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研究成果の概要（和文）：培養ヒト肝癌細胞であるHepG2細胞およびHuH6細胞が、低栄養状態で培養することに
よりmTORが活性化する事を新たに見出した。これらの肝癌細胞は低栄養状態で放射線高感受性となった。正常ヒ
ト線維芽細胞LM217は低影響状態でmTORは不活性化し放射線抵抗性が誘導された。LM217細胞では低酸素状態単独
に比べ低酸素状態＋低栄養状態ではより放射線抵抗性になり、AMPK活性とATMの発現が亢進した。siRNAを用いて
AMPKをノックダウンするとATMの発現は低下し、放射線感受性は低下した。低酸素状態＋低栄養状態での放射線
抵抗性の原因はAMPKを介したATMの発現亢進であることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：In contrast to suppressed mTORC1 activity under nutrient starvation 
conditions in LM217, HepG2 and HuH6 cells showed increased mTORC1 activity under nutrient starvation
 conditions. Under starvation conditions, increased radiosensitivity was observed in HepG2 and HuH6 
cells, in contrast to decreased radiosensitivity in LM217 cells. Knockdown of mTOR using siRNA for 
mTOR suppressed the increased radiosensitivity under starvation conditions in HepG2 cells. Under 
hypoxia and nutrient starvation, AMPK activity and ATM expression were increased in LM217 cells and 
decreased in HepG2 cells. Under hypoxia and nutrient starvation, radiosensitivity was decreased in 
LM217 cells and increased in HepG2 cells. Under hypoxia and nutrient starvation, knockdown of AMPK 
decreased ATM activity and increased radiation sensitivity in LM217 cells. Under hypoxia alone, 
knockdown of mTOR slightly increased ATM expression but did not affect radiosensitivity in LM217.

研究分野： 放射線生物学

キーワード： 放射線　低酸素　低栄養

  ５版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）

１．研究開始当初の背景 
(1）X 線による放射線治療において、癌の放
射線抵抗性の原因の一つとして低酸素状態
があることはよく知られている。その原因と
しては、極端な低酸素状態により酸素効果が
なくなり放射線抵抗性になると思われる。そ
の他の原因としては、転写因子である HIF-1
が低酸素により誘導され、低酸素抵抗性を誘
導すると考えられている。癌組織において低
酸素により放射線抵抗性が誘導されるのは、
低酸素により壊死となった部分の周囲の 1層
目または 2層目の細胞と報告されており、か
なり極端な状態に置かれた細胞であると考
えられている。
（2）実際の腫瘍組織においては低酸素状態
に置かれている細胞は血管から遠く離れた
場所に位置し、低酸素状態だけではなく低栄
養状態にも置かれているものと考えられて
いる。低酸素が放射線感受性に及ぼす影響は
よく研究されているが、低栄養が放射線感受
性に及ぼす影響は殆ど研究されていない。

２．研究の目的 
（1）低栄養が細胞の放射線感受性に及ぼす
影響を明らかにする。
（2）低酸素および低栄養状態が細胞の放射
線感受性に及ぼす影響を明らかにする。

３．研究の方法 
（1）細胞としては、SV40 でトランスフォー
ムした培養ヒト正常線維芽細胞 LM217細胞と、
糖代謝が他の体細胞と異なる肝臓から発生
する肝細胞癌 HepG2 細胞と HuH6 細胞を用い
た。
（2）低栄養状態としては、培養液中のグル
コース濃度を 0 にするとともに、生体内にお
ける低栄養状態に近づけるために通常細胞
培養に用いる牛胎児血清(FBS)を加えずに培
養した。
（3）低酸素状態としては、酸素濃度が 0.05％
以下となるようにして実験を行った。
（4）タンパク質の発現と活性はウエスタン
ブロットで評価した。
（5）細胞生存率はコロニー形成法により評
価した。

４．研究成果 
 まず、LM217 細胞、HepG2 細胞、HuH6 細胞
を用いて、低栄養が mTOR、p70S6K、ATM、AKT、
AMPKα、HIF1αに及ぼす影響を検討した。
LM217細胞では低栄養により mTORタンパク質
量が増加したが mTOR活性(T2448のリン酸化)
は低下し、mTOR の下流にある p70S6K のタン
パク質量は増加し、p70S6K活性(T389のリン
酸化)は低下した（図 1A）。これに対して肝癌
細胞である HepG2細胞と HuH6細胞では、mTOR
細胞の増加は見られず、mTOR 活性は亢進し、
p70S6Kのタンパク質量に変化はなく、p70S6K
活性は亢進した（図 1B、C）。次に mTOR を制
御することが報告されている ATM、AKT、AMPK

