものは添

加 しなかつた ものに比 し酸素消費量の減少 がみ られ

た.

第6節　 各種阻害剤の解糖に対する影響

上記実験 より本使用細胞 には,グ ル コースを嫌気

的 に分解 し,ピ ル ビン酸を経て,乳 酸 に至る解糖経

路の存在 が考え られる.次 に数種の阻害剤を使用 し,

解糖作用 に及ぼす影響を グル コース消費,ピ ル ビン

酸並 びに乳酸生成 につ き,嫌 気的及び好気的件条の

もとで比色定 量法 によ り測定 した.(第8表)阻 害

剤を添加 しない場合には,嫌 気 的条件下では,乳 酸

生成 はグル コース消費量の約倍量であり,好 気 的条

件下 では,乳 酸生成はグル コースとほぼ同量であつ

た.次 に阻害剤 としてKCN(10-3M)を 添加 した場

合には,嫌気的,好気的何れの条件下に於いても,グ

ル コース消費と乳酸生成 との間の関係は,阻 害剤を

添加 していない場合に比較 し同様でその解糖に対す

る影響は全 くみ られな かつた.モ ノヨー ド醋酸, 

2・4ーヂニ トロフエノール,オ ー レオマイシン,弗化

ソーダ(何 れ も10-3M)添 加の場合は阻害剤を添加

しなかつた場合,或 いはKCNを 添加 した場 合 に

比較 し,嫌 気的,好気的何れの条件下で も,グルコー

ス消費に対す る乳酸生成量の割合は低下している.

一方各阻害剤の酸素消費に対する影響をみるに,何

れの場合に於 いて も,酸 素消費の著 しい抑制がみら

れた.特 にKCNを 添加 した場合は その 抑制は著

明であつた.

以上の成績よ り, KCN以 外の これら供 試 阻害剤

は嫌気 的好気 的何れの場合 も,グ ル コース分解によ

る乳酸生成を著 しく抑制する事が判明 した.
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第8表　 各 種 阻 害 剤 の 解 糖 に 対 す る 影 響

グ ル コー ス:(10-2M)0.3cc　 阻害 剤:何 れ も10-3　M細 胞液:(50mg/cc)2.0cc

水 に て全 量3.0ccと す る　 pH: 7.6, 37.5℃ 60分　 気 相:好 気 的:空 気　 嫌 気 的:窒 素

第3章　 総括及び考按

1923年Otto-Warburgは 癌組織で は,正 常組織 に

比し嫌気的解糖が旺盛で,大 量の乳酸が発生す るこ

と,又 好気的解糖 も盛んであ ること,更 に酸素の存

在のもとで も呼吸 が抑制されてい ることを発見 して

いる.そ の後多 くの人 々に依 り多種類の腫瘍につい

て追試実験 され,上 述の説はすべての腫瘍組織に共

通 したもつ とも重要な性質であることが明らか とな

つている8) 9) 10).猶 最近(1956年)Warburg7)は,

物質代謝の面から生化学的な癌発生理論を発表 して

いる.即 ち(1)正常体細胞が何 らかの原因で呼吸が阻

害され,そ の呼吸能力が非可逆 的に減少 してゆ く.

 (2)次いで(1)の 過程に続いて,呼 吸 に依つて獲得 し

ていた生活のエネルギーが失われ るため,発 酵過程

が旺盛 となり,そ れに生活の エネルギーを仰 ぐよう

になり,意 に未分化な癌細胞 に変化すると説明 して

いる.以 上のことよりWarburgは 主 と してエネル

ギーの点より癌発生を論 じており,一 面 的な見解 と

云えるが,今 後の癌研究に寄与す る所は大であろう.

そこで著者は亜型の吉 田腫瘍細胞 を使用 し,生 化学

的にグル コースの代謝様式を検討 し,前 言の如 き結

果をえた.正 常細胞に於 けるグルコースの代謝 につ

いては,先 づ嫌気 的に ピル ビン酸まで分解 され,次

いで好気的にクエン酸回路 により酸化が行なわれ炭

酸ガスと水に分解 され る.著 者の使用 した腫瘍細胞

では,グ ル コースを基質 として与え ると,反 応 液の

種類如何に拘 らず,著 しい乳酸の生成 が認め られる.

特に嫌気的条件下では,乳 酸生成量は消費されたグ

ル コースのほぼ倍量に,好気 的条件では,ほぼ同量の

値に達 した.一 方 ピル ビン酸生成は殆んどみ とめら

れなかつた.以 上 のことより本腫瘍細胞 に於いて も,

嫌気的並びに好気的解糖が著明であるとい う一般腫

瘍細胞に共通 した性質を備えてい るといえ る.

