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はじめに

晩秋の恒例行事となっている放医研シンポジウムは今回で第26回目を迎え、 「放射線生物影響とリスク

のモデル化」をテーマに、日本放射線影響学会の共催のもとで、平成 6年12月8日、 9日の両日にわたっ

て放医研講堂で開催された。本誌はその時の講演内容を各演者に執筆頂き、取りまとめたものである。

シンポジウムを企画するに当たって実行委員会として以下のようなことを考えた。すなわち、放射線が

生体に及ぼす影響は種々の形で現れる。そこで、放射線生体影響に関して分子レベル、細胞レベルあるい

は動物を用いての実験により広範な研究が行われ、さらには、放射線被ばくした個人について臨床的ある

いは生物学的検査と、集団を対象に疫学調査が行われている。このような実験調査研究では多くのものを

観察することができるが、それでもその多くは本質的に時間的空間的ー断面の観察であり、放射線生体影

響の全体像を理解するためには観察に基づいてのモデル化が重要な意味を持つ。特に放射線によるリスク

を考えるとき、モデル化は必須の作業であるといえる。

近年の生物学の進展には目を見張るものがある。低線量域の放射線生物学でも新しい知見の蓄積が進ん

でおり、それらを統一して新しいリスク予測モデルを構築することの可能性が生まれつつあり、その意義

は非常に大きいと考えられる。もちろん、実際にはそれらが簡単な問題でなかろうことは容易に想像でき

る。ともかく、現時点での放射線影響と放射線リスクについて、モデル化をキーワードに概観してみよう

というのが今回のシンポジウムの狙いである。

放医研シンポジウムとしては新しい試みであったが、日本放射線影響学会の共催を得ることができた。

このことはシンポジウムでの論議を深めるに非常に有益であったと思われる。

最後に、シンポジウムに御協力下さった、また参加された全ての方々に心からの謝意を表します。

放医研シンポジウム実行委員会委員長

稲葉次郎
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ややや~~~~~~

1 .生物影響に着目した線量

伊藤 彬

。φ~~φ~~φ~~φ~~φ~~令。やや~~~~φ~~φ~~φ~~φ~~~~~~

1 .線量一効果(リスク)関係のモデル

放射線が人体に入射して問題とする臓器・細胞に線量が与えられてから、リスク発現(発癌と癌死)に

至るまでには、長い年月と複雑な過程を経過する。特に、低線量の放射線の線量と最終的なリスク発現の

関係を科学的に理解するためには、単純な関数モデルのあてはめを前提としないで、最新の放射線科学と

癌の基礎科学の研究成果に立脚した合理的な考えに基づいたモデルを確立する必要がある。すなわち、放

射線単独の「線量一効果」モデルから、放射線を含む多国子「多段階発癌」モデルの確立が必要である。

2.線量吸収からリスクの発現まで

放射線は生体に入射すれば何らかの物理化学作用を引き起こす。放射繰の線量が生物影響、特に発癌を

引き起こす過程を時間的に整理すると表 1に示す異なったクラスの問題に分けて考察することができる。

クラス Iは、放射線が電離→ラジカル生成→化学的増感・防護→DNA損傷等の一連の物理・化学・生物

作用を引き起こし、 DNAに修復不可能な損傷を与えるまでの問題と考える。放射線入射から数時間以内

の初期の出来事である。クラスEは、 DNAの損傷が、生化学的(誤)修復、生物学的(誤)修復を経て、

癌関連の遺伝子損傷の固定に至る発癌のイニシエーションの問題がある。この分野は、癌の分子生物学と

遺伝子解析技術の発展によりこの10年間大きく進歩している。さらに、クラスEは、広義の癌の生物学の

課題であり、複数の遺伝子が関与した癌の多段階的な展開に関する過程であり、この解明のため現在最も

活発な研究が進められている分野である。クラスNは、リスクを検討する最後の癌の疫学、診断および治

療に関する課題である。癌と診断された場合でも、癌の進展度により、予後は大きく左右される。癌の早

期の診断と早期の治療が実現されれば、癌の治療も十分可能であり、生命へのリスクは最小限となる。

3.吸収線量とマイクロドシメトリー

臓器等でのマクロな吸収線量は、細胞以下の徴小空間で見ると個々の放射線(電子)の飛跡(トラック)

として観察される。低線量では、各トラックは独立した事象である。吸収線量は、 トラックの空間的・時

間的構造と DNA等の分子標的との相互作用を引き起こす。従って、線量は、細胞核等の標的内での電離

衝突数、生成ラジカル数、 DNAの主鎖切断数等を代表する値として理解さるべきである。クラス Iの間

癌研究所・物理部
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題として掲げた放射線作用を解析して定量的に理解することが重要である。我々は、 トラックの空間的構

造を理論的に解析し、 DNA分子に対する作用を、単純B型 DNA、ヌクレオソーム中 DNA等にモデル化

して DNAの主鎖切断の確率の計算を行い、実験データをある程度解説できる結果を得ている。このよう

なマイクロドシメトリー研究の新展開につき報告する。

表 1 放射線の線量吸収からリスク(乳癌の発癌と癌死)の発現に至る道筋

順番 出来事 効率 時間 発生個数(1kg臓器中)

クラス 1 (放射線の初期生物作用)

高線量(1 Gy) 低線量(1 mGy) 

1 吸収エネルギー <p秒 1] 1 mJ 

↓30 eV/ion 個/細胞 x細胞数 個/細胞x細胞数

2 電離/OH.発生 くn秒 2 x104x1012 20x1012 

5% 

3 DNA単鎖切断 (SS B) 10Jx1012 1 x1012 

1% <μ秒 (BG = 105 SSB/細胞/日)

4 DNA二重鎖切断 (DSB) 10 x1012 10 ・2x1012

↓ 10% 

5 修復不能 DSB く数時間 1 x1012 1O-~1012 

クラス11 (放射線による発癌初期作用)

↓1I3x109? A. 放射線誘発

6 癌抑制遺伝子傷害 300/臓器 0.3/臓器

↓10 %? B. 家族性、化学物質、ウィルス

7 イニシエイション 30 0.03 

クラスm(発癌の多段階過程)

c.ホルモン

8 プロポーション ? ? 

D.食事(脂肪)

9 プログレッション 干 干

E 喫煙

10 放射線発癌 ~20年 1O~100xlO-5/年・ Gy. 人

クラスN (癌の診断と治療)

11 自然、発癌(乳癌) 25~ 125x10-5/年・人(1990)

↓30%程度(進行癌)日本 米国 (女性)

12 癌死(乳癌) 9~37x10・5/年・人(1990)

4 
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2.ラジカルの生成とその作用

小沢俊彦

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Generation of Free Radicals in Living Organisms by Radiation and Their Functions 

Abstract 

Toshihiko Ozawa 

Division of Chemical Pharmacology， National Institute of Radiological Sciences， 

9-1， Anagawa-4， Inage-ku， Chiba 263， Japan 

Most of radiation -induced damages to living organisms are thought to be originated from ac-

tive oxygen species produced from water in living organisms by irradiation. These active ox-

ygen species do react with various intracellular components such as DNA， proteins and car-

bohydrates， then finally induce genetic damages， metabolic damages or abnormality of cell 

functions. Especially superoxide ion (02) and gydroxyl radical (・ OH)，which are free radicals， 

are thought to be important active oxygen species in living organisms. It is veηdifficult for us 

to use the radiation technique to generate these active oxygens in conventional laboratories. 

Thus， it has been needed to use the model reactions to generate the active oxygens. In this 

paper， we describe the convenient and useful model systems to generate superoxide ion (02) 

and hydroxyl radical (・ OH)，respectively. Further， reactivities of these free radicals are briefly 

summarized. 

1 .はじめに

生体に放射線が照射されたときに最初に起こる化学変化は、主に細胞重量の80%以上を占める水の放

射線分解と考えられる。水の放射線分解種としては、ラジカル (H.、 .OH) と水和電子 (e;q)である。

細胞内には一般に酸素が溶存していることから、 H.や eんは酸素と反応して、スーパーオキシド (02)

あるいはその共投酸、ヒドロベルオキシル (H02・)を生成する。 .OH、0"2、過酸化水素 (H2 02)あ

るいは一重項酸素 (102)は活性酸素種とよばれる。図 1には、酸素および活性酸素の関係をまとめて示

放射線医学総合研究所薬理化学研究部 千葉市稲毛区穴Jfl4-9-1
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Fig. 1 Relationship between oxygen and active oxygen 

した1)。このうち、 .OHと0"2がラジカルである。本稿では、放射線照射のモデル系としてこれらラジカ

ルの実験室内での生成法およびそれらの反応性について我々の行ってきた結果を中心に述べる。

2.放射線照射による活性酸素・フリーラジ力ルの生成モデル系

2 -1.スーパーオキシド (0"2)の生成

0"2に関しては、比較的安定に取り出せることから各種の方法でその生成・反応性が検討されている。

ここでは、我々の開発した方法を含め、実験室内で容易に生成できる方法を簡単に述べたL、。

( 1) 0"2の生成法

( i )酵素報:キサンチン酸化酵素を用いる方法が最も一般的であり、よく使用されている九即ち、安

価で、容易に入手可能なキサンチン酸化酵素に基質としてキサンチンやヒポキサンチンなどを酸素存在

下で働かせて 0"2を生理的条件下で生成させる方法であり、基質を変えることにより 02の生成量を変

えることができる。図 2には 02の生成について簡単な反応式を示す3)。この反応系は水溶液中での 02

の反応性や 02の消去基質の効果を調べるために広く使われている。 02は通常室温では電子スピン共

鳴 (ESR)では検出できない。そのため、一般

には短寿命のフリーラジカルを捕捉し、安定なニ

トロキシドラジカルに変化させるスピントラップ

剤を用いて、 0"2の挙動が調べられている九図

3には現在良く用いられているスピントラップ剤

の構造を示した。このうち、 5，5-dimethyl-l-

pyrroline N-oxide (DMPO)がよく用いられてい

る。図 4には DMPO存在下ヒポキサンチンーキ

サンチン酸化酵素系で観測された ESRスベクト

ルを示しているが、これはヒポキサンチンーキサ

6 

な〉¥ミ時0，

同 Le2山下立旬

以〆f;;e

Fig. 2 Enzymatic formation of superoxide ion 
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nitroso spin-trap 

)
 

1
 

(
 

~03N.+ 

rP'、

Br¥/久Br

N 

O 

(2 ) 

N=O 

H3C-?一CH，
CH， 

nitrone spin-trap 

叫よジ OCH=~+-C附3

刊こ}C吋ーC(CH，)，

Fig. 3 A selection of the “spin-traps" that have been used in biologica1 system 

(1) 2-methyl-2-nitrosopropane (MNP) ; (2) 3， 5-dibromo-4-nitrosobenzenesulfonate (DBNBS) ; 

(3) 5， 5-dimethytl-1-pyrroline N-oxide (DMPO) ; (4) a-phenyl-N-tert-butylnitrone (PBN) ; 

(5) a-(4-pyridyl-1-oxide)-N-tert-buylnitrone (POBN) 

ンチン酸化酵素系で生成した 02がDMPOに捕捉された付加体、 DMPO-02 (構造は図4中に示す)

によるものである。この反応系を用いて 02の消去能を調べることができる。図 5には生体内で 02を

消去する酵素、鋼、亜鉛ースーパーオキシドジスムターゼ (Cu，Zn-SOD)のモデル化合物である銅

(II)錯体、 Cu(Il) (CyHHh (CyHH :シクロヒスチジルヒスチジル)の 02消去活性を調べた結果が示さ

れている九即ち、 DMPO-02付加体による ESRシグナルが基質(この場合、 Cu(II) (CyHHh) を加

えない時のシグナル強度の半分になる濃度を 1C50とすることにより種々の基質の 02消去活性を明ら

かにすることができる。表 1には種々の Cu，Zn-SODモデル化合物の 02消去活性をまとめて示した。

この場合、 1C50の値が小さいもの程 02消去活性が強いことを示している。従って、ここで得られた結果

からは Cu(HGG) (HGG :ヒスチジルグリシルグリシン)が最も 02消去活性が高いことが示唆される九

。adcluct
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Fig. 4 ESR spectrum of DMPO-Oi adduct 

Relative signal intensity=XJA (X=signal intensity ; A=marker signal intensity) 
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( ii ) KO 2を用いる方法:比較的容易に利用できる

方法である。即ち、通常ほとんどの溶媒に不溶の

K02をクラウンエーテルを用いて可溶化すること

により、比較的高濃度の 02を生成させるのに適しo Superoxide adduct 

た方法である九 K02は、市販されており、不活性

目。

ガス充填下、冷暗所に保存することにより長期間安
1 C 50 

J 
60 

定に使用できる。本方法は、実験室内で手軽に行え
40 

る反面、 K02の純度が 100%ではないので、 02濃

度の定量には注意が必要で、ある九
20 

{ポ
}
Z
O
Z
E
H
z
e
o
Z
0
0
0〉
2
2
0
Z 四級アンモニュ(iii)電解法:非プロトン性溶媒中、

ウム塩を支持電解室として、酸素を水銀や白金電極

を用い定電位でー電子還元して生成させる方法であ

る針。図 6には我々が用いた電解還元装置の模式図

0.050 

Concentration of Cu(CyHH)2 (mM) 

Reaction of superroxide ion with Cu (CyHH) 2 

0.040 0.030 0.020 0.010 
O 
0.000 

を示した4)。溶媒としてはアセトニトリルが最も適
Fig.5 

している。生成した 02は、その紫外部吸収何V)スベクトル (λmax=255nm，e =1500 M-1cm-1)と

77Kでの ESRスベクトル (gl= 2.008， g.L = 2.083)が測定でき、 02の定性・定量反応に優れている九

AbiIities of Cu日1)-Peptides Complexes on Dismutation of Superoxide" Table. 1 

Cu， Zn-SOD 

Cu (CyHHhb 

Cu (Cim)b.C 

Cu (HG) 

Cu (HGG) 

Cu (HGGG) 

Cu (GH) 

Cu(GHG) 

Cu (HH) 

Cu(HHGG) 

Cu(GGH) 

Cu(GGHG) 

Cu(GHHG) 

Cu(HGHG) 

a) Concentrations : Cu (II) complex巴s，0.25mM; HPX， 0.5mM; XOD， 0.1 unitlml; DMPO， 125mM. 

b) Cim : cimetidine ; CyHH : cycIohistidylhistidyl. 
c) [Ligand] / [Cu (II)] = 10. 

IC 50 (μM) 

0.009 

0.9 

1.1 

1.3 

0.8 

1.1 

2.0 

10.0 

1.7 
25.8 

6.0 

700.0 

150.0 

20.0 

Cu (II) Complexes 

この方法で得られた 02を用いて生体内抗酸化本方法は、純粋な 02の生成と言う点で特徴的である。

剤であるビタミンEとの反応を調べたところ、確かにビタミンEは0:2を消去することを初めてESRfこ

より明らかにすることができた10)。図 7には 02とビタミンEが反応し、中間体としてトコフェロキシ

ルラジカルの生成することが示されている。チャー卜 1には02とビタミンEの推定反応式を示した。

、生体内では図 8に示すような機構により、膜の中などの非水溶系で生成される 02が消去されるものと

推定されて¥.、る ll)。
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+ 

』

CIJ 
』~ 屯ご

句
句
町~ 。

Anode Cathode 

saturated calomel electrode 

Pt 

Fig. 6 Electrochemical apparatus for the generation 

of superoxide ion 

Fig. 7 ESR spectrum of tocopheroxyl radical 
generated from the reaction of a --

tocopherol with superoxide ion in 

acetonitrile 

(ll) 02の反応性 H00ri vOJ-H01742n 
0; + ~す + 今入ot

図lに示したように、 0'2の電子状態が 02と

H202の中間にあることから、 0'2はー電子酸

化・還元反応を行うことができる。一電子反応

であるので相手の基質がラジカルとなるラジカ

ル反応になる場合も多い。また、 0'2は電気的

Z Em-m +臥

Chart. 1 

に陰性であることから求核反応性をもち、金属への配位、 0'2同士の酸化還元(不均化)反応も行う。

02はアスコルビン酸やチオール基 (SH)を有する化合物などと比較的高い反応性を示すが、一般には

反応性が低い。現在のところ、チャート 2に示すように 0'2単独で生体内諸反応を引き起こすよりもむ

02・、， Vitamin E ~ Vitamin.C radical ‘ NAD(P)H 

¥f (α-tocopheroり¥(" ¥/' 

022・
F 吋

VitaminE radical /¥Vitamin C Jf.. ¥NAD(P)+ 
(tocopheroxyl radical) (ascorbic acid) 

Fig. 8 Additive antioxidative effects of Vitamin C and Vitamin E 

しろ金属イオン共存下、生体内でより活性な二次ラジカル(・ OH)を生成する前駆体と考えられてい

る。

( 2 )ヒドロキシルラジカル(・ OH)

.OHは前述したように電離放射線による水の分解反応における主要な活性種である。このモデル系

としては以下の方法が考えられている。

(i)光分解:いくつかの系で光分解により・ OHを生成するが、最も実用的な方法は H202の光分解で

ある。 H202水溶液に350nm以下の波長の光を照射すると、光分解して 2個の・ OHを生じる12)。

( ii )鉄イオンを触媒とする Haber-Weiss反応

チャート 2に示すような鉄を触媒とする Haber-Weiss反応は生体内での主たる・ OH発生系と考え

られている13)が、 invitroの実験系でも・ OH生成のために用いることができる。

( iii )化学反応:・ OHの最も一般的な化学的製法は Fenton反応 (2価の鉄イオンと H202の反応系)

9 



Metal-catalyzed Haber -Weiss reaction 

Fe3+ + 02 一一一一-i'T-Fe2...+ 02 

202 + 2H'" 一一一一一-i'T-H202 + 02 

Fe2... + H202 一一一一一~Fe3+ + 'OH + OH-

Cu2... +H202→ Cu'" + 2W + 0 i (1 ) 

Cu2... + 02→ Cu'" 02 (2) 

Cu'" +H202→ Cu2... + OH" + OH- (3) 

OH" + Me2S0 → Me + MeSOOH (4) 

Me' + DBNBS→ methyl radical adduct ( 5 ) 

Chart. 2 Chart. 3 

である。最近、我々は銅(lI)イオンあるいはその錯体と H202の反応系を詳細に調べ、エチレンジア

ミン (en)を配位子とする銅(II)錯体、 Cu(en)z、が H202と反応して選択的に・OHを生成することを

明らかにした14，15)。図 9には種々のスピントラップ剤を用いて Cu(en)zと H20zの反応系から生成され

た 'OHをトラップした時の ESRスベクトルをまとめて示した。スピントラップとして DBNBSを用い

た時には OHはトラップされず、そこで・OHと反応し、二次ラジカルを与える基質(ここでは、 OHと反

応してメチルラジカル (CH3')を生成するジメチルスルフォキシド (DMSO)を加えである)をあらかじ

め反応系に加えておくことにより OHの生成を間接的に示したものである15Lチャート 3には Cu(enh 

とH202の反応による OHの生成機構を示した。 DMPOをスピントラップ剤として用いることにより

Cu (en)2とH202の反応系での 'OH消去活性を調べることができる。図10には典型的な DMPO-OH付

(a) (b) (c) 

， mT 
トーー-ー・司

II ~ ~一T同

ト」2LH

Jレトヤド
l' I 11' 

g圃 2田 62

Fig. 9 ESR spectrum observed from the reaction of Cu (en)z with H 2 02 in the presence of spin -traps 

(a) DMPO -OH ; (b) POBN -OH ; (c) DBNBS -CH 3 spin adduct. 

DMPO-OH spin adduct ，0"山uct
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Fig. 10 ESR spectrum of DMPO -OH adduct 

Relative signal intensity=XlA (X=signal intensity ; A=marker signal intensity) 
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1-2 ラジカルの生成とその作用

Table. 2 InhibitorγAbilities of a variety of Compounds against the Generation 

of Hydroxyl Radical from the Cu (en)z and Hydrogen Peroxide a) 

Compounds IC 50/mM 

Uric acid 0.043 

Catechin 0.163 

Protocatechuic acid 0.005 

Cimetidine 0.008 

HBEDb) 0.04 

Reduced glutathione 0.09 

Acetyl-L -cysteine 1.80 

Catechol 1.00 

Dopamine 2.43 

a} [Cu (en}z]=O.lmM， [H202]= 10mM， [DMPO]=25mM， 100mM 
phosphate buffer (pH 7.4). 

b) N， N-bis (2-hydroxybenzyl) ethylenediamine-N， N-diacetic acid. 

加体の ESRシグナルと比較のための外部標準であるMn2+の ESRシグナルが示されている。図10中

に示した DMPO-OH付加体の 1: 2 : 2 : 1の4本線の ESRシグナルの底磁場側のシグナル強度を

Mn2+のESRシグナル強度と比較することにより基質のー OHに対する ICsoを求めることができる。表

2には抗酸化剤として知られているいくつかの基質の ICsoを示した。ここでは protocatechuicacidが

OHに対して最も高い消去能を有していることを示唆している問。

(II )ー OHの反応性

OHは最も強い酸化剤の一つであり、 25
0Cでのその標準酸化還元電位(EO)は+1.83Vである。

'OHは非常に反応性が高く、ほとんどの化合物と拡散律速に近い速度で反応する。 OHがパルス放射

線分解などにより連続的に生成されれば、速やかに定常状態濃度に達する。この状態での OHの濃度

は 10-BM 以下であり、生物系でのその定常状態濃度は 10-1oM よりもはるかに低い九

metal-binding protein 

biological 
membranes 

active oxygens 

produced dy 

radiation 

H，O， 
H，O， 

O イ〆
active 
specles 

peroxisomes 

Fig. 11 Assumed scheme of membrane damage pathway by radiation-induced active oxygens 

Cat : catalase， Me : metal ion 
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Table. 3 Reaction Rates of . OH and 02 towards Some Substrates') 

Reaction rate 

Radical Substrate (M-1S-l ) pH 

.OH methanol 5-10x109 

ethanol 1.9 x 109 

propanol 1.5 X 109 

t-butanol 2.8 X 108 

2 -mercaptoethanol ~lx1010 

p -aminobenzoic acid 2.5 X 1010 

KI 1.0xl010 

p -nitrosodimethylaniline 1.2x1010 

dimethoxyethane 1.6x1010 

SCN- 8.4x109 

cysteme 8.0x109 7 

glutathione 8.0 X 109 7 

papam 4.7 x 1010 6.4 

linolenic acid 8.0 X 109 

linoleic acid 8.0 X 109 

02 ascorbic acid 1.5 X 105 7 

imidazole <0.02 10 

cysteme 注5.0X 104 7 

glutathione 6.7xl05 7.8 

epinephrine 4.0xl04 7.8 

SOD 2.4x109 9.0 

papam z三6X 105 

linolenic acid < 1.0 

a) Dorfman， L. M. and Adams， G. E.， Natl. Bur. Standards NSRDS No. 46 
(1973) ; Farhataziz and Loss， A. B.， Natl. Bur. Standards NSRDS No. 59 (1977). 

化学的には OHはH原子引き扱き反応、付加反応、電子移行反応あるいは混合反応などを行う。表3

には生体と関連のある基質に対する 'OHの反応速度及び比較のために 02と基質との反応速度を示し

た。 'OHはこのような反応を通して生体成分と速やかに反応し、生体内で種々の障害を引き起こすと

考えられている。従って、放射線の初期過程における障害も主として OHに起因すると推測される17)。

例えば、放射線による生体膜への作用を調べた結果、放射線によって生成される活性酸素のうち、 OH 

は直接生体膜成分と反応して、生体に損傷を与える。一方、 H202は、生体膜結合蛋白質や細胞質のスー

パーオキシドジスムターゼ (SOD)やベlレオキシゾーム中のカタラーゼ (CAT)の金属部分と反応して、

'OHあるいは OH類似の活性種を生じ、前述のように生体に損傷を与えると考えられる。また 0"2に

関しては、 SODによる不均化により 02から H202を生じ、生成した H202は前述のような反応を引き

起こすと考えられる。図11には、これらの結果に基づいて、生体膜に対する種々の活性酸素種の挙動

を模式的に示した。

3.まとめ

ここでは放射線照射により生体内に生成されると考えられる活性酸素のうち、フリーラジカルであるスー

パーオキシドイオン (0'2)及びヒドロキシルラジカル(.OH)についてその生成方法及び反応性について

通常の実験室内で比較的容易に行えるモデル系を用いて我々がこれまで行ってきた方法を中心にまとめて

12 



1 -2 ラジカルの生成とその作用

示した。 02に関しては生化学的方法及び化学的方法を、 OHに関しては主に化学的方法を中心に述べた。

これらラジカルの生体内作用の例として生体膜への影響を調べた結果をまとめて示した。

ここで示したフリーラジカル生成系は実験室内ですぐにでも使うことができるものであり、放射線の初

期作用を調べるモデル系として極めて有用であると思われる。
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3.放射線による DNA損傷
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Abstract 

Radiation -Induced DNA Damage 

Mikinori Kuwabara 

Laboratory of Radiation Biology， Graduate School of Veterinary Medicine， 

Hokkaido University， Sapporo 060， ]apan 

Ionizing radiation directly and indirectly induces DNA damage at the base and deoxyribose 

moieties. However， in spite of the complicated formation of DNA damage， ESR experiments at 

77K showed that only two ionic radicals (guanine cation G+ and thymine T-or cytosine anion 

C-) were produced at the base moiety in hydrated DNA. Ionization is thought to occur at the 

guanine base moiety to leave cationic hole， and the liberated electron is trapped by thymine or 

cytosine base to form anionic radical. Partition of OH radicals to DNA damage is not clear， in-

dicating that the results obtained from dilute aqueous solutions of DNA are not applicable for 

the understanding of damage -inducing processes in intact DNA. Recent studies indicated that 

both ionic radicals were precursors of strand breaks. Dou ble -strand breaks responsible for cell 

death are postulated to be induced by simultaneous formation of G+ and C-at the G -C pair 

of DNA double strand. 

Electron affinic radiosensitizers as misonidazole when added in hydrated DNA inhibit the for-

mation of T-(or C-) by scavenging electrons liberated from DNA， resulting in the suppression 

of strand breaks at the thymine or cytosine moiety. This means that T-(or C-) is surely a 

precursor of strand break of DNA， though this result is incompatible with the fact that elec-

tron -affinic compounds generally sensitize the cell killing effects of ionizing radiation. Our re-

cent studies showed that the spin-trapping agent， n-tert-butyl-α-phenylnitrone (PBN)， sen-

sitized the radiation-induced formation of 8-hydroxy-2' -deoxyguanine (8-0HdG) in DNA. 

北海道大学大学院獣医学研究科
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1 -3 放射線による DNA損傷

Since G+ is considered as a common precursor of both 8 -OHdG and strand break， this comp-

ound was employed to modify radiation -chemical processes from G + to strand break. Applica-

tion of this compound to X -irradiated Chinese hamster V79 cells proved that PBN inhibited 

the formation of DNA double -strand breaks and enhanced the formation of 8 -OHdG， sug-

gesting that G+ was surely a precursor of DNA strand break. However， the survivals of X -ir-

radiated cells were lower in PBN -containing cells than those in control cells. From these 

results it was concluded that DNA double -strand breaks were not necessarily responsible for 

cell death and the complex structures of DNA damage containing strand breaks， base altera-

tions and abasic sites might contribute to cellular response to ionizing radiation. 

1 .はじめに

放射線による DNA損傷の研究を行う場合、その成果が最終的に細胞に対する放射線の影響を説明出来

るものでなければならない。その意味では、放射線と DNAの相互作用の研究のみでは有効な結果は期待

されない。そのような考えから、現在まで様々な角度から DNA損傷の研究が行われている。その第 lが

low LET線あるいは highLET線によるイオン化の空間的な構造(イオン化の飛跡構造)とDNAの三次

元的な構造との関係を研究する方法であるは)0 DNAの三次元的な構造の中には、 DNA結合水、染色体

蛋白質も含まれる。第 2は ESRによる DNAラジカルの検出と同定である。ラジカルは DNAの最終生

成物ではないが、放射線エネルギーの吸収から反応中間生成物を経て、最終生成物に至る過程についての

情報を与えてくれる。この中には、 DNA内、結合水ーDNA間あるいは蛋白質ーDNA間エネルギー移動、

ラジカル移動も含まれる。第 3に、 OHラジカルあるいは水和電子と DNAの反応である。この場合、両

者の反応速度、反応サイトの決定が重要になってくる。第4は、 DNA損傷の具体的な構造の研究である。

この中には DNA-蛋白質問クロスリンクも含まれる。現在まで、放射線化学的手法による DNA損傷の

研究は多くの損傷の化学構造を明らかにした。この研究成果が修復酵素研究へと進展したことは、放射線

化学的研究方法がいかに正しかったかを物語っている。 DNA損傷の具体的構造の解析とその生成頻度の

研究が細胞レベルでの修復研究と相まって放射線生物影響の解明に極めて重要になっている。以下、著者

らの研究成果を加えつム順を追って放射線誘発 DNA損傷研究の現状を概説する。

2. 2次電子の飛跡と DNA多重損傷

図 1はy線などのような lowLET線で生じた 2次電子によるイオン化の飛跡 (trackstructure)とDNA

を同じディメンションで重ね合わせたものである。この trackstructureはGoodhead1)により求められた

もので、複数のイオン化ならび、に励起が同時に直系2nmのDNA上に生じていることがわかる。より高次

なDNA構造を考慮すると、DNAには結合水が含まれ、さらに染色体蛋白質が含まれるので、 DNAのディ

メンションは10nm以上になり、イオン化密度はさらに数倍になる。こうなると、 DNA上にはさらに多

重なイオンが生じることになる。

DNA損傷と細胞死の関係で、 2本鎖、切断が細胞死と関係していると言われているおa九また、 2本鎖、切

断誘発が線量に対し直線的に増加することから、 Wardは放射線の単一事象が 2本鎖切断を誘発すると説

明している 5)。彼は、放射線によるスパー(直径約 2nm、エネルギー付与約80eV、平均イオン数 2~ 3) 

が DNAの近傍に生じると DNAの局所に多重の damageを与える。スパーが lmmの半径内で 2本の鎖

15 
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Fig. 1 Superimposition of track structure of ionizations on the same scale of double-

stranded DNA. Large circles are ionizations and smal1 cicles are excitations.n 

にdamageを与えれば、ごく近傍に 2個 damageが生じ、 2本鎖切断になると考えた。この考えは

Goodheadの多重イオン化の構造と概念が類似している。ただ、 Wardは細胞死の原因を 2本鎖切断と考

えていたので、その生成を単一事象で説明しようとしただけであるが、 Goodheadの場合は non

repairableな構造として多重損傷を考えている。

3. イオン化後のラジカル構造とくに DNA2本鎖切断の前駆ラジカル

Goodheadらのイオン化の多重構造はその後の反応過程を示唆していなL、。イオン化後の反応過程はラ

ジカル反応であることから、 ESRによる研究が最も有力で、ある 6)0 DNAラジカルの研究の大きな問題点

は、観察・同定されたラジカルの生成をDNA結合水を含めどのように説明するか、またそのラジカルか

らDNA鎖切断とくに 2本鎖切断のメカニズムをどのように導き出すかと言うことであろう。さらに、上

述したように、 DNA2本鎖切断は放射線の単一事象で説明されなければならないので、同定されたラジ

カル生成も単一事象で説明されなければならないことも問題となる。

1975年に Glaslundらは 1次元に配向した含水 DNAを77Kでγ線照射し、 ESR解析を行ったところ、

guanine カチオンラジカル (G~) と thymine アニオンラジカル (T-) が生じていると報告した 7)。その後、

Tーが cytosineアニオンラジカル(C-)と変更された以外 S，9)、この 2種のラジカルが主たる初期ラジカ

ルであり、これから如何にしてDNA2本鎖切断生成を説明するかに努力が払われている。乾燥DNAを対

象にしたとき、 guanineでのイオン化と放出電子の cytosineでのトラップによりこの 2種のラジカル生成

を説明できる。た父、乾燥 DNAでもヌクレオチド当たり2.5個の H20が含まれていること、ましてや上

の研究は全て H20を含んだ DNAで行われたものであるので、この結果を H20の寄与を含んだ形で矛盾

なく説明しなければならない。 DNAのイオンラジカルの検出は77Kで行われているので、 H20は凍結し、

仮りに OHラジカルが生成しでも DNAと反応しないと考え勝ちであるが、 DNAに結合している H20層

(いわゆる水和層)は凍結することなく、ガラス状になっており、そこで生じた OHラジカルや水和電

子は充分に DNAと反応し得る。

図2はSevillaらの論文 10);をもとに図示したものである。 DNAを取り巻く H20は自由水と結合水に別

けられる。 77Kでは自由水は完全な氷になるので、 H20の放射線分解生成物は DNAと反応しない。一

方、水和層の方は重量比で云うと DNAとほぼ同じで、ヌクレオチド当たり 15-20分子である 11，12， 13)。こ

の水和層はガラス状になり、ここで生じた H20の活性種は DNAと反応できる。 DNAとH20の双極子振

16 



I -3 放射線による DNA損傷

Bound waterl DNA 
= 1 (w/w) 

Bound w8tcrl削 cleotIde
= 15・20(moVmol) 

Fig. 2 Ionization of water at the hydration layer and the subsequent hole-transfer 

reaction from H20' to DNAyl The fraction of OH radicals which react with 
DNA was not the observed value but the calculated one. 

動子強度分布はほぼ同じであるので、 2次電子のエネルギー損失もほぼ同じ程度になる。したがって、当

然のことながらイオン化は DNAのみならず水和層にも起こる。その結果、 OHラジカルや水和電子が生

じる。問題は、何故 G+とC のESRスベクトルしか観察されないのかと云うことである。これを説明す

るために、 Sevillaらは次のように考えた 10)。まず、 2次電子が結合水をイオン化し、 H20+と放出電子を

生じる。放出電子は DNAへ移動し、 cytosineでトラップされ、 c-ラジカルを形成する。一方、 H20+の

方は DNAと反応し、ホール(正孔)を DNAに与える。ホールは guanineでトラップされ、 G+ラジカ

ルをもたらす。このように考えると、結合水が存在していたとしても矛盾無く G+とCーの生成を説明で

きる。通常の水溶液では H20+から OHラジカルが生成すると考えられている。た);.'DNAでは、 OHラ

ジカルは高い反応性(10-9M-1 S-I)を有していることと、水和層から生じているということから、短時

間に DNAとの反応を終了してしまう可能性が考えられる。そのため、 OHラジカルは検出されなかった

とも考えられる。この考えは、以前から ESRによる OHラジカル観察の報告が無いことから正しいもの

と思われていた。しかしながら、 OHラジカルと DNAとの反応を示す DNAラジカルは何も観察されず、

大きな疑問点が生じている。さらに、ガラス状水溶液に生じた OHラジカルの ESRスベクトルは非常に

ブロードなそれを与えることから14)、それを見落としていた可能性があった。このような状況の中で、

Sevillaらは注意深い研究により OHラジカルの ESRスペク卜ルを確認した10)。このことは、間違い無く

OHラジカルが7.K和層に生じていること、さらにそれが DNAと反応していることを示唆するものであっ

た。た xし、依然、として OHラジカル誘発 DNAラジカルのスベクトルは見られなかった。 OHラジカル

は塩基、デオキシリボース共に反応し、ラジカルを誘発する。塩基ラジカルはともかく、デオキシリボー

スラジカルについては、その ESRスベクトルが OHラジカルのそれと同様ブロードなため検出できない

のかもしれない九筆者らはすでにデオキシリボースラジカルの検出にスピントラッピング法が有効であ

ることを示してきた15，16，17)。この方法もラジカルの測定であるので、本質的に通常の ESRと同じである。

しかしながら、デオキシリボースラジカルのトラップは明瞭な ESRスペク卜ルを与えるので、 77Kの照

射系でも適用可能と思われる。現在、この方法での検出を試みている。

77Kでの実験は様々な問題を残しつ与も、同定された G+とc-(あるいは T-)イオンラジカルから 2

本鎖切断を説明する試みがなされている。この際、 Wardの云う単一事象による 2本鎖切断誘発も同時に

説明されなければならない。 Symonsらは、 DNA上でのイオン化により生じたイオンベアがそれぞれ向

い合った鎖にトラップされ、しかむ10塩基対の範囲内にある場合を想定した。イオンベアのうち電子は

thymineに、正孔は郡lanineにそれぞれトラップされ、 T-とG+になりそれぞれが DNA鎖切断に至れば

17 
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Fig. 3 The mechanism of induction of DNA double -strand break from cytosine anion 

and guanine cation radicals proposed by Symons et al.18
，24) and Bernhard.19

) The 

change of pKa values from cytosine and guanine to the corresponding ion 

radicals were obtained by Steenken20) 

2本鎖切断になると考えた18)。この考えは C-に変更されるにともない、図 3に示すように、 G-Cペア

においてイオンラジカルが形成され、 G+からCーへの H+移動による中性ラジカル (cytosineC6ラジカ

ルと思lanineC8ラジカル)の生成、引き続く鎖切断への進行と説明されるようになった19，20)。この中性ラ

ジカルの ESRスペク卜ルが何ら得られていないという問題がここでも生じているが、中性ラジカルが 5'

側ヌクレオチドのデオキシリボースからHを引き抜くことができれば、鎖切断を誘発することができる。

DNAの立体構造上可能であると彼等は考えている21)。ともかく、 l回のイオン化でイオンラジカルの

G-Cベアが生じれば、 2本鎖切断誘発を l事象で説明できる。現在、 DNAの 1本鎖および2本鎖切断

に必要なエネルギー量が求められている22)。それによれば、 1 本鎖切断で約30eV、 2 本鎖切断で約60~

lOOeVで、 2本鎖切断は 1本鎖切断の 2倍のエネルギーが必要とされている。ところが、ごく最近の研

究では l本鎖切断に要求されるエネルギーは 8eVで22にさらに 2本鎖切断に対しでも同じエネルギー量

が求められた23)。この結果は Symonsらの 2本鎖切断のメカニズムを強く支持している。もし、 G+もC-

もG-Cベア上にトラップされなければ、それはそれぞれ l本鎖切断になっていくだけであり、運良く

G-Cベア上にトラップされれば2本鎖切断になる。いずれの場合も、要求されるエネルギーは同じこと

になる。

図3に示した 2種類の中性ラジカルについての証明は無いが、 Cーが DNA鎖切断の前駆体であること

は、同じく Symonsのグループにより明らかにされている(図 4)24)。彼等はプラスミド DNA水溶液に

電子親和性の高い物質(放射線増感剤であるミソニダゾール等)を加え、 77Kでy線照射した。このと

き、電子は cytosineに局在せず、増感剤によりスカベンジされてしまうことを ESRにより確認した。

さらに、 DNA鎖切断を電気泳動法により調べたところ、 DNAの1本鎖および2本鎖切断の両方が同時

18 
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品ー
y ¥50 

:札。jfh

5trand break 

Fig. 4 Inhibition of the transformation of cytosine anion radical to strand break by the 

electron transfer reaction from cytosine anion to electron -affinic radiosensitizer 

(S). Protonation of cytosine anion radical is thought to be ocurred by proton 

transfer raction from guanine cation radical. 

に阻止されたことを観察した。このことから、 C は間違いなく DNA鎖切断の前駆体であると結論して

いる。ただし、細胞レベルで見られるミソニダゾールによる増感作用とは全く相容れない結果であること

を考慮しておく必要がある。

一方、 G~ については著者らは次に述べるような実験により、 DNA鎖切断の前駆体である可能性を示す

ことができた。細胞やDNAに放射線照射するとguanineの誘導体である 8-hydroxyguanine(8-0HGua) 

/む

止;〉;か;x

Hb〉oH
Deoxyribose radical 

slrand break 

Fig. 5 Scheme indicating that guanine cation radical is a common precursor of the in-

duction of DNA strand break and the formation of 8-hydroxygaunine. In this 

case， the proton transfer reaction to cytosine anion radical and the OH-

transfer reaction from bound H20 are expected to competitively occur. 

19 



C
/引
¥
印

↓
 

4

↓
C
 Fig. 6 Chemical structure of the spin trap n-

terl-butyl-α-phenylnitrone (PBN). 

が生成される25.26)08-0HGuaは OHラジカルのみな

らずから G+からも生成される27)。したがって、もし

G+が鎖切断と同時に 8-0HGuaの前駆体であるなら、

両者の反応は括抗する(図 5)0ただし、 8-0HGua

生成経路において G+に H20が反応し、 C8位に OH

基が付加するところまでは明らかにされているが、 H

が脱離し、 8-0HGuaができるメカニズムは不明であ

る。最近、著者らは OHラジカルによる 8-0HGua生成機構を詳細に研究した28)。その結果、 OHラジカ

ルの C8位への付加反応とさらにもう一つの OHラジカルによる C8-H引き按き反応が 8-0HGua生

成に必要であることを証明した。つまり、 l個の 8-0HGua生成に 2個のOHラジカルが必要で、あった。

さらに興味あることに、ラジカルトラップ剤である PBN(n -teTt -buty 1-α-pheny1nitrone:図6)を2'-

dG (2' -deoxyadenosnie)とOHラジカルとの反応系に共存させたところ、ラジカルトラップ剤が OHラ

ジカル付加後の N7ラジカルに反応し、図 7に示すように 8-0HGua生成を促進している現象が観察さ

れた。通常、ラジカルトラップ剤 PBNは、有機ラジカルを安定にトラップすることにより、ラジカル反

応過程を明らかにさせてくれる化合物である。しかしながら、 8-0HGuaの前駆体である N7ラジカル

の場合、 PBNはそれをトラップできず、むしろ N7ラジカルから PBNへの電子移動ならびに引き続く

H+移動反応を引き起こし、結果的に 8-0HGua生成をもたらしていた。この反応では 1個の OHラジ

カルで l個の 8-0HGuaが生成されるので、生成効率は 2倍である。

著者はこの PBNの反応に注目した。つまり、図 5に示した G+から DNA鎖切断と 8-0HGua生成が

括抗している状態に PBNを添加した場合、 PBNは8-0HGua生成を促進するため、両反応のパランス

がより 8-0HGua生成の方に傾き、 DNA鎖切断が抑制されることを予想した。したがって、もし 8-

OHGua生成増加と DNA鎖切断抑制が同時に観察され叶ま、 G+は確かに鎖切断の前駆体であると証明す

ることができる。実験として、チャイニーズハムスターV79細胞カルチャーに PBNを10mM添加し、氷

冷下でX線照射した。 DNA2本鎖切断はパルスフィールド電気泳動法により検出し、定量測定は Fujix

Biolmage Analyzerを利用した。一方、 8-0HGuaの測定は、 X線照射後 DNAを抽出し、酵素処理によ

りヌクレオシドまで分解し、塩基変性を HPLC-ECD(電気化学検出器)により定性・定量解析した。

!?fxトにH:i江戸こ

4XNτix〉OH

>--PBN-H' 

Fig. 7 Stimulation of OH -radical ・-induced formation of 8 -hydroxyguanine by 

the spin tra p n -terl-butyl-α-phenylnitrone (PBN). 
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図8は、 PBN存在下と非存在下での DNA2本鎖切断誘発の線量依存性を調べたもので、いずれの場合も

2本鎖切断は線量に対し線形に増加することが判る。 PBN添加効果をみると、 PBNによる 2本鎖切断の

確かな抑制が見られた。図 9はPBN存在下と非存在下での 8-0HGua生成の線量依存性を調べたもので

ある。今度は逆に PBNによる 8-0HGua生成の促進が観察された。これらの結果は、上述した分子レベ

ルのモデル実験がそのま L細胞レベルでも再現され、予想が正しかったことを意味している。すなわち、

これは G+が両者の共通の前駆体であると考える8-0HGua生成への促進が 2本鎖切断減少をもたらし、

このことから、 G+は多分 DNA鎖切断の前駆体であろうと思われる。現在、プと矛盾なく説明される。

ラスミドを使用したより詳細な検討を行っているところである。さて、気になるのは PBNが細胞のX線

作用にどのように影響を与えたかと云うところであるが、図10に示すように、 DNA2本鎖切断誘発を抑

もともと 2本鎖切断が抑制されX線致死作用を増加させていることが観察された。制したにも係わらず、

X線は DNAのみならず細ているので、増感効果はそれほど大きくは無いが、間違い無く増感していた。

胞質における脂質等にも損傷を与えるので、 DNA以外での反応を修飾し、増感を与える可能性が考えら

しかしながら、過酷化水素や、 t-プチルヒドロパーオキシドのように細胞質での損傷が優先する

この可能性は無いように思わ

れる。

実験系では、 PBNはその致死作用を防護する性質がある紛。

れる。先に述べたミソニダゾールの場合も、 DNA鎖切断が抑制されたにも係わらず細胞のX線致死に対

したがって、

これらこれらのことから、 G+やCーは確かに鎖切断の前駆体であるが、する増感効果が観察されている。

から発生する切断は致死と無関係なのか、あるいは 2本鎖切断のみが致死の要因では無く、塩基変性もま

ミソニダゾールもまた塩基変性を促進する物質であり、た致死要因になっているのかいずれかであろう。

こ与で、もう一つの問題点は、生存率曲線を得る

2本鎖、切断、塩基変性の検出にはい

X線致死作用の増感効果との関連が指摘されている叱

ために利用される綿量は最大で15Gy程度である(図10)のに対し、

9 )。塩基変性の場合、著者らはかなり生存率で(図 8、ずれもさらに高い線量が要求されることである

2本鎖切断の場合約 6倍の線量を使わざるを得なくなって

いる。これでも、従来のフィルター溶出法に比べ、かなり線量を低く抑えることができたと思っているが、
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ギャップは依然、として大きしこのような高線量

照射の結果は正しく細胞死を反映しないのではな

いかと考える向きもある。た工、生存率はコロニー

形成能で判定しているので、死は照射後長時間経

過後の反映と看倣される。そう考えれば、例えば

高線量照射であっても、直後では細胞は未だ生理

学的にも、生化学的にも充分機能が正常に維持さ

れていると推定される(色素排除試験ではほとん

ど死んでし、なL、)。したがって、高線量照射は有

意差を持って 2本鎖切断を検出するための必要条

件と考えれば、全てでは無いにしろ観察される 2

本鎖切断と細胞死を関連付けることは可能ではな

10 
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Fig. 10 The dose-response curves of X-ir-

radiated Chinese hamster V79 cells. (0): 

no PBN， (e): 10 mM PBN. 

いかと考えられる。た立し、今後より鋭敏な検出法を確立し、できる限り生存率レベルの線量に近付ける

ことが必要であろう。

4.細胞死を決定する DNA損傷

DNAの2本鎖切断が必ずしも細胞死の原因にならないことはすでに述べたが、これは 2本鎖切断誘発

と細胞死に対する放射線の LET依存性を見ると当然予想されることである。生物学的な効果で見たいわ

ゆる RBEは大きな LET依存性を示す。すなわち100keV/~m まで LET 増加とともに RBE は増加し

(RBE孟6)31)、その後再び減少傾向を示すようになる。一方、 DNA2本鎖切断の場合は、この最大のRBE

のところで調べてもほ立 1であり、 LET効果は非常に小さ¥，，32)0 2本鎖切断の LET依存性が小さいこと

から、 2本鎖切断の誘発は単一のイオン化事象からも大きなイオン化クラスターが相隣接した状態からも

説明できない。前者の場合、もしそうなら LET増加にともない RBEは小さくならなければならないし、

後者の場合には逆に RBEが高い値を示さなけらばならないからである。 highLETで2本鎖切断に比べ

高い RBE値が得られる理由として、 Goodheadは個々の小さな DNA損傷部位が作り出す DNA損傷全体

の複雑性(多重損傷)を論じている九つまり、 DNAにおけるクラスター状の初期イオン化構造がクラ

スター状の分子損傷に転換することが損傷の複雑性をもたらすと考えている。しかも、この複雑さが修復

の可能性を決定していると考えている。この様に考えると、分析法として 2本鎖切断のみでは多岐にわた

る損傷を解き明かすことができないことが分かる。

最近、 MoriとDizdarogluは放射線感受性の高いマウス MI0細胞とその親株である L5178Y細胞にお

ける放射線誘発 DNA塩基損傷を定性的・定量的解析し、両者の比較を行った26)。その結果、同定された

塩基損傷のほ x全てにおいて MI0細胞の方が有意に高値を示すことが判明した。現在まで、両者の感受

性の差は 2本鎖切断の修復能力の差で説明されているが、この結果は 2本鎖切断以外の損傷すなわち塩基

損傷の測定の必要性も示唆するものであった。著者らの PBNによる実験も同様に塩基損傷の細胞致死へ

の寄与を示唆している。た工し、この二つの研究はし、ずれも損傷の複雑性について何ら情報を与えていな

い。しかしながら、今後 2本鎖切断以外の損傷(塩基損傷、 DNA-蛋白質問クロスリンク、他の有機物

ラジカルによる DNA損傷等)も同定する必要性を示唆している研究と言えよう。
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4.染色体モデル
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Models on Chromosome 

Makoto Watanabe 

Tokyo Metropolitan Isotope Research Center 

2 -11-1 Fukazawa， Setagaya -ku， Tokyo， 158 Japan 

Abstract 

The network structure of the entangled chromatin fibers in chromosome plays a key role in 

molecular control mechanism involved in chromosome mutation due to ionizing radiations or 

chemical mutagens. The network system of chromatin， namely “chromatin network" ， is not 

so rigid and regular as has been postulated in general. We have proposed a rheological explana-

tion for the flexible network system that consists of the fluctuating assembly of nucleosome 

clusters linked with supertwisting DNA in a chromatin fiber (“ Supertwisting Particulate 

Model" : Wtanabe 1978). 

Applying the supertwisting particulate model， we have proposed a “Heterosensitive Target 

Model" (羽Tatanabe1982) that is a modification of“Heterogeneous Target Model" (Watanabe 

1976). The heterogeneity of chromatin network is derived from the highly condensed organiza-

tion of chromatin segments that consist of hypersensitive and fragile sites in the fluctuating 

assembly of nucleosome c1usters “superbeads" . 

The above consideration is going to be subjected to a new experimental approach applying 

the “atomic force microscope (AFM)" ，one of the most promising members of a family of 

“scanning probe microscope (SPM)" . Using the AFM with a liquid immersion cell， the 

isolated chromosomes were submerged in a solution of culture medium and manipulated on the 

nanometer scale. The particulate chromatin segments of nuc1eosome c1usters (superbeads) 

were clearly observed within mitotic human chromosomes in a living hydrated condition. These 

findings support the heterogeneity of chromatin target in a living cell. 

東京都立アイソ卜ープ総合研究所
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1 .はじめに

ビキニ水爆実験に触発されて、 1958年以降放射線による染色体異常の仕組を研究テーマとして選んだ

筆者は、 1961年染色体の内部構造に関する最初のモデルを発表した1)。以後、そのモデルの修正と実験・

観察による検証を続けて、今日に至っている。

まず「モデル」とは何かを明確にしておきたい。生命現象はもとより、すべての自然現象もまた人聞社

会の現象も、極めて複雑な「ネットワーク」の関係から成り立っている。しかしこのネットワークを、す

べて人間の力で跡づけることは不可能である。一つの便法として、その一部を選びだして極めて単純化し

たネットワークとして、大脳皮質のニューロンのネットワークに置き換える操作が「モデル化」である。

ネットワークの要所要所の結び目を選んで、数量的な相互関係を数式に置き換える「数理モデル」があ

る。それに対して、ネットワークの構造を図式化する「図形モデル」がある。染色体のモデ、ルはこれであ

る。

しかしモデルは、決して実在するネットワークの真の構造をすべて表現することはできない。常に観察

事実と照合しつつ修正を加え、図式を書き換えつつ真の姿にできる限り近似させる努力を続けなければな

らない。染色体内部の徴細構造に関するモデル化の筆者の試みの例を、次に紹介したい。

2. DNA折りたたみモテJレ

筆者は1961年、染色体の内部で DNA分子が折りたたまれて凝縮してし、く過程を図式的に推定し、高等

動植物の染色体に関する最初の iDNA折りたたみモデル」として発表した1ト3jo 筆者の当初の目的は、

当時混沌とした状況にあって一見矛盾し合う幾つもの染色体モデルの各々の根拠と、染色体異常誘発機構

の諸説とを、統一的に説明できることを示すことにあった。その前年、 Kellenberger(1961)が超薄切片

電顕像に基づいて、大腸菌の環状 DNAが一定の長さのセグメン卜ごとに折りたたまれて、すだれを巻い

たような凝縮構造をとるのではなし、かと述べていたシンポジウムの記録4)がヒントになた。

しかしこのモデルの真の狙いは、当時J.R. Platt (1961) 5)によって指摘された生体高分子の特性として

の、メカノケミカルな伸縮屈携性やよじれ運動の結果として、当時明らかになりつつあった DNAないし

は染色体のセグメン卜(分節)構造が形成される分子レベルの必然性とその機能的な重要性とを説明する

ことにあった。

3. DNA凝縮の可能性

当時既に、溶液状態の DNA二重らせんが局部的に巻き戻った部分を介してジグザグ状に折れ曲がった

セグメン卜から成ることを、 Kuhnら (1954)6)が報告していた。その推定値を採用して、長さ30nm、分

子量60 ，000のセグメン卜の折りたたみによる直径10~20nm の基本繊維を、筆者は最初の DNA 折りたた

みモデルに取り入れた九さらに分子内の査力の緩和に伴う「折りたたみ結晶化」が、染色体構造構築の

過程で重要であろうということを論じた7)

ポリエチレンなどの合成高分子では、適当な条件を与えることによって折りたたまれて二次元六方配列

をなし、正六角形または菱形の厚さ 10nmの高分子単結晶となることが Keller(1957)以来広く調べられ

ていた。 DNAは、同じ太さのポリエチレンよりも柔らかく、溶媒中の塩濃度が高くなると一層曲がりや

すくなる九 DNAでも当然折りたたみ結晶化が可能であろうと筆者は予測した。事実その後 Giannoniら

(1969) 的が、厚さ 15nm、 1 辺 1~3μm の正六角形の板状単結晶の結晶化に成功した。超音波によって
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DNA分子を適当な長さに切断したことと、最適の塩濃度とエタノール濃度、熱変性と徐冷とによって、

折りたたみに必要な歪力を DNA二重らせんに与えたことが、成功の理由であった。筆者もその後直ちに、

超音波処理を施さない高分子量 DNA(サケ精子)の溶液(1.75mg/ml，pH6.5， O.5Mカコジル酸ナトリ

ウム緩衝液)に、エタノールO.8ml/mlを滴下後、 6TC2分間加熱し、その後室温まで徐冷したところ、

白色沈殿を生じた。それを位相差顕徴鏡で観察した例が (Photo.l)である。糸で連らねたガラスビーズ

状の繊維がさらにもつれ合いからみ合って、複雑な網目構造を形成している 10)。

Photo. 1 A phase-contrast micrograph of DNA network induced by folding crγstallization 
(Watanabe et al. 1970) 10) 11) 

この DNAネットワークは極めて不安定で、、エタノールの蒸発など液の組成変化や温度の変化、または

機械的な外力によって、急速に解きほぐれ、光学顕徴鏡では無構造の状態に戻ってしまった。このような

凝縮構造を安定に保持するには、ヒストンのような補強材が必要なことが、この事実から示唆された。し

かし特に重大な点は、一般に広く信じられていた染色体凝縮の常識に反して、ヒストンなどの特定のタン

パクの力を借りなくても、 DNA分子自体の内在的歪力によって凝縮構造をつくり得ることが、この実験

から証明されたことである ll)。

4. レオロジ力ル・モデル/メ力ノケミ力ル・モデル

1960年代に提唱されていた染色体のモデルは、 DNAとの厳密な相互作用によって特異的に結合すると

当時考えられていた、ヒストンやその他の未知のタンパク質と DNAとの結びつきの、質的もしくは量的

な差によって、 DNAないしは染色体の内部構造の分化が受動的かっ一方的に決定されるという、暗黙の

前提に立って説明されていたll)。

それに対して、 DNA分子固有の折りたたみ、よじれ、ループなどの多様な高次構造のレオロジカルな

変形として、染色体構造の形成を動的に説明しようとする所に筆者のモデルの独自性があると考え、最初

「メカノケミカル・モデル」と名づけへその後「レオロジカル・モデル」と呼ぶようになった7)。レオロ

ジーとは、物質の変形・流動・査力・破壊などに関する科学の総称である。

DNA二重らせん分子内または分子聞の凝集力、および分子鎖の回旋の束縛に伴う歪力などの内因的エ

ネルギーと、熱運動-機械的接触・ヒストンその他のメカノケミカルな分子との結合による歪力、結合水

和層の歪力などの外国的エネルギーとのレオロジカルな平衡関係に原因する動的構造変化として、流動的

に局部的なセグメントが DNAないしは染色体内部に形成されるとするモデル12)を「レオロジカル・モデ

ル」と呼んだのである。
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5.電顕観察による修正モデル

この初期のモデルに、その後の電子顕徴鏡観察の知見を組み入れて描かれたのが、 1968年に発表した

fDNA高次よじれ折りたたみモデル」である (Fig.1)13)。それまでの超薄切片電顕法の限界を超えるた

めに、染色体やクロマチンの徴細な繊維構造の全体を丸ごとそっくり試料メッシュに載せて電顕観察を行

なう「界面展開全載電顕法 (surface-spreading whole -mount electron microscopy) Jを筆者は独自に

開発改良し、 1967年以降その観察結果を報告してきた凶15)16)。

segmental 
replicstlon 

剖 pe円wi目1"11segment 

segment 

Fig. 1 Folded supertwists model (Watanabe and Tanaka 1968) 13) 

一方、 DNA二重らせんの回旋に伴う歪力と高次よじれ化との関係に筆者は注目した。いま DNA分子

全体もしくはその局部的セグメントを単位とする、巻き戻しあるいは巻き直しの回旋運動が抑制または束

縛された場合には、その時の条件において最も安定な二重らせん構造に対して、巻き過ぎあるいは巻き不

足の状態を強いられ、分子鎖、の内部には歪力(ストレス)が生ずる。その不安定な状態、を解消し安定化さ

せるためには、ストレスのかかった部分の分子鎖を切断して、切断末端を自由に回旋させるか、 DNA二

重らせん全体がさらに三次元のらせん回旋を行ない、高次らせん (superhelix) または高次コイル

(supercoil)に進むことによって、らせんの巻き数の収支を償い、内在するストレスを緩和させるか、

いずれかの方法によらねばならない。よじった輪コ。ムの場合のように、らせんの回旋軸に対して直交方向

にループ状をなしてらせんの一部がほどけ出し、折り返って全体がよじれ合った場合を、特に「高次よじ

れ (supertwist)Jと呼ぶ。この高次よじれの可能性は、単離された環状 DNAの電子顕微鏡像でも確か

められ12)、筆者らの染色体の界面展開全載電顕像でも観察してきた15)。

このような知見を組み入れて書き直された (Fig.l)のモデルにおいて、高次よじれの凝集したセグメ

ントとして図示されている粒子状のセグメントは、その後ヌクレオソームと呼ばれるようになった。

6.高次よじれ粒子モデル

1975年頃から、クロマチン基本粒子としての「ヌクレオソーム (nuc1eosome)Jが注目を集め始めた。そ
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Fig. 2 Supertwisting particulate model (Wabanabe et al. 1978) 17ト19)

I -4 染色体モデル

の段階で fDNA高次よじれ折りたたみモデル」の修正モデルとして、ヌクレオソームのヒストン・コア

の周囲に二重に折れ返ってよじれ合った、ひと続きの高次よじれ DNAセグメントが巻きついて安定化さ

れるという「高次よじれ粒子モデル (Supertwistingparticulate model)Jを筆者は提唱した (Fig.2)11) 17トヘ
(Fig.2)の左上半部には、 S期に複製中の DNA二重らせんを模式的に描いた。ヒトの体細胞の場合、

細胞核 1個に含まれる全長約1.7rnの DNA分子が約10時間のS期の聞に複製される。そのためには DNA

二重らせんが全体として、約 5億四の巻き戻しと巻き直しの回旋運動をし、約50億対の塩基対を結び合

わせる必要がある。実際には短いセグメントに区切って不連続かつ同時並行的に複製が進行する。

このようにして複製された直後の DNA二重らせんの連鎖は、決して均一な構造ではあり得なし、。二重

らせんの完成に必要な回旋運動が、各セグメントごとに異なるいろいろな程度の抑制あるいは束縛を受け、

局部的な歪力を生じて変形するからである。直核生物の密集した細胞核内で進行する不連続な DNAの複

製過程では、二重らせんが安定なB型構造まで十分に巻き込む以前の、まだ巻き数の不足した状態のまま、

各セグメントの末端同士が連結されることが起こり得る。しかしその後も引き続き巻き込もうとする右巻

きの歪力は、種々の抑制もしくは束縛を受けざるを得ない。まず二重らせんの全長に比例する粘性抵抗が

回旋を束縛する。さらに凝集し密集し合った部分では、 DNA分子鎖同士の絡み合いや、 DNA結合性の

タンパクあるいは膜構造との結合によって、らせんの回旋が抑制される。その結果として、 DNAのセグ

メントの内部に高まった局部的ストレスを緩和するために、 DNA分子鎖上には一連のループから左巻き

の高次らせんが生じ、さらに歪力の集中した一点で、折れ返って右巻きの「高次よじれ (supertwist)Jに

進むであろう。

さらにヒストンとの結合の結果、 DNA分子鎖の回旋は局部的に一層束縛され、歪力は局在化されて、

高次よじれの形成が促進され、 DNA-ヒストン複合体のクロマチン基本粒子、すなわちヌクレオソーム

が完成すると考えられる。 (Fig.2)の右半分ではその過程が模式的に描かれている。この図では1977年
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当時の報告の平均値をとって、約200塩基対(全長 70om)の DNAセグメントが直径 110mの粒子内に

1/6に凝縮された状態を描いている。粒子の外形は単純化して完全な球状に描かれているが、実際には

もっと複雑な立体構造をなしているはずである。

このモデルで予想したヌクレオソームの高次よじれ DNA構造は、その後1984年に発表された Rich-

moodらのX線回折の結果と一致したz九彼らは重原子同型置換法の完成と安定な結晶の調製に約11年を

かけた結果、当時最高の分解能を有するヌクレオソーム構造解析の結論を (Fig.3) のように示した。
『

L-

の図は DNA二重らせんを 1本のコードに見立てて、 ヌク

レオソーム上の DNAの高次構造のみを示した模型図であ

る。 DNA二重らせんは約7.6回旋につき 1回旋のよじれが

生起し、 6回旋で折れ返って合計12回旋分の右巻きの高

次よじれがヒストγ ・コアを取り巻いている。

この高次よじれモデルとは別に、 ヌクレオソームのヒス

トン・コアの周囲に1.8周分の DNA二重らせんが並列に

巻き取られているという、いわば「巻き取りモデル」が、

X線回折に基づいて提唱されてきた。一般にはこのモデル

が有名になっている。 しかしこれら 2つのモデルのいずれ

かを決定づける、 X線解析以外の直接的な根拠は未だ保留

されている。

7. スーパービーズ-モデル

Fig.3 

supertwisted DNA 

2 

6 

J 

Supertwisting DNA on a nucleosome 

core particle (Richmond et al. 1984) 20) 

筆者らが応用してきた界面展開全載電顕法で分裂期の染色体や間期のクロマチγを観察すると、界面圧

によって水面上に引き伸ばされたクロマチン基本繊維は、凝縮構造を保持した部分と、 DNA二重らせん

のレベルまで解きほぐされた糸状の部分との交互連鎖構造に容易に移行し、一見して糸で連ねたガラス・

ビーズ状を呈する。細胞の種類や細胞周期によって、 この構造に移りやすいクロマチンとそうでないもの

とがある11)18) 19) 21)初。

筆者は、 DNAの塩基対聞に割り込んで二重らせんに歪力を誘起し、高次らせんないしは高次よじれに

， 
' 

• 
嘩

骨、.-
-‘、

変形を与える iotercalativedyeの一種のエチジウム・ブP

ロマイドの水溶液中に、一定時聞置いたクロマチン基本

繊維を全載電顕観察したところ、 l畏縮の局部的集中の結

とを発見した (Photo2)2九 カフェインの処理では、逆

にDNAのレベルまでの解きほぐれが顕著になる。筆者

らは、培養細胞の生存率で比較した放射線感受性に関し

‘ 、
200nm、 a て、エチジウム・ブロマイドによる抵抗性増大とカフェ

‘ri インによる感受性増大の括抗的作用があることも確かめ

Photo. 2 Chromatin superbeads induced by 

ethidium bromide (Watanabe 1974) 11)21) 

30 

た19)28)。

これらの知見を説明するために、隣接するヌクレオソー



1-4 染色体モデル

ムが凝集し合って 1本のクロマチン基本繊維が構築される方式を (Fig.4)のように模式的に描いた22)。

この よう な凝集構造は、他の研究者によって「スーパービーズ (superbeads)J 23) または

(supranucleosomal particle)24) と名づけられている。 (Photo.3)は Zentgrafらの方法制に従って筆者

らが単離したスーパービーズの透過電顕像である28)。

Fig. 4 Superbeads on a chromoatin fiber 

(Watanabe 1986)22) 

Photo. 3 An electron micrograph of chromatin 

superbeads isolated by sucrose gradient 

centrifugation after brief nuclease diges-

tion under physiological condition (NaCl 

100 mM) (Watanabe et al. 1988)28) 
この「スーパービーズ-モデル」によって、これ

らの凝縮ー解きほぐれの相互移行を可逆的な連続的

過程として説明することは容易であるが、 「巻き取りモデル」では困難である。また凝縮一解きほぐれの

一見ランダムで多様な粒子状セグメントの分布は、高次よじれクロマチン構造の多様性と不均一性を示唆

している。

8. クロマチン・ネットワーク・モデル

これまで述べてきたようなクロマチン凝縮構造は、 DNA分子内の局部的歪力の差および連鎖上のセグ

DNA臥 Jblehelix ~ /.-
I[¥ATERAL DNA 
戸心、、、 ASSOCIATION 

ω叫 p問er馴twi附附W刷附1后以s凱1削 DN仙Af ¥ラ
〉

nucleosome 
superbeads 

chromatin matrix一一、

chromatin fibril 

Fig. 5 Chromatin network model 

(Watanabe et al. 1992)31) 

メント聞の局部的凝集力の差によって、ゆるく解きほぐれた部分と結

合し凝集し合ったセグメント同土の結び目との交互連鎖から成るクロ

マチン基本繊維の網の目すなわち「クロマチン・ネットワーク

(chromatin network) Jの構造をとる (Fig.5)31)。このクロマチン・

ネットワークが、細胞核の分裂期にコンパクトに凝縮した構造が、顕

徴鏡で観察される染色体である (Photo.4)15)。

クロマチン・ネットワークの内部では、 DNA二重らせんを巻き直

し、クロマチン粒子構造を凝集させて、安定な凝縮構造を保持しよう

とする力と、それらを解きほぐして不安定な流動構造にしようとする

力とが、逆方向に作用し合って、ネットワーク全体として、また局部

的なセグメント同土の間で準安定かつ可逆的な動的平衡状態が成立し

ている。すなわち細胞の分裂周期や細胞分化の進行と細胞内徴小環境

の変化に伴って、クロマチン・ネットワークの全体または局部的セグ

メントの中では、新しい平衡関係が成立して安定するまでレオロジカ
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Photo. 4 An electron micrograph of a metaphase chromatid pair of human chromosome (No.21-22) 

prepared by surface-spreading whole-mount technique (Watanabe and Tanaka 1972)15) 
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Fig. 6 Fluctuation in metastable transition of chromoatin structure (Watanabe et al. 1987) 25) 

ルな流動的変形が進行し、 DNA二重らせんから高次よじれ、次にヌクレオソームからスーパービーズ、

さらにクロマチン基本繊維から分裂期染色体の各レベルにわたる構造転移の聞に準平衡状態の「ゆらぎ

(fluctuation) Jが生じる (Fig.6)25)。

このようなクロマチンもしくは染色体の動的平衡関係に作用して種々の変動を与える要因を、筆者は

「レオロジカル作用原 (rheologicalagents) Jまたは「クロマチンひずみ誘発要因」と総称してきた26)。

その中には放射線をはじめ、多くの突然変異原と発がん物質とが含まれる (Table.l)18) 19)。

9.不均一標的モデル

放射線の標的としてのクロマチンおよび染色体の微細構造は、以上のモデルが示すように、古典的な標

的論が想定していたような均質な構造ではない。 (Fig.4)に描かれたクロマチン凝集粒子連鎖(スーパー
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染色体モデル1 -4 

:クロマチンひずみ誘発要因レオロジカル作用原 (rheologicalagents) 
(渡部・金城 1980)18) 19)拘

Table. 1 

1.ポリカチオン:ヒストン，プロタミン，ポリリジン，ポリアミン

など

2.金属カチオン:Ca2+， Mg2T， NaTなど

3.水 和 剤:エチレングリコールなど

A. DNA二重らせん

の巻き込みを促進

させる作用原

力:界面張力，遠心力，超音波，延伸圧縮，接着

など

動:加熱

線 :y線， X線，紫外線，レーザー光線

線 a線， Il線，中性子線

境 :pH変化，アニオンなど

剤:尿素，フェノール，ウレタン，アルコール，

界面活性剤など

7.アルキル化剤:HN2，マイトマイシンC，MMS， EMS， 

MNNG，ソラーレン， AAF最終産物，

BP最終産物など

8.塩基対間割り込み剤:エチジウムブロマイド，アクリジン系色素，

アクチノマイシンDなど

体:カフェイン， 8ーエトキシカフェイン，

5-プロモデオキシウリジンなど

査

射

環

似

的

運

放

子

ン

性

類

械

磁

オ

基

1.機

2.熱

3.電

4.粒

5. イ

6.変

9.塩

B. DNA二重らせん

を巻き戻す作用原

およびそのネットワーク構造 (Fig.5) に放射線によって与えられた DNA切断は、その生じた

部位によって異なった経過をたどると考えられる。凝集した粒子の聞の解きほぐれた DNA分子鎖に 2本

鎖切断が誘発されれば修復は困難で、染色体の断片化や欠失など重大な障害に至る可能性がある。一方こ

ビーズ)

の部分に生じた 1本鎖切断は、修復酵素と有効な会合ができれば、容易に修復されるであろう。また凝集

2本鎖の切断でも保護されて即座に障粒子同士の内部に埋没した DNA部分に誘発された DNA切断は、

害に至ることなしその後時間をかけて修復される可能性を有する。他方、凝縮構造に遮られて修復酵素

このようなクロマチン焼縮構造の不均一性とそが有効に作用せず、障害として残る可能性も想像される。

とに由来する放射線感受性の変動の可能性を、筆者は「不均一感受性標的モの相互間のゆらぎ (Fig.6)

デル (Heterosensitivetarget model) Jと名づけて論じてきた19)27)-31)。

と呼んで、 1976年の日本放このモデルは、最初「不均一標的モデル (Heterogeneoustarget model) J 

クロマチン擬縮構造の放射線感受性変動要因(渡部1982)18) 19) 

①
②
①
@
@
@
⑦
@
@
⑪
 

標的 DNA領域の大小 (targetsize) 

照射生成物 (freeradical)に対する濃度希釈効果 (dilutioneffect) 

照射生物に対する遮蔽 (masking)や捕捉 (trapping)の効果

吸収エネルギーの集中または散逸の可能性 (energytransfer) 

初期損傷部位の保護・内包・潜在の可能性

歪力集中と局部的構造の変動による分子鎖切断・架橋の離易

損傷修復に必要な解きほぐし・巻き戻しの難易

再結合・連結・繋ぎ換えに必要な相補的分子鎖相互の接触の難易

修復酵素との接触の難易

クロマチン・ネットワーク内の歪み・崩壊の波及範囲の大小

Table. 2 
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Table .3 クロマチン・ネットワークの不均一性 (heterogeneity) (渡部1982)18) 19) 

①醗縮度:DN A -supertwist -nuc1eosome -chromatin superbeads-

chromatin fiber -chromosome 

① 化学的組成:塩基組成/ヒストン/非ヒストンタンパク/酵素系/

化学的修飾(メチル化・アセチル化・リン酸化)

① 局部的高次構造分化:supertwisting/ coupling/looping/ 

packing/ unfolding 

④ 局部的歪力分布:torsional stress/bending stress/kink/ constrain 

⑤遺伝子機能の分化:構造遺伝子調節遺伝子修復遺伝子複製関

連遺伝子細胞周期関連遺伝子染色体分配関

連遺伝子など

射線影響学会32)で発表したものの修正モデルである。クロマチン凝縮構造の「放射線感受性」は

(Table.2)のような種々の要因が、幾重にも組合わさった複合作用を介して変動すると考えられる19)2則的。

またクロマチン・ネットワークには (Table.3)に挙げた種々のレベルの要因によって、多様な「不均一

性 (Heterogeneity)Jが生じる 18)19) 30)。

10. マイク口・レオロジー解析法

放射線の標的としてのクロマチン擬縮粒子連鎖、およびクロマチン・ネットワークの不均一性を検証し、

放射線感受性の変動との関係を明らかにするために、筆者らは放射線照射ならびに「クロマチンひずみ誘

発要因J(Table.l)に属する種々の薬剤処理の後、 (Table.4)に挙げた種々の方法を試みてきた15)16) 21) 26 -31) 

33 -37)。筆者は「マイクロ・レオロジー解析法 (microrheologicalanalyses) Jと総称している33)。

Table.4 マイクロ・レオロジー解析法 (microrheologicalanalyses) (渡部1994)33) 

1.動き・査み・切断を誘発して調べる方法:

① 放射線照射

② クロマチン歪み誘発処理発がん剤・エチジウムブロマイド-カ

フェインなど

2.切断クロマチン・ DNAの断片を調べる方法:

① クロマチン・染色体・細胞核の単離処理

② クロマチン解きほぐし、法:フィルター溶出法・アルカ 1)1容出法

③ 電気泳動法:ミクロゲル法・パルスフィールド勾配法

3.動き・歪みを止めて調べる方法:

① 凍結法:クライオ電顕法-凍結乾燥法・凍結割断レプリカ法

② 分子架橋法:アルキル化剤・ソラーレンなど

4.形の変化を調べる方法:

① 光学顕徴鏡:徴分干渉・偏光・蛍光・共焦点レーザーなど

② 界面展開全載電子顕徴鏡法

① プラズマ重合膜カプセル電顕法

④ 軟X線コンタクト顕微法

⑤ X線ホログラフィー

@ 走査型プロープ顕徴鏡:原子間力顕微鏡 (AFM)
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1 -4 染色体モデル

11.新しい顕微法への期待

これらの方法の中でも筆者らが最初から力を注いできたのが、種々の顕徴法による構造解析である。

1972年以来の界面展開全載電顕法によって多くの発見がなされ、モデルの修正に役立つてきた。しかし

ながら、電子顕徴鏡の最大の問題は人為的な変形である。電顕試料の作製から観察・撮影までの過程で不

可避の電子線照射・熱・乾燥・機械的外力・脱水剤・固定剤等は、すべて DNAないしはクロマチンの微

細構造になんらかの歪力を誘起し、高次構造に種々の変化を与えるクロマチンひずみ誘発要因である。ク

ロマチン凝縮構造の不均一性に変動を与える可能性を避けることができない。そこでできる限り生体条件

に近い水溶液中もしくは湿潤状態で、無固定・無染色のままの「生きている」クロマチン・ネットワーク

においてその不均一性を観察し、別に加えたひずみ誘発要因の作用のみによる変形を定量的に解析する顕

徴法を、筆者らは新しく開発しようと試みてきた。

そのための一つの方法とし「軟X線コンタクト顕微法 (X-ray contact microscopy) Jを応用して、水

溶液中のクロマチン凝集粒子構造の立体的なX線像を撮ることに成功した34)35)。将来はX線ホログラフィー

による立体微細構造の動的解析が期待されている。しかしこの方法に必要なX線源は、大型共同利用施設

に依存せざるを得ない。

もっと簡便な顕徴法として筆者らが 2年前から応用してきたのが、 「原子間力顕微鏡 (AFM: Atomic 

force microscope) Jである。 1982年に開発された走査型トンネル顕微鏡 (STM: Scanning tunneling 

microscope)に改良を加え、絶縁体である有機高分子や生体試料に応用できるように、探針一試料聞の

力学的情報を検出して、コンビューターにより試料表面の微細な凹凸を立体的な画像として描く。原子聞

の引力と斥力の他に、摩擦力・磁気力・応力・粘弾性など、試料一探針聞の種々の相互作用を検出するこ

とのできる各種のプロープが開発されており、 「走査型プロープ顕微鏡 (SPM: Scanning probe micr-

oscope) Jと総称される。

AFMには次の利点がある33)36)。①大気中・ガス中・真空中・溶液中のいずれの環境下でも観察・測定

が可能である。②ナノメーターレベルの解像度を有する。①試料の前処理(固定・染色・蒸着等)は不要

である。④電離放射線・光・熱などによる試料の損傷がない。⑤短時間内に同時的かつ経時的な定量的解

Photo. 5 AFM image of human chromosome (No.1) submerged in medium (16μm x 12μm) 

(羽Tatanabeet al. 1994)31) 

35 



Photo. 6 AFM image of a looping chromosomal fiber (arrow in Photo 5 ; 2.5μm x 2.5μm) 

(羽Tatanabeet al. 1994)31) 

析が可能である。@種々の画像処理が可能で、ディスクに保存した情報に関して随時解析できる。⑦探針

の顕微操作 (micromanipulation) によりナノメータースケールで試料を引き伸ばしたり、切断や移動な

ど種々の操作を加えることができる。@査力一変形のマイクロ測定など微細構造のレオロジカルな特性の

解析が可能である。

(Photo. 5)は、ヒトの正常リンパ細胞株 RPMIから界面展開法により水面上に単離し、シリコン基

板上に接着採取した分裂中期の染色体制o.1) を、固定も染色も行なわずに液体中観察用セルに移し、

液体培地中(血清無添加 RPMI)で観察したAFM像である。矢印の部分では、ほどけたループ状のクロ

マチン基本繊維が認められる。この基本繊維ループを拡大した (Photo.6) では、直径30~50nm のスー

パービーズの凝集連鎖構造を明瞭に識別することができる。さらに探針の針圧を高めて局部的に変形を与

えることも可能である33)37)。この AFMをはじめ走査型プローブ顕微鏡の種々のプロープを選択すること

によって、クロマチン凝集連鎖、およびそのネットワーク構造の「不均一標的モデル」はいよいよ直接的か

っ定量的な検証が可能になろうとしている。

特に今後の重大な課題は、放射線発がん機構へのアブローチである。放射線発がんの過程に関して最近

注目を集めつつある「遺伝的不安定性 (geneticinstability) J38) 39)の実体を明らかにする鍵の一つを、クロ

マチン凝縮構造のゆらぎの中に求めることができるかも知れない。AFMを初めとする各種の走査型プロー

プ顕徴鏡の応用による染色体顕微操作と測定が、クロマチン内部のマイクロ・レオロジカルな解析を可能

にするものと筆者は期待している。
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Effects of charged particles on DNA

*K. Eguchi-Kasai, *H. Itsukaichi, *M. Murakami, *K. Fukutsu, *K. Sato, **Y. Furusawa,

**T. Kanai, ***H. Ohara, ****F. Yatagai, ****K. Nakano and ****!. Kaneko.

* & * * National Institute of Radiological Sciences, 9-1, Anagawa 4, Inage-ku, Chiba-shi 263, Japan,

***Okayama University, Tsushimanaka 2, Okayama-shi 700, Japan

****Institute of Physical and Chemical Research, Hirosawa 2, Wako-shi 351-01, Japan.

It can be noted that it is not simple double strand breaks (dsb) but the non-reparable breaks that are

associated with high biological effectiveness in the cell killing effect for high LET radiation. Here, we

have examined the effectiveness of fast neutrons and low (initial energy = 12 MeV/u) or high (135

MeV/u) energy charged particles on cell death in 19 mammalian cell lines including radiosensitive

mutants. Some of the radiosensitive lines were deficient in DNA dsb repair such as LX830, M10, V3,

and L5178Y-S cells and showed lower values of relative biological effectiveness (RBE) for fast neutr-

ons if compared with their parent cell lines. The other lines of human ataxia - telangiectasia fibroblasts,

irs 1, irs 2, irs 3 and irs 1SF cells, which were also radiosensitive but known as proficient in dsb repair,

showed moderate RBEs. Dsb repair deficient mutants showed low RBE values for heavy ions. These ex-

perimental findings suggest that the DNA repair system does not play a major role against the attack of

high linear energy transfer (LET) radiations. Therefore, we hypothesize that a main cause of cell death

induced by high LET radiations is due to non - reparable dsb, which are produced at a higher rate com-

pared to low LET radiations.

