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第1章　 緒 言

生体組織の体 外 培養を60年 前にRouxが 試みて

以来,組 織培養に関す る研究 はHarrison20) (1907),

 Fischer (1948) 12), Carrel (1912, 1913, 1923 , 1929) 7),

等を先達 とする多数の人 々のたゆみない努力 によ り

幾多の輝 か しい業績が もたらされ なが ら,推 し進め

られて来 た.特 にここ10年 の間 に,細 胞生理の研究,

 Virnsの 培養,癌 研究の分野の要請によ り急速に盛

んになつて来 たのは周知の通 りであ る.

今 日利 用 され る方 法 は主 と して, Coverslip法

(Harrison)20),懸滴 法(Maximow)39), Carrel瓶 法

(Carrel)7), Roller Tube法(Gey)16),時 計 皿 法

(Fell)11),で あるが,多 くの研究 者はこれ らの長短

を取捨選択 して,自 己の研究に適 した変法を用いて

いる.

細胞の附着面,支 持体或いは培 養液について種 々

の考案が あり,本 邦 で は 木村32),勝 田29)等 が詳細

な検討を行なつている.

以上の如 き培養法を もつて癌組織或いは癌細胞を

培養する事によ り,現 今組織培養法は,免 疫学,細

胞形態学,化 学療法,治 療,発 癌,細 胞生化学等,

癌の本態究明の一つの有力な手段 として,あ らゆる

面に応用 されつ つあ る.併 しなが ら,腫 瘍細胞の培

養に基 く形 態学的観察には未 だ確実な ものは見 られ

ない.そ れ は従来多 くの人 々が腫瘍組織 を培養 し鏡

検 して来 たか らに外な らない.腫 瘍組織 を個 々の細

胞 として,即 ち単離細胞として位相差顕微鏡にて観

察す るのが細胞形態学的には理想的である筈である.

また,こ の外に細胞単離 浮 游 培養には,大 石49)も

述べている如 く,細 胞数を正確 に把握 し,ま た細胞

を分類 し得 る利点がある.実 際 には,腫 瘍細胞単離

浮游培養は従来 より非常に困難 とされ てお り,未 だ

その充分なる方法論的解明は行 なわれ ていない.

さて,こ の単離腫 瘍細胞と して好都合な もの は云

う迄 もな く腹水腫瘍細胞であろう.即 ち腹水腫瘍細

胞を培養材料 として,単 離細胞浮游培養法を用い研

究す るな らば,腫 瘍形態学に貢献する所大な らんと

考 えられ る.

然 るに前述の如 く,方 法論的問題 に障碍があ り,

この方面の研究には満足すべ きものがなかつた.癌

研究 に一般 に良 く用い られる吉田肉腫の培養につい

は,て 螺良59),飛岡68),森脇40),藤浪13),金33),北村34),

三 井45),古 閑36),はCarrel瓶 法, Coverslip法,

懸滴法により吉田肉腫組織の培養 を行なつてお り,

田中館69)はRoller Tube法 による吉田肉腫組織を

培養 しているが細胞の単離培養は行なつていず,勿

論充分な位相差顕微鏡観察 は行なつていない.一 方

三井45),桜 井58)は 吉田肉腫 単 離細胞の浮游静置培

養を行ない,殊 に桜井は培養については輝やか しい

成果を上 げてい るが,位 相差顕微鏡観察 を行なつて

いない.従 つて吉 田肉腫 細胞の培養時に於 ける微細

構造の変化 に関する記載はとぼ しい.
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吉 田76),広 野22),熱 海6),今 木25),螺 良59),牧

野41),尾 持52),小 〓38),永 田46),等 は吉 田肉腫細胞

を位相差顕微鏡で特に好んで分裂を観察 しているが,

超生体観察で あつて,培 養 したわけではない.

この様に充分 に位相 差顕微鏡観察 に適 した培養法

は検討 されていなかつた.

そ こで私 は腫瘍細胞の培養 に基 く形態学的観察 を

行な うために,こ れに適す る吉田肉腫腹水細胞の細

胞浮游液培養法 について種 々の方法論的検討を行な

い,漸 く所期 の目的に達する一定の方法を得 るに到

つたのでここに報告 する.

