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Abstract

Genetic effects of radiation in man have been tractable such aspects as genes, chromosomes,

genomes, individuals and populations. In spite of enormous interest from an academic view

point on the mechanism studies, it is rather a little study on incidence or prevalence of genetic

diseases as hereditary effects when human population in general have been exposed by radia-

tion. Such studies are valuable for radiation protection as well as radiation public health. In

this review, I have attempted to reconcile some fragmental evidences to derive an important

conclusion: the hereditary effects of radiation could not be detected from examination of

disease incidence (or prevalence) for the genetic risk.

The above conclusion came from the following data:

1 . No positive evidence has detected on the survey of untoward pregnancy, mortality by age

17 infant tumors, chromosomal aberrations on Hiroshima and Nagasaki hibakusya's population.

2 . There exists no firm evidence that any Mendelian disease due to radiation has been con-

firmed by pedigree study in man.

3 . Examining live born paitents with spontaneous Mendelian diseases whose DNA sequences

have been analyzed, we found that transmitting DNA sequences by spontaneous mutations

survived by seiving meiosis out seem different from the ones carried with radiation induc-

ed mutations, which are predominantly deletion types.
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4 . Present genetic risk analysis using a concept of mutation component revealed that

no tractable expected risk could be detected although many experimental evidences in-

dicate increase of mutant traits by increasing radiation induced mutation.

It is interesting to point out here that in epidemiological study somatic effects such as some

cancers would significantly increase by exposure of radiation whereas germinal mutation would

not. It is understood that both effects have started from a single mutation. What makes such a

difference ?

ill-8 多因子性疾患のリスク:突然変異成分について

4. Present genetic risk analysis using a concept of mutation component revealed that 

no tractable expected risk could be detected although many experimental evidences in-

dicate increase of mutant traits by increasing radiation induced mutation. 

It is interesting to point out here that in epidemiological study somatic effects such as some 

cancers would significantly increase by exposure of radiation whereas germinal mutation would 

not. It is understood that both effects have started from a single mutation. What makes such a 
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1.緒日

放射線の生物への影響はその遺伝子、染色体、ゲノム、個体それに集団と様々なレベルで調べることが

できる。学問的な研究としてはその機構がたいへん興味深い。しかし、放射線防護、あるいは公衆衛生の

観点からは「ヒ卜集団でのがんや遺伝病の発生率あるいは有病率が、微量の放射線(鰻量)に被ばくする

ことでどう変化するのか」、がまず重大な関心事である。放射線が突然変異を誘発することはショウジョ

ウパエやマウスの実験などで知られており、ヒ卜でも同様であるという予想がある。しかし奇妙なことに、

低線量急被爆の広島・長崎の調査によると、遺伝病の有意な増加はみられないが、白血病などある種のが

んは有意に増加している。どちらも突然変異によると考えられているが、遺伝病は生殖細胞での遺伝子突

然変異であることは確かだが、がんは体細胞の遺伝子突然変異によると考えられているのにである。

本報告は「ヒ卜を含めて、生物集団の何等かの形質にインパク卜を与える(放射線)線量の影響をどう

測るか」についてモデル化を試みたものである。インパク卜として遺伝病の発生率(または有病率) (I) 

を取り上げ、リスクの基本式に含まれる突然変異成分を用いてなぜ遺伝病の発生率に遺伝子突然変異率の

変化の効果がみつからないかを議論する。また DNA解析のデータから、 (非被ぱくの)自然集団でみら

れる遺伝病の遺伝子の突然変異は、放射線誘発の突然変異に多いとされる欠失が少ないことも事実として

指摘する。ちなみにこれまでに放射線誘発突然変異に原因があるとする遺伝病患者は見つかっていない。

1I. リスクのモデル

1. リスクの基本式

基本的な考え方は次の通りである。人が放射線に被ばくすると、生殖細胞の遺伝子レベルで突然変異が

生じる。生殖細胞分裂、受精、発生、成熟、結婚、子どもの誕生、成人などの過程を経て、その子どもで

遺伝病を観察することになる。最初の原因、親での遺伝子突然変異率 (μ)の増加(ムμ)と子どもでの遺

伝病の発生率(I)の増加分(ムI)が量的に測定可能なパラメータである。この間を結ぶ様々な機構は

まだ分からないことが多いので、単純なモデルのーっとして突然変異成分 (M)を用いて数量的に次のよ

うにあらわすことにする。すなわち

ム1 ~ K ムμ
一 一一
Iμ  

( 1 ) 

