
104 浦上財団研究報告書VoLl3(2005)

〈平成16年度〉

培養細胞を用いた迅速で精度の高い麻痺性貝毒試験法の

開発に関する研究

奥村 正直 ・ 都築 秀明 ・富田 伴一

(愛知県衛生研究所毒性部)

1.は じ め に

海洋性天然毒のうち,主 として二枚貝に起因す

る麻痺性貝毒は,主 に神経細胞などの細胞膜の

Na`チ ャンネルを阻害 して神経 ・筋伝達をブロッ

クする結果,呼 吸麻痺を起こし,ま た,フ グ毒と

同じ薬理作用を有する致死性毒である'1。

貝類における麻痺性貝毒の発生は,我 が国のみ

ならず,欧 米,ア ジア,及 び中南米地域でも報告21

されていことから,国 産 ・輸入を問わず毒化 した

貝類の国内での流通を未然に防止することが,食

品衛生上重要な課題となっている。

我が国の食品衛生法では,麻 痺性貝毒の試験

法3ト(公定法)は マウスを用いることになっている

が,近 年,動 物愛護の観点からも実験動物の使用

は社会通念上困難になってきている。

これまで,機 器分析による麻痺性貝毒の検査

法iが 開発されているが,そ の毒成分は20種程度

で構成されるため,毒 素の検出条件を変えるな

ど,分 析に要する時間あるいは標準毒素の入手の

困難さ等の問題がある。また,免 疫抗体法では抗

体の特異性のゆえに個々の毒素を一度に反映する

有効な試験法がないのが現状である。一方,一 度

に多検体が処理できる培養神経細胞を用いた試験

法;.r,も開発されているが,検 査時間として少なく

とも24～48時 間程度を必要としている。そこで,

この試験法を即 日で検査を終了できるように改良

を加えることで,比 較的簡便・迅速なだけでな く,

公定法であるマウス試験 より高感度な汎用性の高

い試験法を開発することを本研究の目的とした。

2.材 料及び方法

2.1細 胞培養

供試 したマウス由来神経芽細胞(Neuro2a,

ATCCCCL131)は,大 日本製薬から入手 し,そ

の継代方法はMangerら の方法5を 一部改変して

行った。細胞は,1%の ペニシリン・ス トレプ トマ

イシン(Gibco)を 添加 した10%ウ シ胎児血清

(Gibco)添 加RPMII640培 地(Gibco)を 用いて

37℃ 条件下の5%炭 酸ガス培養器(CPD-170,平

沢製作所)で 継代培養を行った。また,細 胞毒性

試験時は,血 清無添加のRPMII640培 地 を用い

た。

2.2被 験液及び標準麻痺性貝毒の調製

愛知県三河湾内で採補されたアサリ30件を公定

法により処理して被験液を作製し,さ らに,限 外

ろ過フィルター(分 子量10,000,Ultrafree-MC,

Millipore)で 処理した。

標準麻痺性貝毒として,和 光純薬のゴニオトキ

シン混合液(GTX1.1,0.5μM)をO.OIM塩 酸(和

光純薬)を 用いて公比3で 希釈して調製 した。

2.3細 胞毒性試験

方法は,96穴 マイクロプレー トに培養細胞を播

種(5×10;/well)し,10%ウ シ胎児血清添 加

RPMII640培 地を加えて1晩 前培養した。

被験液あるいは培養液等の試薬類の使用量を,

これまでの方法に比べて半量にする試験条件を設

定した。すなわち,被 験液(5ul),lmMウ アバ
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イン(Sigma)+10mMベ ラ トリジン(Sigma)

(0/V,10-15,ul)及 び血清無添加RPMII640培 地

を加えて総量100u1と した後,6時 間炭酸ガス培

養を行った。なお,培 養終了15分前に15nMマ イ

トトキシン(MTX,和 光純薬,7.5,ul)を 加えて

さらに培養 し,培 地で軽 く洗浄した後,細 胞活性

測定試薬(WST-8,同 仁化学,10,ul)と培地(90,ul)

