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　　　Phototoxic　effects　of　eleven　xanthene　dyes　were　evaluated　oII　mitotic　ce11s　of　human　skin

ceH　line（XX－male），　with　colony－forming　abilities．　The　cells　were　incubated　with　dアes　in　Hallks＿

Wallace　salt　solution，　and　irradiated　with　deluxe　type且uorescent　lamps（Tc嵩5000　K，　Ra＝98）．

Phototoxic　effects　of　these　dyes　were　arranged　in　the　follQwing　order：r◎se　bengal＞phloxine

B＞erythrosine　B壷erythrosine　Y幸4．5－dibromo伽orescene　Na＞eosine　IB÷eosine　Y＞rhodamine

B＞2，7－dichlorofluorescene　Na÷fluorescene　Na．　Acid　red　showed　Iittle　effect　under　this　condition．

Action　spectrum　of　phototoxicity　of　these　dyes　agreed　with　maximum　absorption　wavelength

of　visible　range　of　each　dye，　and　other　wavelengthes　betwee且300－60011m　were　less　effective．

On　the　contrary，　when　292　nm　UV　was　irradiated　with　phloxine　B　and　erythrosine　Y，　the　cells．

were　protected．　Relations　between　cell　stages　and　sensitivity　to　phototoxicity　of　dyes（rose

bengal，　phloxine　B　and　erythrosine　Y）were　examined　with　synchronously　cultured　cdlls．　Cells

were　most　sensitive　i血early　S　phase，　a　little　more　sensitive　iロM，　aud　less　se且sitive　in　Gl

and　middle　S　to　G2．　The　order　of　cytotoxic　effects　of　these　dyes　without　irradiation　were　as

follows：rose　bengal＞phloxine　B傘rhodamine　B．　Other　dyes　showed　little　effects　at　the　concen－

tration　of　10一8M，　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication；March　14，1981）

Key　words；光毒性（phototoxicity）

　　　　　　　　　　キサンテン系色素（xanthene　dyes）

　　　　　　　　　　同調培養（synchronized　culture）

　　　　　　　　　　JTC－17
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るchlorothiazide3）18）およびquinethazone24），
　　　　　　　　　　　1序　　　　　抗、ス。，ソ剤であるdiph，。hyd，ami。。・5），サン

　光照射なしには生体に何ら影響を及ぼさないある濃　　スクリーソ剤であるglyceryl　p－aminobenzoate26）

度の化学物質が，光線照射によりその濃度でも生体に　　27），人エ甘味料であるcyclamate28），抗マラリア剤

影響を及ぼす現象の研究は，おそらく1900年にさかの　　のquinoline　methano129），抗生物質であるtetra・

ぼる。Raab1）は，　acridine　orangeが，可視光線　　cycline3），　chlortetracycline30）31），　demethy1・

の照射を伴った場合のみ，ゾウリムシを殺すが，暗室　　chlortetracyclinei8）20）32），　griseofulvin33），抗菌剤

内ではこの作用を現さないと報告している。これが化　　であるsulfanilamide34）35），　fenticlor36），　bithio・

学物質の光毒性（Phototoxicity）に関してのおそら　　no13）9）37）38），　hexachlorophene38）39），　monobromo一

く最初の報告である。この方面の知見が進むにっれ，　　monochloro－36），　dibromo－38）－40），　tribromo－36）38）

光感作物質（photosensitizing　substance）である　　39）41），　tetrabromo－38）39），　tetrachloro－salicyl－

acridine　qrangeの作用が発現するには，分子状酸　　anilide39）42）43）などのsalicylanilides，そしてtric・

素の消費を必要とすることが判明し，物理学的には広　　hlorocarbanilide39）44）45）などが報告されている。こ

義の光毒性作用（Phototoxic　action）のなかに，さ　　れらのうち，光毒性物質として報告されているのは

らに酸素を必要とする光力学作用（photodynamic　　pitchやtarおよびその成分，　furocoumarine類，

action）が組み込まれ，区別されるようになった。そ　　色素類，　Porphyrin類，　tetracycline類であり，光

して光感作物質が皮膚に招来する種々の病的プロセス　　アレルギーの抗原性物質と報告されているのはchlo・

のメカニズムは，皮膚科学的には光毒性反性（photo－　　rPromazine，　chlordiazepoxide，　quinethazone，

toxic　reaction）と光アレルギー反応（photoallergic　　salicylanilides，　carbanilide，その他のpheno1系

reaction）に分けられる2）。　　　　　　　　　　　　抗菌剤，　cyclamate，　diphenhydramine，　griseo．

　光毒性反応とは，充分最の光感作物質の皮膚組織内　　fulvin　などである。さらに光毒性および光アレルギ

の存在と，その励起波長を含む光線の充分墨の照射に　　一の両反応を生ずる物質として　sulfonamide，　p一

より，皮膚に炎症反応を生じる場合をいう。　　　　　　amino　benzoic　acidのエステル，　chlorthiazide，

　光アレルギー反応とは，化学物質が光エネルギーを　　promethazineなどが報告されている。ただしこれ

得てはじめて航原化し，アレルギー反応を生体に誘導　　　らのメカニズムの区分は，いちいちの物質において必

して炎症反応を生じる場合をいい，広義のアレルギー　　ずしも確定されているとはいえない46）47）。

反応のカテゴリーに含められる。　　　　　　　　　　　上記の物質のうち，xanthene系色素とは，分子内

　光毒性反応は前記の条件を満足すればおおむね個体　　にxanthene構造をもつ色素をいう。この色素は食

差なく現れるが，光アレルギー反応は他の免疫と同じ　　品，医薬品錠剤や香粧品などに広く用いられてきた。

くすべての個体に現れるとは限らない。　　　　　　　　しかし光毒性の報告が漸増し，われわれの注目をあび

　報告されている光感作物質は実に多岐にわたり，代　ている。Xanthene系色素のヒト皮膚への光毒性作

表的なものを以下に列挙する。Pitchやtar中に含　　用について，塩原と小西48）はrose　bengalを皮内注

まれるacridine，　anthracene，　phenanthreneな　　射後，本色素の可視部最大吸光波長域を含む可視光線

ど3）－5），8＿methoxy　psoralen，4．5’，8－trimethy1一　　照射により強い浮腫性紅斑と癌痒が発生することを報

psoralenなどのfurocoumarin類6）7），　bergamot　　告した。またMorikawa　ら49）はrose　benga1，

oi1，　lime　oil，1emon　oi1などの精汕類8）9），　rose　　eosine　Y，　dibromofiuoresceinを家兎に皮内注射，

benga1，　eosine　などの　xanthene　系色素や　　　またはabradeないしscratch　した皮膚に塗布し，

methylene　blue，　trypan　blueなどの色素類9）10），　　400～600nmの可視光線を照射して光毒性反応を導入

pheophorbide11）12），　hematoporphyrin13）需15）など　　し，そしてeosine　Yの可視部作用波長は最大吸光波

のporphyrin類，　phenothlazineユ6）およびその誘　　長である525nmと一致したと報告している。

導体であるchlorpromazine16）－20），　prochlorpera一　　　著者らはヒト皮膚由来培養細胞株を用いて，ヒト皮

zine20），　thioridazine19），　Promethazine21）22）など　　膚への化学物質の一次刺激性をin　vitroでしらべ，

の抗ヒスタミン，制吐および精神安定剤，同じく精神　　界面活性剤のヒト皮膚由来細胞株への障害性効果と実

安定剤であるchlordiazepoxide23），降圧利尿剤であ　　験動物皮膚への障害性効果がよく相関すること50）51），
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一部のxanthene系色素を用い，それらの光毒性作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H　実験材料および方法
用のチェックに用い得ること52），また同調培養した

同細胞株の紫外線に対する感受性が細胞周期の段階　　　A　色素

（ce11　stages　of　generation　cycle）によって変動　　　用いた11種xantllene系色素の詳細をTable　1に

すること53）などを研究，発表してきた。　　　　　　　示す。滅菌はSartorius社0．2μmembrane且lter

　本報では，同じ培養細胞株のM期細胞（分裂期細胞）　　を用いた加圧濾過滅菌によった。また特別な精製はお

を用い，11種のxanthene系色素の光毒性作用に関　　こなわなかった。

して，そのスクリーニング方法，化学構造との関係，　　　B　培養細胞株

主作用波長および同調培養をおこなっての細胞周期各　　　XX－rnaleヒト健常皮膚由来培養細胞株（JTC－17）

段階の感受性変動などの研究結果を報告する。　　　　　54）55）から採集法56）57）により集めたM期細胞を，著者

Table　1．　工．ist　of　xanthene　dyes　tested

Dyes

Fluerescene　Na
　　　　　　　（FL－Na）＊

4，5－Dibrorno－fluores．

　cene　Na（dBF）＊

2，7－Dichloro－fluores－

　cene　Na（dCF）＊

Erythrosine　Y

Eosine　IB

Eosine　Y

Erythrosine　B

Phloxine　B

Rose　bengal

Acid　red

Rhodamine　B

SUPPliers 1・…N・1…m・calf…・1・「λm翻

Tokyo　Chemical
　lndustry　Co，，　Ltd，

Katayama　Chemical
　Industry　Co．，　Ltd．

Tokyo　ChemicaI
　Industry　Co．，　Ltd．

Croma

TQkyo　Chemical
　Industry　Co．，　Ltd．

National　Institute　of
　Hygienic　Science

The　same　above

The　same　above

The　same　above

The　same　above

Tokyo　Chemica1
　工ndustry　Co．，　Ltd．

ANO1

FCJ－01

AL－Ol

631－215

631－265

751－495

631－365

661－75

AP－01

Shown　on　the　margin

4．5－Di－brorno－FL－Na

2．7－Di－chloro－FL－Na

4．5－Di－iodo－FL－Na

4．5－Di－bromo－2．7－

　dinitro－FL－Na

2．4．5．7－Tetra－bromo－

　FL－Na

2．4．5．7－Tetra－iodo－

　FL－Na

2．4．5。7－Tetra－bro磁o－
　3’，4’．5’．6’－tetra－

　chloro－FL－Na
2．4．5．7－Tetra－iodo－3’．

　4’．5，．6，－tetra－chlo輔

　ro－FL－Na

Shown　on　the　margin

Shown　on　the　margin

490

505

504

525

518

518

528

540

550

568

556

NaO @　　　・　　25’2　　　　　　　　　　　　1
65 B4 B｛CH｝Nグ。ノN（C、H，）、（C、H，＞2〆。　（C、H，）、Cl

7＼
　　8　9r　l　　　　　　　　　　　　　　　　　SO

ノ2　　　　　　x　　ノ　ノ　　　　　　　　　＼　　ノ　ノ

6・　　ゴ；COONa　　　　　　　　　　　／　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　〆　　　OOH

