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研究成果の概要（和文）：ヒトがん細胞を用いて、分割照射耐性獲得メカニズムの解明を試みた。一般的な放射線治療
と同様に2Gy/日の分割照射に耐性を獲得するがん細胞は、必ず0.5Gy以上2Gy未満の小線量放射線による事前分割照射が
必要である。小線量分割照射によって放射線耐性が付与され、分割線量を段階的に増加させる事で放射線耐性を増強さ
せる事を明らかにした。その分子メカニズムについて完全に明らかにするまでには至らなかったが、放射線耐性の獲得
に関わると一般的に考えられてきたがん幹細胞形質、上皮間葉転換などが関与する可能性が低い事を示した。また、放
射線による致死的なDNA損傷である二重鎖切断の残存数が耐性細胞特異的に少なかった。

研究成果の概要（英文）：We investigated the inducible radioresistant mechanism that cancer cells are able 
to proliferate under 2 Gy/day of fractionated radiation exposure, so called clinically-relevant 
radioresistant phenotype (CRR). For CRR formation, we revealed that pre-exposure with less than 2 Gy/day 
of fractionated dose and stepwise dose-escalation was critically required prior to 2 Gy/day of 
fractionated exposure. Pre-exposure with lower fractionated dose brought radioresistant phenotype 
(acquired radioresistance, ARR) and dose-escalation gradually enhanced radioresisntace. We also found 
that the nature of cancer stem cell or epithelial-mesenchymal transition, which is generally known as the 
factors contributing acquired radioresistance, was not involved in CRR formation. We also found less DNA 
damage, especially DNA double strand breaks, in radioresistant cells and that suppression of DNA-damage 
response might be involved in the mechanism of ARR and/or CRR formation.

研究分野： 放射線治療生物学

キーワード： 臨床的放射線耐性　放射線獲得耐性　放射線治療　分割照射
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１．研究開始当初の背景 
(1) 臨床的放射線耐性 (CRR)がん細胞 
 臨床的放射線耐性 (Clinically Relevant 
Radioresistance: CRR)細胞は、1 日 2 Gy の
X 線分割照射を 30 日以上継続しても増殖し
続ける能力をもつがん細胞と定義する。親株
のほとんどは 1 日 2 Gy、30 日の分割照射中
に細胞死が誘発され、培養フラスコ中に張り
付いている細胞であっても引き続く分割照
射下では分裂増殖ができない。このため、1
日 2 Gy の長期分割照射期間中に分裂増殖を
続ける事が出来る親株はほぼ存在しない。そ
の一方で親株に対して、1 日照射線量を 0.5 
Gy 以上 2 Gy 未満 (小線量)の範囲で段階的
に線量を増加させる長期分割照射を事前に
行うと、引き続く 2 Gy、30 日以上の長期分
割照射に対して分裂増殖を可能とする CRR
細胞が出現することを明らかにした。事前分
割照射の意義は不明であるが、12 時間ごとに
0.5 Gyを照射すると1ヶ月後には親株よりも
放射線抵抗性を示すが CRR 細胞ほどの耐性
を 獲 得 し て い な い 獲 得 放 射 線 耐 性 
(Acquired RadioResistance: ARR)を示すこ
とを報告していた。そのため、1 日ごとに小
線量で分割照射を行った場合にも同様に、
ARR 形質を誘発する可能性が考えられ、その
検証が必要であった。また、この ARR 細胞
の一部だけが CRR 細胞となる（CRR 化）こ
とから、CRR 化は複数の経路が関与する複雑
な過程を想定する必要があった。 
 研究開始時において、放射線分割照射に対
する研究は極めて限られていた。ほとんどは
2 Gy 以上の高線量照射を数回繰り返した後
の生存細胞で、親株に対する放射線耐性獲得
の有無を検討したものである。CRR 細胞樹立
の過程で、数回の反復照射と長期間の分割照
射では得られる結果が異なる事を経験して
いた。また、数回の反復照射によって獲得さ
れた放射線耐性が CRR 形質と同様であるか
についての検討はなされていない。そのため、
一般的な放射線治療と同様に 1 日 2 Gy の分
割照射に対して抵抗性を示す CRR 化の過程
に関与する機構を明らかにする事は、放射線
治療抵抗性腫瘍の根治的治療を目指す研究
において極めて重要であると位置づけた。研
究開始時点で、すでに複数のヒトがん細胞株
において CRR 細胞の樹立に成功していたこ
とから、CRR 形質は様々なヒトがん細胞にお
いて広く共通した特徴であると考えられる。 
 
