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ミニレビュー

放射線誘発白血病研究から考える
放射線の発がん効果
1. はじめに

胞になることが運命付けられた細胞が存在し、それが完了する

とともに徐々に造血幹細胞数が上昇する非照射群に比べて、照

までに数カ月間を要することを意味する。この間、前リンパ腫

射群は照射開始から照射終了までの400日間においてほとんど

細胞すなわち将来白血病幹細胞になる細胞は自己複製を行い、

造血幹細胞数の増加がなかったことに起因する。この低線量率

アポトーシスなどの細胞死を免れて、さらに細胞分化も回避し

放射線による造血幹細胞の減少は、照射を止めた後の100日後

てターンオーバーもされずに存在し続けていることになる。こ

でも認められた。高線量率に比べれば影響が見え始めるのは遅

れは放射線誘発白血病に限ったことではなく、自然発症の白血

いが、低線量率放射線放射線も長期間に渡って照射されること

体のモノソミーが [7]、AML マウスでは2番染色体の部分的な片

病でも白血病幹細胞になる細胞は寿命が長いと考えられてお

で造血幹細胞にReplicative Stressを及ぼしていると思われ

数年前のとある若手研究者向けのミーティングで、長年放射

側欠失が約80％の個体で観察される。白血病原因遺伝子もヒ

り、中でも造血幹細胞は造血細胞の中で最も自己複製能が高い

る。

線による染色体異常を研究されておられる一人の先生が「我々

トではSamd9L 遺伝子とMiki 遺伝子 [8]、
マウスではPU.1遺伝子 [9]

ので、白血病幹細胞の起源であると考えられている。伴信彦氏

は放射線でDNA 鎖が切断されるということは分かっている。そ

と異なり、前者は造血幹細胞の自己複製と有糸分裂異常を促進

と甲斐倫明氏は高線量率放射線の照射開始から照射後300日

れによって染色体異常が生じるということも分かっている。
でも、

し、後者は骨髄系細胞への分化を阻害する。一般的に白血病幹

までの造血幹細胞の変化をシミュレーションし、非照射群に比

白血病細胞の染色体異常は、照射直後から発症までの過程に

これがどう発がんに結びつくのかはほとんど分かっていない。こ

細胞は造血幹細胞に比べて、自己複製能が旺盛で不完全な多分

べて照射群の造血幹細胞の分裂回数が大幅に増加している可能

おいて放射線が直接もしくは間接的に残した痕跡であり、同時

れを埋めるのは若いみなさんです。
」とお話しになったのがとて

化能を有するので、Samd9L 遺伝子とPU.1遺伝子の変異はそれ

性を示唆した

c-

に順不同の履歴書でもある。小嶋光明氏は筆者との共著の総説

も印象に残っている。著者のテーマは、低線量率放射線の長期

ぞれどちらか一方の役割を担っていることになる。これらの遺

kit

の細胞表面抗原プロファイルを持つ細胞

において、高線量率放射線誘発 AML マウスの特徴である2番

連続照射によって生じたマウスの白血病で、研究開始当初より

伝子変異のイニシエーションは7番染色体、もしくは2番染色体

を測定すると、長期間の減少が認められた

。伴氏らの言葉を

染色体上の PU.1 遺伝子の片側アリルの欠失と点突然変異が生

DNA鎖切断やそれから二次的に生じる染色体異常が発症に関与

に生じたDNA 鎖切断であると考えられる。

借りれば、高線量率放射線は照射後も”Replicative Stress”に

じるメカニズムについて、Radiation-Sensitive Site、活性酸素

pos

。実際、照射後に造血幹細胞に特徴的なlin

[12]
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4. 白血病幹細胞を発生させるファクター

[13]

