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マウスの放射線誘発胸腺リンパ腫発生のメカニズム
Thymic lymphomagenesis induced by fractionated radiation
exposure in mice
放射線誘発胸腺リンパ腫、分割照射、骨髄移植、胸腺移植、
B10.Thy 1 コンジェニックマウス

概要
低線量放射線の発がんリスクを正しく評価するためには、放射線によって誘発されるが
ん発生のメカニズムを理解することが不可欠である。本研究では、HS Kaplan による X
線分割照射胸腺リンパ腫（リンパ性白血病）発生実験モデルを用い、発がん機構の解明研
究を行った。
ドナー細胞とホスト細胞を見分けるために細胞表面の遺伝的マーカーThy 1 を利用し、
骨髄細胞および胸腺細胞の移植実験により以下の結果を得た。① 分割照射により、胸腺細
胞の大部分（＞90%）が死に、骨髄の T 細胞前駆細胞数が著しく減少し、胸腺内の未熟
な胸腺細胞の増殖・分化の停止状態が２~３週間続く。② 分割照射終了後１週～２週の間
に、
「前がん段階」の細胞が現れる。③その間、胸腺内の微小環境は大きく変化する。④ 分
割照射終了後１日以内に大量の正常骨髄細胞の移植により、胸腺は正常に戻り、胸腺リン
パ腫の発生も抑えられる。
⑤ 移植骨髄細胞数が少ないとホスト細胞由来の胸腺リンパ腫が
発生する。
⑥ 分割照射後１ヶ月目の骨髄細胞を致死線量照射マウスに移植すると高率に胸
腺リンパ腫（ホスト細胞由来：＞75%）が発生する。これらの結果は、分割照射による胸
腺および骨髄の傷害が、胸腺環境の劇的な変化および、胸腺内で生き残った未熟な胸腺細
胞の増殖・分化の停止と腫瘍化に大きな役割を果たすことを示唆している。
詳細
HS Kaplan は放射線の分割照射により胸腺リンパ腫（リンパ性白血病）を誘発する実
験モデルを確立した。この実験モデルでは、生後 33 ± 3 日目から 1.6 Gy の X 線を８
日おきに４回照射すると、感受性系統のマウスでは照射終了後１年以内に 90%以上の頻
度で胸腺リンパ腫を発生する。この腫瘍にはその発生のメカニズムを考える上で重要な意
味をもつ２つの著しい特徴がある。その１つは、照射中に骨髄を鉛で遮蔽、または照射終
了後に正常なドナーマウスから大量の骨髄細胞を移植すると腫瘍の発生が抑えられるとい
うこと、もう一つは照射前に標的臓器である胸腺を除去しておくと腫瘍は発生しなくなる
が、そのような個体に照射終了後に正常な新生仔マウスの胸腺を移植すると、放射線照射
されていない移植胸腺からドナー細胞由来のリンパ腫が発生することである。Kaplan は
この結果を、照射によって活性化された内在性のがんウイルスが移植胸腺内の未熟な胸腺
細胞に感染して、これらの細胞をがん化させるとする「内在性ウイルス活性化モデル」を
提唱した。
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本研究では、B10.Thy 1 コンジェニック系マウスを使い、ドナー由来細胞とホスト由
来細胞が容易に見分けられるような細胞表面の遺伝的マーカーの違い（Thy 1.1 または
Thy 1.2）を利用した骨髄細胞および胸腺の移植実験を行い、Kaplan により 1950 年代
に報告されていた上記の実験事実を再確認し、さらに次のいくつかの重要な事実を明らか
にした。
① 分割照射マウスでは、大部分（＞90%）の胸腺細胞が死ぬことによって胸腺細胞の
枯渇が起こるだけでなく、骨髄では T 細胞前駆細胞の数が著しく減少し、その結果
として胸腺組織の再生は著しく妨げられる。そのような環境の中で、未熟な胸腺細胞
の多くは増殖を停止するとともに成熟 T 細胞への分化も停止する。その状態が２～
３週間もつづく。
② 分割照射が終了後１週から２週の間に、分化を停止した未熟な胸腺細胞集団の中に
「前リンパ腫細胞」とよばれる「前がん段階」へ変化したと考えられる細胞が現れる。
「前リンパ腫細胞」は胸腺以外の環境では増殖できないが、胸腺内の環境では、ゆっ
