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Sigmoidal Response Model for Radiation Risk 
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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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1-特別講演放射線を正しく怖がろうー S字型リスク模型一

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)) 
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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， 
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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 
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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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トロトラスト患者に発生した肝癌の累積

頻度の経年変化。 トロトラスト注入時の

年齢によって、患者を 4群に分けて表示

(van Kaick et a130
)より)

.. •• .. 
Fig. 13 

Tlrne after IrradlaUon Iweel<.s) 

X線大量照射後のラットの肝創傷の進展

の経時変化。ラットの肝を外科的に一時

露出させて8krad照射(左の肝のみ;右

は対照) ; 9か月間観察。

(Hebard et aj29)より)
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No. of CFU・GM(per 2 x 1 d5 bone-marrow cells) 
Fig. 15 Numbers of granulocyte/macrophage (GM) 

committed progenitor cells (CFU -GM; 
see Fig. 8) in fishermen (filled circ1es) 24 
years after exposure to radioactive fall-
out from a hydrogen bomb explosion on 
Bikini Island and in controls (open cirdes) 
From Hirashima et al.， 198032
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原爆放射線または治療のためのX線に暴

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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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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