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lnverse radiation dose‑rate effects on somatic and
germ‑line mutations and DNA damage rates
(DNA損傷や遺伝子突然変異における逆線量率効果)
放射線直線効果による細胞突然変異は､線量率が低いほど減少するものとして知られてきた。
ところが､細胞実験データを照射線量あたりで突然変異の発生率を調べてみると､線量率の対数に
放物線状であることが判った。

一定線量あたりでの突然変異の発生は60mSV/hから600mSV/hの線量率範囲が最低になる。
修復活動が最高なのである。
一般的なパターンとして､ＤＮＡ修復活動が、この線量率領域でエラー無しの最適状態でMinimal
MutabilityDose Rate(MMDR)と呼ぶべき環境条件が存在することがわかった。
一線量率で､このＭＭＤＲ
率)環境では、がんなどＤＮＡ異常から発生する病気に最もなり難いのである。

された。

勿論､P53遺伝子の充分な活躍(十分な修復時間を与えること、アポトーシスによる処理)を含め
てのことである。
このＭＭＤＲ領域は､今の地球上自然界放射線レベルの約100万倍である。
この高い線量率領域60mSV/hから600mSV/hが選ばれたのであろうか。
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何故進化の過程で

太古の昔､地球上はこのような高い線量率環境に初期の生命体が置かれ､そこで発生するＤＮＡ
被害に対する抵抗力としてこのＤＮＡ修復メカニズムが築き上げられたのであろうか？

それとも活

性酸素などの化学的アタックとの闘いも併せた共通原因で作り出されたものか。
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(毎日の生活での2本鎖切断発生修復の正確さ，そして発がん)
われわれ通常生活でのDNA2本領切断発生について述べる。
まず､第1ステップは､普通の細胞サイクル内における各種のＤＮＡ損傷の膨大な数の発生であ
る。
次に第2ステップはこの傷が修復されないと、S段階(約６時間)の細胞サイクルの時に2本領切断
に進行する。
通常の生活で発生するこの2本領切断は、非常に高い精度で修復されている。

この修復でエ

ラーが発生すると人体におけるがんの発生というステップになる。
通常の人体細胞では､膨大な数の傷ついたＤＮＡのうち約1％が2本領切断に発展する。

細胞サ

イクルあたり１個の細胞で約50個の2本領切断の発生になる。

これは、１

する

○

ここで重要なことは､細胞のＳ段階約６時間の被ばくが、1.5SVあまり、すなわち通常生活での2本
鎖切断発生を倍増する程度の線量率の放射線(Doubling

Dose)、つまり300mSV/h以下の放射線

による２本領切断の修復作業であれば､これは急激照射というものではなく低レベル放射線照射の
範囲としてからだが対応出来ているという事実である。

云いかえれば､この線量率においてならば､哺乳類細胞では､この速度で発生した2本領切断の
修復が、１回の被ばくであるならば最高の効率で正確に為し遂げられるということである。
補足であるが､この修復活動で重要なのはP53遺伝子の状態で､からだの他の要因によるＤＮＡ
損傷の修復活動の多忙さ、つまり異常発生の頻度の影響と、特に遺伝子活動を効果的にするのは
その細胞の置かれている温度環境である。
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(放射線線量率効果、日常生活におけるＤＮＡ損傷、そしてＤＮＡの発
する共鳴シグナル)
環境に適応してゲノム構築してきた生物体は､環境刺激が低くＤＮＡ損傷が少ない場合､DNA損
傷修復活動自体が低調になっていく。
ＤＮＡは2本領構造で守られて､軽い損傷は毎日膨大な修復がなされている。
の異常で生じる生命の諸問題は､全てＤＮＡのDouble

したがってDNA

Strand Break(DSB:2本領切断)によるもの

である。
30年前､酵素によるＤＮＡ修復がわかり始めたが、このDSBばかりは修復が困難であると思われ
ていた。
現在は、通常生活でこのＤＮＡの特別な異常(DSB)までが殆どエラー無く修復されることがわかっ
ている。

