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 2018 年 11 月 7～9 日に長崎ブリックホールにて日本放射線影響学会第 61 回大会が開催された。

その中で、2018 年は NBS1 が発見されてから 20 周年ということもあり、「NBS1 発見 20 年－NBS1，

ATM 研究の発展と発症機構解明への研究展開」と題したシンポジウムが企画された。本稿ではシン

ポジウムで行われた各講演の概要を報告する。 

 

A symposium entitled “20th Year from the discovery of NBS1 Gene” was held at the 61st Annual Meeting 

of the Japanese Radiation Research Society in Nagasaki City on November 9, 2018. The symposium was 

planned in commemoration of the 20th year anniversary from NBS1 gene discovery. This report summarizes the 

content and my impression of the symposium. 

 

	 2018 年 11 月 7日～9日に長崎ブリックホールにて、日本放射線影響学会第 61回大会が開催され

た。今大会は長崎大学原爆後障害医療研究所の永山雄二大会長のもと、「放射線研究は、世のため

人のため」をテーマとしたものであった。その中で、小松賢志先生	(京都大学大学院生命科学研究

科附属放射線生物研究センター、当時、広島大学)	らの研究チームが 1998 年に放射線高感受性の
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劣性遺伝病であるナイミーヘン症候群	(Nijmegen	Breakage	Syndrome:	NBS)	の原因遺伝子 NBS1 の

クローニングに成功してから 20 周年ということで、「NBS1 発見 20 年－NBS1、ATM 研究の発展と発

症機構解明への研究展開」と題したシンポジウムが企画された。NBS1 および毛細血管拡張性運動

失調症	(Ataxia	Telangiectasia:	AT)	の原因遺伝子 ATM は、ともに DNA 損傷修復に機能するタン

パク質であり、様々なストレス応答に機能することが近年の研究から明らかになりつつある。一方

で、両疾患の臨床症状を見たとき、NBS と AT はいずれも脳神経変性症状を示すものの、具体的な

症状は大きく異なっており、これまでに解明された機能だけではその原因を十分に説明できないこ

とから、2 つのタンパク質にはいまだ未解明の機能があると考えられている。本シンポジウムでは、

NBS1 研究の発展に多大な貢献をされた小松賢志先生が、これまでの NBS1 研究の成果と今後の課題

について講演され、その後、ATM、NBS1 の未知の機能解析に関する研究の最新成果について、3 人

の先生方による講演が行われた。また、NPO 法人「ふたつの虹」の代表である小山内美和子さんか

らAT患者の症状と生活、NPO法人としての活動が紹介された。	

	 シンポジウム冒頭で、座長の小林純也先生	(京都大学)	からシンポジウムの目的を含めて挨拶が

行われた。最初の講演は、小松賢志先生による NBS1 発見の経緯や NBS1 研究の今後の課題について

の発表であった。もともとオランダで見つかった NBS 患者の細胞が放射線高感受性であったことを

きっかけとして研究が始まり、NBS1 のクローニングから、様々な機能解析に至った研究の流れを

概説された。講演の最後に今後の課題として、NBS 患者に小頭症が起こる理由に加え、もともと放

射線損傷に機能するタンパク質として見つかったものの、その後に紫外線や様々な化学物質に対し

ても機能することが解明されていることから、放射線による DNA 損傷修復に関わる役割は NBS1 機

能のごく一部に過ぎないのではないかという提案がなされた。	

2 題目の講演は、近畿大学の篠原美紀先生による、出芽酵母における Xrs2	(ヒト NBS1 ホモログ)	