するかどうかということが10年来の大きな疑問であった。著者

一方、低線量率放射線による白血病の発症についてはヒトに

よって造血幹細胞の白血病幹細胞化を促進した可能性を支持

種、Interstitial Telomeric Sequences などの直接的な放射線

の所属する環境科学技術研究所のこれまで実施した実験におい

関する報告は少なく、実験動物、特にマウスを用いた実験によっ

する結果が得られたことになるが、造血幹細胞の過剰な自己複

による変異誘発機構や、Potentially Unstable Chromosome

て、白血病の発症率が上昇したのは、1日あたり20 mGyのガン

て得られた知見が多い。白血病の誘発効果を有する最も低い線

製がどのような変化をもたらすのかについては未だ不明なの

region、GCリッチまたは ATリッチな染色体脆弱部位、老化と

マ線を400日間照射されたマウスで 、この線量率では細胞核の

量率の放射線は1日あたり20 mGyのγ線（20 mGy/22 hours/

で、今後の課題である。

複製ストレスなどの間接的なゲノム不安定性の2つに分けて論

直径を8μmとした場合の1日当たりの放射線のヒット回数は20

day）で、これを400日間照射し続けた後に、非照射区域で250

回程度である。毎日生じるとはいえ、この放射線のヒットによる

日以上経過してから骨髄性白血病が発症する

DNA 鎖切断はDNA 修復システムで元に戻せるので（図1）
、自

C57BL マウスとC3HマウスのF1（B6C3F1）の雌雄を用いて

分は高線量率放射線誘発白血病に比べて放射線で生じたDNA

行ったもので、発症の仕方において雌雄でわずかな差が認めら

鎖切断の関与は小さい、もしくはDNA 鎖切断の二次的な影響が

れた。すなわち、発症時期が照射群で早期化するというのは雌雄

ら200日目までは非照射群との間に差は認められなかったが、

は2番染色体の欠失が最も多く頻繁に観察される特徴である

関与するのではないかと考えた。一方、冒頭の先生の想定されて

に共通して観察されたが、発症率においては雄では非照射群に

照射開始から300日と400日では非照射群に比べて約半数とな

が、6番染色体と15番染色体には増加変異も観察される [15]。

おられたDNA 鎖切断は、低線量率ではなく高線量率の放射線に

比べて照射群は有意に高く、雌では非照射群と照射群の間に差

り、統計学的な有意差も認められた（各点10匹）
。これは、加齢

低線量率放射線誘発骨髄性白血病でも染色体の増加変異が見

よるものであり、高線量率放射線と低線量率放射線の発がんメ

が認められなかった。これらの低線量率放射線誘発白血病細胞

カニズムは大きく異なるものと捉えていた著者にとって驚きで

の染色体異常は、高線量率放射線誘発 AMLマウスのものとは異

あった。このミニレビューでは、これまで幅広い線量率の放射線

なり、欠失ではなく部分的な増加が多かった。残念ながら、白血

を用いて実験が行われたマウスの白血病のデータを紹介するこ

病原因遺伝子はまだ特定されていないが、先述の増加領域には

とで、放射線の発がん効果について考察する材料を提供したい。

Etv6 、Ntrk2 、Rasgrf2 などの白血病や細胞の自己複製能と関連す

[1]

。この実験は

[10]

低線量率放射線連続照射中の造血幹細胞数の変化は、著者

じた [14]。両者のうち、後者の間接的な染色体異常は低線量率放

の努力不足により未発表であるが、この場をお借りして少し紹

射線長期照射でも生じ得るもので、自己複製能を持ち、尚且つ

介させていただきたい。20 mGy/22 hours/day のγ線を連続

ターンオーバーを免れている造血幹細胞内では常時生じている

照射した C3Hマウスの骨髄中の造血幹細胞数は、照射開始か

可能性がある。先に述べたとおり、高線量率放射線誘発 AML

ることが知られている遺伝子が含まれていた。

2. 放射線誘発白血病細胞の染色体異常

3. 白血病の発症時期と白血病幹細胞の起源

放射線が白血病の発症率を上昇させることが広く世間に知ら
れるようになったのは、マウスなどを用いた動物実験のデータ

これらのマウスの実験結果に注目すると、高線量率放射線

よりもむしろ広島・長崎の原爆被ばく者などのヒトの疫学デー

誘発 AML でも低線量率放射線誘発骨髄性白血病でも、発症の

タが貢献するところが大きい [2]。放射線誘発白血病研究に用い

ピークは照射中や照射直後ではなく、かなり長い期間が経過し

られるマウスは CBA、RBA、C3Hなどの系統のオスで高線量

た後に訪れている。C57BL マウスに生じる高線量率放射線誘

率放射線照射後に生じる白血病はヒトと同じく急性骨髄性白血

発胸腺リンパ腫の発生時期は照射後3〜10ヶ月後であるが、胸

病（Acute Myeloid Leukemia: AML）が多く、固形癌よりも

腺内に前リンパ腫細胞が生じるのは照射後わずか1〜2週間で

有意に早く発症する点も共通している

あることが報告されている [11]。白血病が発症するまでの過程に

。放射線誘発の AML

[3-6]

