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薬物性の毒性,特に発癌性を検討することは
重要な課題となっている.発癌試験法として動
物試験が一般的に用いられているが,膨大な時
間と経費を要することから,現在の化学物質や
薬物の開発の増加に対して対応するのは不可能
な状況となっている.
大部分の痛原物質は突然変異原であることか
ら,遺伝子突然変異や細胞の染色体突然変異の
誘発を指標とした種々の短期試験法が開発され
ている.これらの方法として,カイコやマウス
による特定座位法チ)ショウジョウバエによる劣
性致死突然変異法,サルモネラ菌や枯草菌によ
るAnes試験2‑3). rec‑assay法4,5)さらに, V
79細胞やCHO細胞, L5178細胞等の培養細胞
による突然変異の検出法6 9)が使用されてい
る.短期間での方法として, Salmonella菌によ
るAmes法や培養細胞等によるin vitro試験法
が現在行なわれている.これらの試験法では,
発癌性に対して定性的な相関性は認れられるが,
しかしながら,上野の報告10)にも見られる様に
単一の方法だけでは発癌物質を検出出来ず,突
然変異の試験には種々の方法を組合せねばなら
ない.その結果として,この短期法では却って
試験期間の延長となる.
著者等は変異原の短期試験法の開発を試み,
マウス受精卵培養の応用を検討してきた.即ち,
受精卵は体細胞としては培養細胞と同等である
が,多能性を有し,受精卵を着床前期に母体へ
移殖すると動物個体にまで発育することからマ
ウス受精卵を用いる短期試験法は突然変異の誘
発が発癌性と直接,関連するか否かを検討する

有力な試験方に成る得ると考えた.既に,我々
は受精卵の培養11)ならびにその処理法12)につい
ては報告している.この実験系では発癌性変異
原13)と非発癌性変異原14)では発育率や分裂周期,
染色分体の交換に変化を示しており,これらの
変異原を容易に区別することが可能であった.
本研究ではこの実験系を更に短縮化すること
を試み,桑実施の発育に対する6‑mercapto
punne (6‑MP)およびvinblastinの影響を検討
した.
実 験 方 法

1.培養液,培養方法:既に述べた11)様に培養
液としてBrinsterのBMOC‑ 3を実験の前日
に調整し, Bnnsterのmicro drop法により滅
菌シャーレ(Corning)内に6個の小滴(100!上1)
を作製し,滅菌流動パラフィン(半井化学)で
被った.この小滴を炭酸ガス培養器内で12時間,
放置した.炭酸ガス培養器(トリオサイエンス)
内の条件は温度37℃,湿度85%以上とし, 5%
の炭酸ガスを混合させた空気で循環させた.
2.ピペットの作製:市販の‑マトクリット管
を加熱,伸展し,直径約100Aimのマイクロピ
ペットを作製し,シリコンチューブに連結して,
受精卵の採取,洗浄に使用した.
3.実験動物
a.妊娠動物:ICR系マウスを8過令にて購
入し, 1週間予備飼育を行なった後,実験に使
用した.外陰部の発赤を認めた雌マウスをPM
4 :00‑AM9 :00まで雄マウスと同居させ,
腫栓を認めたマウスを妊娠0日と起算した.妊
娠マウスはプラスチックケージ内に独居させ,
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飼料(CA‑1)求(水道水)を自由に摂取させた.
b.受精卵の採取:妊娠2 E]目に現椎脱臼に
てマウスを屠殺し,卵管を摘出した.卵管を予

を作用させ,受精卵の発育に及ぼす影響を検討
し, Figlに示した. MP濃度は発育を抑制し
ない濃度を貴大濃度とした.細胞数はControl

め作成したmicro drop内に移し,実体顕微鏡
下で卵管を洗浄し, 8細胞期受精卵(8細胞卵)
をmicro drop 内に流出させた.受精卵をマイ
クロピペットで採取し,培養液で洗浄後,炭酸
ガス培養器内で発育させた.
4.受精卵の培養:同腹の母体より採取した受

群で約80個であり,いずれの用量においてもほ
ぼ同程度であり,殆ど変化を認めなかった.分

精卵は遺伝的に等しい形質を有すると考えられ
ることから,これを各小滴内に均等に分配した.
8細胞卵を24時間培養し,桑実期に到達した卵
に種々の濃度の6‑irercaptopurine(MP)または
vinblastin(VB)を24時間作用させた.作用濃
度はMPで0.03‑3/*M VBで0.3‑30pMの5
用量とした.同時に染色分体を分染するために
bromodeoxyuridine (BrdU) 30 ng /mlを作用

