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Ⅰ 緒 論

著者はSal. 57 Sを 供試菌として第1編 に於いてX

線の致死効果に就いて検討し,第2編 に於いてX線 照

射の酵素系に及ぼす影響を生化学的に追求し興味ある

知見を得た.

この度は同じくSal. 57 Sを 供試菌 としてX線 照

射後の形態的変化を観察せんとした.

放射線照射による生細胞の形態学的変化は,ウ ニ受

精卵,植 物の根細胞等に就いて分裂遅滞,有 糸分裂異

常等の多くの報告があり,1) 2) 8)細 菌関係ではLea,

 Haines, Coulson等4)が 大腸菌に γ線の連続照射を

行つた場合異常に長い細菌 を認め, Haberman等5)

はX線 照射を受けたブ ドウ球菌に於いてStreptococ

cuslikeの 分裂を認め,又 本邦においては三好等が大

腸菌,パ ラチフスB菌,ア ノイリナーゼ菌でP82の β

線の影響による長大な菌を認めてい る.

しかしこれ等の実験は光学顕微鏡により形態観察を

行つているものであるため,微 細に亘つては論じられ

ていない.依 つて著者は電子顕微鏡 を使用する事によ

り,X線 照射菌の形態変化を観察し次の所見を得た.

Ⅱ 実験材料及 び実験 方法

供試菌:当 教室保存のSal. 57 Sを 用い,常 法に

従つて数代継代して純化を計つた後供試 した.

X線 発生装置:東 芝製KXC18型 深部治療用X線 装

置を使用し,2000KVP25mA連 続で,照 射に当つて

はCu 0.5mm+Al 0.5mmのFilterを 使用し30cm

の距離にて照射を行 う.こ の場合照射量は280r/min

でHWSはCu1.21mmで ある.

照射方法:供 試菌は普通寒天培地に5時 間培養を行

つて小コロニーとして発育したものをそのまま用い,

第1編 に於いて生物効果の最もよく見られた方法即ち

鉛板上にふせて置 き上方より照射を行つた.

尚対照例は,照 射例と同様5時 間培養せるものを照

射を行わず,室 温に放置しておく.

2〕 の実験 を行う場合は上記の操作後,再 び一定時

間孵卵器に入れincubateを 行つた.

電子顕微鏡観察法:電 子顕微鏡試料作製法は,平 板

培地上に発育 した菌を小白金耳で少量釣菌し,カ ラス

板上で蒸溜水を用いて適度に稀釈した後にメッシュに

張つたコロジウム膜上に載せて自然乾燥する.か くし

て出来た試料をCr-shadowingを 行つて電子顕微鏡

で鏡検した.

使用電子顕微鏡は日立製作所製HV-10型 電子顕微

鏡であり,撮 影に当つては加速電圧50～75KV,電

子電流100μAで ある.
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田 実 験 成 績

1〕X線 照射直後の形態に就いて

普通寒天平板培地に5時 間培養を行い,小 集落を認

めるに至った菌を供試し,照 射方法に述べる如くその

まま, 2000r照 射を行い,直 ちに試料を作製し観察を

行つた.写 真1, 2は 無照射対照例を示し,写 真3,

 4は 被照射例を示す.写 真3, 4は 対照に比較 してな

んら変化は認められず,幅,長 さの関係においても正

常像を示し,細 胞質は一様に均一である.又 分裂像に

於いても正常細菌に認められる像と全く同じで細胞壁

に くびれを生じ原形質の分離移行形が明瞭に認め られ

る.(写 真4)鞭 毛は人工操作によつて遊離する事が

多い為,正 確には論じ得ないが,多 数観察した結果で

は別に変化は認められない様であつた.

次に8000rの 大量照射を行つて形態的変化の有無を

観察 し写真5.6を 得た.こ れによると菌体の一部が

電子線透過性 を増 し,そ の部では細胞質が粗大顆粒状

を呈するか,又 細胞質が収縮し細胞壁と遊離した形を

示すものがあつたが,巾:長 さの比,分 裂像等では正

常菌と同じ所見を得た.

2〕 X線 照射後短時間培養を行つた場合の形態的変

化に就いて

1〕 の場合と同様普通寒天平板培地に5時 間培養を

行つたものに, X線 の2000r照 射を行い,そ の後再び

孵卵器に戻して培養を行 う.照 射後の培養時間を2時

間, 3時 間, 5時 間を選んで小集落より試料 を作製し

て観察を行う.別 に対照例として,照 射のみ を除外し

て他は全く同様の操作を行つたものについて観察を行

つた.