この式から、突然変異率と発生率のそれぞれの相対的変化率をつなぐ役割をしているのがMである。後

述するが、倍加線量法による遺伝リスクの推定は(1)の特別の場合になっている。またこの考え方は経

済学のテキス卜 J)にみられる、商品の定価と需要あるいは供給の関係 (Mは弾性率)と類似している。商
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品の値段を上げれば、それに応じて複雑な流通機構を経てその需要や供給が変化するであろう。

形式的に(1)を書き直してMを次のようにあらわせば、経験的に突然変異成分を求めることが可能で

ある。

M=苧/半 ( 2 ) 

2.誘発突然変異率と線量の関係

ムμ/μ の推定値はマウスのデータから求められる。ヒ卜ではまだデータ不足である。突然変異率は線

量の一次関数、

μμ+b.D ( 3 ) 

で表される九ここで μは被ばくのない状態での突然変異率、 μ'は被ばく線量が Dである時の突然変異

率、それに bは単位線量あたりの放射線誘発率である。(3 )式から

ムμ=μ'一 μ
= b.D 

であるから、
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ここに DDは(線形)倍加線量で、 ( 3 )式で μ'=2μ となったときの被ばく線量である。国連科学委

員会や国際放射線防護委員会、 BEIR委員会など放射線の遺伝リスクに関わる諸委員会の報告書では慣例

として DD= 1 Gyを用いている。

2. (1)線量率変換係数 (DDREF)

突然変異率 (μ)と線量 (D)の関係が一次式 (μ=μ+b.D)で表せることは、ショウジョウパエをは

じめとして、マウスなどで確かめられた。また線量率効果がマウスで発見され、急照射と緩照射の結果の

比較から線量率変換係数 (DDREF)がおよそ 3であることも分かった 3)0 Russellらによるマウスの毛色

を用いた大規模な 7特定座位の高線量急照射実験から得られた倍加線量の値0.41GyにDDREF=3を乗

じて、低線量緩被ばくでの倍加線量は 1Gyであると推定された。表 14)はいくつかの代表的な急照射実

験について最近まとめられたものであるが、倍加線量の一つの推定値として平均値1.35Gyが得られてい

る。これにDDREF=3を乗じて緩被ばくでの倍加線量4Gyが得られる。 Neelら5)は広島・長崎の原爆

の遺伝的影響を(流死産を含む)妊娠終結異常、被爆者の子どもの17才までの死亡率、被爆者の子ども

のがん、性染色体の異常、それに血按たんぱく質の突然変異を調べて、統計的な有意差をみつけることが

できなかった。それにもかかわらず、直線の勾配 (b)は生物学的にプラスの方向であると考えて、下限

信頼限界値を求め、低線量高 LET急被ばくから低線量低 LET被ばくの倍加線量を 4Gy以上であるとし

た。 Neelらはヒ卜もマウスも倍加線量は同じ 4Gy以下ではないと主張するものである。後述するが、倍

化線量はその値が大きい程、放射線影響は小さくなる。
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111-8 多因子性疾患のリスク:突然変異成分について

表 1 実験用マウスで開発された種々の特定座位・特定表現型法から求め

られた精原細胞への高線量急照射による配偶子倍加線量のまとめ 4)

