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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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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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