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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2編

無 機 燐 攝 取 か ら み た エ ネル ギ ー 代 謝 に つ い て

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

第1編 に於いて,亜 型吉 田新腫瘍細胞を使用 し,

主 として糖質代謝及 び終末呼吸系の一端 を窺つた.

その結果従来報告 されている如 く,本 腫瘍細胞に於

いて も,嫌 気的,好 気的何れの条件に於 いて も,解

糖が著明で多量の乳酸生成が認め られ,又 一方電子

伝達系の減少乃至機能減退が認め られ た.

一方組織呼吸に共軛 して,無 機燐酸(Piと 略す)

が有機燐酸 に合成 され ることは, Engelhalt1)に よ

り発見され,更 にCross2), Loomis3), Lardy4)等 に

より, mitochondriaを 用いての酸化的燐酸化の研究

が多数行なわれている.又Lipmann5)の 研 究 によ

れば, Adenosintriphoaphate(ATP)が 高 工ネルギ

ー燐酸結合を有 し,こ の結合エネルギーが生体の利

用しうるエネルギー源と して重要 であ る事が証 明さ

れている,猶 酸化的燐酸化の作用機作 に関 して は,

 2-4-Dinitrophenol(DNP) , Sodium Fluoride(NaF)

等を用い研究 され,特 にDNPを 用いての非共軛化

の問題が最初Loomis3), Cross2)等 に よつて行われ

て以来,多 数の業績があげ られてい る6)-11).

以上は主として正常組織細胞に関 しての研究で あ

るが,一 方腫瘍細胞につ いて も同様の研究が正常細

胞と対比 して種 々行なわれてい る12) 13).

以上あげたこれ らの酸化的燐 酸化に関 しての実験

は全てmitochondria並 びに細 胞遊離複合酵素系の

形で行なわれ小論議されてい る.細 胞遊離複合酵素

系は代謝過程を明 らかにす るのに大いに価値のあ る

ものであるが,そ の細胞破壊に際 して,種 々の阻害

的乃至破壊的な諸 因子の影響は まぬがれない.従 つ

て生物体の本来の代謝過程 は,無 細胞複合酵素系 よ

り得られた結果と, intactの 状態で得 られ た結果を

綜合し比較検討す ることに よつてのみ明 らかにされ

るものと考え る.

従つて著者は従来細胞遊離の ものに比 して報告の

少ないintact cellの 形で実験 を行なつた.

以下本編に於 いては,亜 型吉 田新 腫 瘍 につ き,

 Warburg検 圧計を使用 し,主 としてglucoseを 基

質 とし,そ の酸 化 にこ伴 う燐 代謝,及 びそのNaF,

 DNP等 の阻害剤 に対する態度,更 に その名種 条件

下 に於ける様相を追究す ることにより,本 腫瘍細胞

の生理面の一端を窺い,前 編 に於いて得 られた結果

と比較対照して検討を加 えた.

第1章　 実験材料及び実験方法

実験材料:前 編に於 けると同様の方法によつて得

られた亜型の吉 田新腫瘍腹水を実験 に供 した.

実験方法:

i)細 胞浮游液の調製並びに細胞数:腹 水 が血性

であ る場合は,前 編に於いて詳述 した如 く, McKee

の低速遠沈法14)により,赤 面球 と腫瘍細胞の分劃を

行なつた.

又腹水中のPiそ の他諸物質の影響を可及 的に除

去す る目的で, 0.85% NaCl溶 液を用い上記分劃法

に従 つて,数 回遠沈洗滌を くり返 した後,腫 瘍細胞

を再 び0.85% NaCl溶 液に浮游せ しめた.細 胞数

は前編 に記述 せ る方法に従つて,浮 游液1cc当 り

100mg～200mgに なるように調製 した.

ii)呼 吸活性測定: Warburg検 圧 計 を用 い,空

気を気相 として, 37.5℃ に於いて常法 に従い測定

を行なつた.

iii)無 機燐酸定量: Fiske-Subbarow法15) 16)(モ

リブデ ン酸試薬及びア ミノナフ トールスル フォン酸

溶液を使用)の 比色定量法に従つた.

但 しア ミノナフ トール スルフ ォン酸溶液の作製 に
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際 し, 60g NaHSO3, 1g NaSO3, 1gア ミノナ フ ト

ー ル ス ル フ ォン 酸 を 混 合 し
,こ の7.5gを 蒸 溜 水

50ccに 溶解 せ しめ た と ころ ,静 置後 少 量 の結 晶 の

析 出 をみ た の で,蒸 溜水100ccに 溶解 し使 用 した.