第2章　 研 究 材 料 及 び 研 究 方 法

1.研 究材料

岐阜系雑種 ラッテ(100～150g)腹 腔に吉 田肉腫

膿水0.5ccを 移植 し,　4～5日 目の 腹水を穿刺 し,

研究に供 した.

2.研 究方法

1)培 養方法:後 述の研究成績 の項で詳述す る.

2)検 査方法:吉 田肉腫細胞の浮游す る培養液

を適宜に取出 しpHをpH試 験紙で測定 し,白 血球

用 メランジ ュール とビュル ケルチ ュルクの計算盤を

用い細胞数を測定 し, Hagedorn-Jensen氏 法により

糖定量を行なつた.

また, 0.9～1.0mmの 厚 さの良 質載 物 硝子上 に

培養液1滴 を置き被覆硝子 で覆い,周 囲をパ ラフィ

ンで封入 し,位 相差顕微 鏡 で レンズはDM, BM,

 DLLを 用 い1000Xで 観察 し,吉 田 肉腫 細胞数,

活性度の分類及び微細構造 その他の変化によ り,培

養法の適否を検討 した.

なお,活 性度の分類 に就いては,私 は第1表 の如

く分裂像 乃至細胞微細構造に基いて, M, I. II, III,

 IV, Vの6度 に分類 した.

表1　 培養吉 田肉腫腹水腫瘍細胞活性度表

第3章　 研 究 成 績

次の如き培養法を行ない,種 々の培養液を用い,

結果を比較検討 し,本 実験 に適す る培養法及び培養

液を決定 したのであるが,最 後 に,最 良の結果を得

た方法 に就いてその手技を述べ る.

I.細 胞固定(プ ラズマ クロツ トに よる)培

養法

海野氏載物硝子法:培 養後約24時 間に して変性

に陥 り,位 相差顕微鏡観察不適当のため放棄 した.

カレル瓶法:瓶 底にデ ッキグ ラスを置きその上

にプ ラズマクロッ トを置いた.

ロー ラーチューブ法:た んざく型硝子上にプ ラ

ズマ クロ ッ トを置い た.

カレル瓶法,ロ ーラーチ ュー ブ法共にこかろうじて

位相差顕微鏡1000Xで 観察可能 であるために一応

検討を続 けた.

本法ではデ ッキ硝子或い はたんざ く型硝子上に吉

田肉腫細胞を附着せしめて培養液にひたして培養す

るわけであ る.即 ちデ ッキ硝子或いはたんざ く型硝

子上に健康人,ラ ッテ,家 兎ヘパ リン加血 漿,吉 田

肉腫腹水,孵 化9日 目の鷄胎圧搾液の順に1/2ツ べ

ル クリン針にて各1滴 づつ滴下 し,暫 時放置 し,プ

ラズマクロッ トの完成 するを待 ちカレル瓶中或いは

ロー ラーチ ューブ内におさめ,液 体培地を加え培養

を行 なつたが, 24～48時 間で細胞 は殆んど流失 した.

健康鶏 ヘパ リン加血 漿は前3者 血漿 に比 較 して流

失の程度少 な く,最 高約6日 間観察 し得た.な お,

この 流 失 を 防 ぐ ため に,強 力 ミ ノファーゲンC

(0.01～0.05/cc)を 培養 液に添加 し用いたが望むべ

き効果 は認め られなかつた.ま た観察の度毎に1ケ

若 しくはそれ以上の標本を不潔に し培養を打切らね

ばな らないのが致命的缺陥であり,以 後の検討を放

棄 した.

II.細 胞浮游液培養法

カレル瓶静置法:

ローラーチ ュー ブ法:

両者共に2ccの 培養液 に1滴 の吉 田肉腫腹水を

混和 し,培 養 したものであ る.適 宜 この腫 瘍細胞を

含む培養液の数滴を取 出し位相差顕微鏡観察,そ の

他の検査に供 する事が出来,而 もなお,培 養を続け

る事が 出来 る.唯 カレル瓶静置法 に於いては,細 胞

が底 にかたまり,観 察,細 胞数算定にやや不便のた

め,以 後主 と して ローラーチ ューブによる細胞浮游

液培養法を本実験 に採用す る事に した.
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A.ロ ー ラーチューブ法の培 養液 め検討

1)健 康人,馬,ラ ッテの血 清をハ ンクス氏液と

色 々の割合に混合 して用い た.ラ ッテ血清が僅 かに

勝 るも大差 な く混 合比 は血清:ハ ンクス氏液3:7,

 4:6で 細胞の膨 化,或 いは萎縮が最 も少 なかつ た.