現在得られている多くのデータを集約すると、毎日の通常生活において発生するＤＮＡの傷は､哺
乳類細胞で1細胞サイクルあたり5､000件である。
この傷は直ぐに正確に修復されるが､その約1％すなわち50件の傷はDSBになり、基本的な遺伝子
異常の問題になる。
放射線による直接被害は､ＤＮＡ突然変異､ＤＮＡ再結合､ＤＮＡ転位､細胞不活性化、白血病誘
発､などの発生になる。

電離放射線によって引き起こされたＤＮＡ損傷に対する応答すなわち修復

活動の始まりと出来具合は､主としてDSBからの情報発信で決まる。

今わかってきたことは､放射線損傷に対する修復応答の良否は、日常生活で発生しているDSBと
その対応のリズムに一致している場合が最も優れているということである。
専門的にはダブリングドーズといって、日常生活で生じているのと同じ程度の二重鎮切断の発生
を､放射線で追加するような場合が最高の修復活動になる。
日常の生活で発生するDSBは、おもに人の細胞サイクルのＳ期(ＤＮＡ複製)の約６時間に50個
程度発生する。

１分あたりに換算すれば50/360=0.14、すなわち0.14

一方電離放射線によるDSBはよく研究されていて、10mSVあたり0.3
5mSV/minなら0.15

DSB/min

である。

DSBである。

そうすると、

DSB/minという発生ということになり、日常生活におけるDSB発生頻度とほぼ同

程度になる。
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5mSV/minとは、言い換えると300mSV/h程度のアタックによって発生するDSBの発生にわれわれ
の細胞は最も慣れていて､エラーフリー修復活動が最高潮に達することを意味している。

遺伝子損傷のエラーフリー修復が最高レペルになっているということは、遺伝子損傷の中でも損
傷頻度の高いものに分類されているがん抑制遺伝子P53の適正な活動も最高レベルに維持されて
いるということになる。
当然､酵素によるDSB修復活動も､修復失敗を発見してのアポトーシスによる異常細胞除去活動
も、つまりからだの発がん抑制機能は300mSV/hが最高潮になっているということになる。

最も効果的な修復応答を生じるのは､通常の生命活動で毎日活性酸素で訓練しているのと同じ
程度の発生率でDSBが発生する場合であることがわかった。（共鳴的な適応応答）。
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最高のＤＮＡ修復が明示されたデータ
］Vlichael
lVI.vilenehik, Alfred G. Knudson
米国科学アカデミー報告〔2006年〕
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ミリシーベルト/時
自然放射線の線量率の倍数

これはマウス精源細胞によるＤＮＡ修復の適応応答を調べたものである。
緯量率で自然放射線の6000倍〜6億倍の範囲が実験対象になっている。
自熱放射緯を0.1マイクロシーベルト／時と仮定して、それよりも放射緯線量率が自然放
射線の線量率の６万倍程度〜600万倍（6ミリシーベルト／時〜600ミリシーベルト／時）で
ＤＮＡ修復活動が非常に高くなっている。

云いかえると、この領域での被ばくは発がんなど

に結びつきにくいことが発見された。

７

がん進行抑制の放射線線量率効果
Miehael M. vilenchik, Alfred G. Knudson
米国科学アカデミー報告〔2006年〕
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1,000ミリシーベルト（１シーベルト）／時
自熱放射線の1,000万倍

これは将来のがん治療に放射線照射を役立てることを目指した実験とみられる。
ガンマ線によって哺乳類動物細胞における白血病誘発の遺伝子活動の不活性化や前立腺がん
細胞複製活動の不活性化を例題として、細胞実験を種々の線量で、積算線量で５シーベルト
まで照射して実施した。
縦軸の100は自然環境（対照群）における値。
将来の医療応用を目指して､60ミリシーベルト／時から6､000ミリシーベルト／時の範囲で、
線量率に対して、明確なＵ字曲線で示されている。

The pattem ofthe DRE

on clonogenic celldeath of human PC3 prostatecancer cellsexposed

to 5 Sv oflow‑1inear energy transfbrIR in vitro.
Asynchronously growing cellswere exposed to 5 Sv of low‑DR
in the case ofthe highest DR｡
100％（control cells）−％of cellsremaining clonogenic.