くりと増殖し、２～３ヶ月で、自律増殖能と転移能を獲得した「悪性」の胸腺リンパ
腫細胞に進展する。
③ その間、胸腺内では胸腺細胞の増殖と分化の制御に関わりをもつ幾種類かのサイトカ
イン産生（IL-7, TNF-αなど）の劇的な増加が起こり、照射後に再生してくる未熟
な胸腺細胞を取りまく微小環境は大きく変化する。
④ 分割照射終了後 1 日以内に正常なドナーマウスから大量の骨髄細胞（5 × 107）を
移植すると、分割照射マウスの胸腺は２週間以内に完全に照射前の正常な胸腺の組織
像に回復し、前リンパ腫細胞の発生も、胸腺リンパ腫の発生も抑えられる。
⑤ 移植する骨髄細胞の数が足りない場合には、胸腺リンパ腫の発生を十分に抑えること
はできないが、この場合、胸腺内に移行したドナー細胞由来の胸腺細胞から胸腺リン
パ腫が発生する例は皆無であった。Kaplan のいう放射線による内在性ウイルス活性
化説が正しければ、ドナー細胞由来の胸腺リンパ腫が発生するはずである。
⑥ X 線を４分割照射後１ヶ月目のマウスの骨髄細胞を致死量の放射線を照射したホス
トマウスに移植すると高率に胸腺リンパ腫を発生するが、その大部分（>75%）はホ
スト細胞由来であった。非照射マウスの正常骨髄細胞を移植した場合にはリンパ腫は
ほとんど発生しない。このことは、４分割照射マウスの骨髄中の T 前駆細胞の枯渇
により胸腺の回復が遅れることが、胸腺リンパ腫発生に重要なかかわりをもっている
ことを示唆している。
これらの事実は、分割照射による胸腺および骨髄の傷害が、胸腺環境の劇的な変化をも
たらすとともに、胸腺内に生き残った未熟な胸腺細胞の増殖・分化の停止とそれらの細胞
の腫瘍化に大きな役割を果たしていることを示唆している。この解釈は Kaplan が提唱し
た「内在性ウイルス仮説」に対して「分化停止による胸腺リンパ腫発生モデル」とでもよ
ぶことができる。
なお、照射前に胸腺を摘除し、照射終了後に正常な新生仔マウス胸腺を移植すると移植
胸腺にドナー細胞由来のリンパ腫が発生する理由は、移植胸腺が生着するまでの間に、胸
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腺細胞の大部分はアポトーシス（プログラミングされた細胞死）を起こして死滅し、結果
的に照射によって胸腺細胞が枯渇したのと同じ状態になることによる。ホストマウスは４
分割照射されているので、結果的には胸腺を摘出することなく４分割照射されたのと同じ
メカニズムで、移植胸腺内に生き残った未熟な胸腺細胞が腫瘍化することになる。いずれ
にしても、この実験モデル系では放射線による標的細胞のヒットは放射線発がんにおいて
一義的な意味をもっていないこと、即ち放射線が直接にリンパ腫細胞をがん化させたので
はないことを示している。
［解説：B10.Thy 1 コンジェニックマウス］
マウスの胸腺細胞やT細胞にはThy 1.1 およびThy 1.2 と呼ばれる２種類の抗原型があ
り、各マウス系統は１対の対立遺伝子Thy 1aまたはThy 1bのいずれかによってコードさ
れている。これらの抗原に対する抗体を利用すると、Thy 1.1 型およびThy 1.2 型の細胞
を容易に区別することができる。Thy 1 コンジェニックマウスというのは、Thy 1 遺伝子
を含む染色体の限られた領域以外は遺伝的に共通になるように、10 世代以上にわたる反
復戻し交配によって育成された特別の組み合わせをいう。この組み合わせのマウス間では
相互に細胞あるいは組織の移植が可能で、特に照射と組み合わせて移植する場合には、移
植されたドナー由来とホスト由来の胸腺細胞およびT細胞を容易に区別することができ
る。
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（佐渡：放射線科学 46 (2003) より）
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（佐渡：放射線科学 46 (2003) より）
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