を加えてさらに60分間培養した。その後,反 応停

止液(0.1MH_>SO,和 光純薬,50,ul)を 加えてマ

イクロプレー トリーダ(MPR-A4ill,東 ソー)で

吸光度(450nm)を 測定し,細 胞活性を求めた。

本試験法の有効性を検討するため,公 定法によ

り既に結果が得られている冷凍保存したアサリ30

検体を被験液として細胞毒性試験を行った。標準

毒素検量線からそれぞれの毒力を求め,そ こで得

られた結果と公定法の結果とを比較 した。なお,

標準毒素の公定法による毒力は175マ ウス単位

(MU)/mlで あった。さらに,貝 毒によって惹起

される培養細胞の形態の変化について も観察 し

た。

3.結 果

3.1試 験方法の検討

測定条件 として,試 験に際 してNa↓チャンネル

を阻害するために使用するO/V混 合液の量を15

ul添加(0/V(H))と10μ1添 加(0/V(L))と

を比べると,図1に 示す標準毒素の用量反応曲線

では,O/V無 添加(0/V(O))で は毒素による用

量反応は認められなかった。しかし,0/V処 置を

行った場合は,ほ ぼ同様な用量相関を示 した。

0/V(H)の 傾きは,0/V(L)に 比べてより強い

結果となった。さらに,MTXを7.5,ul添 加する

と,MTX単 独投与細胞では,無 処置の細胞に比べ

てその活性はおよそ5%の 低下であった(デ ータ

未公表)。一方,0/V(H)及 び0/V(L)投 与と

もにMTX無 添加時に比べるとMTXに よる細胞活

性の抑制がみられたが,低 濃度の毒素ほどより強

い抑制効果が得られた。このことから,MTXの

存在下でより強い相関性が得られる結果 となっ

た。

以上の結果から,以 後の細胞毒性試験はMTX

添加0/V(H)の 条件で実施することとした。

3.2検 出感度

図1に 示すように,本 試験法での検出感度は,

標準麻痺性毒素の検出可能範囲がo.i～17.5MU/

mlで あり,そ のうち,良 好な直線性 を示す02～

5.8MU/mlが 有効検出範囲と考えられたので,以

後の細胞毒性試験では,こ の範囲より高い毒性を

示す検体については,0.OIMHCIで 適宜希釈した

後に有効検出範囲に入るようにして試験を行って

毒力を算定した。なお,本 法での有効検出下限値

0.2MU/mlは 公定法の下 限値0.9MU/mlに 比べ約

5倍 の感度であった。

3.3試 験の有用性

アサリ30件の検体を用いて,本 試験法と公定法

であるマウス試験法において得 られた毒力の値で

比較検討 したところ,図2に 示すように良好な相

関性が認められた。とりわけ,比 較的低毒力の範

囲(10MU/ml以 下)で は,本 試験法と公定法との

結果はよく相関していた。ただし,ア サリ30検体

図i細 胞毒性試験法により得られた標準麻痺性貝毒の用量反応曲
線(各 プロットは.平 均値±標準偏差を表す、〉
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図2細 胞毒性試験法とマウス試験法による毒力の比較(破 線は麻
痺性貝毒の規制値(2NIUml)を 示す.)

のうち,マ ウス試験法で検出感度以下となった10

件については,マ ウス試験法での検出下限値であ

る0.9MU/mlと みなして計上 した。

3.4培 養細胞の形態

培養細胞の試験開始6時 間後の形態像は,培 養

液添加のみの無処置では神経細胞特有の紡錘形～

楕円形であったが(図3a),O/V単 独処置では細

胞質の膨化した大小不同の類円形であった(図3

b)。一方,MTX単 独処置では,細 胞のわずかな

膨化は認められるものの無処置とほぼ同様の形態

であった(デ ータ未公表)。 さらに,0/VとMTX

同時処置では,麻 痺性貝毒(GTXI。 又は貝毒毒素

陽1生検体)が 存在しない場合あるいは極 く低濃度

の存在下では,培 養6時 間後では各ウェル内の大

半の細胞での膨化に加え核濃縮や消失などが認め

られたが(図3c),毒 素の濃度に比例して細胞の

形態を観察する限 り,そ れらの正常性はほぼ保た

れていた(図3d)。

4.考 察

培養細胞を用いた麻痺性貝毒試験法の有用性に

ついては,こ れまで報告三'7されているとお りで

あるが,今 回は主に試験時間の短縮について検討

を加えた。感度に関して も従来の報告.;と ほぼ

同様な結果であ り,時 間短縮によるデメリットは

認められなかった。さらに,今 回検討した試験で

使用する培地を半減することにより低コス ト化を

図ることが可能となった。とりわけ,培 地に10%

の割合で添加するウシ胎児血清は,ウ シのBSE問

図3細 胞Rz'P`1:試験でフレート内にみられた各条件下での細胞形態の差違 〔×201
a:無 処 置 対照,bOV単 独 処 理,c極 低濃 度 麻 卿'1ゾi;具毒 添bn.d高 濃 度 麻 痺 性 貝 毒 添 加.0=ウ ア バ イン 、-;ベ ラ ト リジ ン
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題により,国 際的な供給量の激減に伴う高騰化か

