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１．放射線生物影響研究と老化研究
　放射線生物影響研究と老化研究は、一見全く別の研究
分野に見えるが、老化と放射線には深い関わりがある。
放射線は、粒子線（α線、β線、中性子線、陽子線）と
電磁波（光子）放射線（X 線やγ線）に分けられ、直接
的なエネルギー付与（直接作用）と水分子の電離による
OH ラジカルをはじめとする活性酸素種（ROS）の生成

（間接作用）によって DNA 鎖やたんぱく質などに酸化
的障害を与えることが知られている。α線などでは直接
作用、X 線やγ線では間接作用の寄与が高くなる。この
ように放射線照射された細胞では、直接作用又は間接作
用によって DNA の一本鎖／二重鎖切断やたんぱく質の
酸化的損傷といった障害が生じる。
　一方、ROS による DNA 障害は、老化メカニズムの
一因とされ、放射線被ばくによる老化促進も示唆され
ている。動物実験においてもγ線や X 線をマウス全身
に照射することによって全身性に ROS を生成させる老
化モデルも存在する。γ線や X 線による DNA 障害が、
多少なりとも生体の老化に関与することは否定できな
い。本稿では、放射線細胞応答において我々の発見した
新たなメカニズム、放射線誘発プリン介在型細胞間情報
伝達（ATP シグナリング）のうち、DNA 損傷修復応答
における ATP シグナリング役割について紹介し、最後
に老化との関連性についても考察してみたい。
　
２．放射線細胞応答における二次的素因の関与
　放射線障害の基本原理となるのは、放射線による
DNA二重鎖切断である。DNA鎖が切断された細胞では、
損傷からの修復反応により、一部の細胞では回復するが、
損傷が大きく修復不可能な場合には細胞死に向かう。そ
の修復過程を含め、副次的な生化学的過程を経て細胞死、
組織障害、遺伝子変異、染色体異常などが生じ、最終的
に急性障害、晩発性障害、個体死、がん化などが起こる。
　最近、この生化学的過程には幾つかの二次的作用／現
象の存在が示唆されており、近年放射線照射細胞から遠
く離れた非照射細胞にまで影響が現れるバイスタンダー

効果が注目されている。そのメカニズムとしては、細胞
が照射後に二次的に産生誘導する活性酸素種やサイトカ
イン （TGF-β）、一酸化窒素、あるいはギャップジャン
クション経由の細胞間情報伝達が報告されているが、未
だ不明な点が多い [1]。このバイスタンダー効果を含め
た放射線による二次的シグナル伝達を介した生化学的過
程を明らかにすることは、放射線生物影響を理解し、放
射線被ばく防護や放射線がん治療の向上を考える上で極
めて重要である。

３．細胞間シグナル分子としての ATP シグナリング
　図１に示すように、ATP は細胞内に数 mM 存在する
が、細胞外ではわずか数 nM と非常に低く保たれている。
しかし、細胞が外部から様々な刺激（浸透圧変化、圧刺激、
電気的刺激など）を受けると、マキシアニオンチャネル、
ヘミチャネル、開口放出などを介して ATP や UTP を
細胞外へ放出する結果、ヌクレオチドの細胞表面濃度は
数 µM 〜 100 µM まで増加する。引き続き、これらヌク
レオチドは細胞表面のプリン受容体（イオンチャネル内
在型 P2X1-7 受容体と G たんぱく共役型 P2Y1-14 受容体）
を活性化する。その後、細胞外ヌクレオチドは速やかに
ヌクレオチド分解酵素によって分解される。このように
ATP などのヌクレオチドはシグナル分子としての役割
を有している。
　プリン受容体は、さまざまな生体反応に関わることが
知られているが、放射線生物影響においてプリン受容体
の関与を検討した報告はこれまで皆無であった。ごく最
近、我々は放射線照射後に細胞から ATP が放出される
こと、放出された ATP や ADP、UDP などのヌクレオ
チドが照射後の細胞応答に重要な役割を担っていること
を初めて明らかにした [2-8]。本稿では、DNA 損傷修復
応答での ATP シグナリングの役割について紹介する。