猶 燐 酸 緩 衝 液 はM/20の もの を使 用 した.こ の 溶

液 を 一容 器 当 り1cc使 用 す る と,無 機 燐 酸 量 と し

て,一 容 器 中 に50μMが 含 有 され る こ と と な り測

定 に適 量 で あ るこ とを 確認 した.

又 溶 液 のpHは7.6に 修 正 した.(腹 水のpHは

測 定 の 結 果 平 均7.6で あ つ た).

次 に定 量 分 析 の実 施 に あ た つて は,反 応 修 了 後直

ちに0.1ccの 反 応 液 を と り,こ れ に4.9ccの4

%ト リクロール醋酸を加 え充分振盪混和 した後,そ

の3ccをPiの 比色定量に使用 した.

第2章　 実 験 成 績

第1節　 弗化ソーダ(NaF)の 呼吸並びに

燐 代謝に及ぼす影響

NaFはATPをADPとPiと に分解する酵素,

即 ち所謂ATP分 解酵素(ATP-ase)17)の 不活性化

剤 として知 られ,し ば しば燐代謝機作の研究に使用

されてい る.そ こで著者 は本剤を使用し,そ の種々

の濃度に於け る,グ ル コース酸化に伴 う燐代謝への

影響 を検討 した.

第1表　 各種NaF濃 度 と呼吸並びに燐代謝の関係

容 器 内 容　 主 室:細 胞 液(200mg/cc)1.0cc 1/20M燐 酸 緩 衝 液1.0cc NaF: 0.3cc

副 室: 20% KOH 0.2cc

側 室: glucose(10-2mo1)0.3cc水 に て 全 量3.0ccと す る

PH: 7.8 37.5℃ 90分

第1表 に示 す如 く,基 質無 しの場 合と基質添加の

場合,更 にNaFの み添加の場合と基 質 とNaF同

時添加の場合の4つ の組合わせ に就いて検討 した.

先づNaF無 添加の場 合,グ ル コースの有無に関せ

ず, Pi摂 取量 には殆ん ど有意の 差はみら れず,ほ

ぼ同量であつた.一 方酸素消費では,第1編 に於い

て得 られた結果 と同様に,グ ル コース添加に依 り,

その 自家呼吸は抑制 された.従 つてP/Oは グル コ

ース添加 に依 り高 くなつて い る.次 に 各種濃度 の

NaFを 添加 した場合に於 けるPi摂 取への 影響 をみ

るに,何 れの濃度に於いて も,グ ルコース, NaF同

時添加の場合の方 が, NaF単 独添加 の場合に比 し,

何れ もPi摂 取量が多 く有意の差が認め られた.次

に酸素消費では,何 れの濃 度のNaFに 於いて も,

 NaF,グ ル コース同時 添 加 の場 合が, NaF単 独添

加に比 し,酸 素消費が抑制 された.従 つてP/Oは

前者が後者 に比 し,高 い結果となつている.

猶10-2M NaFが 自家呼吸並びにグル コースを添

加 した場合の酸素消費に及ぼす影響は,第1図 の如

くであり,グ ル コース添加 の ものの 酸 素 消 費 は,

図1　 10-2M NaFと 呼吸 の関係

NaFの 添加に依 り,多 少抑制 されて おり,一 方自

家呼吸 はNaFの 添加に依 り,か なり増加 している.

又第2図 にみ られる如 く,各 種濃度のNaFが,グ

ル コースを添加 した場合の酸素消費に及ぼす影響を

み るに, NaF無 添加の場 合に比 し,何 れの濃度の

NaFも 酸素消費を抑制 し,特 にその現 象は10-1M
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図2　 10-2 glucoseに 各 種 濃 度 のNaF

添 加 した 場 合 の 呼吸

の濃度に於いてもつとも著明で あつた.

以上得 られた結果 より,本 腫 瘍細胞には,燐 代謝

に於けるPi摂 取に対 して,阻 害 的に作用す るATP-

aseの 存在が考え られ,且 つPi摂 取測定 に対 して,

最 も適当な濃度は從来 ミ トコン ドリア,乃 至その他

の複合酵素系に依 る実験 の結果 から報告 されてい る

濃度,即 ち10-2Mに 一致 していた.

第2節　 金 属イオ ン特にMg++の 呼吸並

びに燐代謝に及ぼす影響

二価金属イオンが種 々の酵素作用を活性化す るこ

とは周知の事実で ある18) 19) 20).猶 呼吸のみな らず,

酸化に共軛す る燐代謝に対す る影響 も数多 く検討 さ

れている.そ こで著者 も本腫瘍細胞の燐代謝に及ぼ

すMg++の 影響を追究 した

第2表 に示す如 く, Mg++は 酸素 消費 及びPi

摂取の何れに対 しても,殆 んど認むべき影響を示 さ

なかつたが,や や抑制的に作用 しているような場合

もあつた.

