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概況

防護体系構築研究グループは人間環境研究部と那

珂湊放射生態学研究センターを母体とし、これまで

の研究成果を踏まえ、今後 5年間に自然環境、生活

環境、職場環境及び原子力施設起源の人工放射性核

種の放射線・放射線源のレベルの把握、変動因子の

解析、生体内挙動の解析、人体の内部・外部被ばく

線量評価、更に放射線からの健康影響の解析に関す

る研究を進め、放射線防護の基礎を構築するために、

放医研の独立行政法人化と併せて新に設立された基

盤研究グループである。

研究グループの研究を活発に進めるため、数多く

の外部の研究者の協力を得るとともに、海外研究者

との交流、海外学会での発表等を積極的に行った。

平成 14年度の研究活動についてチームごとに以下

に記載する。

研究課題名

環境放射線防護体系構築のための研究

研究担当者

防護体系構築研究グループ：藤元憲三、白石久二

雄、サフー・サラタ・クマール、木村真三、西村義

一、渡辺嘉人、武田志乃、石榑信人、仲野高志、松

本雅紀、榎本宏子、吉本泰彦、吉永信治、黒瀧克己、

日下部正志、渡部輝久、山田正俊、青野辰雄、石井

紀明、中村良一、中原元和、松葉満江、平野茂樹、

横須賀節子

目的

水圏及び人まわりの環境における放射線・放射線

源のレベル、挙動の把握、生体内での放射性核種の

挙動の理解を通じて、原子力施設の事前評価に必要

なパラメータの創出を行い、放射性核種による環境

影響評価、人への被ばく線量・影響評価方法を開発

する。以下を達成目標とする。

・新たな核種のテルルや Th, U, Pu, Sr, I について

同位体比を用いて土壌から食品への移行パラメー

タを収集する。

・空間ガンマ線・宇宙線・ラドン・医療被ばくによ

る国民線量を推定するとともに線量評価に必要な

情報の取得並びに被ばく線量評価の全国的な標準

化を図る。

・疫学的手法により、低線量放射線影響の解明及び

平常時・事故時における原子力発電所周辺地域住

民の健康影響を評価する。

・生物濃縮の変動要因を検出し、特定金属元素の生

物濃縮に関わる機能を担う分子の種類や細胞内で

の局在を明らかにする。

本年度の研究計画として次の 4 項目を研究開始

時に提示した。更に具体的な各分担課題の研究計

画をその下に示す。

・汚染地域における核種の環境挙動、摂取状況およ

びベータ壊変核種の迅速放射能測定法を検討する。

・環境放射線による個人線量の変動要因、放射線と

環境ストレスによる体内代謝の変化を検討する。

・低線量・低線量率被ばくの後影響に関する疫学的

検討を行う。

・海洋における放射性物質の分布を明らかにすると

ともに、濃縮パラメータの蓄積、濃縮機構解析の

ための生化学的、遺伝子学的検討、モニタリング

指標生物探索、海洋汚染評価パラメータの整備を

行う。

研究経過・研究成果

本年度の研究経過・研究成果を分担課題毎に記載

する。各課題は防護体系構築のための枠組みの中で

担当者の特徴を生かして積極的に取り組んでいる。

分担課題Ⅰ- １：

1) チェルノブイリ 30km ゾーン外からの試料につ

いてウラン同位体、234U, 235U,236U, 238Uの分離と測

定を行った。広島の土壌からウランを分離抽出し

て同位体比をチェルノブイリ試料と比較した。ま

た Sr の深度分布の結果を得た。同汚染地域より

食事、食品試料中の一部についてI、Cs, Sr,Rb,Ba

等の十数元素を測定、汚染地域住民の元素摂取量

を推定した。研究目的のために、現在は分析試料

数を増やしている。

2) 遮蔽材としてメタクリル樹脂、銅を用いその画

像と線種分離を試みた。チェルノブイリ原発周辺

で昨年度に指標植物と決定したシダ、ヨモギの採

取試料を用い、遮蔽材のメタクリル樹脂、銅、金、

カドミウムについて検討した。画像の鮮明度と遮

蔽材の厚みとの調整が難しいことが解った。既存

のIPでは線種の弁別には限界があるため、光輝尽

発光体の組成、濃度を変える検討を開始した。

2.2 基盤的研究

2.2.1 環境系基盤研究

2.2.1.1 環境放射線の防護体系構築のための研究
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分担課題Ⅰ- ２：

