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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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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、
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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)。
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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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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 
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x O o x x 

x x 
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x '" x 
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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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1-11 放射線適応応答

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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