　　　　　　　　5㍉、　3t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N

　　　　　　　　　4’　　　　　　　　　　　　　　SO3Na

　　　　　Fluorescene　Na　　　　　　　　Acid　red　　　　　　　　　　　　Rhodomine　B

　　　　＊Abbreviation．＊＊Measured　in　Hanks－Wallace　salt　solution（pH　7．2）．
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培養細胞を用いたxanthene系色素の光毒．性研究

はこの実験シリーズに用いた。定量的な扱いに都合の　　養ビソ（三春製作所，MA　60型）におよそ600～700万

よい単細胞はトリプシン処理でも得られるが，この処　　ケの細胞を植え込み，CaC12を除去し仔牛血清7％を

理で得られる単細胞は：　　　　　　　　　　　　　添加したイーグルMEM（日水製薬，イーグルMEM

　（1）細胞表面がトリプシンの作用により変化を受け　　アミノ酸ビタミン培地より調製）15m1を加え，炭酸

るのみならず，この変化の程度を常に一定にすること　　ガス細胞培養器中で24時間培養した。培養液を捨て，

が困難である。　　　　　　　　　　　　　　　　　Hanks－Wallace塩溶液（試薬から調製，　pH　7．2，

　（2）　トリプシンの作用停止のために血清添加を必要　　phenol　red無添加）で3度洗浄して培養液を完全に

とするが，血清やトリプシンなどの蛋白質は　xan・　　除去した。次いで新しい同塩溶液を加え，振盈してM

thene　系色素と結合して光毒性作用の細胞への誘起　　期細胞を採集，380Meナイロンメッシ＝（NBC工業）

を阻害する52）ため遠沈洗浄操作を必要とし，調製に時　　を通して混入するM期以外の細胞および細胞集塊を除

間がかかる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　去，M期細胞の分散した同塩溶液を得た。細胞数を血

　などの問題がある。他方，採集法で得られる細胞は，　球計算盤にて計数し・照射サンプルとした。なお混入

細胞周期の段階がM期に固定されるが，トリプシソ処　　する有糸分裂終期の細胞も1ケとして計数した。

理をしないのでnativeな単細胞群であるといえる。　　　C　光照射と細胞生存率

採集操作～』比較的容易で遠沈洗浄操作も不要である。　　　Hanks：　Wallace塩溶液中に集めたM期細胞を同塩

これらの理由で著者は採集法によるM期細胞を用いる　　溶液で600～800ce11s／mlに希釈，遮光のためアルミ

ことにした。　　　　　　　　　　　　　　　　　製シャーレ（直径70mm，深さ19mm，0．5mm厚のア

　ただし，細胞周期各段階の光毒性作用への感受性変　　ルミ板を用いて注文製作）中におさめた6cmシャー・

動をみる実験では，同調度を上げるためにXX－male　　レの皿部分（Lux　plastic　disposable　dish，または

より分離したクローンを用いた。分離方法は次の通り　　ガラス製（株）フラットのフラットシャーレの皿部分）

である。XX－maleをトリプシソ処理（Difco　1：300，　に，分注器（硝英製作所，　Excel　Tripette　250皿型）

O．　1％のイーグルMEM溶液）して得た単細胞浮遊液を，　を用いて1m1ずつ正確に分注した。これに濾過滅菌

9cmシャーレ1枚当たり50細胞程度ずつ分注，炭酸ガ　　したxanthene系色素2×10－3～2×10－sMの同塩溶

ス細胞培養器（5％CO2　in　air，37°C）中で2週間　　液を暗幕遮光下で1mlずつ添加し，ただちにアルミ

培養してコロニーを形成させた。検鏡下で完全に独立　　シヤーレのふたをして充分混和，37°Cで10分間pre・

したコロニーを選び，培養液を捨てHanks塩溶液で　　incubateした。この後アルミシャーレのふたをとっ

洗浄後，底面にシリコソグリー一スを塗布した内径5．5　　て室温にて直接光照射，牛．血清アルブミン（Armour

mm，外径8mm，高さ10mmのステンレスシリンダ　　社，　BPA　fraction　V）0．5％，仔牛血清20％，　L－

一を置きその中でトリプシン処理，独立コロニーのみ　　serine（和光純薬）20mg／1を添加したイーグルMEM

の細胞分散液を得た。これを培養し，光顕観察による　　6　rn1を加え，アルミシャーレに入れたまま炭酸ガス

細胞形態および世代時間の測定から3種のクローンを　　細胞培養器中で8～10日闇培養，10％中性ホルマリン

区別した。このうち最も殴代時間の短い（約22時間），　　固定・Giemsa染色によりコロニーを計数し，色素

やや鋭角的ではあるが上皮性形態を示すクPt・一ンを　　添加，非照射でのコロニー生成数を100とした百分率

XE細胞株と呼ぶことにし，この実験に用いた。　　　　を求め，これを照射実験での細胞生存率とした。なお

　XX－male，　XE細胞株とも仔牛血清（MBLおよび　　色素の最終濃度は・添加色素液濃度のユ／2である。照

阪大微研）7％添加したイーグルMEM（日水製薬，　　射後に加える培養液にアルブミンを添加したのは，細

高圧蒸気滅菌可能粉末培地より調製）で継代培養され　　胞のコロ＝一生成数および生育が多少よくなるためで

た。その場合の対数増殖期における平均世代時間は，　　ある。予備試験として細胞をphloxine　B（5×10“「，M）

XX－male株で約28時間，　XE株で前述の通り約22時　　と光照射後，加える培養液に牛血清アルブミン0．1お

間であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よび0．5％，Bactopeptone（Difco）0。1および0．5

　M期糸IH胞採集法：TerashimaとTolmach56）のM　　％を添加してコロニー生成への影響を調べた。そして

期細胞採集法を改良したRobbinsとMarcus57）の　　牛血清アルブミソ0．5％添加の場合にコPニー一の生成

方法に，薯者は若干の工夫を加えつつ従った。継代培　　数およびサイズが最も大きく，その他はむしろ無添加

養されている細胞株をトリプシソ処理後，綿栓した培　　（仔牛血清20％とL－－serine　20mg／1を加えたイーグ
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，レ・lEMのみ）の場合よりも・・ニーの生成数，サイ　・一・レの・・ニー生1燃を100とし醐舎媚分率で