Jt (relative biological effectiveness,

RBE) # jg j^

3^5, **
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笠井清美*、五日市ひろみへ村上正弘*、福津久美子*、

佐藤弘毅*、古沢佳也**、金井達明**、大原 弘***、

谷田貝文夫***ぺ中野和城****、金子一郎****
。令<><><>令やややややや<><>令。ややややや<><>φ<><>ややや令<><><><>ややφやややや<><>や令<>。

Effects of charged particles on DNA 

事K.Eguchi -Kasai，事H.Itsukaichi， *M. Murakami，車K.Fukutsu，車K.Sato，車*Y.Furusawa， 

*事T.Kanai，事**H.Ohara， *草山F.Yatagai，判事*K.Nakano and **車事1.Kaneko. 

*&料NationalInstitute of Radiological Sciences， 9-1， Anagawa 4， Inage-ku， Chiba-shi 263， Japan， 

H 車OkayamaUniversity， Tsushimanaka 2， Okayama-shi 700， Japan 

****Institute of Physical and Chemical Research， Hirosawa 2， Wako-shi 351-01， Japan. 

It can be noted that it is not simple double strand breaks (dsb) but the non-reparable breaks that are 

associated with high biological effectiveness in the cell killing effect for high LET radiation. Here， we 

have examined the effectiveness of fast neutrons and low (initial energy 12 MeV/u) or high (135 

MeV/u) energy charged partides on cel1 death in 19 mammalian cel1 lines induding radiosensitive 

mutants. Some of the radiosensitive lines were deficient in DNA dsb repair such as LX830， M10， V3， 

and L5178Y -S cells and showed lower values of relative biological effectiveness (RBE) for fast neu廿・

ons if compared with their parent cell lines. The other lines of human ataxia -telangiectasia fibroblasts， 

irs 1， irs 2， irs 3 and irs lSF cells， which were also radiosensitive but known as proficient in dsb repair， 

showed moderate RBEs. Dsb repair deficient mutants showed low RBE values for heavy ions. These ex-

perimental findings suggest that the DNA repair system does not play a major role against the attack of 

high linear energy transfer (LET) radiations. Therefore， we hypothesize that a main cause of cell death 

induced by high LET radiations is due to non-reparable dsb， which are produced at a higher rate com-

pared to low LET radiations. 

1.はじめに

重粒子線は一般に晴乳類細胞の致死効果に関して生物学的効果比 (relativebiological effectiveness， 

RBE)が高い。その線量一生存率曲線はX線などの低LET放射線に比べて“肩"が小さく、より直線に

車放射線医学総合研究所 障害基礎研究部、“放射線医学総合研究所 医用重粒子線物理・工学研究部、

“岡山大学 理学部、日付理化学研究所 RI技術室
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近いという特徴を持つ。また、細胞致死効果の RBEは線エネルギー付与(linearenergy transfer， LET) 

の関数になることが知られている。すなわち RBEはLETの増大に伴って増大し、 LETがほぼ100から

200keVIμm付近で極大となり、その後減少する。このような高 LET放射線による細胞致死効果には

DNAに生じる 2重鎖切断が重要で、あると考えられている。すなわち致死の原因となる 2重鎖切断は、低

LET放射線では 2本のトラックが DNA上のごく近傍を通過して作られるのに対し、高 LET放射線では

1トラックで作られる。従って線量一生存率関係は直線となり、 LETの増加と共に DNA2重鎖切断の生

じる確立は高まり、致死効果が高くなる。また100から200keV/μmを過ぎて致死効果が下がるのは、オー

バーキjレであると説明されていた。

高 LET放射線では DNA2重鎖切断が生じやすいはずであると考えられてきた。実際には、 DNA1本

鎖切断の生成の RBEは、速中性子や重粒子線などの高 LET放射線では、広いLET範囲にわたってーよ

り小さし 0.3から0.6くらいの値が報告されている 1-6)0 DNA 2重鎖切断については、中性子線では、 1

より僅かに大きな値が報告されていた 2)。重粒子線については最近になってアメリカとドイツのグループ

からそれぞれ報告された。これによると DNA1本鎖切断の場合と同様、 RBEはーより小さい値が報告さ

れている 7-九従って DNA1本鎖切断および DNA2重鎖切断の両方とも、それのみで細胞致死に直接関

与するとは考えられない。最近では理論的にもDNA2重鎖切断の生成のRBEは1より少し大きい程度で

あると計算されている11-13)。一方、低 LET放射線で生じた DNA切断は DNA1本鎖切断では数分、

DNA2重鎖、切断では数十分のハーフリペアタイムで再結合される。十分な修復時間の後に残存する切断

は修復不能切断と考えられる。高 LET放射線で生じる DNA1本鎖切断は低 LET放射線に比べて修復さ

れにくく、また生じる修復不能切断の量が多いことが示されている 1.6.14)。この修復不能切断は、その線

量一生成曲線が低 LET放射線に比べて直線性が高く 15)、また、 RBEはLETがほぼ100keV/μm付近で極

大値を持つ山形の曲線となる5)など、細胞致死効果の場合と共通性がある。これらの事実からこの修復不

能切断が高 LET線で殺細胞効果が高い原因であるとする説が有力である。ところが実際に細胞致死に関

与する DNA障害の実態に関しては、修復されない傷であるという以外に明らかにはされていないのが現

状である。重粒子線照射後充分な回復時聞をおいた後に測定した修復不能 DNA2重鎖切断は修復不能切

断同様多量に観察され、かつ、その線量一生成曲線が低 LET放射線に比べて直線性が高いことから、実

態は DNA2重鎖切断の 1種である可能性が高い16)。一方、近年になって数種類の放射線感受性の晴乳類

細胞株が分離されている。同じ放射線感受性であるといってもその感受性の機構は様々であり、その内の

いくつかは DNA2重鎖切断の修復能を欠損していることが知られているへそこで放射線感受性突然変

異株を含む放射線感受性の異なる19種の培養細胞について、速中性子線および荷電粒子線を照射し、細

胞生残率に対する効果を調べた。ここでは間接的な証拠ではあるが、 DNA障害修復能欠損と高 LET放

射線による細胞致死の関係について考察したい。

n.材料と方法

1.培養と線量一生存率関係の分析

用いた細胞とその性質を Table1にまとめた。AT5BIVAとMRC5sv1TG1は小松賢志博士から頂いた。

irs1， irs2および irs3はDr.]. Thackerから頂いた。 irs1SFはDr.B. Painterから、 R1は三浦雅彦博士、

HSGは白砂兼光博士、 V3はDr.G. F. Whitmore博士から頂いた。 LX830、M10、SX9、SX10、LTA

および SL3-147は放医研の佐藤らによって分離されたものである。 V79細胞は F10に10%牛胎児血清を
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加えた培養液で、他の細胞は α-MEMに牛胎児血清を加えた培地にて、炭酸ガス培養装置で培養された。

細胞は照射2日前にプラスチック培養フラスコまたは培養皿に蒔いた。照射後に細胞を計数し、適当数

に希釈して蒔きなおし、 7から10日間培養した。付着型細胞では通常のコロニー形成法を用いて細胞数

50以上のコロニーを計数した。浮遊細胞は、 0.3%の軟寒天中でコロニーを作らせた。

各々の細胞株についての生存率曲線に対する回帰曲線を linearquadratic model (LQモデル)により解

析し、回帰曲線から37%および10%の生存率をもたらす線量 (D37および D10)を計算により求めた。

2.照 射

放医研サイクロトロンにて、 30MeV/uのdeuteronをベリリウムターゲットに照射して得た速中性子線

を細胞に照射した。 γ線の混入は 5%以下、線量率は約0.7Gy/mであった。荷電粒子線は、 135MeV/uの

炭素イオン線及びネオンイオン線は理化学研究所リングサイクロトロンで、 12MeV/uの炭素イオン線お

よび~3Heイオン線は放医研のサイクロトロンで照射した。照射と線量測定についての詳細は文献を参照の

こと 18.19)。線量率はそれぞれ 1-2Gy/minおよび 1-5Gy/minであった。比較放射線として、 0.5mmAlお

よび0.5mm Cuのフィルターを通した200kVpX線を用いた。

m.結 果

1.放射線感受性細胞の速中性子線への感受性

低 LET放射線に抵抗性の細胞では、速中性子線照射後の線量一生存率曲線における“肩"の減少が認

められた。放射線感受性の細胞では低 LET放射線に対する線量一生存率曲線は直線に近く、中性子線照

射後ではその傾きが急になった(それぞれの細胞株の線量一生存率曲線は、文献叫を参照)。速中性子

線照射後の線量一生存率曲線の LQモデルによる回帰曲線をX線に対するものと比較すると、 1次項の係

数 (α)の増大が顕著に認められるのに対し、 2次項の係数 (s)には大きな変化は認められなかった

(Fig. 1)。

X線に対するD10(Dx) と、速中性子線に対するD10(Dn)には、正の相闘が見られた (Fig.2)0Dx 

が大きい程 Dnも大きくなるが、常に Dxの方が大きかった。回帰直線は

Dx= -0.76+2.1 xDn..・・・・…・・・・・・・........…-一...…..一-…・・・・・・・ー・・・・…・・・… (1) 

と計算された。このときRBEは次の式で計算される。

RBE=DxlDn 

=(ー0.76+2.1x Dn)/Dn 

= -0.76/Dn+2.1'・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・目 ( 2 ) 

( 2 )式で Dnが大きくなると 1次項は小さくなり、 RBEの値は2.1に近づく。従って(1)式の一次項

の係数は、速中性子線の RBEの理論上の最大値を表すと考えられる。このことから Dxの大きな細胞、

すなわち放射線抵抗性の細胞では RBEの値は一定となることが予想される。実際に RBEとDxの関係

をプロットすると、 RBEはDxの増加とともに増加し、 Dxが5以上の領域では一定となるように見えた

(Fig. 3)。

DNA2重鎖切断修復欠損突然変異細胞株群では RBEはーに近い値に集中していた。そこで細胞株群を、

ア)DNA2重鎖切断修復欠損細胞株群、イ)ア以外の放射線感受性株群(色素性乾皮症患者由来細胞な

ど、放射線抵抗性の DNA合成を示す。図中で ATタイプと記す)、ウ)イ以外の、 DNA2重鎖切断修復

が正常と考えられる細胞群の 3群に分けて RBEの平均を計算すると、それぞれ1.2、1.7、1.9(p < 0.05) 
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2.放射線感受性細胞の重粒子線への感受性

速中性子線の場合と同様に10%生存線量 (Dn) を計算し、 Dxに対する関係を調べた (Fig.4、個々の
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ろな LETの粒子線に対して、 DnはDxの増加とともに直線的に増加したが、回帰直線の傾きは粒子の種

類、 LETによって変化した。この図の中では18keV/μmの Heイオン線に対する回帰直線の傾きが最大

であった。高 LETのCおよび Neイオン線に対する回帰直線の傾きは小さく、参考のために併記した速

中性子線に対するものより小さかった。粒子の種類、エネルギーによって、その RBEの最大値は定まっ

ていることになろう。

DNA2重鎖切断の修復欠損株 (MI0および SL3-147)を表す点は図中の左下に集中していた (Fig.

4)。この 2細胞株の RBEは、粒子の種類、 LETに関わらず 1に近い値を示した (Fig.5) 0 LETが

80keV/μm付近で RBE値1.5程度の極大値を示すものの、 LETが300keV/μmを超えると逆に 1より小さ

い値となった。これに対し、それぞれの親株では RBEは LETによって変化し、 LETが80keV/μm付近

に約4.2の極大値を持つ曲線となった。
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Fig. 5 RBE vs LET curves for normal (open symbols) and 
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N.考察

高LET放射線により生じる DNA切断はなぜ直りにくいのであろうか。可能性としては1)高 LET

線照射による修復機構への障害、 2)切断端の形状の違いにより修復されにくい、 3)切断箇所の分布の

違い、すなわち切断箇所がある場所に集中して起きる(クラスター)ため修復されにくい (11，17，21)等が考

えられる。 1)に関しては、低線量照射では DNAl本鎖切断修復のハーフリペアタイムはX線と重粒子

で差がなく、数分である。時間の経過と共に修復曲線はX線の場合よりも遅れ気味となり、修復がプラトー

に達したときの切断量(修復不能切断)はX線より多くなると報告されている。この場合にはDNAl本

鎖切断修復機構は正常に機能している可能性が高いであろう九ただし、高線量照射ではハーフリペアタ

イムが大きく、すなわち再結合が遅れることが報告されている。特に粒子が大きくそのエネルギーが小さ

い場合には顕著になるようである。 DNA2重鎖切断の修復は、重粒子線では遅くなるように見えるが、

修復不能切断の割合が高いための「見せかけ」である可能性もある。少なくとも30分以内の修復に関し

ては同程度であるようである。一方、重粒子線の照射 6時間後に DNA-タンパククロスリングが生じて

いるとの報告がある。X線照射6時間後にはこのクロスリンクは観察されない 1)。このクロスリンクによっ

て、修復酵素系自体に大きなダメージがなくても DNA損傷部への酵素系のアクセスがスムースにL、かな

いなどの理由で、 DNA2重鎖切断の修復が阻害される可能性がある。 2)については速中性子線につい

ての報告があるが、細胞致死効果を説明できるほどの差ではない 2)0 3) については具体的な証拠はまだ

無い。パルスフィールドケ.ル電気泳動の大分子量領域のバンドパターンで見る限りは大きな差違はなさそ
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うであるお}。

DNA2重鎖切断修復欠損細胞株(田章ア群)では、粒子線の種類、 LETにかかわらず生存率における

これに対し、色素性乾皮症患者由来細胞などの DNA2重鎖切断1に近い値であった。RBE 11直が小さく、

では、正常細胞株同様の高い RBE仙を示した。修復欠損以外の理由で感受性が高い細胞群(田章イ群)

このことは、高 LET放射線による細胞致死効果には DNA2重鎖切断の修復がキーポイントであること

を示す。すなわちア群の細胞には元々修復系に異常があり、高 LET線により生じた修復しにくい切断に

イ群では欠X線に対しでも修復がうまくいかないため、結局 RBE値が小さくなる。対するのみならず、

損している箇所が高 LET放射線による障害の修復にあまり関係のないものであるため、正常細胞と同様

DNA2重鎖切断修復系の有無は大きの RBE値を示す。逆に言うと高 LET線による細胞致死効果には、

な要素とならず、修復不能 DNA2重鎖切断の生成が重大であると考えられる。

Table. 1 List of cell lines 
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Resistant DNA synthesis to y -rays' 

defects of excision repair 

defects of excision repair 

Normal dsb repair 

Parent 

V79 

V79 

V79 

CHO-AA8 

CHO-AA8 

Sato 

Sato 

Sato 

Normal dsb repair 

Normal dsb repair 

Normal dsb repair 

defects of dsb repair 

defects of dsb repair' 

defects of dsb repair' 

squamous cel1 carcinoma， 

:l!:chrom.=60 

defects of dsb repairlO 
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L 

L5178Y 
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Strain 

Hamster lines 
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V3 
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M10 

R1 
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Hum仰 lines

AT5BIVA Komatsu 

11 
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Biological Effectiveness of Heavy Particle Beams

Koichi Ando^ "Tatsuaki Kanai, Yosiya Furasawa, Sachiko Koike and Kumie Nemoto

Third Research Group and *Division of Accelerator Physics and Engineering, Natl Inst Radiol Sci,

9-1 , Anagawa-4-chome, Inage-ku, Chiba 263 Japan

This study is to describe the procedure and logic used to start clinical trials with heavy parti-

cle beams at NIRS. We have accumulated our knowledge of fast neutrons and protons produc-

ed by NIRS cyclotron in physical, biological and clinical aspects for more than 20 years. Past 5

years, research on heavy particle beams has also been extensively conducted by our group us-

ing RIKEN ring cyclotron. Comparing biological effectiveness of 12C beams with that of neutr-

ons, we estimated physical dose of 12C beams suitable for clinical trial. First, five human cell

lines cultured in vitro were irradiated by single doses of 290 MeV/u carbon -12 with a 6 - cm

width Spread-Out-Bragg-Peak (SOBP) and served for colony formation. C3H female mice

aged 10-12 week old served for skin damage. Depilated right hind legs received either single

or fractionated irradiations. Skin reaction score was given to individual mice every other day

since 7 days after first irradiation, and 5 highest scores were averaged to use as a represen-

tative value for a group. Second, relative biological effectiveness (RBE) of carbon SOBP for

10% cell survivals, depending on cell lines, ranged from 1.2 to 2.3 at proximal SOBP (40

keV/mm) and increased to 2.0 through 2.7 at distal SOBP(82keV/wim). Isoeffective dose of skin

dry desquamation showed an RBE of 2.3 at proximal SOBP and 3.2 at distal SOBP when 4

fractions with equal dose each were delivered for 4 days. Distribution of biological doses within

SOBP was fairly homogeneous after fractionated irradiations or small dose per fraction, but

showed a decline at mid through distal peaks after single irradiations or large dose per frac-

tion. Third, a position within SOBP which showed the same biological effectiveness as fast
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This study is to describe the procedure and logic used to start clinical trials with heavy parti-

cle beams at NIRS. We have accumulated our knowledge of fast neutrons and protons produc-

ed by NIRS cyclotron in physical， biological and clinical aspects for more than 20 years. Past 5 

years， research on heavy particle beams has also been extensively conducted by our group us-

ing RIKEN ring cyclotron. Comparing biological effectiveness of 12C beams with that of neutr-

ons， we estimated physical dose of 12C beams suitable for clinical trial. First， five human cell 

lines cultured in vitro were irradiated by single doses of 290 MeV/u carbon-12 with a 6-cm 

width Spread-Out-Bragg-Peak (SOBP) and served for colony formation. C3H female mice 

aged 10-12 week old served for skin damage. Depilated right hind legs received either single 

or fractionated irradiations. Skin reaction score was given to individual mice every other day 

since 7 days after first irradiation， and 5 highest scores were averaged to use as a represen-

tative value for a group. Second， relative biological effectiveness (RBE) of carbon SOBP for 

100/0 cell survivals， depending on cell lines， ranged from 1.2 to 2.3 at proximal SOBP (40 

keV/mm) and increased to 2.0 through 2.7 at distal SOBP(82keV/mm). Isoeffective dose of skin 

dηT desquamation showed an RBE of 2.3 at proximal SOBP and 3.2 at distal SOBP when 4 

fractions with equal dose each were delivered for 4 days. Distribution of biological doses within 

SOBP was fairly homogeneous after fractionated irradiations or small dose per fraction， but 

showed a decline at mid through distal peaks after single irradiations or large dose per frac-

tion. Third， a position within SOBP which showed the same biological effectiveness as fast 
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neutrons was designated here as neutron - equivalence. Cell kills for human salivary gland tum-

or cells(HSGc-C5) and mouse skin damage pinpointed the neutron - equivalence at 80 keV/mm

or 8mm-upstream of the distal fall-off. Based on calculations using (1) the neutron - equiva-

lent point experimentally determined, (2) clinical data of fast neutrons (i.e., RBE = 3.0 ; neutron

dose per fraction = 0.9Gy) and (3) mouse skin RBE, we estimated a physical dose of 1.13 Gy

at 3.0 cm apart from the fall-off (i.e., middle SOBP) suitable for clinical trial. As conclusions,

a carbon dose of 1.13 Gy at middle SOBP was recommended as a fraction size in clinical trial

which planned to use 3 fractions per week for 6 weeks.

neutrons was designated here as neutron -equivalence. Cell kills for human salivary gland tum-

or cells(HSGc-C5) and mouse skin damage pinpointed the neutron-equivalence at 80 keV/mm 

or 8mm -upstream of the distal fall-off. Based on calculations using (1) the neutron -equiva-

lent point experimentally determined， (2) clinical data of fast neutrons (i.e.， RBE = 3，0 ; neutron 

dose per fraction 0.9Gy) and (3) mouse skin RBE， we estimated a physical dose of 1.13 Gy 

at 3.0 cm apart from the fall-o日(i.e.，middle SOBP) suitable for clinical trial. As conclusions， 

a carbon dose of 1.13 Gy at middle SOBP was recommended as a fraction size in clinical trial 

which planned to use 3 fractions per week for 6 weeks. 

1 .はじめに

放医研に新設されたシンクロトロン HIMACは、がん治療を目的として建設された世界で唯一の重粒

子加速器であり、ヘリウムからアルゴンに至る各粒子を最大エネルギー800MeV/uまで加速できる。加速

された高エネルギー荷電粒子は生体内部にてブラッグピークを形成し、腫療に限局した線量を与えること

ができるばかりでなく、原子番号2以上の粒子では高 LETによる強い生物効果をもたらす。放医研では

過去20年以上にわたり、パンデグラフ中性子線とサイクロトロン速中性子線・陽子線等に関する研究を

行ってきており、粒子線に関する物理学的、生物学的そして医学的特性を調べてきたト3)。近年では、理

化学研究所のリングサイクロトロンを主として、重粒子の物理学的・生物学的研究を進めてきた←5)。そ

して、放医研では HIMACから得られる290MeV/u炭素線の生物照射実験を行うことにより治療線量を

推定し、その結果に基づき、臨床試行を1994年6月に開始した。本シンポジウムでは、培養細胞とマウス

個体レベルでの実験結果をヒトの臨床試行へ導入した過程について述べる。

2.理研リンゲサイク口トロン 135MeV/u炭素線での実験

重粒子線治療では、 LETの高いブラッグピークを腫蕩部に集中させることが基本である。ブラッグピー

クそのものは入射方向に幅が狭いため、腫蕩の大きさに合わせて拡大する必要がある。拡大ピーク内部の

LETは均一で‘なく、上流部から下流部に向かつて増大している。腫療にたいする生物効果が物理線量と

生物効果の 2つのパラメータにより変わることは、過 6 

去の速中性子線による経験で分かっている。更に、生

物効果は用いる線量の大きさ・組織の種類・エンドポ

イントなどにより変わってくることも知られている。

はじめに理化学研究所リングサイクロトロン

(135MeV/u炭素線)および放医研サイクロトロン

(12Mev/u炭素線)による細胞照射実験を行った。

重粒子線の生物効果を短期間に高い精度で求めるため、

操作が容易な培養 V79チャイニーズハムスター細胞

を選び、種々のLETに関して細胞致死効果を調べた。

Fig.1に示すように、得られた LET-RBEの関係は

100~200keV/mm を最大値とする典型的なベル型の

曲線を示していた。このデータを基にしてレンジモヂュ
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レータを作製し、 3 cm幅の拡大ピークを形成した。
司

、ー

のピーク内での生物効果を調べると、レンジモヂュレー

タのデザインに用いた V79細胞のみならず、 マウス腸

管クリプト生存率および移植マウス腫蕩の治癒率の点

においても生物効果が均一であった (Fig.2)。

3. 放医研 HIMAC290MeV/u炭素線の生物効果

HIMACの重粒子線臨床試行では、速中性子鰻治療

効果が高いと言われている唾液腺腫蕩を初期のトライ

アルとして治療することが予想された。頭頚部腫蕩を

治療するために深部15c皿まで到達するビームが必要で

ある。数種類の粒子について検討した結果選んだ

290MeV/u炭素線について、 ブラッグピークを6cm幅

に拡大して治療に用いる事にした。 まず、 HSGヒト由

来唾液腺腫蕩培養細胞にたいする細胞致死データをも
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Fig.2 Tumor control effectiveness within 3-

cm width SOBP of 135 MeV/u C-12. 

とめ、 レンジモヂュレータ (リッジフィルター)を作製し (Fig.3)、物理線量分布を調べた (Fig.4)。

この拡大ピークの LETは上流部で40keV/μm，ピーク中央部で50keV/mm，そしてピーク下流部では

100keV/mmであった。 ピーク内各位置にて C3Hマウス下肢を 1固ないし4分割照射(均等分割4日間)

し、皮膚反応をスコア一法6)により調べ、乾性皮膚炎に相当するエンドポイントをもって炭素線 RBEを

求めた(Fig.5)。この結果、拡大ピーク上流部の RBEは1回照射で2.0、4分割照射では2.3であり、ピー

クの中央から下流にむけて RBEは大きくなっていた。照射後 3月目に摘出した病理組織像では、

LET60keV/μm以上の皮膚に強い繊維化が認められた (Fig.6)。拡大ピーク内の生物効果は物理線量と

RBEの積、即ち生物効果線量 (Biological Dose) として表現できる。 1回照射の RBEを基に計算した

生物効果線量は 6佃拡大ピーク上流から中央にかけてほぼ平坦な分布を示していたが、下流末端部では下

がる傾向であった (Fig.7)。一方、 4分割照射で得られた RBEを基に計算した生物効果線量はピーク

内全域でほぼ均一な分布を示した。 この理由は、分割照射に用いた線量域が 1回照射で用いた線量の約4
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分の 1と小さく、皮膚反応に関与する細胞の生存率曲線のショルダーに相当した為、 LETが高い下流部

での RBEが大きくなったと考えている。

4.治療線量の推定

次に臨床試行で用いる治療線量を推定するために、速中性子線と炭素線との比較を行った。重粒子線治

療で実績のあるローレンスパークレイ研究所にも重粒子炭素線の治療データは無いため、あらたに治療線
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量を決める必要がある。放医研では速中性子線によ

る治療データの蓄積があるので、中性子線と同等な

効果をもたらす炭素線線量を用いれば安全であると

同時に効果の期待できる治療が行える。中性子線と

炭素線の生物効果を実験的に比較し、更に、速中性

子線の臨床データを用いれば炭素線の治療線量を決

定できる、と考えた (Fig.8)。

炭素線の治療線量を推定するため、 2つの方法で

検討した (Table1)。第ーは我々が中性子線等価法

(Neutron -equivalent method) と呼ぶ方法であり、

速中性子線と同等な効果を示す炭素線拡大ピーク内

の位置を生物実験データにより求めるものである。

炭素線臨床試行の第一例は、速中性子線で有効と判

明している唾液腺腫蕩であろう、と予想された九

そこで、ヒ卜由来唾液腺腫蕩培養細胞 HSGを用い.

て、炭素線拡大ピーク内の種々の位置で照射したと

ころ、速中性子線と同程度の効果をもたらす炭素線

拡大ピーク内の LETは82keV/mmであることが判っ

た (Fig.9)。一方皮膚反応に関する分割照射では

ピーク内75keV/mmが速中性子線と同ーの効果を示

した (Fig.10)。この結果から、我々は炭素線拡大

ピーク内の LET80keV/mmの位置が速中性子線と等
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relative to X rays corresponded to 

that of 82keV/mm of C-12. 

価効果をもたらすものと考えた。この LETはピー

ク終末端部より 8皿上流にある。次に、速中性子線

治療では 1分割あたり0.9Gyを18回照射している。

炭素線拡大ピークの物理線量は上流から終末端かに

かけて変化させてあるが、我々は中央部(終末端部

より 3cm上流)における物理線量を炭素線拡大ピー

クの線量表示として用いる事にした。炭素線拡大ピー

ク終末端部より 8凹上流部を 0.9Gyにすれば、中

央部の線量は1.133Gyとなる。速中性子線の臨床

で用いている RBEは 3.0であるので、炭素線 6cm 

拡大ピーク中央部の物理線量を1.13Gyとした場合

の炭素線 RBEは2.38となる CO.9Gyx 3.0 -:-1.133 = 
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Table. 1 Determination procedure of carbon dose for clinical trial 

(A) neutron-equivalent method 

(1) 80keV/mm of 6 cm SOBP 

= 8 mm upstream of the fall-0百

ー-+neutron 

(B) RBE method 

(2) clinical parameters of neutron therapy 

RBE=3.0 

dose/fraction = 0.9Gy 

photon TDF 

for 3 f/week x 6 weeks 

= 3.0Gy 

(3) Biological dose required 

= O.9Gy x 3.0 = 2.7GyE 

Biological dose required 

= 3.0GyE 

(4) Physical dose of SOBP is represented at 

3.0cm upstream of the fall-off (middle SOBP) 

(5) carbon dose at (4) 

=ι笠fu

(6) RBE at (4) = 2.7Gy/1.133 Gy 

= 2.38 

RBE of mouse skin at (4) 

= 2.6 -2.7 

carbon dose at (4) 

= 3.0Gy/(2.6-2.η 

1.11 -1.15Gy 

2.38) (Fig. 11) 

炭素線の治療線量を推定した第二の方法は RBE法である。炭素線臨床試行で用いる分割照射は中性子

線治療と同じで、一週間に 3分割で合計 6週間18分割である。 X線治療では、 1分割当たり 3Gyがこの

18分割スケジュールの標準的線量 (TDF=100)である。分割照射時のマウス皮膚反応に関する炭素線拡

大ピーク中央部の RBEは2.6ないし2.7であるから、この位置での RBEは 3Gy..;-2.6(2.7)= 1.15(1.11) と

なる。

以上の 2つの方法で得られた結果から、 6cm拡大ブラッグピークによる週 3分割 6週間合計四分割に

おける290MeV/u炭素線の物理線量は、ピーク終末端から3c皿上流のピーク中央部で1.13Gyが適当であ

る、と推定した。

5.今後の研究

HIMAC重粒子線治療の最初に炭素線を選んだ理由は、炭素線の生物効果がヒトでの効果に関する知識
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Fig. 11 Neutron-equivalent method. Biologica1 dose within 6-

cm SOBP was equivalent to photond dose of 2.7 Gy. 
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『ム

が蓄積されている速中性子線に近く、また鰻量分布が優れているためである。臨床試行ではさらに広い拡

大ピークも使用する場合があるので、最大12cm幅までのリッジフィルターを作製し (Fig.12)その生物

(Fig. 13)。今後は、炭素線に関する分割線量や分割時間など治療効効果に関する計測を開始している

果に影響する因子についての研究、晩期障害や他の正常組織の耐用線量、腫療治癒効果など研究すべき課
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題は多々ある。炭素線より重い粒子種や200keV/mm以上の LET域(オーバーキjレ)の生物効果の特徴
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は未知であり、将来治療に用いる可能性について検討する子定である。
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放射線を正しく怖がろう

ー S字型リスク模型-
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Sigmoidal Response Model for Radiation Risk 

Sohei Kondo 

Atomic Energy Research Institute， Kinki University， Higashiosaka 577 

From epidemiologic studies， we find no measurable increase in the incidences of birth defects and 

cancer after low -level exposure to radiation. Based on modern understanding of the molecular basis of 

teratogenesis and cancer， 1 attempt to explain thresholds observed in atomic bomb survivors， radium 

painters， uranium workers and patients injected with Thorotrast. Teratogenic injury induced by doses 

below threshold will be completely eliminated as a result of altruistic death (apoptosis) of injured cells. 

Various lines of evidence obtained show that oncomutations produced in cancerous cells after exposure 

to radiation are of spontaneous origin and that ionizing radiation acts not as an oncomutation inducer 

but as a tumor promoter by induction of chronic wound -healing activity. The tissue damage induced 

by radiation has to be repaired by cell growth and this creats opportunity for clonal expansion of a spon-

taneously occurring preneoplastic cell. If the wound -healing error model is correct， there must be a 

threshold dose range of radiation giving no increase in cancer risk. 

I まえがき

ものを怖がらなさ過ぎたり、怖がり過ぎたりするのはやさしいが、

正当に怖がることはなかなかむつかしい。 一寺田寅彦一

中学時代から慕っていた寅彦のあとを追って五高に入学し、京大で物理学を専攻した。卒業直前に広島

原爆物理調査斑員として、 8月13日の爆心地区調査に参加した。悲惨な光景はいまむ脳裏に焼き付いて

いる。第 2回原子力留学生として OakRidge研究所に留学;K. Z.モルガンの保健物理部に入る許可を

えるのに半年かかり、その間生物部で研究。 2回目の留学は、生物部長 A.ホレンダーからの招待。国内

では遺伝研、阪大医学部、近大・原研とわたり歩く。遺伝学、基礎医学、癌・環境変異原に興味を広げる。

近畿大学原子力研究所 〒577東大阪市小若江
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この間、大腸菌、細胞、ハエなどを研究の道具に使う。しかし、最近になって、細胞は私よりはるかに賢

いことを知った。それは、生命科学の最近の進歩を学んだおかげである。細胞は徴量放射線をあびると、

それを感知し被ばくに適応するに違いない。鈍感なわれわれは、賢い細胞をまだ理解していない。

古典的「微量放射線毒性説J これは1958年の第 1回国連原子放射緯科学委員会で採用された。この考

えは、ノーベル賞を受賞した遺伝学者 H.マラーが、 「ショウジョウパエの突然変異頻度はX線線量に直

線比例して増加する」ことを発見し、それに基づいて主張した。これに全世界の遺伝学者が共鳴して、リ

スクにしきい値があると主張していた医学系委員の考えを押し切った 1，2)0 1940-60年代の物理学者は、

電離放射線が熱に比べ桁違いに徴量のエネルギーで生物作用を起す事を説明するため、標的ヒット模型を

唱えた。この標的を遺伝物質であると仮定すると、 1970年代初期までの放射線生物作用の資料の大部分

を説明できた。それを『分子放射線生物学』おにまとめて1972年に出版した。しかし現在の生命科学から

みれば、古典的仮説は改訂が必要で、 「徴量放射線毒性説」は誤りである。

市民に放射線恐怖症を植え付けた放射線専門家の社会的責任

広島・長崎原爆の大量殺人の主因は爆風と熱線であった 1.2)が、放射線が原爆の殺人作用の主因である

という虚報が、全世界に定着した。ネパタ核実験の放射性降下物(以下死の灰と略称)をあびたユタ州住民

は、「小児白血病の多発は死の灰による」と、ユタ州裁判所に訴えて一部が認められた 1.4)。これらの判決

を下すに当たって、米国の司法関係者は、放射緯影響の科学的証拠を熱心に勉強して冷静に判決を下した

九例えば、K.Z.モルガンは原告側証人として死の灰による線量の推定値 (rad)を次のように述べた:

表 1.骨髄:37712[.0.6]，結腸:29756[0.16]，甲状腺:412[3.2]，肺:3718[0.49]. 

モルガンの値は、被告(政府)側証人C.]. Malestskosの推定値(表1の口内)より異常に過大である。

モルガンはこれ以外でも類似の過大推定値を原告側証人として証言している。これらの証言を検討した担

当判事は、モルガンの証言は信用できないとして採用しなかった。しかし、死の灰に関する一連の裁判の

期間中に、モルガン、ゴフマンらが被ばく量の過大推定値を発表し、マスコミで大きく報道された。これ

が、市民に放射線恐怖症を植え付けた主因の 1つになった九

1944年11月の米国原子力学会で、特別部会「低レベル放射線健康影響:現状資料」が初めて開催され、

講演と討論で盛り上がった。私も招待されて講演をした。学会報告集から、 R.S.ヤロー(ラジオイムノ

アッセイの開発で1977年にノーベル賞を受賞)の抄録「低レベル放射線で気がかりなこと」の一部を紹

介する九自然放射線の10倍位までの被ばくの健康影響の調査結果では、障害は見つかつてない。一般の

人が放射線恐怖症になっている原因は、原爆放射線と「可能極限 (aslow as reasonably achievable)レベ

ルまで被ばく量を制限せよ」という行き過ぎた法的管理と保健物理学者の主張である。実際には、医学診

断レベルの放射線を浴びた人の健康調査で、有害であった証拠はない。行き過ぎた取締りが、放射線や放

射能の医学・科学・工業における有用な利用を阻止している。

チェルノブイリ原発事故による放射性降下物の恐怖症から、隣接した西欧地域では10-20万の人工流

産一広島・長崎原爆死者数に匹敵ーがおこなわれたと言われている 2，6)。放射線のリスクを強調して市民

を脅してきた放射線専門家の罪は大きい。専門家の一人として、私は賄罪のため、低レベル放射線の健康

影響の資料を集め、最新の生命科学を勉強して、放射線リスクの再評価を試みた 1，2，6，7)。疫学的資料と生

命科学の進歩によれば、ここに述べる S字型リスク模型を支持する証拠が少なくない。
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E 胎児期の放射線リスクにおけるしきい効果

チェノレノブイリ原発事故からの放射性降下物は、隣接した西欧地域の妊娠母親に死の灰という精神的恐

怖を与え、信じがたいほど多数の人を人工流産に駆り立てた 2，6)。原爆放射線による重症精神障害誘発の

しきい値は約50radであった日}。しかも、放射性降下物の場合のような慢性照射は、急性照射より、放射

線の催奇作用が激減する九胎児被ばくのルスクには、しきい効果があるにもかかわらず、一部の研究者

がしきい効果はないと主張している。それが世間に信じられてこの悲劇を生んだ。ほんとうに悲しい。魔

女狩りの暗黒時代と同様に、現代でも半可知識は罪悪を犯している。

1 .マウス胎仔の放射線に対する防衛機能 ーアポトーシスと細胞を殺す細胞ー

マウスの受精直後の匹は、放射線致死感受性が最高であるが奇形は発生しない;胎仔の成長が進み主要

器官形成期になると放射線に強くなり、奇形が多発する (Fig，1)。後者の場合でも、放射線による奇形

誘発にはしきい値があるのが普通である (Fig.1)。
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Dose -response curves for induction of prenatal deaths of mouse em bryos detected 

on day 18 (circles)， of deformed embryos detected on day 3 (triangles) and of gross 

anomalies detected on day 18 of gestation (squares) Single x-ray doses of the in-

dicated values were given at 6 h (open symbols) or on day 9 (fi1led symbols) after fer-

tilization， to pregnant mice. (Adapted from Nomura 9)) 

Fig. 1 

初期匹が備えている催奇性傷害の防衛機構とはなにか?この謎が解け始めた。 1つはアポトーシス

(apoptosis)一いろんな条件によって発動する細胞の自爆機能10，11)ーの活性が発生初期の細胞には高いこ

とである。このおかげで、傷害は完全に除去される 2，12) (詳細は次節参照)。もう 1つは、異常細胞を

見つけて殺す貧食細胞の働きである12)0 Nomuraら13)はつぎのような面白い発見をした。妊娠 9日目の母

親マウスにその胎仔に奇形が多発するように適量のX線を照射する。この線量を浴びた母親マウスに、予

め用意していた「活性化賞食細胞(別のマウスに BCGワクチンなどを投与し、しばらくたって集めたマ

クロファジー)Jを静脈から注入すると、奇形になる胎仔の頻度が 1/3に激減した。 Nomuraらmは、

「活性化賞食細胞が胎仔組織に侵入して異常細胞を見つけて捕食するため、奇形の発生が予防される」と

いう模型を提唱している。

2.放射線誘発催奇性傷害に対する細胞交代型修復とアポトーシス

発生段階の組織は催奇性傷害に対して強力な防衛機能をもっ。この証拠をショウジョウパエの実験例 2，14)

で示す。雄のハエ幼虫が踊になる直前に5000RのX線を照射し、外部生殖原基(将来外部生殖器になる

細胞の集団)を摘出し、同齢の幼虫または 2日若い幼虫の腹腔内に移植する。幼虫が成虫になってから、

その腹腔内から成熟した移植生殖器を取り出して調べる。同齢の幼虫に移植した場合は全てが奇形になっ
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た (Fig.2)。しかし、 2日若い幼虫に移植した場合は、全てが正常な形態をを示した (Fig.2)。催奇性

傷害が完治した。それは、傷付き細胞が全部自爆し、その穴を正常な細胞が増えて埋める機能ー細胞交代

型修復 (cell-replacement repair) 2.12.18) (Fig. 3)の働きによると思われる。実際に 3齢幼虫に放射線を

照射すると細胞の核濃縮死が多発し、細胞増殖が活性化される。しかし、この死がアポトーシス型である

かどかはまだ分かっていない。他方、ハエの初期匹では、放射線によってアポトーシス活性が増加するこ

とは確認されている12.15)。

マウスの場合は、法村ら16)のつぎの報告が面白い。受精後9.5日齢の胎仔 (Fig.1参照)に 2GyのX線

を照射したところ、 p53遺伝子欠損 (p53-1
-) 系統のマウスの場合は、ふつう (p53+九)マウスの場合の

3倍の頻度で奇形が発生したが、胎仔死亡頻度は普通マウスより極端に低かった。細胞は p53遺伝子が欠

損すると、放射線で誘導される自爆装置が起動しないので、細胞は放射線に強くなり日 17.18)、奇形防止

X ray do田 (krad)

Fig. 2 Plot of average number of bristes per anal plate of D. melanogaster against x ray 

dose Male genital discs from third -instar larvae irradiated at the indicated doses 

were transplanted into third -instar (circ1es) or two -day younger (triangles) lar-

vae of wild -type (open symbols) or x ray -sensitive (filled symbols) strains. A 

decrease in the number of bristles on anal plates of genitalia that developed from 

the transplants is a measure of teratogenic injury to irradiated discs. (From 

Fukunaga and Kondol4)) 

/'戸-、¥ ~\ Trans叩planta試叫li。叩nノ〆--、¥、

(00 ¥ 一一χ一三三Em?で!?ざ忙yで;t!一一J一~ 00  ¥ 見罰E品品晶e釘rlar… .  

¥00) 一 ¥@O)¥fs0 ) 

lmagi川川na剖1disk 

Sho此Jybefore 
pupanum 
forτnation 

fs Cell dea出

g…l…t repaJr 

Abnoロnal
dJfferenliatlon 

↓ 
Anomaly 

Fig. 3 Model of cell-replacement repair 

Normal 
dlfferentlalion 

+ Nonnal org釘 1

Empty circ1es， multipotent primordial cels ; dotted circ1e， damage -bearing prim-

ordial cell. For simplicity's sake， the disc is assumed to be formed from four prim-
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by one descendant cell and occupation of the site of the parental cell by the other 

partner (from Kondo et al.， 1984) 2) 
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の細胞自爆が起こらなくなる。胎児の細胞が低線量で死ぬことは、危険信号ではなくて、安全装置が働い

ている証拠である九傷をもっ細胞が全部自爆すれば傷は全て消える 2，6，17，18)。他方、発生初期ほど組織の

再生力が強いことはよく知られている。両者の共同作業(細胞交代型修復;Fig， 3)がうまく働く限り、

胎児は放射線などの毒物に少し曝されたくらいでは、危険が及ばないように防衛機能が働いている。もち

ろん、このすばらしい防衛機能の詳細はまだ不明で、今後の最重要な研究課題の 1つである。

m.放射線発癌の突然変異仮説 1，19)

癌は遺伝子の病気である。体内組織の 1個の細胞に数個の発癌性突然変異が蓄積するとその細胞は癌特

性を示すようになる 2，6，7)。他方、放射線を被ばくした生物や細胞は、調べられたほとんど全ての場合、突

然変異が誘発され、その頻度Fは被ばく量Dにほぼ直線比例して増加する:

F = a + bD (1) 

例えば、 W.L. Russellらは、マウスのオスの精原細胞の照射実験で、線量率を0.001RJminまで下げて

も式(1)が成立することを証明した 1，3，6)。これは、私の知る限りでは、徴量放射線毒性説を支持する唯

一の実験的証拠である。しかし、メスの卵母細胞にたいする照射実験では式(1)は成立しないで、おお

きなしきい値が慢性照射の場合に存在する(文献 6の図11参照)。オスの精原細胞でも低レベル放射線

ではしきい値の存在が示唆されている (W.L. Russellからの私信)。

式(1)を私も大腸菌とショウジョウパエを用いて実験的に確認した。従って、私は、各組織の幹細胞

(老化細胞と交代する若い細胞を生みだす親細胞で不死特性を持つ1))に放射線で発癌性突然変異が誘発

されるという放射線発癌の突然変異説を提唱した日}。具体的に白血病の原爆放射線による誘発を考えて

みよう。式(1)のFは造血系幹細胞集団の発癌性変異の頻度となり、 Dは骨髄の吸収線量となる。広島

原爆の被爆者では被ばく後40年近く経過した現在も赤血球の変異(膜上にある glycophorinAの構造遺伝

子の欠失)クローンが末梢血中にみっかり、その頻度は、適当な平均操作をすると、被ばく量にほぼ比例

する。従って、この変異赤血球は造血系幹細胞の変異に由来すると考えてよいだろう 1，2)。幹細胞の数を

約500万個と推定し、報告されている自然変異と誘発変異の値を用いると、次の理論式がえられる 1，2，19)， 

F (leukemic cell clones/person) = 9.3x10-3 + 1.6x10-4 D (rad) ( 2 ) 

実際の白血病死では、自然頻度は 2x10-3で150rad被ばくの頻度は1.2x10-2であるから、式 (2 )の予

測値は実際の数倍で、組雑な仮定を考えると、理論式と実測値の一致はかなりよい 1，19)。ただし低線量域

では理論と実際の食い違いが大きい 1，19)。その後、被ばく者の疫学的調査結果を詳細に検討すると、単純

な幹細胞突然変異仮説では、説明できない矛盾が存在することが分かった 1，19)。例えば、放射線が発癌性

突然変異を誘発するという仮定そのものが、最近の分子腫蕩学の知識とデータから否定される19) (次章に

詳述)。従って、私が従来提唱していた「放射線発癌の突然変異仮説 I)J は間違いであることを、正式に

宣言した 2，19)。従来も、放射線発癌関連の資料には、突然変異説で説明できない部分が多くて、それを説

明するために「組織修復エラー模型」を唱えてきた 1，19)。これは突然変異の DNA修復エラー説からの類

推である。 tissuemisrepairとwound-healing errowを使ってみた 2)。後者のほうが好評なので、ここで

は後者を使う。

N.発癌性突然変異の放射線誘発を否定する証拠

中程度以上の原爆放射線の被爆者では、数年たって白血病が、 10数年たって固形腫虜が増加し始め、
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Bone and head回 rcomas
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米国ラジウムベインターの骨肉腫発病ケー

スの割合と骨線量の関係。 1974年の資料

(from R.E. Rowland : Proc. 5th Int. Con-

gr. Radiat. Res.， Academic Press， 146-

165， 1975).最近の調査結果も酷似;[し

きい値]迄400-450radと結論。 (R.G. 

Thomas J. Radiat. Prot.， 14， No.2， 

141-153， 1994). 

D 

D 

内

υ

内

υ

向。

a“『

E
B
E
D
E
e且
凶

D
F
包
巳

E-g司
也

E
g
苦
ω占

Rowland， R.E. (1975) 

' 
e 

0.6 

E 
エ
こ0.4
Z 

E 

00.2 
z 

E 

Fig.4 

150 

肺結核のX線診断の胸部被ばく線量と乳

癌死亡率の関係。 (Milleret aJ. : New 
England ]. Med.， 321， 1285 -1289 (1989) 

より)
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Fig. 5 

30年経っても各種の癌による死亡率は対照者より有意に高い 1.2)。従って、放射線は tumorinitiator (癌

しかし、放射線が直接に発癌性変異を誘発するという仮定とは、矛盾する証拠が少である。の始発要因)

なくな¥，¥ 2. 19)。その代表例を以下に述べる。

1 .放射線発癌にみられるしきい値反応

ラジウム摂取量が lμg/g以下でFig.4はラジウム塗装工に発生した骨肉腫の頻度と骨線量の関係を示す。

しは骨肉腫は発生していない。その他の癌はこの人達に有意に発生していない。最近の再調査によると、

きい値は400rad以上と推定されている。

Fig.5は肺結核のX線診断をうけた女性の乳癌発生率と被ばく量の関係で、低線量域のU字型反応は有意

である。

以上の結果は、放射線で直接に発癌性突然変異が誘発されるとするなら、それは線量に直線比例しなけれ

ばなれないという経験法則(式(1))に反する。

2.肺癌死亡率はラドン被ばく線量率が低いほど高い

Fig.6はチェコスロパキアのウラン鉱山作業者の肺癌死亡率とラドン暴露量の関係を示す。一番癌死亡

率が高いのは10年以上ウラン鉱山勤務者群で、勤務年数が 5-10年または 5年以下の人は、例え総被ばく

量が同じでも、肺癌死亡率は低く線量効果も明瞭ではない。放射線による突然変異では、線量率が低下す

ラドンによる肺癌はラドンで発ると誘発変異頻度が低下するか同一で、あるのが原則である1.3)。従って、

癌性変異が直接誘発されたとすると、放射線誘発突然変異に関する経験法則と矛盾する。

3.幼年被ばくでは ALL、熟年被ばくでは AMしが多発

Fig.7は原爆放射線の被ばく量が平均270radの集団の調査結果である。急性リンパ性白血病 (ALL)

と急性骨髄性白血病(AML)による死亡率の被ばく後の経年変化を、被爆時年齢一幼年(豆15才)、青・

ーに分けて示す2，20)0 ALL死亡率は幼年被ばく後の 5-10年間にピー

クに達し、 15年以降はほとんどゼロになった。反対に、 AML死亡率は、熟年被ばく後16-25年間にピー

壮年 (16-35才)、熟年(孟36才)
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原爆放射線の高被ばく群(線量ミ150rad)

における白血病死亡率と被ばく後経年の

関係。被ばく時年齢を 3群にわけ、急性

リンパ性白血病 (ALL) と急性骨髄性白

血病 (AML)別々に表示。 (Tomonaga

et aPO
)の資料を使って作図)

Fig.7 ウラン鉱山労働者の肺癌死亡率とラドン

暴露量の関係。鉱山内労働期間を、 10年

以上， 5-10年間、 5年以下の3群に分け

て表示。(J.Sevc et al. Health Phys.， 

54， 27 -46 (1988)より)

Fig.6 

ALLはリンパ芽球に発生した染色体転座を持つ細胞に由来し、 AMLは好中球/単球の芽球に発生した

これらの白血病誘発性染と言われている。(Fig.8のMI-M6参照)染色体転座を持つ細胞に由来する

遠く離れた 2個の遺伝子を融合させ、それが生産する特異的融合蛋白 (fusionproteins)が

自然、の場合以上にな

色体変異は、

細胞に過剰増殖特性を付与する特性を持っている問。普通に放射線で誘発される染色体異常はランダムな

電離事象の結果であって、その中に白血病誘発特性の染色体異常が含まれる割合は、

るとは考え難い。事実、慢性骨髄性白血病にML)の主因である Ph1染色体の場合 abl遺伝子と bcr遣

伝子が結合している DNA部位は、対照群内の患者の場合と被ばく群内の患者の場合と同じである22)。

ーご12e
@刷

怠，;-~\gL

.....・4

⑦ 

⑧ 
E悼刷句減、a

造血組織における幹細胞から末端細胞まで分化系統樹に急性リ

ンパ性白血病 (ALL) と急性骨髄性白血病 (AML)の原発芽球

の分化段階の推定位置を表示。(K.1kuta et al : Ann. Rev. 1m-

munol.， 10， 759-784， 1992と E.S. Henderson and T. A. 

List巴r(巴ds) LEUKEM1A， 5th ed.，羽T.B.Saund巴rsCo.， 

Philad巴lphila，PAより)

Fig.8 
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上述の結論は、 ALLが幼年被ばく者に高頻度

で、 AMLが熟年被ばくに高頻度で起こった事

をうまく説明できる。なぜなら、実 (Fig.7) 

Fig.7の被ばくによる白血病死亡率のパターソ

は、 Fig.9の自然白血病死亡率の年齢別変化パ

ターンによく似ているからである 19)0 CMLの場

も被ばくの場合も(Fig. 9) 自然の場合合は、

AMLのパターンに似ている 2.20)。
0.1 

0 

Incidence rates of acute lymphoblastic leukemia 

(ALL)， chronic myelocytic leukemia にML}and 

acute myelogenous leukemia (AML) by age， Osaka 

Prefecture， 1979 -88 
Data from Osaka Adult Disease Research Center， 
Osaka2J 

90 80 70 40 50 60 
Af，e (years) 

30 20 10 4.皮膚の放射線/紫外線照射による発癌の

しきい効果と p53遺伝子の発癌性変異
Fig.9 

マウスの皮膚の一部に R線を隔日に週 3回一

1 

回の線量が75rad以上だと100%の頻度で発癌す

定の線量を生涯にわたって照射を続けると、

るが、 50radでは発癌頻度はゼロであるお}。調

べた腫蕩65個のうち、 p53遺伝子の変異が見つかったのは、扇平上皮癌で47%、基底細胞癌で 0%、線維

肉腫で29%、骨肉腫で20%であった24)0 p53の発癌性変異の DNA上の部位と DNA変化の種類を Fig.10 

マウスの p53コドン番号に 3を加ヒトのp53遺伝子のアミノ酸配列と一致させるため、に示す。図では、

ヒトの p53発癌性変異の高頻度発生部位のスペクトルは、現在までに発見えた番号で変異部位を示した。

に大とその他 (non-missense) された変異の総括に基づいて、変異の種類を塩基対置換型 (missense)

日光角化症をへて発生すると言われ日光紫外線による皮膚癌は、別して度数分布で示したむのである25)。

ているので、角化症部位の細胞の p53塩基置換型変異の発生スベクトル26)を示す。

ヒトのp53好変異部位の領域内にある。従っ

CpG 

マウスの p53の発癌性変異部位は、図から分かるように、
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p53癌抑制遺伝子の構造と機能の模型および発癌性突然変異の発生部位スベクトル。

最下段の図:Greenblatt et a1.25Jより。上部の 3段目の図黒丸:塩基対置換、四

角:欠失変異、逆三角;挿入変異)。変異指示シンボルまたは度数棒に添付した数

字はコドンの番号。マウスの p53コドンは 3を追加した番号を表示(ヒトの p53の

コドンとアミノ酸残基の配列と一致させるため) 0 C →Aなど矢印は、その左の塩

基が右の塩基に変異したことを意味する。

a} = Ziegler et a1.26J， b) = Kubo et al.27J， c) = Ootsuyama et al.制.

Fig. 10 



て、 p53変異の癌化過程における役割は、マウスとヒトで本質的違いはないといえるだろう。マウスの

p53のコドン122(図では125)は、 CpGジヌクレオチドのところで、同ーの塩基置換C→T (Cの 5位

のメチル化がおこり、それの脱アミノ化による自然突然変異)が3回も起こっている。ヒトの日光角化症

では、コドン248のCpGで同型の自然変異C→Tが2回起こっている。 (Fig.10最上行)。しかし、マウ

スの相同コンドン245(図では248)では CG→TTの2塩基置換が起こっている。何故だろうか?一般に

マウスでは、ヒトの p53のコドン248と相同のコドン245には発癌性変異が起こりにくい。マウスでは塩

基置換が式 (4)のように 2回起こらないと高発癌性変異にならないようである。

ヒトの p53のコドン248: CGG (Arg)→ TGG (Trp) ( 3 ) 

マウスの p53の相同コドン245: CGC (Arg)→ TGC (Cys)→ TTC (Phe) ( 4 ) 

マウスでは一回目の高頻度変異C→Tでは ArgがCysになるが、これは発癌特性が弱L、ため、さらに塩

基置換G→Tがおこり Pheになると、ヒトの変異アミノ残基 Trpに類似した化学構造になり、ヒトの変

異と同程度の発癌特性の強さをもっ semidominant変異細胞を作り出す。これが私の考えたシナリオであ

る。

子宮癌は放射線治療でよく治る。治癒後の放射線後遺症一慢性皮膚炎症ーの部位に発生した皮膚癌と慢

性皮膚創傷部位に発生した皮膚癌には、つぎのような p53変異が報告されている27) (Fig. 10参照)

放射線誘発皮膚癌の 1例中の 1例:CC→ AT (コドン178/179) (5) 

慢性創傷誘発皮膚癌の 3例中の 2例 :C→A [stopコドン] (コドン234と326) ( 6 ) 

CC→ ATは日光紫外線に特異的な発癌性変異だと言われている26)。しかし、放射線発癌でも起こった。

普通の誘発変異とは違って、変異原特異性がうすめられたものが発癌性変異に多いようである。放射線や

紫外線による癌では、自然発生した発癌性変異に起因するものが多いようである(式(4)の議論参照)。

とはいえ、 P線で誘発したマウス癌の p53発癌性変異の中には小さい欠失や挿入による変異が含まれてい

る (Fig.10)。これらは、電離放射線による DNA損傷に由来した可能性が高い。しかし、これらの変異

も、 82-85の欠失変異を除くと、ヒト癌(大部分は自然癌)の p53のnon-missense型変異の好発部位の

領域内に起こっている (Fig.10)から、自然に発生した可能性も否定できない。

5. p53遺伝子の発癌性突然変異の特徴

Zieglerら26)は、日光による皮膚の癌化過程に対し次の模型を提唱している:①ヒトの表皮は日光紫外

線にしきい値以上曝されると、日やけがおこり、傷ついた細胞は apoptoticdeath (自爆死)を起こす。

②角化細胞の p53遺伝子の DNAに紫外線損傷ができて、遺伝子の機能を失活させる変異が誘導され、ヘ

テロ接合型変異 (p53+1-)の角化細胞が生まれる。この変異細胞は紫外線による自爆率が正常 (p53+'+)

な細胞の半分以下である(マウスの表皮に UVBを照射した実験結果;式(7)参照)ため、紫外線暴露を

継続すると、正常細胞が減少し p53+
'ー細胞の子孫が増え、やがて角化症になる (Fig.11)。

No. of apoptotic cells = A x [Dose of UVB] ; 

A (p53+1+) : A (p53+1-) : A (p53-'-) = 45: 20 : 9 (7 ) 

この段階で日光暴露をやめると角化症は退化する。①日光暴露を続けると、残りの p53遺伝子にも機能喪

失変異がおこり、 p53-
'
-変異細胞が生れ (Fig.11)、これは紫外線にさらに高抵抗性(式(7)参照)で、

長寿である。@長年月のうちには、発癌性変異が p53-'クローンに追加され、ついに悪性癌細胞に発達

する。 Zieglerら26)は、紫外線は、 p53遺伝子の機能喪失変異を誘発する tumorinitatorの役と、 p53+'-細

胞の clionalexpansionを促進する tumorpromoterの役を兼ね備えていると考えている。
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Fig. 11 日光による皮膚の癌化初期過程の模型:①紫外線で角化細胞の p53遺伝子の DNAの塩基

に特異的傷ができ、その結果p53遺伝子の 1つが機能喪失変異をおこし、ヘテロ接合変

異p53+'-細胞(核に細い斜線)が誕生。②角化組織の紫外線創傷を完治するため正常細

胞はアポトーシスで死ぬ。アポトーシス抵抗性の p53←細胞は生き残り clonalexpan-
sionに成功し、日光角化症組織を作る。①さらに日光暴露が続くと角化症組織細胞群の

中に p53機能喪失変異が正常対立座に発生したホモ接合 p53-'-細胞(核に太い斜線)が

誕生し、その子孫が癌細胞になる。 (Zieglerらの模式図制を大きく改変)

p53の発癌性変異のスベクトルは図10に示すように幅が広い。発癌性の p53変異のなかには、 p53蛋白質

を改造して癌化促進型にするような (semidominant)変異が少なくない。例えば、式(6 )の議論はこ

の考えを支持する。肝癌ではアフラトキシンに暴露するとコドン249の塩基対置換変異 (semidominant)

が多発する。 B型肝炎ウイルスに感染すると、それが生産する x蛋白質は p53蛋白質の末端ドメイン

(Fig. 10参照)に結合して p53査白質を不活化する。両者に暴露すると、単独のときのリスクの積に近

いリスクになる。

V.放射線発癌に対する Wound-Healing Error模型

前章で部分的に述べたように、癌化始発変異は細胞の増殖に有利な変異でなければならない。他方、放

射線誘発変異は大半が有害か中立である。それにもかかわらず、中程度以上放射線に被ばくすると長い年

月経ってから、被爆者には癌が増加する。従って、放射線は tumorinitiatorであるが、直接の発癌性変

異原ではないという結論になる。では、放射線は発癌でどんな役をしているのか?放射線は tumorpro-

moterの働きをすると思われる。この考えを支持する証拠を述べる。

1 .放射線発癌と組織創傷

X線造影剤トロトラスト (ThOzのコロイド状)を血管に注入された患者には、トロトラスト粒子が肝、

牌、リンパ節、骨髄などに生涯にわたって沈着するため、注射後20-30年たって肝などに癌が多発するお}。

ところが、 トロトラストによる肝癌の組織型は普通の肝癌と著しく違う。肝悪性腫蕩の全観察数180のう

ち、肝細胞癌は22、肝内胆管癌は91、肝血管肉腫は41、3者の相対危険率はそれぞれ、1.8，48，589であ

る28)。このような特異的肝腫蕩がトロトラストの場合なぜ起こるのか?これの答のヒントが 2つある。 1

つは、ラットの肝に80GyX線照射した実験結果である。 Fig.12に示すように、照射直後から12週まで炎

症と繊維症が出現し、約12週後に肝内血管創傷が顕在化すると、 3者とも悪性化が進行する。他方、肝

細胞は放射線抵抗性を示し、血管創傷の結果土次的に晩発障害が現れるに過ぎない。すなわち、 トロトラ

ストによる肝癌の中で血管肉腫が肝細胞癌より多発するのは、腫蕩発生の母体組織が、放射線障害に高感

受性であることを反映しているようである。もう 1つのヒントは、肝癌の発病までの期間が、 トロトラス

ト注入後最短でも約20年という点である (Fig.13)。他方、原爆放射線の被ばく者の場合は、肝癌死が

有意には上昇していない。これは、肝の放射線による創傷が20年以内に完治したため、肝組織内に前癌

細胞はできていたであろうが、癌細胞になることはできなかった、と私は解釈している。
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露したあとの経過年数と白血病死亡率の

関係。(資料は Tomonagaet al 20) 

Smith and Doll 31)より)

Fig. 14 

これは、原爆被ばく者と強直性脊椎炎のX線治療を受け

た患者一両者とも似た年齢層ーにおける白血病による死亡率が被ばく後の時間とともにどう変化したかを

比較したものである。骨髄の平均被ばく量は後者の方が多いのに、前者の方が死亡率が高く発病期間も長

前述の解釈を支持する証拠が Fig.14である。

い。両者とも AMLが一番多発した。 AMLは好中球/貧食細胞の芽球の腫蕩化に由来すると言われてい

これにほぼ対応する骨髄芽球 CFU-GMの数が、

降下物を被ばくした人達では、被ばく後24年間も減少し続けたことを、平嶋ら32)は発見した (Fig.15)。

ビキニ水爆実験の放射性(Fig. 8のM1-M6参照)。る

これらの被ばく者の末梢血球は被ばく後 2-3年でほとんど正常に回復した九骨髄内組織の放射線障害

の回復にははるかに長期間が必要であることがわかる。

2.放射線発癌に対するWoundHealing Error模型

トロトラストを血管に注入すると牌臓への沈着が多くて、その被ばく量は肝臓より高い28)。それにもか

かわらず牌臓には癌は発生しない 2.19.28)。なぜだろうか?第 1のヒントを述べる。 30年余もトロトラス卜

の α線傷害をうけた患者の肝は正常者のものより少し小さいに過ぎないが、牌臓は有意に萎縮している 2.

