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Abstract
Transplantability of a murine ovary granulosa cell tumor cell line was significantly enhanced in
syngeneic B6C3F1 mice continuously irradiated with low-dose-rate (20 mGy/22h/day) gamma-rays to a
total accumulated dose of 8000 mGy. Since the enhancement may be due to a chemokine/chemokine
receptor system, we examined RNA expressions of chemokine receptors in blood cells of age-matched
irradiated and non-irradiated control mice. Expression of chemokine receptor Ccr5 gene was reduced in
irradiated mice, and the low expression level of Ccr5 may result in enhanced tumor transplantability. The
reduced expression of Ccl8, known as a ligand of Ccr5, in the tumor cells enhanced the tumor
transplantability. The alteration in chemokine axis of chemokine receptor Ccr5 and its ligand Ccl8 may play
several important roles in the response to low-dose-rate and continuous gamma-ray irradiation.
1．目的
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2．方法
寿 命 試 験 で 用 い ら れ た マ ウ ス と 同 系 統 の SPF

3．成果の概要
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セプターCcr5 の発現が低いマウスでは移植腫瘍生

とが観察され、また同時に Ccr5 遺伝子の発現が低い

着率が有意に亢進していることが示された（Fig. 2）。

マウスでの移植腫瘍生着率の有意な亢進が観察され
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ガンド Ccl8 の発現を抑制することにより、移植生着
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率の有意な亢進が観察されたことから、ケモカイン

着率にどのような影響が生じるかを観察した結果、

リガンド（Ccl8）—ケモカインレセプター（Ccr5）
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し抑制されることが示された。そこで、今年度はケ
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への影響を観察した。
Fig. 3 に示したように、Ccl8 遺伝子の発現を抑制

た、腫瘍細胞や腫瘍周辺の細胞により産生されるケ
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る。今回の結果から低線量率放射線の長期連続照射
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してケモカインシステムに注目した解析をすすめる
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Relative expressions compared with control
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Relative expressions of chemokine receptors in irradiated mice compared with non-irradiated
control mice. RNAs were purified from peripheral blood cells of mice. Expressions were
measured using real time quantitative RT-PCR. Error bars indicate mean ± S.D. **P<0.01.
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Down-regulation of Ccl8 in OV3121 cells.

transplantability. 5.0 x 105

A, SureSilencing shRNA Plasmid for Mouse CCL8 was

OV3121 cells were inoculated into

introduced into OV3121 cells. Concentrations of Ccl8 in

mice with high expression of Ccr5

culture supernatant were measured using ELISA. B, 1.0

(〇) and mice with low expression

x 105 of Ccl8-2-4 cells (▲) and Ccl8-NC cells (〇) were

of Ccr5 (▲). The number of

inoculated into mice. The number of tumor-bearing mice,

tumor-bearing mice, wherein a

wherein a palpable tumor was detected was counted to

palpable tumor was detected, was

assess transplanted tumor formation.

counted to assess transplanted
tumor formation.
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