ズともに劣る結果を得た。　　　　　　　　　　　示した。
　D　同調培養とオートラジオグラフィ　　　　　　　　　細胞と色素が混和されたのちの操作はすべて暗幕遮

　同調培養と光照射：M期細胞採集前までの操作はM　　光下でおこない，またアルミシャーレのふたを開ける

期細胞採集方法の項で述べた通りである。ただ採集2　　操作も可能な限り短時闘とした。晒幕遮光下での光の

時間前に37℃でこれまでと同じCaC12抜きの培養液　　混入の程度は，　Lambda社LL185型Radiometer／

を新しいもの絞換し，M期細胞の1采集はこの中でお　Ph。t・m・terによる哲腱で3・1°一‘mJ／・m2°sec以

こなった。採集後仔牛血清20％添加イーグルMEMで　　下であった。

希釈し，細胞数500／mlの分散液とした。希釈に用い　　　F　光照射条件

たと同じ培養液3mlをあらかじめ分注し炭酸ガス細　　　1　光源

胞培養器中で温度およびpHを調整した6cm　dispos・　　　光毒性実験の光源には，高演色形螢光灯（ナショナ

able　dish皿部分入りの，アルミシャーレ100～250　　ルEDL－50，色温度Tc　・5・OOOK，平均演色評価数

枚にこの細胞分散液を正確に1mlずっ分注し，同調　　Ra＝98）を用いた。その分光スペクトル分布をFig．1

培養を開始した。これら採集から培養開始まで，すべ　　に示す。本螢光灯を光源として選んだ理由は，可視部

ての操作は37°Cでおこない，また短時間にすませて　　の分光特性が太陽光のそれに近く，また実験に用いる

pHの変動を可及的セこ抑えた。　　　　　　　　　　　xanthene系色素の可視部最大吸光波長域が存在する

　培養開始後，おおむね3時間ごとに培養液を捨て，　　460～630n皿でのエネルギー分布がほぼflatである

Hanks－Wallace塩溶液で着生細胞を3度洗浄後，色　　ためである。20W直管4灯を天井部に5c皿の間隔を

素の同塩溶液1mlを加え，37°C，10分間遮光下で　　あけて並列セこ取りつけた内面黒色塗装のボックス型照

incubateした。この後の光線照射，培養液添加，培　　射装置を作成してこれを暗幕遮光下に置ぎ，管球面よ

養繍，生存率の求め方は，光購の項で述べた融　り15・mの麟にシ・一・を置いて酬で醐した・

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作用波長の測定光源には，1KWキセノンランプを

　オートラジオグラフィ56）58）：おおむね3時間ごと　　用いた。銀干渉フィルター（東芝KLシリーズ）および

にdi、p。sabl。di，坤の同調職細胞を・．・5μCi／ml　ES　yJ“ラスフ・ルター（東芝VおよびUVシリmズ）を

のaH－thymidine　6　T（比放射能24．7Ci／mM，　New　　組み合わせて単色光を取り出し，落射で照射した。銀

England　Nuclear　Corp．，）を含む仔牛血清20％添　　干渉フィルターは透過中心波長の半値幅18nm以下・

加イーグルMEMセ・て37・C，2・分P・1se－1・b・1した．主遡轍長のほぼ2倍帳波則に1次の透過；U「・

Hanks－Wallace塩溶液でラベルした細胞を洗浄後，　　さらに短波長側には主透過帯波長のほぼ2／3の波長位

轍アル。一、レ（・・3）で・・鋼定し，水洗風轍，　iv・漱の透過帯，1司じくほぼ1／2の雌に4次の透

dishの細胞着生部分を切りとりスライドグラスに貼

布，原子核乳剤サクラNR－M2（小西六写真工業，東

京）の2倍希釈液で40°Cでdippingした。5°C，

1ヵ月暗所保存後，それらをコニドールXで現像，コ

ニフィクスXにて定着，Giemsa後染色後400～1，200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
ケの細胞核を検鏡してラベルされた細胞核の全細胞核　　　奎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆに対する標識率を求め，細胞周期の段階を同定した。　　窪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ
　E　色素の一次細胞毒性　　　　　　　　　　　　　　　歪

　非照射条件下での色素の細胞毒性を調べるため，ア

ルミシャーレ内のdisposable　dish中でHanks－

Wallace塩溶液中に採集したM期細胞を，色素と37°　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wave　length（nm）
C，20分incubateした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．
・の後の糠添加搬，・・ニー計数e・光照射F’g・ A1謡課島lt齢1謡藷eE鵬8

の項で述べた通りである。色素の一次細胞毒性は・色　　　　　supPlied　from　National　Electric　Co．，

素を添加せず，ほかはまったく同様に処理したコソト　　　　　Ltd．
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過帯をもつ59）。よって短波長側の3次，4次透過帯を　　を調べた1塩溶液中に採集したXX一皿aleのM期細

マスクするために色ガラスフィルターを組み合わせた。　胞をdisposable　dishに分注後37°Cの炭酸ガス細

またキセノンアークの機構上，照射野線最率分布に多　　胞培養器中におさめ，約30分，60分，120分後にとり

少の不均一が避けられないため，シャーレをturn　　出し・一部は培養液を加え，一部はphloxine　B濡

tableに乗せ，33rpmで回転させながら照射した。　　液を10－4M濃度になるように加えて10分間遮光下で

この場合も螢光灯照射の場合と同様，内而黒色塗装の　　incubate後培養液を加え，いずれもコロニー生成数

照射ボックスを用い外光を遮断した。　　　　　　　　　　を求めた。

　2　照射線量率の測定　　　　　　　　　　　　　　　結果をTable　2に示す。シャーレ4枚の平均値で

覗部の測定には・4・。～7・・・…に感蹴持っLa・みる限り，　H・・ks一宙・Ilace塩溶液中でOP　i・・ub・・

mbda社LI－185型Radiometer／Photometerを用い　　tion　periodが長くなるほどコロニー生成数は次第に

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増加し，123分後は122．、5％となった。これは時間の経

　紫外部の355・　Onmの測定には東芝紫外線強度計　　過により紬胞がM期を通過し，分裂する細胞の割合が

UVR－－365・292・　Onmの測定には蔭酸第2鉄カリウム　　増加するためと考えられる。ただphloxine　Bの一

光量測定法60）を用いた。　　　　　　　　　　　　　　次細胞毒性への感受性は，細胞生存率93．3～96．9％と

　いずれも照射シャーレがiかれる位置での線量率を　　ほぼ一定の値を示した。よってxanthene系色素の

測定した。キセノン光源の場合は照射野内の数ヵ所を　　光毒性試験に非照射コントロールを設ければ，M期細

測定し，その平均値を求めた。　　　　　　　　　　　胞採集後試験完了までの時間が2時間程度ずれても結

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　果に影響を及ぼさないと判断した。
　　　　　　　　皿　結　　　果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　色素の一次細胞毒性

　A　Hanks－Wallace塩溶液中でのincubation　　　結果をTabIe　3に示す。実際の照射爽験でのin・

　　periodの影響　　　　　　　　　　　　　　　　　cubation　periodは10分間であるが，その2倍の20

　Hanks－Wa11ace塩溶液中で採集したM期細胞をた　　分間incubateした。

だちに数十枚のシャーレに分注する。照射実験完了ま　　　本条件下で細胞毒性の出ない限界濃度はrose　ben・

でに30～60分の時間を要するが，この間細胞は無血清，　ga1で10・・5M，　phloxine　Bおよびrhodamine　B

貧栄養の同塩溶液中にある。こうした条件が細胞のコ　　で10－4M，その他の色素では10”3Mでも細胞毒性を

ロニー生成率や色素への感受性に影響を及ぼすか否か　　認めなかった。ただ，色素添加群の細胞生存率は無添

Table　2・Influence　of　incubation　perigds　in　Hanks－Wallace　salt　solution　on　the・celi　’

　　　survivalS

Incubation　periods
　　　（min）

　0
33

62

123

Cell　survivals（’1）

　（mean士SD％）

100　±0．9

106，7±2．4（＊＊）

112．2±6．2（＊）

122。5±6．6（＊＊）

　　Cell　survivals　after　‘　　，

incubation　with　phloxine　B
　10－4M（’2）（mean±SD％）

93．3±，3．3

96．8ゴ：0。4

93．9±13．4　　　　　　　　’

Collected　M　phase　of　XX－maIe．cells　were　incubated　in　Hanks－Wallace　salt　solution

（pH　7．2）at　37°C．　Aftgr　the　various　incubatio尊　periQds，　inぐ1）experimental　series，1

medium　was　added　irnmediately　to　the　cell　suspeエ1sion，　while　in（’2）seHes，　the’cells

were　incubated　more　10皿inutes　with　phloxine　B　solution　and　medium．　wa白added．

The　cell　survivals　of　both　series　were　determined　with　colony－forming　abilities．　The

survivals　of（’1）series　were　shown　as％against　the　O　min　control，　and　that　of（’2）

series　as％against　the　colony　numbers　of　the　same　incubation　period　samples　of

theぐ1）series．　Significant　differences　from　the　resu’lts　of　O　min　incubatioh　were　　’

shown　as＊（Pく0．05），or＊＊（P＜0．01）。
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T。bl。3。　C，、。、。。i。・，y。f。。。・h・n・dyes・n　細胞力・操作中わずかな蹴媛け・ケに鱗する可能

　　XX＿male（M）cells　　　　　　　　　　　　　性もある。

Dyes

Control

Fluorescene　Na

4．5－Dibromo』uores・
　cene　Na

2。7－Dichloro－fluores・

　cene　Na

Erythrosiコe　Y

Eosine　IB

Eosine　Y

Erythrosine　B

Phloxine　B

Rose　bengal

Acid　red

Rhodamine　B

Conc，
tM）

10－3

10’“4

10－3

10－4

10”a

10－G

lO‘s

10－’4

10－s

10鱒4

10繍3

10－a

10胴3

10鼎4

10－3

10－4

5×10開5

10扁4

5×10一騒

10－5

10腎B

10－4

10”昌

5×10－4

10－4

躍謹親）　賜光源として用・・鳩演色形螢光灯の細胞醐位
．　　　　　C　色素の光毒性作用

122．、±12．、鵜携鴨螺5麗温Ω瓢
1、5．9±4．6　色素V・よる結果をFig・2からFig・15　Vこ示す・色

104．8±10．9　　　　素濃度はTable　3の非照射条件下で細胞毒性のほと

110．9±7．5．@　　んど現れない濃度を用いfe。

113．5±4．3＊　　　　ガラス製シャーレを用いての結果をFig・2Fig・3

111・8±3・4　　　　に示す。この場合，特にeosine　IB，　erythrosine　B

128・0±13・7　　でのデ＿タのばらつきが目につく．よって照射線量

111・5±9・3 @（照射樋率・醐1㈲がある綴以上雌ると生
13°・9±11・1＊ @解の騰と照身梼問（または照射線量）との間・・直

li瓢1：1　纈係・・成立す・・仮定・，最小・乗灘・求めた

、、、．6±5．、　回帰鮒姻示してある・R・se　b・ng・1（5×1°－sM）

1、7．3±8．6・　澱融く，次tl・phl・xin・B（・・－4M）・さら彫こdBF

124．0±8．5　　（10－一・M）がこれセこ拠・で高度の光毒｛生を示した・E「y－

　　0＊＊　　　　　　throsine　B（10－3M），　erythrosine　Y（10－3M），そし

111．4±16．9　　て，。，i・・IB（10－3M）は中等度，・。・i・・Y（10闇3M）

112．9±16．7

　　0＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D。se（mj／cm2）
　33．3±10．8＊＊
　　　　　　　　　　　　O　　　　IOO　　　　　　　　　300　　　　　　　　500　　　　　　　　700

117．7±　8。8

121．0±　9。O　　　　　　　　　loo

110．5d：8．1

　　0＊＊　　　　　　　　　50

109．6±　5。4＊

104．8±11．9

　The　cells　were　incubated　for　20　min　with　　　　　Io

朧織。謡朧認監鑑t．盤　悪・
　were　shown　as＊（P＜0．05），　or＊＊（P＜0．01）．　　　　　お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
加のそれを上まわるものもあるが，必ずしも推計学的