これを私はつぎのように解釈する 2.1針。放射線創傷の治癒力が強い肝に癌が多発するのは、被ばく19.28) 。

による創傷自体が原因ではなくて、創傷治癒力の行き過ぎ一治癒ミスーによる。治癒力の~~l.t 、牌臓では癌

これは、肉食が大腸粘膜細胞群の高度増殖に好適な体内ミニ環肉の消費量が多い国では大腸癌が多い。

は発生できなし、。
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pansion of spontaneously occurring preneoplastic cells. 

Fig.16 

境をつくり、それが大腸癌の発生を促進していることを示唆している。 Potter33
)は次のような癌化模型を

「細胞が癌化の道を歩むかどうかは、宿主の影響と隣接の正常細胞からの制約に左右され

る。正常組織では、傷がつくとその修復のため長い間細胞の増殖が続くが、やがて傷がなおると細胞の増

殖は停止する。この増殖停止は正常細胞の自己制御機能によるもので、癌細胞にはこの機能が欠けている。

唱えていた九

もし癌の抑制ができるとすれば、それは正常細胞の自己制御機能が癌細胞にも効果があるときである。」

Potterの考えに従って、私は Wound Healing Errorによる放射線発癌の模型をつぎのように考えた 2，19)。

①発癌性突然変異を獲得した前癌細胞は、組織が被ばくしていてもいなくても、同じように自然に発生す

(Fig. 16)。②中程度被ばくの組織では、細胞がかなり死ぬので、その穴埋め修復のため細胞の増殖る

が増強される。誘導された高度増殖型環境と細胞不足の状態は、倉Ij傷組織内に自然発生した前癌変異細胞

このような組織創傷が慢性化すれば、前癌細胞が繁殖し、そののclonalexpansionを選択的に促進する。

(Fig. 16)。③過大に被ばく子孫に複数の発癌性変異が追加して、やがて悪性癌細胞に発達するだろう

(Fig. 16) した組織では、修復機能が破壊され、癌化を促進するのに必要な増殖活性の増強が不足する

(Fig. 17)。ため、組織の発癌率は線量の増加につれて低下する

3.放射線発癌に対する S字型反応理論とその応用

W ound Healing Error模型に基づいて、放射線被ばく量と癌の相対リスクを予測する理論を描くと

この値(組織を傷つけない最大Fig.17のS字型曲線になる九図の理論曲線の D出はしきい値を意味し、

線量)以下の被ばく量では、発癌頻度は自然頻度以

上にはならない。従って一般には、図の D曲以下の

このような

ラジウムによる骨肉腫対線量の関係 Fig.4

をうまく説明できる。

しきし、

線量以下の低レベlレ放射線が自然、癌を抑制するホル

ミシス効果 (U字型反応)の可能性を図示しておい
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低線量域では相対リスク値は 1になる。

理論は、

Fig.5などの例を説明するためである

放射繰ホルミシス:Fig. 17の理論曲線では、

これは、た。
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(最終節参照)。

卜ロトラス卜患者の肝組織は、中程度の一定創傷を生涯にわたって慢性的に受けてきたことになる。

wound healing error模型によれば、、このような慢性創傷を持つ肝での発癌までの発病潜伏期は、自然発

生する発癌性突然変異が癌化完成に必要な数(少なくとも数個)を蓄積する時間ということになる。この

潜伏期の長さが被ばく開始年齢に依存しなかった事実 (Fig.13)は肝の woundhealing活性が年齢によ

らずはほ一定であることを示唆するものと思われる。

Fig.6によれは¥チェコのウラニウム鉱山労働者の肺癌死亡率は10年以上の坑内労働に限って線量効果

曲線 (Fig.17のD曲以下の相対リスクが lの理論曲線に酷似)がえられ、もっと高濃度ラドンの鉱山で

10年間以下の労働では、肺癌死亡率は線量が増えても上昇しなかった。肺癌の原因となる自然変異が必

要な数だけ蓄積するのに10年では不十分であることを意味する。同時に、鉱山労働によるラドンの被ぱ

くをやめた後は、ラドンによる肺組織の創傷が短期間(おそらく数年)で完治したことを示唆する。この

示唆は、原爆放射線被ばくによる肺癌死亡率は、被ばく後10年以上たってから上昇し、生涯にわたって

対照群より高いのとおおいに違う。上述の相違点は、白血病による死亡率が、強直性脊椎炎で骨髄の局所

にX線治療を受けた患者では被ばく後10数年で低下したのに反し、全身に放射線を被爆した原爆生存者

では被ばく後30年経っても高い事実 (Fig.14) と似ている。これらは、全身被ばくによる組織創傷は完

治に長年月かかるため、癌化に必要な数の発癌性突然変異が累積するリスクが高いのに反し、局所被ぱく

の組織倉Ij傷は完治が早いので発癌リスクが低くなることを示唆する。これは今後検討すべき重要課題であ

る。

3.低レベル放射線の癌に対するホルミシス効果

Fig.18は、長崎原爆と広島原爆の被ぱくの場合の 5種の癌死亡率と線量の関係で、低線量域を重視した

清水ら34)の報告である。私がこの報告を大事にする理由は、現在の線量計算法 DS86では広島原爆放射線

の速中性子の低線量域の推定値のエラーが大きく、広島のデータの信頼度が低いからである日)。しかし、

図に示唆された多くのU字効果は統計的には有意ではない。それでも、統計的有意差だけを第一義にして

全部の癌を総括して、低レベル被ぱくのリスクを議論するよりは、真実により肉薄できる道だと信ずる。

幸いにも結腸癌死亡率は、長崎・広島の両方が酷似したU字効果を示し、両者をプールすると、 10-

19rad被ばく群の相対リスク0.53は、統計的に有意に lより小さい35)。

上述の低レベル放射娘の癌抑制効果を私はつぎのように解釈している問。大腸癌はほとんどが腸粘膜

層を構成している細胞の癌化に由来する。この末端細胞の APC遺伝子や ras遺伝子に発癌性変異が起こ

り良性腫蕩になる。なぜなら、このような前癌細胞はまだ不死特性(これは p53-'-変異で与えられる)

を獲得していないからである。腸粘膜の上皮細胞は機能を果たすと死ぬようにプログラムされている。そ

の穴は、粘膜の陰窟の奥の幹細胞の分裂で誕生する若い細胞が担当する。小腸陰窟の幹細胞は約20radで

半数がアポトーシスで死ぬ。この程度被ばく量を原爆放射線から受けた人達の結腸粘膜組織では、そこの

幹細胞のアポトーシス活性が刺激され、自然発生する良性の腺腫細胞群の自爆を促進し、結果として結腸

発癌率を低下させた。これが私のシナリオである (Fig.17のU宇反応参照)。このシナリオの当否はも

ちろん今後検討しなければならない(紙面の都合で原著文献と詳細は既報m に譲る)。
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Abstract 

DNA Repair Genes 

Mitsuoki Morimyo 

Division of Genetics， National Institutue of Radiological Sciences 

9-1， Anagawa-4-chome， Inage-ku， Chiba 263， ]apan 

Fission yeast S. pombe is assumed to be a good model for cloning of human DNA repair 

genes， because human gene is normally expressed in S. pombe and has a very similar protein 

sequence to yeast protein. We have tried to elucidate the DNA repair mechanisms of S.ρombe 

as a model system for those of mammals. 

To elucidate the DNA repair mechanisms of S. 1りombe，more than 50 radiation -sensitive 

mutants of S. 1りombewere isolated and classified into three epistatic DNA repair groups ; exci-

sion repair， post-replication repair and recombination repair. Based on the epistatic grouping， 

a model for the DNA repair pathways of S. 1りombewas presented. Among radiation -sensitive 

mutants， a new mutant M12， which could complement with all the existing rad mutants， was 

found. We cloned the relevant gene radM12 and mapped it on NotI D fragment of chromosome 

1. The DNA sequences of genomic DNA and cDNA were determined and revealed the physical 

organization of radM12 gene. It had 6 exons and encoded a new ubiquitin-conjugating enzyme 

E2， which had about 40 % homologies with all the known UBC proteins. Without radiation， 

the M12 mutant exhibted a temperature -sensitive growth and was impaired in a G2 -M stage 

of the cell cycle， suggesting the involvement of radM12 gene in a process of G2 checkpoint 

repalr. 

Another approach to get repair genes is to search them among a catalog of whole cDNAs of 

S. 1りombe.To know the number and the function of house-keeping-genes of eukaryotic cells， 

放射線医学総合研究所・遺伝研究部
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we have been making a catalog of S. pombe cDNAs. The cDNA libray containing more than 

10，000 clones was prepared by cloning cDNAs made from polyA + mRNA into M13 sequencing 

vector. We have analyzed more than 5，000 clones and classified them into groups by compar-

ing their DNA and protein sequences with those registered in a private and public Databases. 

These results indicated that we got 1，000 unique clones and that 113 of them had DNA se-

quences similar to those of other species and the rest 2/3 were new clones. Among them， 13 

DNA repair genes， 7 new and 6 known， were found and analyses of their DNA structure and 

function are now in progress. 

はじめに

放射線の生物影響やリスクを調べるとき、放射線の線量一効果関係だけからではヒ卜への放射線のリス

ク評価には限界がある。このため、放射線感受性遺伝子の役割を調べることでメカニズム面からの解明を

進める研究が進められ、 DNA修復機構の解明は放射線生物学の中心的研究課題となっている。紫外線に

よる DNA障害の修復機構、特に除去修復機構は、原接生物では分子レベルでのメカニズム解明が進めら

れるまでに進んできた。しかし、より複雑な真核生物のメカニズム解明は現在激しい競争の最中であり、

関連する遺伝子のクローニングや分子レベルでの機構解明が進められている。さらに、突然異変を誘発す

るError-prone修復や電離放射線による DNA障害の修復に必須の組み換え修復に関係する遺伝子のク

ローニングとその修復機構の解明が争われている。

我々は、真核生物のモデルとして最も単純な真接生物である分裂酵母を用いた系で、これら遺伝子のク

ローニングをめざした研究を進めてきた。分裂酵母 (5.pombe)は、1)最も単純な真核生物であり、 2)

出芽酵母では全遺伝子の約2%しかイン卜ロを持たないのに比べ、分裂酵母では遺伝子の多くがイントロ

ンを含み、真核生物のモデルとしてより適切なことや、 3)ヒ卜遺伝子が正しく読まれて分裂酵母内で発

現すること、 4)ヨーロッパを中心に進められている出芽酵母ゲノム解析で得られた遺伝子の結果と我々

の分裂酵母で得られる遺伝子の結果から、その遺伝子の保存部分や機能部位を推定できるため、対応する

ヒト遺伝子クローニングが可能になるなどそのメリッ卜は大きいと考えている。真核生物のモデルとして

酵母が適していることは古くから指摘されてきた。実際、細胞分裂に関する分裂酵母の突然変異株にヒ卜

遺伝子を導入してその変異を相補するヒ卜遺伝子が P.Nurse達によりクローニングされてきたことは、

その指摘が正しかったことを裏付けている 1)。また、最近では、組換修復に関与する RAD51遺伝子を出

芽酵母および分裂酵母から分離し、それら遺伝子の保存部分のアミノ酸配列から対応するヒト遺伝子の

DNA塩基配列を予想して対応する遺伝子をクローニングする事に成功している2，3)。分裂酵母を真核生物

のモデルとして据えながら進めてきた 2つの DNA修復関連遺伝子単離の仕事を紹介する。

[IJ放射線感受性突然変異株の分離と遺伝子クローニンゲ4，51

放射線感受性変異株の分離は通常の方法で行った。即ち、分裂酵母野生株を突然変異剤で処理して、寒

天培地上でコロニーをつくらせ、レプリカ後放射線を照射して、放射線に感受性を示す突然変異株を約5{)

株分離した。これら突然変異株は13を超える遺伝的に異なる相補性群に分類できた。そこで、これら突然

変異株の紫外線とX線感受性を調べて 3つのクソレープIこ分類した。また、既存の突然変異株も併せて分類

を行った結果を図 1に示す。紫外線だけに感受性を示す除去修復欠損株、 X線だけに感受性を示す組み換
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Post-replicatlon Repair 
(UV:::.， X"') 

rョd1，rad3， rad4， rad6， r.ヨd8
rad9， rad10， r.ヨd11，r.ヨd16，rad17 
md1B， rad19，rad20，rad23 

M下♀， M142， M145， M250， MM73 
MM75， MM77， MM78， H316， H324 
H418，H420， H450， H528， H62 

Excision Repair (UV可

rad2， rad5， rad7 
rad12， rad13 ，rad14 

Fig. 1 A model for the DNA repair pathways of S. tombe. More than 50 radiation -sensitive mutants were 

obtained after EMS treatment. They were c1assified into three epistatic DNA repair pathways by 

the sensitivities to UV and X -rays. This grouping was confirmed by the evidence that a double 

mutant in a single repair pathway was as sensitive to radiation as a single mutant， while a double 

mutant betweenれI{Oindependent repair pathways exhibited an additive sensitivities to radiation. 

え修復欠損株、そして紫外線、 X線ともに感受性を示す複製後修復欠損株のグループである。これらの修

復系に含まれる突然変異株で二重突然変異株を作成すると、異なる修復系の組み合わせのときは放射線感

受性が additiveになる。また、同じ修復系同志で二重変異株を作ると放射線感受性は変わらない。これ

らのことから、分裂酵母の DNA修復経路は出芽酵母と同じく 3種類の独立な修復系が存在することが示

された。ただし、組換修復系の突然変異株が少ないことや複製後修復系の変異株が多数得られた点は異な

るが、解析が十分尽くされていないため、さらなる検討が必要である。

複製後修復系は、突然変異を誘発する Error-prone repairや、除去修復および組換修復といった現在

解析が進んでいる修復系以外の未知の回復現象を含み解明が遅れている。このため、この修復系変異株の

遺伝子クローニングや機能解析は興味がもたれる。そこで、このグループに属するM12株の既知突然変

異株との相補性を調べたところ、 M12株はすべての既知突然変異株と相補することから新規突然変異株

であることを確認した。 M12株は、 X線にも紫外線にも中程度の感受性を示す(図 2)。また、菌の増

殖が遅く、正常な菌の増殖が突然変異で影響を受けていることが推定された。生存に必須の遺伝子でしか

も放射線感受性にも関与する遺伝子の変異が考えられる。この欠損を相補する遺伝子をクローニングする

ため、 Sρombeの DNAをプラスミド pAU9B2に組み込んで遺伝子ライブラリーを作成した。 M12の放

射線感受性を回復する 2種類のプラミド pYMM3，pYMM4が約 10-3の頻度で得られた(図 3)。サザ

ンハイブリダイゼーションの結果も制限酵素切断地図の結果も両者が同ーの DNA断片に由来することを

示していた。即ち、両方に共通な 3.9kbpのDNA断片に突然変異株 M12の放射線感受性を相補する遺伝

子が存在する。この DNA断片を更に制限酵素で分解して約 1300bpのDNA断片 Dral-EcoRI上に放射

線感受性を相補する遺伝子を特定した。そこで、この遺伝子断片の DNA塩基配列を蛍光プライマーを用

いたサイクルシーケンス法で決定した。 DNA塩基配列から ORFを調べると、最大 500旬以下の非常に
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Plasmid carrγing rad12 gene. To clone a new DNA repair gene radM12， a strain M12 was 

transformed with the gene bank that was made of pAU9b2 and of 8-16 kbp S.ρombe DNA. 
Radiation-resistant transformants had two kinds of plasmids， pYMM3 and pYMM4. The 9.6 

kbp insert DNA of p YMM3 had whole 3.9 kbp insert DNA of p YMM4 from the evidence that 

physical maps were completely the same and that they could hybridize each other. 

Fig. 3 

短いものしか存在せず、最大の ORFは既知遺伝子との類似性は見られなかった。短い ORFについてホ

モロジーサーチを行ったところ、新規の Ubiquitin-conjugating enzyme E2をコードしていた。そこで、

ユビキチン化を受けるシステイン
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(図 4)。

この E2 蛋白質は全体で 6 つのエキソンからなる 156 アミノ酸の大きさで、全ての既知 E2 蛋白質と 30~

40%のアミノ酸類似性を示した(表 1)。また、 RadM12蛋白質は、

ゲノム DNAとcDNAの DNA塩基配列を決定した



.820 .70 1 67 120 253 474 49B 540650 699779 834895 1075 bp 

ATG 

Exon1 Exon2 Exon3 Exon4 Exon5 Exon6 

157 amino acids， 474 bp 
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 

Fig. 4 A physical organization of a novel ubiquitin-conjugating enzyme gene radM12. We 

have cloned genomic DNA and cDNA of radM12 gene of S.ρombe and determined 
DNA sequences by a cycle sequencing method. It had a couple of promoter -like se-

quences， TATA and CAAT， upstream 5'non-translating region but no polyA signal 

at 3'non-translating region. The radM12 gene had 6 exons and encoded 157 amino 

acids， which had about 40% homologies with all the existing UBC proteins. 

Table. 1 Amino acid homologies among yeast ubiquitin-conjugating en勾市le(UBC) E2. 

Amino acid homology of the RadM12 protein was searched among Protein databases and 
found that it exhibited 33 -42% homologies with a11 the existing UBCs， whereas it showed 
no higher homology than that between Rad6 and Rhp6， a丘ρombecounterpart of Rad6. The 
RadM12 protein had a consensus amino acid sequence for ubiquitination CLSIL. These 
results indicated that the RadM12 protein encodes a novel UBC protein related to DNA 
repair and ce11 cyc1e. 

E2 protein S. cerevisiae s.ρombe 
of Yeast UBC2 Rhp6 RadM12 

丘cerevisiaeUBC1 32.6 32.6 34.2 
UBC2 100.0 77.3 40.9 
UBC3 34.6 35.0 35.4 

UBC4 38.6 38.8 36.3 

UBC5 38.6 40.0 37.7 

UBC8 37.5 36.7 31.6 

UBC10 38.7 32.1 29.3 

S ρombe Rhp6 77.3 100.0 31.7 

RadM12 40.9 31.7 100.0 

残基周辺のアミノ酸配列が良く保存されていた。 E2蛋白質の役割は、標的査白質にユピキチンを結合さ

せて、分解したり不活性化することで標的蛋白質の活性を抑え、新たな環境ストレスに適応したり、新た

な生理環境に適応する機能を持つ。実際、放射線感受性に関与することが知られているS.cerevisiaeの

ι4D6遺伝子は、複製後修復や Error-prone repairそして sporulationに影響を与えるが、 E2蛋白質を

コードすることが知られている6.7.8，9，10)0 RAD6蛋白質は、これらに関与するリプレッサーの分解を促進

すると考えられる。あたかも、大腸菌の RecA蛋白質が SOS修復系のリプレッサーである LexA蛋白質

を分解して SOS修復遺伝子群を活性化するのと類似している。しかし、 M12株がコードする E2蛋白質

RadM12は、 RAD6の相同遺伝子がコードする E2蛋白質 Rhp6とは異なることが分かる。では何に関係

するのであろうか。 M12突然変異株の増殖を液体培弛で調べたものが図 5に示しである。ベクターだけ

のM12(pAU9B2)は、低温 30.Cの方が増殖速度が速い上、生存菌数も約10倍高い。それに比べて、野

生型 radM12遺伝子を持つ M12(pYMM4)では高温3TCの方が増殖速度も速い上、生存菌数もそれに

比例して高い。即ち、 M12株は温度感受性突然変異株である。その上、 M12突然変異株は、通常の細胞

分裂が大幅に遅れたり、異常な核を持つ細胞や核の不等分離等の G2-M期の細胞分裂の異常が見られる
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これらのことから、 radM12遺伝子のコードする E2蛋白質は細胞分裂の G2-M期の制御ことである。

に関連していることが推定される。また、放射線感受性む影響を受けることから、 M12突然変異株は G2

checkpoint repairに異常を起こし、 DNA修復を終わらないうちに細胞周期が G2-Mへと移行を行うた

ところで、最近 Al-Khodairy達は G2-checkpoint repairにめ放射線感受性になることが考えられる。

radM12とまっ関係する突然変異株を分離して、その遺伝子をクローニングしている11，12)。そのなかに、

これらのことから、新規放射線感受性株 M12たく同ーの遺伝子 hus5が得られたことを報告している。

は、 DNA修復の効率に影響を与える checkpointrepairの制御に関与するとともに、細胞の増殖にも必須

のことから、通常の DNA複製の異常を検知して G2期を遅らせ、 M期の開始を制御する機能を持つと考

えられる。

[II]分裂酵母全遺伝子の力タロゲ化による放射線感受性遺伝子の分離

酵母の突然変異株にヒト遺伝子を導入して、変異株の欠損を相補するヒト遺伝子をクローニングする方

しかし、いくつかの査白質が複法は、欠損遺伝子が単独で働く場合は一般的に有効であると考えられる。

合体をつくる場合には種独自の結合系を取るため他生物種の対応する蛋白質(カウンターパート)では置

この場合、遺伝子の保存部分のアミノ酸配列からDNA塩基配列を子想して

PCR法で増幅するか、 Southernhybridization法で単離することが必要になる。このためには、遺伝子の

き換われないと推定される。

この点から、出芽酵母で進められているゲノム解析で得られた遺伝情報と保存部分を決める必要がある。

我々が進めている分裂酵母全遺伝子のカタログ化で得られる情報を組み合わせることで、相同遺伝子の保

ヒトやマウスのこの方法を酵母の全遺伝子で可能にし、存部分を明らかにできると考えている。

housekeeping geneを明らかにするだけでなく、放射線感受性遺伝子を網羅することを目指して、分裂酵
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酵母の遺伝子は、全部で約7000程度と推定されている 13)。これらはすべて真核生物の増殖に必要な遺

伝子群のため housekeepinggeneと考えられる。これらすべての遺伝子を単離して増殖に必要な遺伝子

をカタログ化するなかで、放射線感受性に関連する遺伝子群を網羅することを目指して研究を進めている。

酵母はモデル真核生物のため、酵母全遺伝子を明らかにすることは真核生物の増殖に必要な遺伝子群を明

らかにすることになり、その生物学的意識は大きいと考える。実際、ほ乳類遺伝子群の中でどの遺伝子が

housekeeping geneかを定義するには種々考え方がありうる。臓器特異性がなく総ての細胞で発現してい

る遺伝子か、酵母のような生存に必須な遺伝子だけを持つモデル生物と類似の遺伝子か。ほ乳類細胞を扱

う研究者は前者と考えているが、酵母を扱う研究者としては後者の件もありうると考えている。

DNA修復や細胞分裂、 DNA複製などの DNA修復に影響を及ぼす遺伝子群を網羅するために、分裂酵

母の mRNAを分離して cDNAを作り、直接 DNA塩基配列が決定できるよう DNA塩基配列決定用ベク

ターに組み込んだ 1万を越えるクローンを含む遺伝子ライブラリーを準備した。これら 1万を越える

cDNAクローン総ての塩基配列を効率よく決定するために、まず作成した cDNA遺伝子ライブラリーの

品質を調べた。即ち、このため最初の500個のクローンについて総て DNA塩基配列を決定した(図 6)。

その結果、 100bp以下の短い cDNAを持つクローンが全体の20%、またシーケンス結果の判読困難なも

のが約20%存在した。全クローン12000個の DNA塩基配列を決定するにはこれら利用価値の低いものの

割合を減らすことが重要である。そこで、残りのクローンはまづ電気泳動して DNAの長さを調べ、

100bp以上の cDNAを持つクローンについて DNA塩基配列の決定を行う計画にした。現在までに約

5000クローンの解析を進めた結果、 400bp以上の長さの cDNAを持つ割合が50%までに改善された。得

られた DNA塩基配列は、まず M13ベクター DNA塩基配列を除いて cDNA塩基配列だけを保存した。

次に、この DNA塩基配列をアミノ酸配列に変換して類似査白質を探し、全体のアミノ酸配列が既知蛋白

質と30%以上の類似性を示すときその類叫遺伝子として登録した。 DNA塩基配列から検索すると時間が

掛かりすぎること、また分裂酵母遺伝子はまだほとんど報告がないためアミノ酸配列の類似性の方が信頼

性が高いためこの方法を採った。類似の査白質がない場合には更に DNAの類似性を調べた。このような

解析を約5000クローンについて行った結果、 100bp以上を含むクローンが全体の50%の2500クローンで、

その内独立のクローンが1000個得られた(図7)。即ち、 cDNAライブラリーの平均重複度は 2.5であ

ることから、かなり良いライブラリーであると考えられる。これら独立の1000クローンのうち、約1/3の

300クローンがアミノ酸の類似性でみると他種生物で得られている遺伝子と類似の遺伝子であった。残り
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2/3の700クローンが新規遺伝子と考えられる。我々が探している DNA修復に直接関係する遺伝子が14ク

ローン得られたが、新規遺伝子 7クローンと既知遺伝子 6クローンであった。 DNA塩基配列からアミノ

酸配列を決めその類似性を調べてみると、新規遺伝子は他種生物の DNA 修復遺伝子と30~50%のアミノ

酸類似性を示した。 DNA修復遺伝子は除去修復、複製後修復、組み換え修復、そして checkpointrepair 

1種類の生物から DNA修復に関与する遺伝子を網羅的に取ることは、の総てに及んでいる。このように、

今後、遺伝子の構造と機能や遺伝子相互の関係等を明らかにする上でも重要な鍵となると考えている。更

これら遺伝子のアミノ酸の保存部分に対応する DNA塩基配列をプローブにして対応するヒ卜遺伝子

クローニングを進めることが可能となってきた。
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Properties of cDNA clones. The nucleotide sequences of cDNA library were determined by 
one -path reading by a cycle sequencing method and homologous sequences of DNA and pro-
tein were searched among private and public Databases. We have examined about 5，000 
clones and determined DNA sequences of 2，500 clones. We got 1，000 independent clones with 
the redundancy of 2.5 and 300 homologous and 700 new genes. 
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Fig. 7 

DNA repair genes of S. pombe. We have analyzed about 5，000 clones of S. pombe cDNAs 
and got 13 DNA repair related clones ; 6 known and 7 new genes of S. pombe. 

DNA Repair Genes of S. pombe 

Table.2 

Prope同les

G2 checkpoint repair 

Mating type switching 

XACC1 homolog 

Helicase， SNF/RAD54 famlly 

Zinc-binding domain 

Celi cycle arrest 

Heli国 se，SNF/RAD54 family 

RAD2， XPGC homolog 

RecA 

RAD57 

RAD54 homolog 

RAD1 0/RAD1， Endonuclease 

RAD23 

Species -S. pombe 
S. pombe 

S. pombe 

S. cerevjsiae 

S. cerevisiae 

S. pombe 

S. cerevjsiae 

S. pombe 

Rhizoblum 

S. cerevisiae 

S. pombe 

S. cerevisiae 

S. cerevisiae 

Clone Homologous gene Homology (%) Repair 

Sp cDNA497 rad26 94.6%/56bp Checkpoint repair 

Sp cDNA1 167 s岬 i10 80.60/.1175bp Rec-repair 

Sp cDNA 1531 rad4 99.3%1135aa Error-prone間 pair

Sp cDNA 1750 RAD16 51.6%/31 aa Rec-repalr 

Sp cDNA2701 SNM1 40.3%/62aa Cross-link repair 

Sp cDNA3247 rad9 97.2鴨川 80bp Error-prone repair 

Sp cDNA3478 RAD54 39.0%/41 aa Rec-repair 

Sp cDNA4427 rad13 72.1 %/444bp Exc・repalr

Sp cDNA4671 recA 22.4%/87aa Rec-repair 

Sp cDNA491 4 RAD57， RAD51 ， DMC1 54.0%/50aa Rec-repair 

Sp cDNA51 08 rhp54 1 00.0%/376bp Rec-repair 

Sp cDNA5251 RAD10 54.5%/378bp Excィepair

Sp cDNA5641 RAD23 30.7%/127aa Exc-repair 

このように、我々は分裂酵母を真核生物のモデルとして据え、 DNA修復に関係する突然変異株を分離
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しそれらにヒト遺伝子を導入して対応するヒト遺伝子をクローニングする方法と、分裂酵母全遺伝子をカ

タログ化しながら出芽酵母遺伝子との比較を進めて DNA塩基配列保存部分からヒト遺伝子をクローニン

グする方法の準備を進めてきた。まだやっと両方の方法が推進可能になってきた段階であるが、これから

2つの方法でヒト遺伝子のクローニングを進めるとともに、新規酵母遺伝子から遺伝子破壊等の方法で新

規遺伝子の機能を解明することで、放射線感受性遺伝子全体を見据えたモデル生物としての分裂酵母の

DNA修復遺伝子の研究という目的を達成したいと考えている。
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Regulation of the Cell Cyc1e by Irradiation 
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Division of Radiation Health， National Institute of Radiological Sciences 

4-9-1 Anagawa， Inage-ku， Chiba， 263 Japan 

Abstract 

The mo1ecu1ar mechanism of cell pro1iferation is extreme1y comp1ex; deregu1ation resu1ts in 

neop1astic transformation. In eukaryotes， pro1iferation of cel1s is fine1y regu1ated through the 

cell cycle. Studies have shown that the cel1 cycle is regu1ated by a series of enzymes known as 

cyclin -dependent kinases (CDKs). The activities of CDKs are control1ed by their association 

with regu1atory subunits， cyclins; the expression of cyclins and the activation of the different 

cyclin -CDK comp1exes are required for the cell to cycle. Thus， the cell cycle is regu1ated by 

activating and inhibiting phosphory1ation of the CDK subunits and this program has interna1 

check points at different stages of the cell cycle. When cel1s are exposed to externa1 insults 

such as DNA damaging agents， negative regu1ation of the cell cycle occurs ; arrest in either G1 

or G2 stage is induced to prevent the cells from premature1y entering into the next stage bef-

ore DNA is repaired. Recent1y， a potent inhibitor of CDKs， which inhibits the phosphory1ation 

of retinob1astoma susceptibi1ity (Rb) gene product by cyclin A -CDK2， cyclin E -CDK2， cyclin 

D1-CDK4， and cyclin D2 -CDK4 comp1exes has been identified. This protein named W AF1， 

Sdi1， Cip1， or p21 (a protein of Mr 21，000) contains a p53 -binding site in its promoter and 

studies have reported that the expression of WAF1 was directly regu1ated by p53; cells with 

10ss of p53 activity due to mutationa1 a1teration were unab1e to induce W AFl. This chapter 

wi1l be focused on the mechanisms of the cel1 cycle including inhibitors of CDKs， and the induc-

tion of WAF1 by irradiation through a pathway independent of p53 will be a1so described. 

放射線医学総合研究所 障害・臨床研究部
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1 .はじめに

放射線は組織や細胞に様々な障害を引き起こす。細胞の形質転換もその一つであり、この機構で重要な

役割を果たしているのが、 02やOH-などの radicalsである。これらの freeradicalsはDNA障害を引き

起こす。一方、細胞はこれらの stressに対し、障害から防護する蛋白質を誘導もしくは活性化したり、

DNAの合成を停止することが知られている。正常な細胞では、放射線、紫外線、毒物など DNAを損傷

する様な物質にさらされると、細胞周期を止めようとする negativeregulationが働き、 DNAの損傷が修

復されないうちは、次の細胞周期に入らない。これがし、わゆる Glもしくは G2arrestで、このような細

胞の機構は、生体内では growthfactor等に制御されており、この機構が破綻すると、悪性転換を起こし

たり、放射線などの DNAを障害する因子に対して感受性を増す結果となる。他方、この機構を明らかに

することが、ガンの発生機構解明の糸口ともなっている。この章では、主として高等動物の細胞周期に関

しての最近の知見と、また細胞周期を止める新しい因子を中心にガン抑制遺伝子 p53との役割に関しでも

触れたい。

2.細胞周期の進行

細胞の増殖機構は非常に直雑であり、細胞の増殖は細胞周期が移行する事によって進行する。各周期は

前の周期に何が起こるかに依存している。例えば、細胞の分裂には前の時期に DNAの複製が完壁に行わ

れている事が必要であり、完全な DNAの複製が行われないうちに分裂が起これば mutation(変異)に

つながる。細胞周期は図 1に示すように、 DNAの複製前の gap:Gl期、 DNA合成期である S期、 DNA

合成後の gapである G2期、細胞の分裂期であるM期の各phaseからなっている。各時期は上に述べたよ

うに、前の周期に何が起こったかに従って、次の時期に進むかその時期で停止する。この何が起こったか

を監視する制御機構が checkpointsと言われているもので、この checkpointsは各時期の移行を監視およ
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1 -8 放射線と細胞周期

び次の時期への移行を調整している。 Growthfactorは、最初の gapである Gl期に細胞表面の receptor

に結合し、応答する遺伝子を発現させる。しかしながら、細胞が DNA合成期である S期に入るか、 Gl

期に停止するか、また分化/増殖をするかの決定は、 growthfactorにより誘導される遺伝子発現を一過

性に遅らせるかどうかによって決まると考えられている。いったん DNAを複製することが決定がされる

と、こんどは growthfactorに対して不応となり、分裂期であるM期に向けての進行は G2期を監視して

いる細胞周期制御機構に委ねられることになる。

3. Cyclin -cyclin -dependent kinase complex {cyclin -CDK complex}の構造と不活化

Checkpointsで細胞周期を直接制御しているものの一つに cyclin-dependentkinases (CDKs) として

知られる一連の酵素群がある。この酵素はいわば細胞周期を回すエンジンの役目を果たしている。 active

な cyclinーCDK複合体は catalyticな subunitと町民llatoηTsubunitである cyc1inからなっている。真核

細胞で、は構造上は似た様々な cyclinが同定され、その働く時期により G1 cyclin (G lIS transition:cyclin 

D， E)、Sphase cyclin for progression through S phase (cyc1in A)、G2or mitotic cyc1in for entry into M 

phase (cyclin B)などがある(図1)。周期の回転には、各細胞周期にあった cyclinsの発現と様々なcyc-

lin-CDKの複合体の活性化が必要となっており、この CDKの活性には、 cyc1inとThreonine残基が

phosphorylationされ、 Tyr残基が dephosphorylationした catalyticなsubunitとの結合する事が必要とな

る(図 2) 0 CDKは各時期を通じ比較的安定であると考えられているが、 cyclinの安定性は各細胞周期

によって異なっている。この活性化した cyclin-CDKの複合体がどの様に不活化されるのかと言うと、

これまでには、 1) cyc1in mRNAの転写減少、 2) cyc1in protein、mRNAの degradation、 3) 

catalytic subunitの dephosphorylation(Threonine)、 4)Tyr残基の phosphorylationによる catalytic

subunitsの阻害などが考えられていた(図 3)。ところが、最近になって、このCDK複合体に結合し、

細胞周期にブレーキをかける新しい subunitsが同定された。

4. CDIくーinhibitoryprotein: CKI 

細胞周期を止めるこの蛋白質は、 CDK-cyclin複合体に結合し、その活性を阻害する役目を果たしてい

る(図 4)。ここでは CDKinhibitory protein、CKIと呼ぶが、ほとんどの CKIは細胞周期のブレーキ

の役目を果たしており、一般に CDK-cyclin複合体と CKIの比率が周期を止めるか回すかを決めている。

あるものは transforminggrowth factor s (TGFs)などに誘導され、細胞外からの mitogenicなシグナル

Tyr 

Fig. 2 The structure of cyc1in-CDK com-
plex. Cyc1in -CDK complex is 
comprised of a catalytic subunit 
(phosphorylated on a conserved 
Thr residue) and a regulatory 
subunit called cyc1in (from Peter 
and Herskowitz， 1994). 

⑥-Thr 

TranscrJption ...: RNA 

DegradatJon : proteJn， RNA 

DephosphoryJation 

Tyr-⑥ 

Fig. 3 Inactivation of cyc1in -CDK. Cyc1in levels 
can be reduced by turning down their 
transcription or by degradation of the pro-
tein. Catalytic subunit can be 
dephosphorylated at Thr residue. The 
catalytic subunit can be inhibited by 
phosphorγlation of the Thr residue. 
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Fig. 4 CKI binds to cyclin -CDK complexes and inhibits its activity. 

Table 1 CDK inhibitory proteins (CKIs) 

External signals : TGFs 

p27 

Cell cycle check point : damaged DN A 

p16 

p21 

に反応する p27、またあるものは細胞周期で checkpointcontrolとして機能を果たすもの (p16，p21)に

わけられている(表 1)。

4 -1. Anti -mitogenic factorに反応して細胞周期を停止する CKI

細胞分裂をさせようとする刺激に対して、これを止めようとするのが CKIであり、 antimitogenicfac-

torである TGFsに誘導されるものに代表される。 TGFsは、標的細胞を Rbproduct (retinoblastoma 

susceptibility gene product)のphosphorylationの前、 Gl後期に可逆性の arrestを起こす事が知られて

いるが、これには CDK2-cyclin EとCDK4-cyclin Dの複合体の回害が関与しており、ごく最近になっ

てp27という蛋白質が同定された。これが CDK2 -cyc1in Eの複合体を阻害することが明らかにされてい

る。 KIPl遺伝子の産物である p27は、後に紹介する p21爪TAFlとhomologyを持ち、 overexpressionさ

せると、 Glarrestが起こることから、 negativere忠11atorとして注目されている。 TGFsがp27を介して

CKIとして機能することは前に述べたが、 TGFsはp27のRNAの転写を増加させない。また p27の蛋白

質レベルは細胞周期を通じてあまり変化せず、 p27は増殖中の細胞にも発現していることから、 inactive

な状態があるのではないかと考えられている。というのは、(l)p27はCDK4-cyclinDに強く結合する、

(2)TGFsは CDK4の合成を減少させる、 (3)CDK4をoverexpressionさせると TGFsによる arrestは起

こらない、などから、 TGFsにより CDK4が減少すると p27の活性化が起こり、 CDK2-cyclinEを阻害

Lcell-cycle arrestを誘導するらしし、。また、正常細胞で contactinhibitionにより細胞周期が止まるの

は、 CDK2 -cyclin Eの複合体の活性が低下することも一因と考えられ、 p27の活性化がこの低下を引き

起こしているといわれている。また、この様に contactinhibitionを起こしていることからは、この p27

がガン抑制遺伝子である可能性も示陵されている。 IL-2 (Interleukin -2)は、ヒトのT細胞の増殖を刺

激する因子であるが、増殖誘導には p27の不活性化が関与している。 p27はCDKの機能を阻害する他に、

もう一つ機序があり、 CDKcomplexに結合すると Threonineのphosphorylationを阻害することも明ら

かにされている。
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I -8 放射線と細胞周期

4 -2. Checkpoint controlとして働く CKI

この範時にはいる CKIは、これまでに p16とp21爪TAF1が同定されている。

4 -2 -1. p16 

CKIとして、またガン抑制遺伝子として特に最近注目を浴びているのが p16だ(図 6)oMTS1 (multi-

ple tumor suppressor 1)の産物がこの p16であり、様々な primaryまた培養の腫蕩で mutationが見つかっ

ている。特に有名なのは家族性の melanomaで、高頻度で mutationが認められている。 p16はCDK4-

cyclin Dを特異的に阻害し、また Rbproductのphosphorylationも回害され、 G1arrestが起こる。ほと

んどの CKIは個々の kinasesubunitsというより、 CDK-cyclin複合体に結合するが、 p16はこれとは対

照的に CDK4(catalytic site)に特異的に結合する。このことから、 p16はCDK4-cyclinDを、 CDK4の

cyclin Dに対する親和性を下げるか、 cyclinDのCDK4への結合に措抗することでこの複合体の活性の低

下を起こしていると考えられている。 RbproductはG1期への移行の際に phosphorylationされなくては

ならないが、 p16はRbproductのphosphorylationを監視しているとも考えられている。

@刊r Tyr @刊r Tyr 

or or 

CYCLIN E 

③IThr Tyr 
0Thr 

Tyr 

Fig. 5 p27 is an inhibitor of cyc1in-CDK complex. TGFs causes cell-cyc1e arrest by 
activation of p27 IL -2 induces proliferation of T cells through inactivation of p27. 

CYCLlN D CYCLlN D 

③iThr 
Tyr 

Fig. 6 p16 inhibits CDK4-cyc1in D activity. p16 also prevents inappropriate phosphorylation of Rb. 
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4 -2 -2. p21/羽TAF1

ガンとの関連で最も注目を浴びているものの一つが p21、WAF1などといわれている分子量が21kDの

蛋白質で、 WAF1 (wild -type p53 -activated fragment 1)、Cip1(CDK-interacting protein 1)、Sdi1

(Senecent cell-derived inhibitor 1)、Pic1(p53 -regulated inhibitor of CDKs 1)など多くの名前をもって

いる。 WAF1は、基本的には、 CDK2-c1yclinのinhibitorであるが、図 7で示すように CDK2-cyc1inA 

や CDK-cyclin Eを阻害し、 cyclin-CDK2による retinoblastomasusceptibility (Rb)遺伝子産物の

phosphorylationを阻害している。つまり、 WAF1が発現すると、細胞は主として G1に細胞周期を止め、

DNA合成も止まることになる。 WAF1をヒトの線維芽細胞で overexpressionさせると DNA合成が停止

する事もこの結果を支持している。 p21は、 senecsent(老化した)細胞で多く発現していることもわかっ

ている。また、 p21はCDKsを阻害するばかりでなく、 proliferatingcel1 nuc1ear antigen (PCNA)を回害

したり、 invitroでCDKがなくとも DNAの複製を回害することを示されている。 p21に関しては、 muta-

tionをもった細胞の報告はこれまでのところ少なく、 p21の発現は他の物質に依存している事が推測され

ていた。

③Thr 
Tyr 

L 
③刊r

Tyr 

or or 

ー-

③刊r
Tyr 

③ Thr 
Tyr 

Fig. 7 p21 binds to CDK2 -cylin complexes and plays as their inhibitor. 

4 -2 -3. p21fW AF1遺伝子の構造

p53は、多くのガンで遺伝子に変異が認められ、 p53活性の損失は細胞増殖の制御に破綻を来すことか

ら、遺伝子産物がガン抑制物質として考えられている。 p53は他の遺伝子の promoterに結合し、下流に

ある遺伝子の転写活性を上昇させることが報告されている。しかしながら、その機序に関しての詳細は不

明である。正常な p53を持った細胞では放射線被爆後に DNAの合成は停止し、 G1arrestを起こすが、

変異型のp53を持った細胞や p53を欠く細胞では起こらないことが報告されており、 p53が細胞周期 G1/S

移行期の監視に重要な役割を果たす、つまり G1 check pointとして DNAの障害を monitorしているこ

とが示唆されている。 EL-DeiryとVogelsteinらは、 WAF1の遺伝子をc10ningし、 promoterの蛋白質

をコードしている領域から2.4Kb上流には、 p53の結合部位が存在する事を示し、 WAF1の遺伝子の転写

はp53の下流にある事を報告した。これらの研究によれば、正常な p53を持つ細胞では、放射線被曝など

のDNA障害に対し p53が活性化して、 WAF1が誘導されるが、正常な p53を欠く細胞では WAF1が誘

導されない。同時に、正常細胞では、放射線等により生じた DNA障害に対し、 G1arrestを起こして
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DNA修復がされないうちは S期に入らないか、 apoptosisを起こして除去する機構の可能性を示した。

4 -4. p53に依存しない CKIp21の発現

我々は p53に依存しない WAFlの誘導などを含めた WAFlの発現機構を検討した。 P53を持たなし、か

ヒト骨髄系白血病細胞株 KGl変異のある細胞を放射線照射すると、 WAFlが誘導される事を見出した。

このため p53を欠き、では、 codon224とcodon225の聞に 5塩基が挿入されている変異を持っており、

Northern blottingやWesternblottingでp53のmRNAや蛋白質は検出できない。また照射においてもこ

この細胞を照射すると WAFlmRNAは線量依存性に増加し、 WAFlところが、れらは発現されない。

(図 9)。また、 KGl細胞を Proteinkinase C (PKC)を活性化する phorbol

2.4Kb 

蛋白質も増加が観察された

WAF1 
RNA Start 

WAF1 
p53 binding site 

5'・GAACATGTCCcAACATGTTG・3・
p53 CON: RRRCATGYVYRRRCATGYYY 

Tumor suppressor p53 induces transcription of the p211W AF1 gene. 
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Fig. 10 Effect of prolonged exposure 
to a phorbol ester on expression of 
羽TAF1 m RNA induced by irradiation. 

KG1 cells were pretreated with TPA 
(100 nmol/L， 24 hr)， washed， and 
treated with either TPA (50 nmollL) or 
irradiation (20 Gy). Two hours later， 
total RNA was extracted and Northern 
blotting was performed. As controls， 

cells were cultured either with TPA 
alone (50 nmol/L， 2 hr) or irradiated (20 
Gy， 2 hr) alone. 

28・
唱81Fig. 9 Expression of WAF1 in KG-1 cells 

after irradiation. Cells were cultured for 8 hr 
after irradiation at various doses， as indicated. 
After cel1 Iysis， twenty micrograms of whole 
cell protein was electrophoresed in either a 12 
% (for WAFI) or 10 % (for p53) polyacrylamide-SDS 
gel， transferred to PVDF membranes， and 
analyzed for either WAF1 or p53 protein. Arr-
ows indicate the W AF1 and p53 bands. SK --

HEP -1， which is a hepatoma cell line， was us-
ed as a positive control. 



と培養すると WAF1mRNAの発現が誘導esterである 12-0 -tetradecaoyl phorbor 13 acetate (TPA) 

され、長時間 TPAと培養し PKCの活性を枯渇した細胞では、放射線による WAF1mRNA発現は誘導

このことは、放射線による WAF1の発現誘導は、 PKCを介している可能性を示(図10)。されなかった

この TNFをしている。 KG1細胞では、照射により tumornecrosis factor (TNF)の産生も増加するが、

(図抗体により中和すると、WAF1mRNAの増加は回害され、TNFを加えると WAF1発現が誘導された

また、 transcriptionalrun -on法や actinomycinDにより WAF1mRNAの増加は転写及び転写後11)。

この他にも、他の研究者により p53に調節、即ち mRNAの安定化の両者によることも明らかにされた。

(Michieli et al.， 1994， Parker et al.， 1995)。
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Role of TNF in expression of W AF1 in KG -1 cells exposed to irradia-
tion. Cells were exposed to different concentrations of TNF (100 or 1000 

U/ml) for 2 hr. Inparallel， cells were pretreated for 1 hr with anti-TNF 
antibody at a concentration that neutralizes 1000 U/ml of TNF. These 
cells were then irradiated at 40 Gy in the presence of the antibody and 
cultured for 2 hr. 

Fig. 11 

おわりに5. 

これからの研究を待たねばならない。本稿では紙面の細胞周期の制御に関してはまだ不明な点が多く、

都合で紹介出来なかった結果も多い。不十分な点は優れた総説を参照されたい。紹介した我々の研究室の

仕事は、蜂谷みさを氏、大沢宣明氏との共同研究であり、その他にも様々な形で研究を支援してくださっ

た方々に深謝する。
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9.放射線による突然変異と線量率
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Abstract 

Effects of Dose Rate on γ-Ray -Induced M utant Frequency and 

Molecular Changes in Human Lymphoblastoid Cel1s 

Ikuko Furuno -Fukushi 

National Institute of Radiological Sciences 

4-9-1， Anagawa， Inage-ku， Chiba， 260 ]apan 

Induction of mutation to 6 -thioguanine resistance was studied in cultured human lymphob-

lastoid cells (WI -L2 -NS) after exposure to y rays at dose rates of 30 Gy/h， 0.17 Gy/h， or 

0.006 Gy/h. A marked increase was observed in the cell survival with decreasing dose rate. No 

reduction in surviving fraction was detected after irradiation at 0.006 Gy/h until a total dose of 

4 Gy. Similarly， the dose rate effect was observed in mutant induction after irradiation at 0.17 

Gy/h compared to 30 Gy/h irradiation. The frequency after irradiation at 0.006 Gy/h increased 

linearly with increasing total dose and the magnitude of the dose response was similar to that 

of 0.17 Gy/h. Structural alterations at the HPRT locus in 6-thioguanine resistant mutants 

from the culture irradiated with the low dose rate of y rays were analyzed by using multiplex 

PCR method and compared with those in spontaneous mutants: 150 percent increase in total 

mutant frequency and a higher percentage of deletion were observed for the mutants 

generated after 3 to 4 weeks irradiation (total dose of 3 to 4 Gy) at 0.006 Gy/h. Further ex-

periments with more mutant clones may disclose the differential effects of dose rates on the 

size and the distribution of the deletion at the HPRT gene. 

緒白

線量率は放射線の生物効果を評価する上で重要な因子のひとつであり、線量率効果はリスク評価の上で

放射線医学総合研究所生物研究部
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は線量・線量率効果係数 (DDREF:Dose Dose -Rate Effectiveness Factor)として表される。低 LET放

この効果は生体あるいは細射線の生物効果は線量率が低下すると減弱し、すなわち DDREFが大きく、

胞がもっている修復能によると考えられている。 しかし線量率効果は指標によって異なり、低線量率にお

ける突然変異の基礎的なデータは十分ではない。放射線発がんの機構の解明やリスク推定のための基礎的

な実験として培養細胞を用いる試験管内発がんや突然変異誘発の実験が多数行われてきた。私たちはヒト

培養細胞を用いて γ線による突然変異頻度を測定し、線量率細胞の種類、細胞の増殖などによる違いを検

討した。

材料および方法

(1)培養細胞:ヒト・リンパ芽球様細胞 WI-L2-NSを用いた。細胞は予め CHAT処理 1)により 6一

チオグアニン (6TG)抵抗性細胞を除き凍結保存したサンプルから実験毎に解凍して、 10%または14%

の牛血清を含む RPMI1640培地中で密栓培養した。

(2)γ線照射:急照射 (30Gy!h)は 60Co照射装置を用い、プラスチックフラスコで培養した細胞を室

温で照射した。緩照射 (0.17Gy!h， 0.006Gy!h)はJ37Cs娘源による低線量率細胞照射装置を用い、 3TCで

細胞を対数増殖期に保ちながら照射した。 0.006Gy!hでは 1~2 日毎に細胞を希釈した。線量測定は円筒

形イオンチェンパーにより行った。

(3)生存率と突然変異頻度:それぞれの線量率で細胞を照射した後、一部の細胞について生存率を測定

した。 96穴マイクロプレートを使用し、 5 %C02-95%空気下で14日間培養してコロニーを含む陽性ウェ

ルを数え、陰性ウェルの比率から p(O)法で平板効率を求めた 2)。残りの細胞は 8日間の発現期間を対数増

殖期に維持した後、 5μg/mlの 6TGを含む培地で96穴マイクロプレートを用い培養して、 6TG抵抗性

細胞のコロニ一陽性ウェルをかぞえた。突然変異頻度は同時に正常培地で得られた平板効率で補正した。

(4) HPRT遺伝子のエクソンの構造変化:マイクロプレート上の 6TG抵抗性コロニーより変異体をク

ローニングした。得られたクローンの DNA 画分について多重 PCR 法 3) によりエクソン 2~9 を同時に

増幅した後、アガロースゲlレにより同定した。

果結

(1)生残率の変化:図 1はヒト・リンパ芽球様細胞 WI-L2-NSを30Gy/h，0.17Gy!h， 0.006Gy!hの線

量率で照射した時の総線量に対する生残率を示す。線量率が30Gy!hのときに比べて0.17Gy/hでは、生残

率は明らかに高くなった。 0.006Gy/hでは総線量が

4Gyまで増加しでも生残率に変化は見られなかっ

fこ。

(2)突然変異誘発頻度の変化:図 2Aは各娘量率

のγ線で照射した時の総線量に対する 6TG抵抗性

。
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を示す。 30Gy/hでは総線量に対し直線二次的

に増加した。 0.17Gy/hでは30Gy!hより明らかに突

然変異誘発頻度は低下し、総線量に対し直線的に増

加した。 0.006Gy!hでも突然変異誘発頻度は総線量
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Fig. 3 

32 28 24 

に対し直線的に増加し、 0.17Gy/hと比べて有意な

差はなかった。長期照射では非照射対照細胞群に

Fig. 2 

おいても自然突然変異頻度が時間とともに増加し

(図 2B)。fこ

マウス白血病由(3)生残率と突然変異誘発頻度の関係:図 3はヒト・リンパ芽球様細胞WI-L2-NS、

マウス匹由来線維芽細胞 m5S 5) を 30Gy/h およびO.17~O.20Gy/h の線量率で照射した来細胞 L5178Yぺ
をプロットしたもので、生残率と突然変異誘発頻度はときの生残率と突然変異誘発頻度 (6TG抵抗性)

線量率の違いに関係なく細胞ごとに一定の関係がみられるが、細胞の種類により直線の傾きは異なる。

t.2-9 

111 

f.6 

111 

ι718 

111 

exons 2-自

Prim官r

mlX. 

Examples of muJtiplex PCR analysis of the HPRT gene in wild type 

cells， 

Photo 1 

ANALYSIS OF DNA FROM 6TGr MUTANTS OF WI-L2-NS CELLS 

FOR CHANGES IN THE HPRT GENE STRUCTURE 

Tabl巴 1

No. of mutants with no 
detectable changes (%) 

No. of mutants with large 

changes (%) 

No. of mutants 
examined (%) 

Dose rate 

Deletion Partial-Total-

36(85) 42(100) 
Spontaneously arising 

6(15) 4 2 

18(55) 15(45)事*4 11 33(100) 30Gy/h(1-2.5Gy) 
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20(61) 

**p<0.05 

* p<O.l 

13(39)本D 8 33(100) 0.006Gylh(3 -4Gy) 



Table 2 DELETED EXONS OF THE HPRT GENE IN SPONT ANEOUS AND 
γ-RAY -INDUCED 6TG' MUTANTS OF WI-L2-NS CELLS 

(N o. of mutants) De!eted exons 

Spon. (4) 7/8 2-3 2-5 2-6 

30Gy/h (4) 5 6 6-9 3 

O.006Gy/h (5) 2 4 6 7/8 5-9 

0.006Gy/hの線量率では生残率が変化しないためこの関係は成り立たない。

(4) 6 TG抵抗性変異体の HPRT遺伝子エクソンの変化:写真 lはWI-L2-NS細胞正常株の HPRT

遺伝子のエクソン 2~9 を多重 PCR 法によって増幅しアガロースゲルによって電気泳動したパターンで

ある。表 1は WI-L2-NSを30Gylhおよび、0.006Gylhの線量率で照射して得られた 6TG抵抗性変異体

をクローニングし、多重 PCR法によって調べた結果を示す。 30Gy/hおよび、0.006Gylhの線量率で照射し

て得られた変異体のうちで、欠失の見られる変異体の割合(一部のエクソンを欠失しているかL、ずれのエ

クソンむ見られない全欠失を合わせたむの)は自然突然変異体のむのと比べて明らかに多かった。表2は

部分欠失のみられた変異体の欠失部位について示す。欠失部位は変異体毎に異なり、自然突然変異体にむ

誘発突然変異体にむ特異的な部位は見られなかった。

考察と結論

(1) 生残率に対する線量率の影響:マウスL5178Y細胞、マウス m5S細胞(増殖期)、ヒト WI-

L2-NS 細胞はそれぞれ γ 線に対する感受性は異なるが、 30Gylh から0.17~0.20Gylh ではどの細胞むあ

きらかな線量率効果を示し、生残率は増加した 4-5)。増殖中の細胞に0.006Gy/hで照射した場合には

(m5Sでは0.013Gylh)総線量に対する生残率の変化は認められなかった。

(2) 突然変異誘発頻度に対する線量率の影響 :30Gylh から0.17~0.20Gy/h に線量率が低くなると線量

率効果が見られ、生残率と突然変異誘発頻度は逆比例していることが示された(図 3)。また、 L5178Y

を親株とする放射線感受性株 LX830は線量率効果が小さかった九これらは細胞致死と突然変異誘発が共

通の損傷により生じることを反映していると考えられている 7)。しかし、詳細に見ると、生残率と突然変

異の結果は完全に一致するわけではなL、。 L5178Y細胞の中に均げ座位では線量率効果がないが Tk座

位では線量率効果が見られる細胞株むある九さらに培養細胞における突然変異検定のシステム自体が抱

える問題点 (hemizygousとheterozygous遺伝子マーカーによる違い、薬剤選択の厳密さや至適発現時間

など)む少なくない。線量率効果に関わる修復機構については、修復系や傷害の内容についてさらに詳し

い検討が必要である。

(3)長期照射 (0.006Gy/h)による突然変異:増殖中の細胞に低線量率(0.006Gy/h)のy線を照射す

ると生残率の低下は見られなくなったが、突然変異誘発頻度は線量に比例して増加し、 0.17~0.20Gylh と

0.006Gy/hのあいだには 6TG抵抗性細胞の出現頻度に有意差がなく、 L5178Y細胞では逆に0.006Gylh

の方が高くなった九接触阻止状態で増殖が停止した m5Sでは0.013Gylhまで典型的な線量率効果 (LQ
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モデルの二次の項の係数の減少)がみられ、 0.006Gy/hでは総線量2.7Gyまで非照射対照群との差は見ら

れなかった九細胞が増殖中に照射した時と増殖停止中では損傷の固定も含めて修復系に違いがあるかも

しれない。

(4) HPRT遺伝子のエクソンの変化:従来から言われているように 9)Y線により生じる突然変異には欠

失が多いことが WI-L2-NS細胞でも確認された。さらに低線量率照射による変異体にも欠失が多く含

まれていることが明らかになった。低線量率照射による変異体の解析についての報告は少ない。 L5178Y

のTk座位での結果では自然突然変異、高線量率照射、低線量率照射 (0.02Gy/h)のいずれからの変異体

も90%以上が Tkalleleを消失していたが、遺伝子マーカーが異なるため比較できない九この報告で注

目されることは低線量率による方が大きな欠失の見られる変異体の割合が高いことである。表1に示した

欠失の割合は照射細胞集団から変具体を無作君、に単離したもので、自然突然変異体が含まれていると考え

られる。そこで突然変異頻度から自然突然変異体の占める割合を推定して、この割合がそのまま単離した

変異体に含まれていると仮定すると、放射線誘発突然変異の中の欠失の割合が計算される。この結果を表

Table 3 PROPORTION OF MUTATION BEARING DELETIONS 

IN y-RAY -INDUCED 6TG' MUTATION 

Spontaneouly arising 

30Gy/h 

0.006Gy/h 

Spont. mutants 

/total mutants 

1.00 

0.32 

0.67 

Mutants with del Mutants with del. 

/total mutants 

0.15 

0.45 

0.39 

Iy -ray -induced mutants 

(estimated) 

O 

(0.58) 

(0.88) 

3に示す。低線量率照射によるものは大部分が欠失をもっ変異体であると推測された。 30Gy/hとのあい

だに違いがあるかどうかについては今のところ不明である。

(5)以上、培養細胞を用い放射線による突然変異を調べてきたが、低線量/低線量率の放射線により生

じる突然変異についてさらに詳しい分子的解析ができれば、関値の問題をふくめてリスク推定に寄与する

点が大きいと思われる。

共同研究者:上野昭子、松平寛通、高萩真彦、立花章、巽紘一
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Radiation - Induced Apoptosis

Harumi Ohyama

Division of Clinical Research and Radiation Health, Heavy Ion Acceralation Therapy Center,

National Institute of Radiological Sciences, 4 - 9 - 1 Anagawa, Inage-ku, Chiba 263, Japan

Abstract

Apoptosis is an active process of gene-directed cellular self-destruction that can be induc-

ed in many cell types via numerous physiological and pathological stimuli. We found that inter-

phasedeath of thymocytes is a typical apoptosis showing the characteristic features of apop-

tosis including cell shrinkage, chromatin condensation and DNA degradation. Moderate dose of

radiation induces extensive apoptosis in rapidly proliferating cell population such as the

epithelium of intestinal crypt. Recent reports indicate that the ultimate form of radiation-in-

duced mitotic death in several cells is also apoptosis. One of the hallmarks of apoptosis is the

enzymatic intemucleosomal degradation of chromatin DNA. We identified an endonuclease

responsible for the radiation - induced DNA degradation in rat thymocytes.

The death - sparing effects of interrupting RNA and protein synthesis suggested a cell

genetic program for apoptosis. Apoptosis of thymocytes initiated by DNA damage, such as

radiation and radio mimetic substance, absolutely requires the protein of p53 cancer suppresser

gene. The cell death induced by glucocorticoid, or aging, has no such requirement. Expression

of oncogene bcl-2 rescues cells from the apoptosis.

Massive apoptosis in radiosensitive cells induced by higher dose radiation may be fatal. It is

suggested that selective apoptotic elimination of cells would play an important role for protec-

tion against carcinogenesis and malformation through removal of cells with unrepaired radia-

tion-induced DNA damages. Data to evaluate the significance of apoptosis in the radiation
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Radiation -lnduced Apoptosis 

Harumi Ohyama 

Division of Clinical Research and Radiation Health， Heavy Ion Acceralation Therapy Center， 

National Institute of Radiological Sciences， 4-9-1 Anagawa， Inage-ku， Chiba 263， Japan 

Abstract 

Apoptosis is an active process of gene -directed cellular self -destruction that can be induc-

ed in many cell types via numerous physiological and pathological stimuli. We found that inter-

phasedeath of thymocytes is a typical apoptosis showing the characteristic features of apop-

tosis including cell shrinkage， chromatin condensation and DNA degradation. Moderate dose of 

radiation induces extensive apoptosis in rapidly proliferating cell population such as the 

epithelium of intestinal crypt. Recent reports indicate that the ultimate form of radiation -in-

duced mitotic death in several cells is also apoptosis. One of the hallmarks of apoptosis is the 

enzymatic internuc1eosomal degradation of chromatin DNA. We identified an endonuc1ease 

responsible for the radiation -induced DNA degradation in rat thymocytes. 

The death -sparing effects of interrupting RNA and protein synthesis suggested a cell 

genetic program for apoptosis. Apoptosis of thymocytes initiated by DNA damage， such as 

radiation and radio mimetic substance， absolutely requires the protein of ρ53 cancer suppresser 

gene. The cell death induced by glucocorticoid， or aging， has no such requirement. Expression 

of oncogene bcl-2 rescues cells from the apoptosis. 

Massive apoptosis in radiosensitive cells induced by higher dose radiation may be fatal. It is 

suggested that selective apoptotic elimination of cells would play an important role for protec-

tion against carcinogenesis and malformation through removal of cells with unrepaired radia-

tion -induced DNA damages. Data to evaluate the significance of apoptosis in the radiation 

放射線医学総合研究所
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risk are still poor. Further research should be done in order to clarify the roles of the cell death

on the acute and late effects of irradiation.

risk are stil1 poor. Further research should be done in order to clarify the roles of the cell death 

on the acute and late effects of irradiation. 