写真9～12はX線 照射後2時 間培養菌を示し,写 真

7, 8は これに対する対照菌を示す.対 照例において

は正確に一方方向に分裂した証拠を残して居 り,分 裂

過程を追うと細胞壁にくびれを生じ,次 第に細胞質は

左右に徐々にひつばられるように遊離して行き,遂 に

は隔壁を生じて(恐 らく内部ではTransverse cell

 wallが 形成されたものと考えられ る)連 絡を断つに至

る.

これに対して照射例においては写真9, 10, 11に示

す如 く大なる菌を多数認める.対 照菌に於いて は 巾

0.5～0.8μ.長 さ1.5～3.5μ の範囲に留るものが殆ん

どであるのに対して,照 射菌においては巾が1～2μ

長 さにおいては10μ を越えるものが多数認められる.

中には25～30μ に及ぶものも認められた.結 局照射菌

においては巾もやや増大す る事はあるが,長 さは著明

に増大している.こ れ等増大した菌において菌体の所

々に電子密度の低い部分が出現している(写真9,10).

この電子密度の低い部分は2～4μ の間隔をもって

現れ,こ の部分では細胞質が減少しているかの如き感

を受ける.尚 その他の場所の細胞質は電子密度の高い

均等な像 として得 られてい る.し かし写真11において

見 られ る如く,長 大な菌ではあるが,電 子密度の低い

部分の認められない菌が少数あ ることを幾多の観察よ

り捕えた。又一部の菌においては菌全体に電子密度が

低下し,細 胞質が全 く認められない空虚な菌が存在し

た.な お写真12に 示す如き対照菌と全く変らず分裂の

過程を正常に行つている菌も少数ながら認められる.

次に照射後3時 間培養を行つた菌に就いて観察を行

い写真16～20に その所見を示し,こ れに対す る対照菌

を写真13～15に 示した.

対照菌においては全 く正常な形態を示しており,時

に写真15に 見られる如き,や や長い菌 も認められる

が,そ の分裂像においては細胞壁に くびれを生じ細胞

質は両側に分れて遂には隔壁を生ずる.こ れに対して

照射菌においては培養2時 間目のものと同様,長 大な

菌を認める.(多 数観察した結果では長大な菌の分布

が2時 間培養のものに比し更に増加しているものの如

くである).又 菌体の所々に見られ る電子密度の低下

した部分の延長が認められ,そ の中に粗大顆粒状構造

が認められる(写真17, 18).又 菌体周囲特に電子密度

の低い部分の周囲はやや不明瞭になつ てい る(写 真

18, 19).電 子密度の低い部分は遂には殆んど連 絡 が

断たれ,僅 か膜様構造物(恐 らく細胞壁と考えられ

る)の みにて連がつている像となる(写 真19, 20).

又菌体を横断する事なく菌体の一部に虫喰い状に電子

密度の低い部分を認める事もあつた(写 真19).

長大な菌の一端に正常に分裂した像を認める事があ

るが,こ の分裂は照射前に行われていたものか,照 射

後に分裂 したものかは判明し得なかつた(写真16, 17).

更に照射後5時 間培養を行つた菌において得た所見

は写真23～25に 示し,そ れに対する対照例は写真21,

 22に示す如 くである.対 照例においては異常大の菌体

は認められず,細 胞質部分にも大した変化が認められ

ないか,時 に少数の陳旧化した菌が認められる程度で

ある.こ れに対 して照射菌においては多数陳旧化した

像を認め細胞質は中央に向つて収縮される事 が ひ ど

く,細 胞膜のみはその周囲に元の形を保有 して い る

(写真23, 24).又 写真25に 示す如き細胞質が均一な

像を失つて粗大顆粒状 となつて細胞質の中に散在して

いる像が認められた(写 真25).

写真26, 27に示す像は照射後培養した菌体にあらわ
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れる電子密度の低い部分の拡大像であるが,細 胞質の

均質性が失われているか,又 は細胞質が欠除して粗大

顆粒が散見される.し かしこの部分に正常分裂像に見

られる如きくびれ隔壁等に匹敵するものは全く認めら

れない.

3〕 X線 照射後冷蔵庫に放置せる菌の形態に就いて

1) の場合と同様に2000r照 射を行つたSal. 57 S

をそのまま冷蔵庫に入れ2日 間放置後電子顕微鏡観察

を行つた.写 真28～30は 無照射例を同様放置せるもの

であり.写 真31～35はX線 照射例における像である.

