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　核酸合成をラジオ・X－　一一トグラフイーにより研究し　　　で露出は3｝1・・　uridineは14日，8H－thymidineは7目

た報告は現在までに数i多くあるが，特に2核細胞セこ関　　　である。現像はFuji　FD－U1，サクラSDX－1で，

してのものはNagata．　et　al・①，　Nagata②等のごく　　昏々20°C　4分間，停止液，定藩液もそれぞれ所簸の

わずかのものにすぎない。また組織培i醜田諭こ関する　　　ものを用いたが，いずれも出来るだけ条件を同じよう

同様の報告もかなりみられるが，特に培養2核細胞に　　　にして現像しており銀粒子に差異の起らないように配

ついてのものは全く発表されていない。そこで著春に　　　慮し，オートラジオグラフは定藩後水洗して通常のこ

組織培養細胞についての研究の一bとして今圓は培　　　とくヘマトキシリン・エオジソ染色を施した。

養線維芽細胞を用いて特に2核細胞と1核細胞におけ　　　使用した組織移殖片は短冊カバーグラス1枚に4個

るRNAおよびDNA合成につき3H－uridine，　SH一　　で培養管1本en　2枚ずつ入れて回転培養し各時閻毎に

thymidineを使用し比較検討を試みた。　　　　　　　培養管1本を使用し，そのうち各々ユ枚を奨験用に残

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りの1枚を対照に用いた。銀粒子の数は各時間毎に短

　　　　　　　　材料および方法　　　　　　　　　　冊カバーグラス1枚，移殖片4個について鐘えたも

　鯉卵7日目の鶏胚心臓をflying　cover　slip　me一　　のである。他の1枚はSH－uridineを使胴したものに

thodにより短冊型カバーグラス上にplasrna　clot　　ついてはRNase（RNase－Worthington　CheMical

で回転培養し，培養24時閲後にラジオアイソトープを　　’Laboratory製を0．2㎎／ccの割に三度蒸溜した蒸溜

注入した。培養液は，鶏血清4：Gey液4：鶏胚抽出　　　水に溶かし37°G　1時間作用させる）処理を行ない，

液2の割合のものを用いたが線維芽細胞増殖には，こ　　　SH－・thymidineを使用したものについてはDNase

の割合のものが良好のようである。　　　　　　　　　　（DNase－Worthington　Chemical　Laboratory製

　BH－uridine（1．08　c／mM）は50PtC／認の濃度で培　　　をO．2㎎／ccの割に三度蒸溜した蒸溜水に溶かし，硫

養液に入れ，注入後3時間，24時間，48時間後にカバ　　　酸マグ不シウムをO．01Mの最終濃慶になるように加

一・ OラスをGey液で洗灘しメタノー一ルで5分間固定　　　えて37°Cユ時間作用させる）処理を行なつた。、

した。

・H－thymidin・（8．8c／mM）eま・IOt・c／meの濃度で同　　　　　　　轍成績　　1

様に別の培餐管に温i入し，24時間，40時間，48時間　　　BH－uridineを使用した標本では細胞を次の纂種に

後にメタノールで固定した。圃定後標本は風乾して　　　分類した。すなわち2核細胞（PLATE　1．　Fig・3，

st「iPPin9－film］methodによりオートラジナグラ　　　6，9。），1核1核小体細胞（PLATE　1，　Fig．1，4，

ブイーを行なつた。使用した乳剤はFujt　ET－－2E　　7．），1核2核小体細胞（PLATE　1，　Fig．2，5，8．），

（thymidine），サクラNR－Ml（uridine）の2種類　　　の…三種を各々時閻毎に2核細胞は5個，他は10個ずつ
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Tabte　1．　Mean　number　of　grains　in　three　regions　of七he　cells

　　　　　　　　　after　3H　uridine　incuba七ion

ぬucleo1US nucleUS cytoplasm
＼＼regi・・　　　　　＼鮎incubatioゴ』．馳一・．．

@　　　time＼＼ B　　MB　　M B　　MB　MM B　　MB　MM
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127　　　68　　　91　　　173　　　iZ6　　　151　　　512　　439　　468

227　　　203　　　127　　　333　　　168　　　174　　　662　　　563　　537

Abbreviation　to　tlle　table　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜

　　B：bilユucleate　ceU

　MB：moロonucleate－binucleolar　cell

　MM：mQnonucleate－mononuc1¢01ar　cell

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　，
Table　2．　Mean　number　of　grains　itl　the

　nuclei　after　3H－thymidine　incubatioエ1　　　　　　　　　　　　　　　　600
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　　　＼＼＿、　　　time
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　　Abbre▽iation　to　the　table　　　　　　　　　　　　　　　　　to

　　　B；binucleate　cell　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300
　　　・M：mononucleate　cell　　　　　　　　　　　　　　　　　8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　　　　　　　　　　B

の細胞をatτandomに選び各々の銀粒子数を箕えて　　　　　瓢　　　　　　　　　　　／

鷲撫（聖蹴麟で、＿，胞　・。。〃か
（PLATE　2，　Fig．11，13，ユ5，　IZ）および1核細胞　　　　　　　　　　　　”

（PLATE　2・Fig・10，12・・4・16・）について比絞し　　　　　　」　、4　4e
aH”u「idi”eの雛子数については核小体・核，細胞　　　H・u・S。f　i。，ub、ti。n．i。　・H－。，idi。e

質r隠欄した゜　　、F・・1融盤晶糠濃，瀞・A
　　核小体　（Nucleolus）　　　　　　　　　　　　　　　　　　incubation　time　in　sH－Uridine

　Text　Fig．1は核小体の銀粒子数を図示したもの　　　　　Abbreviation　to　the　Figs・1－3

瓢赫黙蹴（T），核形（N）に謡軽灘灘鵬欝1』、
　図から考察すると2核細胞の核小体中の銀粒子数は

1鱒体あたりでは1核納のものよりも多く瞭　・a・1・　3．F・・t・ri・1’、d・・．・g。　。n・h。　va，i。ti。n

2倍を示し・1核細胞についてみると2核小体細胞の　　　　　　　of　the　grain　eounts　in　Fig．1

1細胞体あたりの鮒子数は骸小体細胞のそれより　Fact。，
も多いe．

・H－一・・idi・・注入後48時間，囎すれば培難3日　　T

目にあたるこ嚇期即ち駿細胞増殖の勲。なる　　N
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に1％の危険率で有意となつている。　　　　　　　　　　　細胞質　（Cytoplaarn）

　　核　（Nucleus）　　　　　　　　　　　　　　　Text　Fig．3は細胞質に．おける銀粒子数を図示し

　Text　Fig　2は核の銀粒子数を図示したもので　　たものでTable　5．はその要因分析袈である。

Table　4．はその要因分析表である。　　　　　　　　　　　Fig．3の示すように2核細胞，1核2核小体細胞，

　これによると，やはり1細胞体あたりの銀粒子のと　　　1核1核小体細胞のいずれも時間とともに銀粒子数の

り込みは時間とともに増加を示し2核細胞についてみ　　　増加を示すことは核，核小体ともに同様である。しか

ると1細胞体あたりの銀粒子数は1核細胞よりも多く　　　し詳雷するとSH－uridine注入後24時間までは三者の

48時間ではほぼ1核細胞の2倍となつている。　　　　　差は著明ではないが48時間になると2核細胞の細胞体

　一方，1核2核小体細胞と1核ユ核小体細胞につい　　　における銀粒子数の増加が1核細胞のそれよりも著明

てみると両者の差はそれほど多くはなく48時間でも核　　　となり，1核2核小体細胞のそれも1核1核小体細胞

小体にみられるほどの薯閉な蓮はないが・この要因分　　　のそれよりも増加する。要因分析によると，T，　Nと

析によるとTは1％の危険率で有意であり・Nは5％　　　もに1％の危険嘱で有意であることを示している。

の危険率で有意となつている。1核2核小体細胞と

1核1核小体細胞の核小体と核との銀粒子数から考え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B
ると，核における両湖の誰は核小体における箆よりも　　　　　　　　600
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一．－ @　10個の銀粒子数の平均値を出したがlabelされた銀粒

子数が非常に多かつたので正確な数値を出すことは困
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　難であつた。そこで数値を200きざみとし1これを平　　　多いことを示している。