本研究には均質な血清 を多量に必要 とす るために馬

血清(非 動化)を 使 用す る事に した.

2)吉 田腫 瘍腹水上澄 は培養液に加 えて も殆 んど

効果は認めちれない.上 澄 そ の もの2㏄ に腫 瘍細

胞を含む腹 水1滴 を加え培養 したが,矢 張 り腫 瘍細

胞は速に変性 に陥 る.

3)ビ タ ミンB1(10～100γ/㏄), B2(5～50γ/cc),

 B6(10～100γ/㏄), C(0.1～1mg/㏄), B12(0.1

～10γ/cc),を 同時に,若 しくは各 々単 独 に 添加 し

たが,認 むべき効 果 な く,唯 ビタ ミンB12に 於い

てピクノーゼの起 り難 くなるのを知つた.

4)乾 燥酵母抽出 リボ核酸(ミ ノファ

ー ゲ ン製 薬 ,以 後R. N. A.と 記 載 す

る)は0.03～0.1%に 於 いて 培養 細 胞 の

形態観察 可 能 時間 を延 長 せ しめ た.

5)グ ロン サ ン(0.1～1mg/cc)に は

促進 作用 よ りむ しろ 抑制 作用 を 認 め た.

αパ ン トテ ン酸 カ ル シ ュ ー ム(0.1～

1mg/cc)及 び ビ タ ミンH(0.5～5γ/cc)

には少 な くと も抑 制 作用 は認 め られ なか

つたが著明な発育促進作用 も認め られなかつた.

以上により培養液 としてはハ ンクス氏 液,馬 血清

を6:4の 比で混合 し,そ れ にR. N. A. 0.1%,ビ

タ ミンB12 1γ/ccを 加 え る事 とした.し かしなが

ら,

6)こ の培養液を用い た時,培 養後24時 間迄Lag

 Phaseが 観察され る.そ こでLag Phaseを 除 くた

めに,上 記培養液に次の如 き前処 置を施 した.即 ち

この培養液に約1/10量 の吉 田 肉腫腹水(腫 瘍細 胞

を含む)を 加えて混和 し,或 いは同腹水に含 まれ る

腫瘍細胞のみ を培養 液に加え,混 和 し, 24時 間氷室

に保存 し上澄を培養液 として用 う.こ の前処 置を行

なつた培養液を用い,培 養すれば腫瘍細胞は萎縮に

陥る事な く,腹 水採取直後 と略々同様の形態 を持続

する.だ がこれだけでは分裂像 は甚だ少 ない.

そこで,

7)前 処置を行 なつた培養液3量 に孵化9日 目鶏

胎圧搾液1量 を加 えると,良 好な成績を示 し多数の

分裂像が観察 され る様になつた.

前処置を行 なわぬ培養液と前処 置を行 なつ た培養

液 との比較 は表2,表3に 於 い て明らかであ る.表

2の 前処 置を行 なつた培養液と鶏胎圧搾 液との混合

液では,培 養1日 後に於いて,細 胞数倍近 く増加 し

分裂像 の数 も増 し活性度 も培養開始時よりむ しろ良

くなつている.培 養2日 後 には急激 な細胞数の減少

と活性度の悪化を示 しているが,こ れ は適合 した培

養液であ るために,細 胞の急速な増殖が起 り,従 つ

表2　 前処置培養液 と鶏胎圧搾液

表3　 非前処置培養液 と鶏胎圧搾液

てそれだけ急速な環境の悪化 を来た したためと考 え

られ る.