実験法 倍加線量 (Gy) 報告者 照射雄マウスの系統

Russell 7座位 0.41 Russellら 101 x C3H 

優性可視 0.17 LuningとSearle 各種

優性白内障 1.57 NeelとLewis 101lE x C3HlE1 

骨格異常 0.26 LuningとSearle 101 

組織適合性座位 > 2.60 BaileyとKohn C57BLl6JN 

劣性致死 0.51 LuningとSearle DBA 

I! 0.80~ 1.77 BaileyとKohn C3H/HeH x 101/H 

11 4.00 BaileyとKohn CBA， C3H 

たんぱく質座位 0.11 NeelとLewis 各種

劣性可視 3.89 NeelとLewis C3H/HeH x 101lH 

平均値 1.35 

2. (2) 自然、突然変異と誘発突然変異は同じ遺伝病の原因で有り得るのか。

(少なくとも単因子)遺伝病の原因として自然突然変異が関与することは遺伝子 DNAの塩基配列が調

べられるようになってから、あきらかとなった。それでは放射線誘発突然変異も同じく遺伝病の原因とな

るのであろうか。最近の分子遺伝学の進歩により、否定的な方向に答がでるようである。これまでに分かっ

ている事実を調べてみよう九

①放射線誘発の突然変異は大部分が、少なくとも複数の DNA塩基の欠失(線突然変異)である。

②ヒ卜遺伝病の原因となる 244種類の単因子病の遺伝子の DNA塩基配列を調べてみると、欠失と塩基

置換(点突然変異)による自然突然変異に原因するものが、それぞれ 5% と 50~60%である。その

ほか、遺伝情報の転写や翻訳部位に原因があるものが35~45%になる九

①自然、の点突然変異の大部分は特定のエキソンに限定されて、遺伝子 DNAで一様に分布していない。

例えばサラセミアの Pグロビン遺伝子では第 1エキソンに点突然変異が集中している九線突然変異

も遺伝子内に一様に分布していない。たとえば、デュシャンヌ型筋ジストロフィー症の原因となるジ

ストロフィン遺伝子は200万塩基対からなるマンモスで、エキソンは60もある。大きな欠失が遺伝子

の上流 113に、小さな欠失が遺伝子の中程に集中している(図 1)旬。

④自然突然変異(欠失と重複)による遺伝病の機構の例としては次のが挙げられる。

a)縦列反復の複製のずれ........…・…..ー…・・一一一部Pグロビン遺伝子の変異体 10)

b)関連遺伝子聞の相同不等交叉組換え・…・・・・・・・ αサラセミア遺伝子、色覚異常遺伝子 11)

c)反復配列聞の相同不等交叉組換え・・・………… αグロビン遺伝子欠損、ファピー病 12)

d )非相同組換え・…・・・一-…一一…....……..…… α一、日ーサラセミア複合体 13)

e )遺伝子変換…・ー…….......…………・・・…目… 21一水酸化酵素欠損症凶

これらの遺伝病の機構は、大部分が生殖細胞が形成される際の誤りと考えられる。これはまたヒトへの

進化の過程で、この程度の誤りがあってもヒトとして生き残れたのだといえよう。誤りがランタ.ムに生じ

たと仮定したとしても、遺伝病は生きて生まれた人でみることのできる異常である。放射線で誘発される

遺伝子欠損は、外部から細胞へ余分なエネルギーが付与されて、 DNAが直接切断されるか、細胞内の水
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3ロ分子の電離により DNA分子の不安定化が生じる

これらはランダムに起と考えられている。ため、
lO 

こると仮定されているが、遺伝病の原因としての

10 

。
機構はまだ分かっていない。疫学的には放射線誘

ヒトで遺伝病が生じたとい発突然変異が原因で、

，I t I t r PI，. ""."""'"'，，守UJ.U1...t.1HI  UI tl..U.llUllt1t，.fltlU'ε .. 

-、・ .0. ‘・
r 

$・ ~l ユι3 ‘7・ 4 ‘4- 1 U・1

一-一

う証拠はない。

3. 突然変異成分 (M)

( 2 )式による突然変異成分の定義は形式的で
一一一一一
一. . 
一一…一..….

(遺ある。そニで理解を深めるため、インパク卜

伝病発生率)が次のように突然変異率の一次式で

一-. . . 
一一. . .目. . . 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一. . 

一一一一. -. 
ー ...._... 