　均した値を示すこととした。（Table　2．）　　　　　　　　要國分析によるとTは有意とはいえないがNは1％

　　この結果をText　Fig．4に示し，その要因分析を　　　の危険率で有意となり，結局，時問による劃よないが

　Table　6・に示した。図からもわかるように時間的変　　　2核細胞と1核細胞のDNA合成には蕾しい震異のあ

　動が少なく両者の間の差もほぼ一定の傾向があるが，　　　ることがわかる。

　ともに48時間でピークを示している。この時期は3H－

　uridineの実験の際にも述べたように細胞増殖の盛ん　　　　　　　　　　　　考　　察

な麟1であるが・この騨に一致してDNA・餓も一　　・灘聰と2灘II胞のRNA合成とDNA合成砒
　段と増加を示したものと考えられる。　　　　　　　　　較検討を献みたが，いずれの場合も2核細胞の方が

　　1細胞体あたりの銀粒子の取り込み数を比較してみ　　　1核細胞よりも核酸合成の盛んなことが判明した。

ると・2舗胞は1齢胞のほぼ2働りDNA餓　　RNA鍼について考えてみると核，核小体，糊
はRNA誠と剛靴2核細胞の方カミ骸細融りも　質の鰍子とり込み数は職細胞よりも2撚聰力・多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く培餐3臼風でもつとも著明になる。t核1核小体細

　　　　　・4・・一ンへ，1繕灘謙篶撚
　　　　　12。。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　培養細胞のRNA舎成についてex　Sisken③，　Gold－

　　　、■、。。。　　　　　　　・t・in④・・。・。…h⑥，・tiel・・一・⑥，勒耽

　　　ね　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置いたものでは銀粒子の出現は核小体に強く，核には

　　　舅6°°　　　　　　　　蝿幽細騰・囎く現われるといつているが，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れはRNAの細胞質への放出と同時に再合戒も行なわ
　　　　　妬oo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れる為であろうと考えられている。Ch色vremontに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よると細胞質でもRNA含成は行なわれるが，それは
　　　　　20e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弱くて遅いという。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイソトープを含むmedium，に短時闘置いて後ア

　　　　　　　　　　24　　tO　　48　　72　　　　　イソトーブを含まない新鮮な液と交換した場合には

　　　　Hours　of　incubation　in　8H－thymidlne　　　Bogorochカζ述べているように当然銀粒子数は時間と

　Flg．4，　Uptake　of　3H．　thym量dine　into　DNA　　　　ともに細胞質に多くなり・核小体の銀粒子数は減少す

　　　　in　the　nucleus　as　a　function　of　　　　　　るものと考えられる。この際に核そのものに（核形

・灘撫1岬hymi　　駄置罫灘灘脚藁脇騰
　　　M：znOnOnucleate　cell　　　　　　　　　出されるものでないことを示すものであろう。3H．一

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1thymidineにっいてみるとアイソトープを含む液に

　7ab：06・Factorial　design　on　the　variation　　　長時間入れた今回の実験ではBogorochの研究のよ

　　　　　゜f　the　9「・i・c。unt・i・Fi・・4　　　うな部位による蝋徽嚇闇鮫動まきわめて少な
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一…隔 @　　ともにとり込みが増加している。この時期は培OS　3日

7gi 一　我々の教室の罐の縮の2核細胞につし・ての系統

的研究によると2核細胞の増加は器官の機能と密接な
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関係にあるということが知られている⑦⑧⑨。また　　　になる時期に一致して著しい差がみられた。

2核細胞の増加とDNA量と機能との三要因の間にも　　　　3H－－thymidine標本では21亥細胞，1核細胞に分け

密接な関連があると思われる。　　　　　　　　　　　　銀粒子数を籏えた。これによると両蒋の銀粒子数の時

今回の培酬聰の場合は2核細胞の数を定鰯開るこ　聞鮫醜少ないが，2核細胞の鰍宇数は1核細胞

とは出来なかつたがRNA合成，　DNA合成ともに　　　IDほぼ2借あり，　i　3H－uridineと同様に注入後48時間

2核細胞の方が］，核細胞よりも盛んであり，細胞機能　　　に増加がみらナしる。　　　　　ttt／

と核酸合成とが密接な関係に，あることを示している。　　　　これらのことからRNA合威，　DNA合成ともに．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2核細胞の方が1核細胞よりも盛んであり，RNA」合