α、HIF1αに対する低栄養処理の影響につい
て検討を行った。LM217 細胞では、低栄養に
よって AKTは活性(S473のリン酸化)が亢進し、
AMPKαの発現量は増加し、AMPKαの活性
(T172 のリン酸化）が亢進し、HIF1αの発現
は低下した。これに対し、HepG2細胞では ATM、
AKT、AMPKαは活性化し、AMPKαのタンパク
質量は増加した。HuH6細胞では、AKTと AMPK
αは活性化し、AMPKαのタンパク質量は増加
した。 

図 1．低栄養が mTOR、p70S6K、ATM、AKT、AMPK
α、HIF1αに及ぼす影響 1 
Ａ：LM217細胞において低栄養が mTOR、p70S6K
に及ぼす影響。Ｂ：HepG2 細胞において低栄
養が mTOR、p70S6K に及ぼす影響。Ｃ：HuH6
細胞において低栄養が mTOR、p70S6K に及ぼ
す影響。Ｄ：LM217細胞において低栄養が ATM、
AKT、AMPKα、HIF1αに及ぼす影響。Ｅ：HepG2
細胞において低栄養が ATM、AKT、AMPKα、HIF1
αに及ぼす影響。Ｆ：HuH6細胞において低栄
養が ATM、AKT、AMPKα、HIF1αに及ぼす影響。 

 次に、低栄養が LM217 細胞、HepG2 細胞、
HuH6 細胞の放射線感受性に及ぼす影響を調
べた。その結果、LM217 細胞では低栄養によ
り放射線抵抗性が誘導されたが、HupG2 細胞
と HuH6 細胞では放射線抵抗性が誘導された
(図 2A-B）。mTOR 活性を p70S6Kの活性化で評
価した場合には、低栄養により LM217 では
mTOR 活性が抑制され、HepG2 細胞と HuH6 細
胞では mTOR 活性化が低下したことから(図
1A-C)、mTOR が放射線感受性に影響を及ぼし
ていることが考えられた。 

図 2．低栄養が細胞の放射線感受性に及ぼす
影響 1 
Ａ：低栄養が LM217 細胞の放射線感受性に及
ぼす影響。Ｂ：低栄養が HepG2細胞の放射線
感受性に及ぼす影響。Ｃ：低栄養が HuH6 細
胞の放射線感受性に及ぼす影響。 



 mTOR が低栄養で放射線感受性に及ぼす影
響 を 検 討 す る た め に、 mTOR に 対 す る
siRNA(si-mTOR) ま た は mTOR 阻 害 剤
rapamaycin により mTOR を阻害することが放
射線感受性に及ぼす影響を検討した(図 3A)。
HepG2 細胞の低栄養での放射線感受性は通常
栄養状態の放射線感受性とほぼ同等となり
(図 3B、C)、HepG2 細胞の低栄養での放射線
感受性の亢進は mTOR を介したものであるこ
とが示唆された(図 3）。 

図 3．mTOR に対する siRNA(si-mTOR)および
mTOR 阻害剤 rapamycin が AMPKα、p70s6K、
低栄養での放射線感受性に及ぼす影響 1 
Ａ：mTORに対する siRNAが通常培養および低
栄養での HepG2 の mTOR、AMPKα、p70S6K に
及ぼす影響。Ｂ：mTORに対する siRNAが低栄
養での HepG2細胞の放射線感受性に及ぼす影
響。Ｃ：mTOR 阻害剤 rapamycinが低栄養状態
での HepG2細胞の放射線感受性に及ぼす影響。 

 次に、実際の腫瘍では、低栄養状態にある
細胞は同時に低酸素状態にあると考えられ
るため、低酸素＋低栄養状態が ATM、AMPKα、
mTOR、p70S6K、HIF1αに及ぼす影響を検討し
た。低酸素＋低栄養状態では、LM217 細胞で
は ATMのタンパク質量は増加し、AMPKαは活
性化したが、HepG2 細胞では ATM のタンパク
質量は減少し、AMPKαの活性は低下した(図
4A、B)。LM217 細胞および HepG2細胞で、HIF1
αの蓄積は低酸素＋低栄養では認められな
かった(図 4A、B)。 

