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Ⅰ 緒 言

放 射 線 の 生 物 作 用 に 関 し ては,近 年 とみ に そ の重 要

性 を増 し,特 に 原子 力の 利 用 され る現 今 に お い ては そ

の 利 用に 関 し又 逆 に そ の障 害 に関 して 幾 多 の研 究 が な

され て い る.

そ もそ も放 射 線 の 生物 作 用 に関 し ては,放 射 線 の 発

見 後 す ぐにBergonie & Tribondeawに よつ て細 胞

の感 受性 に関 す る報 告 が な され て い る.そ の 後1927年

Muller1) 2)に よ るシ ヨ ウジ ヨ ウバ エ の人 工 突 然 変 異

は この方 面 の 仕 事 に 一 紀 元 を画 し,こ れ に続 い て多 く

の報 告 が な され て い る.

単 細胞 生 物 特 に 細 菌 に 対 す る放 射線 の影 響 を挙 げ る

とおび た だ しい報 告 に 接 し得 る.即 ちPacinnotiの

業 績 を創 始 と してWyckoff8) 4), Luyet5), Rivers

等 のX線,紫 外 線 のBac. coli, Yeast.ウ イル ス等 に

対 す る作 用, Zirkle7)のX線 の 芽 胞 に対 す る 作 用,

 B1ank & Kersten8)のX線 の 芽胞 に 対 す る効 果,又

Claus9)のBac. coliに 対 す るX線 の 作 用 等 が あ り,

本 邦 に お い て は武 田10).西 脇11)等 の 緑 膿 菌 及 び 各 種

細菌 に 対 す る効 果 等 々挙 げ られ る.

これ等 多 くの 業 績 は1940年KenbrigeのLea12)

に よ り体 系的 に ま と め られ 放 射 線 生 物 物 理 学 の 確 立 が

な され た,し か し未 だ に放 射 線 の生 物 作 用効 果 に つ い

ての 原理 に 関 して は意 見 の 一致 を見 ず,放 射 線 照 射 と

い う始 点 と生 物 学 的現 象 と い う終 点 を結 ぶ個 々の 過 程

については各方面の学者によつて様々な角度より追求

されている.

始点となる作用機作に関しては 標 的 領域(target

area)に 直接打撃を与えると云う直接作用と,逆 に放

射線照射によつて線の通過した細胞内の経路に沿つて

細胞内の水や酸素分子のイオン化をもたらし,細 胞構

成成分と反応し毒性物質の発現をもたらしめるとする

間接作用説 とが対立 している.一 方結果として現われ

る生物学的現象は,実 験結果より広範囲の現象が述べ

られている。生物学的に興味のあるものだけを挙げて

見ても,遺 伝子突然変異,細 胞分裂異常,致 死作用等

がある。

著者は本研究に於いて放射線特にX線 の生物作用の

一端を窺う目的をもつて細菌に対する照射条件,線 量

変化による致死効果を生菌数測定法に主眼をおいて観

察を行つた.

Ⅱ 実験 材料及び 実験 方法

1. 供試菌:教 室保存のSal. 57 Sを 常 法 の如く

普通寒天平板培養基に数代継代を行つて純化せるもの

を供試した.

2. X線 発生装置:東 芝製KXC深 部治療用X線

装置を使用し, 200KVP, 25mA連 続 でCu, A1を

Filterと して用いた.

3. 照射方法: Cu 0.5mm+A1 0.5mmのFilter
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を用い30cm ,の距離より照 射する.か かる場合本装

置においては280r/minの 照射量を有 し,尚HWS

(半価層)はCu 1.21mmで ある.

供試菌は食塩水等に浮游する場合は小試験管に入れ

可及的傾斜せしめ上部より照射する.平 板培養のもの

を照射する場合には寒天培養基層を出来 るだけ厚くし

て培養面 を下にして置 き上部より照射す る.下 面に鉛

板その他を置く場合はそれとの距離を5mm程 度と

して二次線の影響を最大限とする様につとめた.