1 .はじめに

アポトーシスは、遺伝子にプログラムされた細胞死である。ここ数年、その研究は飛躍的に進展し、多

様な生理的、病理的現象に必須の働きをしていることが明らかになってきた。放射線によるアポトーシス

に関する研究は、その概念が提起される以前からの胸腺細胞の間期死についての研究から始まっている。

最近、間期死のみならず、増殖死もアポトーシスによるもののあることが報告された。

こうした放射線誘発アポトーシスの分子機構として、 tS3の欠失や bcl-2の過剰発現による放射線感

受性の低下が明らかにされ、放射線治療に対する癌の抵抗性を理解する上でのアポトーシスの重要性もク

ローズアップされている。アポトーシスは放射線による生物影響発現に多岐にわたり関与し、放射線のリ

スクを考える上で、重要な課題であることがわかってきた。リスク評価の基礎とすべきデータはまだ少な

いが、ここではアポトーシスを概観し、放射線誘発アポトーシスに関するデータの一端を紹介したい。

1.アポトーシスとは

アポトーシスは、形態学的に、急速な細胞縮小、クロマチン操縮などの棋の著変、次いでアポトーシス

小体形成などの特徴的変化を伴う細胞死として見出された。 1972年、 Kerrらは、細胞分裂と表裏一体と

なって多細胞集団の制御に必須の役割を果たすという意味で mitosisに対比して、 apoptosisと名付けた 1。

アポトーシスは組織内で散発的に発現し、ー且開始すると急速に進行、さらに死細胞が炎症を伴わず貧

食除去される。このような共通の形態学的変化を伴うアポトーシスは、線虫からヒトの細胞まで、がん細

胞も含め多様な細胞に、多岐にわたる生理的、病理的要因により普遍的に認められる。それに対し、病理

的細胞死たる壊死は、損傷を受けた細胞群に一様に発現し、アポトーシスと異なり細胞が徐々に膨化、核

での変化は少なく、ミトコンドリアの膨化など細胞質の変化が著ししやがて細胞が融解、炎症を伴う。

この細胞死は、形態形成、変態、正常の細胞交代、免疫、ホルモン作用発現などの生理的な現象ばかり

でなく、放射線や化学療法剤、がん、ウイルス感染他の病理的要因によっても誘発される。このようなア

ポトーシスは、不要になった細胞や障害細胞を除去し、組織形成やホメオスターシスの維持および生体に

とって有害となりうる細胞の除去機構として機能している。したがって、その異常(過剰、回避)は、奇

形、癌、自己免疫疾患、エイズ、神経の変性疾患などの病態と深く結びついていることも明らかにされつ

つある(図 1)トヘ

アポトーシスは遺伝子にプログラムされた細胞死であり、その発現は RNAやタンパク質合成を介する

能動的な細胞自殺過程である。ここ数年、がん遺伝子ゃがん抑制遺伝子を含む多くの遺伝子が、その発現

に直接、間接に関与することが明らかにされ、活発な研究が行われてきた。また、分子機構が解明される

につれて、形態学的に共通な経過を辿るアポトーシスも、発現機構は細胞により、あるいは要因により異

なることもわかってきた。アポトーシス過程は、各種の細胞内外の要因が死のシグナルとなる情報伝達、

それに続く遺伝子発現などを介する死の決定、やがて上述のような特徴的な生化学的、細胞学的変化が起

こる死の実行過程へと進む。こうした死の分子機構は、シグナル伝達過程や介在遺伝子共に、細胞増殖、

分化などの細胞の基本機能と共通する部分が多い。すなわち、機能面のみならず、分子機構面でも細胞分

裂と表裏一体となって、多細胞社会の制御を行っていることが明らかになってきた。まさに、アポトーシ
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図1 アポトーシスの機能と分子機構
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スは細胞の重要な基本的機能であり、多くの生理的現象や病態に決定的役割を果たしていることが解明さ

れつつある。

2，胸腺細胞の放射線誘発アポトーシス

胸腺細胞は照射後、細胞分裂を介さない間期死を起こすことは、古くから知られていた。この間期死が

まさに典型的なアポトーシスである私たちは明らかに
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図2 X線照射によるラット胸腺細胞のアポトーシス

エリスロシンB染色性によりアボ卜ーシス発現

を検出した。

10 

した(図 2) 6-8。

すなわち、胸線細胞は invitro照射後、 1----2時間目

からエリスロシンBで判定した死細胞の割合が線量、

時間依存性に増加し、 10Gy照射4時間で約半数の細

胞が死ぬ。このような細胞を Percoll密度勾配遠心法

で生死細胞の分離した。この死細胞を調べると、細胞

サイズ縮小、クロマチン凝縮、 DNA断片化など、生

きている細胞と明らかに異なる性質を示すことを見出

した(図 3)。この死細胞の特徴は線量、時間に関係

なく同一であり、発現率が変わるだけである。これら

は、まさにアポトーシスの典型的変化である。グルコ

コルチコイド誘発アポトーシスでも同様な変化が検出

される九
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胸腺細胞

生細胞;

クロマチン凝縮
DNA断片化
細胞サイズ縮小
細胞表面微紐毛

個々 の細胞では-.e.開始すると
急速に同じ克の状態に移行

~ 

死細胞の割合は放射線の線量や
照射後の時間依存性に増加

生細胞

+ 

図3 胸腺細胞X線誘発アポトーシスの特徴的変化

死細胞

アボトーシス細胞はクロマチン凝縮、 DNA断片化、細胞サイズ縮小、細胞表面の徴誠毛の

消失などほぼ並行して起こす。生きている細胞と比較し、明確に異なる特徴を示す。グルコ

コルチコイドによるアポトーシスでも同様な変化が見られる。

また、全身照射後の胸腺内では invitro照射後と異なり、細胞は断片化し、アポトーシス小体を形成す

ることも見出した(図 4)100 

このアポトーシスは、タンパク質および RNA合成を要する能動的自殺過程であることが阻害剤を用い

た実験から明らかになった。なお、 10Gy以上ではアポトーシスが線量依存性に徐々に低下し、細胞サイ

ズ縮小やクロマチン凝縮などの変化を伴わない壊死が増加する。

この胸腺細胞のアポトーシスは、 TPCKなどのプロテアーゼ阻害剤によって抑制され、タンパク質合

成のみならず、タンパク質分解もこのアポトーシス発現に必須の役割を果たすことも明らかにした。

低線量放射線によるアポトーシスに関しては、大阪大の野村大成先生は凍結切片を用いエリスロシンB

染色性で判定し、わずか O.lGyで有意のアポトーシス増加が認められることを報告している(図 5)110 

大阪府立大の森展子先生の研究では、マウスの系統により胸腺細胞のアポトーシスの放射線感受性差が大

きいとL、う。

図4 全身照射後、胸腺内のアポトーシス小体の形成

走査電子顕徴鏡で調べると、正常胸腺ではリンパ球が密に詰まった構造をしている。

98 



1 -10 アポトーシス

百 い /1 60 

50 

士 40 40 

/ } 

Ezロ 3H • ヤi 30 

.~ 20t ~~!/ 20 / 
ミ~ l~t r 10 • 凶 D D 

。
D 0.1 0.25 0.5 。0.1 0.25 0.5 o 0.1 0.25 0.5 

Dose of X rays (Gy) 

図5 X綿全身照射4時間後のアポトーシス発現

a)胸腺 b)牌臓 c)小腸クリプト細胞の凍結切片をエリスロシンBで染色、判定した。

O.lGy照射後4時間でアポトーシス細胞の増加が検出されている。(文献11、野村先生らによる)

3. アポトーシスに伴う DNA断片化

アポ卜ーシスに伴いクロマチン DNAがリンカ一部位で切断され、オリゴヌクレオソーム単位に断片化

される。この DNA断片は、アガロースゲル電気泳動で“ラダー"として検出され、アポ卜ーシスのもっ

とも特徴的な生化学的指標とされている o 私たちは1981年、放射線誘発胸腺細胞アポ卜ーシスに伴う

DNAの 180bpの整数倍単位の分解を検出した。さらに、その分解断片の電子顕徴鏡像を、東京都アイソ

卜ープ研究所の渡遅真、金城康人先生に撮影して頂いた 120

また、通常のアガロースゲル電気泳動では、個々の細胞の DNA分解を検出できないことから、ミクロ

ゲル電気泳動での改良しアポトーシス細胞での分解を調べた。その結果、アポ卜ーシス細胞の DNAは、

少量が原点に止まり、大部分のクロマチン DNAが分解される涙滴状の泳動像が検出された(図 6)。こ

れらの泳動像の解析から、胸腺細胞では一旦 DNAの断片化が始まると、速やかに分解状態に達し、その

状態にしばらく止まることなどが明らかになった。

図6 ミクロゲル電気泳動による胸腺細胞の DNA断片化検出

単一細胞アガロースゲル電気泳動によりアポトーシス細胞では、クロマチン DNAはほとんど分解、

少量の非分解 DNAが原点に残る涙滴状の泳動像を示す(図下)。一方、生きている細胞はこのような

分解像は認められなL、(図上)。また両者の中聞の細胞はほとんどなしこの分解が一旦開始すると急

速に一定の分解状態に達することを示している。
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この DNAの分解はエンドヌクレフーゼの活性化によると考えられているが、その機構はまだ明らかに

なっていない。そこで東京理科大学の田沼靖ー先生や塩川大介氏らと胸腺細胞からの精製を行い、 3種の

エンドヌクレアーゼを分離、精製し、その特徴を調べたへその結果、この中の 1つが、放射線照射によっ

て分解される DNA断片と同ーの切断端となる分解様式を示すことが明らかにした。一方、残りの 2つの

酵素による分解では異なる切断端が検出され、アポトーシスに関与するのではないと考えられた。この精

製酵素を用いて、活性化機構などについて検討中である。

4.小腸クリプト細胞のアポトーシス

小腸クリプト底部の図の 4~6 の位置の幹細胞はきわめて放射線感受性であり、低線量の放射線照射後

数時間でアポトーシスが起こることを Pottenや東京大学の井尻憲一先生が見出した(図7) 0 この高感

受性細胞はほぼ 1Gy照射でアポトーシスを起こしすべて消失するが、その後を感受性の低い残存幹細胞

が交代し増殖する。したがって、放射線による腸障害は 9Gy以上の高線量照射を受けないかぎり致命的

とはならない 140
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図7 小腸クリプト細胞の放射線誘発アポトーシス

小腸クリプト細胞は、左に示した 4~6 の部位細胞がとくに放射線高感受性である。右の図から、

この高感受性細胞は lGyまでの線量照射で消失する。その後を、より低感受性の細胞が増殖して

交替するため、 9Gy以上の照射を受けない限り致死的とはならない。(文献11、Pottenによる)

上記のようなアポトーシスは、細胞交代型修復とも言う。 DNAの放射線損傷の酵素的な修復について

は多くの研究がある。しかし、修復能の低い細胞では、 DNA損傷を酵素的に修復するよりもアポトーシ

スで排除し、より修復能の高い細胞で交替すれば、修復ミスによる変異 DNAを持つ細胞の増殖を回避で

きる可能性が高くなる。損傷 DNAそのものを修復するのではなく、損傷細胞が自殺し、修復能の高い細

胞の増殖を促し個体の生存を図るという意味で、“利他的細胞死"(altruistic cell death)とも言う(図8)。

小腸はきわめて増殖性の高い組織であるにもかかわらず、がんが驚くほど少なし、。その理由は、アポトー

シスによる異常細胞の排除が、発がん抑制機構として働いているためと考えられている。データは少ない

が、小腸以外でも、アポトーシスが発がんリスクの軽減に寄与していると考えられている。

牌臓、骨髄、毛嚢、精巣、唾液腺などでも放射線誘発アポトーシスが検出されている。高線量照射によ

るこれらの放射線高感受性の組織や細胞のアポトーシスは、急性障害の発現に関与しているであろう。
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アポトーシスによる
細胞交代型修複は
DNA修復により完全

発掘、奇形の抑制機構
として働く

図8 利他的細胞死

アポトーシスを起こした細胞の
代わりに無傷の幹細胞増殖

放射線により DNA損傷を受けた細胞を、修復エラーを伴う酵素的な DNA修復を図るよりも、ア

ポトーシスにより自殺排除し、より修復能の高い細胞で細胞交代型の修復をすることは、発がんや

奇形などのリスク軽減に寄与していると考えられる。

受精初期圧もきわめて放射線感受性であり、異常があれば数回分裂して死んでしまう。 invitro受精後

一細胞期に照射し、匹発生が半分になる条件でも、生き残った受精卵からは奇形の発生はほとんど認めら

れない。この知見は、初期圧ではアポトーシスによって異常陸は除去され、これが奇形回避の機構ーリス

ク低減に決定的な役割を演じていることを示している。形態形成期の照射では、時期によって様々な奇形

発生が観察される。おそらく、初期匹と比較して、損傷細胞をアポトーシスで除去できる効率が低下する

ためであろう。

5.がんとアポ卜ーシス

これまでがんの放射線誘発細胞死は、コロニー形成能の喪失で測定され、個々の細胞の死についてはあ

まり調べられていなかった。がんの放射線誘発のアポ卜ーシスに関しては、リンパ腫など少数の間期死を

起こす細胞について主に研究が進められてきた。私たちは、放医研で樹立されたリンパ腫の中から、きわ

めて放射線感受性にアポ卜ーシスを起こす細胞株をいくつか見出した 150 これらの細胞は、胸腺細胞より

感受性がはるかに高いものがあり、照射後数時間で間期死型のアポ卜ーシスを起こす。

最近、リンパ腫などを検討、アポ卜ーシスに早期間期死型 (rapidinterphase death)、中間型(遅発

問期死型 (delaydedinterphase death)、遅発(増殖死 (mitotic/delayedmitotic death)型があるこ

とが報告されているヘこのような発現時間が異なる機構はまだ明らかではない(図 9)。また、広島大

の田内先生らは、 L5178Y細胞が増殖死型のアポ卜ーシスを起こすことを報告しており 17、これまで不明
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アポトーシス発現要因
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マウスリンパ腫の放射線誘発アポトーシスとその発現要因(仮説)

マウスのリンパ腫株などの放射線アポトーシスを検討し、発現時間lこより 3タイプに分けられ、そ

れらの発現要因がそれぞれ異なるのでは可能性が論じられている。(文献16、Radfordらによる)
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L5178Yの増殖死型のアポトーシス

L5178Yを 10Gy、y線照射後の、ア

ポトーシス(ム)、異常細胞(口)、

細胞分裂 (e)、生存率 (0) の経

時変化を調べた。

(文献17、田内先生らによる)
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であった増殖死む少なくても一部はアポトーシスであることが

¥、(図10)。明らかになったといえよう

がんの放射線誘発アポトーシスの研究はやっと始まった段階

10 
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にあるが、放射線治療の基礎としてもアポトーシスの重要性は

注目されている 18

6.放射線感受性とアポトーシス

放射線感受性は正常細胞間のみならず、がんの放射線治療に

対する感受性にも大差がある。 このような感受性の差しかし、

(d) 口.1これまでは、主として異が生じる機構は未だわかっていない。

DNAの二本鎖切断や DNA修復の異常と言った面が研究され
。

アポトーシス関連遺伝子の欠矢や過剰てきた。最近になって、

図10発現などにより放射線感受性が変化することが明らかになって

いる 19~20)。

アポ卜ーシス放射線誘発アポトーシスの感受性に関しては、

遺伝子とされる p53がん抑制遺伝子との関係について多くの

ノックアウトマウスの胸腺細胞に関する研究が行われている。

研究から、放射線やエトポシドなどの DNA損傷を起こす要因によるアポトーシスは p53タンパク質依存

(図11) 21。グルココルチコイド誘発の場合は非依存性であることが明らかにされた性であるのに対し、

ノックアウトマウスの骨髄増血細胞、腸上皮細胞も t53欠失あるいは変異により放射線抵抗性

となることが報告されている。
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このような結果から、 p53は放射線誘発アポトーシスに決

定的な役割を果たしていると考えられたが、最近、リンパ腫

や活性化したリンパ球の放射線誘発アポトーシスは p53非

依存性に起こることが報告されたへ したがって、 p53と放

射線感受性との関係、 およびその機構は当初考えられたより

も複雑であり、今後の研究が必要である。

しかし、 p53ノックアウトマウスでは、がん、 とくにリン

パ腫が多発することが報告されており、アポトーシスが、放

射線のみならず正常で、も発がん抑制機構として働いているこ

とを示唆している。

bcl-2遺伝子はアポトーシスを抑制し、多くのがん遺伝子

と異なり、細胞増殖の促進ではなく、細胞死抑制によりがん

化に働く。この遺伝子を胸腺で過剰発現させたトランスゲニッ

クスマウスの胸腺細胞は、正常に比較し放射線感受性が低下

し、逆に、ノックアウトマウスの胸腺細胞はより放射線高感

受性となるとしづ。
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マウス胸腺細胞の放射線感受性の p53

ノックアウトでの低下

p53ノックアウトホモ(圃)、ヘテロ

(企)、および正常 ceマウスの胸腺

細胞を 20Gyまで照射、 20時間目に生

存率を測定した。 p53ノックアウトマ

ウスの胸腺細胞は正常のマウスと比較

してきわめて放射線抵抗性となった。

(文献21、Loweらによる)

生理的に胸腺皮質の細胞より髄質の細胞が放射線抵抗性であることは古くから知られている。 bcl-2は

髄質に発現し、皮質には発現していないという。

感受性の一因であろう。

この Bcl-2の違いが、皮質、髄質の胸腺細胞の放射鰻

最近、アポトーシス発現の感受性と細胞周期が密接に関連していることもわかってきた。 コロニー形成

能で判定すると、放射線では G2、Mおよび GlからS移行期の感受性が高いことが明らかにされている。

私たちは、前述の胸腺リンパ腫について放射線および紫外線誘発アポトーシスの細胞周期依存性に関して

検討し、両者で全く異なることを明らかにしている。

7.放射線誘発アポトーシス分子機構

放射線損傷発現は活性酸素などの有害ラジカルを介するむのと考えられている。アポトーシスとラジカ

ルとの関係では、 ラジカル除去剤による胸腺細胞のアポトーシス抑制む報告されている。 また、放射線以

外の要因によるアポトーシス発現にも、活性酸素による酸化ストレスが介在していることが明らかになっ

ているお。

前述の Bcl-2はミトコンドリア他の膜系に存在し、機構の詳細は不明であるが、 この酸化ストレスに

よるアポトーシス抑制に働くこととされているヘ上述、 Bcl-2の過剰発現によって放射線抵抗性になる

ことから、がんでも、その過剰発現により放射線誘発アポトーシスが起こりにくくなっている可能性もあ

る。 これらの活性酸素などがシグナルとなって、 PKCやチロシンキナーゼのシグナル伝達系を介してア

ポトーシス関連遺伝子の転写を促し、アポトーシス関連タンパク質の翻訳などを介してアポトーシスを誘

発すると考えられている。私たちは、胸腺細胞のアポトーシスに伴う過酸化物の生成増加を検出している。

おわりに

胸腺細胞や小腸クリプト細胞の間期死研究から始まった放射線誘発アポトーシスに関する研究は、 --
L.. L.. 
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数年ようやく多くの細胞種の研究へと発展しつつある。しかし、がんを含む多様な細胞に関する研究はま

だ緒についたばかりの段階にあり、リスク評価の具体的なデータを提供できる域には達していない。

放射線によりアポトーシスを起こしにくい細胞も多い。 tS3や bcl-2などのアポトーシス関連遺伝子

が、放射線誘発アポトーシスの感受性と関連することもわかってきた。まだ、アポトーシスの本格的な研

究が始まって聞もない、今後新たな関連遺伝子の発見や、急速な細胞周期に関する知見の蓄積、あるいは

各種要因の相互作用などの研究が進めば、放射線感受性決定の分子機構をアポトーシスに関連しでかなり

説明可能となるかも知れない。

高線量照射による放射線感受性細胞のアポ卜ーシスは、急速障害発現の大きな要因となっているであろ

う。また、小腸クリプ卜や発生初期匪で見られるように、アポ卜ーシスは放射棋による DNA損傷細胞を

除去し、発がんや奇形抑制機構として、晩発障害のリスク低減に重要な役割を果たしていると考えられて

いる。

また、がんの治療効果の判定、あるいはより効果的治療法の開発のためにも、アポ卜ーシスという視点

からの検討が必要と考えられる。

最近、放射線ホルミシスの発現にもアポトーシスが関与することが示唆されている 250

放射線誘発アポ卜ーシスの研究は、アポトーシス研究の展開に大きく寄与しており、逆に、それらの研

究によってもたらされる知見により放射線の生物作用に関する全般的な理解が深まり、リスク評価の上に

も寄与しうるようになるのではないだろうか。
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Radioadaptive Response in Mouse Survival

Morio Yonezawa

Division of Radiation Biology, Research Center of Radioisotopes, Research Institute for

Advanced Science and Technology, Osaka Prefecture University

1-2 Gakuen-cho, Sakai, Osaka 593, Japan

Abstract

Conditioning exposure to low doses (0.05-0.1 Gy) of X-rays to mice (6 week-old, ICR

strain) induced a significant radioresistance, measured by the increment of 30-day survival

rate after acute exposure to 7.75 Gy, 2 months after the preirradiation. On the other hand,

preirradiation with 0.3-0.5 Gy resulted in the radioresistance 2 weeks, but not 2 months

thereafter. The mice did not acquire any radioresistance when they were preirradiated with 0.2

Gy. These findings reveal that some biological effects must be distinct within the two dose

ranges, i. e. 0.05-0.1 Gy and 0.3-0.5 Gy.

These radioresistances were also observed in C57BL strain mice, but not in BALB/c.

Genetic control may act on the acquired radioresistance, since BALB/c mice did not acquire

the radioresistance even when the feces of ICR strain were added in the cages 3 times before

the preirradiation.

Partial-body preirradiation with 0.5 Gy showed that mice acquire the radioresistance by the

trunk (head shieded) exposure, This indicates that conditioning irradiation may act on blood for-

ming tissues, but not on the central nervous system. On the other hand, in case of the

radioresistance acquired after irradiation with 0.05 Gy, whole-body preirradiation was

necessary. Cooperation of central nervous system and blood forming system after the preir-

radiation may be essential in this case.
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Genetic control may act on the acquired radioresistance， since BALB/c mice did not acquire 

the radioresistance even when the feces of ICR strain were added in the cages 3 times before 
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Partial-body preirradiation with 0.5 Gy showed that mice acquire the radioresistance by the 

trunk (head shieded) exposure， This indicates that conditioning irradiation may act on blood for-
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1-11 放射線適応応答

1.はじめに

最近、 0.2Gy未満の低線量放射線を事前に照射された動物個体や培養細胞が、ある時間経過の後に放射

線抵抗性を示す現象がいくつか見いだされ、放射線適応応答と呼ばれている。これまでの放射線生物学の

常識では、生物に対する放射線障害は(回復現象はあるにせよ)蓄積していくもので、あって、適応反応が

あるとは考えられてこなかった。この現象の解明は、低線量放射線の生物影響についての常識に見直しを

もたらす可能性を含んでいる同時に、未知の生体反応機構を解きあかす鍵になる可能性を含んでいる。こ

こでは課題を、我々が従事している「マウス個体の放射線抵抗性獲得(生残率の増加)Jに限定して、報

告する。

1950年、ベルギーの研究者 Maisinらは 6週齢のラットにあらかじめX線5Rを照射しておくと、 2か月

半後に半致死線量のX線を再照射したときの生残率が高くなることを報告した九彼らのデータ(表 1) 

を検討してみると、統計的な有意差は無く、また事前照射の線量が10Rの場合にはむしろ生残率が低かっ

た。この現象を、マウスを用いて、より厳密な条件で検討しようとしたのが、実験の始まりである。

Table 1 Survival of rats to 500 R， previously irradiated with small doses of x-rays 

Groups Number of rats Survival after 30 days (%) 

5R 58 16.7 
6 x 5R weekly 38 2.5 

lOR 45 4.4 

Non-irradiated controls 119 8.4 

from Maisin et al.l) 

1I.実験方法

マウス(日本チヤールス・リバー株式会社)を 4週齢で購入した。系統差を調べる目的以外のほとんど

の実験には ICR系の雄性を用いた。長期実験には予試験で雄と同様の結果が得られることを確かめた上

で雌性を用いた。マウスはアルマイト製のケージに、 10匹ずつ入れ、温度24:1:1 .C、相対湿度60:1:10%、

12時間明暗の条件下で飼育した。飼料にはマウス・ラット繁殖用の NMF(オリエンタ jレ酵母工業 KK)

をそのまま、飲用水には繰膿菌のコンタミを防ぐために水道水に塩酸を加えて pH3に調整したものを与

えた。照射にはX線照射装置 (RADIOFLEX350，理学電機 KK)を用い、 260kV，15.5mA， 0.50Gy/min 

の条件で、プラスチック製容器に入れ、回転照射円盤上に放射状に置いて全身照射した。事前照射して一

定期間飼育したのちに半致死線量で再照射し、 30日後生存率を求め、事前照射のX線を発生させずに空

操作した対照群の生残率と比較し、カイ自乗検定 (Yatesの補正式)によって有意差を調べた。危険率 5

%未満の場合を差ありとした。なお、マウスに感染による早期死(照射後7日以内の死)が全く無いこと

を確かめて、有効データとした。半致死線量照射後の生残率は、マウスのロットや季節の違いのせいか、

変動するので、実験にあたっては必ず同時に対照群を用いた。

m.実験結果

1 .低線量事前照射2ヶ月後の放射線抵抗性発現

ICR系マウスに 6週齢でX線0.05，0.10または0.15Gy(及び0.05Gyを毎週 1回、 3回)を照射して、

107 



2か月間飼育した後で半致死線量の7.75Gyを照射した。半致死線量照射後の日数と生残率の関係は図 1

のようであった。事前照射しないで空操作した対照群の生残率と比較して、 0.05Gyまたは0.10Gyあるい

は0.05Gyを3回事前照射した群では、有意に生残率が増加した。 0.15Gyはoverdoseであった。この現

象の再現性を確かめるため、事前照射の線量を0.025，0.05または0.10Gyとして、追試を行った。結果は

表 2に示すように、 0.025Gyでは生残率は増加しなかったが、 0.05および、0.10Gy事前照射群で有意に増

加した。したがって、事前照射によるマウスの放射線抵抗性獲得には再現性があること、至適線量域があ

りそれは0.05~0.10Gy であることを知った 2.3)。

100 7.75 Gy 

目。

つ60
.一

匂
胆
略
』

o cGy (70) 

" 〉

と40
コ
vl 

20 

D 
O 5 10 15 20 25 30 

Days after irradia!ion 

Fig. 1 Survival rates of mice irradiated with low doses， followed by the second irradia-

tion with 7.75Gy of X -ray 2 months later. Numbers in parentheses represent 

the number of irradiated anmals. 

Table 2 Acquired radioresistance by low dose X-irradiation 

Group 1st exposure 2nd exposure 30 -day survival rate 
Statistical 

signific旦nce

Control O 7.75 14.3% (10/70) 

2.5cGy 2.5 7.75 16.7% (10/60) p>O.l 

5 cGy 5.0 7.75 42.4% (25/59) p<O.OOl 
10 cGy 10.0 7.75 40.0% (24/60) p<O.Ol 

2.事前照射の線量と抵抗性発現までの期間の検討

(1 )これまでに報告された、事前照射による放射線抵抗性獲得の検討

0.5Gy以上の事前照射によって、マウスが約 2週間後に放射線抵抗性になるという報告←九がある。

それらの報告を事前照射の線量と、半致死線量照射までの期間に着目して要約すると図 2が得られた。こ
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の図から明らかなようにO.5~2.0Gy の事前照射によっ
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2週間後のそこで、 O.5Gy以下のどの線量域まで、Nuzhdin et al 

放射線抵抗性が発現するかを、 O.5Gyの場合の再現
7w. 
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獲得の有無をしらべた。結果は表 3のようになった。

これを要約すると、

7∞ 

Acquired radioresistance reported 
in the literatures 4-6) 

Fig.2 

2週間後に放①事前照射線量がO.3Gyであっても、

Radioresistance acquired after exposure to 0.5~0.3Gy of X-rays at various intervals in ICR mice Table 3 
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射線抵抗性が現れる。

2か月後の抵抗性発現は無い。4週間後には抵抗性は消える。②O.3~O.5Gy の場合、

2週間から1.5か月に至るまでのどの時期においても抵抗性の発現が認められない。③O.20Gyの場合は、

(2)低線量事前照射の場合の、線量と放射線抵抗性獲得の時期

2か月後に抵抗性発現の見られた事前照射O.05Gyについては、抵抗性が発現するまでの期間及びその
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持続期間を検討した。なお、照射間隔が 2か月以上の場合については、喧嘩による傷を避けるために雌を

使用した。このとき、雄と同様に雌においても 5cGy事前照射 2か月後に放射線抵抗性が獲得されること

5Mr x 
I 0: p < 0.05 
"': 0.05< p<O.l 

4M ~ 
に:p> 0 

x 

巧

と 3Mト x 
申

ーc 
O 

x O o x x 

x x 
A 

x 
x '" x 

3W x x 
2W x X 0 O 

lW 。1 2.5 5 10 1520 30 50 
Priming dose (cGy) 

Fig. 3 Effect of preirradiation dose and 

time interval on the acquisition of 

radioresistance in ICR mice 

3.抵抗性発現におけるマウスの系統差

を予め確認した。実験結果は表4のようであった。こ

れを要約すると、事前照射の線量がO.05Gyの場合、翌

日から1.5か月後にいたるまで (O.5Gyで抵抗性が発現

した 2週間後を含めて)抵抗性発現が無い。抵抗性が

発現するのは 2か月後から2.5か月後までの約半月間で

あり、 3か月後から 5か月後にいたるまでふたたび抵

抗性が発現するようなことは無い。

これまで得られた結果を要約すると、図 3のように

なった。

図から明らかに読み取れるように、抵抗性発現の時

期と事前照射線量の関係から、 O.05~O.10Gy の低線量

放射線はO.3~O.5Gy の放射線とは異質の作用源(刺激)

であった η。事前照射線量O.2Gyでは、どの時期にも

抵抗性の獲得が無く、ここに断絶が観察された。

抵抗性発現がマウスの系統によらず一般的な事象かどうかを調べるために、 ICR系以外の系統のマウ

スを用いて、 O.05Gy照射 2か月後及ひ、O.5Gy照射 2週間後の 2種類の条件で、放射線抵抗性発現の有無

を調べた。試みた系統は C57BL(雄性)と BALB/c(雌性)及び BDF1 (雄性)である。 BALB/cで雌

を用いたのは、この系統では雄は喧嘩による生傷が多発するためである。実験結果は表5のようであった。

すなわち、

①C57BLでは、両方の条件で放射線抵抗性が発現した。

Table 5 Radioadaptive response in various strains of mice 

1st Interval 2nd Survival rate Significance 

Strain dose Dose ω) 
(Gy) (Gy) Control Preirrad. 

BALB/c 0.05 2 months 7.5 23.5% (14/60) 21.7% (13/60) >0.05 

0.05 2 months 7.5 8.9% ( 5/57) 5.0% ( 3/60) >0.05 

0.025 2 months 7.0 28.0% (14/50) 32.0% (16/50) >0.05 

0.30 2 weeks 6.25 24.0% (12/50) 32.5% (13/40) >0.05 
車0.50 2 weeks 6.15 30.0% (15/50) 30.0% (12/40) >0.05 

BDF1 0.05 2 months 9.2 45.00/0 (27/60) 60.0% (36/60) >0.05 

車 *0.50 2 weeks 8.5 10.0% ( 5/50) 16.0% ( 8/50) >0.05 

C57BL 0.05 2 months 8.0 10.0% ( 4/40) 35.4% (17/48) <0.02 

0.50 2 weeks 7.4 8.0% ( 4/50) 78.0% (39/50) <0.001 

* Feces of ICR mice were added into the cages of BALB/c mice. 

“Survuval rates on day 23 after sublethal x-irradiation with 8.5 Gy. 
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②BALB/cでは、両方の条件とも放射線抵抗性の発現が認められなかった。

③BALB/cにおいて、保持している細菌が ICRとは異なっているために抵抗性が発現しなかった可能性

があるので、 ICRマウスの糞便を入荷から実験開始までの間に 3回にわたって飼育ケージに混入して実

験を行ったが、それでむ抵抗性発現が無かった。

④BDFlでは、 O.05Gy事前照射によって 2か月後にわずかな生残率の増加があったが、有意差を認める

程ではなかった。 O.5Gy'2週間後の場合は、 2度目の照射線量が多すぎた(対照の死亡率が高すぎた)

せいか生残率の増加は無かった。この系統については、上記の 2系統に比較すると中間的な結果であった。

これらの結果は、放射線抵抗性発現には、マウスの系統における遺伝的な要素が深く関わっていることを

示唆している。

4.事前照射を部分照射によっておこなった場合の放射線抵抗性の発現

山田・宮地らによれば、脳が低線量放射線を感知して、攻撃行動の抑制などマウスの行動に影響を及ぼ

す九そこで、上で述べたような放射線抵抗性の獲得に関してむ、脳が関与しているか否かを知るために、

部分照射を試みた。事前照射のための容器は、マウスの動きによって照射部分が変わることを防ぐ目的で

拘束性をより高くするために、従来用いた円筒形の容器でなく、先の尖った培養用の遠心分離用チューブ

の先端を切って呼吸できるようにしたものをむちいた。脱脂綿を固く丸めてポリエチレンシートで覆った

むのをふたにして、マウスを追い込んで移動できないようにした。遮蔽には厚さO.32mmの鉛の板を円形

またはドーナツ状に切り、それぞれ頭部と頭部以外の部分(胴体)を遮蔽した。前者の遮蔽披を使用した

場合を胴体照射、後者を用いた場合を頭部照射した。

まず、事前照射の線量がO.5Gyで2度目の亜致死線量照射までの間隔が 2週間の場合について検討した。

結果は、図 4のようになり、胴体照射がもっとも有効で、全身照射がそれに次ぎ、ともに有意に生残率が
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増加した。頭部照射では、生残率は対照よりも増えた

が、統計的に有意ではなく、放射線抵抗性の獲得は認

められなかった。この実験結果について再現性を調べ

たところ、図 5のように同様の結果を得て、再現性の

あることがわかった。この実験結果で不思議なことは、

胴体、頭部ともに部分照射した場合に 2週間後の半致

死線量照射後の生残率が増加するのに、それを加算し

ているはずの全身照射の場合のほうが胴体照射の場合

よりも生残率が低いということである。この原因は不

明である。

事前照射の線量がO.05Gyで照射間隔が 2か月の場合

について、同様の遮蔽(部分照射)実験を行った。そ

の結果を図 6に示す。 O.5Gyの場合とは全く異なり、

胴体や頭部の部分照射では、放射線抵抗性の獲得は無

かった。全身照射の場合にのみ生残率の増加が観察さ

れるが、有意差はなかった。この原因は、事前照射に

用いた容器がこれまでに用いた容器に比較して狭く身

る。

動きが出来ず、拘束度が強かったためにマウスに強いストレスを与えたことが原因ではなL、かと考えてい

部分照射の実験結果は、さきにO.05~O.10Gy の低線量放射線はマウスに対してO.3~O.5Gy の放射線と

は異質の作用源(刺激)であるとした、前述の実験結果ともよく一致している。

N.まとめと考察

電離放射線の事前照射が放射線抵抗性をもたらすという研究に関しては、線量が50R以上の場合につ

いて1950~1860年にわずかの報告が見られるにすぎな L 、。それぞれの論文においても、抵抗性獲得にい

たる作用機作に関しては、いくつかの試みがなされたが、不明とされている。

れわわれは、 Maisin らの報告を参考にして実験を開始し、マウス(ICR 系)にX線O.05~O.10Gy を事

前照射すると 2か月後に放射線抵抗性が発現し、半致死線量照射した場合の骨髄死が有意に減ることを見

いだした。この現象には再現性があり、抵抗性は半月間持続した。

電離放射線の影響は早期障害と晩発障害に分けられていて、被曝後の損傷の回復現象は認められている

ものの、基本的には放射線障害は照射の都度蓄積すると考えられている。今回観察されたO.05Gy事前照

射による放射線抵抗性の獲得は、早期・晩発のいずれの障害にも属さず、放射線障害が蓄積するとした従

来の常識とも異質のものである。

いっぽう、事前照射の線量を増やしてO.5Gyとした場合については、文献通りに 2週間後にマウスが放

射線抵抗性になるという再現性を検証した。また、この線量をO.3Gyまで下げても、同様の現象が観察さ

れた。しかし、事前照射の線量をさらに下げてO.2Gyとしたときには、もはや 2週間後の放射線抵抗性の

獲得は認められなかった。 O.15Gyでは、 2か月後の抵抗性獲得が無く、 O.2Gyでは1.5か月後でも抵抗性

獲得がないことから、 O.15~O.2Gy の線量域では、放射線抵抗性の発現は無いと言えよう。
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事前照射の線量と半致死線量照射までの期間をいろいろ変えて、抵抗性獲得の有無を検討したところ、

O.05Gyでは事前照射の翌日から1.5か月後にいたるまで抵抗性の発現が無く、いっぽうO.3Gyでは 2か月

後の抵抗性発現が無かった。これらの結果は、マウスがO.05~O.lGy の放射線と(血液像に変化のみられ

る) O.3~O.5Gy の放射線とを異質の作用源(刺激)として受け取っていることを示している。

部分照射の結果もまたこの考えを支持した。 O.5Gy照射2週間後の抵抗性獲得には、頭部の事前照射を

必要とせず、造血(免疫)機能の放射線適応応答モデルを考えれば良いことが明かである。したがって、

この場合については、造血系の適応応答という意味で、 Specificradio -adaptationとよぶことができょう。

いっぽうO.05Gy照射 2か月後の抵抗性獲得には、頭部、胴体のいずれの部分照射も無効であり、造血系

組織と中枢神経系組織が被曝にともなう生物・生化学的変化の情報を交換する応答モデルを考えなければ

ならない。これは、単なる Radio-adaptationというよりも、 Stimulationまたは Radiationhormesisと

呼ぶべきではなかろうか。

マウスの系統を変えて行った実験から、放射線抵抗性の発現には系統差があることから、遺伝が関与し

ていることがうかがえたが、この解明も今後の課題である。

これまで、 「低線量事前照射による放射線抵抗性の獲得」という現象が確かなものであることを明らか

にすることに重点を置いて、実験を進めてきた。今後、メカニズムの解明に向けた努力が必要とされてい

る。低線量放射線に対する造血系と中枢神経系のレスポンスに関する知見と実験の集積が不可欠であり、

放射線生物学の新しい領域がのぞけるのではないかという期待がある。
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Abstract

In the review article titled " Phisiological Benefits from Low Levels of Ionizing Radiation in

Health Physics(vol.43, No.6,1982)" Professor Emeritus T. D. Luckley, University of Missoury,

asserted radiation hormesis. This was discussed in the first international symposium on radia-

tion hormesis at Oakland in California, August 1985. CRIEPI asked many specialists in radia-

tion biology a question whether Luckey's opinion is right or wrong and reviewed many papers

obtained from Oakland symposium. Then CRIEPI started the radiation hormesis research to

confirm the hormetic effects since fiscal 1988.
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Abstract 

Radiation Hormesis 

Kenzi Ishida 

Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) 

11-1， Iwadokita 2-Chome， Komae-shi， Tokyo， 201 Japan 

In the review article titled “Phisiological Benefits from Low Levels of Ionizing Radiation in 

Health Physics(vo1.43， No.6， 1982)" Professor Emeritus T. D. Luckley， University of Missoury， 

asserted radiation hormesis. This was discussed in the first intemational symposium on radia-

tion hormesis at Oakland in Califomia， August 1985. CRIEPI asked many specialists in radia-

tion biology a question whether Luckey's opinion is right or wrong and reviewed many papers 

obtained from Oakland symposium. Then CRIEPI started the radiation hormesis research to 

confirm the hormetic effects since fiscal 1988. 

1 .はじめに

放射線のヒ卜への影響についての従来の概念は次の 3つに大別できる。すなわち、放射線を受けてそれ

ほど時聞がたたないうちに発生する障害(早期の障害)、がんや白血病のように相当長い時聞がたってか

ら現れる障害、そして子孫への遺伝的影響である。早期の障害については放射線を全身に一度に、

500mSv (50レム)以上受けた場合、すなわち 1年間の自然、放射線量の約500倍の放射線を一度に受ける

と白血球の数が一時的に減少する症状が認められ、これよりも少ない場合にはし、かなる早期の障害も発生

しないことがわかっている。また、がん、白血病、および遺伝的影響についても長崎、広島の被災者の追

跡調査の結果では、 200mSv(20レム)以下の場合には、有為な影響は認められていない。

しかし放射線防護という立場からは、いかに少ない放射線であっても有害とみなすことが安全側に立っ

た考えて。あり、線量と障害の関係が比例するものとしてこの関係が零レベルまで成り立つと仮定し、如何

電力中央研究所
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に小量とはいえ、放射線のリスクは存在すると考えられてきた。

1980年、当時アメリカ・ミズーリ大学の教授であった Luckey(Thomas. D. Luckey)は、このような

放射線防護に基づく考え方に疑問を提起し、各国の放射線生物研究に従事する人々に衝撃を与えた。この

Luckeyが提起した概念が「放射線ホjレミシス効果」である。そして彼は1982年12月、著名な学会誌であ

るHealthPhysicsに論文を、 200の参考資料をつけて発表したヘ Luckeyは「低線量域で生じる放射線

影響は高線量域とは全く異なっており、逆に、低線量の放射線は生理的に有益な効果をもたらす」という

考えを示し、従来の放射線生物学のパラダイムに正面から挑戦した。

従来のパラダイムとは「どんな低い線量でも放射線被ばくは有害で、すべて高線量の影響から比例外挿

して考える」であり、放射線ホルミシス効果を示すような報告がなされても無視されるか、論文として受

理されなかった。このようなパラダイムが絶対視された背景には、低線量の放射線に対する生体応答を的

確に検出・評価する技術的な難しさもあった。

しかし、生化学的な分析技術が著しく進歩し、低線量の放射綿に対して反応する生体機能の高感度な検

出が可能になった現在「ホルミシス効果は本当に生じるのかどうか、そして従来の放射線生物学上のパラ

ダイムを見直すべきかどうか」ということを真剣に研究する時期にきたと言える。

放射線の生物影響を調査する国際機関である国連科学委員会でも1989年には、今後の検討を要する重

要な課題のーっとしてホルミシス効果に注目した。また ICRP(国際放射線防護委員会)も「ホルミシス

効果は防護基準に適用できる段階ではないが調査する必要がある」と評価している。

人類は太古の時代から自然放射線を受けて生活し、温度・光などあらゆる自然現象に適応した生物体に

仕上がりつつ、低線量の放射線を刺激として進化してきた。このことを考えると人間の体は低線量の放射

棋に対して適応能力を備えているはずであり、ホjレミシス効果が生じる可能性は十分にある。

電力中央研究所(電中研と略す)においては1988年より放射線ホルミシスに関する多くの発表論文を

入手・分析し、次のような趣旨で、この研究への取り組みを開始した。

-もし Luckeyのホルミシスの考え方が正しければ、低線量の放射線影響についてもう一度、科学的に

詳細な調査・研究を行い、放射綿は如何に小量でも危険とした従来のパラダイムを見直す必要がある0

・もし Luckeyのホルミシスの考え方が誤りであるならば、これは放射線に対する扱い方に重大な混乱

をもたらす。

-したがって、研究組織の大きな責務として積極的に真実を追求する活動を始めることが必要である。

研究は外部の大学医学部、薬学部などとの共同研究によって当該分野の専門家と一体となって進めてい

る。実験はこれまで主としてマウスなどの小動物に短期間、低線量照射する方法を適用し、まずホルミシ

ス効果の確認を主要な目的として進めた。

以下にこれまでの研究で得られた主要なホjレミシス効果の事例を紹介する。

2.低線量X線照射によるマウスの DNA前駆物質取り込み反応の変化 11

(1)序論

低線量放射線の影響を調べるためには、放射線に対して敏感に反応する実験系を探すことが重要であ

る。このーっとして Feinendegen等21は、チミジンキナーゼ (TK)が放射線に対して高感受性である

ことを見出し、さらにその活性を指標として、あらかじめ低線量で全身照射したマウスの骨髄細胞が、

再照射に対して抵抗性となることを示した。この Feinendegen等の実験事実が普遍性を持っかどうか
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調べることから、電中研のホルミシス研究は始まった。

(2)実験方法

1 )実験方法

Balb/cマウス(雌、 SPF規格)を 7週令で購入し、 1週間清浄環境下で子備飼育した後、実験に

供した。

2) X線照射

深部治療用X線発生装置(東芝 KXC-19-7)を用い、次の条件によりマウスの全身照射を行った。

すなわち、電圧:150kV、管電流:20mA、線量率:①0.5Gy以上の線量を照射するときは

O.2Gy/min、②O.5Gy以下の線量を照射するときはO.05Gy/min、である。

3)実験のプロ卜コール

①低線量X線照射に対する国IUdR取り込み反応、

125IUdRの取り込み量を指標として TKの活性を調べた。マウス腹腔に 125IUdRを静脈注入すると、

ほぽ 1時間で全身の増殖細胞の DNAに取り込まれる。その量は投与した 125IUdRの約 5%で、残

余は速やかに分解され、ほぽ24時間で尿とともに

体外へ排出される。そのため、全身および各臓器に

取り込まれた放射能量の測定は、 125IUdR注入の48

時間後に行った。." -D
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② 125IUdR取り込みに対する臓器系の差の検討

a. マウスにX線0.05GyまたはO.lGyを全身照

射し、照射後 0.5，2， 4， 6， 8， 10， 24時間目に

125IUdR74KBqを腹腔に注射した。対照群にはX線

を照射しない空操作を行った。 1処理あたりのマウ

スの数は 3~5 匹である。

b. 125IUdR注入の48時間後に小腸、牌臓、胸腺

を摘出し、その放射能量をオートウェル型ガンマー

カウンターで測定した。各臓器の 125IUdR取り込み

の経時的変化を非照射の対照群の取り込みに対する

比率で求めた。

(3)結 果

全身照射したマウスに invivoで 125IUdRを取り

込ませると、 Fig.1に示す様に、各種臓器に取り込

まれた量は、照射4時間後に最小となにり、以後徐々

に回復する傾向が観測された。 Feinendegen等が示

した invitroでの実験事実が invivoの系でも再確

認されたと言える。この現象は NMRIおよび

Balb/c系統のマウスに共通して見られたことから、

普遍性の高い現象と評価される。
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3. 低線量X線照射による SOD誘導合成 31

(1 )序論

ホルミシス効果のーっとして抗酸化反応に注目し、これに関与すると言われる酵素 SOD(super-ox-

idedismutase)が、低線量照射によって変化する様態を調べた。

(2)実験方法

1)実験動物

放射線感受性の高い胎児も使用するため、 21週令の Wistarラット(雄、 SPF)および妊娠満期の

Wistarラットを購入し、 lケージあたり 3匹に分配して 1週間予備飼育し、実験に用いた。分析

の対照とした臓器は、成熟ラットについては牌臓である。しかし、胎児の牌臓は小さいため分析上

の困難があり、肝臓を用いた。

2) X線照射

島津社製X線発生装置 (SHR250M-2)により、 0.25，0.5， 1.0， 2ム5.0およひ:10.0Gyの全身 1回

照射を行った。なお線量率はいずれの場合も0.20Gy/minである。

3 )実験のプロトコール

① SOD活性の測定

成熟ラットについては、照射 4時間後に断頭し、牌臓を摘出した。この牌臓をホモジナイズし、

2900rpmで15分間遠心分離を行い、上清を回収する。得られた上清は、さらに11，800rpmで30分

間遠心分離し、上清である細胞質と沈搬するミトコンドリアに分画する。この上清は再度

11，600rpmで60分間遠心分離され、ミトコンドリアが上清に残らないようにした。このようにし

て得られた上清は、 Cu!Zn-SODを含み、ミトコンドリアには Mn/SODが含まれる。 SOD活性の

測定は ESR法により行い、 Cu!Zn-SODおよび Mn-SODのそれぞれについて測定・評価した。

なお、ビタミンEなどの測定妨害物質については、試料前処理の段階において透析除去の操作を行っ

た。

② SODmRNAの測定

臓器から RNAを分離する方法としては AGPC

(Acid Guanidium Phenol Choloroform)法を適用

し、 Oligotex-dT30を用いて Poly(A)+ mRNA 

の精製を行った。また、 RNAの発現を分析す

る方法としては Northern Blotting法を用いた。

-H  C -a o 且h 

bO 

E 

D 

8 

* 
Cu;Zn・SOD

←fヰみ1¥吋¥可

(3)結果
・〈“ “ 4 〉2，ω註吋、

Mn-SOD 

1)成熟ラットの SOD活性の変化
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Fig.2は、成熟ラットに0.25，0.5および1.0Gy

のX線照射を行い、その 4時間後における牌臓

のSOD活性を測定した結果である。同図に示

す通り、 0.25GyのX線照射により、特に

Cu/Zn-SODの活性が高まることがわかった。

Q O Uコ

。 0.50 1.∞ 

Dose [GyJ 

Fig. 2 Dose Dependent Changes in SOD Ac-

tivities in Spleen of Rats at 4 Hours 

after adiation. Each point represent the 

Mean :t S. E. M.， p<O.05 vs control. 

N=10. 
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2) SODmRNAの変化

成熟ラットの場合① 

Fig.3は、成熟ラットに0.25Gy照射し、 1，4，8，24時間後に摘出した牌臓から分離・精製した Poly(A)

~RNA (各 5μg)について NorthernBlotting法による解析を行った結果である。同図から、 0.25Gy

の照射により、 Mn-SODの場合には mRNAの発現は殆ど見られなかったが、 Cu/ZnSODに対して

は有意な増加が認められた。

胎児ラットの場合② 

4時間後に母親、およびその胎児より妊娠満期ラットに0.05，1 ， 2 ， 5 および~10Gy の X線を照射し、

摘出した肝臓について解析を行った。その結果、母親の肝臓では Cu/ZnSODとMn-SODのいずれ

しかし胎児については、特に 1Gyの照射線量において、も変化は殆ど認められなかった。

Cu/ZnSODとMn-SODのそれぞれの mRNAが増加することが確かめられた。

4.低線量X線の全身照射によるラット免疫細胞の幼若化機能活性41

E命(1)序

放射績に対して高感受性を示すTリンパ球と Bリンパ球は、成熟状態では通常増殖せず、幹細胞が増

しかし、成熟細胞にマイトジェンを作用させることにより分裂・増殖を誘導することができ、殖する。

免疫機能の活性状態を見る指標として利用できる。

(2)実験方法

1)実験動物

実験動物には、雄7週齢の SPFのF344INSLcラットを用いた。

X線照射2) 

照射は目立X線照射装置 MBR-1505Rにより 10分間かけて行った。

3 )実験のプロトコール

照射線量依存性および免疫組織の応答性① 

0.01~0.5Gy または 2Gy のX線照射 4 時間後に、胸腺、骨髄、牌臓の免疫組織から細胞浮遊液を

マイトジェンとして2.5μg/mlの ConAを添加して培養した。細胞の増殖能は、 3H_TdR 
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調製し、



の取り込み量を測定して評価した。

② 各種マイトジェンによる応答性

0.01および0.05GyのX線照射 4時間後に牌臓の細胞を調製し、 マイトジェンとして ConA、

PHA-Pおよび LPSをそれぞれ添加して培養した。

③ 照射後経過時間依存性

0.05GyのX観照射後、 1，2，4，8， 12および24時間経過した時点で胸腺と牌臓の細胞を調製し、

ConA、 PHA-P、およびLPSの各種マイトジェン存在下において細胞培養を行った。

(3)結 果

胸腺、骨髄および牌臓の免疫に係わる 3種類の組織に対し、 ConA応答を調べた結果、幼若化反応の

活性が顕著に見られたのは牌臓であった。 Fig.4は、牌臓について、 ConA応答の照射線量依存性を調

ベた結果である。同図に示す通り、約5cGyの照射量に対して ConA応答はピークを示し、約20cGyを

越えると減衰する線量依存の曲線が得られた。

このような現象は、 6週齢の雄のマウス (BALB/c) でも見られており、特定の低線量域においてT

細胞の幼若化反応が種差によらず活性化する可能性を示唆している。

また、各種マイトジェンに対する応答を調べた結果、 0.05Gyの照射量の時には ConA-P、PHA-P

および LPSのいずれに対しても幼若化反応に活性化が見られた。 しかし、 O.OlGyの照射量では、

ConAに対してだけ幼若化応答が認められた。幼若化反応が継続して認められた時間は、 ConAで約 8

時間、 またPHA-PおよびLPSでは約12時間であり、その後は元の状態に戻ることがわかった。

Fig.4 
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5. ヒ卜の胎児細胞における放射線抵抗性の獲得 5)

(1)序
=λ 
百周

低線量放射線を受けた正常細胞が、その後の高線量照射に対して抵抗性を示す適応応答の存在を確か

め、 その機構を解明する研究に取り組んでいる。 ここでは、低線量照射された正常細胞がどの様に応答

するか調べる。また、 この応答が細胞間情報伝達に依存するかどうか調べるため、 ヒト胎児由来正常細

胞とヒト子宮がん細胞に低線量X線をそれぞれ照射し、その後の高線量照射に対して抵抗性が獲得され

るかどうか検討した。さらに、細胞間情報伝達に関係するとされる Ca2+イオン、およびTPAの係わ

りを調べた。
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(2)実験方法

① 細胞とその培養方法

実験に用いた細胞は、ヒト胎児から得た繊維芽様細胞 (HE22) と、ヒト子宮がん細胞 (Hela)で

ある。培養は3X 105個の細胞を25cm2の細胞培養フラスコに入れ、 10%FBS含有の Eagle-MEM

培地中で行った。また、 HE22細胞の放射線感受性をコロニー形成法で調べる際には、 200個の細

胞を培養シャーレに入れ、同様にして 6時間培養してから高線量のX線を照射した。照射後培地を

新しいものに交換し、さらに12日間コロニー形成のために培養を継続した。

② X線照射

照射は日立X線照射装置 MBR-1505R2で行い、フィルターには0.2mmCu+ 1mmAlを用いた。印

加電圧150kV、電流5mA、照射線量率は27.8cGy/minであった。

(3)実験のプロトコール

① 放射線抵抗性

HE22細胞の培養を開始してから 4時間後に、低線量X線として o~40cGy の線量を照射した。
HeLa細胞では同様にして、 o~40cGy の線量を照射した。さらに 4 時間培養した時点で、

200cGy高線量照射を行った。その後5日間培養してから生細胞数を測定し、相対増殖度を求めた。

② Ca2
+ イオンの影響

HE22細胞の培養を開始してから 4時間後に、正規の培地を捨て、 Ca2
+含有または不含の HBSS

培地に交換してから、 13cGyの線量を照射した。 10分後に正規の培地に再度交換し、さらに 4時

間培養した時点で、 200cGyの高線量照射を行った。その後、 5日間培養してから生細胞数を測定

して、相対増殖度を求めた。

① TPAの影響

HE22細胞の培養を開始してから 3時間40分後に、 100ng/mlの濃度で TPAを培地に添加し、その

20分後に13cGyの線量を照射した。さらに20分後に TPAを含んだ培地を捨て、正規の新鮮培地に

交換した。その後 4時間培養してから200cGyの高椋量照射を行い、 5日間培養してから生細胞数

を測定して、相対増殖度を求めた。

(4)結 果

① 放射線抵抗性

Fig.5は HE22細胞、またFig.6は HeLa細胞について、 200cGy照射 5日後の生細胞数におよぼ

す低線量X線照射の効果を調べた結果である。 HE22細胞では、 200cGy照射を行う 4時間前に10

~20cGy の事前照射を行うと、 13cGy をピークとして、相対増殖度が有意に増加することがわかっ

た。しかし、 HeLa細胞については、相対増殖度の増加は認められなかった。

② Ca2
+イオンの影響

Fig.7に結果を示す。同図から200cGy照射を行う 4時間前に、 HE22細胞を Ca2
+含有培地中で

13cGy照射すると、生細胞数の相対増殖度は約20%の有意な増加を示すことがわかる。しかし、

Ca2
+ を含まない培地では13cGy照射しても有意な増加は認められなかった。

③ TAPの影響

TPAは、正常な細胞聞の情報伝達を間害する薬物である。正常培地に TPAを添加すると、 Fig.8

に示すように、 HE22細胞に13cGy照射を加えても、相対増殖度の有意な増加は認められなかった。
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Fig.8 Difference in relative growth ratio of 

pre -irradiated HE22 cel1s after reciev-

ing the challenging irradiation of 200 

cGy by the presence or absence of phor-

bol 12 -myristate 13 -acetate(TP A) in 

the medium during the conditioning ir-

radiation. Relative growth ratio 

growth ratio of irradiated cells/growth 

ratio of sham -irradiated. The data 

mean :t SD od six independent deter-

minations.、0.05by t-test 
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6. 自然がん転移の抑制効果 6)

(1)序論

ここまで述べたホルミシスと言える種々の現象は、分子および細胞レベルで見られた結果である。こ

こでは個体レベルで見られたホルミシス効果の代表的な事例として、自然がん転移の動物実験系で、低

線量X線の 1回照射により、がんの肺転移が抑制された結果を紹介する。

(2)実験方法

1)実験動物

実験には雌の 8~10週令のWHT/HT マウスを用いた。

2) X線照射

X線の照射は深部治療用X線発生装置(島津製作所 SHT250M-3)を用いた。印加電圧と電流は

それぞれ230kVおよび20mAであり、照射線量率は62cGy/minである。照射時聞を14.5秒に設定

して、マウスに15cGyの 1回照射を行った。

3 )がん細胞とその移植

がん細胞は WHTlHrマウス皮膚に自然、発生した偏平上皮がんを皮下継代移植により系統維持した

もののうち、肺への高転移株を用い、 1X 103個のがん細胞をマウスの皮下に注射により移植した。

4 )免疫賦活剤の投与

免疫賦活剤には OK432を使用し、マウスの腹腔内に注射した。

5 )実験のプロトコール

① 肺コロニー数の変化

実験は次の 3群に分けて行った。腫虜コロニー数の測定は、摘出した肺を Bouin液によって固定

染色した後、肺表面に肉眼で観察されるコロニー数を数え、肺コロニー数とした。

a.対照群;マウスにがん細胞を移植したその40日後に肺にできた腫蕩のコロニー数を調べる。

b. 低線量照射群;マウスにがん細胞を移植してその20日後に15cGyの低線量照射をし、がん細

胞移植後40日目に肺にできた腫蕩コロニー数を調べる。

c. 免疫賦活剤投与群;マウスにがん細胞を移植してその18日後、あるいは22日後に OK432を投

与し、がん細胞移植後40日目に肺にできた腫蕩コロニー数を調べる。
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Fig. 9 Inhibition of tumor metastasis to lung by intraperitoneal injection of 200μg of OK432 or total 

body single irradiation with 15 cGy on WHTIHt mice. The hosts were transplanted with 

epidermoid carcinoma cells into subcutaneous at left leg. 15 cGy was irradiated 20 days after 

transplantation. Number of mice per expenimental point is 10， except for controls. 20 mice 
were used for controls. Significance ;車p<0.05and事事p<O.Olby t-test. 
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(3)結果

がん細胞移植40日後に観察される肺に形成された腫蕩のコロニー数を Fig.9に示す。同図から、がん

細胞の移植後20日目に15cGyの全身照射を一回行うことで、肺への転移率は照射を行わない対照群に比

べて約40%減少することがわかった。低線量照射によるこのようながん転移の抑制効果は、 OK432を単

独に用いた場合とほぼ同じであり、両者を併用する場合には、更に約30%、がん転移抑制の効果を高め

ることができた。以上のことから、偏平上皮がんの自然転移という限られた条件の下であるが、低線量照

射が、がんの転移を抑える可能性が示唆された。

7.おわりに

放射線ホルミシス研究に関する電中研における研究について紹介し、これまでに得られたホルミシス効

果と思われるいくつかの事例を示した。低線量の放射線照射は生体にとって有害ではなく、むしろ有益な

効果を生じるというホルミシスの考え方は極めて魅力的である。このホルミシス現象を検証できたならば、

これまで推測の域を脱することができなかった低線量放射線の生物影響に対し、新たな判断基準を提供す

ることになろう。

しかし、ホルミシス研究の魅力だけにとらわれることは、実験データの解釈・判断に誤りを生じる可能

性があり、常にこのことに留意する必要があろう。言いかえるならば、刺激に対する生体の応答を調べる

ときにはプラスの効果にだけとらわれるのではなく、マイナスの効果についても留意する気持ちが大切で

ある。

放射線ホルミシスの研究はまだその緒についたばかりである。これまでの研究により、ホルミシスと思

われる現象は分子、細胞、および個体のいずれのレベルでも生じることがわかった。重要なことは、それ

らの現象が持つ意味づけをすることであり、ホルミシス効果の生じるメカニズムを明らかにすると同時に、

総合的に見たときに個体レベルだと果して悪い効果は現れないか、見極めることが必要となろう。
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The Models of Internal Dose Calculation in ICRP

NAKANO, Takashi

Division of Radiotoxicology

National Institute of Radiological Sciences

4 - 9 - 1 Anagawa, Inage-ku, Chiba 263 Japan

abstract

There are a lot discussions about internal dose calculation in ICRP. Many efforts are

devoted to improvement in models and parameters. In this report, we discuss what kind of

models and parameters are used in ICRP. Models are divided into two parts, the dosimetric

model and biokinetic model. The former is a mathematical phantom model, and it is mainly

developed in ORNL. The results are used in many researchers. The latter is a compartment

model and it has a difficulty to decide the parameter values. They are not easy to estimate

because of their age dependency. ICRP officially sets values at ages of 3 month, 1 year, 5

year, 10 year, 15 year and adult, and recommends to get values among ages by linear age inter-

polate. But it is very difficult to solve the basic equation with these values, so we calculate by

use of computers. However, it has complex shame and needs long CPU time. We should make

approximated equations. The parameter values include much uncertainty because of less ex-

perimental data, especially for a child. And these models and parameter values are for Cauca-

sian. We should inquire whether they could correctly describe other than Caucasian. The body

size affects the values of caluculated SAF, and the differences of metabolism change the

biokinetic pattern.
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abstract 

There are a lot discussions about intemal dose calculation in ICRP. Many efforts are 

devoted to improvement in models and parameters. In this report， we discuss what kind of 

models and parameters are used in ICRP. Models are divided into two parts， the dosimetric 

model and biokinetic model. The former is a mathematical phantom model， and it is mainly 

developed in ORNL. The results are used in many researchers. The laUer is a compartment 

model and it has a difficulty to decide the parameter values. They are not easy to estimate 

because of their age dependency. ICRP official1y sets values at ages of 3 month， 1 year， 5 

year， 10 year， 15 year and adult， and recommends to get values among ages by linear age inter-

polate. But it is very difficult to solve the basic equation with these values， so we calculate by 

use of computers. However， it has complex shame and needs long CPU time. We should make 

approximated equations. The parameter values include much uncertainty because of less ex-

perimental data， especially for a child. And these models and parameter values are for Cauca-

sian.羽Teshould inquire whether they could correctly describe other than Caucasian. The body 

size affects the values of caluculated SAF， and the differences of metabolism change the 

biokinetic pattem. 

1. ICRPのタスク・グループ

ICRPにおいて内部被ばく線量計算に関する議論は専門委員会2 (線量評価)の下に作られている線量

放射線医学総合研究所・内部被ばく研究部
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計算タスク・グループで行われている。 このタスク・グループは、 もともと ICRPPub.30の計算をする

ためにアメリカ合州国オークリッジ国立研究所の研究者達によって作られた。その後、恒常的なタスク・

グループとなり、現在 ICRPの線量評価で使用されている数値を計算している。 メンバーは連合王国の

NRPB、ドイツの ISH、ウクライナの放射線医療科学センターからも集められるようになった。 しかし、

計算の中心的な役割を担っているのは、依然としてオークリッジ国立研究所の研究者たちである。

2.線量計算の基本方程式

九才で放射性核種を体内に取り込んだ時、 tJ才までに標的臓器Tが受けとる等価線量 Hy/to)は、

Specific Effective Energiesと線源臓器Sでの放射性核種の量 qsj{t)の積を標的臓器Tと可能な組合わせに

ついて足し合わせたものを toからむまで時間積分したもので表される。

Hy/tr) =ィ:ZZMSEEげ← 5;t)jdt 

ここで、 cは単位を合わせるための定数、 sは線源となる臓器、 jは線源の種類、 qsJt)はjの線源となる

放射性核種の分布、 SEEは線源臓器から標的臓器への SpecificEffective Energiesである。 qSjとSEEの

関数型が決まれば、すぐに値は求まるが、複雑な過程や年齢による変化などが含まれているために一般的

には非常に難しい。そこで、 これらの関数値を求めるためにモデルを決めて計算される。

ICRPでは、 tj として70才が用いられる。 ここで求められた HTに組織荷重係数 J)をかけ標的臓器Tに

ついてたし合わせると実効線量となる。

E(tr) = I WTH y/tr)十 w，.."/I，，m(tr)

ここで WT:Tに対する組織荷重係数 W"m 残りの組織に対する組織荷重係数(残りの組織とは組織荷重

係数が個々に与えられていない組織のことである。 J)これの取り扱いについても種々の議論があるが、 -'-
こでは省略する)

3. モデル

基本方程式を実際に計算するためには以下の 2つのモデルが必要である。

i) SEEを求めるための Dosimetricmodel 

128 

ある時刻 tにおいて、ある線源臓器Sに単位量の放射性核種がある時に考える放射線が標的臓器Tに

どれくらい線量を与えるかを計算するためのモデル(次の二つの部分がある)

-幾向学的位置関係によるSAF(specificabsorbed fraction)を求める (標準的な数学ファントムと計

算機によるモンテカルロ計算で求められている)

-分布している線源の性質(放出する放射線の種類、 エネルギー、性質、崩壊形式)

SEEi土、放出されるエネルギーとSAFの積で表される。具体的な式は下記のようになる。

ZjQi YiEjAFj(T← 5; t) 
SEE(T← 5; t)i = 

My/t) 
IPhyjSAFJT← 5，。



rr -1 ICRPの内部被ばく線量評価モデル

ここで、Qjは放射線iの放射縁荷重係数ヘY，.はー崩壊あたりに生じる放射線の数、 Ejはエネルギー、

AFjはSを出てTに到達する割合でMTは標的臓器の質量である。 SAFは複雑な過程で計算される

ため、 ICRPでは αやF粒子など飛程の比較的短い放射線に対しては線源臓器内のみが影響されると

考える。また光子に対しては、オークリッジ国立研究所の CristyとEckermanによるファントム計

算の結果が用いられる。2)この計算は、 3カ月、 1才、 5才、 10才、 15才、成人の両性数学ファント

ムを用いた計算である。

核種のデータについては、各研究機関でまとめられたデータ集が存在し、 ICRPには ICRPPub. 

383
)がある。

ii)むを求めるための Biokineticmodel 

ある時刻 tにおける体内の縁源分布を計算するためのモデル

このモデルは、線源の取り込み方によって次の様な物に分かれる 0

・胃腸管吸収(食物からの摂取
> =今血中への移行

・呼吸器吸収(呼吸による摂取

-体内動態(血中と臓器のやりとり)

これらのモデルの聞の関係を図示すると以下の様になる。

注射

体内の線源の動きはコンパートメントのバランス方程式で表される。核種の分布を各コンパートメン

トの放射性核種量を成分とするベクトル司(t)で表すと次のように式に書かれる。

~~ q(t) = Aq(t) (一次過程のみを考える)
dt 

A:流量率行列 (r1
の次元を持つ)、 q(tc)=むの初期条件で解く。

以下で体内動態E仰を求めるモデルについて議論する。

4.体内動態モデル

体内動態の基本的な流れは以下のようなコンパートメント図を考える。
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矢印の方向に物質のやりとりがある。個々の移行の割合を弘ーであらわす。(i :流出源 j :流れ着く

先)Aは入uを成分に持つ流量率行列、互のはそれぞれのコンパーメントの放射性核種量を成分に持つベ

クトルである。以上を使って物質のバランス方程式を表すと、

d I qlt) 
lU21L1||仇

λ12 λ22 ・・・ λn2 I I qlt) 
dt 

qif) I A:n A2n λ~n I I qn~t) 

ここで、

λii ==一λr-Iλu
J手 1

(λ 物理学的壊変定数)

λ11はiコンパー卜メントからの総流量率にマイナスをつけたものを表している。個々の成分に注目すると

長qt)=Iλi}qlt) -I Ajkqt)-AAjの

コンパー卜メン卜での生物学的半減期を TlI2、流量率を λと考えると両者には次の関係がある。

Jη2 .-1 
λ=買Z(λ は、 r'の次元を持つ)

物理学的半減期と壊変定数の間にも同様の関係がある。ここに現れるパラメータは、考える核種について

の動物実験、事故等における人間のデータや、同じような振舞いをする核種についての生物学的半減期の

データを元に考えられている。

しかし、パラメータ値が全て確定したとしても、この方程式は一般的に解析的な解を求めることはでき

ない。従って、電子計算機を使って数値解を求めることとなる。

5. Amの場合の例41

血中からの消失の生物学的半減期は多くの動物実験より約30分と見積もられており、その30%が

fast -turnoverの軟組織 (STO)へ行き、残りの 7%が尿管の方へ行くと考えられる。血中から糞への移

行は 2つの経路がある。一つは肝臓から流失する量の2.6%が胃腸管にまわるもので、それと血中流失量

の1.3%がまわるものがある。以上より、血中からの消失の流量率は33.3/d、血中→ STOは10/d、血中→

尿管は1.63/dとなる。同様にして血中と軟組織聞の半減期の見積もると下の様になる。

血中から STOへの半減期 100分

血中から ST1への半減期 10時間

血中から ST2への半減期 1.5日

STOから血中への半減期 0.5日

ST1から血中への半減期 50日

ST2から血中への半減期 100年
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[-1 ICRPの内部被ばく線量評価モデル

これらについては年齢による変化はないと考える。

骨と肝臓へ行く量は血中から STOへ行く量を除いた量の約80%となる (18.64/d)。この量は年齢にか

かわらずほぼ一定だと考えられている。骨への付着は骨の成長の仕方によるので年齢依存が考えられる。

従って肝臓への移行にも年齢依存があることになる。動物実験などから年齢別の骨と肝臓への移行率の比

率が決められており人間では30才で 3: 5と考えられている。以下年齢別に 1才で 7: 1、 5'"'-'15才で

5 : 3、18才で 1 1と考えられる。また、 CorticalboneとTrabecularboneには、全ての年齢で同等

量が分配されると仮定する。骨内での物質の動きはここ20年間の研究成果により推定されているが、未

確定な物や議論の決着のついてない物が多くデータも不足気味であるため確定的に決めることはできない。

以下、更に細かくコンパートメントをわけて、得られているデータと整合するように流量率を決める。

これらの値を決めるために使われた実験データは、 beagle，rat， baboon， monkey， sheep， cow， goat， 

humanについての物である。

この様にして各コンパートメント聞のパラメータが 3カ月、 1才、 5才、 10才、 15才、成人に対して

それぞれ与えられている。年齢依存している部分は骨内と血中から骨・肝臓・生殖腺への移行、尿の排世

である。パラメータが決まると一応バランス方程式が解ける。但し、流量率行列は一般的には複雑なので

解析的には解けず電子計算機による数値解を求める。これにより、放射性核種摂取後の任意の時間におけ

る臓器等の残留放射性核種の量が分かる。それに放射性接種の物理的な性格や dosimetricmodelを組み

合わせる事により体内の各部位における線量を計算することができる。

6.近似について

このモデルにおける最大の難点は如何に実験データと矛盾しないパラメータ値を得るかである。実験デー

タの数や条件などが違うためさまざまな仮定が入って来るし、体内動態、や放射線影響の研究が進み重要な

臓器が認識されコンパートメントが増えてモデルが複雑になってくる。複雑な系になるほど全体の整合性

を保つことが難しくなる。また結果を得るための計算も長時間かかることになる。そのため、基本方程式

をそのまま解くよりも近似したものを解く方が良い。計算の近似としては、行列の非対角成分を簡略化す

ることで、考えるコンパートメント以外からの寄与を平均化して、 /iと置くと以下のようになる。

長川=fi - AJt)qJt) 

係数 λや関数んが時間によらないような短い間隔 (L¥ t) を考えると、この式は解析的に解け、その解は

次の様になる。

川=士(1一戸)+むW

またfiは以下のように表される。

ん=去ZhF1例 t

fiの式に現われる qdt)は、既知のものである。即ち求める qj(t)と時聞が一致していない。放射性核種を
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摂取して時聞がたち、体内での移行が平衡に近付いてくると M をかなり大きめにとっても良い近似とな

る。

7.問題点

ここで議論したモデルやパラメータ値は欧米人に対して求められた物である。従って他の民族、例えば

日本人に当てはめるには注意が必要である。 SAFの計算においては体格や臓器の位置関係の違いは計算

のやり直し、ファントムの作り替えを意味する(簡易的に解決するにはスケーリングファクタを導入する)。

体内動態については、それぞれの人種にあったパラメータの調節が必要である。しかし、どの人種に対し

ても総合的なデータの不足と仮定の弱さのために確実に全年齢をカバーできるパラメータを核種全てにつ

いて決めることは難しく、特に幼児に対するデータは極端に少なく厄介である。また、年齢依存も 6種類

の年齢のみ与えられておりその聞の年齢に対してパラメータ値をどう近似するかも議論されている。
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Abstract 

The New ICRP Human Respiratory Tract Model 

Nobuhito Ishigure 

Division of Radiotoxicology. National Institute of Radiological Sciences 

9-1. Anagawa-4-chome. Inage-ku. Chiba-shi. 263. Japan. 

In 1984 a special Task Group of the ICRP was appointed by Committee 2 to review the 

dosimetric model of the respiratory tract used in Publication 30 and recommend a new model. 

A revised model was adopted by ICRP at its 1993 April meeting and the result was presented 

in Publication 66. 

This revision was motivated by the availability of new information on morphology， 

physiology， deposition， clearance and radiation effect， and by greatly expanded dosimetry re-

quirements. The model provides most of the flexibility needed to calculate doses to the respirat-

oηtract for a wide range of exposure conditions and for specific individuals. This flexibility 

also allows for revision of reference parameter values as new information becomes available 

without changing the model. Addressing these requirements has made the new model more 

complex than previous models. A help of computer software may be required for health 

physisists to adapt the new model to individual work places. 

In chapter rr of the present paper， an overview of the new ICRP Human Respiratory Tract 

Model is introduced. A result of dose calculation for 239PU by the authors is presented in 

chapter m. Variety ofα-doses depending on the types of target cells is discussed in chapter 

N. In chapter V， discussion is presented on how the α-dose to lung is changed by the values 

of the weighting factors assigned for the partition of radiation detriment among respiratory 

tract I1ssues. 

放射線医学総合研究所
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I.はじめに

ICRP (The International Commission on Radiological Protection)は、 1984年に「放射線防護のための

呼吸気道モデル」に関するタスクグループを設置した。その目的は、 1979年に刊行の ICRPPub1.30のモ

デルを見直し、改訂することである。 10年近くの検討を経て、このたび改訂作業が終了し、その結果は、

ICRP Publ. 66として刊行された 1)0 II章でその概要を紹介し、 E章では演者らによる線量の計算例を示

し、 N章以下では、本シンポジウムの主題との関連を重視して、呼吸気道の標的細胞に関するモデルと α

線線量との関連に焦点を絞り議論する。

1I.新呼吸気道モデルの概要

1.呼吸気道の領域区分

呼吸気道の解剖学的領域は、放射線感受性とクリ

アランスの差異を反映するように従来よりも細かく

区分された。その概略を Fig.1に示す。まず胸郭

外の領域と胸郭の領域の 2領域に大別され、さらに、

胸郭外領域は①前鼻道 (ETJ)と②後鼻道、咽頭、

喉頭および口 (ET2)の 2領域に、胸郭領域は、①

気管および第 8分枝までの気管支から成る気管支領

域 (BB)、②第 9から15分枝の細気管支から成る

細気管支領域 (bb) および③第16分枝以降の呼吸

細気管支、肺胞管、肺胞嚢および結合組織から成る

肺胞一間質領域 (AI)の 3領域に、計 5領域に区

分された。また、リンパ組織は、胸郭外領域の組織

LNETと、胸郭領域からのリンパ液の流入する組織

LNTHとに区分された6

2.形態計量モデル

Extra-
thoraclc 

Thoraclc 

Fig. 1 Anatomical regions of respiratory tract. 