(2) 放射線耐性の獲得に関与するメカニズム 
 12 時間ごとの 0.5 Gy 分割照射で作成した
ARR 細胞や CRR 細胞では、X 線照射後の
DNA 損傷、特に致死性の高い二重鎖切断残
存数が親株細胞と比較して少ない、という共
通点を見いだした。その結果、アポトーシス、
あるいはオートファジーなどの非アポトー
シス型細胞死の誘発頻度が低く、放射線抵抗
性を示すと予想される。 
 12 時間ごとに 0.5 Gy の分割照射を 1 ヶ月

間行った ARR 細胞の解析を通じて、サイク
リン D1 の蓄積が確認された。サイクリン D1
は細胞周期制御因子の一つであると同時に、
DNA 二重鎖切断修復機構の一つである相同
組換え修復機構 (HR)に関与して HR を促進
していることが示された。このことから、事
前照射によって DNA 損傷修復機構が活性化
する細胞が CRR 化の初期段階に必要なイベ
ントとなる可能性がある。 
 ARR 細胞内のサイクリン D1 蓄積には、
ARR 細胞で活性化していた AKT を介するシ
グナル伝達経路が関与している事を報告し
てきた。しかしながら、1 日 1 回の分割照射
によって樹立した CRR 化の過程ではサイク
リン D1 発現量も AKT 活性化レベルも親株
状態と比べて変化がなかった。この結果は、
ARR 細胞からの CRR 化において AKT の不
活性化が重要であるか、あるいは分割照射間
の時間の差によって耐性獲得機構が異なる
可能性が考えられ、この点は明らかにすべき
である。 
 腫瘍の悪性度や放射線抵抗性に関して、が
ん幹細胞が関与する可能性が強く示唆され
ていた。肝がん細胞株由来の CRR 細胞の 1
種では幹細胞マーカーのひとつである
CD133 が強く発現していることを見いだし
た。CD133 の発現は親株や ARR 細胞ではウ
ェスタンブロッティングによるアッセイ系
では検出限界以下であり、CRR 細胞特異的に
発現していることを確認した。通常、がん細
胞では CD133 のプロモーター領域にある
DNA は DNA メ チ ル 化 酵 素 で あ る
DNMT1/DNMT3ß によって高度にメチル化
修飾を受ける事でその発現が強く抑制され
ている。CD133 の発現はプロモーター領域の
DNA メチル化状態に強く依存しており、
DNMT1/DNMT3ßはTGF-ß処理によって強
い負の制御をうけるために CD133 は発現し
やすくなる。また、TGF-βは上皮間葉転換 
(EMT)を介してがん細胞をより抵抗性を持
つがん幹細胞様の形質に転換させる事が知
られている。これらの知見は CRR 過程で
TGF-ß シグナルが活性化する事を示唆して
いる。ただ CRR 化に伴い AKT が基底状態に
戻る理由は不明であるため、さらに検討する
必要ある。 
 
２．研究の目的 
 CRR 化に関与するメカニズムを解明する
ために、事前照射により誘導される ARR 過
程とその後の CRR 過程に関与する変化を解
析する。特に、EMT やがん幹細胞様の形質
獲得の観点から解析するとともに、様々なヒ
トがん細胞由来 CRR 細胞に広く共通した特
徴であるかを検討する。 
 
３．研究の方法 
(1) 細胞と X線照射 
本研究では、以下の異なる組織由来のがん細
胞株を使用した (神経膠腫由来がん細胞株 



A172、非小細胞性肺がん由来細胞株 A549、
子宮頸癌由来細胞株 HeLa、肝がん由来細胞
株 HepG2、口腔がん由来細胞 SAS)。がん細
胞は 5% FBS を含む RPMI 培地で、一般的な方
法で培養、継代維持を行った。X 線照射は
150kVp,20mA、5.5mm Al+0.1mm Cu フィルター
を搭載した X線発生装置で ARR細胞には小線
量、CRR 細胞には 2 Gy/日の X線を照射した。 
 