4. 生菌数決定法:液 体浮游の場合は予め一定濃

度としたものを,普 通寒天平板培養のものは標準白金

耳を用いて正確に一定量掻取 り,生 理的食塩水を用い

て10倍稀釈を105～106程 度行つて寒天平板混合培養を

行つて集落計算 を行い決定 した.

Ⅲ 実 験 成 績

Sal. 57 Sに 対するX線 の生物作用について照射条

件及び被照射条件を種々に変えて観察を行い次の成績

を得た.

1) 液体浮游菌に対するX線 照射の致死効果

先ず液体浮游菌液を作 りこれに対す る照射効果につ

き検討した。即ち供試菌を普通寒天培地に18時間培養

を行つた後に,白金耳にて2mg/ccに なる様に溶媒に

投入し,ガ ラス球拾数個入れた三角コルベンにてよく

振盪後一時間孵卵器に保ち均一の浮游液とせしめ,こ

れを小試験管に2cc宛 分注して, 2000r, 4000r, 6000r,

 8000rの 照射を行つた後,直 ちに10倍 階段稀釈を行つて

生菌数測定を行つた.溶 媒は常用としては生理的食塩

水を用いた,更 に溶媒中の陽 イオンの影響を検討する

ため, M/50燐 酸緩衝液, Mg++添 加(MgSO4M/100

加), Fe++添 加(FeSO4M/100加)等 の実験 を行い図

1の 如き成績を得た.

何れの条件においても,均 等浮游液については生残

率が半対数グラフにて直線的となる.即 ち指数函数型

を示している.但 しMg++イ オンを添 加 した場合は

無照射例においては,無 添加例よりも生菌数の増加を

認め,こ の増加した生菌数を元生菌数として各照射例

の生残率を求めると,生 理的食塩水浮游の場合よりも

やや低い生残率を認めた。

図1　 生菌数に及ぼすX線 照射の効果一液体浮游

菌における媒質変化の影響

Fe++イ オン添加の場合は逆に生菌数が1/10程度に減

少し,得 られた結果が上下に強く変動して一定の曲線

として表わし得なかつた. Fe++イ オンは時 間を経る

と酸化されて褐色を帯び大量の沈澱を生じるため愛動

が激 しいものと考えられる.

二次線を考慮に入れて更にイオン化せざる金属を投

入した場合の実験を行つた.即 ち小片とした銅板,鉛

枚,ク リップ状に曲けた白金線(直 径0.5mm,長 さ

約5cm)を 試験管内に投入しX線 を照射した.し か

し銅,鉛 板においては少量のイオンを生じるためか,

これ等を投入しただけで生菌数は殆んどが0と なり実

験は失敗に帰 した.白 金線の場合においても,対 照例

において10～20%程 度の生菌数の減少を示すが,実 験

は可能であり,表1の 如き成績を得た.(表1)

表1　 生菌数に及ぼすX線 照射の効果一液体浮游

菌に対する白金線投入の影響

即ち2000r照 射において白金投入の場合が致死効果が

大であり, 4000r以 下においては著差が見出し得なか

つた.

次に照射する場合の菌濃度による差異について検討



放射線の細菌に対する生物効果に関する研究(1)　 6725

を加え た. 0/2mg/cc, 2mg/cc, 20mg/ccの 各 菌 液

を作 り8000r照 射 した.照 射 時 菌 量 が10倍 宛 異 るた め

に生 菌数 測 定 時 の 稀釈 度 を異 に して,生 菌 数 比 絞 を便

な ら しめ て成 績 を示 す と表2の 如 くで あ る.

表2　 生菌数に及ぼすX線 照射の効果一液体浮游

菌濃度による差異

尚この際高濃度であると菌が凝集 す る恐 れがあるた

め,照 射後の稀釈に際 してもガラス球を投入して均一

浮游液とする様努めた.菌 濃度は各実験例毎に10倍宛

異るが,生 残率においては著差は見出し得ず略同様で

あつた.