ら,そ の削減効果はかなり大きいものとなった。

今回の試験法の改変において,0/Vの 添加量を

2倍 に増や したが,こ の増加が麻痺性貝毒の検出

にあたり,そ の短縮化に大 きく寄与 したと思われ

る。すなわち,こ れらの化合物によって培養細胞

のNa一チャンネルゲー トが解放され,細 胞内への

Na〒の流入が増えるとされるが,O/Vの 用量依存

性にその作用が充進 し,検 出時間の短縮につなが

ったものと思われる。なお,上 述した0/V使 用量

については,本 研究では試験法全体についての試

薬類の使用量を半減 しているため,相 対的に倍量

を使用することにしたとしても,使 用する絶対量

としては従来の試験法5'61と同量になる。

一方,今 回使用したMTXは シガテラといわれ

る海洋性天然毒の1種 であり,そ の作用はチャン

ネル非依存性のCa++代 謝昂進作用を持つ8に とか

ら,試 験時に加えられた0/Vに よってNa+チ ャン

ネルが解放 される結果,活 性の低下 した細胞を

MTXの 添加によりCa++代 謝が昂進し,相 乗効果

によって細胞を疲弊させるが,Nゴ チャンネルを

阻害する麻痺性貝毒が培地中に共存する場合には

細胞活性の低下が比較的抑制され,よ り明瞭な麻

痺性貝毒による用量相関が得られたものと考え

る。

本試験法は,感 度の点か らはHPLCな どの機器

分析法31に,簡 便性の点か らは免疫学的手法であ

るELISA法9'な どに比べてやや難点がある。しか

し,麻 痺性貝毒がサキシトキシンと約20種の誘導

体から構成され,毒 素の構成比 も多様Pで あるこ

とから,い まだにマウスを用いる試験法が世界標

準からはずせない実態があ り,生 物試験の有用性

が残されている。

今回の培養細胞を用いた麻痺性貝毒試験法で

は,8時 間以内に試験結果が得られることから迅

速な行政対応が可能となった。今回検討を加えた

試験法を,公 定法に対するスクリーニングとして

用いれば,マ ウスの供試数を減らすことができる

ことから,本 法は有用な試験法と考える。以上の

成果に加えて,本 研究で検討した培養細胞を用い

る試験法は,こ れまでさらに改良を加えた結果,

一連の麻痺性貝毒試験を5時 間で完了できる方法

がほぼ構築できた。

我が国での麻痺性貝毒の発生は,近 年,そ の広

域化のみならず周年化の傾向にあるi°。加えて,

今後海外からの食品輸入の需要も増すと思われ,

公衆衛生の観点からも,今 後,他 の海洋性天然毒

を含めた被害防止に向けた対策が重要になること

から,よ り簡便で感度の高い検査法の開発が望ま

れる。
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AnEstablishmentofRapidDetectionMethodforParalyticShellfishPoisoning

ToxinsbyCellBioassay

MasanaoOkumura,HideakiTsuzuki,Ban-ichiTomita

(AichiPrefecturalInstituteofPublicHealth)

Wereportherearapiddetectionmethodforparalyticshellfishpoisoning(PSP)toxins

usingculturedneuroblastomacellline,modifiedfromthebioassaysystempreviously

establishedbyMangeretal.(1995,J.AOACInt.,78(2),521-527).Inthepresentstudy,we

attemptedtofurthermodifytheirmethod.Therearetwomajormodificationstotheprevious

method:thefirstistheuseofmaitotoxin,akindofmarinetoxinsofciguaterafishpoisoning,

whichenablestoshortentheincubationperiodto6hourswhenappliedtothemicroplate15

minutespriortotheendoftheincubation.ThesecondistheuseofWST-8,adehydrogenase

detectingwater-solubletetrazoliumsaltfordeterminingthetargetcellviability,which

permitstheomissionofawashingstepandsimplifiesthecountingprocess.Inaddition,we

attemptedtoreducetherequiredmaterialsasmuchaspossible.Thus,ourmodifiedmethod

wouldbeusefulforscreeningthePSP-toxinsinshellfish.