1) ICRP では新しい胃腸管モデルの構築をめざし

ており、新たな線源器官として唾液腺や分泌腺等

を加えようとしているが、線量評価のための代謝

情報は少ない。Cs-137をマウスに投与すると1時

間目に投与量の 25％、24 時間後でも 6％が唾液腺

に留まる。また、トリチウムの投与においても唾

液腺の集積が認められる。唾液腺は甲状腺に近い

ために線源器官として重要であり、生殖腺も含め

て種々の核種について分布と線量寄与を調べる研

究を新たに開始した。

2) キトサン摂取マウスの放射線抵抗性に関して、

そのメカニズムの詳細な検討を進めた。すなわち

X線照射後に生ずる DNA 損傷を多臓器アルカリ性

単細胞ゲル電気泳動法（Comet Assay 法）で観察

した。その結果、結腸粘膜、肺、脾臓、膀胱粘膜

および脳における DNA 損傷を有意に低下させ、キ

トサン摂取が放射線によって誘発される DNA 損傷

を抑制していることが示唆された。

3) マイクロPIXEによるin situ元素イメージング

と精細管ステージ分画試料の ICP-MS により精巣

における微量元素測定手法を確立した。これによ

り、亜鉛、銅、マンガン、セレン等の精細管ステー

ジおよび生殖細胞特異的分布を明らかにした。

4) 植物の培養細胞を用いた放射線照射実験により、

植物種による放射線感受性の違いを細胞レベルで

評価した。特に高感受性の針葉樹の培養細胞では、

哺乳動物細胞の場合と比較しうるような低線量の

照射によって増殖の低下、細胞死が発生すること

を見いだした。

分担課題Ⅰ- ３：

線量評価法の高度化および標準化を図るという目

的を達成するため、(1) 内部被ばく線量評価を支援

するソフトウェアの開発、および (2) 医用画像を利

用した胸部計測用数学ファントムの開発を進めてき

た。また、環境放射線による被ばく線量を、場所で

はなく個人を基準として直接測定することを最終目

標とし、積分型線量計の特性に及ぼす種々環境条件

の影響を明らかにしてきた。

1) 内部被ばく線量評価を支援するソフトウェアの

完成を目指し、① 1 ミクロンと 5ミクロンのみで

あった適用粒子径を 0.1、0.3、1、3、5、10 ミク

ロンと６種類に増やし、また作業者のみであった

評価対象を、種々年齢（３ヶ月児、1才児、5才児、

10 才児、15 才児、成人）の公衆構成員にまで拡張

した。さらに、Visual Basic によるユーザーイン

ターフェースプログラムを作成することにより、

一層ユーザーフレンドリなシステムを完成させた。

②計画を超える成果として、シミュレーション計

算で得られた放射性核種の残留率および排泄率の

膨大なデータ（600 万データ）をグラフ化し、グ

ラフィックデータベースとして放医研のウェブサ

イトに公開した。このサイトは、海外の内部被ば

く防護関係者の間で、"Japanese Website" として

知られている。

2) MRI 画像データから肺モニタ校正用胸部ボクセ

ルファントムを作成する手法の開発を進めた。

①画像から肺の輪郭を抽出する際、呼吸の影響に

よるノイズが問題となり、画像を一枚ずつ解析し

なければならなかった。迅速なファントム作成の

ためには抽出速度の向上法を考える必要がある。

② ボクセルファントムの次の世代の数学ファン

トムを目指し、スプライン関数を利用することの

フィージビリティスタディを開始した。このため、

２変数のパラメトリックスプライン関数を用いて

３次元の物体の境界を示す閉曲面を表現するプロ

グラムを作成し、いくつかのデータセットを用い

て、複雑な形状を表現するための方策や問題点を

検討した。

分担課題Ⅰ- ４：

低線量・低線量率の放射線影響の疫学的手法によ

る解明のため、診療放射線技師コホート研究及び原

発周辺住民の潜在的放射線リスク研究を引き続き実

施し、以下の成果を得た。

1) 診療放射線技師コホート研究に関し、作業歴と

がん死亡率の予備的解析を実施した。また、米国

NCI との共同研究により米国放射線技師の皮膚が

ん罹患率の解析と国内外の疫学研究のレビューを

行った。さらに、学術振興会・日米がん研究協力

派遣により、米国 NCI を訪問し、日米の放射線技

師の白血病死亡率の合同解析を行った。

2) 原発周辺住民の潜在的放射線リスク研究に関し、

原発所在地区を含む 100 市町村の白血病・悪性リ

ンパ腫の死亡率に関する報告書を作成し、専門誌

に投稿した。さらに、市区町村単位の先天性異常

の乳児死亡率の標準化死亡比に関して一般的な暦

年・地域変動の地理的パターンについて解析した。

3) 市区町村単位の標準化死亡比の地理的パターン

を地図上で表記する方法や GIS を併用した小地域

単位によるリスク評価法について研究を継続し、

特に後者では人口数の算定の精度について検討し

た。

4) チェルノブイリ事故による健康影響研究につい

て、日ソ外相覚書専門家招聘派遣事業の過去10年
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間を総括する出版事業に関連して、「放医研のチェ