表3　 均一系及び集魂に及ぼすX線 照射の

致死効果

以上の実験においては均一浮游菌液 を作 成する為

に,ガ ラス球の投入,孵 卵器内に小時間保つ等の操作

を加えたが,次 に集魂のままX線 を照射 した場合につ

いての実験を試みた.こ の場合は高濃度で照射を行い

次いで稀釈後生菌数の計算を行 うことは集魂が散一す

るため,目 的上照射時の菌液の作成にあたつては,照

射後すぐに(即 ち段階稀釈を行わずに)生 菌数測定が

可能な菌濃度を作つた.集 魂例は白金耳より浮游せし

めたものを僅かに振盪したのみで照射を行つた.成 績

は表3に 示す如くで集魂形成群の方は生残数がやや高

く現れた.(表3)

2) 普通寒天平糎珀地上菌苔に対するX線 照射の数

死効果

次に普通寒天平板培地上に菌苔として生育した菌に

照射を行い生菌数測定を行つて致死効果を検討した.

菌は大型シャーレを用いた平板培地にコンラージ棒に

て均等に接種し, 37℃, 18時 間培養を行つて均等な

菌苔を作らしめる.照 射時の室温変化には触れず,孵

卵器より取 り出した後,一 時間以上室温に放置して後

X線 の照射を行つた.照 射前には対照として菌の一部

を取 り,そ の後1000r, 2000r, 4000r, 6000r, 8000r

毎に一部を掻き取る.こ の際平板より白金耳で採取す

るための誤差を生じ易いので,菌 苔の湿潤度は極力均

一にし,標 準白金耳で採取する時は5エ ーゼを任意の

各所より取 り稀釈実験に供 した.平 板培地を培養面を

下にして下部を木板 とした場合,二 次線放射体として

の鉛板(よ く磨いたもの)の 場合の各変化につき実験

を行つた.(図2)

図2　 生菌数に及ぼすX線 照射の効果一 平板培地

上菌苔に対する影響

成績はすべてその都度の対照例を1と してこれに対

する生残率を半対数クラフに示した.鉛 板を置かない

で照射した場合の生残率はかなり高 く現われ,大 体指

数函数型の成績が得られた.こ れに反して鉛板を置い

た場合は致死効果が著明に増強され生残曲線は低 く現

われ,し かも指数17γ数型(直 線)と して現われず,や

や下方に凸な彎曲した成績が得られた.

3) 乾燥菌に対するX線 照射の致死効果

以上の実験においては細菌にX線 照射を行う際に浮

游液とした場合,平 板培養基上に菌苔として発育せる

ものに直接とい う二つの場合について行つたが,何 れ

の場合も菌は湿菌のままであ り,大 量の水を含有 して
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いる.一 般に放射線の生物効果には水分の存在が大き

く影響を持つとされている為,こ れを追求する目的で

菌 を乾燥状態とした場合の致死効果につ い て観 察 し

た.実 験方法としては18時間培養菌を集菌して生理的

食塩水の高濃度浮游菌液を作 製し(10mg～20mg/cc)

これを0.5cc宛 小時計皿(何 れも同型 のもの)に 分

注して,直 径2cmに 均一に附 着する様に乾 燥せし

める.乾 燥に当つてはテシケーター中に入れ,場 合に

よつては吸引を行つて乾燥せ しめる.照 射を行 う場合

は木板又は鉛板にふせて置 き上部より照射を行 う.菌

数計算を行 うには対照及び照射菌を一定量の生理的食

塩水に再浮游せしめ,カ ラス球を入れよく振盪して均

等ならしめ稀釈を行つて混合培養を行つた.成 績は図

3に 示す如くである.

図3　 生菌数に及ぼすX線 照射の効果一乾燥菌に

対する効果

図に示される如 くこの場合も菌数計算に際しては誤

差がかなり大であつた.又 対照例が乾燥するとい う条

件によつて発育不能となるもの,単 個菌になりがたい

もの等が考えられるので,一 実験について3個 の対照

を取り平均値をもつて対照群のコロニー数としこれに

対する生残率を示 した.乾 燥菌においては湿菌の場合

に比して致死効果は弱く, 8000rで10～11%程 度の生

残率を認める.し かし下部に鉛板 を置く場合は致死効

果は増強され,8000rで3～4%の 生残率を認めた.