細胞には特徴的な染色体異常があることが報告されているが、

おいて、白血病幹細胞の発生は発症開始時期であると考えて良

これはヒトとマウスで異なり、AML 罹患者では44％に7番染色

いと思うが、胸腺リンパ腫の実験結果は照射直後に白血病幹細

（2）

図1

低線量率放射線の連続照射では、生じた DNA 鎖切断の大部分は修復されるのに、なぜか
白血病が誘発される。

（3）

られる。これらの変異は放射線の間接的な染色体異常によって
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一定の閾値を超えるとアポトーシスや細胞分裂死により小頭症
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また、細胞レベルで実際にDNA 修復能が低下しているかを調
べるためにPNKPコンディショナルノックアウトマウスの脳から

以上の実験結果からDNA 修復因子であるPNKPやAPE1を欠

アストロサイトを樹立し、コメットアッセイを行った。その結果、

損すると脳神経の発生に異常をきたし小頭症などの原因になるこ

PNKP欠損アストロサイトでは野生型細胞と比較して未処理の時

とが明らかになった。しかし、何故脳神経という臓器特異的に疾

点で既にリン酸化H2AX陽性細胞が多く、放射線照射後のDNA

患を発症する確率が高いのかという疑問に対する答えは未だ謎の

二本鎖切断の修復活性が顕著に減少していることが示された

ままである。

(Shimada M et al, EMBO Journal , 2015)。

一方で上記PNKPやAPE1の関係の様に細胞の発生レベル
で活性が制御されているために生じる表現型の差にも着目しな

APE1の解析

ければならない。興味深いのはNBS1とMRE11の脳発生におけ

さらに我々はPNKPと比較するためにDNA 塩基除去修復で機

る表現型の違いであろう。NBS1とMRE11はRAD50を加えて

能するapurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APE1)のコン

MRN(MRE11/RAD50/NBS1)複合体を形成し、DNA損傷が生じ

ディショナルノックアウトマウスを作製し、脳神経系における機

た際の損傷認識センサーの役割を担うと考えられている。ところが

能を解析した。APE1はDNAエンドヌクレアーゼで塩基損傷が生

人の遺伝病ではNBS(原因遺伝子：NBS1)が小頭症を生じるのに

じた際に修復の過程で生成するAP部位を除去する機能をもつ。

対し、AT様疾患(原因遺伝子：MRE11)では神経変性疾患を生じる

培養細胞では両アリールで APE1を欠損させると致死になる報

という違いが現れる。コンディショナルノックアウトマウスでも同
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した。古谷研・井倉研・松本研をはじめ、洗浄室・
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研究に携わる予定です。放生研での経験が少

上げます。卒業後は化学メーカーの農業部門で

と思います。近くで勤務しますので、またラ

しでも活かせればいいな、これからも楽しく生

も皆様方の活躍を心よりお祈りしております。

す。末筆ながら放生研の皆様にとって一日一日

本当にありがとうございました。

放射線システム生物学研究部門でお世話

になりました和久田愛理です。松本先生を

ました。この場をお借りして深く深く感謝申し

ンチや愚痴など聞いてくださいね。これから
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はじめ、システムの皆様のご指導のお陰で
年間、楽しいことだけでなく辛いことも多

くあった中で無事に修了まで研究を続ける
ことができたのは、放生研の皆様のご指導

や温かい言葉のお陰です。本当にありがと
うございました。ここで学んだ多くのこと
を今後の自分に活かしたいと思います。

放射線生物研究センター各種委員会委員候補者選挙結果をおしらせします
標記の件、郵送投票にて実施しました。ご協力いただき有り難うございました。
平成29年1月20日現在の登録会員総数が256、投票数は102（うち白票1）、投票率は39.8 %でした。
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清（東京大）

薫（神戸大）

島田義也（放医研）
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2．放射線生物研究センター共同利用・共同研究専門委員候補について（敬称略、アイウエオ順）
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田内

広（茨城大）

（次） 高橋昭久（群馬大）

冨田雅典（電中研）

大塚健介（電中研）

これら3名の方々は連絡会議よりセンター長宛に推薦されました。

3．放射線生物研究センター将来検討専門委員候補について（敬称略）
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ニュースレター No.156をお届けします。主要記事は、環境研廣内先生、東工大島田先生にお願いしたレビューです。お二人のお

仕事は、放射線発がん、神経系における放射線関連分子の機能解明と、この分野の最先端というべきもの。ニュースレター読者の方々
にそのフレーバーを感じていただければ幸いです。

3月に入って少し春めいてきたこの頃ですが、表紙は放生研の内外の様子を写真でご覧いただくものにしました。例年のように、

梅が見事です。ハイライトは何と言っても、放生研の建物近くで原田教授が撮影したタヌキ！しかし、これ本当にタヌキなんでしょ
うか？もちろん野生に違いない。医学部キャンパスにこんなのがいるなんて、京都ならでは？
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