-・

( 5 ) 

表される場合を考えてみよう 15)。

1 = A + B.μ 

これは病気発生の原因が突然変異による部分(日

たとえば化学物質で突然変異と非突然変異、)
 

H
F
 

による遺伝病と同じ症状が表れる遺伝学でいう表

現模写による部分 (A)が考えられる場合である。

突然変異による病気としてはまれな優性遺伝病が

ある。一般に変異遺伝子と環境因子(化学物質な

が原因となる病気を多国子病という。遺伝病ど)

との関係が(5 ) と突然変異率 (μ)発生率(1)

式で表されるとすると、突然変異成分 (M)は

ジストロフィン遺伝子の欠失と重複9)図1

( 2 )式から次のように表せることが証明できる。

( 6 ) M=~μ -
A+  B.μ 

たとえば突然変異率が 1+k倍になったとしよう。 k=1なら 2倍である。そうするとμμ(1+ k)か

ら、d.μ/μ=kが得られる。一方、インパク卜は 1'= A + Bμ'であるから、 M/I= k(Bμ/1) = k 

( 6 )式が得られる。.M。両者の比をとると

3. (1)突然変異成分の具体的な推定値

突然変異成分の考えは最初 BEIRIII(1980)16)に示されたが、専門家の経験から 5%という推定値が多

因子病に用いられた。 Nee15
)らは広島・長崎の被爆者について調査した、妊娠終結異常、被爆者の子ども

の17才までの死亡率、子どもの小児がんなどで突然変異成分を(5 )式のモデルを用いて計算している。

(表2)およそ 2%~5.7% という数値を得ている。

ヒトの遺伝病の発生率(有病率)(2) 3. 

表 3はUNSCEAR1988報告書17)にまとめられている自然集団における百万人あたりの遺伝病患者の

有病率である。基礎となったデータは主としてカナダ、ブリティシュコロンピア州とハンガリ一国からの
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III-8 多因子性疾患のリスク:突然変異成分について

表2 ヒトの異常の突然変異成分日

形 質
自然負荷 自然負荷のうちで突然 突然変異成分

(%) 変異による割合(%) (%) 

妊娠終結異常 5.02 0.17~0.27 3.4~5.4 

子どもの死亡率 4.58 0.16~0.26 3.5~5.7 

小児がん 0.12 0.02~0.05 2.0~4.0 

性染色体異数性 0.31 0.30 100 

たんぱく質変異 0.0013 0.0013 100 

表3 ヒト(自然、)集団にみられる遺伝病の出現頻度(/百万人)1η 

遺伝病の分類 有病率/百万人

常染色体性優性+X連鎖 10，000 

常染色体劣性 2，500 

染色体構造異常 400 

計 ~13 ，000 

先天異常 6，000 

その他の多国子性 650，000 

染色体数的異常 3，400 

遺伝性腫蕩 不明

報告をまとめたものである。ブリティシュコロンピア州のデータは25才以下を丁寧に調べているが、ハ

ンガリ一国では70才にわたるまで全数調査を行っている。単因子性(優性、伴性、劣性)遺伝病と多因

子病のうちの先天異常については両集団でほぼ同じ数値が得られている。成人病については一人が複数の

疾患に躍っていることもある。

III.遺伝リスクの仮定と方法

1.仮定と方法

(1)自然集団では遺伝病の発生率はほぼ一定で、こ

れは遺伝子レベルでの突然変異の大きさと個体

レベルの(遺伝病患者が子どもをつくるチャン

スが健常者に対して少なくなる)淘汰とが釣り

合っている状態にあると考えられる(図 2)。

(2)放射線による誘発突然変異率の増加で、遺伝病

の発生率が高まると予測される。これを考えるにあたって、

遺伝子 個体

図2 メンデル病の発生機構

①一回(一世代)に倍加線量を被ばくしたとき、子、孫などの世代で発生率はどう変化するのか。あ

るいはこれから毎世代、倍加線量を被ばくしたら、その後の世代で遺伝病発生はどう変化するのか。

②突然変異率が 2倍となってから、従来の淘汰の大きさは変わらないで、それと釣り合う新しい平衡

状態に到達するまでに何世代を要するのであろうか。

淘汰が常に被ばくの前後で同じであるとする仮定は現実的でないかも知れない。たとえば医療の進歩によ

り患者も健常者も同じように子どもを残す方向に向かっているのは間違いなかろう。その結果、患者の増
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加は突然変異率の増加が直接の原因であるとは言えなくなる。しかしこれらはほとんど予測不可能に近い

