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研究成果の概要（和文）：原爆被爆者の胃がん（腸型とびまん型）、大腸がん（近位結腸がんと遠位結直腸がん）およ
び乳がんについて放射線関連がん発生に対する遺伝的背景の影響を調べた結果、IL10遺伝子型が放射線に関連するびま
ん型胃がんの発生に関係するかもしれないこと、CD14とIL18遺伝子型が放射線関連遠位結直腸がんと近位結腸がんの発
生、ATM遺伝子型が放射線関連乳がん発生に関連する可能性を見出した。
また、原爆被爆者の血液細胞内活性酸素(ROS)レベルに対する年齢と放射線被曝の影響を調べた結果、特にCD8+ T細胞
の活性酸素レベルが年齢と被曝線量により増加しIL6R遺伝子型によって有意に異なることを見出した。

研究成果の概要（英文）：We examined the effect of genetic background on radiation-related cancer 
development regarding gastric (intestinal and diffuse types) cancer, colorectal (proximal and distal 
colorectal) cancer, and breast cancer among atomic bomb (A-bomb) survivors. As a result, we found that 
IL10 genotypes may be associated with the development of radiation-related diffuse-type gastric cancer, 
that CD14 and IL18 genotypes may be associated with radiation-related distal colorectal and proximal 
colon cancers, respectively, and that ATM genotypes may be associated with radiation-related breast 
cancer.
We investigated the effects of age and radiation exposure on ROS levels in blood cells derived from 
A-bomb survivors. As a results we found that ROS levels in CD8+ T cells in particular increased with age 
and radiation dose and that those levels were significantly different by IL6R genotypes.

研究分野： 分子疫学
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  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1)我が国では毎年新規に発生するがん患者
の 3.2％が診断用 X 線被曝によると推計した
報告が 2004 年の Lancet に掲載され、大きな
衝撃を与えた。また、最近では福島第一原発
事故により、将来にわたる放射線被曝の健康
影響が憂慮されている。放射線影響研究所で
は 1958 年から原爆被爆者 23,000 人の成人健
康調査を行ってきており、53 年以上にわたっ
て 2 年毎の各種血液検査を含む健康調査デー
タが蓄積され、疾患発生の長期追跡調査が行
われている。この調査により被爆者にがんや
糖尿病、白内障など炎症関連疾患のリスクが
被曝線量に比例して増大することが示され
た。また、疾患発生の長期追跡調査や健康調
査だけでなく、末梢血を用いて多くの免疫・
炎症関連生体指標を測定してきた。 
 
(2)我々は放射線被曝の後影響の背後にある
共通メカニズムの一つとして、免疫系への放
射線の作用が長期にわたり継続したのでは
ないかと考え研究を進めてきた。すなわち、
原爆被爆者の血液試料を用いて、多くの免疫
指標・血中炎症関連生体指標濃度、さらに、
体細胞突然変異頻度、および末梢血リンパ球
細胞の細胞質分裂阻害小核試験の個人差を
長年にわたり測定した。その結果、原爆被爆
者の被曝線量に比例した T 細胞機能の減弱、
炎症関連生体指標の増加および突然変異頻
度の増加が観察された。我々はこうした観察
に基づき、放射線被曝による免疫の減弱が被
爆者の加齢による持続性炎症状態の亢進を
促進し、その結果、一部のがん、糖尿病、白
内障などの炎症関連疾患のリスクが増大し
たという仮説を立て、免疫老化に及ぼす放射
線被曝の作用メカニズムと疾患の罹患状況
に関する大規模調査を行っている。 
 
(3)放射線被曝の影響には大きな個人差が存
在しており、それらが放射線関連疾患リスク
の個人差に関与している可能性がある。この
可能性を検証するために、我々はゲノム研究
を行ってきた。これまでに、ある特定の HLA
クラス II遺伝子ハプロタイプを有する被爆者
において､2 型糖尿病の発生リスクが被曝線
量に依存して有意に増大することを明らか
にした。また、NK 活性に関連する NKG2D
ハプロタイプを同定、細胞の放射線感受性を
調節する上皮成長因子受容体（EGFR）の遺
伝子のシトシン-アデニン(CA)繰り返し数多
型と肺がん感受性の個人差との関係に放射
線被曝が影響すること、さらに、炎症に関連
するリンホトキシン A 遺伝子の LTA 252 遺伝
子型が、日本人のびまん型非噴門部胃癌と相
関し、放射線量と相互作用を示すことを明ら
かにした。これらの知見は､放射線被曝の健
康影響が個体の炎症状態およびそれを規定
する炎症関連遺伝子の遺伝子型によって修
飾される可能性を示唆している。 
 