照射例は対照例に比べて細胞質の均一像が失われて粗

大顆粒状になるものが認められる(写 真31,32).更

に強 く変化すると顆粒状物は孤立し,菌 体内に散在し

て認められる(写 真33, 34).又 一部には菌体内が空

虚になつた像も認められた(写 真35).

IV 総括 及 び 考 按

著者は照射後の生物効果の一端 として第1編 に於い

てX線 のSal. 57 Sに 及ぼす致死効果及び第2編 に

おいてSal. 57 Sの 酵素系に及ぼす影響を観察した

が,こ れ等の 一連の実験としてX線 照射によるSal.

 57 Sの 形態的変化 を観察した.

照射方法は既述の如く普通寒天平板培地上に発育し

た小コロニーに照射を行つたのであるが, 2000rの 照

射,一 部8000rの 照射を行つた.第1編 に於いて得た

結果ではこの照射法では2000rで5%, 8000rで0.2

%の 生残率を認めるのみで強い致死効果を与える.し

かし直後の菌の運動性に及ぼす作用及び第2編 に於い

て酵素系に及ぼす影響は,ブ ドー糖,焦 性ブ ドー酸を

基質とした場合においても阻害度は50%に 及ばず,直

接作用の少い事が知られた.そ もそも致死効果を判定

する場合,通 常照射した細菌が再培養によつて裸眼又

は低倍率の拡大の程度で見られる様なコロニーを作り

得ない事を以て死の規準としており,即 ち照射による

細菌の死は必ずしも即効的ではない.

著者が形態学的に観察した結果に於いても菌体の変

化は認められない.即 ち照射後操作を加えない限 り形

態に変化は及ぼさない.

但し8000rに おいて,や や細胞質が収縮し均一性を

失なつた如き変化を認めるが,考 えられる事は強い照

射によつて細胞壁等に変化を生じ,水 溶性のものが徐

々に流出するか,又 試料作製にあたつての人工操作に

よる変化が考えられるが,何 れかは判明しなかつた.

然しX線 照射後一定時間incubateを 行 うと形態

学的に著明な変化を認めた.即 ち正常菌に比べて非常

に長大な菌を認め,培 養時間を延長すると(特 に2時

間培養より3時 間培養に於いて)正 常菌の10倍以上に

も達する菌が出現する.

既にLea等4)が 大腸菌において γ線の照射を行 う

と長い菌の総和は著明に増大する事を統計的に示して

照射をうけた菌は照射後も発育を行 うが,そ の子孫は

増殖できない事を述べて居り,又 三好等tl)が大腸菌,

パラチフスB菌,ア ノイリナーゼ菌でP82の β線によ

つて長大な菌が出現する事を光学顕微鏡で認めている

が,著 者の得た成績はこれ等と一致する.

著者は又これら長大な菌の所々に電子密度の低い部

分を認め,こ の部分は細胞質が両側に分れ細胞壁のみ

が存在す る如き像で,そ の中に特種な構造物は認めら

れない.し かもこの個所は長大な菌体中で間隔は大体

2μ～4μ程度で,正 常菌の大きさ若 しくはこれよりや

や長い間隔であ り,培 養時間の延長と共にこの部分は

更に明瞭となつて来,又 この部分が延長する.こ れ等

の像は照射された菌が発育はするが分裂は起 らないと

言う事に起因するものと考えられ,正 常菌ならば恐ら

くはこの電子密度の低い部分に一致して分裂を生ず る

ものと考えられる.即 ち照射菌においては細胞質は両

側に分離するが,細 胞壁にくびれを生 じTransverse

 cell wall等 が生成されると言う正常な分裂過程が障

害を受けているものと考えられ る.

三好等6)が 大腸菌,パ ラチフスB菌,ア ノイリナー

ゼ菌等でβ線の影響により得た長大な菌に位相差顕微

鏡で明るい部 分が 縞 様 に認め られ ると報告している

が,こ れと同じものであろうと考えられる.又教室林7)

がオーレオマイシン耐性大腸菌に長大な菌を認め,そ

の菌体中に明るい切れ目を認めているが,こ れともか

なり似た像である.