尚各線量による致死曲線は半対数グラフで略直線的に

なることが窺われた.

4) 二次線放射体に関する実験

以上の実験において鉛板又は白金線の存在す る場合

はこれ等二次線放射体が非常に致死効果に影響を与え

る事が判明したので,更 に武田の方法10)に ならつて

各種二次線放射体に対する比較の実験 を行つた. Sa1.

 57 Sの 稀薄浮游液を作成 し,無 照射対照例において

菌苔形成をする程度に可及的均等に接種 し余分の水分

を孵卵器内で除いた後8000r照 射を行つた.照 射時平

板培地下に置く二次放射体を各種とり変えて成績は写

真1～3に 示す如くであつた.

写真1, 2に おいては無照射及び下 部 に木 板,鉛

板,銅 板,ア ルミ板を置いた場合を比較レた.

下部に木板を置いた場合は対照群が菌苔を形成する

のに対して無数の集落形成を行つている.下 部に金属

板を置いた場合を比較すると,鉛 板においては集落は

皆無に等しくなり,銅 板がこれに次ぎ,ア ルミ板の場

合は木板との著差は認め得なかつた.写 真'3において

は鉛板と照射物の間に紙(洋 半紙)を 置いてX線 を照

射した例であるか,こ の場合,鉛 板の効果は全く現わ

れず,木 板の場合と同様の致死効果を示した.

次に二次線放射体に鉛板を選び,こ れと被照射菌と

の距離変化の影響を観察した.写 真4に 示す如く距離

が大になるに従つて致死効果は減少している.

5) X線 照射の細菌の運動性に対する影響

2) において普通寒天平板培養基上に菌苔として発

育 したものに照射を行つて混和培養法によつて生菌数

測定を試みたか,更 に照射直後のSal 57 Sの 運動性

について観察を行つた.即 ち下部に鉛板を置いてX線

照射後室温に2時 間放置し食塩水に浮游せしめて,デ

ッキグラス上に一滴のせ,カ バークラスをかけて顕微

鏡観察を行つた.観 察に当つては液層に一定の厚さか

あるため及び菌 自体に運動性があるため移動し概数し

か得られなかつた.

表中(+)/(+)+(-)に 示す如く対照例 に比して

照射線量の増加に従い運動性のある菌が減少する傾向

が見られる.
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表4　 X線 照射の菌運動性に及ぼす影響

IV 総 括 及 び 考 按

放射線の生物作用に関しては,照 射の結果を実証し

得る現象は種々述べられている.即 ち遺 伝 子 突 然変

異,染 色体切断,細 胞分裂異常,発 生異常,致 死作用

等が多細胞生物,単 細胞生物について生物現象の終点

として報告されているが,そ の照射時の機序つまり始

点については未だに一致がみられない.放 射線の生物

作用に関する総説を著したLea12)に おいてすら標的

説によつて正確に解釈出来る放射線の作用が他にもま

だあると思われるが,充 分な実験的確証がなく,放 射

線の生物作用を標的説に基いて解釈 したら必要以上の

反対が出るため,生 存曲線の型だけに基いて論述する

と断つている.こ れ等の理由に関しては,放 射線の物

理的性質は物理学者により綿密なる実験に基いた理論

が導き出されているが,そ の理論を生物学的にそのま

ま導入するには余りにも複雑不明な点が多い事,又 生

物学者間で多くの実験報告例はあるか,個 人によつて

照射的条件,判 定等に差異があるために,そ れぞれの

結果を詳細に比較しようとすると誤りに導く結論に到

達しがちである等に起因する.

著者は深部治療用X線 発生装置を用い,波 長変化,

温度変化等を省略して細菌に対する生物効果の観察を

行つたが,作 用機序の解明の問題からいえば非常に狭

小な実験である.然 し治療用X線(最 多波長0.12A .)

を用いた事,又 被照射菌としてSal. 57 Sを 用いた事

により,こ の方面の実験範囲を広め,放 射線作用機序

解明の一助となるものと考え,上 記の如き実験 を行つ

た.