第2表　 Mg++と 呼吸並びに燐代謝 との関係

容 器 内 容　 主 室:細 胞 液(200mg/cc)1.0cc 1/20M

燐 酸 緩 衝 液1.0cc, Mg++(10-3M)

0.3cc, NaF(10-2M)0.3cc

副 室: 20% KOH 0.2cc

側 室: glucose(10-2M)0.3cc,水 に て

全 量3.0ccと す る.

pH: 7.8, 37.5℃ 90分

従つてP/Oに 於 いて も有意の差 は認め られなか

つた.

第3節　 DNPの 呼 吸並びに燐代謝に 及ぼ

す 影響

動物組織 をは じめ一般生体内では,炭 水化物等の

酸 化に共 軛 した燐 酸化反応 に依 り,高 エネルギー燐

が合成 され,こ れに依つて生体はエネルギーを獲得

し,種 々の同化作用を維持 している事が明らか とな

つ てい る.か か る生体内代謝の中心的存在 と目され

る酸化的燐酸化の機構を阻害す る物質 として, DNP

が知 られ ている.著 者 も本腫瘍細胞に於 ける,酸 化

的燐 酸化の様相を窺 う目的 で, DNPの 阻害作用を

グル コースを基質 として追究 し,次 の如 き結果を得

た.

DNP無 添加の場合に於 ける実験 結果,即 ち基質

添加及び無添加の 際の酸素消費, Pi摂 取 は第1表

第3表　 各種 濃度2・4-Dinitrophenolと 呼吸 並 び に燐 代 謝 の関 係

容 器 内 容　 主 室:細 胞 液(200mg/cc)1.0cc 1/20M燐 酸 縫 衝 液1.0cc 2・4-dinitrophenol 0.3cc

副 室: 20% KOH 0.2cc

側 室: glucose(10-2mol)0.3cc,水 に て 全 量3.0ccと す る.

pH: 7.8, 37.5℃ 90分
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のそれと同一であつた.

次に各種濃度のDNP添 加の際の 酸素消 費 をみ

ると,基 質無 しの場合,何 れの濃度 に於いて も,酸

素消費は対 照に比 し抑 制 され ており,そ の 程 度 は

10-3Mの 濃度で最 も著明であつ た.基 質 を添加 した

場合では, 10-4M, 10-5Mの 濃度で,や や呼吸は促

進 され, 103Mに 於いて著 しく抑制 された.

無 機燐摂取量の面では,基 質の添加無添加何れの

場合に於いて も, DNPの10-3M, 10-4M, 10-5Mの

順に増加 してい るが,何 れ も対照に比 し阻害 された.

 P/Oは10-4M DNPの 場合,グ ル コー ス添加の有

無 に拘 らず,対 照 に比 しもつ とも低い値を示 した,

この事実 より,本 腫瘍細胞の グル コースを基質 とし

た場 合に於 ける, DNPの 酸化的燐 酸 化の 阻害劾果

は10-4Mに 於いて特 に著明であると思われ る.

図3　 10-4M DNPと 呼 吸 の 関 係

図4　 glncoseに 各 種 濃 度 のNaF

添 加 した場 合 の 呼吸

次に第3図 には, 10-4M DNPの 自家呼 吸並びに

グル コース添加時の呼吸に及ぼす影響を示 した.即

ち10-4M DNPの 添加 に依 り,自 家呼吸はかなり抑

制 されたが,グ ル コー スの同時添加に依り,呼 吸は

やや恢復された.

各種濃度のDNPと グル コース添加時の呼吸 との

関係は第4図 の如 くであり, DNPの 呼吸に対す る

阻害劾果 は, 10-3Mで もつ とも著 し く次いで10-5M

であり, 10-4Mで は逆に対照 よりもかなり呼吸は促

進 された.

第4節　 オーレオマイシンの呼吸及び酸化

的燐酸化に及ほす影響

オー レオマ イシン(以 下AM)の 作用機作は,し

ば しばDNPの それと対比 され ている.即 ちAM

はDNPと 同 じ く,呼 吸に共範 した燐酸化反応を阻

害す ることが知 られており,更 に高濃度に於いては,

呼吸 自体 に対 しても阻害 作用を示すことが明らかに

されてい る21) 22) 23).

著者は本腫瘍細胞の呼吸並びに酸化的燐酸化に対

す るAMの 作用の検討 した.

図5　 10-4M AMと 呼 吸 の関係

図6　 10-2M glucoseに 各種 濃 度 のAM

添 加 した 場 合 の呼 吸
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先づ10-4M AMの 自家呼吸並びに グル コース添

加時の呼吸に対す る影響をみ ると,第5図 に示す如

く,自家呼吸及びグル コース添加時の呼吸は何れ も

10-4M AMを 添加す ることに依 り,か なり抑制 され

た.