表3の 前処置を行なわなかつた培養液と鶏胎圧搾

液との混合液に於いては,培 養1日 後細胞数は減少

し,ま た活性度の良い ものと全 く悪い ものとに細胞

が2分 されてい る の に気付 く. Lag Phaseに 耐え

て元気を取戻 した ものが左の山であり,元 気を取戻

さなかつたものが右の山現わ されてい る. 2日 後培

養液の交換を行 なつ たが.再 度のLag Phaseの た

め に細胞数激減 し,活 性度の良 い生 き残つた細胞は

寥 々たる状態になつている.

従つて以後の研究には前処置を行なつた培養液 と

鶏胎圧搾液 との混合 液 を培 養 液 として用いた.次

に,

8)ぶ どう糖濃度は如何 なる影響があ り,ま たど

の濃度が最 も適 当かを吟味す るため培養 液をぶどう

糖 濃 度450mg, 250mg, 150mg, 50mg/dlに 調

整 し検討 した.表4に 於 いて,細 胞 数 よ り見 れば

① の450mg/dlが 最 も良い様 であ るが,活 性度は

非常に悪い.培 養1日 後形態的には細胞 はピクノー
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表4　 1) 450mg/dl

2) 250mg/dl

3) 150mg/dl

4) 50mg/dl

ゼ に陥入 つてい る.即 ち核,胞 体共に萎縮 し,核 小

体明瞭なる も核膜 やや不 明瞭,変 性顆粒が核 の反対

側 の胞体表面に多数密集 している.培 養2日 後 には,

細胞 は更 に萎縮 し核小体 も不 明瞭とな り変性顆粒胞

体 内に充満 している.従 つて細胞数の多いのは,細

胞が萎縮 して しまつて崩壊 しなかつ た事に原因があ

る. ②250mg/dlに 於 い て培養1日 後 は核及 び胞

体にやや膨 化の傾 向 があ り, ①450mg/dlに 見 ら

れ る変性顆 粒が少数 認め られ るが,こ れ らを除 けば

略々正常培養細胞の形態 を示 している.培 養2日 後

はぶどう糖が消費 され適当な濃度 に下つたため に,

活性度の少 しの回復 を見 て いる. ③150mg/dl,に

於 いて培養1日 後 は形態全 く正常であり,活 性度 も

最 も良かつた. ④50mg/dlに 於いては形態上の特

異所見 な く,活性度は ③150mg/dlに 比較 して悪か

つ た.培 養1日 後 に好結果を示 した ③150mg/dl

は培養2日 後にはぶ どう糖 消費により濃度低下を来

た したために, ② の250mg/dl,培 養2日 目後の所

見 の方が良 い.

以上よ り培養液のぶどう糖 濃 度 は150mg/dlに

維持す るのが良い と推論 される.

9)以 上 により培養液 を作成 し,調 整 し,吉 田肉

腫細胞を加 え,浮 游培養を行なつたが,な お充分 な

結果を得る事 は出来 なかつた.併 しこれ に,鶏 胎線

維芽細胞を次の方法で同一培養液中に培養 した場合,

これ迄 に比較 して飛躍的好結果を得 るに到つた.

その方法とは,た んざ く型載物硝子上に1～2ケ

の少量の鶏胎圧挫組織 をのせ,鶏 ヘパ リン加血漿を

各 々1滴,滴 下 し凝固させ たものを同一培養液中に

挿入 し培養す るものであ り,こ れにより増生 して来

る細胞は殆ん ど全部線維芽細胞であるために,以 後

これを鶏胎線維芽細胞の培養 と述べ る事にする.

次 に鶏胎線維芽細胞 を同時培養 した場合と,し な

かつた場合の比較検討であ るが,同 時培養の場合の

所見 は,次 の項B,及 び第2編 に同じであるので,

ここでは省略 し,同 時培養 しない場合 の所見 を比較

しなが ら概略述べる事 にする.

この場合,同 時培養に比 し,培 養液pHは 早期に

低下 し,細 胞の生存 し得ない と考 え られ るpH 6.6

～pH 6 .2に 到 るので, Tris Buffer(石 津製薬)を

用い る,及 び頻回 に培養 液交換を行 う(培 養液に前

処置を行な つ て い るの でLagPhaseは 問題になら

ない),の2方 法によ りpHの 低下防止を行なつた.