有意差があるとはいえない。採集したM期細胞に嫡お　　　o，5

よそ10～20％の有糸分裂終期の細胞が含まれ，植込み

時1ケとして数えられるが，色素により解離が促進さ　　　02

＿9ec2。o＿噸一「71i／r‘”“：”i｝liiiiiilll　I　IIIIXt・o：im：inA

hTbxlne　B

rose　bengol

eoslne　lB

れ可倉　　，　　　　　　　　　　。　1　2　3　4　5
灘脚・上昇す・一

G繍よ・・位相差顕。、g．、．　Ph。、。、。x楚豊醗鑑。、h，。。　d，。，（1）

微鏡下で・れら色素の光離作用の発現姻察すると， @A。。，e、，ng。1（・。・・一・M），⑭，hl・・…B

各色素の覗綴撒光瀕燃の照躯鮒た細胞　（・・一・M），㊧…i・・IB（・・一・M），㊥・h・d・mi・・

は，細胞間結合がはずれ，細胞質は突出し・また小胞　　　B（10－4M），　O　control．　XX－male（M）ce！1s・

を持ち，ガラス面から容易に剥離する52）。この現象は　　　Light　source：deluxe　type伽orescenl　lamp，

，。se　b。ng。1でほぼ嚇P・おきる．有紛裂終期の　d・・e　rat・・2・3mJ／・m2　・　sec・Glass　dish・
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．　．　　DOSθ（mi／Om2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dose（mj／cm2）

dCF　　　　　　　　100

゜’．．＼　°　　5°
　　　　　①0　　　　　　㊤●　　O

　　　　　　e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IO

O　　　　　　　ery雪hrosheY　　　　　　　雪　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お

　　　　　　　erythr◎sineB　　　　　　　　　　　　　　　置

e　　　　　　　　　　　　　　O．5

o．2

　　OI2345　　0to2030405060　　　　　　　　　　　　　Min　irradiated　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Seo　iドrad強ted

Fig，3．　Phototoxicity　of　xa亘theロe　dyes（II）　　　　　Fig。5．　Phototoxicity　of　rose　bengaI

　△Dibromofiuorescene　Na（10一呂M），⑭ery－　　　　○（10”5M），⑳5×10－5M．　X）（－male（M）cells．

　throsine　B（10鴫3M），⑳erythrosine　Y（10－sM），　　　　Light　source：deluxe　type　fiuorescent
　◎eosine・Y（10鱒呂M），02．7－dichloro且uore・　　　　　1amp，　dose　rate：2．3mJ／cm2・sec．．Dis・

　scene　Na（10“sM）．　XX－male（M）cells．　Light　　　　posable　dish。　Mean±SD．　　　　　．

　source：deluxe　type　且uorescent　lamp，
d・se　rate：2・3m　J／cm2’sec・Glass　dish・　　　　　　・。se（。j／c．・）

too

50

　　10

花
〉
°ヲ　5
旨

の

O．5

　　　　　　　　　　　　　D。Se（mj／bm2）

O　　　　　　　IPOo　　　　　　2ρ00　　　　　　3000
rOO

王　　　　　　王　　　　　5。

石
．≧　5

1
誘

o．5

o、2

50　　　　　　　　　　100　　　　　　　　　　150

02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　Seo　irradiated

　　O　5．．IO　I5　20　　　　　　　　　　　　　　Mi口irradiated　　　　　　　　　Fig．6。　Phototoxicity　of　phloxi且e　B

Fig．4，　lrradi。ti・・…t・・L　XX－m・1・（M）　、05・10－5M，㊥10卿4M・．XX－m・1・．（M）cell・・

　cells．　Light　source：deluxe　type且uores－　　　．　Light　source：deluxe　type　fluorescent　lamp，

　cent　lamp，　dose　rate：2．3mJ／cm2・sec．　　　　　dose　rate：2．3mJ／cm2・sec．　Disposable

　Disposable　dish，　Mean±SD．　　　　　　　　　　　dish．　Mean±SD。
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　O10’4M．⑰10－sM，　XX－male（M）cells．　　　　10“4M．　XX－male（M）ce11s．　Light　source：
　Light　source　l　deluxe　type　fiuorescent　lamp，　　　　deluxe　type　fluorescent　lamp，　dose　rate：

　dose　rate：2．31nJ／cm2・sec．　Disposable　　　　2．3mJ／cm2。sec．　DispQsable　dish．　Mean±
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。　，．．D°se（mi／cm211．。　1，。。の生脚，・・…M添・1のそれを下・わ・た・雛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計学的有意差はない（P＞O．05）（Fig。7）。

1・…　一一一一・一一・－lt－H　　 ・・・…Yでは光翻澱で…一・M・　1・一‘M添

50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加ともに30Q秒照射（690mJ／cm2）でも生存率は60％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を上まわった。そして480秒照射（1，100mJ／cm2）以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上では，10”4M添加の生存率は10『8M添カロのそれを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やや下まわったが，推計学的有意差はない（P＞0．05）

　lo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Fig．8）。

’畢5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eosine　IBも光毒性は軽度で，300秒照射（690mJ／

お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm2）で10”sM添加では40％，10－4M添加では約60

獣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％の生存率を示した（Fig。9）。

　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Erythrosine　Yは中等度の光毒性を示し，10“－3M

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添加では60秒照射（138mJ／cm2）で生存率ははじめて
O．5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減少（P＜0．05）し，180秒照射（414mJ／cm2）での

o．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生存率は0．7％，10－4M添加では300秒照射（690mJ／

・　。、，、rr、、ia、“　・・c窯瀬嵩撒£瓢望；繍では、2。

Fi、．、5．。、。，。、。。i、・、y。f・acid・red　　秒醐（276mJ／・m2）での生存率は約1°・5％，炉M

　　、。…M．XX－m。1。（M）cell、．　Ligh…urce・漁では…秒酬（69°mJ／cm2）で牲存率は1°％
、t

@deluxe　type　fluorescent　lamp，　dose　rate：　　を上まわった（Fig．11）・

　　2・3mJ／cmP・sec・Disposable　dish・Mean±SD・　　dCFは軽度の光毒性を示し，10－gM添加では300秒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照射（690mJ／cm2）で坐存率の減少を認めないが，

および，h。d。mi。。　B（・・一・M）は鞭，そしてdCF　6・・秒照射（・・38・mJ／・m2）で生存率は約8°％であ・

（1。一・M）畷も鞍の光毒性を示した。　　　た・1r4M添加では645秒賜（1・48°mJ／cma）でも

　Disposable　dishを用いての結果をFig．4から　　生存率は減少しなかった（Fig・12）・

Fig，15までに示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　FL－Naは軽度の光毒性を示し，10－sM添加では

　光照射のみでは20分照射（照射線量2，900mJ／cm2）　　600秒照射（1，380mJ／cm2）での生存率は50％に減少

でも生存率は8。％以上を保。た（Fig．4）。　　　した・・r4M添加では645秒酬（1・48°mJ／cm2）で

　色素を添加した場合の生存率を求めるに当たって少　　　も生存率は減少しなかった（Fig．13）。

なくとも5分ないしそれ以上の疑問照射を行う場合　Rh。d・mi・・Bは醸の光灘を示し・1°－4M添

は，常に光照射のみの・ント・一ル実験姻離行い，加では3・・柳鼠射（69・mJ／・M2）で86％，6P°秒酬

この照射コソトロールの生存率に対する百分率を色素　　（1，380mJ／cm2）で25％に生存率は減少した（Fig．14）。

添加の場合の生存率とした。　　　　　　　　　　　　　　Acid　redは光毒性を見出し得ず，10”－SM添加で

　Rose　bengalでは10－5M添加20秒照射（46mJ／　　645秒照射（1，484mJ／cm2）の生存率は86％であり，

cm2jで生存率は約10％と有意に減少（P＜0．01）し　　Fig．4に示す照射コントロールのそれと有意差はな

た（Fig．5）。　　　　　　　　　かった（P＞o・05）（Fig・15）・
　Phloxine　Bでは10－4M添加20秒以上の照射で生　　　放射線の生物効果（致死効果）を表現するとぎ，生

存率は減少し始め，50秒照射（115mJ／cm2）での生存　　存率は37％（100／e，ただしeは自然対数の底）に下

率は6．5％に減少（P＜o．01）した（Fig．6）。　　　　　　げるに要する照射緯量p3761｝62），致死効果の現れな

　Erythrosine　B・では10－sM，10－4M添加と・』に，　　い限界線壁DQ（quasithreshold　dose）62），ヒッ

60秒以上の照射で生存率は減少し始め，80秒照射（184　　ト数n61）62）などが用いられる。色素の光毒性作用に

mJ／。m・）でほ畔減し，180秒照射（4・4mJ／・m2）で　よ・てXX－m・1・M期細胞のdi・p。・able　dish　＊で

10－sM添加の生存率は16％，10－4M添加のそれは5・5　　の生存率を37％まで下げるに要する照射線量D37を

％に減少（P＜0．01）した。本色素では10“4M添加　　Fig．4～15より求め，　Table　4に示した。実験値が
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Table　4．　D37　values　of　phototoxicity　of　xanthene　dyes　oll　XX－・male（M）cells