次に酸素消費量を み ると,グ ルコース(10-3M)

添加に依 り自家呼吸は蓄明に抑制 されてい る11) 12).

一般に細胞の代謝 は ミトコン ドリアの酵 素系のみな

らず,可 溶性の酵 素系が関与しており,前 者 は主 と

して呼吸作用,後 者 は発酵 作用を行な うことが知 ら

れてい る.こ の ことよりグルコース添加による呼吸

の抑制劾果を考えてみ るに,自 家呼吸 は細胞 内の ミ

トコン ドリアに依 り酸素をとりエネルギーを得てい

るが,こ れにグル コースを添加す ると,原 形質内に

存在す る発酵 に関与す る酵素系が グル コースの好気

的解糖を行ない,ミ トコン ドリアの呼吸によつて得

られ るエネルギーの獲得 におきかえ られ ると考え ら

れ る.又 同時に細胞内に於ける,諸 物質代謝に関与

す る諸種CO-Factorが グル コースの 解糖に 向けら

れる結果 と して 自己呼吸が抑制 され ることも考えら

れる.し か し長時間空振 りを行なつて 自家呼吸の低

下 した ものに於いては,グ ル コース添加による呼吸

の抑制がみ られなかつた こと,及 びグル コースを高

濃度に添加す るほど呼吸が強 く抑制 された こととを

考え合わせ ると,こ の グル コース添加 による呼吸抑

制の現象 は,グ ル コース添加による解糖 エネルギー

の供給により惹起 された もの と解 され る.

次 に腫瘍細胞に於いては,呼 吸能力が非可逆的に

低下 しているとい う点 を考察す るために,チ オニン

を添加 しグル コースの好気的代謝即 ち終末呼吸系に

及ぼす影響をみ るに,チ オニ ン添加により,酸 素消

費量は著明に増加 し,同 時に グル コース添加により

抑制されていた自家呼吸も著 しく恢復 された.然 る

に自家呼吸にチオニ ンを添加 した場合は,チ オニン

の影響 は殆んどみ られない.従 つて グル コース分解
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に関与 した終末呼吸系 がチオニ ン添加 により促進 さ

れた ものと考 えることが出来 る.更 にグル コースと

同時にチオニンを添加 した場合に は,グ ル コース単

独の場合に比較 して,乳 酸生成量 はかな り減少 して

いた.こ の ことも上述の推 論を裏づ けるもの と考え

られ る.

終末呼 吸系 には,脱 水素酵素系及び電子伝達系が

必要であ り,そ の何れか又は両者が共にその機能を

低下 してい る場 合には,終 末呼吸系は充分 に行なわ

れない.そ こで本腫瘍細胞の終末呼吸 系の態度を追

求す るため,ク エン酸回路 の代謝産 物を基質 として

与 えた が,そ の何れに於い て もやや呼吸の増加がみ

られた に過 ぎなかつ た,し か しチオニ ン添加 に依 り

その呼吸増加 が促進 された.従 つて本腫瘍細胞に於

いて は,脱 水素酵素系の減退 よりもむ しろそれにつ

ながる電子伝達系の減退乃至機能低下が考え られる.

尚チオニンを添加 し60分反応 させた後では,逆 に何

れを基質 とした場 合にも,そ の呼吸はチオニ ンを添

加 しな い場合 に比較 し低下 してい る.こ れ は細胞と

チオニンとの長時間接触によ り,細 菌細胞に於いて

報告 されてい るよ うに13)チオニンが細胞乃至細胞 内

の有機構造に附着 し,基 質の細胞内乃至有機構造内

えの透過が不充分 になつたためであろ うと考え られ

る.

以上記述 したことか ら,本 腫瘍細胞 に於いては,

グル コース分解の嫌気的過程 が発達 しており,終 末

呼吸系の機能 は不充分であることが分つ た.そ こで

次 に種 々の阻害剤を使用 して,解 糖 に及 ぼす影響を

検討 した結果 次の事 が分つた. KCNを 投与 した場

合,嫌 気的好気的何れの条件下で も,解 糖に対す る

影響 はみ られなかつ た.し か し酸素消費 はかなり抑

制 され同時に乳酸生成 量が軽度に増加 した.従 つて

KCNは 従来述べ られている如 く,チ トクロー ム系

を阻害す ることに依 り呼吸を低下す るが,所 謂解糖

自体に対 して は何 ら影響を及ぼ さないと考え られ る.