その結果は全般的に活性度の悪化が早急に起 り,

分裂像は観察 されて も非常に数が少な く,ま た形態

上で も線維芽細胞同時培養と比較 して胞体の ピクノ

ーゼの傾向が強 く,ま た後者 に於いてはみ られない

処の印環細胞(腹 水単球様細胞 にみ られ る様な)の

出現が見 られた.

要す るに線維芽細胞を用いぬ時はpHを 調整 して

も,線 維芽細胞 を用いた時より,明 らかに細胞増生

が悪 く,従 つて線維芽細胞の同時培養はpHを 調整

するのみの意義で はな く,根 本的に腫瘍細胞の増生

を促進 し得る ものである事が明 らかになつた.

以上により,以 後の培養には必ず鶏胎圧挫組織少さ

量 を,同 時に培養する事 とした.
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10) A. T. P.(0.001～0.01cc/cc)を 培 養 液 に

添加 した場合, 1日 後では非常 な発育促進作用が認

められるが2日 後 で は 殆 ん どの 細胞が活性度(表

1)IV, V度 であつた.

11)pHは7.4～7.2が 適 当であ りpH 7.0に な

ると活性度は急 激 に低下 し, pH 6.8で は殆んどの

細胞が変性に陥 り, pH 6.6で は最 早.生 きた細胞

は認め られない.

12)鶏 胎圧搾液と鶏 胎 滲 出液の比較.前 者 は孵

化9日 目の難胎児をFischerの 圧 搾器 或いは20cc

注射器で圧 出して得 た粥状物を毎分3000

廻 転で30分遠沈 したその上澄であ り,後

者は上澄 を取去つた沈渣に,取 去つ た鶏

胎圧搾液だけの量 のハンクス氏 液を加え,

混和 し氷室に保存 し2日 目, 4日 目に取

り出し.こ れを毎 分3000廻 転30分 遠枕 し

た上澄である.い ずれ を使用 して培養 し

て も結果に於いて差を認めなかつた.

B.ロ ーラーチ ューブ法の中,最 良の

成績を示 した方法の手技及び培養経過.

か くの如 く私 は液体培地 を中心 に種 々の

培養方法 を検討 したが,次 に最良 の成績

を示した細胞浮游液培養法の手技 をやや

詳 しく述べ る.

培 養 液 は前 述 の如 く,ハ ンクス氏液

60cc,馬 血清40cc,こ れにR. N. A.

 0.1g, V. B12 100γ を加え,更 に腫瘍

細胞を含む吉 田肉腫腹水10ccを 加 え混和 し, 24時

間氷室に保存 し,こ れを毎分3000廻 転15分 遠沈 し上

澄をザイツ濾過器で濾液1.5ccに 鶏 胎 圧 搾液若 し

くは滲 出液を0.5ccを 加 え,ロ ー ラーチューブ1

本あたり2ccと した.こ れ に腫 瘍細 胞を含む吉田

肉腫腹水を1～1/2滴1/2注 射針 にて滴 下 し細 胞数

1000～3000/mm3と した.

更 に同一 ロー ラーチ ューブ内に鶏胎圧挫組織を培

養する.即 ちたんざ く型載物硝子の一端 に1～2ケ

の少量の孵化9日 目の鶏胎圧挫粥状物 を置き,

その上 に健康鶏へパ リン加血漿をツベルク リン

針にて1滴 滴下 し, 37℃ 孵 卵 器内に約30分 静

置し血漿の凝固 をはか り,ロ ー ラーチューブ内

に挿入す る.最 後 にロー ラー チューブにグブル

栓を施 して, 1時 間10廻 転37℃ の ローラーチ

ューブ培養器 内に収めた.

液体培地交換は2日 目毎に行なつた.即 ち腫

瘍 細胞を含む液体培地 を毎分1000廻 転5分 間遠

沈 し,上 澄を捨て,新 しい液体培 地 を 加 え 混和 す

る.

鶏胎圧搾組織交換 は6日 目毎に行ない,新 しい組

織 と交換 した.

培養液 組 成 は表6,そ の 手 技は表7の 如 くであ

る.こ の培養法 による細胞数及び活性度については

表5の 如 くである.