呼吸気道の形態や構造の寸法は粒子の沈着分布に強く影響するため、線量計算モデルを公式化する際に

不可欠な要素となる。新モデルでは、こうした呼吸気道の形態計量モデルが定義され、種々のパラメータ

の中央値が与えられた。さらに、気道寸法の縮尺が身長の関数として与えられており、異なる年齢、性に

対する値も求めることができる。

3.標的細胞

今改訂の新しい試みとして、肺全体の平均線量ではなく、各気道領域ごとに、発がんリスクを考慮すべ

き細胞 (cellsat risk)が標的細胞として定められ、その細胞核が分布する組織の層の吸収線量が計算さ

れた。標的細胞はそれぞれ、 ET1およびET2領域:基底細胞、 BB領域:分泌細胞と基底細胞、 bb領域:

クララ細胞、 AI領域:クララ細胞と E型上皮細胞とされた。

4. デトリメントの気道領域間の分配

放射線感受性が気道領域により異なる可能性を考慮するため、各気道領域に、それぞれの相対的感受性

に応じた比率を定め、これを各気道領域の線量に乗じ、合計することによって呼吸気道全体の預託等価線

量を求めることとされた。
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1I-2 新呼吸気道モデル

5.沈着モデル

新モデルでは、広い粒子径範囲 (0.0005μm"-'100μm)のエアロゾルの各気道領域への沈着率の計算法

が示された。 5つの気道領域を、それぞれが固有の沈着効率と容積とをもっエアフィルタと見なし、これ

らが ETlから順番に AIまで、次に逆に AIから ETlまで 合計 9個直列に連なっている多段フィルタを

想定して沈着割合が計算される。領域個々の沈着効率は、空気動力学的機構(重力沈降、慣性衝突)と熱

力学的機構(拡散)の競合的な作用により決まるとされ、各々の機構による沈着効率が、粒子径等粒子性

状パラメー夕、呼吸流量等生理学的パラメー夕、および気道の容積等形態計量学的パラメー夕、の 3者の

関数として数式表現されている。

6. ガスおよび蒸気

ガス状物質のあるものは、気道表面から吸収され、気道壁内部を拡散し、血液へ吸収されて体組織へ運

ばれる。この過程は複雑であり物質に強く依存する。このうち気道表面からの吸収は、ガスの、表面の液

体との反応性および溶解性に依存する。新モデルでは、反応性と溶解性の大きさに対応して、物質を 3つ

の等級に区分した。しかし、ガス状物質の等級付けに関する溶解性等の規準が示されていないし、等級が

示されている物質も限られており、実際の適用に当たっては必ずしも十分とは言えない。

7. クリアランスモデル

クリアランスの経路を、①胃腸管への粒子輸送、②リンパ組織への粒子輸送、および③血中への吸収、

の3経路とし、これらが競合的に進行すると考えられた。粒子輸送は物質によらず一定とされ、一方、血

中への吸収は物質の物理化学的性状に依存するとし、特に情報が無い場合は、血中への吸収され易さに応

じ従来のクラスDの物質はタイプF (Fast)に、 WはM (Moderate)に、 YはS (Slow)に分類された。

また、これらクリアランスの速度は本来時間依存性であるが、数学的処理を容易にするため、特定の速度

常数を持つ複数個のコンパートメントの組み合わせにより時間依存性の表現を試みた。このため、コンパー

トメントの数は従来より大幅に増えることとなった。

8.線量計算

線量計算の基本方式は、 ICRPPub1.30で勧告された方式2)と同様である。種々エネルギーの α線と P

線について、各気道領域の標的細胞層の AF(吸収割合)が計算され主文に図として、付属書には数式が

与えられている。光子の SAF(比吸収割合)に関し、①胸郭外領域(線源)→全身の組織(標的)、②

全身の組織(線源)→胸郭外領域(標的)、③胸郭領域(線源)→全身の組織(標的)、④全身の組織

(線源)→胸郭領域(標的)、の4種の組み合わせについて計算され、付属書に表として与えられた。こ

の表は、 3か月児、 1才、 5才、 10才、 15才および成人男子について計算されたもので、ある。

1II.新モデルに基づく 239PUの線量の計算例

1.計算の条件

PC用線量計算プログラムを自作し、 239PUによる主要な組織の線量を新モデルに基づき試算した。計算

の条件は次の通りである。イ)被検者:成人男子、ロ)身体活動:軽作業5.5時間+座業2.5時間、ハ)摂

取モード:急性吸入摂取、ニ)摂取量:1Bq、ホ)粒子径分布:多分散、へ)粒子の密度:3g/cm3、 ト)

粒子の形状係数 :1.5、チ)クリアランスのタイプ :SとM。

2.計算結果

各臓器の荷重預託等価線量および預託実効線量の計算結果を Fig.2に示す。横軸は AMAD(Activity 
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Fig. 2 Equivalent dose of 239PU to tissues for reference worker for the aerosols of density 
3g/cm3 and shape factor 1.5: (a) for type S and (b) for type M compounds. 
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Median Aerodynamic Diameter)で表したエアロソ・ル粒子の直径である。なお、骨髄の線量は骨表面線

量に近いため省略した。

(1)タイプS

タイプSの化合物に関する計算結果は次のようにまとめられる。

①線量係数、すなわち 1Bq摂取当たりの預託実効線量は、粒子径 1μmの時1.5X 10-5 Sv/Bq、5μmで

は8.9X 10-6 Sv/Bqと評価された。 ICRPPubl. 30で勧告された旧モデルによる線量係数8.9X 10-5 Sv/Bq 

と比べこれらは小さ L、。

② 1μm前後の線量係数の変化は比較的ゆるやかである。例えば、粒子径1μmを規準とした時、線量係

数が 2倍となる粒子径は0.15μm、一方、半分になる粒子径は 8μmであった。つまり、粒子径がこの範囲

にあれば、正確な粒子径が不明の場合でも 1μmの線量と係数 2以上異なることはない。

③線量係数は0.02μm付近で最大となり、その値は 1μm粒子の5.4倍を示した。

④各臓器の実効線量への寄与は、 0.02μmから 5μmの間でほぼ一定である。その値は、

肺 : 63-67% (44%) 骨表面:12-14% (33%) 

骨髄:11-13% (10%) 肝臓 : 6 -8 % (13%) 

皐丸 :3-4%(一)

であった。()に ICRPPubl. 30の各臓器の寄与を示した。新モデルでは肺の寄与が増え、骨表面が半分

以下に、肝臓の寄与が約半分に減少したことが分かる。この変化には、呼吸気道モデルの改訂のみならず、

ICRP Pub1.563)における PUの体内動態モデルの変更や ICRPPubl. 604
)における組織荷重係数の変更も

関わっている。

⑤ 6μmに不連続が見られた。これよりも大きい粒子径で胸郭外領域の等価線量が他のどの組織よりも

大きくなるため、組織荷重係数0.025を掛けて実効線量に加算されるからである。

(2)タイプM

次に、タイプMの化合物に関しては、次のようにまとめられた。

①線量係数は、粒子径 l)lmの時4.9X 10-5 Sv/Bq、5μmでは3.5X 10-5 Sv/Bqと評価された。クラスW

のPUに対する ICRPPub1.30の線量係数1.4X 10-4 Sv/Bqと比べこれらは小さい。

② 11lm前後の線量係数の粒子径依存性はタイプSよりさらに小さいことが示された。例えば粒子径

11lmを規準とした時、線量係数が 2倍となる粒子径は0.12μm、一方半分になる粒子径は 9μmであった。

①線量係数はタイプS同様0.02μm付近で最大となり、その値は 1μm粒子の4.6倍を示した。
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II-2 新呼吸気道モデル

④実効線量への寄与は、 1Jlm付近で見ると、骨表面が最大で34%、ついで骨髄が32%、肝臓18%、皐

丸 9%、そして肺がし、ちばん小さく 7%であった。肺の寄与は粒子径が小さくなるに従って大きくなって

いる。

N.標的細胞に関するモデルと α線線量

1.組織平均線量の問題点

組織平均線量が生物影響の原因量のよい近似と見なせるのは、組織を構成する細胞の線量が均一の時か、

あるいは、細胞の感受性が一様でかつ線量一効果関係に比例性が成立する時である。ところで、気管支の

上皮組織は、粘液・媛液を分泌する細胞、繊毛をそなえた細胞、これらの細胞の基にある基底細胞など数

種の異なる上皮細胞により構成されている。肺腫蕩の組織発生に関するこれまでの研究によれば、肺腫蕩

はこれらの上皮細胞の全てからではなく、いくつかの特定の細胞種から発生する九この事実は、各細胞

種の放射線感受性が一様ではないことを意味している。従って、沈着粒子がラドン子孫核種のような α放

射体の場合には、付与されるエネルギーの空間分布が著しく不均等であるため、少なくとも放射線生物学

の観点からは、気道壁全体を対象とした平均線量は有効とはならない。

2.気管支領域の標的細胞

ICRP Publ. 66によれば、胸郭領域の腫蕩がどの細胞から発生するかについて、組織学者の聞で現在も

議論が続いているとのことである。 ICRPが、今回、発がんリスクを考慮すべき細胞を勧告するにあたっ

て参考にした文献を Publ.66に即して以下に紹介する。

GazdarとLinnoilaは、全ての種類の肺腫蕩の前駆細胞の候補として分泌細胞が最も有力であると考え

たへいくつかの文献はこの見解を支持している。例えば、 McDowellらは分泌細胞の方が基底細胞より

も分裂増殖能が高いことを観察し、大部分の気管支の腫蕩は分泌細胞から発生すると推察した九 Johson

とHubbsも基底細胞の分裂増殖能には限界があることを観察し、これをもとに、分泌細胞が気管支上皮

組織の主たる前駆細胞であると解釈したへ Masseは、 α放射体に曝露されたラットの気管支に発生した

偏平上皮化成が、基底細胞以外の全ての種類の細胞から構成されていることを観察した九この観察は分

泌細胞が前駆細胞であることを示唆している。また、 Jettenら10)、あるいは Plopperらll}の観察は、基底

細胞が中間細胞に由来し、真の幹細胞ではないことを示唆している。

しかしこれらの見解は、次に述べる観察と矛盾する。①Yamamotoら12)によると、ヒトの気管支上皮

の化成における後期の進行に関わっているのは基底細胞のみの可能性がある。②Inayamaらはウサギの

気管から得た90%純粋の基底細胞が、上皮の剥落した気管の移植片に再分布することをインピトロで観

察したへ③FordとTerzaghi-Howeは、ラットの気管上皮から基底細胞と分泌細胞とをフローサイト

メトリと磁気分離技術とによってきれいに分離し、各々の分裂増殖能を比較することによって、基底細胞

が気管上皮の幹細胞の有力候補であるとの見解を示した14)。また、 Spencerl5
)によると、基底細胞はクル

チッキー細胞および中間(未分化)細胞の前駆細胞であり、この細胞から燕麦細胞型の小細胞癌が発生す

る可能性がある。また、分泌細胞は、化成を経て偏平上皮癌になる可能性も考えられる。さらに、

AayersとJefferyは、タバコに曝露されたラッ卜において、基底細胞と分泌細胞の両者が上皮組織の再

生に関与すると述べている16)。

以上見てきたように、一方で、基底細胞が腫蕩形成過程において、正確な機序は不明にしても一定の役

割を果たしているという観察がある。しかしそのことによって分泌細胞の多機能性の前駆細胞としての中
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心的役割が否定されるわけではなく、新モデルにお

いては、これらの両者の細胞をともに標的細胞と見

なすべきであると勧告された。

3.気管支領域の気道壁の幾何学モデル

以上述べた議論を経て、新しい呼吸気道モデルで

は、気管支領域の気道壁の幾何学モデルと、してFig.

3に示すモデルが勧告された。表面に 5μmの粘液

の層、その下が 6μmの繊毛の層、さらにその下

10μmの深さから厚さ30μmの分泌細胞の核の分布

する層、その下に分泌細胞に食い込む形で基底細胞

の核が分布する層があり、分泌細胞の層と、基底細

胞の層について線量を計算するよう勧告している。

4.全ての気道領域における標的細胞のモデル

その他の領域も含めて全ての領域の発がんリスク

を考慮すべき細胞の種類と、その核の分布する深さ

について、新モデルの勧告を Table.1にまとめた。

なお、深さには粘液繊毛層を含めていなし、。

ETlとET2領域では、基底細胞が標的細胞であ

り、核は40μmから50μmの深さにある。 BB領域

は3節で述べた。 bb領域では分泌(クララ)細胞

が標的細胞であり、その深さは比較的浅い位置にあ

る。 AI領域の標的細胞は、呼吸細気管支の分泌

(クララ)細胞と肺胞表面を覆う E型上皮細胞であ

り、ともにAI領域に一様に分布していると仮定さ

れた。

5.標的細胞による気管支領域の線量の変動

さて、 2節において、気管支領域の標的細胞の同

定に関し議論が続いていることを述べた。ここで、

標的細胞を分泌細胞のみとした時、逆に基底細胞の

みとした時、および、この両者とした時、それぞれ

の場合に計算された気管支領域の線量が数量的にど

の程度異なるかを検討した。

結果を Fig.4に示す。線源としてラドン子孫核

種の RaAを選んだ。横軸は粒子の直径を AMAD

で表したもの、縦軸は気管支の等価線量である。

0.001μm付近が非付着子孫核種、 0.1μm付近が空

Fig. 3 Model of target cell nuclei (secretory 

and basal dells) and the bronchial wall 

in the BB region. 

Table 1 Types of target cells in the individual 

anatomical regions and their locations. 

Tissue Cell Type Location 

ET1 Basal cells 

ET2 Basal cells 

BB Secretorγcells 
Basal cells 

bb Clara cells 

AI Clara cells 
Type II cells 

10・6

RaA 

:; __.7k 
ω唱。

.....-...町、‘

} 

-z 
o 
Z 

~ 10" 
m 。
ド

出10・9

0 
0 

ー市0
10.-~ 。.01 0.1 

AMAD (μm) 

40 -50 microns 

40 -50 microns 

10-40 microns 
35 -50 microns 

4 -12 microns 

Uniform 
Uniform 

Basal 

10 

Fig. 4 Variety of alpha-dose to BB region 

depending on the types of target cells. 

気中エアロゾル付着子孫核種かと思われる。この図より、標的細胞を基底細胞のみとした時は、分泌細胞

のみとした時より 1桁以上低くなることが分かる。
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このように、どの細胞が標的細胞かということ、およびその空間分布に関する仮定によって、特に α放

射体の場合には線量計算値が大きく異なるため、これらの問題をさらに明確にする研究は、線量評価やリ

スク評価の精度の観点から今後非常に重要な課題となってくるものと思われる。

V.各気道領域の放射線感受性に関するモデル

1.肺全体の線量の計算方法

N章で述べた気道壁の幾何学モデルに基づき BB、bb，AIそれぞれの気道領域の標的細胞の層について

線量が計算される。では、胸郭領域すなわち肺全体としての線量は、これら領域ごとの線量からどのよう

に計算されるのであろうか。新モデルでは、放射線感受性がこれら気道領域により異なる可能性を考慮す

るため、各気道領域の線量に、それぞれの相対的感受性に応じた比率(以下、デトリメント分配荷重係数

と記す)を乗じた上で、それらを合計することによって肺全体としての線量を求めることとされた。

ここで重要な問題は、この荷重係数を具体的に定めるための基礎データと基本的な方針である。 ICRP

Publ. 66およびドラフトから理解出来る範囲で、 ICRPの考え方を、勧告に至る経緯も含めて次節で述べ

る。

2. デトリメント分配荷重係数

(1)数値の変遷

この問題に関し、 ICRPでは種々の議論が交わさ

れたものと推察される。 Table.2に示すようにドラ

フトによってその値が変遷してきたからである。

1991年 4月の段階では、 BB領域が0.8、bb領域

が0.15、AI領域が0.05とされた17)。次に1992年10

月の段階では、 BBの係数が0.6に下げられ、 bbが

0.3、AIが0.1へとそれぞれ引き上げられた18)。そし

て、最終的には、 3つの領域に同じ荷重係数0.333

が与えられることとなった。それぞれの時期にこれ

らの数値に一旦は決めようとされたその経緯に、生

物影響を線量評価に関連付ける際の基本的な問題が

Table 2 Weighting factors assigned for the 

partItion of radiation detriment 

among tissues in the thoracic region. 

Tissue Assigned Fraction of羽ら

BB 0.8 0.6 0.333 

bb 0.15 0.3 0.333 

AI 0.05 0.1 0.333 

LNTH 0.001 0.001 0.001 

Apr.l91 Oct.l92 Final 

内包されていると思われるので、特に1992年10月段階の数値に関し、以下の(2)，(3)項で説明を試みる。

(2)主な肺腫蕩の種類と発生頻度

1992年10月の段階では、いわゆる相対リスクの概念が適用されたと推察される。すなわち放射線発が

んは自然発がんに比例するという概念である。このため、まず、肺腫虜の種類として、発生頻度の高さと

病理組織学的な判定の容易さから、偏平上皮癌、小細胞癌、腺癌、大細胞癌の4タイプが取り上げられた。

次に種々の文献を調査した結果、自然発がんにおける各種類の百分率の丸めの数値として、喫煙者非喫煙

者、および男性女性を平均して、偏平上皮癌:40%、小細胞癌:20%、腺癌:35%、および大細胞癌:

5%が採られた。

(3)肺腫蕩の原発部位

前項で述べた各々の腫蕩の原発領域として、特定は困難としながらも、各領域の標的細胞の分布を考慮

し、次のように推定された。
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偏平上皮癌の多くは気管支領域から発生すると見なされた。その理由は、この腫蕩の前駆細胞が基底細

胞と分泌細胞であると考えられ、これらの細胞は主に気管支領域に分布するからであるとしている。

同じ理由から、小細胞癌の多くは気管支領域から発生すると見なされた。

一方、腺癌は、細気管支と肺胞領域に高い頻度で発生すると見なされた。これはこの腫蕩が肺の中心部

よりも周辺部に多く観察されるという理由からである。

また、大細胞癌は気管支、細気管支領域の両者から発生すると見なされた。

これらの調査および仮定を踏まえ、各々の腫蕩の原発領域に関し、数値的には Table.3のような割り

切りがなされた。

Table 3 Percentage of spontaneous !ung cancer in the individua! tissues in the thoracic region. 

BB bb AI 

Squamous celJ car. (4/5) x 40% (115) x 40% O 

SmaJl cell car. (4/5) x 20% (115) x 20% O 

Adenocarcinoma (114) x 35% (3/8) x 35% (3/8) x 35% 

Large ceJl car. (112) x 5% (112) x 5% O 

Tota! 59% 28% 13% 

偏平上皮癌の 4/5は BB領域に、 115は bb領域に発生し、 AI領域からは発生しない。小細胞癌む 4/5

は BB領域に、 1/5は bb領域に発生する。一方、腺癌は 2/8が BB領域、 3/8がbb領域に、そして、同

じく 3/8がAI領域に発生すると仮定された。そして大細胞癌は BB、bb領域に半分づっ割り振られた。

Table 3の各気道領域について、縦方向に合計すると、結局、 BB領域からは、肺腫蕩全体の59%が、 bb

領域からは28%が、そして、 AI領域からは13%が発生することになる。これらの数値をさらに丸めるこ

とにより、 1992年10月段階では、デトリメント分配荷重係数として、すでに Table2に示したように、

BB領域 :0.6、bb領域 :0.3、AI領域 :0.1が与えられたものと推察される。

(4)放射線発がん

前項までは自然、発がんの議論であった。肝心なのは放射線発がんに対する感受性である。この問題に関

し、 ICRPPubl. 66では以下のように考察している。

原爆被災者およびウラン鉱夫の疫学調査からは、小細胞癌の不釣合いな増加が観察された問。小細胞癌

は主に BB領域から発生する腫蕩と考えられ、前項の、 BB領域の荷重係数が高いという仮定とは矛盾し

ない。

次に示す動物実験の結果も考慮された。①中性子、あるいは光子が肺にほぼ均等に照射されたピーグル

犬では、腫蕩は BB領域で支配的に発生した20)。②また、中性子とラドンに曝露されたラットの方が、不

溶性の α放射体に曝露されたラットに比べ、単位線量当たり高い頻度で肺腫蕩が発生した印。

これらの観察から、胸部への均一照射が、 bbや AI領域よりも BB領域により高い頻度で腫蕩を発生さ

せるらしいことが示された。ところが、 ICRPの最終的な判断としては、放射線発がんの気道領域聞の相

対感受性を定量的に評価する知識にまだ欠けているとし、信頼のできる確かなデータが得られるまでは、

デトリメント分配荷重係数として、 BB、bb、AIの3つの領域に同じ0.333という数値を与えるのが適切

であると勧告した。

以上が新モデルにおける相対的感受性を考慮、した胸郭の線量の計算法である。しかし、信頼に足るデー

タに欠ける時、なぜ、 3つの気道領域に同じ荷重係数を割り振ることが第一近似として適切であるのか、
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Publ. 66では説明されず、演者らにも理解ができていない。

デトリメント分配荷重係数による線量の変動

デトリメント分配荷重係数として、 Table2に示

3. 

した 3種類の組み合わせの各々を用いた時、胸郭領

域の線量がどの程度変動するかを計算した。結果を

Fig.5に示す。線源は 239PUの酸化物である。縦軸

3つの領域すべてが0.333とした時の値に対すは、
100 10 

る相対値で示した。計算前の予想ほどは大きな聞き

Variety of alpaha -dose to thoracic 
region (lung) depending on the values 
of weighting factors assigned for the 
partition of radiation detriment among 
resplratory tract tlssues. 

Fig.5 しかし、最も聞きの大きい

粒子径では係数2前後の差が生じ、本章で議論した

相対感受性の定量的評価に関する課題もやはり重要

を生じたとはいえない。

であることは否定できないと考えられる。

む す びN. 

以上紹介したように、新モデルは関連する諸分野を精査し、それぞれの学問的到達段階を踏まえた上で

モデルの基本構作られたたいへんに撒密なモデルである。パラメータについては暫定的なものもあるが、

造としては完成度が高く、今後相当長期間に亘って使用されるものと推察される。また、多様な被曝の条

件にも対応すべくオールマイティなモデルを目指したがために、それと引き換えにモデルの構造自体従来

に比べ相当複雑なものとならざるを得ず、全体像の理解とその適用は必ずしも容易とは言えなくなった。

今後、放射線管理の現場での適用を容易にするため、 PC用の線量評価支援プログラムが必要とされるよ

うになるかも知れなL、。

辞

日本保健物理学会は、

謝

1993年4月に稲葉次郎氏を座長とする iICRP新呼吸気道モデル専門研究会」

ここに 2年間の活動を終えようとしている。今回の発表は、当研究会(幹事:甲斐倫明氏)を発足させ、

日本保健物理学会および当研究会のメンバーのにおける様々な議論や研究の成果を踏まえたものである。

方々に深く御礼申し上げる。

ト

ι
追記:本稿では、 239pUの線量計算に当たり、体内動態モデルとしてICRPPub1.56のモデルを用いた。

タイプMり最新のPub1.67のモデルを用いて計算すると、実効線量の値は本稿の値より若干小さくなり、

タイプSでは95~96% となる。の化合物で88~89%、

参考文献

1) ICRP:“ICRP Publication 66: Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection" . Ann. ICRP， 

24 (1-3)， 1994. 

Limits for Intakes of Radionuclides by Workers" . Ann. ICRP， 2 “ICRP Publication 30 Part 1: 

(3/4)， 1979. 

2) ICRP: 

3) ICRP:“ICRP Publication 56: Age -Dependent Dose to Members of the Public from Intake of Radionuc-

lides Part 1" . Ann. ICRP， 20 (2)， 1989. 

4) ICRP:“ICRP Publication 60: 1990 Recommendations of the Intemational Commission on Radiological Pro-

141 



tection" . Ann. ICRP， 21 (1-3)，1991. 

5 )大津裕司:肺がんの標的細胞.“放医研シンポジウムシリーズ No.21七(放医研，千葉， 1990)， pp.127-132. 

6) A. F. Gazdar and R. 1. Linnoila: The pathology of lung cancer-Changing concepts and newer diagnostic 

technique. Semin.。冗col.，15，215-225，1988. 

7) McDowell et al.: Differentiation of tracheal mucociliary epithelium in primary cell culture recapitulates nor-

mal fetal development and regeneration following inju門 inhamsters. Am. J Pathol.， 129， 511-522， 1987. 

8) N. F. Johnson and A. F. Hubbs: Epithelial progenitor cells in the rat trachea. Am. J Respir. Cell Mol. Biol.， 

3，579-585， 1990. 

9) R. Masse: Histogenesis of lung tumors induced in rats by inhalation of alpha emitters: An overview. Proc. 

19th Ann. Hanford Life Sciences Symposium (Eds. C. L. Sanders et alよCONF-791002，498-521，1980. 

10) A. M. Jetten， S. H. Bernacki and E. E. Floyd: Expression of a preprorelaxin-like gene during squamous 

differentiation of rabbit tracheobronchial epithelial cells and its suppression by retinoic acid. Cell Growth & 

D的セr.Bリ 3，549， 1992. 

11) C. G. Plopper， J. L. Alley and A. J. Weir: Differentiation of tracheal epithelium during fetallung matura-

tion in the rhesus monkey Macaca mulatta. Am. J Anat.， 175， 59-71， 1986. 

12) M. Yamamoto， K. Shimokawa and H. Nagura: Immunoelectron microscopic study on the histogenesis of 

epidermoid metaplasia in respiratory epithelium. Am. Rev. ResPiκDis.， 135，713-718，1987. 

13) Y. Inayama et al.: The differential potential of tracheal basal cells. Lab. Invest.， 58，706-717，1988. 

14) ]. R. Ford and M. Terzaghi-Howe: Basal cells are the progenitors of primary tracheal epithelial cell 

culture. Exp. Cell Resリ 198，69-77，1992.

15) H. Spencer:“Pathology of the Lung. 4th Edition" ，(Pergamon Press， Oxford， 1985). 

16) M. Aayers and P. K. Jeffery: Cell division and differentiation in bronchial epithelium.“Cell Biology of the 

Lung (Eds. G. Cumming and G. Bonsignore)" ，(Plenum Press， New York， 1982)， pp.33-54. 

17) W.]. Bair: Overview of ICRP respiratory tract model. Radiat. Prot. Dosimet:η" 38， 147 -152， 1991. 

18)松岡理:私信

19) C. E. Land et al.: Radiation-associated lung cancer: A comparison of the pathology of lung cancers in 

uranium miners and survivors of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Radiat. Res.， 134， 234-

243， 1993. 

20) B. C. Zook et al.: Neoplastic and other pathologic effects of fractionated fast neutrons or photons on the 

thorax and anterior abdomen of beagles. Proc. 22nd Ann. Hanford Life Sciences Symposium (Eds. R. C. 

Thompson and ]. A. Mahaffey)， CONF -830951， 27 -29， 1983. 

21) R. Masse and F. T. Cross: Risk considerations related to lung modeling. Health Phys.， 57，283-289，1989. 

142 



<><><><><><><><><><>やややφ<>φ<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>φ<><><><><>

3.胎児の内部被曝線量評価モデル:

生理学的観点からみたモデル化の問題点

高橋千太郎
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Abstract 

Dose Estimation Models of Fetus for Intemal Exposure: 

Problems in the Development of Dosimetric Models 

from a Viewpoint of Reproductive Physiology 

Sentaro Takahashi 

Division of Radiotoxicology， National Institute of Radiological Sciences， 

4 -9 -1 Anagawa， Inage -ku， Chiba -shi， CHIBA 263， Japan 

There are at present no generally accepted methods for calculating radiation doses to the 

developing embryo and fetus following intakes of radionuclides by mother. Two approaches 

have been proposed for developing fetal dosimetric models : a compartment model by system 

analysis method， and a relative model by concentration factor method. The compartment 

model by system analysis method is more realistic， accurate and universal from a physiological 

viewpoint. To establish this model， however， it is essential to know the real dynamic behavior 

of radionuclides in maternal and fetal tissues， and to set the appropriate compartments for 

modeling. 

On the other hand， the relative model by concentration factor method is simple and practical 

from the viewpoint of radiation protection. It estimates the fetal radiation dose by a simple 

equation on the assumption of an equilibrium relationship between the concentration of ra-

dionuclides in maternal and fetal tissues. However， This method is difficult to adopt to the 

some specific radioactive materials of which distribution and retention in maternal and fetal 

tissues are totally different. 

放射線医学総合研究所、内部被ばく研究部
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1 .緒百

匹、胎児はその生存を母体に依存しているが、独立した個人であり、放射線に対し一般公衆として適切

な防護がなされる必要がある。すなわち、母親が放射線作業従事者であっても、その胎児は一般公衆とみ

なされ、一般公衆としての放射線防護措置が講じられなければならない。国際放射線防護委員会(以後、

ICRPと略す)は、女性作業者の妊娠の申告から出産までの期間、外部被曝については母体の腹部表面で

の線量を 2mSvに制限することで胎児の放射線防護が可能であると勧告している。また、内部被曝につ

いては、直接に胎児の摂取量を制限することは不可能であることから、妊娠母体に対し通常の放射線作業

者に適用される年摂取限度 (ALI)の20分の lを適用することで胎児の防護を図っている。すなわち、妊

娠中の母体の年摂取限度をALIの20分の lとすることで、職業被曝の実効線量限度20mSv/年の20分の l

である公衆の限度 1mSv/年を担保できるものと考えている。しかし、胎児の特定の器官には母体より高

い濃度で放射性物質が沈着する可能性や、胎児器官からの排世が遅い可能性がある。さらに、 ALIは職

業人の内部被曝モデルにもとづく預託実効線量に対して決められた摂取限度であって、そのままで胎児の

線量限度に適用することには慎重でなければならない。このようなことから、母体が放射性物質によって

汚染されたり、あるいは放射性薬剤を投与された場合に、匪や胎児が受ける線量を推定し、その影響を評

価するため、いわゆる胎児モデルを策定し、これをもとに母体の摂取限度を決定していく必要がある。こ

こでは、 ICRPが現在策定中の胎児モデルのドラフト、米国原子力規制委員会の「妊娠母体に摂取された

放射性核種による匹、胎児線量に関する報告書Jl)ならびに米国放射線防護委員会 (NCRP)の「匹、胎

児および晴乳されている乳児が意図されずに受ける放射線被曝に関する考察J2)を参考にして、胎児モデ

ルの概要を述べるとともに、筆者らが行っている放射性物質の胎児移行に関する動物実験から見たモデル

化の問題点、今後必要な研究の方向について考察する。

2.母体ー胎児・胎盤系の構造と機能

胎児モデルを策定する上で重要と考えられる点を中心に、匹、胎児、胎盤系の発生、構造、機能につい

て概要を述べる。

卵子は卵管内で受精後、卵割をくり返し、受精後ヒトで4日目に桑実匹、 5日目に匪盤胞へと発生を進

めて子宮内に到達し、子宮壁に着床する。受精から着床の完了までにヒトでは約2週間を要し、この時期

は一般に着床前期と称されている。この後、着床した庄は卵黄嚢膜などの胎膜につつまれた状態で急速に

分化、発生を開始し、一方、胎膜のうち繊毛尿膜は子宮壁に陥入して迷路状の形状を呈し、いわゆる繊毛

尿膜胎盤を形成して匪への栄養輸送を開始する。着床から主要器官の原器が形成され、その種特有の外貌

を呈するようになるまでの期間は匹子期(1;、わゆる器官形成期に対応)とよばれ、ヒトでは着床から受精

後8週間程度までに相当する。この後、匹は急速な成長の時期に入り、この時期は一般に胎児期と呼ばれ

ている。このような発生の過程で、母体、胎児聞の物質交換の経路や、機序も大きく変化する。すなわ

ち、着床前期および初期の器官形成期における主要な母体から匪への栄養供給経路は、匹の最外層にある

栄養膜細胞やそれから分化した卵黄嚢を介した匹への栄養供給、すなわち匪外栄養である。卵黄嚢を介し

た物質交換はヒトでは受精後 3週間程度で終了すると考えられているが、ゲッ歯類では妊娠の中期まで維

持されることが知られている。このため、ゲッ歯類では、しばしば、繊毛尿膜胎盤に対して、卵黄嚢胎盤

と言う言葉が使われる。発生が進み胎児期に入ると、母体・胎児聞の物質交換は主として紙毛尿膜胎盤を

介して行われるようになる。
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Fig. 1 Species difference in the structure of mammalian placenta. 

胎盤構造には顕著な種差がみられ、たとえば、ブタやウマでは誠毛上皮と子宮内膜上皮の両方が存在し、

上皮繊毛胎盤と呼ばれる構造を有しているが、ヒトやサルでは母体の血液が直接、誠毛膜を洗う形に変化

しており、血繊毛胎盤と呼ばれる。一方、ゲッ類などでは繊毛上皮も薄層化し、光学顕微鏡下では母体血

液が胎児側血管内皮に直接接するように観察されることから、血内皮胎盤と呼ばれる構造を呈する (Fig.

1)。このような、胎盤の構造は物質の胎盤通過の速度や量に関係し、たとえば、ブタやウマの胎児におい

ては、免疫グロプリンの胎児移行は認められず、主として出生後の初乳で、新生児への免疫グ、ロプリンの供

与が行われる。これに対し、ヒトやネズミでは、免疫グロプリンの胎盤通過が観察されており、母体の免

疫グロプリンの供与は胎児期に行われている。また、グルコースなどの移行速度も、胎盤の構造が単純に

なるにしたがって、すなわち、ブタやウマから、イヌ、ネコを経てネズミへとすすむにつれて大きくなる

ことが観察されている。このような胎盤の構造とそれに伴う物質の胎児移行速度に見られる種差は、動物

実験のデータをヒトでのモデル策定に利用する際に十分考慮に入れておくことが必要である。

胎盤における物質移行の機序は、単純拡散、能動輸送、貧飲の 3種類に分類でき、単純拡散と能動輸送

の中間的な促進輸送の機序を含めて 4種類とする研究者もある (Fig.2)。単純拡散とは、母体および胎児

循環血液中の濃度勾配に依存した輸送形式で、ガスや多くの電解質がこの機序で母体から胎児へ移行する。

促進輸送は、胎盤にキャリアーが存在し、単純拡散より、より速い速度で物質輸送が行われる機序である。

能動輸送は、母体・胎児聞の濃度勾配に逆行することが可能な輸送形式でエネルギーを必要とし、胎児の

発生や生存に重要な多くの物質がこの機序で胎児へ輸送される。貧飲による輸送は、主として高分子物質

の移行を担っているものであり、量的には多くないが、希土類や超ウラン元素のように生体内でラジオコ

ロイドを形成しやすい放射性物質の胎児移行には重要な経路である。

置彊 Maternal bJood 

5? 口同町

i町E4 
Diffusion Facilitated Active Pinocytosis 

Fig. 2 Schematic presentation of the four types of placental transfer mechanisms. 
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3.胎児線量評価モデル

(1)コンパートメントモデル

母体が放射線物質を摂取することによって、どのくらいの放射性物質が胎児へ移行し、胎泥にどのくら

いの期間滞留し、そして、結果として胎児にどの程度の線量を与えるか、これを、影響評価に応用できる

形で示したものが、胎児線量評価モデルであるといえる。胎児の線量評価を目的とした母体と胎児・胎盤

系のモデル化には、大きくわけで二つのアプローチが考えられる。その 1つは、 Fig.3に示したような、

母体と胎児・胎盤系の構造、機能をもとに、いくつかのコンパートメン卜を設定し、そのコンパートメン

ト聞での移行係数を実際の生体でのデータをもとに決定する方法である。このようなモデルは、一般にコ

ンパートメントモデルあるいはシステム解析モデルと呼ばれている(正確にはコンパートメン卜を設定し

たシステム解析モデルと呼ぶのが正しし、かもしれなし、)。第2の方法は、 Fig.4に示したように、母体・

胎児聞の放射性核種の移行動態を考慮しないで、母体・胎児聞の濃度比をパラメータに用いる方法であり、

濃度比モデルと呼ばれるものである。

コンパートメントモデル(システム解析モデル)

は、 Fig.3のように母体・胎児・胎盤系をいくつか

のコンパートメントに分割し、母体に放射性核種を

投与した後の経時的な濃度変化をコンパートメン卜

ごとに求め、これをもとに各コンパートメント聞で

の移行速度を推定し、母体・胎児聞の物質移行の動

態をモデル化しようとするものである。コンパート

メントは解剖学的な独立性と生理学的な機能の重要

性を考慮、して決定することになる。したがって、一

般に、母体一胎児一胎盤系では、 Fig.3のように、

母体組織、母体血液、胎盤、胎児血液、胎児組織を

一連のコンパートメントとしてとらえ、これに胎膜

(羊膜と卵黄嚢膜)、羊水などの付属器官を加える

のが一般的であると考えられる。

杉浦ら羽は、セシウムやストロンチウムについて、

このようなコンパートメントモデルを策定し、母体・

胎児聞の物質移行動態を高精度にモデル化できるこ

とを実験的に示した。杉浦らが用いたコンパートメ

ントモデルでは、放射性物質は母体から胎児、羊水

Fig. 3 Possible compartments of feto--
placental system for developing the 
dosimetric model. 

へ移行し、最終的には母体を介して排世されるものとし、一方、胎児とは独立して胎膜のコンパートメン

トが設定されている。実際に放射性核種をマウスに投与した後の各コンパートメントの濃度変化を測定

し、これをもとに各コンパートメント聞の移行係数を求めることによってモデルを策定し、実際の測定値

と比較すると、胎児、胎盤、胎膜、羊水のいずれについても、存在する放射性物質の実験値と計算値はよ

く一致し、時間的な変動もかなりの高精度で模擬できると報告している。また、一回投与だけでなく、反

復投与をした場合での動態も高精度に模擬出来ると報告している。これに対し、濃度比モデルを用いて計

算した値は、実際の測定値とかなり異なっており、コンパートメントモデルの有用性を示唆するデータが
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得られている。

このように、十分なデータと適切なコンパー卜メン卜の設定がなされれば、コンパー卜メン卜モデルで

はかなり高精度に母体、胎児聞の放射性物質の動態をモデル的に表示することが可能と考えられる。しか

し、放射線防護上問題となる核種とその化学形すべてについて、このようなコンパー卜メン卜モデル(シ

ステム解析モデル)を策定することは、現在得られている情報の種類や量から考えて、現時点では不可能

であるといわざるをえない。なぜなら、従来の研究の多くは胎児への移行率にのみ着目した実験であり、

コンパー卜メン卜を設定し、各コンパートメン卜ごとに濃度の時間的変動を求めた実験はほとんど行われ

ていないからである。さらに、後述するように、成体の線量評価モデル(たとえば、呼吸器モデル)と異

なり、胎児では各コンパートメン卜の機能や重要度が妊娠日齢に伴って大きく変化するため、コンパート

メントの設定自体が困難であるという致命的な欠点が付随する。

(2)濃度比モデル

このようなコンパートメントモデルに対して、複

雑なコンパートメン卜の設定と各コンパー卜メント

聞の移行係数の推定をなくし、比較的簡便かつ実際

的な胎児線量評価を目的としたモデルが Fig.4に

示したような濃度比モデルである。濃度比モデルは、

ある特定の放射性核種については、妊娠時期、臓器

の種類を問わず、母体・胎児聞に一定の濃度比が適

用できると仮定したモデルであり、 ICRPもこの形

式で胎児モデルを策定中とのことである(稲葉、私

信)。濃度比モデルでは、放射性物質の各臓器での

濃度やその動態は母体と胎児の間で相似であり、あ

Concentr溜tionratio model 

Fig. 4 Concept of the concentration model 
for the dosimetrγof fetus. 

る時点での胎児の特定器官、臓器の濃度は、母体の当該器官の濃度に一定の比を乗ずることによって推定

できると仮定されている。したがって、このモデルでは、複雑なコンパートメント聞の動態に関する解析

が不要であり、当該放射性物質の母体での代謝データ(妊娠母体についてデータがなければ、一般成人の

むので代用できる)と胎児への移行率といった従来の研究で多く報告されているデータでモデルの策定と

胎児の線量評価が可能である。

ICRPが現在策定中の胎児モデルに関するドラフ卜から、濃度比モデルによる胎児線量の計算式の一例

を以下に示す。

DFi = DMuterus (8-to) + CF/CM (DMi (38-to)ーDMi(8-to)) 

ここで、 DFiは、匹、胎児の子宮内線量であり、 DMuterusは母体の子宮の平均線量、 DMiは、対象臓器

の母体における線量である。また、この計算式は妊娠の開始前に、一時的な放射性物質の摂取がなされた

場合に適用される計算式である。この式から明らかなように、妊娠8週までの匪の線量は、母体の子宮線

量に等しいと仮定されている。これは、妊娠初期における匹、胎児への放射性物質の移行については、現

時点で十分なデータがそろっていないこと、匹や妊娠初期の胎児は極めて小さく、結果的に子宮の一部と

みなすことが可能で、あるとの観点に立ったものである。より正確には、子宮筋層を除く脱落膜層の線量を

適用することが妥当であると考えられるが、その様なデータは現時点ではほとんど無い。

8週以降の胎児の各臓器線量は、母体の臓器線量に一定の濃度比 (CF/CM、ICRPのドラフトでは、
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placental discrimination係数と呼ばれている)を乗じたものと仮定されている。したがって、この濃度比

モデルでは、コンパートメントモデルのように、複雑なコンパートメントの設定や各コンパートメント聞

の放射性物質の移行係数を設定しないで、母体線量を基準に、濃度比を乗ずることで胎児線量を算定でき

ると仮定されている。 Table1に、 ドラフトで示されている母体胎児間濃度比 (placentaldiscrimination 

factor)を示す。現在のところ、ほとんどすべての
Table 1 Placental discrimination factors used 

核種で l以下の値が採用されている。すなわち、母 for concentration models 

体の臓器濃度に比べて、胎児の臓器濃度は有意に低 Placental discrimination factors (Cf/Cm) 

>1 1 <1 <<1 
いという仮定がなされている。これに対し、 トリチ

ウム水のみ1.4と、 1より大きな値が与えられてい

る。これは、一般に胎児の水分含量が母体より大き

なことを反映しているものである。

HTO 
OBT， C， S 
Ni， Fe， Co 

Sr， Zr， Ra Pu， Np， Am 

4.濃度比モデルの問題点

このように、濃度比モデルは現時点で考えられる胎児モデルとしては、現実的なものであるが、しか

し、母体・胎児聞の放射性核種濃度に一定の濃度比を適用するという過程には、生理学的な観点からはか

なり無理があると言わざるをえない。 Fig.5の上部に示したように、胎児における放射性物質の臓器間分

布やその代謝が母体と近似している場合は、比較的妥当な線量推定が可能と考えられるが、 Fig.5の下部

に示したように母体と胎児で、放射性物質の臓器間分布の状態が異なれば、この濃度比モデルは極めて大

きな誤差を与えることもありえる。すなわち、濃度比モデルで問題となるのは、母体と胎児で分布や代謝

が大きく異なる放射性物質の場合である。このような物質としては、アミノ酸や核酸前駆物質、カルシウ

ムや鉄といった必須金属元素、グルコースなどのエネルギ一代謝物質といった、胎児がその発生、成長の

過程で特に必要とする栄養物質や胎児の発生にともなって特定臓器・器官に特異的に沈着するような放射

性核種や放射性物質が考えられる。

筆者ら 4)は核酸前駆物質である 14Cーチミジンが分裂中の細胞に高濃度に取り込まれることから、急速

に発生・分化を進めている胎児と、定常的な細胞の再生のみが行われている母体で、その分布や代謝が異

なることを予想し、 14Cーチミジンの胎児線量に関する実験を行った。すなわち、 14Cーチミジンを妊娠中

期のラット母体に投与後、経時的に胎児を取り出し、液体シンチレーション計測装置で胎児全体としての

。。札制

Fig. 5 Limitation of concentration model to use for the dose estimation of 
fetus following maternal intake of radionuclides. 
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14C濃度を測定するとともに、一部の胎児については凍結切片を作製し、胎児のオートラジオグラフィー

をバイオイメージングアナライザーを用いて作成し、各臓器の局所的な濃度の測定を行った。その結果、

14Cは胎児の肝臓や、脳の脳室側の部位に高い濃度で沈着しており、また、胎児の前肢や後肢、脊椎骨、

脊髄にも高い集積が認められた。すなわち、この時期に細胞分裂の激しい脳や脊髄といった部位に高濃度

の沈着が胎児には認められ、母体のような成体には見られない特殊な分布が観察された。そこで、オート

ラジオグラフィーから胎児肝臓の中心部、および胎児脳の脳室側組織の 14C濃度を求めこれらの臓器の局

所的な線量を求めるとともに、胎児を取り出し、胎児全体、胎児肝臓および胎児脳の 14C濃度を液体シン

チレーションカウンタで測定し胎児全体としての平均線量と胎児の肝臓および脳の全体としての平均臓器

線量を求め、両者を比較した (Table2)。

Time after 
injection (h) 

6-48 

Table 2 Cumulative Radiation Doses in the Rat Fetal Brain and 

Liver 6 -48h after Maternal Injection of [14C] Thymidine 

Cumulative radiation doses (mGy) a 

Liver Brain 

Whole -fetus Whole-LSCb Regional-ARGc Whole-LSC Regional-ARG 

1.27 (100) 3.18 (250) 3.76 (296) 1.45 (114) 3.19 (251) 

べTalues in parentheses are percentage of the cumulative dose for the whole fetus. 

bThe average concentrations of 14C in the whole liver or brain as determined by liquid scintillation counting. 

'The J4C concentrations determined by autoradiography in the central regions of the liver and in the ventricular 

zone of the brain tissue of the mesencephalon and telencephalon. 

表中の LSCと記載したカラムは、液体シンチレーション計測でえられた 14C濃度から計算した胎児全体、

胎児肝臓および胎児脳の臓器全体として平均線量、 ARGと記載したカラムは、バイオイメージングアナ

ライザーによる定量的オートラジオグラフィーで求めた 14C濃度をもとに計算した胎児肝臓中心部および

胎児脳の脳室側層の局所線量を示している。液体シンチレーションカウンタの測定からえられた投与後 6

-48時間における胎児全体の平均線量は1.27mGyであった。これに対し、胎児肝臓全体を取り出し、液

体シンチレーションカウンタの測定から計算した投与後 6-48時間における胎児肝臓全体の平均線量は

3. 18mGyで胎児全体の平均線量の約2.5倍であった。また、胎児脳全体としての平均線量はl.45mGyであ

り、胎児全体の平均線量とほぼ同レベルであった。これに対し、定量的オートラジオグラフィーから求め

た胎児肝臓中心部ならびに胎児脳の脳室側層における線量は、胎児全体としての平均線量に比べかなり高

い線量であった。また、表には記載していないが、母体の肝臓における線量は、ほほ胎児全体の平均線量

に等しかった。したがって、 14C_チミジンを母体に投与した場合、母体肝臓と胎児全体との 14Cの濃度比

は ICRPのドラフトで採用されている1.0という濃度比に近いが、胎児の脳や肝臓における局所的な濃度

は母体肝臓と胎児全体に比べ有意に高く、結果として、胎児の脳の脳室側層や肝臓の中央部が受ける線量

は、濃度比モデルでは 2-3倍の誤差が生じることになる。このように、匹や胎児において放射性核種が

母体とは異なる代謝動態を示す場合、濃度比モデルは有効ではないことが明らかである。ここでとりあげ

た 14Cーチミジンは核酸前駆物質であり、発生・分化を進める匹、胎児では特殊な分布や代謝をすること

が予測される物質である。実際に妊娠した女性が高濃度の 14Cーチミジンに暴露される可能性は、特殊な

職業環境以外ではありえない。したがって、ここで示した一例は、濃度比モデルが適用できない特殊な放

射性物質についてのケースであるが、今後、一般環境で遭遇するアミノ酸やタンパク質、種々の必須元素
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について、濃度比モデルの適用の可否を検討していくことが必要であろう。

濃度比モデルを適用することを困難にしている、もう一つの重要な点fi，胎児の臓器、器官の機能、構

造の時間的な、発生にともなう変化である。匹・胎児の器官、臓器は妊娠時期によってその機能を変化さ

せ、母体器官と一般的な比較が困難な場合があり、極端な場合には、胎児には存在するが母体には存在し

ない器官・臓器がある。このような器官の一例として、胎児の造血器系をあげることができる。

Mason T. M. et a1.5
)は、妊娠 5日、または妊娠13日目のマウスにプルトニウムを投与し、出生後の造

血幹細胞の状態を、 CFU-S (牌臓におけるコロニーの形成を指標とした造血細胞の分化発生能)を指標

として測定した。その結果、胎児期にプルトニウム妊娠母体に投与することによって、出生後のCFU-S

は有意に低下し、推定される線量から考えて胎児の造血器系はプルトニウムのアルファ一線に対し、極め

て高感受性であると報告している。筆者らも、このようなプルトニウムの胎児造血器系に及ぼす影響につ

いて検討している。 Table.3は、妊娠4日目にプルトニウムを妊娠マウスに投与し、妊娠17日目に胎児

を取り出し、胎児肝臓の CFU-Sを測定した結果である。表からわかるように、 BCFlマウスでは、

CFU-Sの有意な低下がみられ、 Masonらと同様の結果であった。すなわち、プルトニウムの投与、す

なわちプルトニウムのアルファ一線によって胎児の造血幹細胞が何等かの影響を受けることは明らかであ

る(このような影響はBCFlマウスに認められ、 C3Hマウスでは見られないという興味深い知見が得られ

ているが、この点については紙面の関係で省略する)。そこで、胎児造血器系への放射線量を正確に推定

しようとすると、濃度比モデルでは困難なことがわかる。匹、胎児での造血は、卵黄嚢の血島(Bloodis-

land)で始まり、胎児肝臓をへて、出生前後に成体と同じ骨髄で造血が開始される。したがって、たとえ

ば、胎児の造血幹細胞がプルトニウムの投与によって受ける線量を、正確に算定しようとすれば、これら

のすべての場における線量を求める必要がある。すなわち、成体では、骨髄線量を造血細胞への線量とみ

なすことができるが、胎児では、卵黄嚢、肝臓、骨髄の線量をもとめ、さらに、造血間細胞がその場に存

在している時間を明らかにする必要がある。このような、細胞のミグレーションは、造血幹細胞に限ら

ず、始原生殖細胞や中枢神経細胞のように匹、胎児の多くの器官で見られる現象である。

Table 4は、妊娠の各時期にプルトニウムを投与したときの、卵黄嚢や胎児肝臓における平均線量を求め

Table 3 CFU -S numbers in the fetalliver on day 17 of gestation. 

Dose Mouse strain 

(kBq/kg) C3H BDF1 

O 1935:t530 (100%) 2441:t 171 (100%) 

30 1801:t204 ( 93%) 1636:t276 ( 67%) 

300 2193:t472 (113%) 1l96:t412 ( 49%) 

900 1947:t288 (1000/0) N.D 

たもので、ある。この表からも明らかなように、例えば妊娠16.5日では、卵黄嚢と胎児肝臓で100倍近い平

均線量の違いがあり、これらの器官の聞を移動し、造血の場を刻々と変えていく胎児幹細胞について、そ

の受ける線量を求めることは、ほとんど不可能に近く、また、母体との濃度比の算定にあたって対象とす

るべき臓器・器官が卵黄嚢、肝臓、骨髄と、複数にまたがってしまうことになる。いいかえれば、胎児の

内部被曝における線量評価は、匹、胎児の発生に伴う機能的、生理的変動によって、濃度比モデルのよう

な単純なモデル化がほとんど不可能に近い場合がある。このような場合には、各組織・器官ごとにコンパー
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Table. 4 Mean dose rates in fetoplacental tissues 24 hrs after Z39PU injection. 

Days of Mean dose rates (cGy per day) 
Maternal 

pregnancyat Conceptus 
liver 

in]ection Y olk sac Fetal fluid Fetus Fetalliver 

10.5 0.77 6.02 0.10 0.02 n.d. 16.44 

11.5 0.75 6.86 0.12 0.03 n.d. 16.30 

12.5 0.80 7.95 0.08 0.03 n.d. 15.93 

13.5 0.88 7.22 0.14 0.06 n.d. 12.00 

14.5 1.35 12.43 0.34 0.11 n.d. 11.90 

15.5 1.43 15.05 0.58 0.12 0.22 9.74 

16.5 1.44 20.40 n.d. 0.12 0.26 8.47 

トメントを設定し、各コンパートメントごとに濃度の経時的変化をもとめ、母体一胎児一胎盤系における

放射性物質の動態、挙動を数式で記述できるようなシステム解析モデルを適用せざるをえないであろう。

5.結 五回
-三日

匹、胎児はその生存を母体に依存しつつも、独立した個人として急速な分化、発生と発育をしている。

したがって、母体が放射性物質を摂取した場合、適切な放射線防護措置が講じられる必要があり、そのた

めには、適切な線量評価モデルの策定が欠かせない。現在、胎児線量評価モデルとしては、コンパートメ

ントを設定しシステマチックにその動態をモデル化するコンパートメントモデル(システム解析モデル)

と、母体・胎児聞の代謝動態が相似的であると仮定した濃度比モデルが考えられている。それぞれのモデ

ルには、長所、短所があるが、その目的、必要とする精度、利用できるデータを考慮、して選択することが

必要である。

しかし、匹、胎児は急速な発生と成長にともなって、機能的、構造的に変化している個体であり、成人

の一般公衆や職業人を対象としたモデルにくらべ、高精度なモデルの策定は極めて難しいと思われる。今

後は、濃度比モデルを一般的に適用することを前提とし、濃度モデルでは正確な線量推定の困難な核種や

放射性物質を明らかにするとともに、濃度比モデルの適用不可能な造血器系のような臓器・器官について

は、コンパートメントモデルを併用していくことが実際的なアブローチであるといえる。
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Carcinogenesis by Internal Radiation Exposures

Yoichi Oghiso

Division of Radiotoxicology, National Institute of Radiological Sciences

9 - 1 - 4 Anagawa, Inage-ku, Chiba 263

Abstract

Radiation carcinogenesis is based on the same molecular mechanisms, while spatial and tem-

poral dose distribution in target cells is differed between internal and external radiation ex-

posures. Animal models on dose - carcinogenic response relationships are required to comple-

ment an uncertainties in human epidemiological studies and finally to estimate human risk of in-

ternal exposures to radionuclides. Several dose response models for experimental carcin-

ogenesis by internally administered radionuclides in laboratory animals were reviewed and

discussed in this text. Osteosarcomas induced by injection of bone - seeking radionuclides such

as 90Sr, 226Ra and 241Am have been described to show a sigmoid quadratic dose response curve

with a threshold in a relatively lower dose range, whereas 239Pu, the most toxic transuranium

as compared to the other cc - or - p - emitting bone - seekers, appeared to show a quadratic but

almost a linear dose response without a threshold in much lower skeletal dose range less than

0.1 Gy. Lung tumors induced by inhalation of aerosolized transuranium compounds have been

described to show mostly a sigmoid quadratic dose response curve with a reduction of tumor in-

cidence after received higher lung doses, although a threshold-like dose in a lower dose range

is still unknown especially for inhalation of high-fired 239PuO2 aerosols in the rat. Inhalation

of radon(222Rn) and their daughters, in contrast, appear to induce lung tumors with a

threshold - like dose response. Such models for dose - carcinogenic response relationships in

both bone and lung tumors induced by radionuclides would partly reflect molecular

<
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Abstract 

Carcinogenesis by Internal Radiation Exposures 

Yoichi Oghiso 

Division of Radiotoxicology， National Institute of Radiological Sciences 

9-1-4 Anagawa， Inage-ku， Chiba 263 

Radiation carcinogenesis is based on the same molecular mechanisms， while spatial and tem-

poral dose distribution in target cells is differed between internal and external radiation ex-

posures. Animal models on dose -carcinogenic response relationships are required to comple-

ment an uncertainties in human epidemiological studies and final1y to estimate human risk of in-

ternal exposures to radionuclides. Several dose response models for experimental carcin-

ogenesis by internally administered radionuclides in laboratory animals were reviewed and 

discussed in this text. Osteosarcomas induced by injection of bone -seeking radionuclides such 

as 90Sr， 226Ra and 241Am have been described to show a sigmoid quadratic dose response curve 

with a threshold in a relatively lower dose range， whereas幻9PU，the most toxic transuranium 

as compared to the other α-or -s -emitting bone -seekers， appeared to show a quadratic but 

almost a linear dose response without a threshold in much lower skeletal dose range less than 

0.1 Gy. Lung tumors induced by inhalation of aerosolized transuranium compounds have been 

described to show mostly a sigmoid quadratic dose response curve with a reduction of tumor in-

cidence after received higher lung doses， although a threshold -like dose in a lower dose range 

is still unknown especially for inhalation of high -fired 239PU02 aerosols in the rat. Inhalation 

of radon(222Rn) and their daughters， in contrast， appear to induce lung tumors with a 

threshold -like dose response. Such models for dose -carcinogenic response relationships in 

both bone and lung tumors induced by radionuclides would partly reflect molecular 

放射線医学総合研究所 内部被ばく研究部
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mechanisms at target cells where either repair of DNA damages or apoptotic cell death could

result in a threshold - like response at lower doses, and reduced tumor incidence at higher

doses would be resulted from individual death by either the other incidental tumors or non-

neoplastic disorders. Other soft tissue tumors such as hematopoietic and liver tumors observed

in laboratory animals after injection of bone-seekers have, however, shown different dose

response which may be due to cell death or affected competitively by more efficiently induced

bone tumors.

mechanisms at target cells where either repair of DNA damages or apoptotic cell death could 

result in a threshold -like response at lower doses， and reduced tumor incidence at higher 

doses would be resulted from individual death by either the other incidental tumors or non-

neoplastic disorders. Other soft tissue tumors such as hematopoietic and liver tumors observed 

in laboratory animals after injection of bone -seekers have， however， shown different dose 

response which may be due to cell death or affected competitively by more efficiently induced 

bone tumors. 

はじめに

放射線発癌の機構は複雑であるが、標的細胞レベルでは放射線の被曝様式に関わらず、基本的には同じ

と考えられる1)。単純な 2段階説では、標的細胞 DNAの損傷から、突然変異が生じる初期誘発過程(in-

itiation)に続き、細胞の形質転換、不死化および悪性化といった促進過程 (promotion)を経て、癌細胞

になる。その一方で、とくに初期過程の段階では、損傷の修復・除去あるいは細胞自身の自爆死 (apop-

tosis)によって、前癌細胞の不活化も起る。このようなそれぞれ一連の変化はまた、ホルモン、免疫あ

るいは年齢等種々の感受性修飾要因をうけるため複雑ではあるが、単純化すれば、放射線発癌の線量反応

は、標的細胞に起る細胞の死と癌化発現という現象の反映であり、いくつかのモデルに分類することがで

きる。しかしながら、内部被曝では、放射性核種の化学形、体内摂取経路、あるいは組織親和性にもとづ

く代謝、移行経路によって、組織・細胞に付与される線量分布が局所的かっ不均一なため、特定の臓器に

生じる点で、線量反応関係が外部被曝による発癌とは異なることが考えられる。ここでは、ヒトにおける

重要核種の内部被曝発癌リスクを推定する上で、代表的な動物実験モデルをいくつか紹介し、とくに発癌

性の強い α核種、プルトニウムについて我々のデータも加えながら考察することにする。

1 .ヒ卜集団および動物実験における内部被曝発癌

人類が経験した代表的な内部被曝とそれによる発癌例を疫学的に明らかにされたものについて、表 lに

示す。これらはいずれも αないし p核種により生じた臓器特異的発癌の職業被曝、医療被曝、あるいは

フォールアウト被曝による集団であるが、それぞれ一定の線量反応関係が示されてはいるものの、標本サ

Table 1 Carcinogenesis by Intemal Exposures to Radionuc1ides (Epidemiological Human Cases) 

Radionuc1ide Radiation Entry Route Population Targets Cancers 

222Rn Inhalation 
α 

Uranium miners Lung Lung carcinomas 

226Ra Ingestion Dial painters Bone Bone sarcomas 
α 

Sinus carcinomas 

232Th Injection Thorotrast patients Liver Liver tumors 
α 

2白Ra Injection Ankylosing Bone Bone sarcomas 
α 

spondylitis patients 

32p Injection Polycytemia vera Bone Leukemias 
patJents Marrow 

s-γ 
Fallout Marshall islanders Thyroids Thyroid tumors 

156 



内部被曝による発癌ill-l 

この不確実性を補い、かつより正確なリスク評価につなげるため

とりわけ α線放に、様々な接種および動物種を用いた動物実験が行われてきたが、多くは骨親和性核種、

出超ウラン元素による実験であり、動物種差はあるものの、核種の化学形、投与(摂取)経路により、発

イズや被曝線量算定の不確かさがある。

これらの実験的内部被曝発癌の(表2)。以下に、癌の種類や発生率が異なっていることが特徴である。

さらにその他の軟組織腫蕩について、それぞれのうち、注射投与による骨肉腫と吸入投与による肺腫蕩、

線量反応関係の特徴を述べる。

Carcinogenesis by Internal Exposures to Radionuc1ides (Experimental Studies) Table 2 

Animals Cancers 

Bone tumors 

Lεukemias 

Lymphomas 

Bone tumors 

Leukemias 

Lymphomas 
Liver tumors 

Targets 

Bone 

Marrow 

Entry Route 

Injection 

Ingestion 

Chemical Form 

Soluble salts 

Radiation 

F 
F 

s-γ 

Radionuc1ide 

3Zp 

9OSr_90y 

144Ce 

Bone 
Marrow 

Liver 

Injection Soluble salts α
α
α
α
 

Z24RaJ226Ra  

228ThJ232Th 
2犯PuJZ39PU

241Am 

Lung tumors 

Liver tumors 

Bone tumors 

Lymphomas 

Leukemias 

Lung 

TBLN 

Liver 

Bone 

Dogs Inhalation Soluble salts 

Insoluble 
partic1es(F AP) 

γ 

s-γ 

90Sr_90y 

I37CS 
144Ce 

Lung tumors 

Bone tumors 
Liver tumors 

y

B

A門‘

γ
A
a
u

mじ
ぽ

引

い
百

MLω

e
s
s
-

C
ι
L
E
M
 

M
u
h
恥

Inhalation Soluble sa1ts 

Insoluble 
partic1es(oxide) 

α
α
α
 

238puJ239PU 

Z4lAm 
242Cm 

FAP: fused aluminosilicate partic1es， TBLN: tracheobronchiallymph nodes 

骨親和性核種による骨肉腫誘発の線量反応

骨親和性核種の注射投与(一部吸入投与でも起こる一後述)によって誘発される骨腫蕩の多くは悪性の

2. 

骨肉腫であるが、動物実験ではマウス、ラットあるいはイヌを用いた線量反応関係がよく知られている2，3)。

226Ra等 α核種では、 90Sr等 F核種に比べると、骨肉腫誘発性が数10倍から100倍強く、 α核種の中でも

239PUのそれは最大で、平均骨線量
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(1 Gy)あたりの

骨肉腫誘発リスクは、 22
6Raと比べても約16倍強い

「毒性比」を示すことが、イヌによる生涯実験で明ら

(図 1および表 3)0 線量反応を比較かにされている

すると、いずれも骨線量の増加とともに、ほほ直線的

高線量域で飽和するシグモイド型の二次指に上昇し、

および 241Amでは数関数曲線を示すが、 90Sr、226Ra、

明らかに関値線量がみられるのに対して、最も毒性の

強い 239PUではO.1Gy以下の低線量域でも闘値の存在

を示すような結果は今のところ得られていなL、(図1)。
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Toxicity Ratios of αーEmittingRadionuclides to 

lnduce Osteosarcomas in Beagle Dogs3) 

Table 3 

Toxicity Ratio Bone Sarcoma Risk 

(%/Gy) 

Radionuclide 

16.6:t4.5 
5.4:!: 1.6 

8.5:!:2.3 

2.0::!:O.5 

1.0 

75.7土13.8

24.8:!:5.6 

38.6:!:7.4 

8.96::!:1.62 

4.56:!: 0.91 
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吸入被曝による肺腫霧誘発の線量反応3 

内部被曝における摂取経路の中で重要なものとして、吸入被曝がある。吸入された放射性核種はその化

一次標的である呼吸学形、粒子性、溶解性あるいは放射線の線質、比放射能、線量率等により異なるが、

とくにプルトニウム器系に腫蕩を誘発する。呼吸器系腫蕩のうち、肺腫蕩を誘発するリスクは α核種、

等超ウラン元素で、最も大きいとされ、 p核種の吸入では、肺腫蕩よりも、その他の臓器(骨、肝臓ある

L 、はリンパ・造血組織)における発癌スベクトルが多様で、あることが、イヌに 90Sr、90y、144Ceを溶解度

の高い塩酸塩や粒子性をもたせるために珪酸アルミニウムに封入したエアロゾルを吸入させた実験で明ら

(表 4)が4)、発癌線量は、 α核種に比べて 1-2桁高いため、 RBEは小さくなる。図 2かにされている

の酸化物エアロゾルに示すように、高温焼結した α線放出超ウラン元素(241Am、244Cm、238PU、239PU)

ラットに吸入させた場合の肺腫蕩発生率は、プルトニウムで最大であり、線量反応曲棋はいずれも高を、

線量域で発生率の低下を伴うシグモイド型となるが 5-8)、低線量域での闇値については議論の分かれる所

となっている。我々は、239PU02エアロゾルを吸入させたラットにおける生涯発癌実験を継続して行ってい
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これまでに得られた肺腫蕩およびその組織

型による良性ならびに悪性腫蕩発生率の線量反応

るが、

Sandersら曲線から推定される闇値線量は、

(1993)9)が最近報告している“実際的な闘値"

である 1Gyよりも低いことが考えられる(図 3)。

又、我々の場合、最大の肺腫蕩発生率を生じる肺

線量は、 Sandersら(1993)のそれと比べて約 7

~8 倍低いこと、肺腫蕩組織型も腺腫、腺癌、腺

扇平上皮癌が大部分で、届平上皮癌が少ない等の

Fig.2 
これらが何にもとづくものかは明違いがあるが、

らかでない。なお、プルトニウムの酸化物エアロ

Carcinogenicity of lnhaled s -Emitting Aerosols in Beagle Dogs4) Table 4 

Tumor lnduction Radionuclide & 
Chemical Form Lymph 

90SrCb 

l"CeCb 

90Sr-FAP 

144Ce_FAP 

238PU02 

+ 

+ 

Marrow 

+ 

+ 

Bone 

+++ 
+ 

Liver 

+
+
+
+
 

Lung 

+ 

+ 

+ 
+++ 

+ 

+++ 

FAP: fused aluminosilicate particles 
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Fig. 3 Induction of lung tumors in the rat after inhalation of 239PU02 
aerosol (Comparisons between data from NIRS and PNL) 

.01 
0 

.001 

Carcinogenicity of Plutonium Aerosols with Different Chemical Forms in Beagle DogslO) Table 5 

Tumor Induction Lifetime Risk for Lung Cancer 

(per 106 
X 0.01 Gy) 

Plutonium Isotope & 

Chemical Form Bone Liver Lung 

85.0 

7.0 
1.7 

++ + ++ 
+++ 
+ 

239pu(N03)4 

239PU02 
23SPU02 +++ + 

ゾルでも、同位体 238PU02では、比放射能が大きく、従って肺から肝、骨等他臓器への移行・滞留率と代

また、酸化物に比べ謝速度が大きくなるために、肺腫蕩よりも骨腫蕩の発生率が 239PU02より高いこと、

て溶解度の大きい硝酸塩 239PU(N03)4では、骨腫蕩の発生率が高いこと等、化学形による発癌効果の差異

がイヌを用いた実験で明らかにされているが10)、肺腫蕩の線量反応曲線はいずれもシグモイド型で、肺線

量 (1Gy)あたりの生涯リスクをみると、硝酸塩では、酸化物より大きく、酸化物でも 239PUは238PUよ

(表5)。りも大きいことがそれぞれ示されている

同じ α核種の中でも、超ウラン元素に比べる

• : . 
• -O O • 虫魚三重
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40 

と、線量率や被曝時間等が異なり、局所的な外部

照射の場合に近似した線量分布を示すラドン(222

Rn) およびその娘核種による吸入被曝とその発

癌(肺がん)リスクが公衆被曝上でも重要視され

ているが、代表的な実験例として、米国およびフ

20 ランスで行われたラットへの吸入曝露による肺腫

この場合蕩発生率の線量反応を図 4に示す11-13)。
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10000 

Induction of lung tumors in the rat after 

inhalation of radon daughters (Data from 

CEA and PNL) 

0 
.1 

Fig.4 

で表されているため、

レベルでの他核種との比較は現

在のところ不確かであるが、ほぽ闘値のあるシグ

モイド型であることが分かる。

線量は、被曝線量 (WLM)

吸収線量 (Gy)



内部被曝によるその他の軟組織腫療誘発の線量反応

一般に骨親和性核種は骨基質のみならず、骨内膜表面にも沈着するので、周囲の骨髄組織も内部照射さ

4 

れる。にもかかわらず、骨親和性 α核種(高LET放射線)の内部被曝によって生じる造血系腫蕩の発生

率は、 p核種あるいは y線のような低 LET放射線による外部被曝に比べるときわめて低く、骨髄性白血

病は、低線量域でも数%にしか誘発されず、高線量域では全くみられないことが、 22
6
Ra、224RaあるL、は

239PUを注射投与したマウスの実験で知られている。図 5Aに239PUを注射投与した CBAマウスにおける

骨髄性白血病の投与量に対する発生率を示すが、骨髄性白血病はlOOBq以上の投与量ではみられず、骨

肉腫の発生が増加し、興味あることに、投与量の高い領域ではさらにリンパ腫が多発・増加することであ

このリンパ腫あるいはリンパ性白血病る14，15)。我々も異なる系統の C3Hマウスに 239PUを注射投与して、

の発生率が、低線量域ではむしろ低く、骨肉腫が増加するのに対し、高線量域では再び出現することを見

このように α核種の内部被曝によって生じるリンパ系あるいは造血系腫蕩の線

量反応曲線は、概して逆比例的で減少する。その機構については十分明らかでないが、高線量域において

(図 5B)。出している

生じる細胞の死あるいは骨肉腫等他の腫蕩との競合により、みかけ上抑制されたと考えることもできる。

その他の軟組織腫蕩として、 232Th、241Am、238PUあるいは 239PUの注射投与によっても肝腫蕩の発生が

これらの αみとめられているが、実質の肝細胞癌は少なく、胆管癌、血管肉腫が多いのが特徴である。
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ill-l 内部被爆による発癌

核種は、骨親和性であると同時に肝臓親和性でもあり、骨線量よりも高い根量を付与するといわれている。

しかしながら、その発生率は、骨肉腫に比較して低く、骨肉腫の発生およびその時期との競合があるため、

2峰性の線量反応曲線を示すことが、 241Amあるいは 239PUを注射投与したイヌでみとめられている(図

6 ) 16)0 238PUあるいは 241Am酸化物エアロゾルを吸入投与したイヌでも肝腫蕩はみとめられているが、注

射投与に比べるときわめて発生率が低し川。

5.ま と め

以上述べた代表的な実験的内部被曝発癌の線量反応は、総じてシグモイド型であるが、骨親和性核種に

よる骨肉腫のような高線量域でも飽和するものと、 α核種エアロゾル吸入による肺腫蕩のような高線量域

で発癌率の低下を伴うものとに大別できる。両者における低線量域での闘値の有無については、核種、投

与方法あるいは動物種により違いはあるが、標的細胞の修復あるいは自爆死による腫蕩化の不活性を、ま

た高線量域での低下は、その他の原因による個体死をそれぞれ反映したものと考えられる18)。さらにごく

まれにみられるリンパ・造血系腫蕩のような逆比例型、あるいは肝腫蕩のような 2峰性の曲線は、標的細

胞の死あるいは他の腫蕩発生との競合を反映していると思われる。
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Risk Assessment in Chemical Carcinogenesis
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Abstract

There are four steps in carcinogenic risk assessment from chemicals: hazard indentification,

exposure assessment, hazard or dose - response assessment, and risk characterization. In these

steps, the third step is a quantitative exercise that attempts to describe the expected human

response to any given levels of a carcinogenic exposure, and low-dose extrapolation based on

mathematical models has been considered to be the most important method. Two methods us-

ed or proposed for quantitative estimation of carcinogenicity of chemicals are TD50 (50% tumor

inducing dose) and VSD (virtually safe dose). TDso is a useful parameter for comparative pur-

pose of carcinogenic potencies among various compounds, but may offer little insight into the

relative risk at the low dose level. VSD is defined as a value corresponding to the dose level or

range which can induce tumors at extremely low rates obtained by low-dose extrapolation of

animal dose - response data by use of proper mathematical models such as tolerance distribu-

tion model, mechanistical model and time-tumor model. However, at present, choice of

mathematical models is the most difficult problem for VSD estimation, and no definite criteria

are established for selection of mathematical models. Recently, guidance value and TDs are

proposed for carcinogenic risk assessment of non - genotoxic carcinogens.
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Abstract 

There are four steps in carcinogenic risk assessment from chemicals: hazard indentification， 

exposure assessment， hazard or dose -response assessment， and risk characterization. In these 

steps， the third step is a quantitative exercise that attempts to describe the expected human 

response to any given levels of a carcinogenic exposure， and low -dose extrapolation based on 

mathematical models has been considered to be the most important method. Two methods us-

ed or proposed for quantitative estimation of carcinogenicity of chemicals are TDso (50% tumor 

inducing dose) and VSD (virtual1y safe dose). TDso is a useful parameter for comparative pur-

pose of carcinogenic potencies among various compounds， but may offer little insight into the 

relative risk at the low dose level. VSD is defined as a value corresponding to the dose level or 

range which can induce tumors at extremely low rates obtained by low -dose extrapolation of 

animal dose -response data by use of proper mathematical models such as tolerance distribu-

tion model， mechanistical model and time -tumor model. However， at present， choice of 

mathematical models is the most difficult problem for VSD estimation， and no definite criteria 

are established for selection of mathematical models. Recent1y， guidance value and TDs are 

proposed for carcinogenic risk assessment of non -genotoxic carcinogens. 