ため、少なくとも現在の状態を前提としてリスクの予測をすることにする。そのようにして得られるリス

クの近未来の予測値は、恐らく実測値を下回ることはないであろう。

2.遺伝リスクの公式(倍加線量法)

遺伝リスクはリスクの基本式(1)から

企1= 1 . (企μ/μ)・M. (7) 

倍加線量法の仮定18)を受け入れるなら、 ( 4 )式を代入して

企1= 1. (D/DD)・M ( 8 ) 

すなわち、

遺伝リスク=遺伝病発生率x(生殖腺被ばく線量/倍加線量)x突然変異成分
( 9 ) 

(d. 1) (1 ) (D ) (DD) (M) 

と表される。(9 )から遺伝リスクは倍加線量が大きい程、小さくなることがわかる。

3.優性遺伝病の突然変異成分

簡単のため、誘発突然変異率が自然突然変異率と同じとなった状況 (k= 1)を考察しよう。

(1)一旦2倍となった以後の世代 (n)で連続的に 2倍となる場合

突然変異成分は Mc= 1一(1-s)nと表されるから、子どもの世代では Mc= s、孫の世代まで

には Mc= 2s-s2、合計の突然変異率と淘汰係数 (s )とが新たに釣り合う状態 (n=∞)では Mc=

1、でそこに到達するまでの世代数は n= 1/sである。国連科学委員会は優性遺伝病についてのリス

クを子どもと孫の世代でそれぞれ15/100、13/100としているから、これは s=0.151こ相当する。した

がって、突然変異成分はそれぞれの世代までに0.15と0.28となる。すなはち、優性遺伝病の平衡状態

の突然変異成分は 1であるが、非平衡状態での突然変異成分は 1より小さい。新たな平衡状態に到達

するまでにはほぼn=7世代を要する。

(2)一度だけ 2倍になるが、それ以後誘発突然変異がなく従来の自然、突然変異のみである場合

突然変異率は 2倍ではないが、広島・長崎の被爆者集団がこの状況に近いといえる。突然変異成分

は Md=S(1-S)ト 1だから、子どもと孫の世代の突然変異成分はそれぞれ sとS-S2となる。 s=

0.15なら、それぞれ0.15、0.13となる。ここで LMd= Mcとなることに注意したい。 zは非平衡状態

の世代についての累積和を示す。このことは誘発突然変異により自然の平衡状態が崩れ、新たな平衡

状態に到達するまでの各世代の遺伝リスク合計が新たな平衡状態での遺伝リスクに相当することを意

味する。

突然変異遺伝子の集団における頻度を pとすると、任意婚の集団での常染色体優性遺伝病の出現頻度

はが+2p ( 1-p) ~2p 、すなわち優性突然変異遺伝子の頻度のほぼ 2 倍で表すことができる。日本で出

現頻度の比較的高い高コレステロール血症でも 2p~ 0.002であるから、この近似でよいことがわかる。

国連報告1988によれば、常染色体優性遺伝病と X連鎖遺伝病の合計出現頻度は百万人に10，000名、すな
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わち、 1%である。