培養開始時分裂像の見 られなかつたものが培養一

日後で4%観 察 され,細 胞数やや増加 している.そ

の後は細胞数の漸減と活性度の漸次の悪化を示 して

表5

表6

表7　 腫瘍細胞浮游培養術式
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い るが, 6日 後に も表 には示 されていないが2%の

分裂像を観 察 してい る. 10日後 に到 り甚 だ しい細胞

数の減少と活性度の悪化を示 したので,ラ ッテ腹腔

中 にこの腫 瘍細胞 を含む培養液を注入 し,培 養を打

切つ たが復元 は成功 した.こ の外 に12日迄観察 して

復元 し, 7日 目よ り腹水 と吉 田肉腫細胞 の出現を見,

 11日 目の ラ ッの腫瘍死を見 ている.

第4章　 総括 並び に考按

吉田肉腫 の体 外 培 養 に 関 しては,組 織培養 を螺

良59),飛 岡68),金33),森 脇40),三 井45),田 中館69),

古閑36),北 村34),が 行ない,浮 游静置培養は三 井45),

桜井58)が 行 なつて輝か しい 業績 を上 げてい る.

併 しこれ らの培養法では位相差 顕微鏡観 察は困難

であ り,従 つて誰 も培養時に位相差顕微鏡観察を行

ないそれの細胞形態学的な微細構造 の追求を行 なつ

た者 はいない.

そ こで私は形態学的観察 に適 してはい るが長期培

養 には不利であると考え られるローラー チューブに

よ る細胞浮游 液培養法を敢 て採用 し,そ の培養条件

を色 々検討 した.殆 んど純粋培養 として得 られ る移

植4～5日 頃の腹 水を材料に用い たので,組 織培養

時 に於 けるが如き,こ の細胞 がはた して吉 田肉腫 細

胞 か或いは.線 維芽細胞かの鑑別に悩 まされ る事は

なかつ たし,細 胞 は常に培養液内を浮游 しているの

で細胞数算定 は実に容易であ り,培 養液の1滴 を適

宜位相差顕 微鏡観察する事 により全 く容易に細胞の

活性度を分類 する事が出来 た.又 少数の吉田肉腫 細

胞以外の腹 水細胞 は一見 して鑑別可能のため除外す

るを得た.

そ して細 胞数は減少 しな くて も全細胞が萎縮 して

い たり,細 胞数が減少 していて も活性度よ く活溌 に

分裂 を行なつてい たりするので,培 養の動向は細胞

数 と形態即ち活性度を綜 合 しなければ充分でない事

を知つた.

諸種 ビタミンについては柴 田65)が吉 田皮 下腫瘍

ラ ッテの臓 器のビタ ミンCを 経過 を追つて定 量 し,

腫瘍の生長 にビタ ミンCが 必要であると推 論 し,同

様な方法で荒木4)は 癌 組 織 は ビ タミンB1を 消費

しない と考 え,沢 木60)堀 田24)は ビタミンB2が 腫

瘍の生長に一役演ず ると考えている.併 し更 に堀 田

は試験管内ではビタ ミンB2を 消費 しない事を観察

している.

小 山37)は 上皮細胞の培 養 でビタ ミンB1. B2, C

の低濃度に於 いて生長 促 進 作用を認め,木 戸35)は

内藤系マウス癌 の培養で ビタ ミンA, B1, B2は 一

定濃度では成長を促進す るが,ビ タ ミンC, Dは 正

常組織 の培養には発育促進作用あ るも,癌 に対 して

その作用 はないと述べてい る.又 腫瘍組織以外では

大藤50)は骨 髄体外培養に ビタ ミンB1, B2, B12,葉

酸を用いその好 影 響あ るを見てお り,木 村32)は鶏

胎組織培養に ビタ ミンB1, B2を 用い,一 定濃度で

発育を促進す るのを観 察 してい る.渡 辺73)は 鶏胎

心 の線 維 芽 細 胞 の培 養にはビタミンA, B1, B2,

 B6, B12, C, K, Pを 用 い効果 な しとしている.私

は ビ タ ミンB1(10～100γ/cc), B2(5～50γ/cc),

 B6(10～100γ/cc), C(0.1～1.0mg/cc), B12(0.1

～10γ/cc)
,吉 田腹水腫 瘍細胞の培 養 に同時に或い

は各 々単独に添加 し,ビ タミンB12の み に良効果

を認めた.