ヒ卜癌の最も重要な原因として、環境中の化学物質が挙げられている。疫学データを基にしたヒ卜の発

癌要因を検討した Dol1& PetoIlのデータによると、食品、喫煙、アルコール、医薬品や食品添加物、職

(財)佐々木研究所病理部

163 



業的に曝露される化学物質、大気汚染物質、工業生産物など、米国における化学物質のヒト発癌への寄与

率は約80%であるが、なかでも食品および喫煙の占める割合がきわめて大きいとされている(図 1)。
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図1 ヒト癌に関与する諸国子の推定寄与率 C%)(Doll R & Peto R， 1981) 

Fig. 1 Propotions of human cancers attributed to various different factors. (Doll & Peto 1989)1) 

化学物質による実験的発癌の研究が1915年の山極、市川による兎コールタール癌に端を発する事は良く

知られている。以来、動物を用いて多くの発癌研究がなされ、ヒトも含め動物に癌を発生させうる化学物

質に癌原性物質(発癌物質)という名称が冠せられてきた。当初は癌原性化学物質の数も少なく、またそ

のほとんどは動物実験で極めて強力な癌原性を示すものであった為、これら物質をヒトの生活環境中より

除くことが、ヒト癌の発生予防上最も重要であると考えられてきた。この事は現在においても基本的には

間違いではないが、ここ1O~20年の問、国際的な癌原性試験実施基準に従って、世界中で多数の化学物

質についての試験が行われた結果、動物試験施設の向上とも相まって、弱いながらも癌原性を示す化学物

質が多数見いだされる様になってきた。それゆえ、発癌性化学物質のリスク評価は、これまでの、いわば

定性的な評価だけでなく、定量的評価も含めた総合的評価が重要視される様になってきた。

一般的に、化学物質のヒトに対する発癌性のリスク評価は、大きく 4つの段階、即ち有害性確認、曝露

評価、有害性または用量・反応評価、およびリスク判定に大別される九本章では化学発がんのリスク評

価について、とくに有害性または用量・反応評価の「モデル化」を中心に述べる。

1.有害性確認 (Hazardidentification) 

ヒ卜および実験動物における癌原性についての定性的評価であり、通常疫学データおよび長期動物試験

(癌原性試験)データを基にして行われる。

1.疫学データ

化学物質のヒトへの癌原性に関する直接的評価であり、仏・リヨンにある国際的癌研究機関である

IARC (International Agency for Research on Cancer)では、 1971年以来種々化学物質のヒ卜への癌原

性についての評価を行い、 IARCMonograph Seriesとして発表してきている。 IARCでは疫学的データ

を中心に、動物実験データをも参考にして、これら化学物質を大きく 4つ、即ち、ヒ卜に対して癌原性が

明かな物質 CGroup1)、ヒ卜に対して発癌性が強く疑われる物質 (Group2A)、ヒ卜への発癌性の可

能性が疑われる物質 (Group2B)、ヒ卜に対する発癌性は不明である物質 (Group3)、およびヒ卜への

発癌性は陰性である物質 CGroup4)に分類している。これまで、ヒ卜への癌原性が明かであると評価さ

れた化学物質は、アフラトキシン、アスベスト、ベンゼン、クロラムブチルや2ーナフチルアミン、塩化

ビニルなど50種を越え、その多くはある特定の人々が主として曝露される物質、あるいは医薬品であり、
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薬品名

鎮痛薬

抗癌剤

皮膚病薬

ホルモン

免疫抑制剤
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Table 1 Pharrnaceutical agents that have been evaluated by the IARC as 

carcinogenic (group 1) to humans. (Marselos & Vainio 1991)3) 

表 1 ヒトでの発癌があきらかな医薬品

発癌標的臓器

ヒト 動物

フェナセチン含有薬 腎孟、跨脱 鼻腔、尿路系(フェナセチン)

クロルナファジン 跨脱 皮膚、肺

ブスルファン(ミレラン) 骨髄 骨髄、リンパ組織、胸線、卵巣

クロラムブチル 骨髄 骨髄、リンパ組織、肺、卵巣

メチル一 CCNU 骨髄 肺、骨髄

シクロフォスフアミド 跨航、骨髄 骨髄、乳腺、リンパ組織、跨脱など

メルファラン 骨髄 リンパ組織、肺、腹膜

MOPP療法 骨髄

サイオテパ 骨髄 リンパ組織、骨髄、子宮、

乳眼、肺、腹膜

トレオスルファン 骨髄

枇素製剤 皮膚 (肺、胃)

コールタール 皮膚 皮膚

8ーメトキシソラレン 皮膚 皮膚

(+紫外線)

DES 腫、子宮頚部(経胎盤)、 陸、子宮頚部・体部、卵巣、
(精巣、乳腺、子宮内膜) 乳腺など(経胎盤、その他)

エストロゲン剤 子宮内膜、(乳眼) 陸、子宮頚部・体部、乳腺、
下垂体、腎、肝など

経口避妊薬 子宮内膜、肝 下垂体、乳腺、子宮頚部、陸、肝

アザチオプリン リンパ組織、皮膚、肝 リンパ組織

サイクロスポリン リンパ組織 リンパ組織

ヒトにおける職業癌あるいは医原性癌の原因とされている。表 1はこれまで IARCで Group1とされた

化学物質のうち、医薬品についてのヒトおよび動物での発癌標的臓器を比較したものである九

2.長期動物試験データ

実験動物を用いた長期試験(癌原性試験)は、ヒトでの発癌性を予知する目的で実施されている。動物

を用いた試験の妥当性は、先の IARCの評価で、ヒトへの癌原性が明かとされた化学物質のほとんどが、

動物でも同様に発癌が証明されているという事実に基づいている(表 1)。加えて、近年わが国をはじめ

先進諸国では、癌原性試験の実施に関するガイドラインが制定され、一方で試験の信頼性を保証する為に、

GLP (Good Laboratory Practice)が定められ、その規制のもとで試験が実施されている。その結果、試

験の内容、結果の信頼性は飛躍的に向上した。一般に、発癌物質はその作用あるいは発癌機序より、一次

性(または遺伝子毒性)発癌物質、および二次性(または非遺伝子毒性)発癌物質に大別される。

動物を用いての癌原性試験を最も広範に行ってきているのは米国 NCIINTP(National Cancer In-

stitute/National Toxicology Programme)で、その結果は NCIINTPTechnical Report Series (Survey of 

compounds which have been tested for carcinogenic activity) として刊行されてきている。 NCIINTPで

は、マウス、ラットの 2種類の動物を用い試験を行っており、試験結果の判定では何れの動物種において

も雄および雌のデータを別々に評価している。それゆえ、各化学物質について、 4つの評価データがある

ことになる。 Hasemanらめの報告では、それまで行われた327の化学物質について、各々について 4つの
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動物種ー性別試験にわけた計1237のデータについて、陽性が381(31%)であるのに対し、 699(57%)が

陰性、 108(8%)がどちらとも云えない結果で、残り54(4%)がデータが不十分で、判定不能としている。

また327の試験のうち、 49%(159/327)は少なくも lつの動物種一性別試験で陽性、 37%(120/327)は何

れの動物種一性別試験でも陰性であった。これからみても、陽性を示した化学物質が予想以上に多いこと

を示している。

上述のごとく、近年GLP規制のもとで、国際的な癌原性試験実施基準に従って種々の化学物質の癌原

性が検討された結果、試験での陽性結果が必ずしもヒトにおける真の発癌性を反映しているとは云えない

事実のあることが判ってきた。特に種々の薬理作用を有する医薬品でその様な例が多くみられ、それらの

多くは二次性発癌物質であった。それゆえ、動物試験での有害性確認に当たっては、単に陽性、陰性の判

定だけでなく、ヒトへの外挿の観点から新たな注意が必要となってきた九げっ歯類でのデータがヒトに

外挿出来ない例のlっとしてよく知られているのがベルオキシゾーム増生と肝腫蕩である。クロフィプレー

トなど種々の抗脂血剤の経口投与でラットやマウス(特に雄)に肝腫蕩が発生する。初期には肝腫大、滑

面小胞体の増加、ベルオキシゾーム数の増加がみられ、次いで肝ベルオキシゾームでの脂質の s-酸化が

充進し、過酸化水素の産生が増加することにより、肝細胞腫蕩が発生すると考えられている。この様な現

象はヒトやサルでは証明されていないか、極めて弱い。この様な肝ベルオキシゾーム増生剤には、他にも

ジ (2ーエチルヘキシル)フタレートやトリクロロエチレンなどがあり、その作用は必ずしも化学構造に

は関係せず、またその多くは非遺伝子毒性を示す。他方、マウス (B6C3Fl)を用いた癌原性試験で、幾

つかの化合物、特に有機塩素系農薬などの薬物代謝酵素を誘導する様な物質で肝腫蕩の発生が増加したが、

ラットでは発癌性を示唆する所見がみられず、マウスでの肝腫蕩増加の意義が問題となる様になった。薬

物代謝酵素誘導剤の代表的な物質であるフェノパルビタールは B6C3Flマウスに肝腫蕩を発生させるが、

このマウスは肝癌好発系の C3Hを親としている為、遺伝的にイニシエートされた状態と考えられ、フェ

ノパルピタールはその発生をプロモートしたものと考えられている。げっ歯類におけるプロラクチンと乳

腺腫携の関係も良く知られている。げっ歯類にプロラクチンを連日投与したり、あるL、はドーパミン阻害

剤(ドーパミンはプロラクチン分泌を抑制)を投与して、高プロラクチン血症を持続させる事で、乳腺腫

蕩が高率に発生する。しかし、ヒトにおいては抗ドーパミン作用剤の臨床試験や疫学データにおいても、

腫蕩発生を示唆するデータは得られていない。それ以外にも、 α2Uグロプリンの関与するラット(雄)腎

腫蕩、抗甲状腺剤とラット甲状腺腫蕩、 H2結抗剤やプロトンポンプ回害剤の様な胃酸分泌抑制物質とラッ

ト腺胃カルチノイド、 s-アドレナリン受容体刺激剤とラット卵巣間膜腫携、高カルシウム血症とラット

副腎髄質細胞腫、 トリプシンインヒビターとラット拝腺房細胞腫虜など、動物試験結果をヒトに外挿出来

ない幾つかの例が知られている5)。何れにしろ、発癌物質、特に二次性発癌物質については、癌原性試験

結果から有害性確認を行うに当たっては、発癌機序を十分解析する必要があると思われる。

II.曝露評価 CExposureassessment) 

曝露が予想されるヒトの数、予想される曝露形式、曝露量や曝露期間などが評価の対象であるが、その

評価は極めて複雑で、かつ困難である場合が多い。評価の方法としては、モニタリングや数理モデル、人

工環境を用いたモデル化などがよく使われている。モニタリングは化学物質の曝露を直接測定する方法で、

個人モニタリング、作業環境や生活環境におけるモニタリングを基礎として、種々の変動要因を数理的関

係に置き換えて検討する方法であり、人工環境は実験室内で環境の一部分、例えば海、河川や湖沼、土壌
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や大気などを再現し、検討する方法である。しかしながら、より正確な曝露評価に当たっては、これらの

限定データから大きな集団への外挿、曝露される側、即ちヒトの側の要因(人種、年齢、性など)や複合

曝露評価など、今後検討されねばならぬ種々の問題がある。

TII.有害性または用量・反応評価 (Hazardor dose -response assessment) 

ある量の発癌物質の曝露によって起こると予測されるヒトの反応を量的に推定することであり、通常反

応の程度は特定の曝露量に対応するリスク、もしくはあるリスクに対応する曝露量の上限の形で表される。

有害性または用量・反応評価の実施に当たっては、実際に曝露を受けたヒトについてのデータと動物での

長期試験データが必要であるが、ヒトおよび動物でのデータのいずれも、その多くは比較的高濃度でのデー

タが主であり、数理的モデルを用いての低用量への外挿が最も重要である。現在発癌物質の定量的評価の

指標として、一般的には闘値、 50%発癌量 (TDso)や実質安全量 (VSD)が用いられている。

1.闘値

現在一般的には、二次性発癌物質には闇値が存在するとされているが、一次性発癌物質には闘値がない

と考えるのが妥当であると思われる。化学物質の投与を中止することにより、投与に起因する障害が回復

する、即ち可逆性の障害作用を示す一般毒性物質については、ある一定の用量以下では障害が生じない

(即ち関値が存在する)ことを前提として、動物を用いての毒性試験結果より、無影響量 (NOEL:no 

observed effect level)、または無毒性量 (NOAEL:no observed adverse effect level)を求め、それに適当

な安全係数(通常は100倍、即ち動物種差(10)x個体差(10)) を掛けて 1日許容量 (ADI:acceptable daily 

intake)を産出することが行われている。癌原性試験においても、上記NOELやNOAELに相当する量、

即ち対照群に比べ発癌率に差のない投与量(発癌を起こさない量)を求めることは出来る。当該化学物質

が二次性発癌物質である場合には、一般毒性物質問様、これを基にして闘値、さらには ADIを求めるこ

とは可能であると考えられる。しかしながら、それが一次性発癌物質である場合には、試験で得られた

「発癌を起こさない量」は、あくまで見かけ上癌を発生させない量であり、既に標的臓器の細胞の DNA

Table 2 lnduction of tumors in BD-II rats by oral administration 
of diethylnitrosamine. (Druckrey et al. 1963)的

表 2 ジエチルニトロサミンの笹口投与による BD-IIラットにおける腫虜発生

1日用量(d) 腫虜発生動物/ TD50 t 50 標準偏差

mgfkg 生存動物数 mgfkg (日) (%) 

14.2 5/5 1000 68 8 

9.6 25/25 963 101 l 

4.8 25/25 660 137 3 

2.4 34/34 460 192 4.7 

1.2 36/36 285 238 6.5 

0.6 49/49 213 355 7.1 

0.3 67/67 137 457 8.9 

0.15 27/30 91 609 6.3 

0.075 517 64 840 

d . tn ニ const

d: 1日当たりの投与量 t :癌発生までの平均投与期間 n= 1.2~4.7 (物質により異なる)

(Druckrey et al. 1963) 

167 



に障害をおこしている可能性があることを考えれば、ここで得られた量は上記の NOELや NOARLに相

当する値でないことは論ずるまでもない。

一方、 Druckreyらめはジエチルニトロサミンを用いたラットでの発癌実験結果より、 1日当りの投与

量(d )と、癌発生までの平均投与期間(t )との聞には、 dx tn = const (n = 1.2-4.7.，物質により異

なる)の関係がみられると述べている(表 2)。これが正しいとすると、どの様な低用量でも癌が発生す

ることになり、関値を否定している。しかしながら、動物においては寿命があり、きわめて低い投与量の

場合は、癌発生までの投与期聞が寿命を越える。それゆえ、 tに動物の寿命を当てはめて dを算出し、そ

の値を実際上の闘値とする考えも可能であるが、本来の闘値の概念からは外れている。

近年、二次性発癌物質も含めた、闘値のある毒性物質のリスク評価について、前述の 1日許容量にかわ

り、ガイダンス・バリュー (GV:guidance value) の概念が IPCS(International Programme on 

Chemical Safety) より提唱されている。これについては後に述べる。

2. 50%発癌量 (TD叫

一般的に癌原性の程度は投与量と発癌率との関係で

表され、投与量が増すと発癌率は上昇する。 TDsoは

動物実験で50%の動物に癌を発生させうる化学物質

の量のことであり、その値が低いほど、癌原性は強い

と考えられる。図 2は種々の化学物質について、一生

涯の投与による発癌率が50%である場合の 1日当り

の投与量、即ち TDsoを比較したものである。最も少

ない値、即ち癌原性が最も強いアフラトキシンと、最

も弱し、サッカリンとの間にはおよそ100万倍もの聞き

がある7)。このTDsoは複数の癌原性物質の聞で、癌原

性の強さを比較するには便利であるが、 TDsoで比較

した癌原性の強さが、低用量では逆転する場合もあり

(図 3)、実際にヒトが曝露される様な低用量での癌

原性の強さの指標にはならない。

3. 実質安全量 (VSD:virtually safe dose) 

VSDは闘値がないとされる一次性発癌物質のリス

ク評価の為に、闘値にかわる低用量評価の方法として

近年提唱されてきている概念で 8.9)、予め任意に決め

られた極めて低い危険率(10-6~10-8
) で癌を発生さ

せる為の発癌物質の量あるいは濃度のことである。

VDSは動物実験で得られた用量・反応データをグラ

フ上にプロットし、適切な数理モデルを当てはめるこ

とにより、実験的には求められない低い危険率での投

与量、即ち実質的に安全であるとされる量として求め

られる(図 4)10)0 VSDを算出する為の数理モデルと

しては、これまで種々のモデル、例えば、 1 )耐用量

168 

kn
吾
、
回
目

京
口
ド

t() 
+、

~ 

lI¥、

露1m

赴剖i 

Saccharin 

Trich1oroethylene 

19m 

Metronid且zole

Methyl m巴出anesulfonate

Cむbontetrach10ride 

Ure出回E

Dibenz(a. h) anthracene -Benzidine 

Tris (2，3-dibromopropyl) phosphate 

2・Acetylaminofluorene 

Dibromoch1oropropane 
Propylenimine 

Dime仕lylni位osar凶ne

3・Methylcholanthrene

Sterigmatocystin 

1μg 
Aflatoxin Bl 

TDSOによる発癌性の強さの比較

(Maugh 1978) 

Fig. 2 TD50 of various chemical carcinogens. 

(Maugh 1978) 7) 



化学発癌におけるリスク評価ill-2 

一一用量反応曲線

図 低 用 量 域

π=p(do)-p(O) 

P=p(d) P
反
応
確
率

(
発
癌
率
)

許容リス?
レ".jレπ

用量 dTD~O(A) TD~o(B) 
投与量

発箔の用量一反応関係とTDso 実質安全量の定義と算定法

Virtually safe dose. 

表4

Fig.4 Dose -response curves and TDso in 

chemical carcinogenesis. 

Fig.3 

3)時間一腫蕩モデル2)発癌機構モデル (mechanisticmodel)、モデル (tolerancedistribution model)、

(time -tumor model)などが提唱されている。耐用量モデルとしては probit，logit， Weibullモデルなどが、

発癌機構モデルとしては one-hit， multi -stage， multi -hitモデルなどが、時間一塵蕩モデルとしては対

しかしながら、用い数正規分布、 Weibull分布、 Armitage-Dollや Harlley-Sielkenモデルなどがある。

どの様な数理モデルを用いるかる数理モデルによっては、得られる数値に大きな違いがある場合があり、

についてはいまだ基準が確立しでなく、今後さらに検討されねばならぬ重要な問題である。以下に、実際

の実験結果に基づき算出された VSDの幾っかを紹介する。

図5は臭素酸カリウムによる雄性F344ラットにおける腎発癌の用量・反応曲線を示したものである10.11)。

10-6レベルでの危険率における VSDを計算しこの用量・反応曲線に幾つかの数理モデルを当てはめて、

たのが表 3である。用いたモデルにより、得られた値には多少の違いがみられるが、 p-valueが最も 1

この用量一反応曲線に最も合致とていると思われる probitモデルにおける VSDはに近い、換言すれば、

O.95ppmであった。

2つ(ENUR)、とエチルニトロソウレタン表4は化学構造の類似するエチルニトロソ尿素 (ENU)

の発癌性ニトロソ化合物の消化管腫蕩発生に対する

50 10-6のリスクレベルでの VSDを比較したものであ

40 
ENU は 0.3~10ppm の濃度で飲料水に混じ、る。

VSD at Risk Level of 10・6: 

0.95 ppm (p: 0.90) F344ラットに 2年間経口投与することにより、神

30 
発

生
経系や消化管など、種々の臓器に腫蕩を発生させる

率 20

(%) 
10 

一方、 ENURは経口投与により選択的に消化

500 250 

飲料水中の濃度 (ppm)

臭素酸カリウムの 110週間経口投与に

よる腎腫蕩発生の用量反応関係

125 60 30 15 

VSD of potassium bromate for renal 
cell tumors in rats at a risk level of 
10- 6

• (Kurokawa et al. 1986)11) 

ラット腎腫蕩発生に対する10-6のリスク

レベルでの臭素酸カリウムのVSD

Probit 

Table 3 

12) 。

表 3

図5Weibull 

VSD 0.48x 10-2 

0.78 

Logit 

0.16 X 10-1 

0.83 

0.95 

0.90 
Incidence of renal tumors in rats treated 

with various concentrations of potassium 

bromate in drinking water for 110 weeks. 

(Kurokawa et al. 1986)11) 
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Table 4 VSDs of N -ethylnitrosourea (ENU). and N -ethylnitrosourethane (ENUR) for 
digestive tract tumors at a risk level of 10-6. (Maekawa et al. 198412>， 198913

)) 

表4 ラット(雌)の消化管腫蕩誘発に対する10-6のリスクレベルでの

ENUおよび ENURのVSD

Weibull 

ENU. VSD 0.343 X 10-1 

p-value 0.770 

ENUR** VSD 0.365 X 10-2 

p-value 0.920 

ENU : N -Ethyl-N -ni trosourea 
ENUR : N -Ethyl-N -nitrosourethane 

Logit Probit 

0.376 X 10-1 

0.770 

0.110 x 10旬 1 0.779 X 10-1 

0.966 0.998 

(Maekawa et al. 1984ぺ1989**)

管腫蕩を誘発し、 ENUにより誘発される消化管腫虜が主として腺胃や小腸であったのに対し、 ENURの

それは何れも上部消化管(舌一前胃)であった13'0 10-6の危険率での ENUの消化管腫蕩発生に対する

VSDは、 ENURのそれに比べて、大きな違いはみられなかった。文献より得られた、 Weibullモデルに

よるジメチルニトロサミンの VSDもほぼ同じ値であり(表 5)旬、化学構造、標的臓器はそれぞれ異なる

ものの、これら発癌性ニトロソ化合物の VSDが比較的近似していたことは、これらのリスク評価の上で

興味ある所見と考える。

表 6 はウレタンのマウスでの発癌実験結果を示す。ウレタンは 0.6~600ppm の濃度で飲料水に混じ

B6C3FIマウスに経口投与すると、主として肺に腫蕩を発生させる1針。表 7は10-6レベルでのウレタンの

マウス肺腫蕩発生に対する VSDを幾つかの数理モデルを当てはめて算出したものである。表にみるごと

く、肺腫蕩に対する VSDは、用いるモデルによりその値に多少の違いがみられたが、 ppmとmglkgと

では単位が異なるものの何れも先のニトロソ化合物のそれに比べればかなり高かった。

Table 5 VSDs of chemical carcinogens estimated by various mathematical models. 
(Food Safety Council 1980)剖

表5 各モデルにより計算された VSD

VSD (リスクレベル10-6)
物質名

ワンヒット Armitage -Doll Weibull マルチヒット

ニトリロトリ酢酷 2.0 X 10-5 1.9 X 10-< 0.52 0.80 

アフラトキシン B1 3.4 X 10-5 7.9 x 10-' 4.0 x 10・2 0.28 

エチレンチオウレア 4.5 X 10-5 0.35 0.59 2.3 

2，3，7，8，ーテトラクロロ

ジベンゾ-pージオキシン 5.2 X 10-6 1.6 X 10-3 1.7 X 10-3 3.8 X 10-3 

ジメチルニトロサミン 3.2 X 10-5 1.9 X 10-2 1.9 X 10-2 7.7x10-2 

塩化ビニル 2.0 X 10-2 2.0 X 10-2 2.1 X 10-9 3.9 X 10-10 

ヘキサクロロベンゼン 2.1 x 10-' 2.2 X 10-4 2.6 x 10-' 2.6 X 10-4 

ボツリヌス毒素タイプA 8.4 X 10-5 4.2 X 10-3 4.3 X 10-3 1.3 X 10-2 

ビスクロロメチルエーテル 1.6 x 10-' 4.0 X 10-4 3.1 X 10-2 3.7x10-2 

サッカリン (Na塩) 4.3 X 10-5 0.33 0.53 1.1 

エチレンチオウレア 5.5 X 10-4 4.5 6.0 33.5 

ディ Jレドリン 5.7x10-6 2.2 X 10-5 1.2 X 10-3 6.7x10-3 

DDT 2.8 X 10-4 6.4 X 10-4 1.7 X 10-2 4.9 X 10-2 

ナタネ油 3.7 X 10-5 5.7x 10-5 1.1 X 10-3 3.8 X 10-3 

(Food Safety Council 1980) 
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Table 6 Incidence of lung tumors in mice treated with urethane. (Inai et al. 1991)14) 

表 6 ウレタンによるマウス肺腫蕩の発生率

用 量 総摂取量 有効動物数 担癌動物数 平均生存期間
(ppm) (mglkg) (発生率:%) (週)

O O 49 9 (18) 70 

0.6 0.095 49 4 ( 8) 70 

3 0.58 48 7 (15) 66 

6 1.0 50 8 (16) 70 

60 10 50 34 (68) 67 

600 100 44 42 (96) 39 

(Inai et al. ]pn. J. Cancer Res. 82 : 380-385， 1991) 

Table 7 VSD of urethane for lung tumors at a risk level of 10-6 

表 7 肺腫蕩発生に対する10-6のリスクレベルでの実質安全量

Logit Probit Weibul1 Multistage 
モデル モデル モデル モデル

VSD* 1.8 X 10-4 9.2 X 10-3 8.4 X 10-8 7.3 X 10-5 

ρ-value 0.3261 0.2942 0.0229 0.3257 

事 mg/kgbody wt/day 
(Inai et al. ]pn. J. Cancer Res. 82 : 380-385，1991) 

図6は幾つかの環境化学物質の VSDの値を比較したものである10，15)0TD50の場合と同じく、最も強い

ものと弱いものとの聞には100万倍以上の違いがある。

4. ガイダンス・バリュー (GV)および5%発癌量 (TD5)

上述したごとく、 VSDは関値がないとされる一次性発癌物質のリスク評価として提唱されたものであ

り、二次性発癌物質については別の評価方法が必要と思われる。しかしながら、いわゆる発癌物質の多く

を占める二次性発癌物質の定量的評価は、 TD50による癌原性の強さを比較する試みを除けば、これまで

ほとんどなされていなL、。上述したごとく、近年これら二次性発癌物質を含む、闘値のある毒性物質のリ

スク評価について、 IPCSよりガイダンス-バリュー (GV)の概念が提唱されている。

GVとは、空気、食品、水などの媒体中の当該化学物質の濃度で、ヒトが一生涯この濃度で全ての媒体

から、当該化学物質に総合的に曝露されたとしても、健康に害を及ぼさない、即ち二次性発癌物質の場合

には発癌しないと推定される量である。 GVは、得られた動物実験あるいは疫学データに基づいて、まず

無毒性量 (NOAEL)を算出する。得られた NOAELを不確定因子 (UF:uncertainty factor)で割ること

により、ヒトが摂取しても健康に影響の出ないと推定される摂取量 (TI:tolerable intake)を求める o 次

いで、媒体中の存在量に基づきヒトの各媒体からの摂取量を求め、それぞれの媒体に対する比率を計算し、

TIを曝露比率に配分して、各媒体中の当該化学物質の濃度、即ち GVを算出する。不確定因子の内容と

しては、動物種差(10)、個体差(一般の人と高感受性グループとの差(10)の他、その他の因子として、

例えは毒性試験で NOAELが求められなく、最少毒性量 (LOAEL:low observed adverse effect level) 

のデータしかない場合 (3，5または10)、毒性の質に問題がある場合(10)、不十分なデータの場合(~10) 

など、最大100を用いる。曝露量の評価は、1)環境中での当該化学物質の分布の測定値、即ち、各々の

媒体(空気、食品、水、土壌、家庭用品など)中での測定値、および、 2)各媒体ごとの基準となるヒト
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1 O~ 

の平均摂取量に基づく各々の媒体からの曝露量の算

Saccharin-Na Nitriro・triaceticacid 出、によりなされるが、十分なデータのない場合、
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より推定する場合もある。

一方、前述したごとく、 TD50は単に発癌強度の

ヒ卜が実際曝露される低用量でのリス指標であり、

ク評価とは無関係である。それゆえ、 IPCSではヒ

これまでのトにおけるリスク評価の一方法として、

を用い、 TD5とTD50にかえて 5%発癌量 (TD5)

ヒトでの実際の曝露量とを比較する方法、即ちヒ卜

への 1日曝露量をTD5で割った値を曝露/強度指

として用いる方数 (EPI:exposure/potency index) 

Glu-P-I IQ 一一
MeA"C 

DPN DMN 
10・4しかしながら、 IPCSによるこ法を提唱している。

ENU の段階であり、れら GVや EPIはまだ draft(案)

10・5今後さらに手直しがなされるものと思われる。

Aflatoxin BI 

リスク判定 (riskcharacterization) 

癌原性化学物質のヒトへのリスク評価に際しては、

N. 

各種環境化学物資の実質安全量

VSDs of various chemical carcinogens. Fig_ 6 上述の有害性確認、曝露評価、有害性または用量・

反応評価に、その他の関連データを加えて総合的に

これら各々のデータは必ずしも十分なものばかしかしながら、検討し、最終的なリスク評価がなされる。

りではなく、多分に不確実性がつきまとうことが多く、正確なリスク判定は容易ではない。特に用量・反

応評価の項で述べたごとく、化学発がんにおけるリスク評価の「モデル化」はまだまだ多くの問題が残さ

れており、今後の検討が必要である。

約

化学物質のヒトに対する発癌性リスク評価は、大きく 4つの段階、即ち有害性確認、曝露評価、有害性

要

このうち、用量・反応評価は、ある量の発癌物または用量・反応評価、およびリスク判定に大別される。

質の曝露によって起こると予測されるヒ卜の反応を量的に推定することであり、低用量外挿が最も重要で

あると考えられている。現在、発癌物質の定量的評価の指標として50%発癌量 (TD叫および実質安全

量 (VSD)が用いられている。 TD50は50%の動物に癌を発生させる量であり、発癌物質相互の癌原性の

強さの比較には適しているが、実際にヒ卜が曝露される様なきわめて低い用量での発癌性の評価は出来な

で癌を発生させる為の発これに対し、 VSD は任意に決められたきわめて低い危険率(10-6~10-8)L、。

癌物質の量あるいは濃度のことであり、動物実験で得られた用量・反応データを基にして、適切な数理モ

を当てはめて計算により求められる。デル、例えば耐用量モデル、発癌機構モデルや時間一腫蕩モデル、

どの様な数理モデルを当てはめるかについてはまだ基準が確立してなく、今後検討すべき重要なしかし、

ガイダンスバリューおよびTD5を基にした曝露問題である。近年二次性発癌物質のリスク評価として、

/強度指数の概念、が提唱されている。

172 



IU-2 化学発癌におけるリスク評価

文献

1) R. Doll， and R. Peto: The causes of cancer: Quantitative estimates of avoidable risks of cancer in the 

United States today. }. Natl. Cancer Inst. 66: 1191-1308， 1981. 

2) Federal Register， PartIT. Office of Science and Technology Policy. Chemical Carcinogenesis: A review of 

the science and its associated principles. pp.78-85， 1985. (日本語版 :r化学物質の発癌性評価」、厚生省生

活衛生局食品化学課監修、薬事日報社、 pp.150-163，1987)

3) M. Marselos， and H. Vainio: Carcinogenic potencies of pharrnaceutical agents evaluated in the IARC Mon-

ograph Programme. Carcinogenesis 12: 1751-1766， 1991. 

4) }. K. Haseman， }. E. Huff， E. Zeiger， and E. E. McConnell: Results of 327 chemical carcinogenicity studies 

conducted by the National Cancer Institute and the National Toxicology Program. Environ. Health 

Perspect. 74: 229-235，1987. 

5 )高橋道人:発がん性の外挿、毒性試験講座(第 1巻)r安全性評価の基礎と実際(林 裕造、大沢伸昭編)J、

地人書館、 pp.247-258， 1990. 

6) H. Druckrey， A. Schildbach， D. Schmahl， R. Preussmann， and S. Ivankovic: Quantitative Analyse der car-

cinogenen Wirkung von Diathylnitrosamin. Arzneimittel-Forsch. 13: 841-851， 1963. 

7) T. H. Maugh: Chemical carcinogens: How dangerous are low doses? Science 202: 37 -41， 1978. 

8) Food Safety Council: Quantitative risk assessment. In: Proposed System for Food Safety Assessment. Final 

Report of the Scientific Committee of the Food Safety Council. Food Safety Council， Washington DC， 

pp.137 -160， 1980. 

9) Y. Hayashi， Y. Kurokawa， A. Maekawa， and M. Takahashi: Strategy of long-term animal testing for quan-

titative evaluation of chemical carcinogenicity. In: New Concepts and Development in Toxicology (PL. 

Chambers， P. Gehring and F. Sakai eds)， Elsevier Sci. Pub.， Amsterdam， pp.383-391， 1986. 

10)前川昭彦:癌原性化学物質のヒトに対する危険度評価、放射線科学 33: 203-211，1990. 

11) Y. Kurokawa， S. Aoki， Y. Matsushima， N. Takamura， T.Imazawa， and Y. Hayashi: Dose-response 

studies on the carcinogenicity of potassium bromate in F344 rats after long-term oral administration. }. 

Natl. Cancer Inst. 77: 977 -982， 1986. 

12) A. Maekawa， T. Ogiu， C. Matsuoka， H. Onodera， K. Furuta， Y. Kurokawa， M. Takahashi， T. Kokubo， H. 

Tanigawa， Y. Hayashi， M. Nakadate， and A. Tanimura: Carcinogenicity of low doses of N ・-ethyl-N-ni仕・

osourea in F344 rats: a dose -response s旬dy.Gann 75: 117 -125， 1984. 

13) A. Maekawa， H. Onodera， Y. Matsushima， T. Nagaoka， A. Todate， M. Shibutani， Y. Kodama， and Y. 

Hayashi: Dose -response carcinogenicity in rat 

173 



O~O~O~O~O~O~O~OOOO~O~O~OOOO~OOOO~OO 

3.放射線発がんにおける時間因子

佐々木俊作

O~~~O~O~O~O~OOOO~O~O~O~OOOOO~~。

Time Factors in Radiation Carcinogenesis 

Shunsaku Sasaki 

Division of Physiology and Pathology， National Institute of Radiological Sciences， 

4-9-1， Anagawa， Inage-ku， Chiba 263， Japan 

Results of experiments using B6C3Fl female mice were made subject of analysis on the time factors 

in radiation carcinogenesis. In the experiment for examination of influence of age at irradiation on the 

lifetime risk and on distribution of ages at death， mice were irradiated at day 12， 14 or 17 of the 

prenatal period， or day 0， 7， 35， 105， 240 or 365 of the postnatal period with doses ranging from 0.48 to 

5.7 Gy gamma -rays from !37Cs. In the experiment to examine the reduction factor for carcinogenic ef-

fect by multiple fractionation of gamma-rays dose 1.9 or 3.8 Gy was divided into 10 fractions， which 

were delivered once a week during period from 5 to 15 weeks of age. All mice were allowed to live out 

their life spans under a specific pathogen free condition. 

The cumulative relative risk for mortality from all causes except lymphoma and leukemia was shown 

to decrease with age when mice were irradiated at the fetal， neonatal， suckling， adolescent or young 

adult period， whereas， the decrease in the cumulative relative risk was very little when gamma -rays 

were given at the intermediate adult period. The lifetime risk for the increase in mortality and for the in-

duction of solid tumors was highest in mice irradiated during neonatal， suckling or adolescent period. 

Age -dependence of susceptibility to radiation carcinogenesis was different for each type of neoplasm. 

However， the most susceptible period for induction of each type of neoplasm concentrated in the age 

from neonatal to adolescent period. Radiation -induced late effects were apparently reduced by multiple 

fractionation of radiation dose， but the reduction factor for the increase in the long -term mortality did 

not exceed 2.0. 

放射線医学総合研究所 生理病理研究部

174 



ill-3 放射線発癒における時間因子

r. 緒百

放射線発がんと時間または年齢との関わりについてはいくつもの重要な問題が存在する。その第一は被

曝時年齢の影響である。第二はがんの発生またはがんによる死亡の時間分布に関する問題である。第三は

線量の時間分布の発がんに及ぼす影響である。これらの問題について実験的研究のデータを解析しこれに

基づいて考察を行なうのがこの報告の目的である。

まずがんの発生またはがんによる死亡の時間分布ならびにこれに及ぼす被曝時年齢の影響についてのこ

れまでの主な研究をまとめる。放射線による発がんの生涯リスクの推定における最大の問題の一つは幼若

期被曝の発がんリスクを正確には求めることができないことである。その理由は最も信頼性の高い原爆幼

若期被曝者についての追跡調査が未完結であるからである。特に固形がんについてのリスクについては不

確実性が大きい。原爆被爆者についての追跡調査の結果 1.2)やイスラエルにおける頭部へのX線照射を受

けた子供達についての調査の結果3)は、いくつもの種類のがんについての相対リスクは現在までのところ

大きな数値であることを示している。もしも今後も現在と等しい相対リスクであるとすれば生涯リスクは

著しく大きいことになるので、幼若期被曝後の相対リスクの時間的変化については関心が集まっている。

原爆被爆者についての最近の報告2)によれば固形がんの発生についての相対リスクは10歳未満で被曝した

人々ばかりでなく被曝時年齢10~19歳のグループにおいても減少しつつあるということである。 20歳以

上で被曝した人々においては大部分の回形腫蕩についての相対リスクは時間の経過に伴って減少すること

はないということである。しかし Pierceet al. (1991) 4)は被曝時年齢35歳以上の原爆生存者においては相

対リスクは時間の経過につれてむしろ増加していると述べていることも注目される。 Littleet al. (1991) 5) 

は原爆被爆者ばかりでなくイスラエルの追跡集団や胸腺肥大の放射線治療を受けた子供の調査結果につい

ても検討し、固形がんの発生に関する相対リスクは時間の経過につれて減少していることを明らかにした。

Kellerer and Barclay (1992) 6)はageattained modelというリスクモデルを適用することを提唱している。

被曝集団における特定の年齢での死亡率の増加は線量には依存するが被曝時年齢には依存しないというモ

デルである。このモデルを用いて生涯リスクを推定すれば相対リスクモデルを用いる場合よりもはるかに

小さい数値となる。彼らは原爆被爆生存者のデータにどちらのモデルがよりよく適合するかを検討したが

まだデータが不十分なのでいずれとも決めがたいという結果を得ている。相対リスクまたは過剰リスクの

時間的変化についてのモデルであるところのリスクモデルには必ずしもとらわれずにがんの発生またはが

んによる死亡の時間分布を問題としている研究がある。 Carteret al. (1992) 7)は被曝後比較的早期に発生

する白血病や骨肉腫は log-logistic分布によく合うと報告している。 Littleet al.， (1992) 8)は原爆被爆生

存者ならびに他の 3追跡調査集団についてがんによる死亡または発生の年齢分布を被曝時年齢別に発がん

の多段階モデルに当てはめることを試み、固形がんにはよく適合するという結果を得た。かつて Argone

国立研究所のSacherらはマウスを用いて一連の研究を行い(例えば Sacherand Grahn， 19649
)) 、年齢別

死亡率の時間的変化を解析した。年齢別死亡率の対数を年齢に対してプロットすると直線の上にのり、一

回照射の場合は勾配は対照と等しいが上方に平行移動し、連続照射の場合は勾配が急になると結論した。

一回照射の場合には相対リスクは一定ということになる。 Prenticeet al. (1982)10)はOakRidge国立研究

所においてマウスを用いて実施された大規模な実験の結果を検討して固形腫蕩による死亡に関する相対リ

スクは時間の経過につれて減少することを認め、time-dependent proportional hazard modelを用いてテー

タを解析した。このモデルにおいては相対リスクは時間の累乗に比例して減少するとしている。

Moolgavkar (1990)11)はラドンによるラットの肺腫蕩のデータを二段階モデルにより解析している。以上
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のように多様な取り組みがなされているが、疫学研究において不足しているのは幼若期被曝についてのデー

タであり、実験研究においても同様である。そこで幼若期被曝の場合に重点を置いて発がん効果発現の時

間分布に及ぼす被曝時年齢の影響に関する実験データを紹介する。

線量の時間分布が低線量率連続照射または低線量の断続的繰り返し照射である場合には高線量率一回照

射よりも発がん効果が小さくなるのが低 LET放射線については一般的である。国連科学委員会1993年報

告12)や国際放射線防護委員会 Publication6013
)においてこの問題を検討し結論を出している。すなわち

reduction factorは2から10の間であるが防護の観点では 2を用いるのがよいであろうというものである。

使用できる疫学データが多くないので実験データが検討の基礎となっている。これらの報告書は多くの研

究を網羅してはいるが、将来再検討しなければならない問題点があるように思われる。実験データ自体に

問題があるのである。その一つは発がん効果を十分に捉えているかどうかである。観察期間が短かすぎて

発がん効果のごく一部分しか見ていないと思われる実験が多いのである。もう一つは発がん効果の尺度と

して何を用いるかである。大部分の固形腫蕩の潜伏期は長く互いに死因競合の影響を受けるので発生率は

発がん効果を直接的に表現してはL、ない。特に線量効果関係を取り扱う場合にはこの点は重要である。国

連科学委員会報告においては腫蕩発生率に関する線量効果関係は高線量率照射では LQ型であり低線量率

の場合はL型であるとしているが、固形腫蕩の単純発生率についての線量効果関係は死因競合に影響され

て上に凸となる場合が大多数であるというのが私共の経験である。そこで発がん効果の尺度として何が適

切であるかについて検討を重ねた。その結果累積相対リスクが発がん効果を最も正確に表現するものであ

るという結論を得た。この尺度を用いて線量効果関係を改めて解析している。線量多分割による発がん効

果の低減についてこの尺度を用いて解析し、腫蕩の種類により低減率が異なるという結果を得たので紹介

する。

放射線による寿命短縮ならびに発がんに関する感受性の年齢依存性についての我々の一連の実験の結果

のいくつかは既に発表した14-18)。前述のように発がんを含む放射線の晩発効果の解析方法について検討し

た。放射線の生涯リスクに及ぼす被曝時年齢の影響についての新たな方法による解析の結果について述べ

る。

II.実験条件

全ての実験には B6C3F1雌マウスを用いた。マウスは SPF状態において終生飼育した。放射線は137CS

のガンマ線であり線量は0.48Gyから5.7Gyの範囲である。照射時日齢とその特徴は次の通りである。胎

生12日齢:器官形成期末期でありヒトの胎生 7ないし 8週齢に対応する;胎生14日齢:胎児期初期であ

りヒトの 9ないし10週齢に対応する;胎生17日齢:マウスでは胎生後期であるがヒトの15ないし20週齢

に対応する;出生後 O日齢:新生児期であるがマウスはヒトよりも早い発生段階で誕生する 7日齢:乳

児期である;35日齢:思春期の少し前の小児期に相当する;105日齢:若い成体期である;240ならびに

365日齢:中年成体期であり、平均寿命は870日なので老年ではない。

線量多分割による発がん効果低減を検討するための実験においては 5週齢から15週齢の間に 7日間隔

で10回に分割して照射した。一回当たりの線量は0.19Gyまたは0.38Gyである。これらと比較する一回照

射のグループは、その半数を 5週齢に照射し残りを15週齢に照射した。

各々の個体についての情報はカルテに記入し同時にコンビューターに入力して保存している。剖検所見

ならびに組織学的所見に関する画像情報もコンビューターを利用して保存している。下表の実験に用いた
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放射線発痕における時間因子ill-3 
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被曝時年齢がどのように影響を与えるかが検討すべ

き問題点である。 Fig.1に過剰死亡率の時間的変化

を示す。線量は3.8Gyならびに1.9Gyである。図中

ー2は胎生17日齢の数字は照射時の日齢である。
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いことはこの結果から明らかである。最む早く増加

が始まるのは 7日齢照射の場合であり最む遅いのは

。
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Age -associated variation of the excess 
age -specific mortality from all causes ex-
cept lymphoma and leukemia in female 

B6C3Fl mice irradiated at day 17 of the 
prenatal period (2 days before birth， -2)， 

or day 0， 7， 35， 105， 240 or 365 of the 
post natal period with 3.8 or 1.9 Gy gam-
ma rays. 
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Fig. 1 

と死亡率増加までの期間が最む短いのは365日齢照

射群であり最む長いのは胎生17日齢照射群である。

この結果は興味深いが解析結果の詳細な記述は別の

機会に行なうこととし、 ageattained modelは動物

実験データから考えると成り立ちそうにないことを

指摘するに留める。

累積相対リスクの時間的変化に及ぼす被曝時年齢

の影響をFig.2に示す。 105日齢以前の照射の場合には累積相対リスクは年齢が高くなるにつれて顕著に

これに対して240および365日齢に照射されたグループにおいては累積相減少することが明らかである。
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Long-term mortality from all causes except 
lymphoma and leukemia Dose: 3.8 Gy 

170PC 

Cumulative relative risk 

ODPP 

7 DPP 

35 DPP 

105 DPP 

240 DPP 

365 DPP 

Fig. 3 Influence of age at exposure to gamma rays on the cumulative relative risk for the 

long -term mortality from all causes except lymphoma and leukemia in mice. Error bars 

indicate standard errors. DPC: days post -conception; DPP: days post -partum. 

対リスクの減少の幅は小さい。

累積相対リスクの最終値 CFig.2の最右端の数値)は死亡率増加に関する生涯リスクを意味する。これ

をまとめたのが Fig.3である。この結果から長期的死亡率増加に関して新生児期から思春期までの時期

がきわめて感受性が高いと結論できる。これに比べると成体期は感受性が低い。胎生後期の照射によって

も長期的な死亡率が増加することは明らかであるが新生児期の照射の場合に比べれば効果は小さい。

N.発がんに関する感受性の年齢依存性

リンパ腫と骨髄性白血病については既に報告し 7 

たので16)固形腫虜についての新たな解析の結果を

述べる。

Fig.4は個体当たりの固形腫蕩の種類の数に関

する過剰累積相対リスクを尺度とする線量効果関

係である o 照射の時期は O日齢である。この尺度

は鋭敏でありしかも安定性がある。これまでの我々

の実験における最も低い線量0.48Gyにおいても有

意な増加が認められ、線量効果関係には直線的比

例関係が当てはまる。この包括的尺度を用いて固

形腫蕩誘発に関する感受性の年齢依存性を検討し

た結果が Fig.5と 6である。線量はそれぞれ

3.8Gyならびに1.9Gyである。累積相対リスクの

大きさは被曝時年齢により異なることは明瞭であ

り、最も感受性が高いのは新生児期から思春期ま

での期間である。この結果は死亡率の増加に関す
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Number of types of solid tumors per mouse 
Dose: 3.8 Gy 
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Fig. 5 Influence of age at irradiation on the 
cumulative relative risk for number of 

types of solid tumors per mouse ir-
radiated with 3.8 Gy gamma rays. 
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Fig. 7 Influence of age at irradiation on the in-
duction of ovarian tumor. 

m-3 放射線発癌における時間悶子
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Dose: 1.9 Gy 
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Fig. 6 Influence of age at irradiation on the 
cumulative relative risk for number of 

types of solid tumors per mouse ir-
radiated with 1.9 Gy gamma rays. 
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Fig. 8 Influence of age at irradiation on the in-
duction of pituitary tumor. 

る感受性の年齢依存性とよく対応している。中年成体期はこれに比べてはるかに感受性が低いといえる。

胎生14日齢の照射により固形腫療が誘発されることが認められたことは新たな知見である。
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次に腫蕩の種類別にその誘発に関する感受性の年齢依存性について新たに得られた知見を中心にして述

べる。 Fig.7は線量1.9Gy照射による卵巣腫蕩誘発効果を互いに比較したものである。新生児期から若い

成体期までの照射により高い発生率で卵巣腫蕩が発生する。中年成体期はこれより低い感受性である。胎

生17日の照射によっても発生率は増加するが新生児期の場合に比べればはるかに低い。胎生14日齢に照

射しでも発生率の増加が見られなかった。これは最近得られた知見である。胎生14日齢における卵巣は

発がんの標的細胞と思われる germinalepithe1iumは存在しているのであるが腫蕩発生率は増加しない。

Fig.8は下垂体腫蕩の誘発に関する感受性の年齢依存性である。この腫蕩は胎生後期の照射により最も

高い頻度で発生し成体期の照射によっては増加しない。胎生14日齢の照射も発がん効果を持つことが新

たに明らかになった。この腫蕩は下垂体前葉の細胞由来であるが、下垂体はかなり早くから発生が始まり

胎生14日齢には標的細胞は存在している。

Fig.9はハーダ一氏腺腫蕩の誘発に関する感受性の年齢依存性である。この腫蕩は中年成体期の照射に

よってもかなりの頻度で発生するが、感受性のピークは思春期ないし若い成体期にある。胎生後期や新生

児期の照射によっては発生率が増加しないことが特徴である。

Fig.10は肝腫蕩の誘発に関する感受性の年齢依存性である。発生率ではなく累積相対リスクにより相

互に比較しているがこの方がより正確である。新生児期と乳児期が著しく感受性が高い。思春期、若い成

体期ならびに胎生後期の照射によっても誘発される。この図には示されていないが胎生14日齢に1.9Gyの

ガンマ線を照射したグループにおいては肝腫蕩の発生率は対照群よりも有意に高かった。

上記以外の腫蕩については前の報告16)を見ていただきたい。我々はこのほかに胎生12日齢に0.95Gyを

照射する実験を実施したが全く腫蕩発生率の増加を認めなかった。これは B6WFIマウスの胎生12日齢に

X線1.9Gyを照射したグループにおいて腫蕩発生率増加は全く認められなかった19)ことを確認するもので

ある。これらの事実を併せて考えると発がんに関する感受性の年齢依存性は次のようにまとめることがで
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Liver tumor Dose: 3.8 Gy 

。 Cumulative relative risk 
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Fig. 9 Inf1uence of age at irradiation on the in-
duction of Harderian gland tumor. 

Fig. 10 Inf1uence of age at irradiation on the 
induction of liver tumor. 
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1II-3 放射線発癌における時間因子

きるであろう。個体発生の器官形成期までは感受性がないかあるいはごく低く、ある特定の時期に感受性

を持つようになると急速に感受性が増加してやがてピークに達し、その後比較的ゆるやかに減少する。感

受性を持つようになる時期、ピークの時期、減少のパターンはそれぞれの腫蕩の種類により異なる。

v.線量多分割による発がん効果低減

これまでに述べたいくつもの尺度を用いて線量多分割による晩発効果の低減について検討した。

Fig.11は死亡率についての寄与分率 (attributablefraction) を尺度として多分割による効果低減を検

討したものである。死亡率についての寄与分率を求める方法は既に報告した。例えば寄与分率が0.5であ

るということは死亡率の50%は放射線被曝に起因することを意味する。総量多分割により効果が低減し

ていることは明らかである。もしも効果が半分以下になるのであればO.38Gy10回照射の効果は1.9Gy照

射の効果よりも小さくなるはずである。この図に示した結果から放射線による死亡率増加についてのこの

条件での reductionfactorは2よりも小さいことが明らかである。

Fig.12においては固形腫蕩誘発効果について比較している。より詳細に述べると、放射線の効果の尺

度は個体当たりの固形腫蕩の種類の数に関する累計相対リスクである。線量0.19Gyを一週間間隔で10回

照射した場合においても固形腫蕩が過剰に発生した。観察値は期待値の2.41倍である。線量多分割により

効果が低減していることは明らかであるが、 reductionfactorは2より小さいといえる。

腫蕩の種類により線量多分割による効果の低減率が異なることを実験の結果は示している。全ての腫蕩

について述べるほどの紙面を与えられていないのでここでは肝腫蕩 (Fig.13) とハーダ一氏腺腫虜 (Fig.

14) についてのデータを示す。いずれの場合にも腫蕩誘発効果は線量多分割によって低減してはいるが、

reduction factorには大きな差異がある。肝腫蕩は0.19Gy繰り返し照射によっても累積相対リスクは増加

Mortality from all causes 

Attributable fraction 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 

0.19 Gy x 10 

1.9 Gy 

0.38 Gy x 10 

3.8 Gy 

Fig. 11 Influence of multiple fractionation of 

gamma -rays dose on the attributa ble 

fraction for mortality from all causes. 

Number of types of solid tumors per mouse 

Cumulative relative risk 。 2 4 5 6 

0.19Gyx10 

1.9 Gy 

0.38 Gy x 10 

3.8Gy 

Fig. 12 Influence of multiple fractionation of 

gamma-rays dose on the cumulative 

relative risk for number of types of 

solid tumors per mouse. 
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Liver tumor 
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Fig. 13 Influence of multiple fractionation of 

gamma -rays dose on the cumulative 
relative risk for development of liver 

tu町1Or.

Harderian gland tumor 

Incidence， % 
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Con!rol 

0.19Gyx10 

1.9Gy 

0.38 Gy x 10 

3.8 Gy 

Fig. 14 Influence of multiple fractionation of 

gamma -rays dose on the incidence of 
Harderian gland tumor. 

し、 reductionfactor は約1.3である。これに対してハーダー氏腺腫蕩の発生率は線量多分割により顕著に

減少し、 raductionfactorは10を越える。線量多分割による発がん効果が大きく低減するのはこのほかに

リンパ腫と骨髄白血病である。卵巣腫蕩についての低減率は肝腫蕩の場合よりは大きいがハーダ一氏腺腫

蕩よりは小さい。現在一回当たりの線量をより小さくした実験を行なっている。

W.考察と結論

1.動物実験データと疫学データの共通点と相違点

我々が実験動物を用いて時間因子に関する研究を行なっているのは、時間因子についてはヒトもマウス

も共通であろうと考えるからである。動物個体は有限な時間の中の存在であって、発生、成長ならびに加

齢というプロセスは基本的には共通であると考えるからである。我々の実験データと疫学データの共通点

と相違点のいくつかについて述べる。

Fig.2に示したように若い成体期以前に照射すると相対リスクは時聞が経過するにつれて小さくなる。

中年成体期照射の場合は相対リスクの変化は小さい。原爆被爆者についての1988年の報告2)では10歳未満

で被曝した人々において相対リスクが減少していると述べているが、最近の報告3)によれば10ないし19歳

で被曝した人々においても相対リスクが減少しているということである。ますます共通性が大きくなった

といえよう。

マウスの胎生後期の照射により肝腫蕩、下垂体腫蕩、卵巣腫蕩が誘発されることを示した (Fig.10，8， 7)。

このほかに骨腫蕩とリンパ腫も誘発される。これらは全て小児がん型ではなく成体がん型である。これは

我々の1978年の論文に述べた結果を確認し知見を拡張するものである。原爆胎内被爆者においてがんの

発生率が高いことが Yoshioto et al.により 1988年に最初に報告された20)。がんの大部分は成人がん型で
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III-3 放射線発癌における時間因子

あることも実験データと共通である。しかし Stewartand Knealeによるイギリスにおける調査の結果21)

を裏付けることはできない。出生前被爆により小児がんが発生し、妊娠の最初の 3カ月が最も感受性が高

いという結果になっているのであるが、マウスにおいては胎生後期の方が感受性が高い。

幼若期が固形腫蕩の誘発に関して感受性が高いことも共通である。おそらくそれぞれの腫蕩の誘発につ

いての感受性の年齢依存性も共通であろう。放射線により誘発される腫蕩の種類にも共通性がある。例え

ば肝腫蕩や卵巣腫蕩はヒトでは誘発されないといわれていたのであるが最近の報告によればこれらも発生

率が増加している。子宮腫蕩の発生率はマウスでは放射線照射により減少するヘ原爆被爆者においても

子宮癌は減少する傾向である。

マウスは寿命が短いので潜伏期の長い腫蕩は十分に発現しないうちに死亡するであろうからマウスのデー

タはあまり役にたたないのではないかという意見を聞いたことがある。この意見にはとうてい同意できな

い。その理由の第一はがんによる死亡時期の時間分布は発がん効果を発現する前に寿命が尽きてしまうと

いうようなパターンではないからである。第二は、マウスは寿命はたしかに短いがその中で発生、成長、

加齢がくりひろげられているのであり時間の刻みが異なるのであって、根本的な principleはヒトとマウ

スで共通であると考えるからである。

2.腫蕩の種類による差異

誘発に関する感受性の年齢依存性がそれぞれ異なることを述べた。標的となる細胞の数ならびにその増

殖と分化の状態などが決定要因と思われる。若ければ若いほど感受性が高いということはできないが、感

受性がピークとなる時期は胎生後期から若い成体期の間にあり、大多数は幼若期にあるということが重要

である。

線量多分割による発がん効果の低減率む腫蕩の種類により異なる。 reductionfactorとして全ての腫蕩

に一つの数値を用いるのは誤りであるということができる。固形腫蕩でも種類により異なるのである。我々

の実験データでは線量効果関係が直線に近い場合には低減率が小さく、線量効果関係が下に凸またはしき

い値がある場合には低減率が大きいという対応関係を得ているが、今後さらに検討することにしている。
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Abstract

1) In data from the atom bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki, the roughly linear-

quadratic radiation dose responses for chromosome aberration and leukemia correspond closely

to each other, as do the linear dose responses for gene mutation and solid cancer incidence.

2) In view of the increasing evidence for multiple oncogene and suppressor gene changes in

human cancer, as well as the evidence that human cancer rate is often proportional to age to

the power of 6 or so, it is postulated that the radiation has contributed one and only one on-

cogenic mutational event to the radiation induced cancers.

3) The radiation induced cancers should therefore display a cancer rate versus age relationship

that has a power of n - 1 , where n is the power for the corresponding background cancers.

4) It is shown that this is precisely what is happening in the collective solid cancer incidence of

the atom bomb survivors.

Text

In a paper presented in Tokyo, June 1994, I gave the first rough description of a new way of thinking

about human radiation carcinogenesis based on epidemiological and biodosimetric information obtained

from the atom bomb survivors (1). Now, a half-year later I offer a progress report on how this thinking

is evolving.
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Abstract 

1) In data from the atom bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki， the roughly linear-

quadratic radiation dose responses for chromosome aberration and leukemia correspond closely 

to each other， as do the linear dose responses for gene mutation and solid cancer incidence. 

2) In view of the increasing evidence for multiple oncogene and suppressor gene changes in 

human cancer， as well as the evidence that human cancer rate is often proportional to age to 

the power of 6 or so， it is postulated that the radiation has contributed one and only one on-

cogenic mutational event to the radiation induced cancers. 

3) The radiation induced cancers should therefore display a cancer rate versus age relationship 

that has a power of n -1， where n is the power for the corresponding background cancers. 

4) It is shown that this is precisely what is happening in the col1ective solid cancer incidence of 

the atom bomb survivors. 

Text 

In a paper presented in Tokyo， June 1994， 1 gave the first rough description of a new way of thinking 

about human radiation carcinogenesis based on epidemiological and biodosimetric information obtained 

from the atom bomb survivors (1). Now， a half -year later 1 offer a progress report on how this thinking 

is evolving. 
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The approach begins with the recent dose-

response data for the incidence of leukemia and

solid tumors as described respectively by Preston

et al.(2) and Thompson et al.(3). The two dose

responses are combined in Figure 1 by plotting

each as relative risk versus dose. The leukemia

response is steeply curvilinear, approximating a

linear-quadratic relationship. In striking contrast,

the dose response for solid tumors is strictly linear

and an order of magnitude lower in slope. It is

well known that the leukemias tend to occur early

after radiation and principally before adulthood,

while the solid tumors progressively increase over

the lifetime of the survivors.

Corresponding data have been accumulating at

the Radiation Effects Research Foundation

(RERF) for chromosome aberrations by Strain et

al. (4) and gene mutations in somatic cells of the

survivors by Akiyama et al. (5). The aberrations

are balanced translocations in peripheral blood lym-

phocytes, and the gene mutations are of

glycophorin A, a glycoprotein in the membrane of

red blood cells. The two dose responses are shown

in Figure 2, again in terms of relative risk versus

dose. A similar contrast is observed in that

chromosome aberrations are curvilinear and steep-

ly rising, while the gene mutations are linear and

much lower in slope. This dramatic difference

strongly suggests that these two types of genetic

damage operate through fundamentally different

mechanisms. Thus, in spite of the large literature

on radiation deletions as a cause of gene mutation,

it is unlikely that these gene mutations are secondary
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Fig. 1 Dose responses for the incidence of
leukemia and solid cancer in atom bomb
survivors. Solid cancer is all cancer ex-
cept leukemia. The vertical axis is
relative risk normalized to a background
risk of 1. Note the dramatic difference in
shape and magnitude for these two
cancer endpoints.
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Fig. 2 Dose response for chromosome aberration
and glycophorin A (GlyA) gene mutation.
The vertical axis is relative risk; 1 is the
background frequency for each endpoint.
The aberrations are shown separately for
Hiroshima and Nagasaki. Two related
gene mutation responses are shown, one
for gene inactivation (Mo/No), and one for
reduction to homozygosity (MM). Note
the dramatic difference in shape and
magnitude for the chromosomal and gene-
mutational biodosimeters.

to translocation-like two-hi t aberrations.

Figure 3 combines these four data sets into a single plot, once more taking advantage of relative risk

to put all of the responses on a similar scale. Surprisingly, the aberration response superimposes on the

leukemia response, and the gene mutation response does the same for the solid cancer response. It was
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shape and magnitude for these two 
cancer endpoints. 
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Ill — W5NM& A Simple Reductionist Model for Cancer Risk in Atom Bomb Survivors

in thinking about why this should happen that I

chanced upon my simplified theory.

It is widely understood that chromosome aberra-

tion plays a pivotal role in human leukemia (6). In

chronic myelogenous leukemia, we have known for

40 years that a specific translocation between

chromosome 9 and 22 is involved in essentially every

case. Similar, albeit less dramatic relationships exist

for most other leukemias, making it reasonable to

generalize that translocation is a central mechanism

in the production of this group of diseases. Thus a

correspondence between dose responses for

leukemia and translocation should not be surprising,

even though all of the kinetic details between these

relationships have yet to be worked out.
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Fig. 3 Dose responses for cancer endpoints and
biodosimetry. This figure combines the
data in the two preceding figures, using
relative risk on the ordinate to put all the
responses in the same framework.
Chromosome aberrations overlie the
leukemia response, and gene mutations
bracket the solid cancer response.

For the correspondence between solid cancer and the glycophorin A response, the parallel role for

single-hit, kinetically linear, somatic gene mutation immediately comes to mind. However, the situa-

tion here is complicated by the rapidly increasing evidence that, as in the prototypic human colon

cancer observed by Fearon and Vogelstein (7), solid cancers probably represent a series of seven or so

independent gene changes in crucial oncogenes and suppressor genes. Such a 7-gene change would re-

quire responses involving the 7th power of dose. Thus for the dose response for a single gene mutation

to overlie that for solid cancer, one must conjecture that exposures, such as those received by the atom

bomb survivors, are affecting one and only one of such genes in the cascade toward a radiation - induc-

ed cancer. Further support for this argument in an acute radiation situation is the enormous un-

likelihood of producing two mutations within the dozen or so candidate genes in a potential cancer cell.

For example, given the mutation radiosensitivity of the glycophorin A gene, the probability of two such

mutations in a single cell following a near lethal radiation dose is on the order of 10'10. Even with

chronic radiation, where mutations may be able to cumulate to higher levels than in acute exposures,

the relative frequency of single versus multiple mutations is enormously in favor of the mutations being

single.

At this point, the argument turns to the Armitage and Doll (8) model that relates cancer stages to the

age distribution of cancer rates. Armitage and Doll were intrigued by reports that human cancer rates

were often power functions of age. They confirmed this relationship for several human cancers, such as

cancer of the stomach as shown in Figure 4. They reviewed the mathematics of such responses and

their possible relationship to cancer staging, including mutation as one conceivable mechanism. With

the proviso that each stage has roughly comparable sensitivity, they concluded that a power to the 6

relationship would involve a 7-stage process, i. e., having one more stage than the power. Of course
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At this point， the argument tums to the Armitage and Doll (8) model that relates cancer stages to the 

age distribution of cancer rates. Armitage and Doll were intrigued by reports that human cancer rates 

were often power functions of age. They confirmed this relationship for several human cancers， such as 

cancer of the stomach as shown in Figure 4. They reviewed the mathematics of such responses and 

their possible relationship to cancer staging， including mutation as one conceivable mechanism. With 

the proviso that each stage has roughly comparable sensitivity， they concluded that a power to the 6 

relationship would involve a 7 -stage process， i. e.， having one more stage than the power. Of course 

187 



•cb
o

3 -0

2-0

1-0

0

S t o m a c h ( M j

3-0

2-0

1-0

0

S t o m a c h ( F )

1-4 i-S 1-6 1-7 1-8 1-9 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9

Log.age Log.age
Fig. 4 Log death rate for stomach cancer versus log age, in males (M) and females (F), adapted from

Armitage and Doll (8). The lines are drawn to have a slope of 6, indicating the reasonableness of
fit of stomach cancer mortality to age to the 6th power.

they knew nothing of oncogene and suppressor gene changes in 1954. Viewing this situation today one

must be struck by the coincidence of seven stages and the roughly comparable number of oncogene and

suppressor gene changes that are now routinely found in almost every type of adult human cancer.

The final step in my June argument, then, is to contrast the difference between background and radia-

tion-induced cancers by making the simplifying assumption that the background cancers require n in-

dependent somatic genetic events over the lifetime of the individual, while the radiation-induced

cancers require only n - 1 of such age-related events plus the single event caused by the radiation. To

illustrate this concept further, Figure 5 shows the family of curves that describe cancer rate versus age

for various powers of age ranging from 1 to 7. Figure 6 focuses on a cancer process which normally has

6 stages and follows age to the 5th power. After irradiation at age 60, there would be some probability

based on a linear function of dose, that the single crucial radiation - induced mutational event had occur-

ra
ry

<

V

0.3-

0.25-

0.J-

0.05-

0 -

Poivc

- /

= I 2

/

/

/ /

7

1

1
/

3 4 5 6 7

/

1

1
'I

/ j

7
—i

/ / / /

/ / /

'A-// ;

'•

„ 0.25

Age

Fig. 5 Cancer rates at various powers of age,
ranging in power from 1 to 7. The cancer
rates are given an arbitrary scale. The
number of stages implied by each of these
curves is the power plus 1. The curve for
power 6 would have the same shape as
those shown logarithmically in Fig. 4.

A g e
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would have some latency of expression.
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red. The occurrence of the event would shift the

response down by one power of age, presumably

with some latency which is not considered here. It

then follows, based on the Armitage and Doll

model, that radiation - induced cancers should

show a slightly different age pattern than control

cancers, i. e., should respond to an n - 2 power

function while the controls would be n - 1 .