X線 は量子として射出される電磁波であるが,波 長

は発生装置の能力によつて0.05～10Aの 広範囲に亘つ

ている.し かもX線 は電磁波そのものが直接生物細胞

に作用するものでなく,エ ネルギー変換を起す時の生

成物が生物作用を現わすと武田10)等 は述 べ て いる

が,こ のエネルギー変換の状態も波長により異る.か

なり長い波長のX線 で照射された組織内でのエネルギ

ー散逸は光電子 として,短 波長のものは幾分光電効果

によつて行われるけれども大部分は第二の機構即ちコ

ンプ トンの反跳電子とコンプ トン電子を生じ,こ れ等

が生物作用を現わすとされている.放 射されたX線 の

最短波長はAで あらわすと,管 電圧のピーク電圧との
む

間にはA=12.4/KVの 関係にあり,更 に最多波長は

最短波長の2倍 の波長を有する為,著 者の使用したX

線は最多波長が0.12Aで あり,二 次電子放射は後者に

属する.し かしこの場合の二次電子は, Leaの 報告を
 

例にとれば0.1AのX線 で組織を照射 した場合は124e

 KVの エネルギーを持つ光電子が幾らかと,更 に0か

ら40e KVの 間のあらゆるエネルギーのコンプ トン電

子が生ずるといわれて,単 色光で得られない所から長

波長のものによる実験より複雑となり数学的解析は困

難となる.更 にX線 の線量を現わす単位は物理的測定

の便宜上単位体積の空気中の吸収エネルギーを表現す

るr単 位(空 気0.Ol2939即 ち標準状態で1cm3当 り

1静 電単位の電荷を運ぶ正負イオンを作り出す線量を

1rと 定義)を もつて表している.著 者の実験におい

ても単なるレントゲン単位を以て線量を表わ したが,

これとても各被照射材料によりエネルギー吸収率は異

る.例 えば生体組織等は同じ程度の放射線に対す る吸

収エネルギーは空気の約1000倍 といわれ,波 長によ

つて異るために正確にエネルギー量を知る事は出来な

い.よ つて著者の得た成績もはこの点よりしてTarget

 areaの 計算等はむつかしいと考えられるが,し かし,

1000,2000,4000,8000rと 照射量の条件 を変える事

によりエネルギー吸収量は比例するもの で あ り,生

残率と照射量の関係は数学的に解析し得ると考えられ

る.又 一定の放射される線量に対する被照射材料の条

件変化による致死効果も相互に比較し得 る もの と考

えられるので,こ の点に関して比較検討を行つた.

X線 の照射量と細菌の生残率との関係に関する文献

的考察を行うと次の如くである.標 的説 に 主 脚 すれ

は,放 射線の荷電粒子が菌体 内 のTarget(Target

の数は問題にならない)に 衝撃を与えて致死変化を起

し,致 死変化を与える数は確率的であり生残曲線は指

数函数的となる.逆 に累積的作用説では,生 体内もし

くは媒質(浮 游溶媒,培 地等)中 に荷電粒子による化

学的変化が起 り,こ の累積により致死効果を来すため

に,生 残曲線はシグモイド型曲線となる.後 者を提示

する人は指数函数型生残曲線に対しては,生 体の抵抗

が非常に否んだ分布をしているために,累 積作用の時

でもかかる曲線が得られると反論している.

著者のSa1. 57 Sに おいて得られた成績をまとめて

みると,指 数函数型に殆んど一致する如き結果を得て
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い る.特 に生理的食塩水に浮游せしめた場合の結果は

その後の生菌数測定の誤差 も少 く,半 対数グラフ上で

は全 く直線 をなした.又 平板培養基上に菌苔 として生

育した菌に対しては,生 菌数測定時にかなり誤差を生

ずるが,数 回行つた実験をすべて元生菌数1に 換算し

て図示すると直線に近似したものではなかろうかと考

えられる。この場合の誤差の多いのは菌体より一定菌

数を取るのが非常に困難であり(実 験には白金耳で集

菌後, 1回 洗滌後光電比色計にて比濁定量も行い確め

た)が 一定 しない事,又 培地成分等に累積型 を説える

人々がいう毒素成分が生ずるかも知れない事によると

考えられ る.