(2) 蛍光免疫染色 
 カバーガラス上に播種された細胞は、4 %
パラホルムアルデヒド溶液で 10 分間の固定
処理を行った後、0.5%トライトン X-100 溶液
を氷上で5分間処理する事で膜透過処理を行
った。フォーカス形成にはリン酸化 H2AX 
(Ser139)、53BP1 をそれぞれ特異的に認識す
る 1 次抗体、EMT 評価では E-cadherin と
Vimentin、その他サイクリンD1やki67、CD133
を特異的に認識する抗体を 5 %ドライミルク
を含むトリスバッファー (TBS-DT)で希釈後、
固定したサンプルにのせて 37 C̊ で 2 時間処
理した。1 次抗体は PBS-で洗浄後、2 次抗体
として Alexa488、あるいは Alexa594 が結合
しているマウスまたはウサギ IgG 抗体を
TBS-DT に希釈した溶液をのせて 37 C̊ で 1 時
間処理した。細胞核の対比染色は DAPI 染色
を行った。 
 
(3) 幹細胞マーカーの検出 
SP 分画検出試料は、トリプシン処理後に回収
した細胞でベラパミル処理有無の２群を用
意し、終濃度 5µg/mlのヘキスト33342を 37 C̊
で 90 分間処理した。冷蔵 PBS-での洗浄、PI
の添加後に 402-406nm、及び 650-670nm の蛍
光フィルターを搭載したフローサートメー
ターで解析した。SP 分画の検出領域はベラパ
ミルを処理したサンプルの解析プロットを
もとに作成した。 
 
４．研究成果 
(1) 小線量分割照射細胞の放射線感受性 
 12 時間ごとの 0.5 Gy 分割照射を 1 ヶ月間
行うとARR形質を獲得する事を報告していた。
そこで、CRR 細胞樹立方法と同様に 1 日ごと
に 0.5 Gy の分割照射を行い、ARR 形質獲得の
有無を調べた。先行研究で使用した HeLa 細
胞を用いて検討したところ、31 回の分割照射 
(0.5 Gy/日-31FR)後の HeLa 細胞は親株と類
似した放射線感受性を示した。そこで、0.5 
Gy/日の分割照射を 60 回、及び 90 回まで延
長し、感受性試験を行ったが、いずれの条件
も親株と類似した放射線感受性を示した。 
 次に、0.5 Gy/日-31FR 細胞と 0.5 Gy/日
-90FR 細胞で、1 Gy/日に線量を上昇させた時
の分割照射に対する放射線感受性を検討し
た。分割照射期間中の生存率を調べるために、
それぞれの細胞を T-25 フラスコに低密度で
播種し、1 Gy/日の分割照射期間中にコロニ
ーを形成させた。同時に、それぞれの細胞で
非照射群を別に用意し、コロニー形成能 

(PE)も調べた。1 Gy/日の分割照射を 14 回終
了後に生存率を調べたところ、0.5 Gy/日
-90FR細胞が31FR細胞よりも有意に生存率が
高かった。また、1 Gy/日の分割照射に対す
る感受性を親株と比較するために、分割照射
期間中にコロニーを形成させる同様の方法
で親株と 0.5 Gy/日-31FR 細胞の生存率を比
較した。すると、0.5 Gy/日-31FR 細胞が親株
よりも生存率が低い結果となった。0.5 Gy/
日-31FR 細胞の PE は、親株の 4割程度であっ
たことから、事前に行った 0.5 Gy/日の分割
照射による細胞死の影響が考えられた。0.5 
Gy/日-31FR 細胞は、分割照射を終えた後に
31 日間培養すると(0.5 Gy/日-31FR+31NIR 細
胞)、PE が親株の 8 割程度まで回復していた
ので、この細胞と親株で 1 Gy/日の分割照射
に対する感受性を、上述と同様の方法で検討
した。すると、0.5 Gy の分割照射を行った細
胞が親株よりも放射線抵抗性を示した。以上
の結果をまとめると、0.5 Gy/日の照射でも
ARR 形質を誘導する事、分割照射回数が多い
ほど ARR 形質が増強される事、小線量分割照
射による放射線耐性は単回照射に対する放
射線感受性試験で必ずしも評価が出来ず、分
割照射に対する新たな試験法の確立が必要
となる事が示唆された。 
 