群とほぼ同程度の頻度を示したが, SCEの高い
頻度を示す卵は若干増加する傾向を認めた.し

させた.培養終了前2時間にcolchcinelO 7‑
molを添加し,卵の発育を分裂中期にて停止さ
SSS
5.染色分体の分染
a,染色体標本の作製:既に述べたように12)
cplchicine処理した卵を低張液(0.3 % sodium

0.3‑ 3pM群でも同様であったが, lOpM以上
では約40個の細胞数であり,細胞数は減少して

citrate)に移し1‑3分間,放置した後,卵を
スライドガラス上に移した.低張液を除去し,
直ちに酢酸‑アルコール(1 : 1)を滴下して,
卵細胞を散乱,固定した.
b.染色分体の分染:標本を40℃, 1時間乾
燥させた後, Hoechst 33258 2Ag/mlで染
色し,水銀燈(400W)を1時間照射した.その
後, Gier指a染色を施した.
6.観察:顕微鏡下にて各受精卵の核数,分裂
中期像および染色分体の交換(sister Chroma‑

裂指数はControlで約6%を示し,処置群では
用量の増加に依存して減少し,同時に分裂中期
に到達していない卵も増加する傾向を示した.
SCEの頻度は0.1〟M以下の用量でもControl

かし,有意な変化ではなかった. 0.3 jjM以上
のMPでのSCEの頻度は分裂中期に到達してい
る受精卵数が減少しているために明確な判定を
布なえなかった.
VBを桑実月割こ作用させた後の結果をFig 2
に示した.細胞数はControl群で約80個であり,

いた.分裂指数はControl群で約5 %であり,
0.3‑3p MVBではControl群とほぼ同程度で
あったが, lOpM以上では40%以上の発現率を示
していた.また,この渡度城の卵細胞の染色体は
いずれも単‑に染色されており BrdUの取込
みは認められなかった. SCEは各群共にCon‑
trol 群と同様に卵の細胞当り約6個の頻度を
示し,変化を認めなかった SCE頻度の分布は
Control群で2.5‑11の数値でみられたが,令
処置群では共に5‑8であり,処置群ではCon‑
trol群に比較して安定した分布を示す傾向が見
られJ,
考

察

tid exchange:SCE)を観察し,細胞数,分裂指
数およびSCEの頻度を次の様に求めた.
細 胞 数‑枚数+分裂中期数
分裂指数‑分裂中期数÷細胞数×100
SCEの頻度‑∑ (卵のSCE数) ÷分裂中期数
結

果

8細胞卵を桑実期隆まで発育させた後, MP

マウスの桑実施に6‑MPおよびVbを作用さ
せ,発育に対する影響を検討した. 6‑MP作用
後の細胞数はいずれも変化を認めなかった.作
用開始時の桑実随の細胞数は約25‑30個であり
(未発表データ) ,実験終了時の正常コントロー
ル群では約80個であったことから,この間に受
精卵は2回の分裂周期を経過していると考えら
れる 6‑MPは細胞内に取り込まれるとhypo‑
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Fig 1 Effect of 6‑MP on total cell number, percent of metaphase and frequency of sister
chromatid exchange. Open circles indicate individual values and closed circles indicate the
mean value.
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Fig 2

Effect of Vb on total cell number, percent of metaphase and frequency of sister

chromatid exchange. Open circles indicate individual values and closed circles indicate the
mean value, Middle column shows mitotic index of egg cell and small column in high
doses shows mitotic index of chromatid monotonouslly stained after exposure of BrdU.
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xantin‑guanine‑ phosphoribosil‑ trans‑ ferase

(HGPRT)によって 6‑thi0‑guanmeに変化し,
細胞を死亡させる.今回の実験で受精卵は2回
の細胞分裂を行なっていることから, 1回Hの
細胞周期で6‑MPは細胞の致死毒性を表してい
ないと考えられる.分裂指数は6‑MP用量の増
加に依存した減少を示し, 2時間のColchicin
処理によっても分裂中期に達していない卵の増
加を認めた.作用開始時に卵細胞の細胞周期を
特定することは困難であり, 6‑MPが1回目の
分裂周期の蛋白合成期以前に細胞内に取り込ま
れたが否か不明であり, 2回目の周期に取り込
まれ,細胞毒性を発現しているとも考えられる.
しかし, BrdUの取込みにより染色分体を分染
させるには2回の分裂同期を心要とし,分裂指
数の低下が認められる受精卵でも染色分体の分
染が可能であった.また, 6‑MPの卵に対する