次にモ ノヨー ド醋酸, 2, 4-ヂ ニ トロフエノール,オ

ーレオ マイシンに依 る阻害をみ るに,こ れ らは嫌気

的好気的何れの条件に於いて も,グ ル コース消費及

び乳酸生成 をかな り強 く抑制 し,同 時に酸素消費を

も抑制 した.一 方腫瘍細胞に於いて,そ の酸素消費

に対 しては,影 響を及 ぼさないが,糖 解を抑制す る

よ うな薬剤乃至物質が存在す るな らば,こ れは腫瘍

に対す る治療剤 として もつ とも理想的と考えられる.

しかるに ここに使用 した阻害剤では,か かる傾向を

有す るものは全 くみ られなかつた.

以上の如 く亜型の吉田腫瘍の糖質代謝及び終末呼

吸系を外観 的に追究 したのであるが,こ れらの詳細

な点は更 に燐代謝 との関係において追究されねばな

らない し,又 阻害剤の態度に関しては,こ れを種々

の濃度段階 において更に詳細 に検討 してみなければ

な らない.

結 語

著者は亜型の吉 田腫瘍腹水を使用 し,そ の生化学

的特性を定量的に検討 し次の結果 を得た.

(1)本 腫瘍細胞 に於いて も,従 来報告 されている

如 く,嫌 気的好気的何れの条件に於いて も,解糖が

著 し く,多 量の乳酸の生成がみとめ られた.

(2)グ ル コースを添加す ることに依 り,本 腫瘍細

胞の呼吸は著 しく抑制 され た.こ の呼吸抑制はグル

コース濃度の高い程著 し く強 くなつたが,如 何なる

低濃度に於いて も,呼 吸を促進す ることはなかつた.

(3)グ ル コース添加に依 り,抑 制 された呼吸はチ

オニ ンを添加す ることに依 り,著 しく恢復され又そ

の乳酸生成 量は減少 した.

(4)ク エン酸回路中の代謝産物を基質 として添加

した場合,本 腫瘍細胞の呼吸は殆んど促進されなか

つたが,チ オニンを同時 に添加す ると,や や呼吸の

促進 がみ られた.尚 チオニン添加による呼吸促進の

劾果 は,長 時間反応後に失われ,逆 に軽度に抑制さ

れた.

(5)KCNは 呼吸を抑制 したが,解 糖自体に対し

ては,何 ら影響を及ぼさなかつた.し かしモノヨー

ド醋酸, 2, 4-ヂ ニ トロフエ ノール,オ ー レオマイ

シ ンは呼吸を抑制 したが、同時 に解糖をも抑制した.

(本研究に当り御指導並びに御校 閲を賜つた岡山
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STUDIES ON THE METABOLISM OF THE NEW 

YOSHIDA TUMOR

PART I GLYCOLYSIS AND TERMINAL RESPIRATION SYSTEM.

By

Sukenobu Kawasaki

Central Leboratory, Okayama University Medical School

(Director: Dr. Sakae Murakami)

It is well known that in malignant tumors, their glycolysis are marked both under 

aerobic and anaerobic conditions, and this is the most important biochemical property common 

to all malignant tumors.

Using the New Yoshida Tumor, the author investigated the quantitative relation in its 

glycolysis and the effect of thionin on its respiration in order to observe some aspects of its 

terminal respiration system and besides, the effect of some inhibitors on its glycolysis was 

studied.

The results were as follows:
1) It was found that as reported up to this time, both under aerobic and anaerobic con

ditions, the glycolysis by this tumor was as marked as by other sorts of tumors and lactic 
acid was formed in a great quantity.

2) When glucose was added as the substrate, its endogenous respiration was inhibited 
and the higher the concentration of glucose was, the more marked the inhibitory effect was 
and yet, in any low concentration of glucose, its respiration was not accelerated.

3) The respiration inhibited by addition of glucose was recovered by addition of thionin: 
In this case, however, lactic acid formation was decreased.

4) When T. C. A. cycle intermediates were added as substrates, its respiration was 
little accelerated, but by addition of thionin at the same time as the intermediates, its 
respiration was accelerated to sme degree.

Further, the respiration accelerated by addition of thionin was reduced after a long time 
reaction and conversely inhibited slightly .

5) KCN inhibited its respiration, but had no effect on glycolysis itself at all, whereas 
monoiodacetic acid, 2, 4-dinitrophenol, aureomycin and NaF inhibibited not only its respira
tion but its glycolysis at the same time.