COIltro1

4．5－Dibromo－fluorescene　Na

2，7－Dichloro－－fluorescene　Na

Erythrosille　Y

Eosine　IB

Eosine　Y

Erythrosine　B

Phloxine　B

Rose　bengal

Rhod毎mine　B

Acid　red

Fluorescene　Na

1・・一一・・一・1・…一・1・・一・

23，000＊mJ／cm2

　166

2，100＊

　154

　708

　883

　228

　ND
　ND

　ND
4，065＊

1，700＊

515

　360

　800

　860

　218

　80
　ND
1，　250

96

14 38

Light　source：deluxe　tyl〕e　fluorescent　Iamp，　dose　rate：2．3mJ／cm2・sec．　Plastic

disposable　dish．　ND：not　done　because　of　cytotoxicity，＊：calculated，

D37に達していない場合は，照射線量一生存率曲線を　　存在する。したがってこれらを含め，その前後の波長

そのまま延長して求めた。色素無添加で螢光灯照射の　　域の光線照射を行った。

みのコン1・ロールでは，生存率は37％に下げるために　　　照射時間とともに，410．8nmから603．　Onmの単

は165分程度の照射が必要と求められる。11種のxan一　　色光照射による生存率をPhloxine　BはFig．18に，

thene系色素の光毒性は，　rose　benga1が最も強

くて5×10『5MでのDs7は14mJ／cm2であり，次
嚇・phl・・…Bのそれ（96m・／・m・）の1／・繊　Tab謡w931繊言「s　and　d°se　「a‘es　at

である。これらD3？値からみた光毒性の強さはrose　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿

benga1＞phloxine　B＞erythrosine　B÷eryth・　　Wave　Iength
・・si・。　Y・、。dBF＞，。、i副B÷，。，i。。　Y＞，h。d、　（1m）

amine　B＞dCF・1・・FL－Naの順となり，　acid　redに　　　　　　292・0

はほとんど認められなかった。　　　　　　　　　　　　　　355・0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410．8
　D　色素光毒性の主作用波長について

光灘を強く示す・h1・x…B・中等度に示す　翻

e「yth「osine　Yについて，主作用波長を求めた。細　　　　　487．6

胞毒性がなく光毒性のみが発現する最高濃度を試験濃1 @　　　496．0

度としたが，phloxine　Bは10’4M，　erythrosine　Y　　　　　518．5

は10“－8Mである。キセノソラソプ光源より単色光取　　　　　528．5

出しに用いた波長別フィルターの組合せと細胞照射位　　　　　539．0

置での照射線量率をTable　5に，分光光度計で測定　　　　　548・0

した組合せフィルターの光透過特性をFig．16に，　　　　　557’5

phloxine　B，　erythrosine　Yの吸光スペク1．ルを　　　　　603・0

Used、　filters

1（L－29十UV－・25

UV－D2十UV－25

KL－41十UV－35

KL－43十UV－35

KL－45十UV－39

KL－49十VY－42

KL－50十VY－45

KL－52十VY－45

KL－53十VY－45

KL－54十VY－45

KL－55十VY－47

K工一56十VY－47

1〈L－・60十VY－50

Dose　rate
（mJ／cm2・sec）

0．16＊

5．8＊＊

0，56

2，28

1．34

1．06

0．53

0．51

0．67

0．76

0．94

0，92

0．92

Fig．17に示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　Light　sou「ce：11（W　xenon　a「c’Dose「ates

・可騰　　　　　　識、灘濫譜ご。；、鷺留。総
　可視領域の両色素の最大吸収スペク1・ルはphlo－　　　tense　meter，　and　no　symbo1：Lambda　LI＿185

xine　Bは540nmに，　erythro．sine　Yは525nmに　　　Radiometer／Photometer．，
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erythrosine　YはFig，19に示す。いずれも最小2　　1％以下に減少させた。一方410・8および603・Onmは，

乗法により求めた直線をも図示してある。図には示し　　90秒照射でも90％以上，487，・6n皿は同じく90秒照射

てないが色素無添加の光照射のみでは，これらの波長　　で45％の生存率を示した。Table　5に示す通り，

光線は少なくとも両図に示す範囲内の時間照射は，生　　528．5から557．・5nmの照射線量率は0．67～0．92mJ／

萎繋鶯壕難1論1嶽2　ミ

　　　　　　％　　Transmission
　　　　A　　　　M　　　　ω　　　　轟　　　　σ1　　　ロ｝
N）O　　　　o　　　　o　　　　o　　　　o　　　　o　　　　o

8

8　　292nm　　　　　　、　　　rel。
o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’、．　　　　　　　　　　　　　　　〉

　8
≦o
髪

Φ

5
品

1
9
ヨ　cr

）o　o

9
0

355nm　　　　　　　　　　　殺

410，8nm

428nm　　　　　　　　　　　　　　　　l

454nm

xl

　　　　　　　　　　　528．5nm

　　　　　　　　一一548nm
　　　　　　　　　　　55Zsnm

　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　30　　　　　　60　　　　　　90

111藷m　　　　　　　S・Girradi…d
518．5nm　　　　　　　　　　．　Fig．18．　Phototoxicity　of　phloxine　B　with

l器濡m　　　　vi・ib1・皿・n・ch・・m・tic　ray・

1翻・　　　鑑欝催盟eC慧6壽聖盤撒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　2max：540nm．
603nm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭　　　o

　　　　　　　　　　　　　　loo

Fig．16．　Spectral　distributions　of　mono・　　　　　　50

　chromatic　rays

100

．萎

8
’毒

2
di　50
e：

　　1」7　、ヤ、暫、＼　　　　　　　／

　t」　　　　　＼　　　　1
＞　　　　　　＼　　1　　　　讐1°
　　　　　　　　　　　　　　1、11・

、1
、．

）　　　　　　ε

4876nm

428nm

⑭　　528．5nm

　　300　　　　　　　　　　　400　　　　　　　　　　　500　　　　　　　　　　　600　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　塵　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　Wave　Iθngth（nm）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Min　irradiatθd

Figほ7・Ab・・rpti…pect・・m・・正ph1・xi・・　　Fig．19．　Ph。t。t。。i、ity。f・・yth・・si・・Ywith

　Band　erythrosine　Y　　　　　　　　　　　　　　　　visible　monochromatic　tays

　－一・－phloxine　B（10－5M）・　　erythrosine　　　　10－3M．　XX－male（M）cells．　Light　source：

Y（10－5M）in　Hanks－Wallace　salt　solution　　　　xenon　arc，　dose　rate；shown　in　Table　5．

　at　pH　7．2，10mm．　　　　　　　　　　　　　　　　　λmax：525nm．
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・m2’sec・410・8nmのそれは0・56mJ／・m2・sec，603．　O　t／こ示す．鱗無添加で紫外線照射のみのコント。＿ル

　nmでは0．92mJ／cm2・sec．487．6nmでは1．06mJ／　　では30秒照射でほぼ生存率は0，　Phloxine　B添加群

cm2’secである・この照射線量率を考慮に入れても　　は60秒照射で同じく0であるが，　erythrosine　Y添

ほぼFig．18に示されるごとく，528．5～557．5nmの　　加群は120秒照射でも生存率は20％を保つ。すなわち

光線はphloxine　Bを励起させ，その光毒性を誘起

　させる作用は大きい。同様に410，8および603．Onmの

それは小さく，487，6nmはその間に位置するという　　　　　100　’一一一’一一一’一“e？

・とができ・。　　　　　　　　　　＼　／
・・g・・9・tZ・示す・・y・h・・・…Yの場合，光毒性は　5°　　＼／　re

中鍍であるため，ph1・xi・・B　…比べ照購間を　　一・一＋＼、、　〉！L’‘！，．…環

240秒までとより長く設定した。528．5nmは240秒照　　　　　＿　　　　　　’＼　　　　　／　　　冨

射で生榔を約22％嚥少させるカ・，肌24・秒賜　　ξ　　　＼　！　S

隠認1稀1繋鷺鼎鋸撚濫　　ll’1　　＼　｝　l
m∫／cm2・secときわ立って大きいが，それ以外は　　　　　　　　　　　　　　＼＼　　1　　　　’

528・5・mの・・67mJ／・m2・・ecを最小とし，繍むね　　　　　、、1
0・92～1，06mJ／cm2・secの間にある。528．5mnの光　　　　　　　　　　　　　　X、ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　t線はerythrosine　Yを励起させるが，その光毒性を　　　　　　　　　　　　　　　　〉

誘起させる作用はさして大きいとはL、えない．同撒　　　i4。。　　・。・　　・。。

487・・， C・7…1…び・・3…mのぞ禰…か，ほF、9．、。。A、、、。。紫，盟瓢，　ph1。x、。，　B

とんど翻できなかった・428・O・m・e：照騰量率が　　ph。t。t。。i，ity

他の瀕のぞ妨の2な・・し3・5倍と大きいので，24・　・。…M．XX－m・1，（M）cell、．　D。、e、3。mJ／

秒照射での生存率は50％弱と低い成績を得ているが，　　　　cm2（◎），50mJ／cm2（⑳），一…一．Absorption

この図からのみでは光轟性誘起作用の比較検討はでき　　　　sPect「um　of　Phloxine　B°

にくい。

　Fig・18の照射線燈（照射線量率×照射時間）のう

ち30および50mJ／c皿2の場合の波長別生存率をph・

loxine　Bの吸光スペクトルとともにFig．20に示し　　　　　loo　’　　　　　　　　　　　，

てある。Erythrosine　Yは同じく200mJ／cm2照射

H3cDそれをF’・・21に示す・F’g・2°・F’g・21より　，。　　　　　華
明らかな通り，同一照射線量における生存率から求め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器

た主作用波長はphloxine　B，　erythrosine　Yとも　　　　re　．　　　　　　　　　　〆一・一一一一一曇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　m
に各々の色素の可視部最大吸光波長にほぼ一致した。　　　　書　　　　　　　　　　　　ノ　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　ω．
　2　紫外領域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　’　　　　　§