この卵も突然変異を誘発していることも考えら
れる.従って;6‑MPが突然変異を誘発すると
云う前提条件から考えると,この変化が染色体
上で生ずるよりも,むしろ,遺伝子上で発現し
ている可能性が考えられる.
Vb を処理したとき,細胞数に減少を認め,
このときの分裂指数は異常に高い指数を認めた.
Vb の主な作用は,分裂中期に作用し,細胞分
裂を阻害する15)ことからこれらの濃度ではVb
により,発育は既に停止していると考えられる.
低浪度でのVbでは細胞数,分裂指数に変化を
認めなかったことから, Vb の分裂阻害作用は
これらの濃度では発現していないと考えられる.
SCEについては僅かに発現頻度の収束を認めた
のみである. Vb の突然変異誘発についての明
確な結果は未だ示されていない19,20)今回の卵細
胞に対する我々の実験結果から, Vb は何等か

細胞毒性も比較的短時間で発現している王1)従
って 6‑MPもBrdUと同様1回目の分裂過程
より細胞内に取り込まれていると考えられる.
6‑MPの増加に伴い分裂指数の低下が見られ
たことは,卵細胞の分裂周期の延長を示してい
る.卵の細胞数はControl群と同様であり, 1回
目の分裂周期に発育遅延を認めなかったことか
ら,この遅延作用は2回目の分裂周期のS期以
後に発現したと考えられる. 6‑thioguanme(6‑
TG)は細胞内で蛋白合成を阻害し,15> DNAの合
成過程にDNA鎖内に入り,突然変異を誘発す

の作用を受精卵に及ぼすと考えられるが,どの
ような作用様式として卵細胞に発現してくるか
を明らかにするのは不可能であった.
従って,受精卵の卵細胞数,分裂指数および
SCEの頻度より薬物毒性を検討したとき,薬物

ると報告7,16,17)されている.従って, 2回目の
分裂周期に発育遅延を認めたことは突然変異の
誘発による死亡過程の卵とも推定される.しか
し, 1匝l目の細胞周期で6‑MPの取込みが少な

されているが,今回,我々のマウス桑実随を使
用しての2回の細胞分裂周期をとうしての実験

く,その後の細胞内取込みによって細胞毒性が
発現したとも考えられる.
SCEの頻度は各群共に同様であったが, 6‑

の細胞分裂に対する作用時期としては 6‑MP
およびVbともに明確な結果が得られず,単な
る細胞毒性評価か,遺伝毒性かを判別するのは
不可能であった.受精卵の2細胞期および8細
胞期にこれらの薬物を作用さ漣たとき,遺伝的
変化の測定が可能であったという報告13・14)がな

では実験期間が短すぎることも一つの原因とし
て考えられ,明確な遺伝変化を観察できなかっ
た.
結

語

MP群では比較的高い頻度を示す卵が出現した.
突然変異の誘発を染色体異常と比較したとき,
SCEの頻度は高い感受性を示す18)と報告されて

発癌物質の短期試験法確立のためにマウスの
桑実隆に6‑ir治rcaptopurine(6‑MP)およびvi ‑

いる.また, 2細胞卵および8細胞卵に24時間,
6‑MPを処理し,旺盤胞まで発育させた卵でも
3‑4回の分裂を繰り返したあとに死亡卵が増
加し,突然変異の誘発を示唆した14)ことから,

nblastin(Vb)を作用させ,桑実肢の発育に対す
る影響を検討した.
6‑MPは卵の細胞数には影響を与えなかった
が,分裂指数の低下を認め,発育が遅延した.
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SCEの頻度については異常を認めなかった.
Vb についても分裂指数の増加を認める濃度
では細胞数の減少を認めたが,他の浪度では細
胞数,分裂指数およびSCEの頻度に著名な変化
を認めなかった. 2回の細胞分裂周期を経る桑
実随を用いる今回の方法では6‑MPとVb に関
して遺伝的特有の現象は観察されなかった.
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chromatid exchange (SCE) were determined
at blastocyst
stage.
After exposure of 6-MP, blastocyst
developed
from morulae showed decrease in mitotic index
with dose dependency, but no change in cell count and SCE.
After the exposure of VB, mitotic index showed higher rate at lOpM or more concentrations,
embryo was arrested
at 1st devision
in cell cycle. At lower concentrations
of VB, embryo
development was similar
to control
in cell counts, mitotic index and SCE.
The mouse embryo could not be detected

to

elicit

mutagenicity

for both agents.