この撹乱因子の中で均一浮游系の点に関しては著者

は均一浮游 とする為にガラス球を入れて振盪を行い,

単個菌とする等の努力を行つたが,完 全に単個菌にな

つているならば放射線によつて死ぬ確率は1～exと

なる.(xは 線量に比例する数である)こ れに反して

微生物がn個 の集塊を作つているならば(n個 の集塊

も一つのコロニーを作 る)一 つの塊中の菌が全部死ぬ

確率は(1-ex)ｰと なりコロニーを 作 る塊は1-

(1-eX)nと なりシグモイド型になる12).

著者が菌液調整の際に強い振邊を加えないで行つた

実験成績で同線量照射で本実験のものより生残率が高

いのはこのためと考えられる.又Sal. 57 Rを 用い

た実験を著者18)が 行つた成緕 ではSal 57 Rの 場合

は生残曲線がきれいに得られず しかもSal. 57 Sよ

りやや生残率が高 く現われる傾向があるのは両菌型の

抵抗性の差異よりもSal. 57 Rの 塩類等 に よる自然

凝集性に起因するのではないかと思考する.

図4　 被照射菌条件による致死効果の総括比較を比較

照射時の菌体側の条件による差異であるが,著 者の

行つた範囲では乾燥菌,生理的食塩水浮游,平 板培養基

上菌苔の三法を行つた.こ れ等の照射条件の相互関係

検討する為に総括図示すると図4の如 くである.

相互に比較する事は互に誤差因子が大なるために正

確には比較し得ないが,生 残率は乾燥菌,生 理的食塩

水浮游,平 板培養基上菌苔の順であつた.乾 燥菌にお

いて致死効果の小なるのはWeiss14), Pale15) 16)の

述べる水分子が放射線により分解されてFree radi

cal H2O2等 が生体に作用する事が大きく差引かれる

ためであろ うと考えられる.生 理的食塩水と平板培養

基上菌苔間の比較で後者がやや致死効果が大であるの

は,エ ネルギー吸収率による差異,毒 性物質の蓄積,

又照射物の下部におかれた木板よりの二次線(殆 んど

効果はないと考えられるが)等 が考えられるが何れか

は結論し難い.

毒性物質に関しては教室茎田13)が ブイヨン菌体内

に存在を想定して培養時添加を行つたが,発 育抑制効

果は認められなかつた.し かしこれとても否定はし難

く培養基内に短時間のみ累積するものであればこの実

験では発見し得ない点を指摘しておく.

次に二次線放射体の効果に関しては既に多 くの詳細

な実験に接することが出来 るGauss17) Hernaman

18)等 の研究では 金属或は金属塩より発する二次線は

生物作用が極めて強い事ま多細胞生活体について,又

武田10)は 緑膿菌を用いて詳細な実験を行い一次線放

射体より発する二次線の生物作用は高原子価物質より

発するもの程大であると報告している.

著者は菌体浮游液中に金属イオンを添加した実験を

行つたが,こ の場合の添加イオンそのものの菌体に及

ぼす作用が大であるために質的,量 的制 限 を受け,

 Mg++及 びFe++の 少量 添 加を行つたが大差は認め

られずClaus(1933)がmedium中 の塩 類 特に重

金属の存在でX線 の作用が増強されるという成績は得

られなかつた。これに反 して浮游液中に自金線投入を

行つた場合は均等に効果を与えない点はあるが,そ れ

よりの二次線の作用が影響することは窺われた.平 板

培養上菌苔に照射する場合下面に金属板を置いた効果

は非常に著明であつた.即 ち鉛板 を置 い て(距 離5

mm)照 射後の菌数計算では著しい生残率の減少をみ

た.下 面におく金属板の差異は武田10)の 方法になら

つて鉛,銅,ア ルミニュウムをおいて対照と比較した

が,効 果はPb＞Cu＞A1＞ 対照の順であ りこれは原

子量と全 く一致 している.