X線 照射により核酸中ではRNAは その合成があま

り阻害されないが,DNAが 強 く阻害され る事も判つ

ており8)又このDNAは 細菌の分裂増殖に重要な要因

となつている. DNAの 合成阻害のためかか る長大な

菌が得られるのではないかと考えられ,更 にはもつと

根本的な遺伝的機構からの分裂への命令系統の障害に

よつてこの様な現象が現れるものと考えられ る.更 に

写真で細胞質にかなりの変化が見られ,又 ぬけ殼状に

なつたものも認め ら れ た が,こ れは一定度菌体が増

大した後に分裂不能な為に死の機転をとり,か く変化

したものと考えられる.以 上の如く著者の行つた照射

後培養による形態観察においてもX線 による細菌の死

は即効的でない事が判 り,照 射後発育を行つた 後 に

(中には照射障害が強 くて全 く発育不能のものがある
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と考えられるが)死 の機転を取 る.し かし写真16に 見

る如くきれいな分裂像を一部に認める事があり,こ の

像が照射前のものか照射後のものか既述の如 く判明し

ないが,分 裂像のある両側の菌に分裂異常の像(電 子

密度の低い部分)を 認める事等 より,照 射後に起きた

ものとすればLuria,9), Robinow10)等 が放射線に

よつて殺された筈の細菌を培養基に植えると1～2回

分裂する事がある事を報告しているが,或 いはかかる

現象の現れかと考えられ る.

更に照射後の菌を冷蔵庫に2日 保存を行つた場合の

像においては対照に比 して細胞質がかな り変化したも

のが認められるが,照 射によつて,い ずれは死の機転

をとる菌において照射障害によつて細胞質が変性 を来

すか,或 いは菌体表面構造が変性して透過性が増して

可溶性部分が游出した後に顆粒状構造の残存が見られ

るのてはないかと思考する.

V 結 論

著者はSal. 57 Sを 供試菌として,X線 照射(2000

r一 部8000r照 射)を 行い,照 射による細菌形態に及

ぼす影響を電子顕微鏡により観察し次の結果を得た.

1X線 照射を行つた直俊においては殆んど形態的

変化を認めない.

2X線 照射を行つた後, 2時 間, 3時 間, 5時 間

培養を行うと著しく長大な菌 を多数認めた.

3長 大な菌の菌体の所々に電子密度の低い部分を

認めた.こ の部分は正常な細菌の長さと同じか又はや

や大な る間隔を有し,し かも培養時間を延長すると電

子密度の低い部分は更に明瞭になつて来,広 さを増 し

て来る.

4照 射後培養を行つた菌においては内部構造が均

一性 を失い顆粒状乃至はぬけ殻状となつたものを認め

た.

5照 射後2日 間冷蔵庫保存したものにおいては一

部細胞質が均一性を失い顆粒状又はぬけ殻状のものを

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に深甚の謝意を表すと共に,実 験

に際 し御援助下さつた微生物教室森淳子嬢,電 子顕微

鏡室林信夫氏に厚 く感謝の意を表します.

写 真 説 明

写真　 1～2

正常菌(写 真3～6に 対する対照)

写真　 3～4

2000r照 射直後の菌

写真　 5～6

8000r照 射直後の菌

写真　 7～8

2時 間培養菌(写 真9～12に 対する対照)

写真　 9～12

2000r照 射後2時 間培養菌

写真　 13～15

3時 間培養菌(写 真16～20に 対する対照)

写真　 16～20

2000r照 射後3時 間培養菌

写真　 21～22

5時 間培養菌(写 真23～25に 対する対照)

写真　23～25

2000r照 射後5時 間培養菌

写真　26

2000r照 射後2時 間培養菌の電子密度低き部分の拡

大像

写真　 27

2000r照 射後3時 間培養菌の電子密度低き部分の拡

大像

写真　28～30

無照射正常菌 を2日 間冷蔵庫保存せるもの

写真　31～35

2000r照 射菌を2日 間冷蔵庫保存せるもの
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Studies on Biological Effect of Radiation on Bacteria

Part ‡V

On Effect of X-ray Radiation on Morphology of Sal. 57 S

By

Yasuhiro KANEMASA

Department of Microbiology, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Sakae MURAKAMI)

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

morphology of bacteria by means of electron microscope. The dosis given to the micro

organism was 2,000r or 8,000r. The following results were obtained.

1) The morphology of the cells was kept almost normal as just after the irradiation.

2) Prominiently elongated bacteria were found on succeeding cultures of 2, 3 and 5 hrs 

after the irradiation.

3) There were found some regions that had a low electron density on elongated cell. The 

distances between the regions were almost normal cell size or somewhat exceeded on its size. 

With the lapse of cultivation time the region became more distinctive and wider.

4) The bacterial cells cultured following after the irradiation were lost its homogeneous

ness in part and revealed granule-like structure in its interior and in the sever case the 

body of cell turned to be a exuviae form.

5) As was found on the cultured cells mentioned above, the identical facts was observed 

by the bacterial cells stocked in refrigerator for 2 days following after the irradiation.
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