２．研究の目的 
原爆被爆者集団に発生するがんなどの疾患
リスクに関与する遺伝的要因と放射線被曝
の関係を明らかにする目的で長年研究を進
めてきた。本研究では、約 7,200 名の広島と
長崎の原爆被爆者コーホートで見出された
放射線関連疾患について、SNP アレイを用い
て網羅的に関連遺伝子を調べ、複数の放射線
関連疾患感受性遺伝子を同定する。さらに、
疾患リスクにおける疾患感受性遺伝子間の
相互作用、および放射線被曝線量との関係を
明らかにする。また、ヒト血液細胞の DNA
損傷指標と活性酸素の測定結果を用いて、放
射線感受性と炎症反応の個人差に関係する
遺伝子を同定する。以上のアプローチを総合
して、疾患感受性、放射線感受性の個人差に
関わる遺伝要因と放射線被曝との相互作用
を解明し、放射線関連疾患の個別予防への基
盤を構築する。 
 
３．研究の方法 
(1)研究対象者 7,200 名の生活習慣、臨床検査
データと免疫・炎症関連生体指標の測定結果
を収集する。これまでに 7,200 名中、遺伝子
解析の同意を得た対象者の血球成分から
DNA 抽出を完了しているので、それらの
DNA を匿名化し、SNP アレイおよび TaqMan- 
Allelic Discrimination 法による SNP 解析のた
めの DNA サンプルの調製を行った。 
 
(2) これまでに見出された胃がん、大腸がん、
乳がん、肝細胞がん症例群について SNP アレ
イによる網羅的遺伝子多型の探索を行い、放
射線関連がんに関係する遺伝子多型の解析
を行った。SNP アレイ解析で関連の見出され
た遺伝子多型について、残りの症例とコーホ
ートの DNA 試料を用いて TaqMan-Allelic 
Discrimination 法により疾患感受性遺伝子多
型の解析を行った。 
 
(3) これまでに測定してきた臨床検査、免疫
関連細胞頻度（例えばナイーブ CD4、CD8 細
胞頻度）、および免疫・炎症関連生体指標の
測定結果と同定された疾患感受性遺伝子多
型との表現型と遺伝子型の関連について解
析を行った。 
 
(4) 血液細胞内（リンパ球、単球、顆粒球お
よびリンパ球中のナイーブとメモリーCD4
および CD8T 細胞サブセット）の活性酸素
（H2O2と O2

.-）の測定法を確立している。こ
の方法を用いて対象者 3,600 名について健康
調査来所時に提供された血液試料の細胞内
活性酸素の測定を行った。 
 
(5) 生体の炎症と深く関係があると考えられ
る血漿中の活性酸素測定法を開発した。この
方法を用いて、健康調査のため来所し、保存
される予定の対象者 3,600 名中 1,800 名の血
液試料の血漿中活性酸素の測定を行った。 



４．研究成果 
(1) IL10 野生型ホモ接合体と比較して IL10 変
異型ホモ接合体の腸型胃がんの相対リスク
（RR）は 2.2（95%信頼区間(CI): 1.10－4.25）
と有意に高い値を示した。すなわち、変異型
IL10 遺伝子は腸型胃がんのリスク因子であ
ると考えられる。しかし、放射線被曝と腸型
胃がんリスクの間に有意な関連性は見られ
ず、また放射線被曝と IL10 遺伝子型の間に統
計的な相互作用は見られなかった。IL10 遺伝
子の変異型はびまん型胃がんのリスク因子
ではなかったが、遺伝子型別に見た放射線被
曝 1 Gy 当たりの過剰相対リスク（ERR）は
IL10 遺伝子の野生型ホモ接合体においての
み統計的に有意(0.46/Gy, 95%CI: 0.02–1.43)で
あった。一方、変異型ホモ接合体では放射線
被曝の ERR 推定値がほぼ 0 であり、統計的有
意性は見られなかった。従って、IL10 遺伝子
の変異型はびまん型胃がんの放射線被曝に
関連するリスクの上昇を抑制するように作
用するのかもしれない。今回の原爆被爆者の
調査により、IL10 遺伝子型が放射線に関連す
るびまん型胃がんの発生に関係する可能性
が示唆されたことから、免疫・炎症関連遺伝
子多型が放射線関連癌発生リスクの個人差
に関与する可能性が考えられる。 
 

(2) 放射線関連大腸がん症例について、CD14
と IL18 の 6SNPs の大腸がんの発生相対リス
ク(RR)に対する影響を調べた結果、高線量被
曝者群で CD14-911 A/A 遺伝子型は大腸がん
リスクと遠位結直腸がんリスクが有意に高
く、IL18-137 G/G 遺伝子型は近位結腸がんリ
スクが有意に高いことを見出した(図 1)。また、
CD14 遺伝子型と膜及び可溶性 CD14 レベル
の有意な関連、IL18 遺伝子型と血漿 IL-18 レ
ベル有意ではないが関連する傾向の結果を
得た。これらの結果は、原爆被爆者の遠位結
直腸がんの発生は CD14 を介し、近位結腸が
んの発生は IL18 を介した炎症性応答と関連
することが考えられた。 
 