(2) 分割照射回数と ARR 形質誘導の検討 
 ARR 形質の誘導が事前分割照射の回数に依
存するか否かを検討した。まず、由来組織の
異なるヒトがん細胞株 (A549、HeLa, HepG2、
SAS)において、親株が生存できない分割照射
線量を調べたところ、今回調べた全てのヒト
がん細胞株は 1.5 Gy/日以上の分割照射に対
して生存する事が出来なかった。ARR 形質は
親株と比較して放射線耐性を示す事と定義
しているため、親株に 1 Gy/日の事前照射を
行い、1.5 Gy/日以上の分割照射に生存可能
になった時にARR形質が誘導されたと評価し
た。1 Gy/日の事前照射を継続し、1週間毎に
1.5 Gy/日の分割照射線量に切り換えて生存
可能な細胞の出現を検討した。1 Gy/日の事
前照射を 1 週間続けた後に 1.5 Gy/日に切り
換えた場合には、全ての細胞株で、親株同様
に生存細胞は出現しなかった。一方、1 Gy/
日の事前照射を 2 週間続けた後に 1.5 Gy/日
に切り換えると、A549 のみが 1.5 Gy/日の分
割照射に対して生存する細胞が出現した。
A549 以外の細胞株は 1ヶ月以上の 1 Gy/日事
前照射によって、1.5 Gy/日に生存できる細
胞が出現するようになったが、生存可能な細
胞の存在比は細胞株によって異なっていた。
以上の検討より、ARR の誘導は事前分割照射
回数のような物理的要素ではなく、事前分割
照射によって誘導される生物学的要素によ
って決定されるものと予想された。また、ARR
形質を獲得する 1 Gy/日の事前照射を行った
後に、1.5 Gy/日の分割照射を行わずに直接 2 
Gy/日の分割照射を行い、CRR 細胞樹立の可否
を検討した。親株に比べて ARR 細胞では、2 



Gy/日の分割照射下で増殖が可能となる期間
が延長していたが、最終的には全て死滅した
ために、CRR 細胞の形成には至らなかった。
そこで、1 Gy/日の事前照射を 100 回まで延
長して検討したが、今回調べた全てのがん細
胞株では 1 Gy/日の事前照射から CRR 形質は
誘導されなかった。ちなみに、1.5 Gy/日の
分割照射を介すると CRR 細胞が樹立できた。
すなわち、事前照射によって ARR 形質を獲得
した細胞が出現し、引き続く事前照射によっ
て ARR 細胞が選択される過程と、分割線量を
段階的に増加する事でARR形質を増強させる
過程が CRR 化に必須である事が示された。 
 
(3) ARR、CRR 細胞の分子生物学的特徴の解析 
 前項で記載した 1 Gy/日の事前照射によっ
て ARR 形質を獲得した細胞 (ARR1 細胞)の特
徴を解析するために、まず放射線照射による
致死性の高いDNA二重鎖切断の残存について、
リン酸化 H2AX と 53BP1 が形成するフォーカ
スを指標に親株との比較を行った。親株に 1 
Gy/日の分割照射を行うと、7日後以降から急
激に細胞数が減少するために、親株と ARR1
細胞に 1 Gy/日の分割照射を 7 回繰り返し、
その 24 時間後に細胞を固定してフォーカス
形成を検討した。分割照射後の親株では、リ
ン酸化 H2AX と 53BP1 が共局在するフォーカ
スがほぼ全ての細胞で検出された事に対し、
同じ条件の分割照射を行った ARR1 細胞では
細胞当りのフォーカス数が少ない事に加え
て、１ Gy 照射 24 時間後であっても 53BP1 フ
ォーカスが検出されない細胞が確認された。
また、リン酸化 H2AX と 53BP1 が共局在して
いる場合でも、H2AX のリン酸化が弱まってい
る細胞も検出された。以上の結果より、放射
線誘発 DNA二重鎖切断に関する ARR細胞の特
徴として、二重鎖切断の生成が少ない、ある
いはその修復効率が高いこと、あるいは H2AX
リン酸化に関与する ATM、ATR,DNA-PKcs いず
れかの活性化が抑制される事が予想された。
また、DNA 二重鎖切断残存数が少ない結果、
アポトーシスや老化様増殖停止、マイトティ
ック・カタストロフィなどの細胞死の誘導も
抑制されていた。しかしながら、ARR1 細胞に
2 Gy/日の分割照射を行うと、親株同様に、
ほぼ全ての ARR1 細胞でも共局在した多数の
フォーカスが残存し、H2AX リン酸化レベルの
抑制も観察されなかった結果は、ARR1 細胞に
はCRR細胞が含まれていないという結果と一
致していた。 
 先行研究における 12 時間ごとの反復照射
ではサイクリン D1 が蓄積し、放射線抵抗性
の獲得に関与する事を示唆していた。サイク
リン D1が HRに関与する報告があった事から、
1 日 1 回の分割照射における ARR 誘導への関
与が考えられた。そこで、ARR1 細胞において
サイクリン D1 と 53BP1 フォーカスを検出す
る蛍光免疫染色を行った。親株と ARR 細胞の
サイクリン D1 の局在に著変は認められず、
また、ARR 細胞におけるサイクリン D1 の発現