鉛板を下部において照射 し生菌数測定を行つた実験

で生残曲線グラフで直線 とならず下に凸な曲線を画い

ている.こ れの理由としては鉛板より放射される二次

線の透過性が関係するものと考えられる.二 次線の透
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過性に関しては武田10)も 指摘 している如 く非常に弱

いものであり,著 者の実験でも鉛板上に紙 を挿 入 し

ただけで二次線の効果は殆んど失われる成績 を得てい

る.そ の上菌苔 として発育している菌は可及的薄 くし

てあるが,一 定の厚さはまぬかれ得ず,表 面存在菌が

二次線により特異的に死滅していき,確 率的効果より

ずれるため,か かる結果が得られたものと思考する。

次にSaL 57 Sに 対するX線 の平均致死線量(ML

D)を 図より算定す る,X線 照射効果が確率的である為

生残菌数をe-1.即 ち生残菌数を元の量の37%に 減少

せしめるX線 量をレン トゲン単位で示すと,乾 燥状態

照射で4000r,液 体浮游状態照射時で3000r,平 板

培養基上菌苔照射で2300rの 価 を得る. Sal. 57 Sに

ついてのMLDを 示 した報告に接し得ないため,こ れ

と略感受性の点で類似 していると思われるE. coliに
む

つ い て しか も著 者 の 使 用 したX線 が 最 多 波 長0.12Aで

あ るので これ と比 較 し得 る もの を挙 げ る と, Wyckoff

3)が 波 長0 .56Aに て4200r. Zirkle19)が 波 長0.3A
む

に て3900r, Lea20)等 が 波 長0.15Aに て6000r,
む

Fram等 が波長0.1Aに て2000rと なる.こ れ等の実

験は多くは液体浮游状態にて照射を行つているのであ

るが,著 者の場合に同状態で得た3000r MLD(総 て

の照射方法よりみて2000～4000r)は 妥当な価と考え

られSa1. 57 Sの 感受性はE. coliと 大差ないもの

と考えられる.

以上の実験において生残率を求める場合,死 の標準

を裸眼又は低倍率の拡大の程度で見られる様なコロニ

ーを作り得ないと云う事においている.し からば照射

直後の菌においては如何なる変化がおきているかとい

う点であるが,こ れ等に関する報告はBruynoghe22)

によれば照射後の細菌は依然運動性を有するとい う報

告, Lea等23)に よるE. coliの 照射菌の多くは発育

(分裂ではなく菌体の大きさの増大)は 行われるが,

その後の分裂に際して遺伝的機構の障害のために死の

機転をとるとい う報告がある.総 括すれば照射致死効

果は必ずしも即効的でなく分裂に際して死の機転をと

るという事になり,細 菌の即死を起さしめるには更に

大量のエネルギーを必要とする事になる.

著者がSa1. 57 Sに 照射を行つた後に運動性 を観察

した結果は対照に比してやや非運動菌が増加している

成績が得られた.こ れは致死率と比較すれば問題にな

らぬ程少いが,照 射時表面に存在す る菌が強い爆射を

受けて一部運動性を失つた菌があるのではないかと考

えられる.

V 結 論

X線 の生物効果の一端を窺 う目的をもつてSal. 57

 Sを 供試菌として,こ れに対する照射条件(被 照射菌

の条件及び二次線放射体の条件)線 量変化による致死

効果を生菌数測定法に主眼を置いて観察し次の結果を

得た.

1. 液体浮游菌に対して照射を行つた場合,生 残曲

線は指数曲線となる.こ の場合の溶媒 として生理的食

塩水,燐 酸緩衝液, Fe++添 加生理的食塩水, Mg++

加生理的食塩水等を用いたが,こ れ等相互間に於いて

生残率に有意の差は見出し得なかつた.又 白金線 を投

入した場合はやや生残率が低下する傾向を得た.