　　　　　　　　　結　論．　　　　成についてみると21如1月缶，骸2核・j・体細胞，職

　（a）aH－uridine標本については細胞を2核細胞・　　　1核小体細胞の1順に多いといえる。

1核2核小体細胞・1核1核小体細胞の三種に分けて　　　　2核細胞と1核細胞め薙が細胞増殖期に一一twして薯

比較検討した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しい差を示すのは，両者の間に何か機能的蓬異がある

　］）核，核小体，細胞質について銀粒子を算えた　　　のではないかと考えられる。

が，その結果は三部位ともに2核細胞＞1核2核小体
細胞＞1核1核小体細胞であり，その間にば有意の鑑　　　　終りに臨み・本研究に指導と校閲を賜わつた彪持昌

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次教授，永田哲士助教授に深甚な謝意な表します。
がみられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本文の要旨は昭和40年4月4日第6圓日本組織化学

　2）銀粒子数は三種の細胞ともに時間とともに増加　　　会総会（広島）において発蓑した。

を示すが，その数値はアイソトープ注入後48蒔閻（培，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e．

養3日員）で三種の細胞間に著明な差がみられた。　　　　　　　　　　　　　　文　　献
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体細胞よりも多い。　　　　　　　　　　　『“　　　　Med，　J，　Shinshu　Univ、，7（t－一・2）：15－25，ユ962

　（b）’　SH－・thymidine標本については2核細胞と　　⑤Sisken，　J，　E．＆Kinosita，　R．：Exp．　Cell　Res、，

1核細胞に分けて検討した。　　　　　　　　　　　　　24：168－170，i961　④Goldstein，　L．＆Micoロ，

　1）　2核細胞の銀粒子数は1核細胞のほぼ2倍とな　　　J，：J．Biophys，　Biochem，　Cyt◎Lt　6（2）1301一

つているが時間的変動には有意の差ヵ1みられない。　　　　304，1959　⑥Bogoroch，　R．＆Siege1，　B．　V，：

　2）　2核細胞，1核細胞ともに銀粒：子数の変動は少　　Acta　anat．，45：265－287，1961　⑥Chさvremont，

ないが注入後48時間（培養3日昌）でともに増加がみ　　　M．＆Baeckland，　E，：Archives　de　Biologie．，72　：

られた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　461－484，1961　⑦Nagata，　T，　et　al，：Med，　J．

　上記のことから考察するとDNA合成，　RNA合成　　　shinshu　Univ・，5：147－152，1960　③Nagata，

ともに1核細胞よりも2核細胞が盛んである。　　　　　　T，et　aL：Ibid．，5；ユ53一ユ58，　t960　　⑨Omochi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sh．；Ibid．，6：ユ63－170，1961
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　培養線維芽細胞に3H－uridineと3H－thymidine　　　　　　　　　　ABSTRACT

を用いて特に2核細胞と1核細胞のRNA合成，　DN　　　　Investigations　were　carried　out　to　study

A合成の比較検討を試みた。培養24時間後にラジオ・　　the　difference　of　nucleic　aclds　syntheses　bet一

アイソトープを注入し，sH－uridineでは3時間，24　　ween　the　binucleate　and　mononucleate　fibro・一

時間，48時間後に固定，3H－thymidineでは24時間，　　blasts　in　tissue　culture．　The　hearts　of　seven

40時間．48時間，72時聞後に固定しstripping－film　　　day　chick　embryos　were　cultivated　in　media

methodによりラジオ・オートグラフイを行なつた。　　　either　containing　3H－uridine（50μσ／紹）Qr　3H－

　8H－・uridine標本では細胞を2核細胞，1核2核小　　　thymidine（10μc／認）for　varying　periods　from

体細胞，1核1核小体細胞に分け核小体，核，細胞質　　　3to　72　hours．

の三部位1こついて銀粒子数を算えた。　　　　　　　　　　　　The　ernUlsion　used　in　the　present　study

　この結果によると三部位とも2核細胞，1核2核小　　　was　ET－2E（Fuji）and　NR－Ml（Saku：a）auto一

体細胞，1核1核小体細胞の順に銀粒子数が多く，注　　radiographic　plate　for　stripping　film　method。

入後48時聞，換言すれば培養線維芽細胞の増殖の盛ん　　　exposed　for　70r　14　days，　developed　and
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