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【目的】

パプラール製剤は、白金およびパラジウムが混合したコロイ ド溶液であり、その主な効

能は、急性胃炎や胃粘膜損傷 といった胃障害に対する修復効果である 。.これらの効能にお

けるパプラール製剤の作用機序は、胃障害の一因であるスーパーオキシ ドラジカルやヒド

ロキシラジカルといった活性酸素の消去作用にあることが、最近の研究で/・ N唆 されてきた 2

つ。 一方、初期がんを併発 している息者がパプラール製斉Jを飲用することによつて、がん

が軽減、あるいは消滅するという傾向が観察されている。 しか し、その科学的データは未

だ得られていない。

そこで、がん細胞の増殖に対するバプラール製剤の影響を検討することによつて、民間

で言われている症状軽減が科学的に証明されるか否かを検討することを目的として本研究

を行つた。

【実験方法】

1)細胞培養

実験には、ヒト子宮頸癌の細胞株である HeLa細胞を用いた。10%ゥ シ胎児血清を含む

Eagleb minlIFlal essential l音 地に、非必須アミノ酸を加えた培養液 (cuLutt medium)を

用い、37℃ 、5%C02ド、培養を行った。

2)細胞増殖に対するパプラール製剤の影響

96 well pla"に 、12× 10 ceus/n・ ellin 200 μl culture mediumになるように HeLa細

胞をまき、約 12時間後、cultu“ medlumを 除き、種々の濃度のパプラール製斉Jを含む

medlumを 100μ 1/wellカ ロえ、incubat10nした (37℃/5%C02)。 InCubat■on後、20μ 1/n・ ell

の CellTlte■ 96° AQueous One solutlon Reagent(PЮmega)を カロえ、 1時間 incubatiOn

した (3rC/5%C02)。 その後、プ レー トリーダー (PerunEInler)を 用いて 490 nmに お

ける吸光度を測定 した。

【実験結果および考察】

1)24時間培養におけるパプラール製剤の添加効果

まず、培養IIt中 、0、 01、 05、 10%になるようにパプラール製剤を添加 し、24時間での

細胞増殖の変化を検討 した。

細胞量の程度は、試薬の吸光度の値によって示されるが、図 1に示すように、パプラー

ル製剤を加えた時点での細胞量をそれぞれ 1と すると、製剤をカロえない細胞の細胞量は、

24時間後に約 24倍に増加 した。パプラール製却lを加えた細胞では、いずれの濃度におい

ても、製却1を加えなかった細胞に比べて増殖の程度が抑制された。また、培養液中での製

剤の濃度依存的に細胞量の増加傾向が認められた。すなわち、培養液中のパプラール製剤

濃度が低いほど、細胞増殖を抑制するという結果が得られた。
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2)72時間培養におけるパプラール製剤の添加効果

先の結果を踏まえて、次に、さらに低濃度のパプラール製剤を添加 した細胞の増殖につ

いて、72時間まで観察 した。

培養液 100,1中 、0、 001、 005、 01、 05、 10%になるようにパプラール製剤を添加 した

時間を 0時間とし、添加後から72時間までの細胞増殖の変化を図 2に示 した。

今回は、細胞増殖の程度を試薬の吸光度で/1Nし た。すなわち、パプラール製剤を加えた

時点での波長 490nmで の吸光度 と、それぞれの時間における吸光度との差を求め、増加 し

た細胞量とした。パプラール製剤を加えない細胞だけでなく、いずれの条件の細胞におい

ても、24時間以降、急激な細胞増殖はみられなくなつた。001、 005、 01%の パプラール

製寿1を加えた細胞は、05および 10%の添加に比べて、細胞増殖を抑制 した,こ の結果は、

前回、バプラール製斉」を 01、 05、 10%で用いた際の、培養液中のパプラール製剤濃度が

lrsぃ ほど、細胞増殖を抑制するという結果と 致する。しかし、001、 005、 01%の 中で、

濃度依存性は認められず、05および 10%の添加でも、濃度依存性は認められなかつた。

以上の結果より、パプラール製斉Jに よって、ヒト子宮頸癌の細胞株である HeLa細胞の

増殖が抑制されることが示唆された。その至適濃度は、培養液中濃度 として、001～ 01%
とい う低濃度であつた。一般に、体内に過剰に発生した活性酸素は、細胞膜を損傷し、ま

た遺伝子を損傷することによつて細胞の癌化に関与すると考えられている。従つて、活性

酸素を除去する働きを助けることによって、細胞の癌化、さらに癌細胞の浸潤を防御でき

る可能性が考えられる。バプラール製剤の活性酸素消去作用が、癌細胞の増殖抑制効果を

持つことは十分考えられる。

今後、パプラール製剤の活性酸素消去作用と、癌細胞増殖抑制作用との関係を詳細に検

討すると共に、癌細胞のアポ トーシスに対する影響や他の癌細胞および正常細胞における

効果を検討 したい。
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園1 24時間培養におけるパプラール製剤の添加効果

96 we‖ plate lこ 、12X 104 ce‖ S/we‖ in 200 1tl outure mediumになるように HeLa細胞をまき、12

時間後、cuture medumを除き、med鮨m中の濃度がそれぞれ 01、 05、 1誂になるようにパプラー

ル製剤を添加した medttmを 100μノwe‖ 加え、37℃、5%002下、hcubatbnした。Incubation後 、

20μ /welの Ce‖Tter 96。 AOu劇8 0ne SoLJon Reagent(Promega)を 加え、1時間 hcubaticlnし

た後、490 nmにおける吸光度を測定した。それぞれのカラムは、4 wdIずつ行つた平均値を示した。

各濃度において、パプラール製剤を加えた時点での細胞量を1として、24時間後の細胞増殖の程

度を表した。
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図2 72時間培養におけるパプラール製剤の添加効果

96 we pLteに 、12X104。e‖ S/we‖ r12CЮ μl cuture mediumに なるように Heta細胞をまき、12

時間後、cuture medbmを 除き、medum中 の濃度がそれぞれ、001、 005、 01、 05、 1筋になるよ

うにパプラール製剤を添加したmedumを 100μノwe加え、37℃、5%C02下 、いcubatbnした。12、

24、 48および 72時間の hcubaJOn後 、20μ/we‖ の CdlTter 96。 AQυじ∞3 0ne SOLJon Reagent

(Promega)を加え、1時間 hcubaJonした後、490nぃ における吸光度を測定した。それぞれのポ

イントは、6 wdずつ行つた平均値±標準誤差で示した。各濃度における吸光度からバプラール

製剤を加えた時点での吸光度をba● k groundと して差し引いた1直を細胞量として示した。
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