2. X線 照射時の液体浮游菌液の濃度の差異による

と,生 残率は全く認められない.又 菌液調整に当つて

均一浮游群と集塊形成群とを比較 した場合は後者に於

いて高い生残率を認めた.

3. 普通寒天平板培地上に発育 した菌苔に対する致

死効果を検討したが,こ の場合も生残率は指数曲線型

となる.

この場合二次線放射体 として鉛板を用いると致死効

果は著明に増大し,又 生残曲線は半対数クラフ上で下

に凸な曲線 として得 られた.

4. 乾燥菌に対する致死効果は湿菌の場合に比して

弱く,又 二次線放射体として鉛板を用いると致死効果

は増強される.

5. 二次線放射体に対する検討を普通寒天平板培地

上発育度により行つたが,著 者の行つた実験範囲内で

は鉛＞銅＞アルミニウム＞木板の順に効果大で,原 子

量の順位と同じであつた.又 二次線放射体より発する

二次線は紙によつても容易にさえぎられ,飛 程距離を

大にすると効果は著明に減少する.

6. X線 照射直後のSal. 57 Sの 運動性について検

討し,や や非運動性の菌が増加する傾向を認めた.

稿を終るに臨み終始御懇篤なる御指導と御校閲を賜

つた恩師村上教授と,実 験に当り御助言を戴いた放射

線科武田教授,山 本助教教に深堪の謝意を表 す と共

に,微 生物学教室森淳子嬢,放 射線科松島紀志夫,今

田綾子両氏の御援助に対 し厚 く感謝の意を表します.
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写真1　 下部二次線放射体の影響(1) 写真2　 下部二次線放射体の影(2)
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写真3　 下部二次線放射体の影響(3)写 真4　 下部二次線放射体よりの距離による影響
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Studies on Biological Effect of Radiation on Bacteria

Part I

On Lethal Effect of X-ray Radiation on Sal 57 S

By

Yasuhiro KANEMASA

Department of Microbiology, Okayam University Medical School

(Director: Prof. Sakae MURAKAMI)

Using Sal 57 S as test organism, the author studied biological effect of x-ray radiation by 

observing the lethal effect under various conditions, in which the state of the organism at 

irradiation, the properties of the material that gives secondary ray and the dosis of radiation 

were studied in different combinations. The lethal effect mentioned above was measured 

by enumeration of surviving cells and the following results were obtained.

1) The surviving curve obtained by the irradiation on cell suspension of the microorga

nisms could be represented in an exponential curve. In this study, several kinds of solutions 

were examined using as the liquid media of the bacterial suspension, i. e. normal saline, 

phosphate buffer, Fe++ added normal saline and Mg++ added normal saline. The survival 
rates obtained on each suspension were not different to a significant degree. However, the 

survival rate was somewhat decreased at the examination on the suspension into which 

platine wire was submerged.

2) The survival rates obtained by the x-ray irradiation on cell suspensions in different 

concentrations were quite the same on either suspensions. However, in comparative study 

between the irradiation on a homogeneous cell suspension, and that on unhomogeneous cell 

suspension, the later showed a higher survival rate. 

   3) The surviving curve obtained by the irradiation on a spreaded growth on the entire 

surface of nutrient agar was also repesentable by exponential curve. An application of lead 

plate as the material which gives secondary ray showed prominient reinforcement of lethal 

effect. The surviving curve vas deviated from the original curve to a downward concaved 

curve on semi-log co-ordinates. 

   4) The lethal effect to dry cells was inferior than that to wet cells and also the effect 

was reinforced by an application of lead plate as material which gives secondary ray. 

   5) The reinforcement of lethal effect by secondary ray was studied using several 

materials as the emitter for secondary ray. In this study the effect was determined by means 

of the growth observed on nutrient agar plate. As the result of this study, the effect of 

reinforcement came in following order Pb, Cu, Al then wooden plate ; this order was the 

same as atomic numbers. The scondary ray could be easily intercepted even by a sheet of 

paper, acordingly, the lethal effect by the secondary ray was markedly decreased as an 
increase of the distance between the emitter and the surface of madia.