量は多くの場合親株と同様であり、一部の細
胞で核内に多く発現している事が確認され
た。しかしながら、核内にサイクリン D1 が
多く発現している ARR 細胞は扁平化、巨大化
していたため、老化様増殖停止が誘導されて
いる事が予想された。そこで、A549 細胞が放
射線によって老化様増殖停止が有意に誘発
される事、また、老化細胞では増殖マーカー
である ki67 の発現が抑制さることが報告さ
れていたので、A549 由来 ARR 細胞で ki67 と
サイクリンD1の蛍光免疫二重染色を行った。
すると、サイクリン D1 が核内に多く蓄積し
ている細胞では高頻度に ki67 が陰性である
ことが分かった。そのため、核内にサイクリ
ン D1 が多く蓄積している細胞は増殖をして
いない老化様増殖停止細胞が多く含まれて
おり、ARR 細胞の定義である増殖している細
胞とは性質が異なっていた。すなわち、1 日
毎に行う分割照射が誘導するARR形質の獲得
にはサイクリン D1 非依存的な経路の関与が
予想された。 
 また、放射線抵抗性への関与が示唆されて
いる EMT の誘導を確認するために、
E-cadherin と Vimentin の発現を蛍光免疫染
色で確認したところ、ARR1 細胞、CRR 細胞と
もに両タンパク質の発現はほぼ全ての細胞
で親株と同様であった事から、放射線が誘発
する ARR、及び CRR 形質には EMT が関与しな
い事が示唆された。 
 次に、ARR 化及び CRR 化とがん幹細胞の関
連性を side population (SP)分画を指標とし
て調べた。細胞株によって割合は異なってい
たが、SP 分画が親株で検出された。しかしな
がら、親株に 2 Gy/日の分割照射に耐性を示
さなかった事から、親株中のがん幹細胞が濃
縮した結果が CRR 細胞となる、という仮説は
棄却された。そこで、がん幹細胞が非がん幹
細胞と比べて ARR形質や CRR形質を獲化しや
すい可能性を検討するために、まず、親株と
CRR 細胞で SP 分画の割合を比較した。4細胞
株を調べたうち、親株、CRR 細胞ともに SP 分
画が検出できなかった1株を除く全ての細胞
株で CRR 細胞に占める SP 分画の割合は増加
していた。そこで、最も上昇率の高かった細
胞株で ARR化に伴う SP分画を調べたところ、
親株に比べて有意な増加は確認できなかっ
た。すなわち、耐性獲得過程と SP 分画の割
合に相関は見られなかった。SP 分画以外に
ALDH 活性の検出も広くがん幹細胞マーカー
として知られている。そこで、CRR 細胞で SP
分画の割合が増加していた細胞株において、
CRR 細胞を低密度で播種し、2 Gy/日の分割照
射期間中にコロニーを形成した生存細胞で
ALDH 活性を検出した。一部の生存コロニーで
は ALDH 活性の高い細胞が検出されたが、高
い活性を示したのはコロニーを形成する細
胞の一部のみであり、活性の低い細胞と共に
1 つの生存コロニーを形成していた。その他
の多くの生存コロニーは ALDH 活性が弱い細
胞でコロニーが構成されていた。この他、



CD133 を組織幹細胞マーカーとする肝がん、
あるいは脳腫瘍由来の CRR細胞で CD133 を検
出した。肝がん細胞である HepG2 由来の CRR
細胞では CD133 を強く発現していたが、この
CRR 細胞とは独立して同様に HepG2 から作成
した CRR細胞の CD133 発現は親株と同程度で
あった。脳腫瘍由来細胞株由来 CRR 細胞も親
株と同程度の発現量であった。すなわち、CRR
化にがん幹細胞形質が必須ではない事、また
CRR 化におけるがん幹細胞の優位性はない事
が示された。 
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