優性遺伝病の発生率(I)はその遺伝子突然変異率 (μ)と淘汰(係数)sの釣り合った状態で、 1=2μ

/sと表される。突然変異率が μ→ 2μ と連続的に変化すると、優性遺伝病の発生率は 1= [2μ/sJ→ 

[2 (2μ)/sJ = 21となる。このような状況では優性遺伝病の発生率は従来の平衡状態での発生率の 2倍

となる。

4.優性遺伝病のリスク

以下の仮定は表 3による。

(1 )優性遺伝病の発生率を国連報告1988により、 1%(=10，000/百万人=1)とする。

(2)低線量低 LET緩被ばくの放射線による倍加線量は 1Gy = 100cGyとする。

(3)低線量低 LET緩被ばくの放射線をO.OlGy生殖腺に被ばくしたとする。

(4)淘汰係数 (s)は被ばくの前後で変わらず0.15とする。医療の進歩を考慮するとかなり無理がある

が、当面予測がつかないので第一近似としてこの仮定を用いる。

これらの数値を(9 )式に代入すると、毎世代突然変異率が 2倍となり、 7世代後の新たな平衡状態で

百万人あたりの遺伝リスク(ム1)は

ム 1/百万人=10，000/百万人 xO.01Gy/1Gyx1= 100/百万人

子どもの世代では突然変異成分が0.15であるから

ム 1/百万人=10，000/百万人xO.OlGy/ 1 Gyx 0.15 = 15/百万人

孫の世代では突然変異成分が0.13であるから

ム 1/百万人=10，000/百万人xO.01Gy/1GyxO.13= 13/百万人

となる。

国連報告書198817
)では百万人あたり 100人の遺伝病患者が予測され、そのうちの15%、15人が子どもの

世代に、残りの85人の15%、すなはち13人が孫の世代で発病するとして予測計算をしている。

なお、 X連鎖の遺伝病はその合計の出現頻度が低いのと、 X染色体が 1本の男子では伴性劣性遺伝病が

発病するなどで、優性遺伝病とまとめてリスク評価を行っている。

5.劣性遺伝病のリスク

常染色体劣性の遺伝病の発生率についてはいくつかの特徴がある。この種の病気は両親から 1つずつ、

計2個の突然変異遺伝子を遺伝して初めて発病するから、放射線の誘発突然変異によるリスクにはホモ接

合効果と配偶者効果とが考えられるヘ

(1)ホモ接合効果。たとえば被は、くした父の子ども達の孫どうしの結婚(いとこ婚)で、誘発した突然変

異遺伝子のコピーが曽孫でホモ接合となり発病することがある。この場合、劣性遺伝病は被ばく者か

ら数えて 4世代後に表れる。この確率は誘発突然変異率 (μ)と曾孫の患者の近交係数(f)、いとこ

婚の子なら f= 1/16、の積、 μfである。新たな平衡状態では百万人で11人が発病し、子ども、孫

ではほとんど増えない。新たな平衡状態に到達するまでは相当長い世代を要するので、近未来の世代

での遺伝リスクはほとんどないといえる。

(2)配偶者効果。任意婚の集団で誘発した突然変異遺伝子とすでに自然に存在した突然変異遺伝子がホモ

接合となる場合で、その確率は 2μqである。ここに qは集団に従来から存続する劣性変異遺伝子の

頻度である。

正常遺伝子と変異遺伝子のヘテロ接合でも 2.5%が発病するとし、配偶子あたり平均 1個の(有害)変
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異劣性遺伝子があるとすると、新たな平衡状態で百万人で合計4人が発病すると予測されている。子ども、

孫、の世代ではほとんど考えなくともよい程度である。

町.多因子病のリスク

1.多国子病の特徴と機構

経験的に、 1)家系に集中して発病する、 2) 