各種濃度のAMの グル コース添加時の 呼吸に及

ぼす影響は第6図 の如 くである.即 ち10-3M AMの

場合,も つ とも呼吸阻害が著 し く, 10-4M AMが こ

れに次いでおり, 10-5M AMで は逆 に対照 より呼吸

は促進 され た.

第4表　 各 種Aureomycin濃 度 と呼 吸 並 びに 燐 代謝 の 関 係

容 器 内 容　 主 室:細 胞 液(200mg/cc)1.0cc, 1/20M燐 酸 緩 衝 液1.0cc, Aureomycin 0.3cc

副 室: 20% KOH 0.2cc

側 室: glucose(10-2mol)0.3cc,水 に て 全 量3.0ccと す る.

pH 7.8, 37.5℃ 90分

次にAMの 燐代謝に対 する影 響は第4表 に示 す

如 くである.先 づ基 質 無 添 加 の 場 合, Pi摂 取 は

10-3M, 10-4Mの 濃度に於いて,何 れ も対照 に比 し,

阻害 されたが, 10-5Mで はほぼ対照 と同量のPi摂

取を示した.次 にグル コースを添加 した場合を比較

するに,何 れの濃 度 に 於いても, Pi摂 取量 は基質

なしの場合に比 し増加 した.一 方対照 と比較するに,

 10-3Mで はやや阻害 され, 10-AM, 10-5Mで は少 し

く増加の傾向を示 した. P/Oは グル コース添加の場

合が無添加の場合に比 し,何 れの場合 も高い値を示

した.

第5節　 クエ ン酸回路中間代謝産物 を基質

と した場合に於ける呼吸及び燐代

謝について

前編に於いて,各 種 の クエン酸回路中間代謝産物

を基質とし,本 腫瘍細胞の終末呼吸系の態 度を追究

して,同 細胞の電子伝達系の減少乃至機能減退を認

める結果を得た.こ れに関連 し本編に於いて は,各

種中間代謝産物を基質 とし,こ れ等 の酸化に共軛す

る燐代謝を追究 し次の如 き結果を得た.

即ち酸素消費は,乳 酸,ピ ル ビン酸を基質 とした

場合のみ,自 家呼吸 に比 し,わ づかに増加するのみ

で他の基質では,何 れに於いても,著 明な差異は認

められなかつた.次 に燐摂取量 に関 して も同様に,

各種基質間に多少の変動は認められたが,何 れ も自

家呼吸のもの とほぼ同程度で あつた.又P/Oは 何

れの場合もほぼ同 じ値 を示 した.

第5表　 各種基質(ク エン酸 回 路 代 謝 産

物)と 呼吸並びに燐代謝の関係

容 器 内 容:主 室:細 胞 液(100mg/cc) 1.0cc

 1/20M燐 酸 緩 衝 液1.0cc

副 室: 20% KOH 0.2cc

側 室:基 質(10-2M)0.3cc,水 に て 全

量3.0ccと す る.

pH: 7.8, 37.5℃ 90分

第6節　 グルコースを基質 と し,反 応液を

変 えた場合に於ける呼吸及び燐代

謝,並 び に そ れ に対するNaF,

 DNP, AMの 影響について

Warburgは 腹水性腫瘍 細胞の 代謝 過程を追究す

るに当り,そ の実験条件の一つであ る反応液の問題

に関 して,実 験を行なつ てい る.即 ちWarburgは

白鼠の胎児を リンゲル氏液に移 し,そ の代謝過程を

種 々の点 より追究 し,酸 素消費に関 しては,羊 水中

に於 ける場合に比 して,余 り著明な変化はみられな

いが,こ れに共軛す る燐酸化反応は,リ ンゲル氏液

に移すことに依 り,失 なわれることを報告 し,こ の
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結果 より腹水性腫瘍細胞の生態は,そ れを腹水上清

に浮游 した状態で観察すべ きであ ると強 調 してい

る34).そ こで著者 はグル コースを基質 とし,本 腫瘍

細胞を以下に述 べる各反応液中に浮游せ しめ,各 々

に於 ける呼吸並びに燐代謝の様相を比較 した.

第6表　 各種反応液 と呼吸並びに燐代謝

容 器内 容　 主 室:細 胞 液(各 反 応 液 に て洗 滌 浮游)

1.0cc各 反応 液: 1.0cc

副 室: 20% KOH 0.2cc

側 室: glucose(10-2mol)0.3cc,全 量

3.0ccと す る.

pH: 7.8, 37.5℃ 90分

第6表 に示す如 く,酸 素消費は腹水上清 中に浮游

せ しめた場 合に,も つ と も高 く,次 いで0.85%

 NaCl溶 液,鶏 卵羊水 中の順であつ た.