(3) DNA修復関連遺伝子ATMの特に遺伝子発
現に関連することが考えられる 5’非翻訳領
域の rs189037 の一塩基多型と放射線関連乳
がん発生との関連を調べた結果、遺伝子型
ATM-A/A または ATM-G/A の非被曝者と比べ
て、遺伝子型 ATM-G/G と最も高い被曝線量
群の組み合わせで乳がんの相対リスクが最
大となったことから、ATM遺伝子多型が原爆
被爆者の放射線関連乳がんリスクの個人差
に関与する可能性が考えられた(図 2)。 
 

 

 
図 1 CD14と IL18遺伝子型群と放射線被曝線量群の組み合
わせでの大腸がん相対リスク(*<0.05, ***<0.001) 

 
図 2 ATM 遺伝子型群と放射線被曝線量群の組み合わせで
の乳がん相対リスク(*<0.05, **<0.01, ***<0.001)) 
 
(4) 血漿中活性酸素（ROS）レベルと IL-6, 
TNF-, C-反応性蛋白 (CRP), 赤血球沈降速
度 (ESR), IL-4, IL-10, および免疫グロブリン 
(Igs)の血漿中レベルからなる 8 種類の炎症関
連サイトカイン/指標により、原爆被爆者の過
去の放射線被曝と自然老化の影響を個々人
について評価比較した。その結果、ROS, IL-6, 
CRP, および ESR の線形結合によって炎症状
態を最もよく表すことができ、またそのスコ
アにより炎症に対する統計学的に有意な放
射線と年齢の影響が明確に示されることを
示した(図 3)。これらの結果は、総合的に判断
して、放射線被曝が自然老化とともに原爆被
爆者の持続的炎症状態を亢進している可能
性を示唆していた。 

 
図 3 炎症スコアーに対する放射線と年齢の影響（第１スコ
アーROS, IL-6, CRP と ESR; 第２スコアーTNF-, ESR と
Igs; 第３スコアー TNF-, IL-4 と IL-10）、A&B) 第１スコ
アーvs 放射線または年齢、C&D) 第 2 スコアーvs 放射線ま
たは年齢、E&F) 第 3 スコアーvs 放射線または年齢 



(5) 原爆被爆者 2,789 名から得られた血液細
胞内活性酸素(ROS)レベルに対する年齢と放
射線被曝の影響、さらに、ROS レベルと免
疫・炎症関連遺伝子多型との関連について調
べた。その結果、ROS の中でも O2.-レベルは
リンパ球と顆粒球画分で、ともに年齢と被曝
線量により増加し、T 細胞、特に CD8+ T 細
胞のO2.-レベルは年齢と被曝線量により増加
した(表 1)。細胞内 ROS レベルと遺伝子多型
について調べた結果、T 細胞の O2.-レベルが
IL6R の遺伝子型によって有意に異なること
を見出した（図 4）。 
 
表 1. 血液細胞と T 細胞サブセットにおける活性酸素(O2

.- )
への年齢と原爆放射線の影響 

 

 
図 4. IL6R 遺伝子型別の活性酸素(O2

.- )レベル 
 

(6) IL6R の遺伝子型別に結腸直腸がん発生リ
スクと放射線被曝との関係を調べた。その結
果、健常者を IL6R 遺伝子型により 2 群に分
けたとき、IL6R-A/A に比べて IL6R-A/G また
は IL6R-G/G で血漿中 sIL-6R は有意に低値を
示す一方、単球、顆粒球、リンパ球、T 細胞、
CD4+ヘルパーT 細胞の mIL-6R は高値を示し
た（図 5）。 

 
図 5. IL6R 遺伝子型別の血漿中可溶性 IL-6R レベル 

(7) IMG コーホートを IL6R の遺伝子型 2 群と
被曝線量 3 群（<0.005Gy“非被曝”、0.005-0.7Gy
と＞0.7Gy）の組み合わせに分けると、参照
群（IL6R-A/A で非被曝）に比べ、IL6R-A/G
または IL6R-G/G の遺伝子型と最も高い被曝
線量群の組み合わせで、結腸直腸がんの相対
リスクが最大となった（RR = 2.05）（図 6）。 
 

 
図6. IL6R遺伝子型群と放射線被曝線量群の組み合わせで
の大腸がん相対リスク†（**<0.01)  
 
(8) 放射線関連大腸がん症例、乳がん症例と
肝細胞がん症例について SNP array を用いた
網羅的がん関連遺伝子多型(SNP)の探索を行
った結果、高線量被曝者で特に大腸がんリス
ク、乳がんリスクと肝細胞がんリスクが有意
に増加する可能性のある各々28 種類、7 種類
と 35 種類の SNP を見出した。 
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