In June, I had no evidence to support this conjec-

ture about the age structure of radiation - induced

versus background cancer. I only had the rough I

sense that such an effect would give relative induc-

tion dynamics not unlike what is actually seen

with the survivors. I have since analyzed the age

structure of cancer mortality and incidence in the

atom-bomb survivors, with the help of D. Pierce

and D. Preston of the Statistics Department of

RERF. Since mortality and incidence give similar

results, I will only show the incidence data here.

Weighted Mean Attained Age

Fig. 7 Tumor rate versus attained age in unex-
posed and exposed atom bomb survivors.
Shown are observed incidences of solid
cancer for exposed and unexposed surviv-
ors, for tumors not involving sexual
organs, and for ages truncated to 35. The
two best-fitting power functions are
shown as curved lines and equations. The
unexposed survivors have a power of
3.598 and the exposed a power of 3.178.
The exposed is a composite of backgr-
ound and induced solid cancer.

Weighted Mean Attained Age

Fig. 8 Log tumor rate versus log attained age in unexposed and exposed atom bomb survivors.
These are the same data as in Fig. 7. The linearity of the data through most ages and the dif-
ference in slope for unexposed and exposed are well seen in this plot. The fall-off of tumor
rate at the highest ages is commonly seen in such plots, and either represents a break - down
in the model or ineffective diagnosis of tumor in the elderly.
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and D. Preston of the Statistics Department of 
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of sexually related organs (breast, uterus, ovary, prostate and testis) from all solid cancers in order to

equalize and then combine the results for males and females. Unexposed is defined as survivors in

Nagasaki and Hiroshima who have Dosimetry System 86 doses from 0 to 0.01 Sv. The curving line fit-

ted to the unexposed data points is a power function whose exponent is 3.598. The exposed survivors

are those with doses between 0.1 and 4.0 Sv. The optimal power for the exposed group is 3.178. The

same data are reshown in Figure 8 as log-log plots, to indicate directly the linearity and differences in

slope of the responses. Slope in a log-log plot corresponds to power in a linear plot. Both the control

and the exposed responses fit the general Armitage and Doll model, but differ in exponent, with the ex-

posed having the lower value. That the difference in exponent is only 0.4 could be because the exposed

group is expressing a mixture of radiation induced and background cancers.

The final stage of this analysis requires the full separation of the background and induced cancers.

This is accomplished by using a multiple Poisson regression of survival data grouped by city, age, sex,

dose and cancer information. D. Pierce has done this analysis for the incidence study, again omitting all

sex-specific cancers and truncating the distribution to age 35. The AMFIT capability of the EPICURE

package was used (9). Figure 9 shows the two resulting power-function-based age responses for the

background rate and for the excess absolute rate (EAR) estimated for an exposure of 1 Sv. Both

responses are consistent with the Armitage and Doll formulation. The exponents are 4.154 for backgr-

ound and 3.030 for the EAR response, a difference of 1.124, essentially in agreement with what is

predicted by the n - 1 formulation. Figure 10 shows the same data in log-log configuration.

The model clearly passes this one sensitive test of consistency regarding age structure of cancer risk.

120 -r

10 20 30 40

Attained Age

Fig. 9 Tumor rate versus attained age in background and excess absolute tumors of atom bomb sur-
vivors. These are the same data as in Fig. 7, but after calculation by AMFIT to extract the
tumors induced by 1 Sv of radiation. The vertical bars represent standard error. The power of
background is 4.154 and of the excess is 3.030, consistent with the prediction of the model.
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Fig. 10 Log tumor rate versus log attained age in background and excess absolute tumors of atom
bomb survivors. These are the same data as Fig. 9. The standard errors are shown only for the
excess. The linearity and differences of slope are readily seen in this log - log presentation.

It remains to be seen whether it agrees with other aspects of the cancer epidemiology and with the little

that is known about human somatic mutation rates.

No doubt this is an overly simplified treatment of the highly complex process of human carcin-

ogenesis. Essentially the model places all the complexity of human carcinogenesis in the background

data. There it lumps the diversified effects of specific oncogenes, repair defects, initiation, promotion,

progression, proliferation, time-varying properties, other carcinogens, sex, specific cancers, etc.. Its

simplicity is in the argument that the radiation - induced cancers are mutational in origin, and are

superimposed on the background mechanism in the form of one and only one somatic mutation in an on-

cogene or suppressor gene of the critical evolving cancer cell. It assumes that all solid cancers have

similar multistage behavior, and that the stages are independent of order, representing gene mutations

which have roughly identical sensitivity, rate over time, and hit number. The approach may not be com-

patible with the increasing evidence that the sequence of oncogenic gene changes is self - accelerating,

unless the acceleration is neatly balanced by some other effect such as the progressive reduction in

number of potential target-genes as the process progresses. Because of the likely linearity of somatic

mutation, the model currently predicts linearity of low-dose carcinogenesis. How well this applies to

low dose rate or fractionated exposure remains to be seen. It clearly fits the current non - thresholded

appearance of the solid cancer incidence data at RERF. Conceivably, other patterns of exposure could

modify the mutational dose - response, amd hence the model's prediction of carcinogenicity.

If this model succeeds as a reasonable approximation of human radiation carcinogenesis, one can then

ask whether it will also apply to other species and other mutationally - based carcinogens? If so, this

would provide the interesting option of being able to study carcinogenesis by studying mutagenesis. I

would anticipate, however, that complications will arise. Regarding species, I suspect that we already
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Log tumor rate versus log attained age in background and excess absolute tumors of atom 
bomb survivors. These are the same data as Fig. 9. The standard errors are shown only for the 

excess. The linearity and differences of slope are readily seen in this log -log presentation. 

It remains to be seen whether it agrees with other aspects of the cancer epidemiology and with the little 

that is known about human somatic mutation rates. 

No doubt this is an overly simplified treatment of the highly complex process of human carcin-

ogenesis. Essentially the model places all the complexity of human carcinogenesis in the background 

data. There it lumps the diversified effects of specific oncogenes， repair defects， initiation， promotion， 

progression， proliferation， time ・・-varying properties， other carcinogens， sex， specific cancers， etc.. Its 

simplicity is in the argument that the radiation -induced cancers are mutational in origin， and are 

superimposed on the background mechanism in the form of one and only one somatic mutation in an on-

cogene or suppressor gene of the critical evolving cancer cell. It assumes that all solid cancers have 

similar multistage behavior， and that the stages are independent of order， representing gene mutations 

which have roughly identical sensitivity， rate over time， and hit number. The approach may not be com-

patible with the increasing evidence that the sequence of oncogenic gene changes is self -accelerating， 

unless the acceleration is neatly balanced by some other effect such as the progressive reduction in 

number of potential target -genes as the process progresses. Because of the likely linearity of somatic 

mutation， the model currently predicts linearity of low -dose carcinogenesis. How well this applies to 

low dose rate or fractionated exposure remains to be seen. It clearly fits the current non -thresholded 

appearance of the solid cancer incidence data at RERF. Conceivably， other patterns of exposure could 

modify the mutational dose -response， amd hence the model' s prediction of carcinogenicity. 

If this model succeeds as a reasonable approximation of human radiation carcinogenesis， one can then 

ask whether it will also apply to other species and other mutationally-based carcinogens? If so， this 

would provide the interesting option of being able to study carcinogenesis by studying mutagenesis. 1 

would anticipate， however， that complications will arise. Regarding species， 1 suspect that we already 
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have a major discord in rodents because of their similar mutagenicity to humans and their dramatic dif-

ference in lifespan and time-course of carcinogenesis. Regarding other carcinogens, I suspect that

chemical mutagens will be too influenced by host and organ factors such as metabolic activation and

target - cell proliferation to follow the simple radiation model. Nevertheless, the enormous advantage of

using mutagenesis as a surrogate for carcinogenesis might still be achievable provided one can suffi-

ciently enrich the mutational input.
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Epigenetic mechanism of radiation carcinogenesis

Ohtsura Niwa

Department of Molecular Pathology, Research Institute for Radiation Biology

and Medicine, Hiroshima University

Hiroshima 734, Japan

Abstract

Carcinogenic action of radiations has long been thought to be due to its mutagenic activity.

Since DNA damage is induced and distributes in a stochastic fashion, radiation induction of

cancers was also assumed to follow a stochastic kinetics. However, recent progress in radiation

research has revealed that some features of radiation carcinogenesis are not explainable by the

simple action of radiation as a DNA damaging and mutagenic agent. Firstly, frequencies of

radiation - induced transformation in vitro and radiation - induced mammary cancers in rats are

too high to be accounted for by the frequency of radiation - induced mutation. Secondly,

trans - generation carcinogenesis among Fl mice born to irradiated parents occurs also much

more frequently than to be predicted by the frequency of radiation induced germline mutation.

Thirdly, multistage carcinogenesis theory predicts that carcinogens give hits to the target cells

so as to shorten the latency of cancers. However, latencies of radiation induced solid cancers

among atomic bomb survivors are similar to those of the control population. Fourthly, although

radiation elevates the frequency of cancers, the induced cancers seem to share the same spec-

trum of cancer types as in the unirradiated control populations. This suggests that radiation in-

duces cancer by enhancement of the spontaneous carcinogenesis process.

These data suggest that the first step of radiation carcinogenesis may not be the direct induc-

tion of mutation. Radiation may induce genetic instability which increases the spontaneous
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Abstract 

Epigenetic mechanism of radiation carcinogenesis 

Ohtsura Niwa 

Department of Molecular Pathology， Research Institute for Radiation Biology 

and Medicine， Hiroshima University 

Hiroshima 734， ]apan 

Carcinogenic action of radiations has long been thought to be due to its mutagenic activity. 

Since DNA damage is induced and distributes in a stochastic fashion， radiation induction of 

cancers was also assumed to follow a stochastic kinetics. However， recent progress in radiation 

research has revealed that some features of radiation carcinogenesis are not explainable by the 

simple action of radiation as a DNA damaging and mutagenic agent. Firstly， frequencies of 

radiation -induced transformation in vitro and radiation -induced mammaηT cancers in rats are 

too high to be accounted for by the frequency of radiation-induced mutation. Secondly， 

trans-generation carcinogenesis among Fl mice bom to irradiated parents occurs also much 

more frequently than to be predicted by the frequency of radiation induced germline mutation. 

Thirdly， multistage carcinogenesis theory predicts that carcinogens give hits to the target cells 

so as to shorten the latency of cancers. However， latencies of radiation induced solid cancers 

among atomic bomb survivors are similar to those of the control population. Fourthly， although 

radiation elevates the frequency of cancers， the induced cancers seem to share the same spec-

trum of cancer types as in the unirradiated control populations. This suggests that radiation in-

duces cancer by enhancement of the spontaneous carcinogenesis process. 

These data suggest that the first step of radiation carcinogenesis may not be the direct induc-

tion of mutation. Radiation may induce genetic instability which increases the spontaneous 
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mutation rate in the cells to produce carcinogenic mutations. Growth stimulatory effect of radia-

tion may also contribute to the process. Thus, epigenetic, but not genetic effect of radiation

might better contribute in the process of carcinogenesis.

mutation rate in the cells to produce carcinogenic mutations. Growth stimulatory effect of radia-

tion may also contribute to the process. Thus， epigenetic， but not genetic effect of radiation 

might better contribute in the process of carcinogenesis. 

1 .はじめに

マウスを用いた研究や、広島・長崎の被爆者の方々についてのデータから、これまでに放射線の発がん

作用について多くのことが明らかになった。そして、線量一効果曲線や線量率効果の有無などの差から、

白血病と固型腫蕩では誘発機構が異なることが示唆されている。しかしながら、その機構の詳細はし、まだ

に明らかでない。

放射線発がんは、放射線によりもたらされた DNA損傷が一定の確率で発がん性の突然変異を誘発し、

さらにこの突然変異が集積してがんが発症すると考えられてきた。このような考え方を放射線の直接作用

モデルとよほう。最近の分子レベルでの研究により、がん細胞において多くのがん遺伝子ゃがん抑制遺伝

子の突然変異がみられることは、直接作用モデルを支持するものと言える。しかしながら、これまでの放

射観発がんに関して、とりわけ国型腫蕩についてのデータをみると、直接作用モデルではとうてい説明し

得ないものがある。むしろ放射線は細胞に遺伝的不安定性を誘導し、これが間接的に発がん性の突然変異

を集積させると考えた方が良いのではないだろうか。本稿では、放射線による固型腫蕩の発症に関して、

間接作用モデルと名付けたこのような機構について論ずる。

2.発がんの突然変異仮説

がんは細胞の増殖と分化の異常である。細胞の増殖と分化の多くの部分は、がん遺伝子とがん抑制遺伝

子が司っている。がん化の最終過程でがん細胞になってしまったものでは、増殖と分裂に関与するこれら

の遺伝子に突然変異をもっていることが明らかにされている。これは、がん化にはこれらの遺伝子におけ

る突然変異の蓄積が必要で、あることを示しており、さらに発がんの突然変異仮説を証明するものである。

これらの突然変異がどの遺伝子で起こっているか、及びどれほどの数の遺伝子で突然変異が必要であるか

は、がんの種類で異なることが明らかにされつつある九放射線発がんを考える上では、これらの突然変

異の誘発と蓄積に放射線がどのように関与しているかを知ることが重要である。従来放射線は、それによっ

て引き起こされた DNA損傷が突然変異を誘発し、その結果がんが生じると考えられてきた。しかし、こ

のような単純なモデルで放射線発がんが説明できるのであろうか。まずは、放射線による突然変異頻度と

発がん頻度とを比較してみよう o

3.放射線発がんにおける発がん性突然変異の頻度

放射線の培養細胞に対する試験管内発がん作用は良く知られている。照射された細胞を培養し続けると

形態が変化した細胞が増殖したフォーカスが形成され、これはがん細胞の性質をもつものとされている。

このような系として有名なものに C3HI0T1I2細胞がある。この細胞を照射したものを培養し、その後段

階希釈してさらに数週間培養を行ってみると、希釈の有無に関わらず最終的に得られるフォーカスの数は

一定である。しかも、ここでのがん化頻度はたいへん高く、さらにフォーカスの出現時期から考えて、照

射時に生じた突然変異がこの現象に直接関与しているとは考えられない九

ラットの乳腺上皮の幹細胞を照射し、これを宿主に移植して生じたがんの解析からも同様の高いがん化
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頻度を示す結果が得られている。照射された乳腺の幹細胞は、条件によっては100個に l個の割合でがん

化する九この現象は、頻度の高さとがん化までの潜伏期から、少なくとも照射の時点で誘発された突然

変異で説明しうるものではない。

照射した親マウスより生まれた F1マウスにおいては、対照群より高い頻度でがんの発症がみられる九

これは、親の生殖細胞に生じた何らかの遺伝的変化が、次世代においてがんを誘発したものであると考え

られる。しかしながら、 1-2Gyの線量による親マウスの照射による次世代での発がん頻度の上昇は、 10

%のレベルに及ぶ。一方、この線量における通常の遺伝子の生殖細胞突然変異の頻度は、特定遺伝子座検

定法で明らかにされたように10-4の頻度である九すなわち、発がん性の生殖細胞突然変異頻度と、通常

の生殖細胞突然変異頻度とのあいだには、 3桁の聞きがある。しかも、発がん性の生殖細胞突然変異は、

個体発生のほとんどの時期では発現せず、後に述べるようにその個体がし、わゆるがん年齢に達した段階で、

その形質を発現する。

以上の結果は、頻度が非常に高い点、およびフォーカスの出現ゃがん化まで長い時聞がかかる点などか

ら、照射時に放射線が発がん性の突然変異を直接誘発し、これががん化に関与したとの考え方では説明で

きない。がん化形質を与える遺伝子の突然変異は、むしろ照射からずいぶん経過した後に高い頻度で生じ

たと理解する方がもっともである。それでは、これらの現象にはどのような説明が可能であろうか。一つ

の考えとして、照射された細胞では遺伝的不安定性が誘導され、その不安定性は細胞分裂や個体発生を経

ても比較的長時間保たれているとすれば良いのではないだろうか。当然ながら、遺伝的不安定性で誘導さ

れる突然変異は自然にも低い頻度ながら生じるものと思われる。放射線により誘発された遺伝的不安定性

により生じた突然変異ががん化をもたらすとすれば、突然変異頻度の高さとがん化が起こる時期の問題は

解決する。

4.放射線発がんにおけるがんの種類の問題点

後に述べるように放射線で誘発されるがんでも、白血病と固型腫蕩とは大変異なった機構で発症すると

思われる。ここでは固型腫蕩に限って議論を進める。放射線により全身照射された個体での固型腫蕩の種

類には、興味深い特徴がある。それは、その種・系統でみられる種類のがんは照射された個体で多発する

が、通常発症が全くない種類については照射による誘発がほとんど見られない点である。照射された

C57BLxC3Hマウスでは、肺癌や肝癌など腫蕩の種類が異なっても放射線による相対リスクはほとんど同

じである九これは、ヒトにおいても知られている。広島・長崎の被爆者では、さまざまな種類のがんで

相対リスクが上昇する。放射線によりリスクが上昇するがんのあいだでは、種類により絶対リスクに

100倍以上の差が見られる。しかしながら lSvの被曝による過剰相対リスクは、すべて 0-1の間に収ま

る九これは、放射線はその種・系統・個体で見られる腫虜のほとんどについて、その頻度を比較的均等

に上昇させることを意味している。すなわち、放射線はがんの種類を間わないのである。

このような結果は、放射線は何らかの機構により自然発がんの過程を促進させることでがん化に寄与す

ると考えれば説明が付く。これはまた、放射線は遺伝的不安定性を誘発し、その結果として自然突然変異

誘発に関与する機構に影響を与えてこの頻度を上昇させ、これががん化に関与する遺伝子の突然変異の頻

度を高める、と考えても説明可能である。

5.放射線発がんにおける潜伏期の問題点
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広島・長崎における被爆者にみられる腫蕩のうち、慢性骨髄性白血病や急性リンパ性白血病などに関し

ては、照射後の絶対年数に依存したがんの発症が観察される傾向にある。この絶対年数のピークは被爆後

5 -10年で、その後被爆者における白血病の相対リスクは急速に減少するへただ、白血病の相対リスク

は被爆時年齢に依存しており、若年者ほど高い。これはマウスにおける放射線誘発白血病でも同様の傾向

にある。さらに、白血病誘発の線量効果曲線は linear-quadraticのパターンを示す。これらの結果は、

白血病の発症については放射線が与える少数の突然変異のみで充分であることを示すものと思われる。す

なわち、放射線により誘発された染色体の転座によるがん遺伝子の活性化と、欠失によりもたらされたが

ん抑制遺伝子の機能喪失など、ほんの数個の突然変異で白血病が起こるとすると、 linear-quadraticのパ

ターンと短い潜伏期の説明ができる。

固型腫蕩についてはどうであろうか。先に述べたように、がんの発症における多段階過程は分子レベル

で証明されている。発がんの潜伏期は、この多段階の突然変異が蓄積する過程であると考えられている。

ヒトについて年齢に対するがんの発症頻度をしらベ、これを両対数目盛にプロットして見ると、がんの種

類に特徴的な直線が得られる九この直線の傾きは、その種類のがんの発症に必要な突然変異の数、すな

わちヒットの数を表すと考えられている。そして、加齢の過程でさまざまな自然要因によってこれらのヒッ

トがもたらされると考えられている。もしも放射線が直接的な作用で特定のがん遺伝子ゃがん抑制遺伝子

に突然変異を誘発することによりがんを誘発するのなら、すなわちヒットを与えることによりがんを誘発

するのなら、照射された個体においては、放射線により与えられたヒットの数に応じた潜伏期の短縮があ

るはずである。この場合、両対数目盛でのプロットでみられる年齢ーがん頻度の直線の傾きは穏やかにな

ることが期待される。そしてこのことは、照射された集団で非照射集団に対するがんの頻度の相対リスク

は、照射後の日数・年数に依存して小さくなることを意味する。

放射線誘発国型麗蕩についてのこのような解析では、大変興味深い結果が得られている。すなわち、広

島・長崎の被爆者に見られる固型腫虜の相対リスクは、少なくとも10歳以上での被爆においては、被爆

後の年数が経過しても一定である10)。すなわち、これらの被爆者ではがん発症における潜伏期の短縮はみ

られない。同様の現象は動物実験でもみられるが、ヒトの場合と異なる点として、潜伏期の短縮が見られ
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なくなる年齢が思春期をはるかに過ぎており、マウスでは老齢とも言える150-200日以降であることで

ある。すなわち、被爆あるいは照射により誘発されるがんの年齢一頻度直線は非照射群の傾きと同じであ

り、相対リスクの上昇分だけ両対数回盛上の直線は上に押し上げられている。すなわち、放射線による誘

発では、年齢ー頻度関係におけるヒットの数の変化はない。これは放射線が特定の遺伝子に突然変異を誘

発することによりがん化に関与するとの直接作用モデルを否定するものである(図 1)。これらの結果は、

先に述べたように放射線が自然突然変異の頻度を高めることによりがん化に寄与すると考えることで説明

可能である。

6.放射線発がんにおける非遺伝的過程の誘導とがん化

以上、放射線によるがん化機構のなかでも、国型腫蕩の誘発機構は単純な突然変異誘発では説明し得な

いことを述べた。また放射線による固型腫蕩が、自然におこるがん化過程を促進させることで生じる可能

性を述べた。がん化の過程、とりわけ固型腫蕩の発症には、標的細胞の複数の遺伝子に突然変異が起こる

ことが必要である。特定遺伝子の突然変異は10-5程度の頻度で生じるので、同ーの細胞で例えば3個の

独立した突然変異をもつことは、理屈の上ではほぼ不可能である。この問題を解決するには2つの可能性

がある。その第ーは遺伝的不安定性を誘導して突然変異頻度そのものを上昇させることであり、第二には

増殖刺激を与えて第一の突然変異をもっ細胞の数を増やすことである。

突然変異頻度の上昇は、すでに完成したがん細胞でたいへん高頻度に見られる現象である。 DNAの塩

基配列レベルでみられるがん細胞における遺伝的不安定性の原因のーっとして mismatchrepairに関与す

る遺伝子の異常があることが示されている11)，12)。放射線照射を受けた細胞で、このような修復遺伝子の発

現の変化による遺伝的不安定性が機能しているか否かは、今後の重要な問題である。しかしながら、従来

調べられていなかった単純な繰り返し配列の生殖細胞突然変異については、放射線による DNA損傷では

説明し得ない高い頻度で生じることが明らかになっている 13)。また、放射線照射された骨髄の細胞では、

長期間にわたって染色体レベルでの不安定性が誘導されることが報告されている14)。

最初の突然変異をもっ細胞を選択的に増殖させる機構については、それががん遺伝子に生じた突然変異

の場合は比較的簡単であろうと思われる。すなわち癌遺伝子に異常をもっ細胞は、正常細胞よりも増殖抑

制を受けにくく、組織の徴小環境のなかでわずかな刺激にも反応してその数を増やすものと考えられる。

さらに、放射線そのものが増殖刺激として作用するとの報告もある。このような機構により、第一の突然

変異をむった細胞がその数を105個に増やしたとすると、この細胞群で第二の突然変異が生じる確率は l

となる。

以上より、従来放射線発がんでは、ここで述べたような遺伝的不安定性の誘導と増殖刺激といった非遺

伝的過程の役割の方が重要ではないかと思われる。

7. まとめ

放射線発がんは、とりわけ固型腫蕩の誘発は長い潜伏期をもっ複雑な過程で‘ある。その機構については、

現在のところほとんど明らかではない。しかしながら、本稿で示したように、放射線発がんは化学発がん

剤によるむのとは少し異なり、自然、発がん過程の促進によりがん化に寄与するという特徴を持っている。

この過程を分子レベルや細胞レベルで、説明するうえで、従来から考えられている放射線-DNA損傷一突

然変異仮説(これを放射線の直接モデルとよぶ)はあまり大きな役割を果たし得ないことが本稿の骨子で
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ある。本稿で示された間接作用モデルは、生体のなかで自然に起こっていることが照射により促進される

とする。これは放射線発がんと自然発がんにみられる腫蕩の種類やその細胞にみられる突然変異のスペク

トラムが同じであることを予測するが、その正否については、今後の研究の成果に待っところである。さ

らに、放射線応答現象など、現在研究が開始され始めた放射線による非遺伝的過程とその結果として生じ

る遺伝的変化の研究は、今後ますます重要なものとなる。
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The normal development and function of tissues are under the regulation of programmed ex-

pression of genes involved in the proliferation and differentiation. Tumor development can be 

identified as the abnormal or deregulated expression of such genes. Two distinct classes of 

genes have been implicated in cancer development; oncogenes and tumor -suppressor genes. 

Those genes are potential target for radiation carcinogenesis. However，contemporal view of 

mutations of oncogenes and tumor-suppressor genes in radiogenic and non-radiogenic human 

cancers do not match to the spectrum of dadiation -induced mutations in the selected genes， 

and raise the question whether radiations are primarily responsible for the initiation of carcin-

ogenesis by mutation of those genes as primary target. There is now a growing evidence for 

the radiation to stimulate cell growth， which is followed by suppression. Such stimulatory ef-

fects of radiation may evoke the growth -promoting and -suppressing genes， or oncogenes and 

tumor -suppressor genes. This may lead to a testable proposition that constitutively present 

gain -of -function mutations in oncogenes and/or loss -of -function mutations in tumor-

suppressor genes， accumulated spontaneously or environmentally， may play a singnificant role 

in the radiation carcinogenesis. 

1 .はじめに

正常組織は増殖や分化を制御する遺伝子群の精巧にプログラムされた統制の下にある。単純に考えれば、

発がんはそのような遺伝子の機能の恒常的な変化として理解することができるだろう。最近、ヒトがんの
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分子生物学的解析が進むにつれ、この恒常的変化は突然変異として与えられていることが確実なものとなっ

てきた。ヒトがんの発生に関係するそのような遺伝子は、がん遺伝子とがん抑制遺伝子とに大別される。

がん遺伝子は、転写制御遺伝子も含め、細胞増殖の「正の制御」に働き、その発現は、細胞増殖、発生、

分化のプログラムによって厳密に制御されているが、突然変異による活性化や過剰発現が制御を逸脱した

恒常的刺激となってがんの発生や進展に関係している。一方、がん抑制遺伝子は増殖に対して「負の制御」

に働いている遺伝子であるが、その機能喪失型の突然変異が発がんに関係している。

放射線は強力な突然変異作用を有する。従って、少なくとも表面的には放射線発がんの突然変異仮説は

成立したかに見えたし、事実これまでこの仮説に立脚して発がんのリスクも検討されてきた。しかし、選

択遺伝子を標的とした放射線突然変異の徴視構造や実際のヒトがんに見られる責任遺伝子の突然変異の一

次構造が次第に明らかになるにつれ、この理論の展開が単純には行かないという問題に当面している。さ

らに、放射線発がんの突然変異仮説は多様な被曝様式に伴う発がんの説明理論としても苦しい立場に立た

されている。

一方、最近になり、生物は放射線を刺激として受けとめ、多様な生理活性を発現していることが確実な

ものとなってきた。細胞レベルでは細胞周期を制御する遺伝子の発現誘導などが指摘されている。発がん

の遺伝的背景に細胞増殖の制御の問題があることを考えると、放射線の生物作用の別の重要な一面として

注目されている。この放射線を刺激として捉える放射線影響の概念は新しく、その研究は緒についたばか

りであるが、ここではこれまでに明らかとなった実験データ等も参考にして放射線発がんの遺伝的感受性

を考えてみる。

2. ヒト集団にみられるがん関連遺伝子

ヒトのがんの中には、その発生が明らかに遺伝的要因によって支配されているものがある。いわゆる高

発がん性遺伝病として知られる疾患であり、確認された遺伝形質の 8~9%に相当すると推定されてい

る1)。ヒト集団の中に存在する変異遺伝子ががん発生率を変化させているという点で極めて特異的であり、

その変異遺伝子の本体と発がんへの関わりの機構は発がんを理解する上で重要である。しかし、ヒト集団

におけるこのような患者の頻度そのものは低く、発がんを集団レベルで考える場合の有意な変動要因とな

らないが、ヒトにおける発がんの遺伝的要因を解明する重要な手掛かりとなる。例えば、色素性乾皮症は

劣性遺伝病であり、変異遺伝子をホモ接合で持つ個体では紫外線による DNA損傷が除去修復できず、突

然変異の集積率が正常人に比べて格段に高い。発がんに働く遺伝子に突然変異が起る確率も高く、このよ

うな患者では発がんが加速されると考えられる。

一方、優性遺伝病では、配偶子を通して伝えられる主遺伝子ががん抑制遺伝子の変異遺伝子である場合

が多く、 1個の遺伝子の機能喪失が直接発がんの引き金となっている。網膜芽細胞腫の RBl遺伝子、ウ

イルムス腫蕩の WTl遺伝子、家族性大腸ポリポージス症のAPC遺伝子、神経線維腫症 I型の NFl遺伝

子、神経線維腫症E型の NF2遺伝子、 VonHippel-Lindau病の VHL遺伝子、Li-Fraumeni症候群の

p53遺伝子、家族性黒色腫の p16遺伝子、家族性乳癌/卵巣癌の BRCAl遺伝子がすでに知られている。

また、最近は DNA複製後の誤塩基対の修復に働く遺伝子 (hMSH2，hMLHl， PMS2など)の突然変異が

非ポリポージス型の家族性大腸がんや重複がん、がん多発家系の原因遺伝子として注目されている。また、

さらに多内分泌腺腫蕩症 2型の原因遺伝子retは、がん遺伝子のように活性型の突然変異が遺伝性腫療の

原因となっている唯一の例である。原因遺伝子が同定されている疾患はまだ限られてはいるが、これの遺
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伝子を機能の面から見ると、突然変異の誘発に関係するものと、細胞の増殖・分化の制御に関係するもの

とがある。さらに、他のいくつかの遺伝疾患では、その疾患の特性から免疫系の制御を付け加えることが

できるだろう。

ヒトがんに見られる突然変異3. 

一般に臨床がんを見ると突然変異は多くの場合に複数の遺伝子を巻き込んで、起っており、発がんが多段

階突然変異によって起ることを示唆している。最も単純な網膜芽細胞腫の場合をとってみても RBl遺伝

子の機能喪失型突然変異に続いて正常対立遺伝子の消失あるいはその失活が認められ、さらに 1番染色体

長腕のコピー数の増加、後期には p53遺伝子の突然、変異が見られる。優性遺伝性の腫蕩の場合には、配偶

子を通して受け継いだ 1個の変異遺伝子が発がんの引き金となっていることは容易に考えられるが、一般

がんの場合には複数の突然変異の中から初発変異である原因突然変異を特定することは必ずしも容易でな

L 、。

造血系腫蕩では一般に腫蕩特有の染色体転座や逆位が認められる。染色体転座の切断点の 1次構造の解

析が進み、その生物学的意義が明らかになりつつある。それによると転座によってがん遺伝子あるL、は転

写因子が造血系列で機能する遺伝子と融合するかあるいはその近傍に転移することによってがん遺伝子が

B細

またT細胞系腫蕩ではT細胞抗原受容体遺伝子が起点となってい

る。固形腫蕩に見られる染色体の構造異常には一般に欠失型の異常が多く、がん抑制遺伝子の欠失突然、変

恒常的に発現するかあるいは転写制御が異常になることが発がんに結びついていると理解できる九

胞系腫蕩では免疫グロプリン遺伝子が、

異に関係した染色体変化と考えられる九

p53遺伝子の突然変異はヒトがんの半数異常の症例に認められ、特に固形腫蕩で最も一般的に見られる

突然変異である九 p53遺伝子はがん抑制遺伝子の範暗に入札その遺伝子産物は転写制御として働き、

細胞周期の制御に係わっている。他のがん抑制遺伝子と異なり、突然変異の多くはアミノ酸置換によるも

のである。表 1はヒトがんに認められた p53遺伝子の突然変異の種類を文献例からまとめたものである。

さらに詳細な集計が最近 Greenblattら4)により報告されているので参照されたい。突然変異の中に CpG

Somatic mutation of p53 gene in human cancers. Table 1 
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塩基配列に起った G:C→ A:Tトランジションの占める割合が高いことが目につく。塩基置換突然変異

に占めるこの突然変異の割合は腫蕩によって異なるが、高いものでは60%にも及ぶ。 p53遺伝子の全コー

ディング領域に占める CpG配列の割合は約3.5%であるので、突然変異のホットスポットとなっていると

言える。 CpG配列における G:C→ A:Tの変化は、 metGのTとの誤対合の可能性も否定できないが、こ

れは CpG配列に限らないことから metCの自然、に起る脱アミノ基による Tへの変化の可能性が高い。即

ち、自然突然変異がベースにあり、その上に環境要因による突然変異が加算されていることを強く示唆し

ている。 CpG配列における G:C→ A:T突然変異の割合の低い腫蕩は、環境変異原の作用が指摘されて

いる腫蕩である。例えば、肺がんと喫煙、肝がんと変異原の摂取、皮膚がんと太陽光紫外線などがそれで

ある。 CpG配列における G:C→ A:T変異が自然突然変異によるものだとすれば、その割合が環境変異

原の寄与を示す 1つのバロメーターとなるであろう。カピ毒素アフラトキシン Blによる肝がんでのコド

ン249の G:C→ A:T突然変異、皮膚偏平上皮癌における紫外線特有の CC→ TTあるいは 2ピリミジン

配列における C→Tなどは作用源特有な変化として注目される。跨脱がんでは G:C→ A:T変化が多い

が、 CpG配列での変化は比較的少なく誤対合によるなど変異原の作用が考えられる。

4.放射線による突然変異と発がん

放射線による突然変異のスベクトルは、染色体転座や欠失型の再配列異常に大きく偏っており、塩基置

換型の突然変異を起す効率は低いという特徴がある。その意味で白血病やリンパ腫に見られる染色体転座

に対する放射線の関わりは興味あるところである。実際、秋山らは試験管内でX線照射によって慢性骨髄

性白血病にML) に見られる BCRJablに融合遺伝子が形成されることを証明している 5)。この実験結果

は、放射線が直接発がんに意味のある染色体再配列を起すことを示したものであり注目される。

しかし、 2つの遺伝子の融合あるいは縦列転移の結合は遺伝子のごく限定された領域で起っている。鎌

田らは原爆被曝者に発生した CMLも非被曝者に発生した CMLもBCRJabl転座の切断点に差が認められ

ないと報告している。 B細胞系腫蕩やT細胞系腫蕩では免疫グロプリン遺伝子やT細胞受容体遺伝子を巻

き込んだ転座であり、これらの遺伝子の再構成の誤りである可能性も高い。ミネラルオイ lレで、誘発された

マウスの形質細胞腫(ヒトでは Birkitリンパ腫に相当する)にも特異的な IgH/mycの転座が認められて

いるし、ヒトの成人T細胞白血病は HTLVlの感染によるが、白血病細胞にはT細胞受容体遺伝子を巻

き込んだ染色体再配列が見られる。細胞分化の乱れが誤った遺伝子再構成を高めることを示唆しており、

放射線が直接このような染色体再構成を作らなくても増殖・分化の制御を乱す作用があれば間接的に腫蕩

特異的染色体再構成を誘導する可能性も考えられる。

放射線特有な遺伝子変異が放射線で誘発されたがんに見つかるかどうか興味あるところである。最近、

大津山ら 6)は、日線で誘発したマウスの皮膚がん・骨肉腫の p53遺伝子を調べ、欠失型突然変異がやや多

Table 2 Mutations of p53 gene in radiation-associated human lung cancers. 

G:C → A:T→ 工 CpG→ 
Del Ins Total 

A:T T:A C:G T:A G:C C:G TpG，CpA 

Uranium meners [ 1 ] 1 3 1 1 O O 6 O O O 6/19 

Uranium miners [ 2 ] 5 19 O O 1 O 25 3 2 2 29/52 

A-bomb survivors [3 ] 2 1 1 O O O 4 1 O O 41 9 

[ 1 ] Vahakangas et al. (1992) [2] Taylor et al. (1994) [ 3 ] Takeshima et al. (1993) 
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いほか、塩基置換には特に異質のものを認めていない。ここでも CpG配列での G:C→ A:T変異が高頻

度で認められている。表 2はウラン鉱夫の肺がん 7，8)、および原爆被曝者に発生した肺がん 9)のp53遺伝子

の突然変異を文献から再録したものである。いずれも遺伝子内に起った変異であり、他に遺伝子全領域を

含んだ欠失がどれだけあるかということなど問題は残されているが、やはり放射線特有の変化は認められ

ていない。

5.遺伝子発現の誘導と発がんの遺伝的感受性

最近、放射線照射による遺伝的発現の誘導あるいは情報伝達伝に働く酸素の活性化が注目されている。

対象となっている遺伝子には、 jun，fos， EGRl， PKC， p21爪TAFl， myc， p53， RBl， NF -KB， GADD45， 

TNFα， TGFs， HSP72/HSC73などがあるが、一般に検出される線量域はO.5Gy以上の高線量域で、ある。

最近我々はO.02Gyという低線量域においても Cーjunの発現誘導があることを見い出した。現在のところ

放射線に応答して発現される(あるいは蛋白質の増量が認められる)遺伝子の意味づけは仮説の域を出な

いが、適応的応答、増殖刺激効果、細胞周期のチェックポイント、アポトーシスの誘導などと関連づけて

議論されている。

低線量の放射線が細胞に対して増殖刺激として働くことは注目すべき現象である。接触阻止状態にある

マウスの培養細胞にO.02GyのX線照射をすると一過性に DNA合成が誘導され、また、細胞数も接触に

よる制御にさからって一過性に増加するが、細胞数は再び元の状態に復帰する。すなわち、放射線に応答

して細胞は一時的に増殖するが、再び周囲の細胞の制御を受けて排除(多分死滅により)されることを示

している。 jun，fos， EGRl， NF -KB等の初期応答遺伝子は前者の過程に関連し、 p211WAFl， p53， myc， 

RBl等の発現は後者の過程に関連していると考えられる。現在、細胞周期の制御は DNA損傷の監視と

修復の補助的行動と理解されているが、むっと重要な目的は増殖に歯止めをかけ、組織回復の完成を図る

ところにあるという考えむ成立する。果たして生体内でむ同じような現象が起っているのであろうか。高

井らは、癌患者に低線量X線全身照射を行った場合、ヘルパーT細胞の増加が認められることを報告して

いる10)。

p53蛋白は細胞周期の負の制御に働き増殖に歯止めをかける重要な蛋白の 1つである。変異 p53はその

働きを失っている。放射線が増殖刺激効果として働き、 p53が動員される場合に、ある細胞ではその p53

がすでに突然変異を持っていたとすると、増殖の歯止めが緩くなる。変異 p53を1個持つ細胞ががん化へ

と進み易いことは、 Li-Fraumeni症候群患者が高い発がん性を示すことからも想像できる。増殖制御を

逸脱した細胞では正常対立遺伝子の消失に始まり、がん化への遺伝子変化が加速すると考えられる。最近

Kempら11)は、 p53ノックアウトマウスにX線を照射すると、変異 p53遺伝子に関してヘテロ接合体のマ

ウスでむ、ホモ接合体のマウスでも発がんが加速されることを報告している。ヘテロ接合体の場合には、

X線が正常対立遺伝子の失活に働いたという考えも成り立つが、それではホモ接合体で発がんが加速され

ることが説明できない。この場合にも、単純に増殖制御機構の不備がX線による発がんの促進に働いてい

ると考えれば説明できる。すなわち、 「構成的に存在する突然変異が放射線発がんの加速因子となる」と

いう考え方である。このように考えると、放射線照射や被曝によるがんに見られる p53遺伝子の突然変異

に放射線特有のものが見つからないことむ納得が行く。すなわち、放射線発がんの遺伝的感受性は、その

個体が構成的に増殖制御遺伝子にどれだけ突然変異を蓄積しているかということである。問題の突然変異

を個体レベルで持っている遺伝病患者は放射線発がんに関しでも高い感受性を示すことが予想される。実
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際に p53ノックアウ卜マウスで証明されたし11)、また、遺伝性網膜芽細胞種患者では放射線治療後の照射

野内での 2次がんの発生率が高い121こともこの考えを支持する。また色素性乾皮症患者のように突然変

異高感受性の患者では構成的突然変異の蓄積率が高い。放射線被曝による肺がんと喫煙の関係は、被曝前

の喫煙は相乗的に働くのに対して被曝後の喫煙は相加的であることも構成的突然変異の重要性を示すもの

と考えられる。

6.線量効果関係

放射線影響としての刺激効果が放射線発がんにどの程度の比重を占めるか明らかでないが、重要な要因

となっていることを示唆するデータも蓄積されつつある。本シンポジウムではリスクのモデル化という各

演者に課せられたテーマもあり、一応従来の標的理論を離れて新しい可能性として取り挙げた。しかし、

勿論発がんに係わる責任遺伝子を標的とした放射線突然変異も無視することはできない。双方の持つ比重

は組織やがんの種類、発生機構によって異なることは十分考えられる。刺激効果は当該細胞の機能の昂進

として発現される可能性がある(正常細胞は正常機能を、がん細胞はがん形質・抗原提示)。もしそうだ

とすると、低線量域では、自然発生のがんの抑制に働く可能性がある。線量が高くなるにつれて致死効果

に基づく細胞再生が線量依存的に引き出されるようになる。この時に構成的に存在する突然変異が呼び起

こされる。従って、放射線自身によって突然変異が起こらなくても構成的に存在する突然変異だけで線量

効果が考えられる。すなわち、低線量域では、発がんは有意に上昇せず(闇値)、高線量域では加速的に

上昇する。実際には、放射線自身による突然変異成分もあると考えると、問題とする組織の発がんに対す

る放射線突然変異成分の比重に従って線量効果は変化するであろう。低線量域は刺激効果による既存のが

ん(潜在的がん)の消去に働く領域でもあり、発がんの線量効果は、対象とする組織、自然がんに対する

抵抗性の機能、構成的突然変異成分の蓄積レベル等を考慮し、総合的に理解されなければならない。
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Cancer frequency and distribution in Japan and the world

Shinkan Tokudome

Department of Public Health, Nagoya City University Medical School,

Mizuho - ku, Nagoya 467 Japan

Abstract

Human cancers are caused by a series of genetic alteration of oncogenes and suppressor

genes moderated by host factors, including aging, and environmental factors, and their interac-

tions. Studies of cancer incidence/mortality and distribution by sex, age, ethnicity, calendar

year, and area/country are essential to get clues to and/or to formulate hypotheses about

cancer etiology. In this report, the frequency and distribution of cancers of the nasopharynx,

stomach, colon, breast, liver and adult T-cell leukemia/lymphoma(ATL) are presented, and

the relevant host and environmental factors, pathogenetic mechanisms and possible preventive

interventions are discussed. The incidence of nasopharyngeal cancer(NPC) associated with

EBV is extremely high in the southern part of China and in other areas/countries to which

Chinese from this area have migrated. Such a high incidence was claimed to be attributable not

only to host factors but to NPC promoting environmental agents in food/herbs/cosmetics

derived from Euphorbiaceae. The steadily declining incidence of stomach cancer in Japan was

partly alleged to reduced salty food intake because such decline has firstly been apparent since

electric refrigerators and a distribution system for fresh vegetables and fruit were available.

Both colon and breast cancers appear to be related to westernized lifestyles, including high

intake of energy, fat, and highly - processed food as well as low intake of vegetables, fruit,

low - processed food, and dietary fiber. Hepatocellular carcinoma(HCC) associated with HCV is

common in Japan, whereas HBV-related HCC is frequent in China, where mycotoxins such as
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intake of energy， fat， and highly-processed food as well as low intake of vegetables， fruit， 

low-processed food， and dietary fiber. Hepatocellular carcinoma(HCC) associated with HCV is 

common in Japan， whereas HBV -related HCC is frequent in China， where mycotoxins such as 
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aflatoxin Bi are reported to be involved in its onset. Microcystins, toxins produced by algae in

ditch/creek/pond water, have recently been suggested to be candidates for HCC promoters.

ATL incidence is rather low; i. e., 1/1,000-1,500 of HTLV- I carriers, and its distribution is

naturally identical with the distribution of HTLV- I carriers. Howerer, host as well as en-

vironmental factors associated with ATL await further investigation. In summary, descriptive

studies of cancers are invariably informative and useful for cancer control and prevention.

ill-6 日本と世界のがんの頻度と分布

aflatoxin BI are reported to be involved in its onset. Microcystins， toxins produced by algae in 

ditchJcreek/pond water， have recently been suggested to be candidates for HCC promoters. 

ATL incidence is rather low; i. e.， 111，000 -1，500 of HTLV -1 carriers， and its distribution is 

naturally identical with the distribution of HTLV -1 carriers. Howerer， host as well as en-

vironmental factors associated with ATL await further investigation. In summary， descriptive 

studies of cancers are invariably informative and useful for cancer control and prevention. 

1 .はじめに

がんは宿主要因と環境要因が多要因・多ヒット・多段階の機序で交互に作用し、多遺伝子(がん遺伝子・

がん抑制遺伝子)の変異が蓄積して生ずる。

がん宿主要因には性、年齢、民族、代謝、ホルモン、宿主免疫、染色体、遺伝子などがあるが、本稿で

は代表的な宿主要因である性、年齢、民族に注目して、上咽頭がん、胃がん、大腸がん、乳がん、肝がん、

成人T細胞白血病・リンパ腫などについて、暦年別・地域別の発生頻度・分布及び移民の観察を行い、宿

主要因・環境要因を究明する作業仮説を設定して、分析疫学・実験疫学への展開を図り、がん予防に資す

る戦略について概説する。

2. がん死亡統計と擢患統計

がん発生頻度・分布の研究には死亡統計及び擢患統計などを参照する。その際にはバイアス(システマ

ティックエラー)の有無及び死亡・擢患率計算の分母である当該地域人口が正確に把握されているか否か

をチェックしなければならない 1)。がん死亡統計は擢患統計よりカバー率が高く

ある)、国際的にも比較的多くの国・地域からデータの入手が可能である。

しかし、死亡診断書記載時の死因名偏向・慣習による偏り、治療技術の格

差などに問題がある。

がん擢患に関して参照した 15大陸のがん擢患」第 V巻と第五E巻

(CANCER INCIDENCE IN FIVE CONTINENTS， VOL. V 2) とVOL.¥I3)) 

及び PATTERNSOF CANCER IN FIVE CONTINENTS4) (15大陸のが

ん擢患」第V巻の数値を図示した刊行物)は、国際癌登録学会 (IACR)・国

際癌研究機関 (IARC)によって量的・質的(診断)精度がレビューされたむ

のであり、診断技術や治療水準などの地域格差がクリアされている。しか

し、そのようながん擢患統計データが入手できるのは先進諸国・地域に限

られており、カバー率がかなり低いことが問題である。例えば、後述する

肝がんについて言えば、アフリカ諸国・地域では HBV及びアフラトキシ

ン BI関連肝がんリスクの高いことが示唆されているが、当該地域からの

肝がん擢患率に関する正式な報告はない。このように死亡統計・擢患統計

は、いずれも完全・正確であるとは言い難いので、適宜、両者を併用して

整合性のある推論を試みる必要がある。
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乳がん 0.0 

甲状腺がん 0.4 

皮膚メラノーマ 0.8 

舌がん 1.0 

唾液腺がん 1.0 

胆嚢がん 1.0 

骨がん 1.0 

脳悪性腫蕩 1.1 

大腸がん 1.4 

全がん 1.7 

口腔・咽頭がん 3.0 

上咽頭がん 3.0 

腎がん 3.3 

肝がん 4.0 

肺がん 4.0 

跨脱がん 4.1 

食道がん 10.5 

喉頭がん 28.0 

佐賀県がん登録(1984-1986) 

(Ref.3)より引用)
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3.性別観察

多くのがんでは男の擢患率のほうが女より高いが、男女共通臓器のがんの中で、乳がん、甲状腺がん、

胆嚢がんなどの性比は 1未満である(表 1) 3)。これらのがん発生には宿主要因・環境要因の性差(女性ホ

ルモン、脂質代謝、宿主免疫、放射線感受性など)が関連していることが示唆される。逆に、性比が大き

これらは男性特有の職く1を超しているものに、咽頭がん、勝脱がん、食道がん、喉頭がんなどがある。

このようにがんの性比を検討することで病因論への切業、喫煙、飲酒などで説明できるがんと言えよう。

り口を求めることができる。

4.年齢別観察

多くのがん擢患率は年齢とともに上昇し、そのリスクは年齢のn乗に比例するという数学モデルがある

このことからもがんの発生には宿主要因のエイジングの影響が非常に大きいと言える。一方、(表 2)5) 

両眼性網膜芽腫のように RB1遺伝子優性遺伝によって規定されるがんや(図 1)6)、母胎内放射線暴露に

これらのがんは少ない要因・ヒット・段階でよる小児白血病などのように小児期に発生するものもある。

nが比較的小さいものに甲状腺がんがあ発生するので、当然ながら潜伏期も短く nも小さい。その他、

しかし、るが、そのリスクは30歳頃にほぼ最高に達し、それ以降レベルオフする特徴的パターンを示す。

この曲線では誕生コホート、年齢、暴露時点の影響をこの nは横断年齢曲線を基礎に推計されており、

区別できなL、。

がん擢患率に対する年齢の影響を明瞭に表す手段として、同一年齢擢患率を結んで描く縦断年齢曲線が
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この曲線は年齢別がんリスクの暦年別変ある1)。

この曲線でも誕化を観察するのに適しているが、

生コホート、暴露時点の影響をソートできない。

そのような誕生コホート、年齢、暴露時点の影響

しかを分別するものに誕生コホート曲線がある。

表 2 がん擢患と年齢との関係

Relationship between inα;denαof cancer 

and age in 11 popu!ations 

Mean vaJue of exponent 

of age" 
Site of cancer 

20 30 40 
AGE IN MONTHS 

片眼性及び両眼性網膜芽細胞腫の月齢別発症率

Semilogarithmic plot of fraction cases of 

retino - blastoma not yet diagnosed (5) vs. 

age in months (t). The one -hit curve was 

calculated from log S = -t/30， the two -hit 
curve from log S = -4 X 10-5 f. (Ref.6

)よりヲi
用)
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。Exponent(k) in equation 1， cc f， where 1， is 
incidence at age t. (Ref.5iよりヲ|用)
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し、縦断年齢曲線及び誕生コホート曲線の問題点は、多暦年に亘る大量のデータ集積が必要なことであ

る。

5.暦年別観察

わが国の胃がん、食道がん、子宮頭部がんなどの寵患率・死亡率は減少傾向にあり、大腸がん、乳がん、

子宮体部がん、前立腺がんなどは上昇傾向にある(図 2)1>。一言で言えば、減少しつつあるがんは「低栄

養のがん」であり、増加しつつあるがんは「過栄養のがん」と言えよう。つまり、前者は冷蔵庫がなく物

流機構が未発達な時代に、旬以外には新鮮な野菜・果物などを摂取できず塩蔵品・高塩食品を食べていた

ことの影響であり、後者は高エネルギー、高脂肪、低繊維精製食品摂取によるライフスタイルを反映して

いる。
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注 年齢調整死亡率の基準人口は、 「昭和60年モデル人口」である。片対数グラフを使用した。

大腸は、結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。但し、昭和40年までは直腸E門部を含む。

結腸は大腸の再掲である。

資料厚生省「人口動態統計J(Ree>より引用)

6.移民の観察

移民の研究は母国人と移民集団(移民一世・二世など)との聞のがん寵患・死亡などを比較するもので、

がんの宿主要因・環境要因の関与の大きさ・メカニズム等を観察する恰好の自然実験と言える 8>。例えば、

日本人の胃がん擢患率は母国人、一世、二世の順に低くなるが、米国白人に比べると未だに二世のほうが

高い(表3)針。逆に、乳がん擢患率は母国人、一世、二世の順に高くなるが、米国白人に比べると未だに

二世のほうが低い。大腸がん擢患率も母国人、一世、二世の順に高くなり、二世になると米国白人より高

くなる。このことから、乳がんと大腸がんには共有する環境要因があると考えられる。乳がん発生には
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表 3 日系人の移民後のがん擢患

Post Migrational Changes in J apanese Cancer Incidence 

Age -adjusteda rates 

Cancer site Male Female 

JJb HJb HWb HJ: 
HJ: JJ HW JJ HJ HW  

HJ: 
HJ: JJ HW 

Esophagus 13.8 4.5 2.4 0.32 1.8 3.2 0.6 1.9 0.18 0.3 

Stomach 88.0 34.0 12.2 0.38 2.8 42.0 15.1 5.0 0.34 3.0 

Colon 8.3 27.5 25.3 3.3 1.1 7.3 18.8 17.8 2.6 1.1 

Rectum 9.2 21.4 14.1 2.3 1.5 6.5 8.8 8.9 1.35 1.0 

Liver 2.5 5.7 2.7 2.2 2.1 0.9 2.2 1.4 2.4 1.6 

Pancreas 7.4 8.6 8.6 1.2 1.0 4.2 4.5 6.5 1.1 0.7 

Biliary tree 5.9 4.3 2.1 0.7 2.0 5.5 3.9 2.2 0.7 1.8 

Lung 25.5 38.3 64.2 1.5 0.6 7.5 11.5 23.2 1.5 0.5 

Breast 0.1 0.5 1.0 5.0 0.5 17.5 47.5 85.6 2.7 0.6 

Uterine cervix 12.1 6.4 9.3 0.5 0.7 

U terine corpus 2.0 19.4 34.8 9.7 0.6 

Ovary 3.4 7.0 9.4 2.1 0.7 

Testes 0.8 1.0 5.0 1.25 0.2 

Prostate 4.9 35.9 59.7 7.3 0.6 

Urinarγbladder 5.3 9.9 23.5 1.9 0.4 1.6 3.4 3.9 2.1 0.9 

Hodgkin's 0.5 1.3 2.0 2.6 0.5 0.2 1.0 2.5 5.0 0.2 

Lymphosarcomac 
2.8 5.7 6.3 2.0 0.9 1.5 5.1 7.5 3.4 0.7 

Myeloma 1.1 1.3 2.0 1.2 0.7 0.7 1.0 2.5 1.4 0.4 

Granulocytic leukemia 2.6 5.0 4.3 1.9 1.2 1.9 2.8 2.9 1.5 1.0 

a. Age -adjusted to world population. 

b. JJ， Japanese in Miyagi， Japan; HJ， Japanese in Hawaii; HW， whites in Hawaii. 

c. Combined lymphosarcoma and lymphocytic leukemia. (Ref.9
)よりヲ|用)

CH肉OMOSOM(: ¥q 11p 19q 17p 

AL l(RA TIOH: MUTA T!OH OR LOSS MUTATION lO5S LOSS 

CEH(: F AP K'RAS DCC? p5J 

OHA 

HYPO恥ぜTf<YlAγ10><

図3 大腸がんに関する遺伝子変化

A Genetic Model for Colorectal Tumorigenesis (Ref.10
)よりヲ|用)

宿主要因としてのがん遺伝子 (BRCAlなど)の関与が示唆され、大腸がん発生にも多遺伝子の関連が報

告されている(図 3) 10)。乳がんにはさらに女性ホルモンがワンクッション加わるため、がん発生機構は

乳がんのほうが大腸がんより一層複雑であるように思われる。

7.地域別・民族別観察

典型的な地域別・民族別分布を示すがんの一つにメラノーマがある。メラノーマは宿主感受性の fair
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ill-6 日本と世界のがんの頻度と分布

skinに対する紫外線吸収性、 DNA損傷性、ビタミンD合成能などが関連し、環境要因としての紫外線照

射量、緯度などに左右される。インド人に多発する口腔がんは噛みタバコが関連しており、カリブ海キュ

ラソー島に多発する食道がんは、紅茶ハーブ中のトウダイグサ科植物 (Euthorbiaceae)に含まれる発が

んプロモーターによるものであるとされている11)。中国南東地域の中国人に多発するがんに鼻咽頭がんが

ある。当該地域からアメリカなどに移住した中国人にも多発するので、関連ウイルス EBVへの感受性の

民族差や宿主要因 (HLAなど)で説明されている。しかし、ウイルス要因 (EBNA1の発現など)、

EBVプロモーターとしてトウダイグ、サ科植物への暴露12)及び食物中ニトロサミン摂取などの環境要因の

関与も否定できない。

成人T細胞白血病・リンパ腫 (ATL)ゅの分布にも特徴があるが、それは関連ウイルス HTLV-Iキャ

リアの分布が特異なためである14)。日本圏内においては沖縄県(琉球の人々)、九州、I(なかでも鹿児島県、

宮崎県、長崎県など)、四国の海岸地域、五島、壱岐、隠岐、飛島等の島瞬、北海道日高地方(アイヌの

人々)などに HTLV-Iキャリアが多い。世界的にはアフリカ及び西インド諸島、メラネシア(ミクロネ

シア、ポリネシアには少ない)などの地域に HTLV-Iキャリアクラスターが観察されている。この特徴

ある地域的集積を観察して、 HTLV-Iキャリアはわれわれモンゴロイドをはじめとして、ネグロイド、

メラネシア人のプロトタイプの民族に多く、コーカソイドには少ないとされる。わが国における特徴的分

布については、ノンキャリア集団である新モンゴロイド弥生人が渡来して勢力を伸ばし、 HTLV-1キャ

リアで先住民である古モンゴロイド縄文人を辺地に追いやったためであると言われる。しかし、

HTLV-Iは外来性ウイルスであり、感染力が弱く、感染率(主に垂直感染)の低下があれば次世代へ

継代されないことから、 HTLV-1を用いて民族のルーツ、移動などを説明することには限界があるよう

に思える。一方、ウイルス自体の分子系統樹的分析が試みられ、感染時期及びウイルスオリジンの探索が

試みられている15)0 HTLV-1 キャリア中の ATL 擢患率は1I1 ，000~1 ，500、累積危険度は 3~5%ほどで

あり、残りの95%は無症候性の状態で一生を過ごす。発症リスクは男が女より高L、16)0 ATL発症に関わ

る宿主要因・環境要因の究明は未だ十分ではないが、宿主要因としての HLAハプロタイプ17)、環境要因

としての喫煙などが関連している可能性がある18)。

肝炎ウイルス (HBV.HCV)と関連した肝がんも特異な頻度と分布を示す(図 4)九現在、わが国の

肝がんは HCVfこ関連したものが多いが、世界的な肝がん多発地区の一つである中国海門市(上海市北方)

における肝がんは HBVに関連したものであり 19)、アフラトキシン Bl汚染食品の摂取と低栄養との交互

作用があって肝がんが発生しているものと考えられる。最近、当該地域住民の飲料水(クリーク水など)

中の藍藻が産生するトキシン(マイクロシスチン)が肝がんプロモーターとして関与していることが示唆

されている20)。

8. がん予防への展開

がんの性別・年齢別・民族別・暦年別・地域別の発生頻度・分布を調べることは、がん関連宿主要因・

環境要因を究明する手がかりを模索し、作業仮説を設定して分析疫学・実験疫学へ展開する意味で非常に

重要である。性、年齢、民族などの宿主要因に加え、環境要因との交互作用によって発現が変化する宿主

免疫ゃがん遺伝子・がん抑制遺伝子などの宿主要因に注目して、ハイリスク集団の特定を行い、効果的・

効率的予防介入を展開すべきであろう。環境要因については発がん物質、がん関連ウイルスなどのコント

ロールに加えて、がん予防物質の摂取(ケモプリペンションも含む)へ、発がんメカニズムの研究からが
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III-6 日本と世界のがんの頻度と分布

ん予防の実践(ライフスタイル変容も含む)への指向が必要であろう。二次予防が効果的ながんに対して

は、勿論、今後とも早期発見・早期治療対策を積極的に推進すべきである。

以上、本報告では、日本と世界における上咽頭がん、胃がん、、大腸がん、乳がん、肝がん、 ATLな

どを例にして、その頻度と分布に関する性別・時間的(横断年齢曲線、縦断年齢曲線、誕生コホート曲線)

観察、空間的観察及び時間的・空間的組み合わせの観察などを行い、宿主要因・環境要因の究明及びエイ

ジングとの関わりを調べ、病因の作業仮説を設定し、がん一次・二次予防へ展開する戦略について概説し

fこ。
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7.

Issues in Risk Modeling

Kiyohiko Mabuchi

Radiation Effects Research Foundation

Hiroshima

abstract

The long-term follow-up of atomic bomb survivors conducted by the Radiation Effects

Foundation(Life Span Study, LSS)has been the major source of information for risk estimates

that have been used for setting up radiological protection standards by the International Com-

mission on Radiological Protection(ICRP)and other organizations. This is mainly because

various features of the LSS make risk estimates from this cohort study desirable, including the

large population size consisting of relatively non-selected individuals of both sexes in a broad

age range,systematic dosimetry providing individual dose estimates, and virtually complete

mortality follow-up complemented by high-quality tumor registry - based cancer incidence

data. There are several areas of uncertainty in estimating risk from the LSS data. The most im-

portant source of uncertainty at this time relates to the fact that a large proportion of the sur-

vivors are alive, thus necessitating projection beyond the observation. As of 1994, more than

half of the subjects in the LSS are alive and about 85 % of those exposed to the bomb early in

life, e. g., age 30, are alive. Other sources of uncertainty include dosimetry errors, transfer of

risk between populations, diagnostic errors, and extrapolation of risk from high dose to low

dose and dose rates. For most of these, the magnitude of errors due to uncertainty can be

estimated and corrected, while more effort is needed in some areas. In general, contribution of

uncertainty from these sources seems relatively small, and current estimates seems justifiable.
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The long -term follow -up of atomic bomb survivors conducted by the Radiation Effects 

Foundation(Life Span Study， LSS)has been the major source of information for risk estimates 

that have been used for setting up radiological protection standards by the Intemational Com-

mission on Radiological Protection(ICRP)and other organizations. This is main1y because 

various features of the LSS make risk estimates from this cohort study desirable， including the 

large population size consisting of relatively non -selected individuals of both sexes in a broad 

age range，systematic dosimetrγproviding individual dose estimates， and virtually complete 

mortality follow -up complemented by high -quality tumor registry -based cancer incidence 

data. There are several areas of uncertainty in estimating risk from the LSS data. The most im-

portant source of uncertainty at this time relates to the fact that a large proportion of the sur-

vivors are alive， thus necessitating projection beyond the observation. As of 1994， rriore than 

half of the subjects in the LSS are alive and about 85 % of those exposed to the bomb early in 

life， e. g.， age 30， are a1ive. Other sources of uncertainty include dosimetry errors， transfer of 

risk between populations， diagnostic errors， and extrapolation of risk from high dose to low 

dose and dose rates. For most of these， the magnitude of errors due to uncertainty can be 

estimated and corrected， while more effort is needed in some areas. In general， contribution of 

uncertainty from these sources seems relatively small， and current estimates seems justifiable. 
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放射線リスク評価の主な目的のひとつは、放射線防護のための基準を設定するためのデータを提供する

ことである。国際放射線防護委員会 CInternationalCommission on Radiological Protection， ICRP)や、

その他の機関は、広島・長崎の原爆被曝者よりなる放射線影響研究所・寿命調査より得られたガン・リス

クのデータを基盤として、放射線防護基準値を定めている。最近は、原爆被曝者以外の集団についての疫

学的研究の結果が広く得られるようになったが、原爆被曝者データがリスク評価の主流をなす傾向は続く

ものと考えられる。当報告では、原爆被曝者データがリスク評価に用いられる主な理由、即ち原爆被爆者

データの利点と、そのデータを用いて、リスク評価する場合の、主な問題点、即ち不確定性を要約する。

寿命調査では、原爆被爆者93，000人と非被爆者27，000人よりなる計120，000人を対象集団とし、体系化

された個人線量推定値 (DS86)を基盤とし、 1950年以降、戸籍制度を利用しての全国的な死亡追跡と、

1958年以降、広島・長崎腫虜登録を用いてのガン曜患の追跡を主体として、リスク推定を行っている。

他の職業集団や患者集団と異なり、寿命調査集団は

比較的選択されていない対象者よりなること、集団

サイズが大きいこと、全年齢(被爆時)、男女を含

むこと等が大きな特徴(利点)で、これらはリスク

評価において特に重要なポイン卜である。寿命調査

の強味は、このような疫学データが広範で、総括的

なものであるといえる(表 1)。

表1 寿命調査の特徴

1.集団 ・規模の大きさ (12万人)

-全年齢、男女を含む一般住民

2.線量 ・体系化された個人線量推定法

3.追跡 .40年以上にわたる長期追跡

-完全な死亡把握一死因調査

.ガン擢患データ

ICRP 1990年報告 1)では、 1Svあたりのガン死亡の平均リスクを、全年齢層を対象にした場合 5%、成

人よりなる労働集団を対象とした場合 4%とした。これらの値は、広島・長崎の原爆被爆者寿命調査集団

の死亡追跡データに由来しているが、原爆被爆は高線量率曝露であることから、 DDREF(dose and 

dose -rate effective factor)を適用して得られたものである。このようにして得られたリスクの推定値が

不確定性要因をもつものであることは明らかである。表 2に示すように、その主なものは、追跡が完了し

ていないデータに基づく生涯リスク予測にかかわるもの、線量データのエラーの問題、リスクのトランス

ファーの取扱い、低線量・低線量率への外挿の妥当性、診断データのエラー等があげられる。以下これら

について述べる。

表2 リスク評価の不確定性

1.生涯リスクの予測

2.線量データの精度

3. リスク・トランスファー

4. Low doseへの外挿

5.診断データの精度

-若年被爆者の追跡が未完了

.ランダム・エラーの補正

-中性子(? ) 

・民族聞のパックグランド率の差異

.相対リスクか絶対リスクか

. DDREF 

-死亡診断書の精度の問題

-精度の高いガン擢患データ

ガン・リスクは年齢、性、時間の要因で大きく変動することから、ガン・リスクの推定にあたり、これ

らの因子を考慮することが重要である。特に、リスク予測の際、リスクの経時的な変化をモデル化するこ

とが必要である。これは、原爆被爆者集団の追跡、が完全に終了していないからである。 1990年の時点で、

被爆者の半数以上が生存しており、特に若年被爆者を被爆年齢30才以下とすると、このうち85%が生存
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リスクモデル化の問題点ill-7 

(表 3)。若年被爆者における相対ガン・している寿命調査対象者-1990年表 3

リスクは経時的に下降しつつあるようにみられるが生存者

1990年

対象者数

1950年

被爆時

年齢 (図 1)、 ICRPでは、相対リスクが時間的にコン

スタンと仮定して将来予測をしている。 1994年度

UNSCEAR報告書では、固型ガン生涯リスク推定

を三つの仮定に基づいて行っている。即ち過剰相対

リスクをコンスタントと仮定した場合、被爆時年齢

50才のもののリスクへ減少すると仮定した場合、

94% 

86% 

77% 

51 % 

16% 

1% 

17，824 

17，557 

10，882 

12，270 

13，489 

14，550 

0-9 

10-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50+ 

ゼロへ下降すると仮定した場合である。曝露年齢

20才を例にとると、 1Svあたり生涯リスクの予測

値は、それぞれ12.1%，10.6%，7.8%と大きく異な

る。従って時間的変動をどのようにモデル化するか

この種の不確定性は1 でリスク評価は大きく変わり、

最も大きいものの一つであるといえる。真のリスク• 

値がどのようなものかを知るには、今後の追跡調査
ー・・・・ーー・.
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の結果を待たねばならない。

原爆被爆による線量の誤差については、以前から

の研究で、約25-40%と推定されている。最近の

30 40 50 60 

Attained age (year) 

寿命調査国型ガンによる過剰相対リスク
(被爆時年齢別)

80 70 20 

図1

このような誤差(ランダム・エ放影研の研究では、

を統計学的に訂正することができること、訂正した場合ガンのリスクは10-15%上昇することがラー)

わかっている。線量についての最近の話題は、 DS86における中性子の過少評価があるのではないかとの

しかし、そのような過小評価があっても、ガン・リスク推定そのものには、比較的影響が小懸念である。

さく、上に述べたランダム・エラーによる10-15%に比較できる程度のものと推定される。

日本人よりなる原爆被爆者のガン・リスクのデータを、他国、多民リスクのトランスファーの問題は、

族集団に輸出しようとすることから生ずる。遺伝的背景、環境、生活様式が異なる他集団では、当然、パッ

ガンのリスクを修飾する要因も異なると考えられる。クグラウンドとなる「自然」ガン発生率もちがい、

(相乗モデル)を用いて被爆者データを他パックグラウンドのガン発生率が異なった場合に、相対リスク

(相加モデル)を用いるべきか、明確な答えは出て集団に移す(トランスファーする)のか、絶対リスク

いない。 ICRPの、 1990年報告では、相乗モデルと相加モデルを用いて得られた結果の平均値をとるとい

この理由づけとしては、相乗・相加各モデルによる誤りを最小限にするということであう手法を用いた。

この問題については、更により多くの集団から得られた疫学データを比較研究することが重要であろる。

フ。

このため、死因としてリスク評価は従来、死亡診断書に記された死因データに基づいて得られてきた。

の診断の精度を考慮、しなければならない。放影研やその他の調査から、死因データの精度はかなりのパラ

つきがあり、ガンの部位によって大きく異なることが判明している。さらに、ガンの中でも、予後の比較

的良いものは死因としてとらわれないという問題もある。従って最近公表された原爆被爆者の寿命調査集

団のガン発生(擢患)率データは特に重要なものである 2)，3)。精度がより高く、非致死性のガソも含む包
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寿命調査データに基づく doseresponseは、国型ガン 3)は linear、白血病は linear-quadraticで表現さ

れる 4) (図 2、図 3)。原爆被爆者での doseresponseは、高線量・高娘量率曝露に影響されるところが

大きいことから、低線量・低線量率でのリスクを推定するためには、二つの方法が使われてきた。一つは、

高娘量率データから外挿すること、もう一つは、低娘量率集団データの直接観察することである。前者の

方法で適用される DDREFは、寿命調査データによれば固型ガンで約 l、白血病では約2である 5)0 ICRP 

の1990年報告では、 DDREFの2を用いている。寿命調査集団は、比較的多数の低線量被爆者をも含むこ

とから、後者の方法、即ち直接観察も可能である。この結果は、低線量領域での doseresponseは、全線

量域で得られたものと異ならないことが判明している九低線量曝露によるリスク評価は、統計的なパワー

の点から、大きなサンプル・サイズを必要とし、これに伴う不確定性は免れない。この点から職業被曝集

団データを国際的にプールした研究が進行中であり、その結果は興味がもたれるところであろう。これま

で得られた所見では、このような低線量率集団から得られたリスク値は、原爆被爆者によって推定された

ものと差がないとされている η，8)。
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図2 寿命調査・国型ガン及び白血病の dose-response curves 
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図3 寿命調査・固型ガン及び白血病擢患データによる Low-dose extrapolation factor 

米国 NCRPのシンクレアーは、ここで述べたような不確定要因をレビューし、表4に見られるように、

各要因の寄与度を概算している。ここでは、リスクを高める傾向のものと、低める傾向のものとに分け、

統合して現在のリスク評価両者の貢献度は同程度ではないかと結論している九リスク評価における種々

の不確定性が判明しているが、これは、推定されたリスク値についての信頼性を知るという点で、重要で

ある。多くの不確定要因については、すでにそれを訂正、補正する手段も見出されている。不確定性をさ

らに理解することが、我々のリスク評価の信頼性の向上につながると考えられる。
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8.