Pi摂 取量 は腹水上清 に浮游せ しめ た場 合に もつ

とも高 く,次 いで羊水, 0.85%食 塩水中に浮游せ し

めた順であつ た。P/Oの 間には著 しい差 はみ られ な

かつた.

第7表　 反 応液: 0.85% NaCl

第8表　 反 応液:腹 水上清

次に同様に反応液を変化せ しめ,グ ル コースを基

質 とした場合の酸素消費及び燐代謝に及 ぼす各種阻

害剤の影響を比 較 した.

第9表　 反応液:鶏 卵羊水

容器内容及び実験条件は何れ も前記各阻害剤使用

の場合 と同じ.

先づ阻害剤無添加に 於ける基質の酸 化, Pi摂 取

量及びP/Oは,ほ ぼ第6表 と同 様であつた.次 に

NaF添 加に依 る影響では,酸 素消費は0.85%食 塩

水中に於いて,も つ とも強 く阻害 され,羊 水,腹 水

上清の順 にその阻害 は低下 した. Pi摂 取量は腹水

上清の場合が最高であり,次 いで羊水,食 塩水の順

であつた. DNP及 びAMを 阻害剤 とした場 合も,

それ らの酸素消費並 びにPi摂 取 に及ぼす阻害劾果

は, NaFの 場合に於 けると 同様に,腹 水上清,羊

水,生 理的食塩水の順に強 く現われた.

第3章　 総 括 及 び 考 按

Warburgの 説に依れば,腫 瘍細胞に於け る呼吸

能力は,何 らかの原因により,非 可逆的に阻害され

ており,そ の為細胞の生存及び増殖に必要なエネル

ギーは主 として,醗 酵に依 り獲得 されていると結論

されている.

一方ATPが 生体 に於け るエネルギーの獲得とそ

の利用を巧みに回転せ しめるエネルギー代謝の鍵と

な る物質であることは, Klackar, Lipmannの 研究

以来よ く知 られてい る.即 ち生体は無機の燐酸を摂

取 し,こ れをア デニール 酸系 にエステル化 させ て

ATPを 合成 し,こ れを エネルギーを必要 とする系

に移動せ しめ ることに依 り,そ の生命を維持 してい

る.こ の無機燐酸のエステル化には,電 子伝達系に

共軛 した所謂酸化的燐酸化,酸 素を必要 としない所

謂嫌気的代謝,及 び酸素を必要 とす るが電子伝達系

の関与 しない ものの三つが明らかにされている25).

著者は前編に於いて,吉 田新腫瘍細胞を使用し,

その糖質代謝 と終末呼吸系の様相を窺つた.そ の結

果著明な解糖 と電子伝達系の減弱乃至減少を認めた.

本編に於いては,グ ルコースを基質 としその酸化

に伴 う酸化的燐酸化並びに解糖 による燐代謝の一面

を追究 し前記の如 き結果を得 た.以 下 これらの結果

につ き,以 上の諸 報告及び前編の結果を比較しつつ
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考察する.

前編に於いて,本 腫瘍細胞の極めて高い 自家呼 吸

は,グ ルコース添加により抑制 され ることが認めら

れ,こ の呼吸抑制は高い 自家呼吸に依つて獲得 して

いたエネルギーが,グ ル コース添加 に依 る著明な解

糖の結果得られるエネルギーにより置 きかえられ る

為と推論 した.本 編に於いて,グ ル コース添加 と無

添加の場合に於いて,本 腫瘍細胞の燐代謝 をみ ると,

何れの場合に於いても, Pi摂 取量 に殆ん どみ るべ

き差が認められなかつた.グ ル コース無添加の場 合

は,そ の自家呼吸の高い ことか ら考 え て, Pi摂 取

は細胞内に含有 される基質 とな るべ き諸物質の酸化

によるものが主 たるものであろうと考え られる(多

少共解糖 に依 るPi摂 取 も存在す る事は否定 出来な

いが).

所がグル コースを添加すると,著 明な解糖が行な

われるため,自 家呼吸に共 軛 したPi摂 取は主 とし

て解糖に依 るエネルギー獲得 に依つておきかえ られ

るため,グ ルコース添加無添加何れの場 合に於いて

も, Pi摂 取量に著明な 変動が認められなかつ た も

のと考える.

以上の事から, Pi摂 取 の 面 か らも,グ ルコース

添加の場合,解 糖が著 しく行なわれそのエネルギー

が自家呼吸によるエネルギーに置きかわる為に,呼

吸が低下するとい う推論が裏づけられ ると思 う.