太陽光線…含まれ・糊翻，29。。mより短、、波　X　＼、　　l　i
長力・地上25km髄曙帥心のあるオゾ．層で吸収　　，。　’＼　　1

されてしまうため，繊には29・・mより長い瀕の　　　　”〉へ、ノ

みが到達するとされている・・53・．舗の鰍瓢光波　　　　　∀
長域のうち，地表に到達する最短波長に近い292．4nm　　　　　4明oo　　　　　500　　　　　600

および長波長紫外線の代表波長として355．Onmの2　　　　　　　　　　　Wave　length（nm）

波長を選び，その・・n・h…纈光毒性麟果　F’鑑6、盒濫、Spect「ums°f　e「yth「°sine

を調べた。

Ph1・x…Bな・び・…y・hr・・…Y添加後，1論）罫姻麗艇1器雛t：r盈mll

292・4nm紫外線・照射による細胞生存率変化をFig，22　　　　erythrosine　Y．
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。　　，。　　、。　　では，ery・h・・si・・Y曙明セ・・ph1・xme　B峰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かに，細胞生存率はより大きかった。

1。。　　　　　　　　　　　　同じくphl・xi・・B，　eryth…i・・Y添力m後，
50　　　・・　　　　　　　　　　　　　　　　355．Onm紫外線照射による細胞生存率変化をFig・23
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董
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，．se（。1／。m・）　　　酬のみの・ソ・P・・一・レ砒べ色勲騨ての照fi’t

　　　　　　　・°　。　　　セ。示す．紫朧醐のみの・ソト・一・レでは紛間照

　　　　　　　　　　　　゜　　　　射しても生存率はほとんど低下しないが，phl。・i・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B添加群では90秒照射での生存率es　IO％，　eryth「°°

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sine　Y添加群では180秒照射で8．5％と減少した。す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なわち両色素ともに，355．・Onm照射で光毒性を示し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E　同調培養による細胞周期の段階と光毒性感受性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　採集したXE細胞株のM期細胞を同調培養し，約3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間ごとに色素とincubate後，螢光灯照射により得

　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た照射線S一生存軸線をFig．24，25・26に示す・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用いた色素は光1毒性作用の強いrose　bengalならび

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tle　phloxine　B，作用の中等度であるerytllrosine　Y

°3°6° C，。、譲，，，，d　12°15°　の計，種，濃度は絶素・細騨生の発現・な・轍

Fig．22．　Phototoxicity　of　xanthene　dyes　　　濃度付近を選びrose　bengalでは5×10“5M・Phlo圃

　with　292nm　UV　　　　　　　　　　　　　　　　xille　B　10－4M，　erythrosine　Y　10－sMとした。

　OPhloxine　B（10－4M），⑳erythrosine　Y
　（10－BM），×control．　XX－male（M）cells．
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　　　　　　　　　　DQse（mj／。m2）　　　　　　　　　Fig．24に示すrose　bengalの場合，12秒照射で

　　0　　25　50　75　　100　t25　　　　　　　の生存率はM期細胞採集後の培養時間5時間で70％，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Hrs　after　　　　以後7時間20分，11時間，14時間10分と培養時間が長
lOO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　eollection
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くなるに従ってその生存率は順次低下し，17時間30分

5° @　　　＼蠕　　で最小値…％を示Lke・。時間・・分，24醐35分と
　　　　　　　　　　　　　　　　　．2箏；g8　　　　再び生存率は上昇し，29時間で27％を示した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll：40　　　　　Fig．25に示すphloxine　Bの場合，30秒照射で

　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の生存率は同じく5時間で90％，7時間50分で48％と

雪5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減少し，11時間40分で72％に上昇するが，14時間45分
霧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で35％と再び低下し，17時間55分で最小値0，8％を示
の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　21；25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。以後21時間25分，26時間と順次上昇し29時間30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分で80％を示した。培養時間0のM期細胞の30秒照射

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生存率も，生存率最小を示した17時間55分のそれに近

O，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カAったo

　　　　　　　　　　　　　　　　　x14145　　　　　Fig．26に示すerythrosine　Yの場合，90秒照射
02@　　　　　　　　　　　　　　　　乙；論：　　　　の生存率は，培養時間4時間，7時間，10時間30分，

　　0　　10　　20　30　　40　　50　　　　　　　13時間40分と培養時間が長くなるほど順次低下し，16

　　　　　　　　　Se。　irrad「ated　　　　　　　　　時間50分で最小値0．6％を示した。以後20時間20分，

Fig・25・P即totoxicity　of　phloxine　B　on　　　24時間，28時間20分とほぼ順次上昇した。
　synchronized　cells
　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　Rose　bengalでは培養時間5時間のものが，　Ph・
　10”4M．　XE（M）ce11s．　Light　source：de－
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　　　　　　　　　sθcirradiated　　　　　　　　　　　　Fig・27・Relations　between　cell　stages　and

Fig．26．　Ph。t。t。xi。ity。f　eryth，。si。，　Y。。　　t！le．　．sensiti・ity　t°「°sg　b・ng・1　Ph。t・t。・

　synchronized　cells　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xlclty

　10－aM．　XE（M）cells．　Light　source：deluxe　　　　　5×10－5M・XE（M）cells・Light　source：

　type　fluorescent　lamp，　dose　rate：2．5mJ／　　　　　deluxe　type且uorescent　larnp，　dose：20mJ／

　cm2・sec．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm2（◎），30mJ／cm2（㊥）。　Mean±SD．

0　　　　5　　　　　10　　　　15　　　　20　　　25　　　　30

　　　　　　Hrs　after　collection
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　　O51015202530　　Q51015202530　　　　　　　　　Hrs　after　oollection　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hrs　after　colleGtio「」

Fig．28．　Relations　between　cell　stages　and　　　　Fig．29．　Relations　between　cell　stages　and

　sensitivity　to　phloxine　B　phototoxicity　　　　　the　sensitivity　to　erythrosine　Y　phototo．

10－・M．XE（M）cel1・．　Light・…ce・d・1ux・　　xlclty

　type　fluorescent　lamp，　dose：75mJ／cm2　　　　　10一3M・Light　source：deluxe　type　fluores・

　（◎），100mJ／cm2（㊧）．　Mean±SD，　　　　　　　　　cent　lamp，　dose：150mJ／cm2（◎），225mJ／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm2（⑳）．　Mean±SD．

loxine　Bでは同じく5時間が，そしてerythrosine　　もやや高い感受性を示した。そのほかには感受性の高

Yでは4時間のものが，それぞれ最も低い感受性を　　い段階を認めなかった。

示した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Phloxiロe　Bの場合，培養時間0～14．3時間がM期

　またFig，24，25，26より得た同一照射線量におけ　　の一部を含むG1期，14・3～24・5時間がS期，24時間

る生存率の変化とオートラジオグラフィの結果との関　　付近がS中期，そして24・5時間以後がG2期であり，

係を，Fig．27，28，29に示す。　　　　　　　　　　その後期には次のM期の一部を含むと同定できる。そ

　Fig．27のrose　bengalでは20および30mJ／cm2，　　してphloxine　Bの光毒性に最も感受性の高》・時期

Fig．28のphloxine　Bでは75および100mJ／cm2，　　は培養時間18時間付近であり，これはS中期前に該当

Fig．29のerythr。sine　Yでは150および225mJ／cm2　　する。培養時間0のM期細胞も高い感受性を示した。

の照射線量での結果を示してある。分注枚数が各色素　　そのほかには感受性の高い段階を認めなかった。

で100枚以上と多かったためか，細胞周期は通常約22　　　Erythrosine　Yの場合，培養時間0～14。5時聞が

時間であるが，この場合はやや延長した。Rose　ben－　　M期を含むG1期，14．5時間以後がS期，そして22時

ga1の場合，オートラジオグラフィの結果から，細　　間付近がS中期と同定できるが，　Gs期は30時間以後

胞周期の段階は培養時間0～15．5時間はM期の一部を　　にあると考えられる。そしてerythrosine　Yの光毒

含むG1期（DNA合成前期），15，5時間以上はS期　　性に最も感受性の高い時期は培養時間17時間付近であ

（DNA合成期）で22時間付近がS中期と同定できる　　り，これはS初期に該当する。　M期細胞もやや高い感

が，G2期（DNA合成後期）は30時間以後にあると　　受性を示した。そのほかには感受性の高い段階を認め

考えられる。そしてrose　bengalの光毒性に最も感　　なかった。

受性の高い時期は培養時間17，5時間付近であり，これ　　　同調培養されたXE細胞株は，　DNA合成開始と

はS初期に該当する。培養時間0，すなわちM期細胞　　ともにこれら色素の光毒性に感受性は増し，DNA合

402　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌　Vol．29



培養細胞を用いたxanthene系色素の光毒性研究

成ピークを過ぎると感受性は減少した。またM期細胞　　系色素に代表的光感作物質の地位を与えている。

は感受性がやや高い。ただ培養時間0のM期細胞は　　　BlumとHyman65）66）は家兎赤血球溶血作用の研

Hanks－WalIace塩溶液中に集めたものを使うし，0　　究から，　xanthene系色素の光毒性作用は分子状酸

時間以外のものは，M期細胞は培養液中に集めるので　　素消費を必要とする光力学作用であるという。これに

採集条件は同一ではない。したがって0時間のM期細　　対し，酸素消費を必要としない光毒性作用物質として

胞の感受性を，他の時期の細胞群とただちに比較する　　は，8MOPなどのfurocoumarin類やriboflavin

のは疑聞もないわけではない。　　　　　　　　　　　などがあげられる67）。そして一応光毒性と光力学性物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質による皮膚炎症の型は異なった表現をとるとされて
　　　　　　　　IV　考　　　察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる。