図 4．低酸素、低栄養、低酸素＋低栄養が ATM、
AMPK、mTOR、p70S6K、HIF-1αに及ぼす影響 2 
Ａ：LM21細胞において低酸素、低栄養、低酸
素＋低栄養が ATM、AMPK、mTOR、p70S6K、HIF-1
αに及ぼす影響。Ｂ：HepG2 細胞において低
酸素、低栄養、低酸素＋低栄養が ATM、AMPK、
mTOR、p70S6K、HIF-1αに及ぼす影響。 

 低酸素＋低栄養が放射線感受性に及ぼす
影響は LM217 と HepG2 では異なっていた。
LM217 細胞では低酸素単独での放射線感受性
に比べ低酸素＋低栄養ではより放射線抵抗
性となったが、HepG2 細胞では低酸素単独で
の放射線感受性に比べ低酸素＋低栄養では
より放射線高感受性となった(図 5A、B）。
LM217 において低酸素＋低栄養状態で低酸素
状態単独に比べ放射線抵抗性になった原因
を明らかにするために、siRNAを用いて AMPK
αまたは mTOR をノックダウンして放射線感
受性に及ぼす影響を検討した。その結果、
AMPKαをノックダウンすると低酸素＋低栄
養様態での放射線感受性は低酸素単独状態
の放射線感受性とほぼ等しくなったが、mTOR
をノックダウンしても低酸素＋低栄養状態
での放射線感受性に変化は認められなかっ
た(図 5A、B)。これらのことから、LM217 に
おける低酸素＋低栄養状態での放射線抵抗
性は AMPKαによるものであることが示唆さ
れた。 

図 5．低酸素または低酸素＋低栄養が放射線
感受性に及ぼす影響、および AMPK および
m-TOR に対する siRNA が低酸素＋低栄養での
放射線感受性に及ぼす影響 2
Ａ：低酸素または低酸素＋低栄養が LM217 細
胞の放射線感受性に及ぼす影響。Ｂ：低酸素
または低酸素＋低栄養が HepG2細胞の放射線
感受性に及ぼす影響。C：siAMPK が低酸素＋
低栄養状態での LM217細胞の放射線感受性に
及ぼすの影響。Ｄ：低酸素＋低栄養状態での
LM217 細胞の放射線感受性に及ぼす si-mTOR
の影響。

 AMPKαが放射線感受性に影響を与える機
序を解明するために、AMPKαと mTOR をノッ



クダウンすることが ATM、p70S6K、HIF1αに
及ぼす影響を検討した。その結果、LM217 細
胞では、低酸素および通常酸素状態で AMPK
αをノックダウンすると ATM の発現・活性は
低下し、mTOR をノックダウンすると ATMの発
現・活性は亢進した(図 6A、B、C)。HepG2 で
は、mTORをノックダウンしても ATM の発現・
活性に影響はなかった(図 6D)。以上のことか
ら、LM217 細胞では、低酸素＋低栄養状態に
おいて AMPKαを介して ATMの発現量・活性が
上昇することにより放射線抵抗性が誘導さ
れることが示唆された。

図 6．siAMPK または si-mTOR が低酸素または
低酸素＋低栄養での ATM、AMPKα、mTOR、
p70S6K、HIF1αに及ぼす影響 2 
Ａ：LM217 細胞において siAMPKが低酸素また
は低酸素＋低栄養での ATM、AMPKα、mTOR、
p70S6K、HIF1αに及ぼす影響。Ｂ：LM217 細
胞において siAMPK が通常培養または低栄養
での ATM、AMPKα、mTOR、p70S6K、HIF1αに
及ぼす影響。Ｃ：LM217 細胞において si-mTOR
が通常培養または低酸素での ATM、AMPKα、
mTOR、p70S6K、HIF1αに及ぼす影響。Ｄ：
siAMPKまたは si-mTORが低酸素または低酸素
＋低栄養での ATM、AMPKα、mTOR、p70S6K、
HIF1αに及ぼす影響 
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