次にNaF添 加の影 響をみ るに,呼 吸に対 しては

基質のない場 合, 10-2M及 び10-4M NaFは 対照 に

比し呼吸を促進 している.さ てNaFの 呼吸に対す

る作用は, Potter26)の 説 も引用す る 事 に 依り理解

される.即 ちPotterは 或 る種の腫瘍細胞に於 いて

は, ATPの 分解 と合成 とが不 均衝の 状態にあり,

 ATP分 解が非常に旺盛であ る場 合, ATP合 成 と関

係のある呼吸酵素のうちの幾つかの要素が破壊 され

ると述べている.本 腫瘍細胞 に於いて も, Potterの

報告に於 けると同様 に, ATPの 分解がその合成能

よりもやや盛んである とみるな らば, NaFは この

ATP分 解を押さえ る為,呼 吸酵 素のうちの幾つか

のATP関 連要素の破壊が抑制され る結 果,呼 吸は

対照に比 しある程度促進 された もの と考え る.グ ル

コースを添加するに,所 謂電子伝達系を通 じて行な

われる呼吸 は低下 し,醗 酵が これ に賃きかわつてエ

ネルギーを産 生 して くる為,又NaFはATP-ase

抑制作用を有することが知られており,こ の作用の

為, Pi摂 取量全体は上昇 して くる もの と考 え られ

る.

以上前編 に於いて得 られた,本 腫瘍細胞に於 いて

呼吸機構 より解糖機構が著 しく発達 しており,グ ル

コース添加に依 り,エ ネルギー獲得の機序が醗酵に

よる方 向え と大 きく変つて くるという結論乃至考察

が,燐 代謝の面からもよ く裏付けられ る.

次 にMg++が 種 々の酵素作用を活性化することは

周知の事実で あり,特 に解糖並びに酸化的燐酸化に

関係 した諸酵素の活性 化に不可欠な ものとされてい

る。そこで著者 は本 腫 瘍 細 胞 の 燐 代 謝 に 及 ぼす

Mg++の 影響を検討す る目的で,細 胞を生理的食塩

水で数回遠沈洗滌を くり返 した後,終 濃 度10-4Mの

Mg++を 種 々の条件下で添加 し,燐 摂取量の関係を

みたが, Mg++を 添加す るもPi摂 取 には殆ん ど影

響はみられなかつ た.

Mg++は 普通細胞内にては,原 形質の可溶性部分

に単独イオンの形で存在するであろうし,又 蛋白及

び有機構造 と密接に結 合した形で も存在 しうると考

え られる.前 者の場 合 遠 沈 洗 滌 に依 り,か な りの

Mg++の 消失がおこるため, Mg++添 加の影響が強

くおこり失なわれた酵素活性 は恢復され ると考えら

れ る.然 し本腫 瘍細胞の場 合,遠 沈洗滌に依 る影響

は殆ん ど認め られなかつた,こ れ は本腫瘍細胞に於

ける高い 自家呼吸及び著 明な 解糖か ら考 えて, Mg

含量が多 く且つ蛋白或いは有機構造と密接に結 合し

た形で存在 し,従 つて洗滌操作に依 り失われがたい

状態にあ ると考 えられ る.

次にDNPはLipmaanの 研究以来,酸 化的燐酸

化の機構を特異的に阻害する物質 として知 られてお

り,こ れに関す る多数の業績が発表されている.即

ち正常細 胞のmitochondriaを 使用 した実験に於い

て, DNPの 作用機序として, 1)ATPの 分解を促

進 する. 2)電 子伝達系に共軛 して摂取 されたPiが

ATPに 合成 され るのを 妨げ ること等が 明らか にさ

れてい る.

又以上の事より, DNPが 存在する場 合, ATP→

ADP+Piの 反応 が促進 されるため,反 応 液中 に

ADP, Piの 濃度が増加す る結果,呼 吸が 促進 され

Pi摂 取 は阻害 されるといわれてい る.

以上の観点 より本 腫 瘍細 胞 の燐 代 謝 に及 ぼ す

DNPの 影響か らその生理的機構について考察す る.

基質のない場 合, 10-3, 10-4, 10-5M何 れ の 濃 度の

DNPも 呼吸及びPi摂 取 を抑制 した.こ れは本 腫

瘍細胞に於いては,前 述 の如 くATP→ADP+Piの

過程 がこの逆 反応に比 し,や や盛んであると考えら

れ るので, ATP→ADP+Piの 反応がDNPに 依 り,
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より強 く促進 される結果,呼 吸に必要な要 素が破壊

される(Potter)為,呼 吸が抑制 された もの と考 え

られ る.然 し10-2Mグ ル コースを添加 した 場合に

は,そ の呼吸及 びPi摂 取 は或 る程 度恢復 された.