４．放射線 DNA 損傷修復応答での ATP シグナリング
の関与

　放射線照射によって DNA 鎖の切断が生じるが、損
傷修復応答により修復が行われる。DNA 鎖切断部位で
は、ATM が活性化し、ヒストン H2AX がリン酸化（γ
H2AX）される。その部位に 53BP1 などの修復たんぱ
く質が集積し、DNA 鎖の修復が開始される。しかし、
そのメカニズムには不明な点が多い。そこで、我々は放
射線細胞応答において最も重要な DNA 損傷修復応答で
の ATP シグナリングの関与について検討した [7]。
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　ヒト肺がん A549 細胞に対しγ線を照射した結果、0.5 
Gy 以上の線量でγH2AX の focus 形成が観察された。
また、２Gy の照射で形成される focus 数は 1-3 時間後
に顕著に増加した。つぎに、γH2AX focus 形成に細胞
外 ATP が関与するか否かについて、細胞外 ATP 分解
酵素 apyrase および ATP 分解酵素阻害薬 ARL67156
を用いて検討した。その結果、図 2A に示すように、
apyrase の前処置によって 2 Gy 照射 3 時間後の focus
数は減少し、反対に ARL67156 の前処置によって増加
した（図 2A）。また、照射直後に ATP や UTP（1-10 

µM）を添加することによってこの focus 数はより増加
した（図 2B）。これらの結果から、細胞外ヌクレオチド
がγH2AX focus 形成（ATM 活性化）を促進している
可能性が示唆された。
　さらに、γH2AX focus 形成への P2 受容体の関与につ
いて P2 受容体阻害薬を用いて検討した結果、P2X7 受
容体阻害薬 A438079 および oxATP、P2Y6 受容体阻害
薬 MRS2578、P2Y12 受容体阻害薬 clopidogrel によって
抑制された（図 2C）。そこで、P2X7 受容体、P2Y6 受容体、
P2Y12 受容体の関与について詳細に検討した。2 Gy 照

図 1　細胞間シグナル分子としての細胞外ヌクレオチドの役割（ATP シグナリング）
　細胞は、様々な刺激によって細胞外へと ATP や UTP などのヌクレオチドを放
出させる。細胞外ヌクレオチドは、細胞表面のプリン受容体（P2X1-7, P2Y1-14）
を活性化させ、様々な細胞応答が生じる。

図 2　 DNA 損傷修復応答における ATP シグナリングの関与
　A549 細胞をγ線（2 Gy）照射し、3 時間後のγH2AX focus 形成数を評価。

（A）細胞外ヌクレオチド分解酵素 apyrase, 細胞外ヌクレオチド分解酵素阻害薬
ARL67156 を前処置（B）ATP, UTP を照射 1 分後に処置（C）各種プリン受容
体阻害薬（P2X7 阻害薬 A438079, oxATP, P2Y6 阻害薬 MRS2578, P2Y12 阻害薬
clopidogrel, P2Y1 阻害薬 MRS2179, P2Y13 阻害薬 MRS2211）を前処置
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射後のγH2AX focus と活性化 ATM および 53BP1 の共
局在を検討したところ、A438079, MRS2578, clopidogrel
によって有意に抑制され、P2X7 受容体、P2Y6 受容体、
P2Y12 受容体の関与が示唆された [7]。さらに、P2Y6
および P2Y12 受容体をそれぞれノックダウンした結果、
γH2AX と活性化 ATM および 53BP1 の共局在は有意
に減少した。これらの結果から、P2Y6 および P2Y12
受容体がγ線による DNA 損傷修復応答に関与してい
ることが明らかとなった [7]。一方、非照射細胞に ATP
や UTP を処置してもγH2AX focus 形成、ATM および
53BP1 の集積は生じなかったことから、ATP や UTP
は DNA 損傷を誘導しているのではなく、DNA 損傷修
復のための反応を誘導していることが示唆された。
　また、γ線（2.0 Gy）照射によって照射 1-2.5 分後に
おいて ATP の放出が認められた [7]。これまでに P2X7
受容体の ATP 放出への関与を明らかにしているため 
[3,5]、P2X7 受容体阻害薬を用いて ATP 放出への影響
を検討した。その結果、照射 2.5 分後における ATP 放
出が抑制されたことから、ATP 放出への P2X7 受容体
の関与が示唆された [7]。
　これまでの多くの報告では、γH2AX focus 形成は
DNA 損傷の指標として利用されるため、今回明らかと
なった P2 受容体を介したγ H2AX focus 形成は、DNA
損傷自体を P2 受容体が誘導しているのではないかとい
う疑問がでる。我々は、コロニーアッセイを用いて照射
後の細胞生存率を測定した結果、照射細胞のコロニー形
成数は、P2Y6 および P2Y12 受容体の阻害薬やノック
ダウンによってさらに減少することを確認している [8]。
すなわち、これら受容体阻害による DNA 損傷修復の抑
制がγ線による細胞傷害を増強したことから、両受容体