の FHA ドメインの機能についての発表であった。出芽酵母における DNA 二重鎖切断	(DSB)	の修復

には、代表的な経路である相同組換え	(HR)	と非相同末端結合	(C-NHEJ)	のほかに、HR や C-NHEJ

と比較して塩基欠失が生じやすい不正確な修復である、マイクロホモロジーを利用した Ku 非依存

的な末端結合	(MMEJ)	と、Ku に依存した不正確な末端結合の 2 種類の経路が知られている。出芽

酵母Xrs2の FHAドメイン変異株と酵母Tel1	(ヒト ATMのホモログ)	変異株では、不正確なKu依存

的末端結合の上昇が起こることから、Xrs2 の FHA ドメインと Tel1/ATM の関係について解析を進め

た結果、FHA ドメインは Tel1 の活性化の維持に重要であり、FHA 変異株と Tel1 変異株における不

正確な Ku 依存的末端結合の上昇は、Tel1 の活性化が不十分なために単鎖化した DSB 末端に Ku が

残存することが原因と考えられるとのことであった。	

	 3 題目として、NPO 法人「ふたつの虹」の代表であり、AT 患者の母親でもある小山内美和子さん

が「AT 患者と家族の願い」というタイトルで講演された。ふたつの虹は、AT の治療法確立を目指

し、AT を広く知ってもらうための啓発活動や大学などへの研究開発支援を行っている。発表では
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冒頭にテレビ取材を受けた際の映像が流され、NPO 法人としての広報活動の様子や、AT 患者の日常

生活が紹介された。映像の中で、取材陣が小山内さんの息子である龍弥君に「治ったら何がした

い？」と尋ねた際に、「走りたい」と答えていたシーンが特に印象深く、自分たちの研究を通じて

こういった患者さんのためにどのような貢献ができるかを考えさせられた。	

次に、東京医科歯科大学の高木正稔先生が「ATM を標的とした神経芽腫治療法の開発」というタ

イトルで講演された。神経芽腫には特徴的ないくつかのゲノム異常が知られており、特に 11 番染

色体長腕	(11q)	欠損は約 30%の神経芽腫に認められ、予後不良に関連している。11q22-23 には ATM

を含む DNA 損傷応答遺伝子が多数存在することから、11q 欠損に注目してゲノム解析を行ったとこ

ろ、ATM を含む DNA 損傷修復関連遺伝子の異常が半数近い症例に認められたことを報告された。

ATM 欠損細胞が PARP 阻害剤に高感受性を示すことから、PARP 阻害剤の一つであるオラパリブに対

する神経芽腫株の感受性を評価すると、効果的に細胞死を誘導し、腫瘍増殖を抑制したとのことで

ある。現在、小児の難治性腫瘍神経芽腫患者の治療薬として、オラパリブ錠の安全性を確認する第

Ⅰ相試験が医師主導治験として開始されたそうであり、今後の進展が気になる研究である。	

	 最後に東京工業大学の島田幹男先生から「幹細胞と神経前駆細胞におけるゲノム維持因子として

の NBS1 の機能」についての講演があった。NBS1 とともに MRN 複合体として機能するのが MRE11 と

RAD50 であるが、MRE11 変異が原因となる AT 様疾患	(ATLD)	では神経変性疾患が、RAD50 変異が原

因となる NBS 様疾患	(NBSLD)	および NBS では小頭症と、同じ経路で機能するタンパク質でありな

がら、それぞれのタンパク質の異常がもたらす神経変性症状が異なることが知られている。そこで

神経発生における NBS1 と MRE11 の役割を調べるために、iPS 細胞から神経幹/前駆細胞を分化誘導

し、細胞の分化度の違いによる遺伝子発現量を解析したところ、細胞を分化させた際に NBS1 と

MRE11 が異なる発現量の経時変化を示したとのことである。この遺伝子発現の違いは、疾患の神経

症状の違いを考察するうえで重要な知見であるということであった。	

	 本大会のテーマは「放射線研究は、世のため人のため」である。基礎研究の場では、自分の研究

対象に関係していても、実際に遺伝疾患の患者の実情を知る機会は少なく、知的欲求が中心の研究

になりがちであるように感じる。今回のシンポジウムは、自分の研究成果を社会のために、あるい

は研究に関連する様々な疾患患者のために、どのようにしたら還元できるかをあらためて考える貴

重な機会であったように思う。	
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小松先生の講演の様子	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

「ふたつの虹」代表	

小山内美和子氏	