グル コース添加 に依 るPi摂 取の恢 復は,グ ル コー

ス添加に依 り,醗 酵 に共軛 したPi摂 取 は,酸 化的

燐酸化 に依 るものに比 しDNPに 依 り阻害 され難い

ためと考え られる.又 醗酵に共軛 したATP形 成が,

 DNPに よる酸化的燐 酸化に共 軛 したATP形 成の

抑制を補 うために,グ ルコー ス添加 に依 り呼吸阻害

の多少共恢復 して くるもの と推論 され る。

次 にAMの 呼吸並びに燐代謝への 影響 を検討す

る. Loomis23)はDNPと 同様に,呼 吸並び に酸化

的燐酸化はAMに 依 り阻害され ると報告 している.

著者の実験に於いては, 10-3, 10-4M AMで は呼吸

がかなり抑制 され, 105-Mで はほぼ対照 と同程度で

あつた.一 方Pi摂 取量は10-3Mで 減 少 したが,

 10-4, 10-5Mで は対 照に比 し著 しい差は認められな

かつた.以 上の事 より,高 濃度のAMは,本 腫 瘍

細胞 の呼吸並びに燐代謝を同時に阻害するが,低 濃

度では呼吸及びPi摂 取の何れに もあま り著明な影

響を及 ぼさなかつ た.こ の事 からも,本 腫瘍細胞に

於いては,所 謂電子伝達系により行なわれ る呼吸及

び燐 酸化 は減退 しており,こ の系 と無関係な酸素消

費が 自家呼吸の大部分を占めてい ることが推定 され

る.一 方 グル コースを添加 した場 合は,呼 吸に於い

て はグル コース無添加の場合より以上に抑 制され る

にも拘 らず, Pi摂 取 は上昇す る.即 ちDNPと 同様

に,醗 酵に関連 したPi摂 取に対 しては作用を及 ぼ

さな いと考え られ る.更 にAMは よ くそ の 作用機

序 の点 から, DNPの 作用 と比較 され るが,本 腫 瘍

細胞に於 いては, AMに グル コースを同時添加 した

場 合,そ の呼吸 はAMの みの場 合に比 して抑 制 さ

れ た.こ の点 はDNPの 場 合と逆 の 現 象 であ り,

 AMは 酸化乃至呼吸機構の全般をDNPよ りも,よ

り強 く阻害する もの と考えられ る.

次 にクエ ン酸回路の諸種 中間産物を基質 として与

えた場 合の燐代謝の様相を窺つ たが,燐 摂取量は対

照に比 し,殆 ん ど差はみ られなかつた.こ れは本腫

瘍細 胞の 自家呼吸の高い こと,又 前編に於いて述 べ

た如 く,終 末呼吸系の不完全な ことより して,こ れ

等諸物質にはそれ等を外部か ら与 え た場 合,エ ネ

ル ギー源 としての意義は小さい もの と考えられ る.

最後に本腫瘍細胞を,生 理的食塩 水,腹 水上清並

び に鶏卵 羊水 中に浮游せ しめ,各 々に於ける代謝関

係を検討 した.即 ち呼吸並びに燐摂取は,生 理的食

塩水,羊 水,腹 水上清の順に増大 した.こ れは腹水

上清中には,本 腫 瘍細胞の生活維持に必要なる諸種

無機物質並 びに有機物質が充分含有されているため

と考え られ,又 羊水中には,未 分化で発育に旺盛な

胎児組織 に必要な る諸物質が含有 されており,そ の

ため腹水上清 と同様,食 塩水に比 し本腫瘍細胞の代

謝乃至発育 に対 して有利であると考える.次にNaF.

 AM, DNPの 各 々につき,同 様の条件の下に阻害態

度を検討 したところ.酸 素消費並びに燐摂取量は,

生理的食塩水,羊 水,腹 水上清の順に増量 しており,

これ等諸種阻害剤の間に,反 応液の種類の差による

特異 的な阻害効果 の変化はみられなかつた.

亜型吉田新腫瘍細胞の呼吸解糖並びにエネ

ル ギーの相互関係

TCA:ク エン酸回路

ETS:電 子 伝達系

太線は発達経路を示す.

結 語

著者は亜 型の吉 田腫瘍腹水を使用 し,そ のエネル

ギー代謝をグル コースを基質とし,各 種濃度の阻害

剤, NaF, DNP, AMを 使用 し,呼 吸並 びに燐代

謝の面か ら追求 し次の如 き結果を得た.

1)本 腫瘍細胞に基質 としてグル コースを与えた

ところ,呼 吸は対 照に比 し抑制 され たが, Pi摂 取

量 はほぼ同量で あつた.