　ヒトが太陽光線の過剰照射にさらされると，紫外線　　　一般の皮膚科学の成書には次のごとく記述されてい

皮膚炎を生じる。照射線量が大きいときは，浮腫性紅　　る2）68）。

斑のうえに丘疹一水萢を生じ灼熱感を訴える。照射線　　　光毒性機序による皮膚炎症は，発赤一丘疹を主とす

量が小さいときは，軽い発赤のみあるいは僅かな丘疹　　る湿疹型で，ひとたび発症すると最小限度2～3日は

を生じ，軽い掻痒を訴える。こうした現象は海，1」」，　　その症状を持続し，長期間経過すれば多少とも色素異

雪上などで一般に認められ，紫外線の細胞毒性による　　常を残す。

とされている2）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　光力学性機序による皮膚炎症は，浮腫性紅斑または

　角質層およびメラニソともに健常なヒト皮膚には何　　膨疹を主とする滲出性紅斑または馨麻疹型で，発症し

ら炎症を生じない程度の太陽光線照射で上記の炎症が　　ても短時間に消失して正常皮膚に戻り，これを反復す

生じるとき，その皮膚は光線過敏であるという2）。そ　　るが，原則として色素異常は残さない。

の際，皮麿の衷皮または真皮内に，光線t’ネルギーを　　　皮膚科学のみならず医学で最も古くから，かつ広く

受けて励起する化学物質によって光線過敏が導入され　　注目された光感作物質はporphyrinである。　Por一

るとき，その物質を光感作物質と呼ぶ2）。励起した物　　phyrinはその後光力学性物質に分類された代表的な

質の直接効果として炎症が生じる場合を光毒性効果と　　物質である。その症状は上記の膨疹一紅斑型であるこ

呼び，それらを光毒性物質と呼ぶ。また励起に酸素消　　とが臨床型分類のもとになったことは否定できない。

費を必要とするものは，さらに光力学性物質（photo・　　　紫外部領域で励起する物質は，たとえ血管の豊富な

dyna皿ic　substance）と区別する2）。励起した物質　　真皮内に存在しても光により励起される可能性は小で

がそれ自体または蛋白質と結合してから，生体を免疫　　あり，したがって蘇麻疹紅斑型を現しにくい。しかし

しアレルギー機序を導入し炎症を生じる場合を光アレ　　その物質も表皮内にあれば容易に励起され，表皮炎と

ルギー効果，それらを光抗原性物質（photoallergen）　　しての炎症を発赤一丘疹型として現し得る。可視領域

と呼ぶ2）46）。臨床的には光アレルギーはまれな疾愚で　　で励起される物質は，真皮内に存在しても励起される

あるが，光力学性を含めた広義の光毒性疾患は珍しく　　可能性は大で，その場合は当然浮腫性紅斑一膨疹型と

ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して現れ得る。このように臨床型の違いから，光毒性

　皮膚科領域では，太陽光線照射により発症する光線　　および光力学性機序を安易に推定するのは危険が多

過敏症は古くから知られており，先天性ヘマトポルフ　　い。

イリン症（congenital　hematoporphyria，　Hans　　　こうした理由から光力学性と光毒性を合わせて広義

Gtinther，1911）64）などが命名され，ポルフィリンが　　の光毒性反応とし，通常は特に光力学性という表現を

原因物質として知られ，励起する光線の波長領域すら　　区別しない。

記載されている。このように生体内由来の光感作物質

の研究は，やがて1930年代以後生体外の化学物質とし　　　光感作での基礎的な細胞における諸変化の報告は，

て特にxanthene系色素9）65）66），サルファ剤34）35），　　比較的少ない。

クロロフィル11）ユ2），ビタミン67），抗生物質3）18）20）30）m　　　それらのほとんどすべてがいわゆる光力学性物質を

32）などの研究に移行した。特にBIum65）のxanthene　　光感作物質として研究している69）－71）。それらを概略

系色素を用いての一連の研究は，それら色素が広く使　　すると，細胞の反応するもしくは変化する部位は，（1）

用されていることと合わせて，今日までxanthene　　細胞H莫の外側部分，（2）細胞質，（3）DNAに大別される。
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　細胞膜外側部分に作用するものとして　porphy一　　異にするため，ヒト皮慮への影響を窺うには適当と思

rin70）およびtoluidine　blueなどのthiazine系色　　えない。

素70）71）があげられ，細胞膜透過性の変化やsuccinic　　　XX－male細胞株への界面活性剤の細胞障害性と，

dehydrogenaseなどの膜結合酵素系の変性70）をも　　実験動物への皮膚障害性とがよく相関することを，著

たらす。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者ら50）51）はすでに報告した。ヒトXX－male表皮細

　細胞質に作用するものとしてanthracene69），　　胞株を用いてのある化学物質のin　vitro試験は，あ

thiopyronine71）などがあげられ，特にanthracene　　る条件下においてはin　vivoでの結果と相関し得る

はライゾゾームに作用すると報告されている。　　　　　と著者は考えている。また調べた限りでは，ヒト健常

　DNAに作用するものとしてacriCline　orangeな　　表皮由来培養細胞株を用いての光毒性～光力学性検査

どのacridine系色素があげられ71），　furocoumarin　　をした報告はない。

類もDNAに作用する67）。　　　　　　　　　　　　　　これまでに皮膚光線過敏症の歴史と化学物質の関与

　Xanthene系色素にっいては，細胞膜外側部のみに　　の仕方による分類，ポルフィリンおよびxanthene

作用するとの説69）72）と細胞質に作用するとの説71）が　　系色素を中心とした研究の概略と成績を紹介した。ま

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た今回の実験にxanthene系色素とヒト健常表皮細

　著者53）は，XX－male皮膚，ターナー皮膚，　Chang　　胞株XX－maleを用いる理由をも説明した。以下著

肝培養細胞株の同調培養細胞に290nmおよび250nm　　者の得た結果についての考察をしたい。

の紫外線照射が，S期前半の細胞を最も強く障害する　　　色素の一一次細胞毒性すなわち非照射条件下での色素

ことを報告している。そのことより，今回の　xan一　　の細1胞毒性（Table　3）は，　rose　bengalが最も強く，

thelle系色素を用いての光毒性試験でもはたしてS期　　phloxine　B，　rhodamine　Bがこれに次ぎ，他の8

前半の細胞が感受性が高いかとの強い興味を抱き，　　種色素は10－3Mでも細胞毒性を示さなかった。細胞

xanthene系色素の細胞毒性ならびに光毒性作用（光　　毒性を示したこれら3種色素のうち，　rhodamine　B

力学性作用）を，ヒト健常皮膚由来培養細胞株のM期　　は分子内にハPゲソ置換基をもたずal1（ylamino基

細胞を用いて定量的に検査した。　　　　　　　　　　をもつが，他の2色素はFL－Naにハロゲンのみが置

　光蘇性物質の研究対象としてxanthene系色素を　　換した構造をもつ。後者2色素はともに8原子のハロ

選んだのは次の理由による。　　　　　　　　　　　　　ゲン置換基を分子内にもつが，rose　bengalは4原

　（1）基本化学構造が同一で，1．Br。　Clのハロゲソ　　子のC1と同じく4原子の1を，そしてphloxine　B

原子置換度のみ異なった誘導体を容易に入手できる。　　は4原子のClと4原子のBrをもつ。その他の試験

　（2）ハ戸ゲン置換基をまったく持たないFL－Naと，　した色素のハロゲン置換基は，すべて4原子またはそ

種々の程度のハロゲン置換基をもつ誘慰体との光毒性　　れ以下である。したがってFL－Naにハロゲソのみが

の強さを定量的に比較できる。　　　　　　　　　　　　置換した構造のxanthene系色素が10－8Mないし

　（3）したがって光毒性と置換基の関係を明らかにで　　それ以下の濃度で一次細胞毒性を示すためには，8原

きる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子のハロゲン置換基を必要とする。また同じ8原子の

　またヒト健常皮膚由来培養細胞株XX－maleを用　　置換基をもちながら，　rose　benga1の細胞毒性は

いたのは次の理由による。　　　　　　　　　　　　　phloxine　Bのそれを上まわった。この事実は，　Br

　（1）多数の，しかも同一感受性をもつヒトの皮膚サ　　原子置換に比べ1原子置換が色素の細胞毒性をより強

ンプルを集め難い。したがって，同一サソプルでの反　　めることを示す。またrose　bengal，　phloxine　B

復試験を行い難い。　　　　　　　　　　　　　　　などは蛋白質との結合力は大きい52）。一方rhoda－

　（2）実験動物での光毒性試験は，その結果をヒト皮　　mine　Bは蛋白質との結合力は小さく73），ハロゲン

膚に当てはめ難い。　　　　　　　　　　　　　　　　置換基をもたないにもかかわらず，細胞毒性は大きい。

　（3）Nativeな単細胞として得られるM期細胞を用　　Rhodamine　Bのratへの経口亜急性轟性がxan一

い，照射線量一細胞生存率曲線からD37を求めること　　thene系色素のうちでは大きいとの報告74）がある。

により，色素の光毒性作用の強さを定量できる。　　　　単細胞レベルでの試験と生体レベルでの試験の相達

　（4）In　vitro試験によく使われるゾウリムシや酵母　　が，こうした一見矛盾する結果に結びついていよう。

などの単細胞生物は，ヒト細胞と機能，構造，代謝を　　Rhodamine　Bと類似構造をもつacid　redが一次
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毒性，光毒性作用ともにほとんど示さないのは興味が　　でFL－Naと　rhodamine　Bは無作用77）という。

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trypsinへの光不活性化作用はphloxine　B＞rose