‑

８

y rays or by 5 Sv of x‑rays

まとめ
「放射線ホルミシスのラッキーとは何ものだ？」との服部の質問に対して、米国ＤＯＥ（エネ
ルギー省）はカリフォルニア大学バークレーに評価を依頼し、世界中から100名以上の科学
者が参加したオークランド会議によって「科学的に正しいが、ホルミシスは動物実験で検証
を要する」との回答を貰いました。
その後10年以上に及ぶ動物実験を中心とした放射線ホルミシス研究プロジェクト（10以
上の大学や国立研究所による）が実施され、低レベル放射線は身体に好影響をもたらすこと
が明解に示されました。
これが世界に伝えられ始めた1990年頃､カリフォルニア大学バークレーを中心とするＤＮＡ

していたことが発見されま
した。
ＤＮＡ修復を無視したLNT仮説（ICRP）は直ちに改めなければなりません。

わたしたちの細胞は、

され、毎日細胞あたり100万件の修復活動をして生きているという衝撃的論文が、マイロン・
ポリコーブ(Myron Pollycove)、ルードヴィヒ・ファイネンデーゲン(Ludwig

Feinendegen)両博

士の連名で1996年に発表されました。

マイロン・ポリコーブ博士の主張で開催されたセビリア会議（1997年秋）では、ICRP側と
ＤＮＡ修復を主張する科学者との激論が連日続き、「低レベル放射線問題は、私達ががんにな
らない安全な上限を

線量率

で調べなければならない」と結ばれました。

放射線による発がん研究の専門家であるフランス医科学アカデミーのモーリス・チュビア
ーナ(Maurice Tubiana)博士はEUの科学者に呼びかけ、1998年から人体細胞にエックス線や
ガンマ線でいろいろな線量率をあてて、発がん研究の専門家として大規模な実験研究を推進
されました。

人体細胞のＤＮＡ修復力は限りなく強く、上限を把握できぬままチュビアーナ博士は2001
年６月、ダブリンの専門家会議で特別講演をされました。

そして「私たちの細胞のＤＮＡ修

復は自熱放射線の100万倍の線量率に対しても、見事になされることがわかってきましたが、
とりあえず

卜で、がんにはなり得ない」と発表されました。

９

チュビアーナ博士のこの業績にマリー・キューリー賞が贈られ、博士は2007年の受賞記念
講演で､放射線発がんのメカニズムとＤＮＡの二重鎮切断の修復に力をこめたお話をされまし
た。

まとめのお話で、米国科学アカデミーによる2000年、2003年、2006年の３度にわた

るビレンチク／クヌドソン同博士の放射緯線量率とＤＮＡ修復活動研究の論文を紹介されま
した。

アルフレッド・クヌドソン博士（フィラデルフィアのガンセンター）の細胞実験報告の論
文をたどってみますと、放射線に非常に弱いとされているマウスの精源細胞を用いて、大幅
に線量率を変え遺伝子の突然変異を測定した結果、かなり高い線量率で変異が最低となる明
解なＵ字曲線が示されております。
これによりますと、１

自熱放射線の100万倍あたりの線量率で突然変異が最低値になり、それ以上は勿論それ以下
の線量率でも遺伝子に生じている突然変異の発生数がむしろ増えることが確認されています。
クヌドソン博士はこれをMinimaI

Mutation Dose Rate（MMDR）令

と名づけ、2000年以来こ

の重大な発見を発表しておられます。

にくい環境条件が存在しているということは、真に驚くべきことで、環境対応で出来てきた
私たちの細胞は何故そうなっているのか全く不思議です。
今の自然界の100万倍、つまり１時間に100ミリシーペルトといった環境に適応した哺乳
類動物の細胞が作られたのは一体どういうことなのでしょうか？

されたのか、今後の大きな課題です。

２０１２年３月１日
服部
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ＤＮＡ修復力が構

禎男