家族性が遺伝的である、そして、 3)患者の家系

内分布がメンデルの法則に合致しない、などがそ

の特徴である。機構的には(複数の)遺伝子と環

境要因の共同作用で発病する遺伝病である(図 3)。

遺伝子(群) 個体

図3 多因子病の発生機構

その機構の上で考えられるモデルもいくつかある。

1)ポリジーン模型。発病の原因となる(相加的)効果の小さい多数の遺伝子による。

2 )多国子模型。主要効果遺伝子と(複数の)環境要因による。

3 )複数遺伝子座模型。 2 (または 3以上の)遺伝子座の 2つ(あるいは 3つ以上の)主要効果変異遣

{云子による。

4)遺伝的異質性。病気の臨床症状は同じだが、原因遺伝子がちがう。連鎖解析などで異質性が区別で

きる。

5 )その他の模型。

これらのうち、最も簡単な 1遺伝子座と環境要因の多国子模型について説明して、数個の遺伝子座と環

境要因のモデルについて以下述べる。突然変異成分を求めることがリスク推定のポイントになる。

2.多因子模型

図4は多因子病の一つの模型である。発病に主

たる効果を示すー遺伝子座で正常遺伝子と変異遺

伝子が分離しているものとする。病気に躍り易さ

(X)という遺伝素因と環境要因できまる量的な

尺度を考えて、それを横軸に表し、あるしきい値

(T) を越えると発病するものとする20)。縦軸は

特定のXを持つ人の頻度である。したがって、

XミTの斜線の領域が患者の出現頻度である。図

4の上段はいわゆる単因子性の劣性遺伝病である。

病気に擢り易さは一義的に遺伝子型で決まる。中

段は遺伝子型の他に環境要因が発病に関与する様

子を表したものである。中央のヘテロ接合も発病

する人がおり、右端の変異遺伝子ホモ接合でも発

病しない人カ川、る。環境要因がさらに関与すると

下段のようになり、いちがいに遺伝子型か環境要

因が発病の原因とは決めかねるようになる。この

ようになると子どもを残す割合も健常者と患者の
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違い (S)がぐーんとちいさくなり、淘汰の働きも小さくなろう。その結果、病気の出現頻度も機会的に

決まり、突然変異や淘汰の効果はわかりにくくなる。すなわち、環境要因が発病の原因として大きく関与

する状況では当然ながら突然変異や淘汰の効果はほとんど検出できない。

3.電算機による数値計算

1)このようなモデルを解析的な方法で研究するのは難しいので、電算機で数値計算を行うこととした。

図5はその 1つのプロトコールである。入力パラメータとして、遺伝子座数(各座位には異常、正常

の2対立遺伝子)、突然変異率 (10-4~ 10-5
) 、遺伝子座聞の乗換え率、淘汰係数 (s= 0.5~ 1.0)、

しきい値、変異遺伝子数、それに突然変異率の増加分である。親から子へのゲノム伝達の減数分裂の

過程をモデル化して、必要なパラメー夕、各世代の変異遺伝子の頻度、病気に擢り易さの遺伝力、突

然変異成分などを出力した。

入力パラメータ: 親から子へのゲノム伝達の過程:

n 遺伝子座位数(各座位に変異、正常の

2対立遺伝子)
親ゲノム→突然変異→受精→乗換え(子のゲノム)→選択
4 |  

μt，μ2，…・=各座位の突然変異率

rl， r2，…=遺伝子座聞の乗換率

s=選択係数

T=しきL、値

Ve =環境分散(遺伝子型値のまわりのばらつき)

W(rn} = rn個の変異遺伝子のある遺伝子型の選択値

k=突然変異率の増加分 :μ→μ(l+ k) 

出力パラメータ:

Ql， Q2…=各世代の変異遺伝子の度

tfx=病気に躍り易さの遺伝力

hzp=病気の有無の遺伝力(異常:正常)

h'A = (狭い意味の)病気の有無の遺伝力

M =突然変異成分:(ム111)/(ム μ/μ)

図5 計算機モデルのパラメータ

2 )一例として 4遺伝子座の場合、突然変異と淘汰が釣り合った平衡状態での突然変異成分 (M)

(縦軸)と病気に擢り易さの遺伝力(h2
X) の関係を調べた。突然変異率、その増分、淘汰係数、環

境分散、しきい値、乗換え率などが関与するにもかかわらず、突然変異成分Mは遺伝力日 (>0.20)

の大きさでほぼ一定であることがわかった。平衡状態ではMは85%より大きく、突然変異率が増加

しはじめて最初の 10世代では 2~4%であることが分かった。

N-1で述べたように、多国子病の模型はこの他にもいろいろと考えられるから、限られた数値計算だ

けから結論を下すわけにはいかない。しかし、突然変異と淘汰の釣り合った平衡状態での突然変異成分は

非平衡状態のそれに比較してかなり大きいことが言えよう。近未来の 1~2世代の放射線被ばくの状況で

は、今日の人類集団で突然変異と淘汰が釣り合っているとは考え難ししたがって突然変異成分は平衡状

態のそれに較べではるかに小さいといえよう。

4. (倍加線量法による)多国子病のリスク推定値

表3の多因子病の有病率を用いて遺伝リスクを求めてみよう。式(9 )に次の数値を代入する。

1)有病率(1)ニ 71%(先天異常 6%+成人病65%)、あるいは710，000/百万人。

2 )倍加線量 (DD)ニ 1Gy (低線量低 LET緩被ばく)。この倍加線量は優性遺伝病についてであり、多

国子病のそれはもっと大きいかもしれない。 4Gyという値を示唆されている (II-2 (1) )環境要

因が倍加線量にどのような効果をもたらすかまだよくわからない。とりあえず同じとしておく。

3 )被ばく第一世代(子)の突然変異成分(M)=3%/10世代=0.003[= {(2%+4%)/2} /10J。

最初の10世代までの突然変異成分の合計を単純に世代数で割り、子の世代の突然変異成分とした。
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したがって、多因子病のリスク(d.1) /百万人=710，000 x 1 /100 x 0.003 = 21.3/百万人が得られ