　－一・一方螢光灯照射による光毒性は，XX－maleのM期　　benga1＞eosine　Y＞erythrosine　Bの順で，　FL－Na

細胞に対し，rose　bengalが最も強く，　phloxine　　とacid　redは無作用78）といわれる。

Bがこれに次ぎ，erythrosine　B（41），　erythro一　　　ヒト培養細胞株での報告は，単層培養した喉頭ガソ

sine　Y（21），　dBF　（2Br）が中等度，　eosine　IB　　由来培養細胞株Hep－2を用い光毒性物質のscreen・

（2Br，2NO2），　eosine　Y（4Br），　rhodamine　Bが　　ingを行い，　phloxine　B，　eosine　Yの光毒性作

軽度，dCF（2C1），　FL－Naは微弱で，　acid　red　　用を認める報告がある79）。

は示さなかった。一一次細胞毒性を強く示した8原子の　　　これらの報告はそれぞれ実験条件が相違しているの

ハロゲソ置換基をもっrose　bengalとphloxine　B　　で，単純に色素の光毒性順位をそのまま比較はできな

は，光毒性も最も強い。そして4ないし2原子のハロ　　い。ただFL－Naの光毒性作用が，ないかもしくは微

ゲン置換基をもつ色素は，中等度から軽度の光毒性作　　弱である点で共通している。

用を示す。そしてハロゲソ置換基をもたないFL－Na　　　次に今回の実験で，光毒性を誘起する可視光領域の

も微弱ながら光毒性作用を示し，その程度は　dCF　　主作用波長を同一照射線量における細胞生存率から求

（2Cl）とほぼ同様であった。また，ハロゲソ置換基が　　めると，　Phloxine　B，　erythrosine　Yでは各色素

2原子のdBFがかなり強い光毒性を示したのに4原　　の可視部最大吸光波長域にほぼ一致した。

子のeosine　Yのそれが強くなかった。したがって，　　　Phloxine　Bのみに，その主螢光励起波長の403～

ハロゲン1置換基の多い色素ほど光毒性作用も強いとは　　405nm52）を含む波長領域の照射をTable　5に示した

必ずしもいい切れない。色素の光謝生の強さを同数置　　条件で行った。その照射線量一生存率曲線をすでに

換基のものについて比較するとrose　bengal（4Cl，　　Fig．18に示してある。この条件では，　phloxine　B

41）＞ph1。xine　B（4CI，4Br），　dBF（2Br）＞dCF　　の光毒性は僅かに認められるにすぎなかった。しかし

（2C1）＋FL－Na（ハロゲソなし），　erythrosine　B　　Fig．16に示す通り，照射時に用いたフィルターは

（41）＞eosine　Y（4Br）の順であり，したがってこ　　410．8nrnに最大透過波長をもち，403～405nmの線

れらの光毒性作用を強める・・ロゲンの順序は1＞Br＞　　量は，計算上全体の1／4程度にすぎない。したがって

C1である。しかもdCFとFL－Naの光毒性にほと　　phloxine　Bでは，主螢光励起波長領域が果たして光

んど差のないことから，2原子のC1は光毒性作用に　　毒性を誘起するか否かを検討するには，本フィルター

関与しないと見なすことができる。　　　　　　　　　の使用は適当ではなかった。403～405nmに主透過帯

　Xanthene系色紮の光毒性の有無とその強さの順　　波長をもつフィルターを用いて検討する必要がある。

位についての報告は少なくはない。　　　　　　　　　　　他方，光感作性物質のほとんどすべては螢光物質で

　家兎赤血球のphoto－hemolysis作用はrose　ben・　　もある。高演色形螢光灯を用いての照射実験では，試

ga1＞erythrosine　B＞eosine　Y＞FL－Naの　　験した11種のxanthene系色素はacid　redを除き

順である65）との報告がある。さらにFlavobacterium　　程度の差こそあれ光毒性を誘起したが，このうち最も

aeuatileへの光毒性はrose　bengal＞phloxine　　弓螢い螢光を発するFL－Naは最も弱く誘起した。

B＞eosine　Y÷erythrosine　B＞rhodamine　Bと　　　次に紫外線領域に色素の光毒性を誘起する波長域を

いわれる75）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　求めてみた。色素を添加して照射した紫外線のうち，

　ザリガニ（Homants　americanus）巨大神経軸索の　　355．　Onmの照射は，かなり微弱ではあるが細胞生存

Na＋channe1の光ブロック作用は，塁子収率より計　　率を低下せしめた。一方，地表に到達し得る最短波長

箪してrose　bengal＞erythrosine　B＞Phloxine　　に近い292．　Onmの照射は，溶液中の色素の存在がむ

B＞2，4，5，7－tetra－bromo－3’，6Ldichloro－fluores一　　しろ細胞生存率の低下を抑制した。　Hanks－Wallace

cene　Na＞eosine　Y＞dBF＞eosine　IB＞4，5一　　塩溶液中の色素分子が光線の通過を妨げ，その光毒性

dCF＞FL－Na76）と報告されている。筋小胞体小胞膜　　誘起を阻害したものと考えられる。これと似た現象は

のATPase活性とCa2’F　up　takeへの光不活性化　　Fig．7示したようにerythrosine　Bを添加して可

作用はrose　bengal＞erythrosine　B＞erythrosine　　視光線を照射した場合にも認められ，照射線量が増加

Y≧phloxine　B＞eosine　Y≧eosine　IB＞dBFの1順　　するに従い10－4M添加群の細胞生存率はより高濃度
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　西　宏　明

である、。一・M漁群のそれ・りも下まわ・たカ・誰　一臆鵬…eb・ng・1カミ最も強く・phl°xine

計軸鮪意差臆かった（P＞・．・5）．　　…h・・am・n・Bがこれ・・次ぎ，その他の色素では

液中絶素の存在嬬めない鮒で光醐すべきであで翻を示す圃・は1分子中に8肝のノ’°耀

ろう。高瀬80）はStaPhylococcus　aureus　209Pと色　　換を必要とした。

勲・。，ub…後遠沈滞・，洗浄後の齢・光照　（・）同じく・1種の練こついて1°咽3～1『5M、を添

肌て光離欄べている．しヵ・し膿糸田胞のM期を加し滴艶形螢光髄燃とす砒酬を臓てM
採集しての実験では，数度の遠沈洗浄操作は露光機会　　期細胞の生存率より光毒性を調べた。

を与え，細胞の粧率を低下させる・また・・一…　同一嗣繊による光灘の弓fiさは，「°se．benga1

粧している1司調膿細胞の実験でも・洗浄操儒細　＞ph1・xin・B＞・ry・h…i・・B÷e「yth「°slne　Y中

胞を購流失させやす・・．・のよう…遠灘たは瀞・BF＞…i・・エB÷…i・・Y＞・h・d・mine　B＞dCF

は，少なくとも培養細胞への・・n・h…系鱗の光　一1－・FL－N・の順であり，・・id　redには光離嬬め

毒性実験では行えない。　　　　　　　　　　　　　　　なかった。

次にいかな磯序で，・・nth・n・系螺が光棚生　・・P・tr“ソ融数8尉の色素は・4ないし2肝の

作用棚すかを確した．X…h・n・系鱗の・。・e鱗と比べ光灘f乍用麟か・た・ま焔素の輝1生

b，。g。1，，h1。xi・・B，そして・・y・h…in・Yの光　1棚1羅換…ゲ・の鱗によ・ても勲り，その色

離鮒して，醐騰したXX－m・1・表皮細胞株　素耀蝋繭果は1＞B・＞Clの順であり・Clの
よりの、1。。。であるXE髄株ではS期前半に跳　効果はごく小さく・2肝程度の関与はほとんど影響

高い感受性を示した。採集条件が多少異なるが，M期　　を与えなかった。

細胞楠ずかtZ・搬性を示した．　X・nthen・絶素　（・）292・・～6・3・・…の轍畏光線を酬して，

臨舗験で牛胸腺よりのDNAと齢しない・ので，　ph1・xi・・Bおよびery・h…i・・Yの光灘を誘起

DNAに傷害を与えないとの推測がある71）・著老は　　させる主波長を調べた。

DNAと。。。th，。。絶素での醒の光毒1獄験を　絶素の光毒性誘起波長は，それぞれの可襯最大

行。ていな・・．しかしDNA舗期前・1・臆わめて　吸光波長と購一致した・また292・・nmのzza線照

シャ＿プな細胞生存率の低下を認めたので，DNA合　　射では，塩溶液中の色素が紫外線の通過を防げるため

成過程のいずれかの点に作用すると考えている・ただ，　か細胞生存率の低下を抑制した・

その作職騨ついて剛究していな…　　　（・）細朧嗣糠し，細欄期の各郷に鮒る
前述のごとく，・・n・he・・絶素は最・』よくその　・・se　b・ng・1・ph1・xi・・B・eryth「°sine　Yの光

光灘を耽された化勤質であるカ・，・ト数縦灘感難醐べた・DNA餓期前半で最も細胞の
細胞での報告はなく，著巻の得た成績のみである。大　感受性が高く，分裂期がこれに次いだ。

方のご批判と追試を望みたい。今後，xanthene系

色素の皮齢部位と，鯉の相趣引き続き研究した　おわりに献り，ご｝旨導とこ欄を賜りました恩師

い。　　　　　　　　　　高瀬謙教授，さらにご校蹴らびに麺なご㈱を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賜りました本学医学部第一解剖学教室永田哲士教授，

　　　　　　　　　V結　　論　　　　　　　　同順応生理学教室上田五雨教授に深く謝意を表しま

　（1）ヒト健i常皮麿由来培養細胞株XX－maleから　　す。

採難によりM期細胞を集め・11種の・・nthen・系

螺の非剛糾下での一次糊包灘を細胞生騨よ　本紋の鮨は，躰翻品騨会第6騨術絵

り調べた。　　　　　　　　　（1981年・月，棘）凝発表した・
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