
-\r -\r T^ ^r ^ ^ ^^ ^*r -v -v—\r ^r ^r ^r ^r -v -\r ~v ~\s~ -\r ^r ^r -\r -\s- -v ~\r ~\r ^r ^*—\r ^r ~\r ^r ^r -\*^ ~v ~KT -V—v^ ^r -v—v ~\r -v—v̂  ^/^ ~\r ^r

Radiation Hormesis

Kenzi Ishida

Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI)
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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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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。

117 



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
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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
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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。
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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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I -12 放射線ホルミシス

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. 

123 



(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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