る。非平衡時でも突然変異成分がわかればリスクは計算できる。従来の倍加線量法では平衡時のリスクを

求めてから被ばく第 1、2世代のリスクを内挿しているが、ここで必ずしも新平衡状態の数値を用いてい

ないことに注意したし、。またここで求めた数値は Sankaranarayanan21
)が計算した35.5/百万人という値

の60%になっている。いずれも不確定要素のある仮定をいくつか用いているので、これらの議論の結果

を受け入れるには十分な注意が必要である。しかし、リスク推定に必要な仮定は何か、どのような実験系

を考えるか、などを検討する上で有用であろう。

V.放射線の遺伝的影響

低線量低 LET放射線被ばくによる被ばく者の子どもの遺伝リスクは主として優性遺伝病と多因子病で

ある。 O.OlGyの被ばくで優性遺伝病の増分は百万人あたり 15である。ただし倍加線量を 1Gy、子の世代

の優性遺伝病の突然変異成分を15%とした。また子ども世代の放射線誘発多因子病は百万人あたり22で

ある。二つのカテゴリーの遺伝病をプールすると、 O.OlGyの低線量低 LET放射線の被ばくで百万人あ

たり 37人の患者が増えると予測できる。この程度の遺伝病の増加率を統計的に検出しようとすると、 18

億 8千万人のオータ.の大きさの非被ばく、被ばく集団をそれぞれ調査しなければならない。ここで、リス

クがないのにあると誤る危険率を 5%、リスクがあるのにないと誤る危険率を20%とみなして計算した。

被ばくが始まって10世代後までのリスクでも増加する患者の数は413人と予測され、前の計算と同じ危険

率で有意差をだすには理論的には10世代、すなわち300年間集団をモニターしつづけることが考えられ

るが、これはほとんど不可能であろう。合計3，000万人の規模の調査が必要である。遺伝病の発生率(あ

るいは有病率)を指標とする限り、放射線の遺伝的影響はみつからないと判断せざるを得ない。

リスク計算の具体例(9 )式から、具体的な状況での遺伝リスクの計算には、上述の結果から単純な

比例計算で求めることができる。集団の大きさが10万人で被ばく線量(低線量低LET放射線)がO.OlGy

あれば、遺伝病患者の増える予測値は優性遺伝病、多因子病でそれぞれ1.5/10万人、 2.2/10万人である。

この集団の被ばく線量がたとえば年間1.3mSvなら、遺伝線量は生殖終了までの期間を30年としてその30

倍の0.004Svとなる。したがって、患者の増分は優性遺伝病で1.5xOO.004/0.01= 0.6人、多因子病で

2.2xO.004/0.01 = 0.9人、合計約 2人と予測される。これを疫学的に証明することが不可能に近いことは、

前述の必要な調査集団の計算からも明かであろう。

VI.結論

放射線による遺伝的影響は、遺伝病発生率を指標とするかぎり、みつからない。

追加1.広島・長崎の被爆者について、 DNAレベルの遺伝子突然変異の予備調査が行われた。結果はネ

ガティブである(対照群 22/1098= 2 %、被爆群(平均線量1.9sv) 6/390 = 1.5 %)。

詳細は Kodairaet al : Amr. J. Hum. Genet. 6 : 1275 -1283， 1995参照

追加 2. チェルノブイル事故による被曝者(ベラルーシ)についての調査では DNAレベルの遺伝子突然、

変異がほぼ 2倍になったという。詳細は Dubrovaet al : NATURE 380 : 683-686， 1996を参

照。

ヒト遺伝病の増加についはなにもふれていない。
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