Multifactorial Diseases and Risk Estimations:

special reference to Mutation Component

Norikazu Yasuda

National Institute of Radiological Sciences

9 - 4 - 1 , Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba-ken 263, Japan

Abstract

Genetic effects of radiation in man have been tractable such aspects as genes, chromosomes,

genomes, individuals and populations. In spite of enormous interest from an academic view

point on the mechanism studies, it is rather a little study on incidence or prevalence of genetic

diseases as hereditary effects when human population in general have been exposed by radia-

tion. Such studies are valuable for radiation protection as well as radiation public health. In

this review, I have attempted to reconcile some fragmental evidences to derive an important

conclusion: the hereditary effects of radiation could not be detected from examination of

disease incidence (or prevalence) for the genetic risk.

The above conclusion came from the following data:

1 . No positive evidence has detected on the survey of untoward pregnancy, mortality by age

17 infant tumors, chromosomal aberrations on Hiroshima and Nagasaki hibakusya's population.

2 . There exists no firm evidence that any Mendelian disease due to radiation has been con-

firmed by pedigree study in man.

3 . Examining live born paitents with spontaneous Mendelian diseases whose DNA sequences

have been analyzed, we found that transmitting DNA sequences by spontaneous mutations

survived by seiving meiosis out seem different from the ones carried with radiation induc-

ed mutations, which are predominantly deletion types.
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Genetic effects of radiation in man have been tractable such aspects as genes， chromosomes， 

genomes， individuals and populations. 1n spite of enormous interest from an academic view 

point on the mechanism studies， it is rather a little study on incidence or prevalence of genetic 

diseases as hereditary effects when human population in general have been exposed by radia-

tion. Such studies are valuable for radiation protection as well as radiation public health. 1n 

this review， 1 have attempted to reconcile some fragmental evidences to derive an important 

conclusion: the hereditary effects of radiation could not be detected from examination of 

disease incidence (or prevalence) for the genetic risk. 

The above conclusion came from the following data: 

1. No positive evidence has detected on the survey of untoward pregnancy， mortality by age 

17 infant tumors， chromosomal aberrations on Hiroshima and Nagasaki hibakusya's population. 

2. There exists no firm evidence that any Mendelian disease due to radiation has been con-

firmed by pedigree study in man. 

3. Examining live born paitents with spontaneous Mendelian diseases whose DNA sequences 

have been analyzed， we found that transmitting DNA sequences by spontaneous mutations 

survived by seiving meiosis out seem different from the ones carried with radiation induc-

ed mutations， which are predominantly deletion types. 
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4 . Present genetic risk analysis using a concept of mutation component revealed that

no tractable expected risk could be detected although many experimental evidences in-

dicate increase of mutant traits by increasing radiation induced mutation.

It is interesting to point out here that in epidemiological study somatic effects such as some

cancers would significantly increase by exposure of radiation whereas germinal mutation would

not. It is understood that both effects have started from a single mutation. What makes such a

difference ?

ill-8 多因子性疾患のリスク:突然変異成分について

4. Present genetic risk analysis using a concept of mutation component revealed that 

no tractable expected risk could be detected although many experimental evidences in-

dicate increase of mutant traits by increasing radiation induced mutation. 

It is interesting to point out here that in epidemiological study somatic effects such as some 

cancers would significantly increase by exposure of radiation whereas germinal mutation would 

not. It is understood that both effects have started from a single mutation. What makes such a 

difference ? 

1.緒日

放射線の生物への影響はその遺伝子、染色体、ゲノム、個体それに集団と様々なレベルで調べることが

できる。学問的な研究としてはその機構がたいへん興味深い。しかし、放射線防護、あるいは公衆衛生の

観点からは「ヒ卜集団でのがんや遺伝病の発生率あるいは有病率が、微量の放射線(鰻量)に被ばくする

ことでどう変化するのか」、がまず重大な関心事である。放射線が突然変異を誘発することはショウジョ

ウパエやマウスの実験などで知られており、ヒ卜でも同様であるという予想がある。しかし奇妙なことに、

低線量急被爆の広島・長崎の調査によると、遺伝病の有意な増加はみられないが、白血病などある種のが

んは有意に増加している。どちらも突然変異によると考えられているが、遺伝病は生殖細胞での遺伝子突

然変異であることは確かだが、がんは体細胞の遺伝子突然変異によると考えられているのにである。

本報告は「ヒ卜を含めて、生物集団の何等かの形質にインパク卜を与える(放射線)線量の影響をどう

測るか」についてモデル化を試みたものである。インパク卜として遺伝病の発生率(または有病率) (I) 

を取り上げ、リスクの基本式に含まれる突然変異成分を用いてなぜ遺伝病の発生率に遺伝子突然変異率の

変化の効果がみつからないかを議論する。また DNA解析のデータから、 (非被ぱくの)自然集団でみら

れる遺伝病の遺伝子の突然変異は、放射線誘発の突然変異に多いとされる欠失が少ないことも事実として

指摘する。ちなみにこれまでに放射線誘発突然変異に原因があるとする遺伝病患者は見つかっていない。

1I. リスクのモデル

1. リスクの基本式

基本的な考え方は次の通りである。人が放射線に被ばくすると、生殖細胞の遺伝子レベルで突然変異が

生じる。生殖細胞分裂、受精、発生、成熟、結婚、子どもの誕生、成人などの過程を経て、その子どもで

遺伝病を観察することになる。最初の原因、親での遺伝子突然変異率 (μ)の増加(ムμ)と子どもでの遺

伝病の発生率(I)の増加分(ムI)が量的に測定可能なパラメータである。この間を結ぶ様々な機構は

まだ分からないことが多いので、単純なモデルのーっとして突然変異成分 (M)を用いて数量的に次のよ

うにあらわすことにする。すなわち

ム1 ~ K ムμ
一 一一
Iμ  

( 1 ) 

この式から、突然変異率と発生率のそれぞれの相対的変化率をつなぐ役割をしているのがMである。後

述するが、倍加線量法による遺伝リスクの推定は(1)の特別の場合になっている。またこの考え方は経

済学のテキス卜 J)にみられる、商品の定価と需要あるいは供給の関係 (Mは弾性率)と類似している。商

221 



品の値段を上げれば、それに応じて複雑な流通機構を経てその需要や供給が変化するであろう。

形式的に(1)を書き直してMを次のようにあらわせば、経験的に突然変異成分を求めることが可能で

ある。

M=苧/半 ( 2 ) 

2.誘発突然変異率と線量の関係

ムμ/μ の推定値はマウスのデータから求められる。ヒ卜ではまだデータ不足である。突然変異率は線

量の一次関数、

μμ+b.D ( 3 ) 

で表される九ここで μは被ばくのない状態での突然変異率、 μ'は被ばく線量が Dである時の突然変異

率、それに bは単位線量あたりの放射線誘発率である。(3 )式から

ムμ=μ'一 μ
= b.D 

であるから、
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(4 ) 

ここに DDは(線形)倍加線量で、 ( 3 )式で μ'=2μ となったときの被ばく線量である。国連科学委

員会や国際放射線防護委員会、 BEIR委員会など放射線の遺伝リスクに関わる諸委員会の報告書では慣例

として DD= 1 Gyを用いている。

2. (1)線量率変換係数 (DDREF)

突然変異率 (μ)と線量 (D)の関係が一次式 (μ=μ+b.D)で表せることは、ショウジョウパエをは

じめとして、マウスなどで確かめられた。また線量率効果がマウスで発見され、急照射と緩照射の結果の

比較から線量率変換係数 (DDREF)がおよそ 3であることも分かった 3)0 Russellらによるマウスの毛色

を用いた大規模な 7特定座位の高線量急照射実験から得られた倍加線量の値0.41GyにDDREF=3を乗

じて、低線量緩被ばくでの倍加線量は 1Gyであると推定された。表 14)はいくつかの代表的な急照射実

験について最近まとめられたものであるが、倍加線量の一つの推定値として平均値1.35Gyが得られてい

る。これにDDREF=3を乗じて緩被ばくでの倍加線量4Gyが得られる。 Neelら5)は広島・長崎の原爆

の遺伝的影響を(流死産を含む)妊娠終結異常、被爆者の子どもの17才までの死亡率、被爆者の子ども

のがん、性染色体の異常、それに血按たんぱく質の突然変異を調べて、統計的な有意差をみつけることが

できなかった。それにもかかわらず、直線の勾配 (b)は生物学的にプラスの方向であると考えて、下限

信頼限界値を求め、低線量高 LET急被ばくから低線量低 LET被ばくの倍加線量を 4Gy以上であるとし

た。 Neelらはヒ卜もマウスも倍加線量は同じ 4Gy以下ではないと主張するものである。後述するが、倍

化線量はその値が大きい程、放射線影響は小さくなる。
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111-8 多因子性疾患のリスク:突然変異成分について

表 1 実験用マウスで開発された種々の特定座位・特定表現型法から求め

られた精原細胞への高線量急照射による配偶子倍加線量のまとめ 4)

実験法 倍加線量 (Gy) 報告者 照射雄マウスの系統

Russell 7座位 0.41 Russellら 101 x C3H 

優性可視 0.17 LuningとSearle 各種

優性白内障 1.57 NeelとLewis 101lE x C3HlE1 

骨格異常 0.26 LuningとSearle 101 

組織適合性座位 > 2.60 BaileyとKohn C57BLl6JN 

劣性致死 0.51 LuningとSearle DBA 

I! 0.80~ 1.77 BaileyとKohn C3H/HeH x 101/H 

11 4.00 BaileyとKohn CBA， C3H 

たんぱく質座位 0.11 NeelとLewis 各種

劣性可視 3.89 NeelとLewis C3H/HeH x 101lH 

平均値 1.35 

2. (2) 自然、突然変異と誘発突然変異は同じ遺伝病の原因で有り得るのか。

(少なくとも単因子)遺伝病の原因として自然突然変異が関与することは遺伝子 DNAの塩基配列が調

べられるようになってから、あきらかとなった。それでは放射線誘発突然変異も同じく遺伝病の原因とな

るのであろうか。最近の分子遺伝学の進歩により、否定的な方向に答がでるようである。これまでに分かっ

ている事実を調べてみよう九

①放射線誘発の突然変異は大部分が、少なくとも複数の DNA塩基の欠失(線突然変異)である。

②ヒ卜遺伝病の原因となる 244種類の単因子病の遺伝子の DNA塩基配列を調べてみると、欠失と塩基

置換(点突然変異)による自然突然変異に原因するものが、それぞれ 5% と 50~60%である。その

ほか、遺伝情報の転写や翻訳部位に原因があるものが35~45%になる九

①自然、の点突然変異の大部分は特定のエキソンに限定されて、遺伝子 DNAで一様に分布していない。

例えばサラセミアの Pグロビン遺伝子では第 1エキソンに点突然変異が集中している九線突然変異

も遺伝子内に一様に分布していない。たとえば、デュシャンヌ型筋ジストロフィー症の原因となるジ

ストロフィン遺伝子は200万塩基対からなるマンモスで、エキソンは60もある。大きな欠失が遺伝子

の上流 113に、小さな欠失が遺伝子の中程に集中している(図 1)旬。

④自然突然変異(欠失と重複)による遺伝病の機構の例としては次のが挙げられる。

a)縦列反復の複製のずれ........…・…..ー…・・一一一部Pグロビン遺伝子の変異体 10)

b)関連遺伝子聞の相同不等交叉組換え・…・・・・・・・ αサラセミア遺伝子、色覚異常遺伝子 11)

c)反復配列聞の相同不等交叉組換え・・・………… αグロビン遺伝子欠損、ファピー病 12)

d )非相同組換え・…・・・一-…一一…....……..…… α一、日ーサラセミア複合体 13)

e )遺伝子変換…・ー…….......…………・・・…目… 21一水酸化酵素欠損症凶

これらの遺伝病の機構は、大部分が生殖細胞が形成される際の誤りと考えられる。これはまたヒトへの

進化の過程で、この程度の誤りがあってもヒトとして生き残れたのだといえよう。誤りがランタ.ムに生じ

たと仮定したとしても、遺伝病は生きて生まれた人でみることのできる異常である。放射線で誘発される

遺伝子欠損は、外部から細胞へ余分なエネルギーが付与されて、 DNAが直接切断されるか、細胞内の水
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3ロ分子の電離により DNA分子の不安定化が生じる

これらはランダムに起と考えられている。ため、
lO 

こると仮定されているが、遺伝病の原因としての

10 

。
機構はまだ分かっていない。疫学的には放射線誘

ヒトで遺伝病が生じたとい発突然変異が原因で、

，I t I t r PI，. ""."""'"'，，守UJ.U1...t.1HI  UI tl..U.llUllt1t，.fltlU'ε .. 

-、・ .0. ‘・
r 

$・ ~l ユι3 ‘7・ 4 ‘4- 1 U・1

一-一

う証拠はない。

3. 突然変異成分 (M)

( 2 )式による突然変異成分の定義は形式的で
一一一一一
一. . 
一一…一..….

(遺ある。そニで理解を深めるため、インパク卜

伝病発生率)が次のように突然変異率の一次式で

一-. . . 
一一. . .目. . . 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一. . 

一一一一. -. 
ー ...._... 

-・

( 5 ) 

表される場合を考えてみよう 15)。

1 = A + B.μ 

これは病気発生の原因が突然変異による部分(日

たとえば化学物質で突然変異と非突然変異、)
 

H
F
 

による遺伝病と同じ症状が表れる遺伝学でいう表

現模写による部分 (A)が考えられる場合である。

突然変異による病気としてはまれな優性遺伝病が

ある。一般に変異遺伝子と環境因子(化学物質な

が原因となる病気を多国子病という。遺伝病ど)

との関係が(5 ) と突然変異率 (μ)発生率(1)

式で表されるとすると、突然変異成分 (M)は

ジストロフィン遺伝子の欠失と重複9)図1

( 2 )式から次のように表せることが証明できる。

( 6 ) M=~μ -
A+  B.μ 

たとえば突然変異率が 1+k倍になったとしよう。 k=1なら 2倍である。そうするとμμ(1+ k)か

ら、d.μ/μ=kが得られる。一方、インパク卜は 1'= A + Bμ'であるから、 M/I= k(Bμ/1) = k 

( 6 )式が得られる。.M。両者の比をとると

3. (1)突然変異成分の具体的な推定値

突然変異成分の考えは最初 BEIRIII(1980)16)に示されたが、専門家の経験から 5%という推定値が多

因子病に用いられた。 Nee15
)らは広島・長崎の被爆者について調査した、妊娠終結異常、被爆者の子ども

の17才までの死亡率、子どもの小児がんなどで突然変異成分を(5 )式のモデルを用いて計算している。

(表2)およそ 2%~5.7% という数値を得ている。

ヒトの遺伝病の発生率(有病率)(2) 3. 

表 3はUNSCEAR1988報告書17)にまとめられている自然集団における百万人あたりの遺伝病患者の

有病率である。基礎となったデータは主としてカナダ、ブリティシュコロンピア州とハンガリ一国からの
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III-8 多因子性疾患のリスク:突然変異成分について

表2 ヒトの異常の突然変異成分日

形 質
自然負荷 自然負荷のうちで突然 突然変異成分

(%) 変異による割合(%) (%) 

妊娠終結異常 5.02 0.17~0.27 3.4~5.4 

子どもの死亡率 4.58 0.16~0.26 3.5~5.7 

小児がん 0.12 0.02~0.05 2.0~4.0 

性染色体異数性 0.31 0.30 100 

たんぱく質変異 0.0013 0.0013 100 

表3 ヒト(自然、)集団にみられる遺伝病の出現頻度(/百万人)1η 

遺伝病の分類 有病率/百万人

常染色体性優性+X連鎖 10，000 

常染色体劣性 2，500 

染色体構造異常 400 

計 ~13 ，000 

先天異常 6，000 

その他の多国子性 650，000 

染色体数的異常 3，400 

遺伝性腫蕩 不明

報告をまとめたものである。ブリティシュコロンピア州のデータは25才以下を丁寧に調べているが、ハ

ンガリ一国では70才にわたるまで全数調査を行っている。単因子性(優性、伴性、劣性)遺伝病と多因

子病のうちの先天異常については両集団でほぼ同じ数値が得られている。成人病については一人が複数の

疾患に躍っていることもある。

III.遺伝リスクの仮定と方法

1.仮定と方法

(1)自然集団では遺伝病の発生率はほぼ一定で、こ

れは遺伝子レベルでの突然変異の大きさと個体

レベルの(遺伝病患者が子どもをつくるチャン

スが健常者に対して少なくなる)淘汰とが釣り

合っている状態にあると考えられる(図 2)。

(2)放射線による誘発突然変異率の増加で、遺伝病

の発生率が高まると予測される。これを考えるにあたって、

遺伝子 個体

図2 メンデル病の発生機構

①一回(一世代)に倍加線量を被ばくしたとき、子、孫などの世代で発生率はどう変化するのか。あ

るいはこれから毎世代、倍加線量を被ばくしたら、その後の世代で遺伝病発生はどう変化するのか。

②突然変異率が 2倍となってから、従来の淘汰の大きさは変わらないで、それと釣り合う新しい平衡

状態に到達するまでに何世代を要するのであろうか。

淘汰が常に被ばくの前後で同じであるとする仮定は現実的でないかも知れない。たとえば医療の進歩によ

り患者も健常者も同じように子どもを残す方向に向かっているのは間違いなかろう。その結果、患者の増
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加は突然変異率の増加が直接の原因であるとは言えなくなる。しかしこれらはほとんど予測不可能に近い

ため、少なくとも現在の状態を前提としてリスクの予測をすることにする。そのようにして得られるリス

クの近未来の予測値は、恐らく実測値を下回ることはないであろう。

2.遺伝リスクの公式(倍加線量法)

遺伝リスクはリスクの基本式(1)から

企1= 1 . (企μ/μ)・M. (7) 

倍加線量法の仮定18)を受け入れるなら、 ( 4 )式を代入して

企1= 1. (D/DD)・M ( 8 ) 

すなわち、

遺伝リスク=遺伝病発生率x(生殖腺被ばく線量/倍加線量)x突然変異成分
( 9 ) 

(d. 1) (1 ) (D ) (DD) (M) 

と表される。(9 )から遺伝リスクは倍加線量が大きい程、小さくなることがわかる。

3.優性遺伝病の突然変異成分

簡単のため、誘発突然変異率が自然突然変異率と同じとなった状況 (k= 1)を考察しよう。

(1)一旦2倍となった以後の世代 (n)で連続的に 2倍となる場合

突然変異成分は Mc= 1一(1-s)nと表されるから、子どもの世代では Mc= s、孫の世代まで

には Mc= 2s-s2、合計の突然変異率と淘汰係数 (s )とが新たに釣り合う状態 (n=∞)では Mc=

1、でそこに到達するまでの世代数は n= 1/sである。国連科学委員会は優性遺伝病についてのリス

クを子どもと孫の世代でそれぞれ15/100、13/100としているから、これは s=0.151こ相当する。した

がって、突然変異成分はそれぞれの世代までに0.15と0.28となる。すなはち、優性遺伝病の平衡状態

の突然変異成分は 1であるが、非平衡状態での突然変異成分は 1より小さい。新たな平衡状態に到達

するまでにはほぼn=7世代を要する。

(2)一度だけ 2倍になるが、それ以後誘発突然変異がなく従来の自然、突然変異のみである場合

突然変異率は 2倍ではないが、広島・長崎の被爆者集団がこの状況に近いといえる。突然変異成分

は Md=S(1-S)ト 1だから、子どもと孫の世代の突然変異成分はそれぞれ sとS-S2となる。 s=

0.15なら、それぞれ0.15、0.13となる。ここで LMd= Mcとなることに注意したい。 zは非平衡状態

の世代についての累積和を示す。このことは誘発突然変異により自然の平衡状態が崩れ、新たな平衡

状態に到達するまでの各世代の遺伝リスク合計が新たな平衡状態での遺伝リスクに相当することを意

味する。

突然変異遺伝子の集団における頻度を pとすると、任意婚の集団での常染色体優性遺伝病の出現頻度

はが+2p ( 1-p) ~2p 、すなわち優性突然変異遺伝子の頻度のほぼ 2 倍で表すことができる。日本で出

現頻度の比較的高い高コレステロール血症でも 2p~ 0.002であるから、この近似でよいことがわかる。

国連報告1988によれば、常染色体優性遺伝病と X連鎖遺伝病の合計出現頻度は百万人に10，000名、すな
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わち、 1%である。

優性遺伝病の発生率(I)はその遺伝子突然変異率 (μ)と淘汰(係数)sの釣り合った状態で、 1=2μ

/sと表される。突然変異率が μ→ 2μ と連続的に変化すると、優性遺伝病の発生率は 1= [2μ/sJ→ 

[2 (2μ)/sJ = 21となる。このような状況では優性遺伝病の発生率は従来の平衡状態での発生率の 2倍

となる。

4.優性遺伝病のリスク

以下の仮定は表 3による。

(1 )優性遺伝病の発生率を国連報告1988により、 1%(=10，000/百万人=1)とする。

(2)低線量低 LET緩被ばくの放射線による倍加線量は 1Gy = 100cGyとする。

(3)低線量低 LET緩被ばくの放射線をO.OlGy生殖腺に被ばくしたとする。

(4)淘汰係数 (s)は被ばくの前後で変わらず0.15とする。医療の進歩を考慮するとかなり無理がある

が、当面予測がつかないので第一近似としてこの仮定を用いる。

これらの数値を(9 )式に代入すると、毎世代突然変異率が 2倍となり、 7世代後の新たな平衡状態で

百万人あたりの遺伝リスク(ム1)は

ム 1/百万人=10，000/百万人 xO.01Gy/1Gyx1= 100/百万人

子どもの世代では突然変異成分が0.15であるから

ム 1/百万人=10，000/百万人xO.OlGy/ 1 Gyx 0.15 = 15/百万人

孫の世代では突然変異成分が0.13であるから

ム 1/百万人=10，000/百万人xO.01Gy/1GyxO.13= 13/百万人

となる。

国連報告書198817
)では百万人あたり 100人の遺伝病患者が予測され、そのうちの15%、15人が子どもの

世代に、残りの85人の15%、すなはち13人が孫の世代で発病するとして予測計算をしている。

なお、 X連鎖の遺伝病はその合計の出現頻度が低いのと、 X染色体が 1本の男子では伴性劣性遺伝病が

発病するなどで、優性遺伝病とまとめてリスク評価を行っている。

5.劣性遺伝病のリスク

常染色体劣性の遺伝病の発生率についてはいくつかの特徴がある。この種の病気は両親から 1つずつ、

計2個の突然変異遺伝子を遺伝して初めて発病するから、放射線の誘発突然変異によるリスクにはホモ接

合効果と配偶者効果とが考えられるヘ

(1)ホモ接合効果。たとえば被は、くした父の子ども達の孫どうしの結婚(いとこ婚)で、誘発した突然変

異遺伝子のコピーが曽孫でホモ接合となり発病することがある。この場合、劣性遺伝病は被ばく者か

ら数えて 4世代後に表れる。この確率は誘発突然変異率 (μ)と曾孫の患者の近交係数(f)、いとこ

婚の子なら f= 1/16、の積、 μfである。新たな平衡状態では百万人で11人が発病し、子ども、孫

ではほとんど増えない。新たな平衡状態に到達するまでは相当長い世代を要するので、近未来の世代

での遺伝リスクはほとんどないといえる。

(2)配偶者効果。任意婚の集団で誘発した突然変異遺伝子とすでに自然に存在した突然変異遺伝子がホモ

接合となる場合で、その確率は 2μqである。ここに qは集団に従来から存続する劣性変異遺伝子の

頻度である。

正常遺伝子と変異遺伝子のヘテロ接合でも 2.5%が発病するとし、配偶子あたり平均 1個の(有害)変
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異劣性遺伝子があるとすると、新たな平衡状態で百万人で合計4人が発病すると予測されている。子ども、

孫、の世代ではほとんど考えなくともよい程度である。

町.多因子病のリスク

1.多国子病の特徴と機構

経験的に、 1)家系に集中して発病する、 2) 

家族性が遺伝的である、そして、 3)患者の家系

内分布がメンデルの法則に合致しない、などがそ

の特徴である。機構的には(複数の)遺伝子と環

境要因の共同作用で発病する遺伝病である(図 3)。

遺伝子(群) 個体

図3 多因子病の発生機構

その機構の上で考えられるモデルもいくつかある。

1)ポリジーン模型。発病の原因となる(相加的)効果の小さい多数の遺伝子による。

2 )多国子模型。主要効果遺伝子と(複数の)環境要因による。

3 )複数遺伝子座模型。 2 (または 3以上の)遺伝子座の 2つ(あるいは 3つ以上の)主要効果変異遣

{云子による。

4)遺伝的異質性。病気の臨床症状は同じだが、原因遺伝子がちがう。連鎖解析などで異質性が区別で

きる。

5 )その他の模型。

これらのうち、最も簡単な 1遺伝子座と環境要因の多国子模型について説明して、数個の遺伝子座と環

境要因のモデルについて以下述べる。突然変異成分を求めることがリスク推定のポイントになる。

2.多因子模型

図4は多因子病の一つの模型である。発病に主

たる効果を示すー遺伝子座で正常遺伝子と変異遺

伝子が分離しているものとする。病気に躍り易さ

(X)という遺伝素因と環境要因できまる量的な

尺度を考えて、それを横軸に表し、あるしきい値

(T) を越えると発病するものとする20)。縦軸は

特定のXを持つ人の頻度である。したがって、

XミTの斜線の領域が患者の出現頻度である。図

4の上段はいわゆる単因子性の劣性遺伝病である。

病気に擢り易さは一義的に遺伝子型で決まる。中

段は遺伝子型の他に環境要因が発病に関与する様

子を表したものである。中央のヘテロ接合も発病

する人がおり、右端の変異遺伝子ホモ接合でも発

病しない人カ川、る。環境要因がさらに関与すると

下段のようになり、いちがいに遺伝子型か環境要

因が発病の原因とは決めかねるようになる。この

ようになると子どもを残す割合も健常者と患者の
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違い (S)がぐーんとちいさくなり、淘汰の働きも小さくなろう。その結果、病気の出現頻度も機会的に

決まり、突然変異や淘汰の効果はわかりにくくなる。すなわち、環境要因が発病の原因として大きく関与

する状況では当然ながら突然変異や淘汰の効果はほとんど検出できない。

3.電算機による数値計算

1)このようなモデルを解析的な方法で研究するのは難しいので、電算機で数値計算を行うこととした。

図5はその 1つのプロトコールである。入力パラメータとして、遺伝子座数(各座位には異常、正常

の2対立遺伝子)、突然変異率 (10-4~ 10-5
) 、遺伝子座聞の乗換え率、淘汰係数 (s= 0.5~ 1.0)、

しきい値、変異遺伝子数、それに突然変異率の増加分である。親から子へのゲノム伝達の減数分裂の

過程をモデル化して、必要なパラメー夕、各世代の変異遺伝子の頻度、病気に擢り易さの遺伝力、突

然変異成分などを出力した。

入力パラメータ: 親から子へのゲノム伝達の過程:

n 遺伝子座位数(各座位に変異、正常の

2対立遺伝子)
親ゲノム→突然変異→受精→乗換え(子のゲノム)→選択
4 |  

μt，μ2，…・=各座位の突然変異率

rl， r2，…=遺伝子座聞の乗換率

s=選択係数

T=しきL、値

Ve =環境分散(遺伝子型値のまわりのばらつき)

W(rn} = rn個の変異遺伝子のある遺伝子型の選択値

k=突然変異率の増加分 :μ→μ(l+ k) 

出力パラメータ:

Ql， Q2…=各世代の変異遺伝子の度

tfx=病気に躍り易さの遺伝力

hzp=病気の有無の遺伝力(異常:正常)

h'A = (狭い意味の)病気の有無の遺伝力

M =突然変異成分:(ム111)/(ム μ/μ)

図5 計算機モデルのパラメータ

2 )一例として 4遺伝子座の場合、突然変異と淘汰が釣り合った平衡状態での突然変異成分 (M)

(縦軸)と病気に擢り易さの遺伝力(h2
X) の関係を調べた。突然変異率、その増分、淘汰係数、環

境分散、しきい値、乗換え率などが関与するにもかかわらず、突然変異成分Mは遺伝力日 (>0.20)

の大きさでほぼ一定であることがわかった。平衡状態ではMは85%より大きく、突然変異率が増加

しはじめて最初の 10世代では 2~4%であることが分かった。

N-1で述べたように、多国子病の模型はこの他にもいろいろと考えられるから、限られた数値計算だ

けから結論を下すわけにはいかない。しかし、突然変異と淘汰の釣り合った平衡状態での突然変異成分は

非平衡状態のそれに比較してかなり大きいことが言えよう。近未来の 1~2世代の放射線被ばくの状況で

は、今日の人類集団で突然変異と淘汰が釣り合っているとは考え難ししたがって突然変異成分は平衡状

態のそれに較べではるかに小さいといえよう。

4. (倍加線量法による)多国子病のリスク推定値

表3の多因子病の有病率を用いて遺伝リスクを求めてみよう。式(9 )に次の数値を代入する。

1)有病率(1)ニ 71%(先天異常 6%+成人病65%)、あるいは710，000/百万人。

2 )倍加線量 (DD)ニ 1Gy (低線量低 LET緩被ばく)。この倍加線量は優性遺伝病についてであり、多

国子病のそれはもっと大きいかもしれない。 4Gyという値を示唆されている (II-2 (1) )環境要

因が倍加線量にどのような効果をもたらすかまだよくわからない。とりあえず同じとしておく。

3 )被ばく第一世代(子)の突然変異成分(M)=3%/10世代=0.003[= {(2%+4%)/2} /10J。

最初の10世代までの突然変異成分の合計を単純に世代数で割り、子の世代の突然変異成分とした。
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したがって、多因子病のリスク(d.1) /百万人=710，000 x 1 /100 x 0.003 = 21.3/百万人が得られ

る。非平衡時でも突然変異成分がわかればリスクは計算できる。従来の倍加線量法では平衡時のリスクを

求めてから被ばく第 1、2世代のリスクを内挿しているが、ここで必ずしも新平衡状態の数値を用いてい

ないことに注意したし、。またここで求めた数値は Sankaranarayanan21
)が計算した35.5/百万人という値

の60%になっている。いずれも不確定要素のある仮定をいくつか用いているので、これらの議論の結果

を受け入れるには十分な注意が必要である。しかし、リスク推定に必要な仮定は何か、どのような実験系

を考えるか、などを検討する上で有用であろう。

V.放射線の遺伝的影響

低線量低 LET放射線被ばくによる被ばく者の子どもの遺伝リスクは主として優性遺伝病と多因子病で

ある。 O.OlGyの被ばくで優性遺伝病の増分は百万人あたり 15である。ただし倍加線量を 1Gy、子の世代

の優性遺伝病の突然変異成分を15%とした。また子ども世代の放射線誘発多因子病は百万人あたり22で

ある。二つのカテゴリーの遺伝病をプールすると、 O.OlGyの低線量低 LET放射線の被ばくで百万人あ

たり 37人の患者が増えると予測できる。この程度の遺伝病の増加率を統計的に検出しようとすると、 18

億 8千万人のオータ.の大きさの非被ばく、被ばく集団をそれぞれ調査しなければならない。ここで、リス

クがないのにあると誤る危険率を 5%、リスクがあるのにないと誤る危険率を20%とみなして計算した。

被ばくが始まって10世代後までのリスクでも増加する患者の数は413人と予測され、前の計算と同じ危険

率で有意差をだすには理論的には10世代、すなわち300年間集団をモニターしつづけることが考えられ

るが、これはほとんど不可能であろう。合計3，000万人の規模の調査が必要である。遺伝病の発生率(あ

るいは有病率)を指標とする限り、放射線の遺伝的影響はみつからないと判断せざるを得ない。

リスク計算の具体例(9 )式から、具体的な状況での遺伝リスクの計算には、上述の結果から単純な

比例計算で求めることができる。集団の大きさが10万人で被ばく線量(低線量低LET放射線)がO.OlGy

あれば、遺伝病患者の増える予測値は優性遺伝病、多因子病でそれぞれ1.5/10万人、 2.2/10万人である。

この集団の被ばく線量がたとえば年間1.3mSvなら、遺伝線量は生殖終了までの期間を30年としてその30

倍の0.004Svとなる。したがって、患者の増分は優性遺伝病で1.5xOO.004/0.01= 0.6人、多因子病で

2.2xO.004/0.01 = 0.9人、合計約 2人と予測される。これを疫学的に証明することが不可能に近いことは、

前述の必要な調査集団の計算からも明かであろう。

VI.結論

放射線による遺伝的影響は、遺伝病発生率を指標とするかぎり、みつからない。

追加1.広島・長崎の被爆者について、 DNAレベルの遺伝子突然変異の予備調査が行われた。結果はネ

ガティブである(対照群 22/1098= 2 %、被爆群(平均線量1.9sv) 6/390 = 1.5 %)。

詳細は Kodairaet al : Amr. J. Hum. Genet. 6 : 1275 -1283， 1995参照

追加 2. チェルノブイル事故による被曝者(ベラルーシ)についての調査では DNAレベルの遺伝子突然、

変異がほぼ 2倍になったという。詳細は Dubrovaet al : NATURE 380 : 683-686， 1996を参

照。

ヒト遺伝病の増加についはなにもふれていない。
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Topics on the problem of genetic risk estimates

Health Research Foundation

Sayaka Nakai

Pasteur Bldg. Sakyo-ku Kyoto 606, Japan

Reanalysis of the data on untoward pregnancy outcome (UPO) for atomic bomb survivors was under-

taken based on following current results of cytogenetic studies obtained in Japan: 1) Human gametes

were very sensitive to the production of chromosome aberrations either spontaneous or radiation induc-

ed origin. 2) The shape of dose - response relations against to radiations showed humped curve at

relatively low dose-range below 3Gy. 3) Existence of very severe selection to the embryo having

chromosome aberrations represented during fetus development before the birth. It was concluded that

1) Humped dose - response model was more fitted than the linear dose model. 2) Regression coefficient

for the slope of UPO at low doses derived from humped dose model was about 6 times more higher

than the previous value based on linear model. 3) Risk factor for genetic detriment in term of UPO was

estimated as 0.015/Gy under the condition exposed radiation below lGy. 4) It was difficult to find out

positive evidence supporting the view which is given by Neel et al. that present estimates of doubling

dose based on mouse data thought to be underestimated figure.
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Topics on the problem of genetic risk estimates 

Health Research Foundation 

Sayaka Nakai 

Pasteur Bldg. Sakyo -ku Kyoto 606， Japan 

Reanalysis of the data on untoward pregnancy outcome (UPO) for atomic bomb survivors was under-

taken based on following current results of cytogenetic studies obtained in ]apan: 1) Human gametes 

were very sensitive to the production of chromosome aberrations either spontaneous or radiation induc-

ed origin. 2) The shape of dose -response relations against to radiations showed humped curve at 

relatively low dose -range below 3Gy. 3) Existence of very severe selection to the embryo having 

chromosome aberrations represented during fetus development before the birth. It was concluded that 

1) Humped dose -response model was more fitted than the linear dose model. 2) Regression coefficient 

for the slope of UPO at low doses derived from humped dose model was about 6 times more higher 

than the previous value based on linear model. 3) Risk factor for genetic detriment in term of UPO was 

estimated as O.015/Gy under the condition exposed radiation below 1Gy. 4) It was difficult to find out 

positive evidence supporting the view which is given by Neel et al. that present estimates of doubling 

dose based on mouse data thought to be underestimated figure. 

1 .はじめに 一問題のありかー

放射線による遺伝リスクの基本的な評価モデルにはいわゆる直接法と倍加線量法とがある。これらのモ

デlレの教科書的な解説はさておき、 ICRPや UNSCEAR報告ではこれらのモデlレを用いてリスク評価を

行いており、必要な数量データはマウスの実験から得ているものである。マウスのデータを用いる理由は、

放射線発がんと異なって、遺伝リスクの疫学データを得ることが極めて困難なためである。ところが近年、

原爆被爆者の子供に関する放影研の広範な調査、いわゆる F1studyの結果を基礎にして、 Neelらは「ヒ

(財)体質研究会
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ill-9 遺伝リスクを如何に評価するか

卜の放射線感受性はマウスよりも低く、これまでの倍加線量の値は少なすぎるのではないか」との提案が

なされている 1)，2)。この問題に対しては1993年の国連報告白でも明確な回答を与えておらず 3)、現在の遺

伝リスク評価の最大の課題のーっと言えよう。一方ヒトを中心とした放射線による染色体異常の研究の進

展は目覚ましく、本報告ではわが国で得られた最近の研究成果を中軸にして、上記の問題を含め遺伝リス

クの評価の最近の課題に関する見解を述べることにしたい。

2.放射線による遺伝リスクの線量効果関係 一直線モデルと曲線モデルー

放影研では原爆被爆者の遺伝障害の影響に関する広汎な調査を行い貴重なデータを得ている。例えば被

曝者の子供の性比や染色体異常、血液のタンパク質の突然変異、発がん率や死亡率などがそれである。こ

こではその中の妊娠終結異常 (UntowardPregnancy Outcome)のデータを取り上げることにしたい。こ

のデータは被爆者胎児の出産直前の流死産、先天異常、分娩後2週間までの早期死亡などを対象とするも

ので、原爆放射線による遺伝障害 (GeneticDetriment)のデータのうち、最も具体的かつ資料の整った

ものと言えよう。 Neelらはこのデータを用い直線モデルを前提にして線量効果関係の解析を行い、これ

が前述した彼らの提案の主な根拠の一つになっている九このような訳で、まず前提となった線量効果の

直線モデルの当否について考察することにしたい。

我々は放医研で行ったプロジェクト研究の一環として、ヒトに近縁のサルを材料に、放射線による生殖

細胞に生じた染色体異常の線量効果関係を実験的に求めてきた。図 1に明らかなように相互転座の線量効

果は直線的ではなく、概ね 2Gy付近をピークにする、いわゆる Humpeddose -response curve、すな

わちこぶ型の曲線になることを示したのである九マウスを用いた突然変異や染色体異常に関するこれま

での多くの放射線遺伝学的研究によると、この椋量範囲の線量効果は直線になることが示されているので、

8 マウス
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図1 生殖細胞における相互転座誘発の線量効果

y， Matsuda， L Tobari， ]. Yamagiwa， T. Utsugi， 
M. Kitazume and S. Nakai (1984)5) 

果してこの線量範囲でヒトではどの様な形状の線

量効果関係を有するかが問題となる。その後の研

究で図 2に示すように、マウスの相互転座は高線

量域の 7Gy付近にピークが存在し、ウサギ、モル

モット、ハムスターなどゲツ歯類でも繰量効果は

湾曲することが明らかとなってきた。そこでこの

問題のポイントは種差による線量効果のピー

クの位置の違いとその機構にあることになる。

LeehoutsとChadwickはマウスの曲線型の線量効

果の機構の解析を行い 6)、ついで佐々木は線量効

果の種との関係に関し理論的な一般モデルを提出

した 7)。その結果によると、生殖細胞は放射線感

受性の細胞と抵抗性のヘテロの集団とからなって

おり、主としてその数量的割合によって線量効果

のピークの位置の種差を決定していると考えいる。

この理論によると生殖細胞への放射線の致死効果

はサルはマウスよりも高くなることが予想される

が、このことは図 3に示すように実験的にも裏書
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線量効果
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され、さらにヒトはこの中でも致死効果は高感受性
3.00 1.00 2.0白

紙I)'l( (Gy) これらの結果はであることが明らかにされた。

異なる晴乳動物における放射線照射後の

精子数の減少に及ぼす線量効果の比較

M. Okamoto (1994)1η 

図33Gy以下の中線量域でのヒトの生殖細胞への線量

こぶ型の曲線になることを強効果は直線ではなく、

く示唆するものである。さらに最近上口らはヒトの

精子の invito受精の実験系を開発して、放射線誘発の染色体異常の線量効果関係に関する多くのデータ

を得ており、後述する図 6のデータもこの予想を裏書するものである。

3.原爆被曝者の妊娠終結異常のデータと曲線モデル

それでは実際に原爆被曝者の遺伝障害の線量効果は如何なる形状を示すのか。被曝者二世の妊娠終結異

この公表されているデータを基礎にして、両親の常のデータが大竹らによって詳細に報告されている九

被曝量の合計線量に対する妊娠終結異常の頻度の関係をプロットしたのが図 4である。最少自乗法により
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低線量域での妊娠終結異常の綜量効果

ill-9 宣伝リスクを如何に評価するか

最も適合する曲線を求めると、かなりのバラツキ

が見られるが 1Gy付近でピークを持つこぶ型の

線量効果曲線が得られた。直線モデルにより Neel

らによって与えられた理論的な回帰直線も同じ図

上に示しである。この図で明らかなように、 Neel

らによって与えられた理論直糠の数値は全線量域

の平均的な効果を示すものではあるが、個々の線

量域について見ると、概ね 2Gy以下の低線量域

では過少評価でこれ以上の高線量域では過大評価

となることが予想される。放射線防護などのリス

ク推定で通常問題となるのは低線量域なので、1.5Gy以下の線量域についてさらに詳しく見たものが図 5

である。ここで明らかなように曲線モデルによるリスクの相関係数の値は、 Neelらの示した値の約6倍

になることが注目されよう。ここで注意すべきことは各観察値の持つ信頼度である。実際0.2Gy以上にな

ると各観察値の標本数は十分でないため、標本誤差の信頼限界の幅はかなり大きくなる。この結果からす

ると、 Neelらの理論直線もこの幅の範囲に入ることになり、直線モデルの存在の可能性を否定すること

は出来ない。しかしながら、前節で述べた低線量での線量効果の生物機構の観点から、曲線モデルに基づ

いたリスク推定の方がより合理性が高いと思われる。この立場に基づきリスク推定値の定量的比較を行う

と、そのリスク係数は直線モデルの約 6倍ほど高くなることになる。しかしここで注意すべきは、両親の

被曝量に反比例して、圧倒的に低線量被爆者の比率が多くなることである。このため、1.5Gy以下の低線

量被曝者全体の平均の遺伝有意線量はO.20Gyにも満たない実態であることに注意すべきであろう。この

ため低線量被曝者群の妊娠終結異常の平均異常率は約4.97%でしかなく、対照群の数値の約5.02%とは統

計的誤差の範囲に入ることを銘記しておく必要がある。すなわち、実用上は全体としての被曝者二世の放

射線による妊娠終結異常の頻度増加は殆ど無視できる程度の低いものでしかない。しかし、注意深く線量

効果関係を検討するならば、前述したようにリスク係数の定量的な推定を行うことが可能である。なお、

Abrahamsonは線・自乗モデルにより原爆データの再検討を行っているが司、 1.5Gy以下の低線量域でこ

の立場からの細かな検討が必要かもしれない。

4.遺伝リスクに対するヒト精子の放射線感受性

ヒト精子の放射線感受性はマウスと比較して果して低いのか低くないのかの問題に関連して、妊娠終結

異常など原爆影響が極めて低い結果が得られたことで、 「ヒ卜の生殖細胞の放射線による遺伝損傷の感受

性はマウスよりも低く、放射線抵抗性である」とする仮説が提出された。しかしながら、ヒト生殖細胞の

放射線影響の研究の進展によって実はこの関係は全く逆であることが、強く示唆された。旭川医大の上ロ

らのクソレープはヒトの精子の invitro受精の実験システムの確立に成功し、ヒト精子を用いる放射線誘発

の染色体異常の精度の高い定量的研究を行ってきた。原安協のプロジェクト研究の一環として行われたこ

の研究の内容の詳細は別の場に譲るとして、ここではリスク研究の立場よりその主要なポイントを指摘す

るのに止めたい。

放射線の精子に対する致死効果は前述したように明らかにヒトの方がマウスよりも感受性が高い。図 6

にヒトとマウス精子の染色体異常誘発に対する線量効果が示されている肌 11)。用いた実験系が同一ではな
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いので、両者の放射線感受性の定量的比較を行うた

めには、今後修復効果の影響などについての十分な

検討を必要とする 13)。しかし、図 lに示した生殖細

胞における相互転座の染色体異常のデータも併せ考

えると、放射線による遺伝的リスクの推定に対し重

要な 1Gy以下の中線量域では、ヒ卜の精子はマウ

スの精子よりも感受性は高いと考えられる。またヒ

トの生殖細胞はヒトのリンパ球などの体細胞と少な

くも同程度に高い染色体異常の誘発能力を持つこと

も推定された。

次に極めて興味あることは、ヒトの精子で染色体

異常を持つ頻度が自然条件でも極めて高いことである。換言すればヒトは遺伝損傷の誘発に対して極めて

100， 
I~ 
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図6 放射線誘発の構造的染色体異常をもっ

ヒト・マウス精子出現率の線量・効果関係

脆弱で感受性の高いことである。上ロらの最近の結果によると 12)、自然条件での切断型・交換型などの染

色体の構造異常を持つ精子の平均頻度は約14%と著しく高く、しかも異常頻度の年齢への依存性は認め

られていない。この結果は精子染色体の損傷と修復との関係13)、また、年齢非依存性の RB突然変異の誘

発機構との関連など川、多くの重要な基礎的な課題を内包している。リスク研究の観点から極めて興味の

あることは、自然頻度の高さもさることながら、個人個人の値のバラツキの大きいことである。切断型・

交換型の異常の標準偏差は共に各々その平均値とほぼ同ーの値の大きさを持っている。このことは自然条

件においても遺伝損傷は精子で高率に生じるばかりでなく、しかも不可避的なバラツキが個人・個人の間

で極めて大きいことを示している。また、卵子においても同様な事象が見い出されており 12)、これらは自

然条件においても遺伝損傷のレベルに大きなゆらぎが存在することを意味するものである。この遺伝損傷

のゆらぎの大きさに匹敵する放射線による損傷の誘発量との関係を厳密に比較することは、いわゆるデ・

ミニミス・レベルの規制免除線量の概念悶の背景となる科学的知見を構築できる可能性を意味している。

このような観点から、この種の研究は放射線生物と放射線防護の接点にある基本的な課題と思われ、今後

のリスク研究に極めて重要な意義を持つと言うべきであろう。

5.体内における遺伝損傷の高度な淘汰

ヒトの生殖細胞では自然、条件でも放射線によっても高頻度の遺伝損傷が誘発されるが、その遺伝損傷の

殆どは胎児の発育期間中に母胎内で失われる。すなわち、ヒトは遺伝損傷の誘発に対して著しく脆弱な反

面、ヒトの長い胎児期の間で働く高度な淘汰機構によって、その著しく高い遺伝損傷を排除している。美

甘の最近の概説16)によるとヒトの受精卵の少なくとも約70%以上が流死産で失われ、この淘汰率は他の

動物に較べ際だって高いとしている。表 lはこの関係の概要を示したものであるが、重要なポイントは淘

汰される対象の主役が実は遺伝損傷であることである。突然変異と共に遺伝損傷の主要な部分を占める染

色体異常は、この淘汰に関し詳細な定量的データを与えてくれる。前節で述べたように精子では切断型の

構造異常が極めて大きな割合を占めている。しかし、着床した匹ではこの異常が殆ど認められていないの

で、着床に到る過程でこの種の異常は殆ど淘汰されたものと考えられる。引き続いて生じる初期の流産で

は数的な染色体異常が殆どその半分を占めているが、流産の後期になるほど流産児の中に占めるこれらの

染色体異常の割合は低下する。このことから発生初期の胎児の淘汰の主要な対象は遺伝損傷であり、しか
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もその損傷の程度の著しいものほど、より早い

時期に厳しく淘汰されると理解される。すなわ

ち、この結果から胎児の持つ遺伝損傷は流死産

の淘汰によって厳しく排除され、淘汰にもれた

ものだけが出生後の遺伝障害として発現する。

遺伝障害への遺伝損傷の寄与の割合を示す突然

変異成分 (MutationalComponent) も発生後期

に到るほど低下することが明らかである。した

がって、遺伝障害への放射線の寄与の割合は胎

児期の後期になるほど減少することが予想され

る。実際 Neelらも認めているように原爆影響

の初期の流死産のデータは得られていないので、

原爆によって生じた遺伝損傷の殆どはこの期間

内で失われた可能性が高L、。したがって、被爆

者二世への原爆影響が不分明な事は実はそれほ

ど驚くには当たらない。

6.遺伝リスクの今日的課題とその予測

表 1 染色体異常の体内淘汰

染色体異常のうちわけ

発生群Jl 淘汰群川 数的異常 構造異常

細胞 O 細胞

軒?↓?+軒 精子1.4%川 ・ 柑子14目1%1ll

卵子11.0%叫 : 卵子 4目7鴨川

針 12.4% 針 18.89も

受精卵 受精舵争 ワ ワ

1∞%  (? ) 

着床応 未着床 ? 17.9% 

O 59.6% 40.4%川

(78%附)

継続 初期流産 47.05%制 2.95%副

O 25.8% 33.8%叫 (45.2%" ) (2.0%" ) 

(15%削)

後期流産死 4.65%'" 0.4%'" 

O 3.0% (4%釣) (1%") 

( 1.0%叫 2") . 

O + 出生

22.7%副 0.377%副 0.25%剖

1 8) Edmonds el al. 1982 1 9) Robe悶 andLowe 1973 2 0)国連報告 1982

2 1) iacobs 1993 1 2)上口・美甘 1994

リスク評価モデルに必要な信頼度の高い数値を提供し、これによって精度の高いリスク予測を行うこと

が、リスク評価の今日的課題である。冒頭に述べたように Neelらは原爆影響のデータから倍加線量の下

限値の推定を行っている 1).2)。倍加線量の数値は次のようにして求めることができる。すなわち、

倍加線量=①対象とする遺伝障害の自然頻度×②その突然変異成分/

③放射線による障害誘発のリスク係数 である。

①と③のデータは原爆影響の研究から求めることができ、 Neelらは妊娠終結異常の場合のこれらの数値

を、それぞれ①=0.502と①=0.00264 i: 0.00582としている。また、②の値は推測によらざるを得ないが、

Neelらはこの数値を仮定をおいた上で3.4-5.4%と設定している。しかしこの根拠の中に放射線に非感受

性である数的染色体異常の数値を含んでいるなど、必ずしもその生物学根拠は適切とは言えない。また、

①のリスク係数の数値も前節で述べたように過少評価の可能性がある。 Neelらは妊娠終結異常以外の形

質のデータをこみにして倍加線量の推定を行い、慢性被曝時での倍加線量を現行の 1Svに代わりに3.4-

4.5Svと推定している九しかし、遺伝損傷のリスク係数に対応される倍加線量の数値を原爆被爆者二世

で観察された顕在する遺伝障害のデータから求めることは、前節で触れたように、もともと原理的に無理

があると思われる。以上の考察を総合して考えると、原爆データに基づいて、現行の倍加線量の数値を変

更するだけの積極的根拠は十分ではないと思われる。

原爆影響のデータの重要性は、むしろ被曝次世代の顕在的ではないが潜在的な遺伝障害のリスクの具体

的な推定を行う際に、優れた価値を発揮するものと思われる。急照射の条件で被曝者次世代の具体的な障

害リスクを推定するためには、原爆データは個々の形質リスク推定に、殆ど唯一無二と言ってよい貴重な

資料を提供している。これまで染色体異常のデータを中心に遺伝障害のリスク評価の問題を考察してきた

が、突然変異でも本質的には殆どほぼ同ーと考えてよいと思われる。そこで、このような立場から次世代
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の遺伝障害のリスクを考察すると、まず、高線量・中線量・低線量の三つの線量域にわけで評価するのが

妥当と考えられる。すなわち急照射の条件で概ね 1-2Gy以上の高線量域では;線量の増加に伴って障害

の出現率はむしろ低下する。これに反し数 cGyから約 1Gyに亙る中線量域では線量の増加Iこ伴い障害の

出現率は上昇するものと子想される。この場合の妊娠終結異常に関するリスク係数は概ねO.015/Gyのレ

ベルと子想される。さらに概ね数 cGy以下の低線量域では放射線以外の原因によるノイズのため、放射

線による遺伝障害の増加はノイズの影響に隠れ、殆んど認識できないことになる。

7.まとめ ー遺伝リスクその本性と課題一 〈スター..) 

〈ゴール}

[泊伝悶gの児院 J

図7に遺伝リスク評価の全体の枠組みを示して

ある。遺伝リスクの問題を考えるときには、対象

とする課題の位置づけをまず明瞭に意識しておか

ねばならない。これまで考察してきたのは急照射

による次代の遺伝障害に関するむのであったが、

この外に慢性被曝の問題、継世代的な遺伝損傷が

関係する集団への遺伝的荷重など数多くの問題が

ある。これらの課題に対しては未知の解明を要す

る問題が存在している。ここで、評価モデルの直

接法は主として前者の次世代リスクの評価に用い

られ、また倍加線量法は主として後者の継世代の
図7 遺伝リスクのわく組の一般モデル

平衡時でのリスク評価に用いられることを指摘しておかねばならない。

F.， 

次世代の遺伝障害のリスク評価の基盤となる、ヒ卜の生物学的特性はこれまで述べたことから次のよう

に要約されよう。すなわち、 1)ヒ卜の生殖細胞の持つ遺伝損傷への高い感受性とその遺伝的変異のゆら

ぎ、 2)ヒ卜の胎児の発生・発育過程で働く有害な遺伝損傷の高度な排除機構、その結果としての 3 ) 

被曝次世代での遺伝障害の放射線感受性とである。このような遺伝リスクの問題を取り扱うときには、原

因となる遺伝損傷 (GeneticDamage) と、結果となる遺伝障害 (GeneticDetriment)の両者を明確に

区別すると共に、しかもその相互の関係を一連のものとして常に統一的に捉えておかねばならない。遺伝

リスクの問題を原因と結果のどちらか一方の視点だけで取り扱うならば、その本質を見誤ることになる。

現在遺伝リスクの研究は一つの壁にぶつかっており、新しい研究の展開を必要としている。そのキーポ

イン卜となるむのは、古典的表現で述べれば突然変異成分の推定や多因子遺伝性疾患の遺伝機構の解明で

あり、正統的学問の立場からは遺伝損傷と遺伝障害を継ぐ生殖・発生過程における遺伝損傷の淘汰と障害

への作用発現の機構、換言すれば遺伝疾患の分子・細胞レベルでの全体像の動的把握がその課題となる。

一方放射線防護の見地よりは上記と異なった視点でのアプローチも可能であろう。すなわち、遺伝障害

の発生源となる遺伝損傷をヒト集団について常時モニターすることである。これによって遺伝や健康への

手前で事前にリスクに関する警報を入手して必要な対策をとることである。つまりリスクの蛇口を閉める

のである。このための第一歩として、突然変異や染色体異常を対象とする画期的な自動解析技術の開発が

望まれるのは言うまでむなL、。

リスク研究の本性としてその対象には多重のしかも不確定性の要因が必然、的に包含され、リスクはこれ

らの多くの要因のバランスの下で発現する。特に遺伝リスクは生体へのトータルとしての生物影響が関与

238 



1 ) J. V. Neel, W. J. Schull, A. A. Awa, C. Satoh, H. Kato, M. Otake and Y. Yoshimoto: The children of

parents exposed to atomic Bombs: estimates of the genetic doubling dose of radiation for humans. Am. J.

Hum. Genet. 46: 1053-1072, 1990.

2 ) J. V. Neel and S. E. Lewis: The comparative radiation genetics of human and mice. Ann. Rev. Genet. 24:

327-362, 1990.

3 ) United Nations. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Ef-

fects of Atomic Radiation.UNSCEAR 1993 Report to the Generqal Assembly, with Scientific Annexes (AN-

NEX G, Hereditary effects of radiation) UNITED NATIONS New York, 1993.

4 ) J. V. Neel, W. K. J. Schull, A. A. Awa, C. Sato, H. Kato, M. Otake and Y. Yoshimoto: The children of

parents exposed to atomic Bombs: Estimates of genetic doubling dose of radiation for humans. J. Radiat.

Res., Supplement, 347-374, 1991.

5 ) Y. Matsuda, I. Tobari, J. Yamagiwa, T. Utsugi, M. Kitazume and S. Nakai: y-Ray-induced reciprocal

translocations in spermatogonia of the crab-eating monkey (Macaca fasicularis). Mutation Res. 129: 373--

380, 1984.

6 ) H. P. Leenhouts and K. H. Chadwick: An analytical approach to the induction of tanslocation in the sper-

matogonia of the mouse. Mutation Res. 82: 305-321, 1981.

7) *£**!*: lfefifm#!Cg§:b£y^<9W;t;&x;l/ amtfg'J^^T^KJUSifc!* (I) 1992^g

8 ) M. Otake, W. J. Schull, and J. V. Neel: Congenital malformations, stillbirth, and early mortality among the

children of atomic bomb survivors: A reanalysis. Radiation Res. 122: 1-11, 1990.

9 ) S. Abrahamson: Risk estimates, past, present and future. Health Physics, 59: 99-102, 1990.

10) Y. Kamiguchi, H. Tateno and K. Mikamo: Types of structual chromosome aberrations and their incidences

in human spermatozoa X-irradiated in vitro. Mutation Res. 228: 133-140, 1990.

11) Y. Matsuda, N. Seki, T. Utsugi and I. Tobari: Changes in X-ray sensitivity of mouse eggs from fertiliza-

tion to the early pronuclear stage, and their repair, capacity Int. J. Radiat. Biol. 55: 233-256, 1989.

12) Y. Kamiguchi, H. Tateno and K. Mikamo: Chromosomally abnormal gametes as a cause of developmental

and congenital abnormalies in humans. Cong. Anom. 34: 1 -12, 1994.

13) Y. Matsuda and I, Tobari: repair capacity of fertilized mouse eggs for X-ray damage induced in sperm

and mature oocytes. Mutation Res. 210: 35-47, 1989.

14) M. V. Kato, K. Ishizaki, T. Shimizu, Y. Ejima, H. Tanooka, J. Takayama, A. Kaneko, J. Toguchida, M.

S. Sasaki: Paternal origin of germ-line and somatic mutation in the retinoblastoma gene. Hum. Genet, 94:

239

ill-9 遺伝リスクを如何に評価するか

するので、未解明な問題が数多く介在し、推論の部分がかなり含まれることになる。特にリスク研究の本

質よりして、人文・社会科学と自然、科学との接点にあるリスクの認知の問題に直面せざるを得ない。リス

ク研究はその究極的目標である評価の問題を常に腕みつつ、その時点でのより合理的な回答を絶えず与え

続けて行かねばならない。このことは生命科学の全体構造とその問題点をリスク研究の側面から浮き彫り

にすることに外ならないであろう。
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総括

京大医学部 武部 啓

2日間のシンポジウムを通じて放射線の生物影響について実験研究あるいは疫学データの成果をモデル

化し、リスク評価に行き着くには非常に沢山の、そして大きな問題があることが、各演者の発表および討

論から浮び上がってきた。

放射線のリスクの観点で晩発効果を実験的に観察しようとすると、その実験はスケールの点からも、ま

た時間的にも容易なものではない。たとえ実験ができても、動物で、行ったものが人間に適用できるかどう

かという問題が残る。特に最近では、実験に動物を使用することに対する批判が強まって次第に困難になっ

てきている。エイムステストのようなサルモネラ菌とかその他の生物を用いての研究も重要であり、リス

ク推定にも用いられるが、徴生物や培養細胞にはヒトへの外挿に限界がある。また、一般に、実験では高

線量あるいは急照射となり、それから低線量あるいは緩照射での効果を推定することも実験に基いた検討

が必要である。内部被ばくになるとさらに問題は複雑で、私の専門外ではあるが、臓器の大きさ、組織の

大きさで線量が大きく異なることはよく知られている。これらはリスク評価において実験動物を一種類使

うだけでは不十分のことがあることを意味している。

来年は広島、長崎50年に当たる。リスクの観点での人間への放射線の効果に関するデータはやはり広島、

長崎以外にはないともいえ、今後も絶対に出ない、もちろん出してはいけない重要なデータである。チェ

ルノブイリ事故では線量評価が難しく、疫学調査に大きな困難のあることはよく知られている。

第 1日目から第2日目にかけて、特に初日に盛んに議論された問題である、分子レベルあるいは細胞レ

ベルでの研究がどこまで個体や集団の問題に還元できるかはきわめて重要で、今回のシンポジウムの中心

的課題であると理解している。自分自身もこのような課題にかかわってきたが、それを含めて総括すると、

遺伝子レベル、すなわち一番細かし、分子レベルの話からリスク評価という対極にも当たる所へ持っていく

ことは非常に大きなギャップがあり、実際にはたして可能なのかという思いさえ持つ。その中のいくつか

の問題点、一見解決されているように見えて実はまだ解決されていない問題に触れてみたし、。

まず第 lは線量効果関係およいび線量率効果に関連することである。ホール博士 (Dr.Eric J. Hall)の

教科書に図で示されているが、高線量でしかもエラーの大きいものを延長して低線量のことを論ずるのは

非常に難しい。実際に得られるデータは限られれたもので、あり、どうしても低線量のリスク評価にはいく

つかの仮定をしないといけない。すなわち、データを集めればリスク評価ができるかといえば、そう簡単

ではないということを示している。だからといって、リスク評価は意味がないというのではなく、逆にリ

スク評価こそが、実験的に証明することができない低線量での問題に答を出すのだ、ということを強調し

ているものと理解できる。

第 1日の培養細胞での線量率効果に関する研究発表は興味深く聞いた。その中でも触れられているが、

有名なオークリッジでのメガマウス研究では30年かかって急照射と緩照射の比較を行い、両者に明白な差

を認めたが、大きな問題として緩照射の場合 0.0007-0.8ラド/分という 3桁にわたる幅の中で効果が同

じであったことである。すなわち、遺伝影響においてリニアな線量効果関係があるが、線量率の効果につ

いてはある程度以下にはそれが見られないとするのが現在の定説になっている。これが一般論としての線
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量率効果について云えるのかという問題がある。すなわち、定説は精子形成あるいは卵子形成を主とした

性細胞への遺伝的効果の観察に基づいたものであり、今回指摘されたように体細胞での場合とは別である

と理解することができる。新しい問題提起であると考えられる。

第2には時間因子として被ばく時年齢がある。加藤寛夫先生による広島、長崎でのデータからも言える

ことであるが、子供のときに被は、くした場合には非常に潜伏期聞が長くなる例がある。すなわち、肺がん

なら肺がんとして発現する年齢があり、したがって、 50歳以上で被ばくした人には非常に早く現れること

になる。メンデルスゾーン先生の特別講演と併せて考えれば、被ぱくが発がんの l段階を進め、それはど

の段階でもよいという考えになり興味深い。ただし、どの段階でも量的に本当に同じ効果を持っかに関し

ては、人間についてもっと長い間追跡しないと確かなことは云えない。そのような実験は動物や分子レベ

ルではとうていできないものであり、広島、長崎の疫学の貢献が貴重である由縁である。イニシエーショ

ン、プロモーション、コンパーション、プログレッション等の発がんの多段階モデルはすでに常識となっ

ており、それぞれが遺伝子の突然変異であると考えられているが、化学発がんでの間接的な発がん作用で

は遺伝子突然変異を伴わないものがある。いわゆるプロモーターの中に DNAに結合することのないもの

があることがはっきりしているが、放射棋にもそのような作用があるかについては今後の問題点の一つで

あろう。メンデルスゾーン先生の話は、放射線はこれら多段階の全てで l段づつあげるという考え方にな

ると理解できる。

第 3に言及したいことは私達の実験と関連しており、それについてごく簡単に触れる。放射線でDNA

二重鎖切断を特定部位で起こすことは不可能なため、私達は制限酵素による二重鎖切断から生じた遺伝子

内の欠失を調べた。アタキシア・テランジェクタシア患者由来の細胞と正常人の細胞とでは確実に質的な

差が認められた。放射線で誘発される遺伝子の発現に関しては量的な差がみられ、遺伝的な要因が放射線

の人体影響に質的ならびに量的な違いを生じさせていることがわかった。本シンポジウムで論じられた自

然発がんの危険性の高い人が放射線誘発がんの危険性も高いかという問題は、人聞が非常にヘテロな集団

であることを考えれば注目すべき指摘である。

第4番目として、遺伝子発現の誘発がある。例えばアポトーシス、適応応答、ホルミシオス等は基本的

には遺伝子発現の変化であり、人体影響として意味のある遺伝子発現をどうやって見分けるかの問題でも

ある。実験的に放射線による遺伝子発現を見ていると、遺伝子活性が大幅に高まったり低くなったりし、

このことが本当に生物影響としてどう関連するのかといったことを明らかにするのは、これからの重要な

問題のひとつであろう。

第 5番目に気がついた点は、生物影響に関連しての有効な線量とは何かという問題で、内部被ばくと外

部被ばくで本質的には差がないのか、マイクロドシメトリーの概念をどの様に使うのか等について、理論

的にも実験的にも研究を進めることが重要であろう。

近藤宗平先生の慢性創傷修復エラー模型、 chronicwounds healing error model 、ではがんとは

precancer cellのclonalexpansionの結果であるということが強調された。それでは、そのことと時間因

子の概念その他をどう結び付けて考え、それをどのように発展させるかということは非常に興味深い問題

である。

最後に、関連する知見の蓄積の増大の中で、今回のシンポジウムは、その趣旨である放射線による生物

影響とリスクのモデル化に関して、何が問題でありこれからどのような研究が必要であるかについて、認

識を新たにするに大きく役だったことを強調したい。近い将来にまたこのような機会があればと願う。
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編集後記

今回のシンポジウムでは放射線生物影響に関する種々の現象の観察をとりまとめ、モデル化して提示す

る努力を、さらにはそれを通じて生物影響の本質の理解を進めて放射線防護への適用に結び付けることを

狙いと考えました。実際、めざましく進展する分子レベルでの理解、アポトーシスやホルミシスあるいは

適応応答など放射線生物影響の新しい様相が多々報告されました。また、近藤宗平先生のモデルあるいは

Mendelsohn先生のモデル、さらには丹羽太貫先生の新しい考え方など、いずれもきわめて興味深く魅力

的でさえありました。しかし、その一方で、放射線影響の新しい様相の全てを統一的に捉え新しいモデル

にまとめ上げることが決して容易でないことも実感させられたように思えます。

シンポジウムそれ自身は、影響学会との共催が効を奏したのか、テーマに関心を持つ多数の研究者の参

加を得て、活気に満ちた論議を行うことができました。シンポジウム開催に与った平尾所長を初めとする

放医研の関係者ならびに日本放射線影響学会に感謝いたします。講演に続いて報文の執筆と御協力いただ

きました演者の先生方には厚く御礼申し上げます。本書が、関連する領域の研究のさらなる進展の一助に

なれば幸いです。

稲葉次郎
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第26回放医研シンポジウムプログラム

「放射線生物影響とリスクのモデル化」

時 間 セッション-講演タイトル

第 1日目 -12月8日(木)ー

9 : 50~ 9 : 55 開会の辞

共催学会挨拶

1.生物影響モデル

10 ・ 00~10 : 25 生物影響に着目した線量

10 : 25~10 : 50 ラジカルの生成とその作用

10 : 50~11 : 15 放射線によるDNA損傷

11 : 15~11 : 40 染色体モデル

11 : 40~12 : 05 重粒子線のDNAへの作用

12: 05~12: 30 重粒子線の生物効果

12 : 30~13 : 30 昼 食

13 : 30~14 : 15 特別講演

放射線を正しく恐がろう

-S字型リスク模型一

14 : 15~14 : 40 放射線感受性遺伝子

14 : 40~15 : 05 放射線と細胞周期

15 : 05~15 : 30 放射線による突然変異と線量率

15 : 30~15 : 50 コーヒープレイク

15 : 50~16 : 15 アポ卜ーシス

16:15~16:40 放射線適応応答

1 G : 40~ 17 : 05 放射線ホルミシス

17: 10~19: 00 懇親会

第2日目 一12月9日(金)一

n.体内動態線量評価モデル

9 : 30~ 9: 55 ICRPの内部線量評価モデル

9 : 55~ 10 : 20 新呼吸気道モデル

10 : 20~10 : 45 胎児線量評価モデル

m. リスク評価モデル

10 : 45~11 : 10 内部被ばくによる発がん

11 : 10~11 : 35 化学発がんにおけるリスク評価

11 : 35~12 : 00 放射線発がんにおける時間因子

12 : 00~13 : 0。 昼食

13 : 00~13 ・ 45 特別j講演

A Simple Reductionist Model for Cancer 
Risk in Atom Bomb Survivors 

13 : 45~14 : 10 放射線発がんモデル

14 : 10~14 : 35 発がんの遺伝的感受性

14 : 35~15 : 00 日本と世界のがんの頻度と分布

15 : OO~15 : 25 リスクモデル化の問題点

15 : 25~ 15 : 45 コーヒープレイク

15:45~1G:10 多因子性疾患のリスク

16 : 10~1G : 35 遺伝リスクを如何に評価するか

16: 35~16: 55 総 括

16:55~17:0。 閉会の辞
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主 催:放射線医学総合研究所

共 催:日本放射線影響学会

開催日:平成6年12月8日(木)・ 9日(金)

開催場所:放射線医学総合研究所講堂
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大山ハルミ(放医研)

米淳司郎(放医研)
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仲野高志(放医研)

石縛信人(放医研)

高橋千太郎(放医研)

大 津 裕 司 ( 放 医研)

小木曽洋一(放医研)

前川昭彦(放医研)

佐々木俊作(放医研)

小林定喜(放医研)

Mendelsohn (放影研)

荻 生 俊 昭 ( 放 医研)

丹羽太寅(広島大)

佐々木正夫(京都大)

岩崎民子(放影協)

徳宿信寛(名市大)

馬淵清彦(放影研)

期 雅明(放医研)
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中井 総(体質研)
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