R. N. A.に 関 しては古閑36),織 田53)は 培養液

にR. N. A.を 用 い て い るが,渡 辺73)は 前述の培

養に於 いてR. N. A.の 効果を認 めてい ない.私 は

ミノフアーゲ ン製薬のR. N. A.を 用いて良 効果を

認めた.

グルクロン酸 は小川54)が 吉田 肉腫 ラッテの腹腔

内或いは筋肉内に注射し十数時間後どち らの方法で

投与 して も同様に腫瘍の発育を促進す るか ら,グ ル

クロン酸 の吉田肉腫 に対 する作用は直接的な もので

あ ると結論 してい るが,私 は培養時 に添加 してむ し

ろ抑制作用(細 胞障碍)を 認め,少 な くとも本剤の

直接的促進作用は認め得なかつ た.

Lag Phaseに 関 しては, Earle9)がL株 マウス線

維芽細胞浮游 静 置培養 に於 いて18～24時 間の,高

野70),山 田77)等 はHela株 細 胞 を用いて12時間以

内のLag Phaseを 観察 してお り,古 閑36)は吉田肉

腫培養で24時 間のLag Phaseを 認めている.相 沢2)

は家兎血 清中に吉 田肉腫 抵抗性物質の存在を考え,

これは吉田肉腫細胞 に吸着 され,或 いは加熱非動化

により消失す るとしてい る.更 に相 沢は この事実を

他 の諸種 の血清に於 いて試みてい る.ま た,浮 游培

養 に於いて一定数以下の細胞数では細胞は死滅 し培

養 は成功 しないと多 くの研究者が述べているが,こ

れとLag Phaseの 原因が一元的 に 培養液中の吉田

肉腫抵抗物質にあ るのではないかと考え,前 処置と

して培養前に一定 数の肉腫細胞を加 え, 24時 間氷室

に保存 し,該 物質 の吸着をはかつた.吸 着が充分に

行 なわれたと考え られ る場合, Lag Phaseは 認めら

れず,ま た培養細胞数 も之を少な くすればす る程反
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つて培養時間延長 に好結果を もた らし,更 に細胞数

が少ないために培養液中養分の消費 され る事少な く

培養液交換 を頻繁に行な う必要 なく,こ れを最高6

日目に行なつて も差支えのない事 を認めだ.

ぶどう糖濃度に関 しては 古閑36)は200mg/dlの

培養液を用いてい るが,私 は吉 田 肉 腫 に於いて も

150mg/dlが 適 当であ る事 を認めた.

吉田肉腫培養 に対す る他組織同時培養 は古閑36),

森脇40),飛 岡68),桜 井58),田 中館69)が 主 に 鶏胎心

を用いて好結果を得てい るが,私 は鶏胎圧挫組織 を

用いて充分好結果の得 られ る事 を知つた.勿 論両者

共に増生 して来 る細胞 は殆ん ど全て線維芽細胞であ

つて,本 質的には同一 と考え られるものである.

また これの作用機転と して は 副 次 的には培養液

pHの 正常維持 が考 え られ るが,一 方 対照の鶏胎

圧挫組織を用いなかつ た例に於いて はTris Buffer,

培養液の頻回交換によつてpH低 下 を阻 止した場合

にもなお,且 つ鶏胎圧挫 組織 を用いた例に比較 して

細胞活性度の悪化が早 くみ られてい るので,矢 張 り

鶏胎圧挫組織 は本質的に吉 田肉腫細胞 の代謝促進 に

重要な役割を演 じてい るものと推断出来 る.

A. T. P.に 関しては第1日 目に於 いて は非常 な好

結果を得,第2日 目は殆ん ど全細胞が変性に陥入つ

たのを観察 したが,発 育 しすぎて,す みやかな培養

液中の養分の消失,環 境の悪化を来 たした もの と考

えられる.こ れと同様の結果は第3編 に於 いて述べ

るX線 照射肝抽 出脂酸添加 の対照実験 として行なつ

たX線 非照射肝抽 出脂酸添加時に見 られた.な お,

 A. T. P.は 少な くとも第1日 目に は 非 常に好影響を

与えたのであるか ら,更 に濃 度の吟味を重さね るな

らば,前 記私の最良 の培養液に加えて益す る適当の

濃度をみつけ る事は充分可能 と思われる.