の損傷修復応答への関与が示唆された。
　以上の結果から、放射線照射によって P2X7 受容体依
存的に ATP などのヌクレオチドが放出され、放出され
た ATP 等によって P2Y6 および P2Y12 受容体が活性
化され、DNA 損傷修復応答を誘導しているという新規
メカニズムを明らかにした [7]。放射線被ばく後の DNA
損傷修復という放射線損傷応答の根本的なメカニズムに
おいて ATP シグナリングが関与することが明らかとな
り、その重要性が示唆された（図 3）。

5.　放射線細胞応答における ATP シグナリングの役割
と老化への応用

　上述の結果のほか、我々は、一連の研究によって放
射線生物影響に細胞外ヌクレオチド放出とプリン受容
体活性化を介したオートクライン・パラクライン型シ
グナル伝達（放射線誘発プリン介在型細胞間情報伝達）
が重要な役割を担っていることを明らかとした。図３
に、これまでに我々が明らかにしたメカニズムの概略図
を示した。γ線による酸化的ストレスによって TRPM2
チャネルが活性化し [9]、P2X7 受容体依存的にコネキ
シン 43 を介して ATP 等のヌクレオチドが放出され [3, 
5]、細胞表面の P2Y6 および P2Y12 受容体が活性化し、
EGFR-ERK1/2 活性化 [4]、DNA 損傷修復 [7]、活性酸
素種産生および抗酸化たんぱく発現 [5] を誘導すること
が明らかとなった。これらの結果、この ATP シグナリ
ングは、放射線からの防護や修復といった放射線ストレ
ス応答の誘導に重要であること、さらに放射線適応応答
のメカニズムである可能性やがん細胞の放射線抵抗性に
関与している可能性も示唆された。今後、ATP シグナ
リングがどのような放射線生物影響にどのように関与し

図 3　放射線細胞応答における ATP シグナリングの役割
　γ線照射によって TRPM2 チャネルが活性化し、P2X7 受容体 - コネキシン 43
ヘミチャネルを介して ATP などのヌクレオチドが放出される。その後、P2Y6 お
よび P2Y12 受容体が活性化し、EGF 受容体の活性化、DNA 損傷修復、抗酸化能
の誘導などが生じ、放射線障害からの修復や保護が行われる。
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ているかを明らかにしていくことによって、未だ不明な
点の多い放射線被ばく後の細胞応答や生物影響がより正
しく理解され、放射線防護や放射線がん治療の改善につ
ながる新規ターゲットになっていくことが期待される。
　一方、前述のように、γ線によるストレス応答は、酸
化的ストレスに対する細胞応答とも考えられる。老化を

“持続的な酸化的ストレスを伴った慢性炎症”と捉えた
場合、プリン受容体を介した DNA 損傷修復反応や抗酸
化系の誘導は、抗老化メカニズムとして機能している可
能性がある。すなわち、慢性的な酸化的ストレスに対し、
細胞は ATP を放出し、プリン受容体を常時活性化させ
ることによって DNA 損傷修復能や抗酸化能を亢進さ
せ、細胞や組織を保護し、老化進行を抑制している可能
性が考えられる。そのため、プリン受容体の遺伝子変異
による受容体活性の著しい低下は、酸化的ストレスによ
る DNA 損傷後の修復が十分に行われず、遺伝子変異や
がん化など組織の老化を促進する可能性も考えられる。
放射線ストレス応答と抗老化細胞応答には ROS の関与
という共通項があることから、両者をさまざまな点から
比較することによって新たな研究の展開に結びつく可能
性があり、興味深い。
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