2)グ ルコース無添 加の場 合, 10-1M NaFは 呼

吸を著 しく抑制 したが, 10-2M, 10-3M NaFは 逆に

呼吸を促進 した. Pi摂 取量は10-1M NaFで 抑制さ

れたが, 10-2M, 10-3M NaFで は,対 照とほぼ同程

度又は増加 していた.グ ルコースを添加 した場合の

呼吸は, NaFの 添加 に依 り何れの濃度に於いても,

抑制された. Pi摂 取 量は,グ ル コース無添加 の場

合と多少 とも異 なり, 10-2M NaFを 添加 したもの

に於いて,も つ とも増大 していた.

3) Mg++が 各種条件下に於いて,呼 吸並びにPi

摂取に及ぼす影響を検討 したが,殆 んど影響は認め

られなかつた.
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4) DNPは10-3, 10-4, 10-5Mの 何れの濃度に於

いても,本 腫瘍細胞の 自家呼吸及びPi摂 取を抑制

した.こ の抑制はグル コースを添加す ることに依 り,

多少共恢復 され特にPi摂 取 はかな り恢復され た.

5)何 れの濃度のAMもPi摂 取 に 対 して は,

グルコース添加及び無添加 の如何 に拘 らず,著 しい

影響を示 さなかつた,一 方 自家 呼吸は, 10-3, 10-4M

 AMで はかな り抑制 され,こ の抑制はDNPの 場 合

と異なり,グ ル コースを添加 した場合に も恢復 され

なかつた.

6)ク エン酸 回路の代謝産物を基質 と して添加 し

た場合,呼 吸は殆んど促進 されなかつ た.又 燐代謝

への影響 も殆んど認められなかつた.

7)グ ル コースを基質 として添 加 し,反 応液 を

0.85% NaCl,腹 水上清,及 び鶏卵羊水と して,各

々の場合に於 ける酸素消費並 びに燐代謝の相互関係

を検討 したところ,呼 吸及び燐摂取量共に0.85%

 NaCl,鶏 卵羊水,腹 水上清の順に 促進 及 び 増加 し

た,又 これらの 諸条件下に 於いて も, NaF, DNP,

 AMの 阻害劾果 に著 しい変化は認め られなかつた.

擱 筆す るに当 り終始御懇篤なる御指導並びに御校

閲を賜つた村上教授,及 び御協力下 さつた松浦博士,

矢部博士及び河野学士 に謝意を表 します.
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OF INORGANIC PHOSPHORUS INTAKE

By
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(Cirector: Dr. Sakae Murakami)

Using the New Yoshida Tumor, the author investigated the energy metabolism by obser
ving the inhibition of the respiration and the inorganic phosphorus intake of the calls by 
NaF, 2, 4-dinitrophenol (DNP), and aureomycin (AM).

The following results were obtained.
1) By the addition of glucose into the reaction media, the respiration, the respiration 

of the tumor cells was inhibited to some extent compared to the control, though the inorganic 

phosphorus intake of that was retained almost same as the control. Whereas the addition of 
Mg into the media did not show remarkable effects on the respiration and on the_??_phosphorus 
intake.

2) When glucose was not added into the media, the respiration was markedly inhibited 
by NaF in dilution of 10-1M, but was rather accelerated by that in dilutions of 10-2 and 
10-3M: the phosphorus intake was also inhibited by NaF in diluticn of 10-1M, and conver
sely accelerated by that to slight extent in dilutions of 10-2 and 10-3M. However, as the 
addition of glucose into the media, it was also inhibited by NaF in dilution of 10-1M; and 
conversely accelerated, by that to slight extent in dilution, of 10-2 and 10.3M. However, as 
the addition of glucose into the media, it was noticed that the respiration was. inhibited by 
NaF in any dilutions and that the phosphorus intake was accelerated, especially in dilution 
of 10-2M.

3) The endogeneous respiration and the phosphorus intake of the tumor cells were inhibi
ted by DNP in any dilutions, 10-3, 10-4, and 10-5M. The inhibitions of these were reduced 
as the addition of glucose into the media, respectively, especially on the phosphorus intake.

4) AM did not show inhibitory effect so remarkably on the phosphorus intake irrespec
tive of the additicn of glucose; but showed considerable inhibition on the endogenous repira
tion in dilutions of 10-3 and 10-4M. The inhibited endogenous respiration was not recovered 
by the addition of glucose in contrast with the inhibition by DNP.

5) The O2 uptake and the phosphorus intake were also studied on the cells. suspended, in 
0.85% NaCl, ascitic supernatant, and amniotic fluid of chick embryo, respectively, in all 
reaction media glucose was added as substrate. And both accelerations of the respiration and 
of the phosphorus intake were remarkable in order of 0.85% NaCl, amniotic fluid and ascitic 
supernatant. The inhibitory effects on the O2 uptake and the phosphorus intke by NaF, 
DNP, and AM were regarded to be similar to each other in respective cell suspensions men
tioned above.