以上要す るに私 は吉田肉腫 細胞の ローラーチュー

ブ浮游培養の培養 液並びに培養手技を種 々の角度 よ

り検討 した結果,私 の今 日迄吟味 した範囲内では一

応次の構成の培養液並び に培養手技が,該 細胞の長

期培養に最 も優れてい る事が明らかになつた.即 ち

培養液に就 いて はHanks氏 液44%, C. E. E. 19

%,馬 血 清29%, R. N. A. 0.8mg/cc, V. B12

 0.8γ/cc,吉 田肉腫腹水8%(こ れ は前処置のため,

加えられた ものである)で あ り,培 養手技に就いて

は前記培養液2cc中 に吉田肉腫 腹 水1滴 を 混 じ,

腫瘍細胞を浮游せ しめ,鶏 胎圧挫組織少量を同時に

固定培養 し,廻 転培培養機内にて培養 したものであ

り図解すれば表6,表7の 如 くである.

第5章　結 語

1)吉 田腹水腫瘍細胞の ローラーチューブを用い

た細胞浮游液培養 に就いて方法論的研究を行 ない,

細胞微細構造追求の 目的に添い得る一定の培養方法

を確立 した.

2)ビ タミB12, R. N. A.鶏 胎圧搾液,鶏 胎圧挫

組織 同時培養が好影響 を与える事を認めた.

3)培 養液に前処 置を行 なう事によりLag Phase

を阻止 し得た.

4)培 養液中適当なぶ どう糖濃度を定めた.

5)上 記 ローラーチューブ浮游液培養法により吉

田腹水腫 瘍細胞を培養観察 し, 10～12日 後に ラッテ

腹腔内に復元 し,そ の成功を見た.

文献は最終編 に記載する.

(本論旨は第16回 日本癌学総会にて発表 した.)

終 りに臨み終始御懇篤なる御指導並びに御校閲載

いた恩師 平木 教授並びに大藤助教授に深甚の謝意を

表す.



884 柴 田 凡 夫

Morphological Studies on Yoshida Sarcoma Cells by Tissue Culture

Part 1. Tissue Culture Technique by Cell suspension 

in the Fluid Medium

By

Tuneo SHIBATA

Department of Internal Medicine Okayama Universiy Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi HIRAKI)

In the first paper, the results of experiments are presented, in which an attempt was 

made to develope methods of cytoloyical observation and tissue culture techniques suitable for 

the morphological studies on Yoshida sarcoma cells in tissue culture.

In the present experiments it was established that the method of cell-suspension culture 

was the most suitable one for such studies. Advantages of this method of tissue culture are 

as follows: 1) It enables us to observe minute cell structures by phase-contrast microscopy; 

2) it is easy to count cell number; 3) it is possible to evaluate cellular activity; and 4) it 

enables us to take out cells in culture easily and to conduct various cytological studies, such 

as routine staining, peroxidase reaction, supra-vital staining and carbon particle phagocytosis 

of these cells.

Next, conditions of the medium necessary for the the survival and growth of Yoshida 

sarcoma cells were investigated. It was found that the suitable conditions of the medium were, 

pH 7.2-7.4, glucose solution at the concentration of 150mg/dl, 44% Hank's solution, 19% 

chick embryo extract, 29% horse serum, 8% Yoshida sarcoma ascites (extract), 0.8mg/ml 

RNA, and 0.8ƒÁ/ml vitamin B12.

The pretreatment of the medium with Yoshida sarcoma cells eliminated the problem of 

lag phase, and also an addition of a small portion of crushed chick embryo tissue (containing 

fibroblasts) improved the cellular growth. In order to keep cells floating, roller tubes were 

placed in an incubator kept at 37C.

Yoshida sarcoma cells cultured in such a medium under the conditions afore-mentioned. 

increased in number at an early stage but later their population decreased gradually. Observation 

was possible for a certain period of time, the maximum being 12days.