ルノブイリ原発事故に関する放射線疫学研究」と

題する報告書を作成した。

分担課題Ⅰ- ５：

1） Sr-90 などのベータ壊変核種の放射能測定の迅

速化を目的として、自己単分子膜 (SAM) を利用し

た放射能測定試料の迅速作成法を開発するために、

試薬合成と検出技術について検討した。Sr 捕集

用の SAM 試薬として（ ﾒﾙｶﾌﾟﾄ - ｱﾘﾙｵｷｼﾒﾁﾙ）-

18C6- クラウンエーテル ､(-COC-)6CH2OC3H6SH（以

下［18C6MeOPrSH］で表記）を合成して金基板上に

SAM を 形成させた。さらに、水晶振動子マイクロ

バランス法（QCM）と高感度赤外反射法（IRAS）に

よる SAM の検出法を確立した。

2） 自己集合単分子膜（SAM）の特性の定量的研究を

進めるために、水溶液中のSrとの平衡実験を開始

した。水溶液中における［18C6MeOPrSH］SAM の

安定性を欠き、(ｼﾞｴﾄｷｼﾒﾁﾙｼﾗﾝ-ｱﾘﾙｵｷｼﾒﾁﾙ)-18C6-

ｸﾗｳﾝｴｰﾃﾙ､(-COC-)6CH2OC3H6SiCH3(OEt)2

( 以下［18C6MeOPrSiO］で表記）を合成してガラ

ス基板上に SAM を形成させた。［18C6MeOPrSiO］

SAMガラス基板を用いて水溶液中のSrの捕集では

満足すべき結果が得られず、有機溶媒のアセトニ

トリル（AN）中で Sr 捕集を試みた。クラウンエー

テルと Sr の相互作用には Sr の対（陰）イオンが

必要であることから、18C6 含有 SAM 近傍に陰イオ

ンを固定することが効果的と予想し、陰イオン基

をもつ SAM 試薬と [18C6MeOPrSH] の複合 SAM を作

成して、水溶液中で Sr を捕集することを試みた。

疎水性と親水性の SAM が交互に配列した超微細構

造をもつキャピラリーをＩＣ製作技術を用いて製

作することにより分離段数を飛躍的に向上させる

ことができ、超微量分析などにおける SAM 応用研

究の進展が予想された。

3） 放射線照射の３次元線量分布の実測を目的とし

たゲル化学線量計の開発を依頼されたことから、

ゲル化学線量計の開発を行った。安価で感度のよ

いモール塩やメタクリル酸などの感光剤とグルコ

マンナンなどのゲル材料を用いてゲル化学線量計

を開発した。

分担課題 II-1:

昨年度確立した５核種に加え、137Cs, 241Am の分離

法を検討し開発の目途はたったが、確立までには

到っていない。

海産生物試料を採取し、放射性核種（239+240Pu, 137Cs,
241Am, U 同位体 , Th 同位体等）の濃度レベル及び分

布について調査を行い、データの蓄積を行った。

貝類はTh同位体やU同位体を検出できた。殆どの

海藻については 230Th、232Thが検出されなかった。こ

れについて現在、壊変系列や同位体比から濃縮機構

について解明を行っている。米国 NIST による標準

海産生物試料については、核燃料物質輸入手続きに

時間がかかり、試料の入手が大幅に遅れた。現在試

料の分析に着手した所である。

セジメントトラップ実験により沈降粒子を採取

し、239+240Pu粒子束の季節変動を把握し、230Thによる

スキャベンジング効率の補正を行い、海洋におけ

る 239+240Pu の平均滞留時間を求めた。また、新たに

海洋表層における物質の輸送過程について解明する

ことを計画し、南極海の季節的海氷域表層において、

海水中の 234Thの分布からPOCエクスポートフラック

スの推定を行った。現場で観測された POC フラック

スと大きな差が無かった。生物生産量等からの炭素

収支について解析を行った。

分担課題 II-2:

６種の海藻について 88Sr に対する安定同位体分

析、90Sr の放射化学分析、85Sr の室内トレ－サ－実

験を行いストロンチウムの濃縮係数を比較した。ま

たシンクロトロン X線吸収微細構造を生きた状態の

海藻に適用してストロンチウムの化学種分析も行っ

た。

安定同位体分析、放射化学分析、室内濃縮実験で

得られた濃縮係数を比較した結果、ほぼ同じ値であ

ることが分かった。濃縮係数を求めるには３つの方

法があるが、元素は質量数の違いすなわち同位体に

関係なく同じ濃縮係数をとるという観点から考えれ

ばストロンチウムに関しては安定同位体分析で濃縮

係数を求める方法が精度、簡便さ、経済性の点で最

も優れていることが分かった。

テクネチウムは再処理工場から放出される可能性

が高い核種であるが、海産動物によるテクネチウム

濃縮に関わるデ－タが殆どないので、テクネチウム

の濃縮実験を軟骨魚のトラザメを用いて行い、各種

パラメ－タを算出し他の生物と比較した。

水取り込みによるトラザメ全身におけるテクネチ

ウムの濃縮係数は 20、生物学的半減期は 90 日と算

定された。餌とともに取り込まれたテクネチウムの

60％は生物学的半減期が 190 日と遅いことが分かっ

た。両方の実験結果から、テクネチウムの濃縮は主

に餌経由で行われ、食物連鎖内でのテクネチウムの

移行を想定した場合、餌生物の濃縮係数がトラザメ

によって約 3倍程度高められるものと予測された。
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分担課題Ⅱ-3:

褐藻類、ウミトラノオを指標として、99Tc（半減

期：約 21 万年）のわが国沿岸におけるデータの蓄積

につとめた。また、ノルウェイ、カナダ産の褐藻類

を入手し、外国産藻類中の 99Tc 濃度との比較を行っ

た。一方、茨城県沿岸生態系における物質循環（元

素分布）特性を把握することを目的として、それぞ

れに特色ある生態系を形成する海域について、共通

の生物種（貝類）を採取し、放射性核種および安定

元素の分布特性を検討した。

定点観測地点として設定した放医研那珂湊支所地

先および千葉県千倉近傍で採取したウミトラノオ中

の 99Tc は、後者で前者よりも若干低く、両者とも近

年はほぼ同水準で推移している。外国産褐藻類中

の 99Tc 濃度と比較を行った結果、ノルウェイ産のも

のはわが国のものに比し数百倍の濃度であり英国再

処理施設からの放射性廃液放出が北海の放射能バッ

クグラウンドレベルの上昇に大きな影響を及ぼして

いることが推測された。また、カナダ産のものはわ

が国のものより濃度は数倍高く、種間差を考慮する

必要はあるが、基本的に大西洋と太平洋の 99Tc レベ

ルの相違を反映しているものと考えられた。

一方、茨城県沖合でエゾバイ科の巻貝（軟体動物、

腹足類）シライトマキバイについて放射能分析を

行った結果、内蔵部分（主に中腸腺）に 108mAg（半減

期：約 420 年）が検出された。比較のために福井県

及び宮城県で得られた同じエゾバイ科に属する巻貝

について分析を行ったところ、108mAg の存在が同様

の水準で認められた。さらに安定銀の分析値から求

めた比放射能値は、これら巻貝ばかりでなくイカ類

ともほぼ同水準であることが分かり、太平洋側と日

本海側との間で、また、イカ類が生息すると考えら

れる深度層と巻貝類が生息する底質環境との間で海

水中の 108mAg 比放射能は、ほぼ一様であることが推

測された。108mAg は原子力施設周辺でのモニタリン

グ対象核種として重要視はされていないが、長寿命

核種であることから環境中での蓄積が懸念される核

種とすることができる。特に海洋環境中では軟体動

物による生物濃縮が観察されており十分な考慮が必

要である。イカ類肝臓を「生物検出器」として海洋

の放射能汚染分布を把握しようとする試みがされて

いるが（スクィドウォッチ）、イカ類は一般に回遊性

であり、海域全体の汚染状況を表すものと認識され

ている。巻貝類はイカ等の頭足類より生息範囲は限

られており、特定海域の汚染状況を把握する上で便

利な指標となり得るものと言えよう。
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１．概況

人の健康や環境に影響を与える可能性のある環境

リスク源は多種多様存在するが、個々のリスク源が

もたらす影響の種類や程度を比較評価する方法は確

立されていない。そこで、種々の環境有害物質（放

射性物質、重金属等）について、環境での動態から

生物・生態系への影響を相互に比較・相対化する適

切な手法を開発する。そして、放射線リスク認知の

規準化や相対化を行うことにより、原子力等のエネ

ルギー生産システムが環境・生態系へ及ぼす影響を

比較することを目的に研究を進めている。

本年度は５年計画の２年目にあたり、下記の４

チーム編成で、生体影響、生態系への影響、計算機

モデル研究、環境動態など、多方面から研究を実施

した。

第１チームは、人・生態系システムへの影響に関

する比較毒性学的研究を行っている。本年度は特に、

グルタチオンを枯渇させた細胞に砒素とアンチモン

を暴露して毒性発現へのグルタチオンの関与を比較

する実験を行い、毒性発現への影響に関する新しい

知見が得られた。また、ベンゼン代謝産物の細胞へ

の暴露実験も行い、DNA 二重鎖切断の修復欠損細胞

に対する毒性を調べた。

第２チームは、モデル生態系を用いた生態系影響

評価に関する研究を中心に行っている。本年度は水

圏微生物生態系であるマイクロコズムへの窒素負荷

の影響を、生物個体数変化を指標として解析を行う

とともに、マイクロコズムを構成する生物の遺伝子

への影響解析に着手した。また、モデル生態系内の

物質動態変化を影響指標とする１３C トレーサ法の

有効性も実証した。

第３チームは、放射線の環境生態影響・生態影響

の数理モデル解析研究、モデルに必要な生理特性へ

の放射線影響の評価実験、を中心に行っている。本

年度は特に、微生物実験生態系の構成生物種の重力

走性（重力の反対方向に遊泳する能力）や光合成機

能といった生体機能への放射線の影響について実験

研究、モデル解析研究を実施した。

第４チームは有害物質の高精度分析技術の確立と

環境挙動に関する研究を中心に行っている。本年度

は、ウランとプルトニウム同位体について高分解能

ICP-MSによる分析法の高精度化、レニウムの分析法の

開発等を行った。また、森林における放射性Cs等の

挙動、RIトレーサを用いた土壌から農作物への移行

や微生物による揮散に関する新たな知見を得た。

人事面では、内田滋夫が平成１４年６月より廃

棄物技術開発事業推進室・室長（上席研究官）とな

り、当グループは併任となった。また、吉田聡が７

月より、第４チームリーダとなった。坂下哲哉（任

期付研究員）は平成１５年2月に任期満了により退

職した（現・日本原子力研究所高崎研究所イオン

ビーム生物応用研究部・研究員）。

表彰に関しては、武田第２チームリーダが、７月

に放医研・業績表彰（平成１４年度）を受けた。

また、学会における表彰は以下の３件があり、研究

が学術的にも良い評価を受けた。受賞者は、(1) 田

上恵子：2002 年日本放射化学会奨励賞 , (2) 孫学

智：平成 14 年度 放射線影響学会奨励賞、(3) 土居

雅広、坂下、府馬、石井、宮本、武田：第４５回

日本放射線影響学会大会賞であった。

研究成果に関しては、23 編の原著論文（関連課

題を加えると 31 編）を発表し、プロシーディング

スは 21 編であった。また、国際会議や国内学会で

の多数（60 報）の口頭（ポスター）発表など、活

発に研究成果を公表した。

さらに大学や当所研修課の講師、各種委員会等の

委員など、多方面で活動した。

２．研究課題名と研究担当者名

第１チーム：人・生態系システムへの影響に関する

比較毒性学的研究

村松康行、佐藤宏、久保田善久

第２チーム：モデル生態系を用いた生態系影響評価

に関する研究

武田 洋、宮本霧子、柳澤 啓、府馬正一、石

井伸昌

第３チーム：放射線の環境生態影響・生態影響の数

理モデル解析研究

土居雅広、坂下哲哉（H.１５年３月まで）

第４チーム：有害物質の高精度分析技術の確立と環

境挙動に関する研究

吉田 聡、田上恵子、坂内忠明

グループリーダ：

村松康行

３．目的

放射性物質等の環境有害物質の生体及び生態系影

響（環境負荷）を相互に比較・相対化する適切な手

2.2.1.2 放射線等の環境リスク源による人・生態系への比較影響研究
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法（比較尺度）を開発し、放射線リスク認知の規準

化、相対化により、原子力等のエネルギー生産シス

テムが環境・生態系へ及ぼす影響を比較する。以下

を達成目標とする。（中期計画より）

・放射線と環境中有害物質の相対的な危険性を

DNA の損傷を指標に比較する。特に現在、環境汚

染で問題となっている重金属３種類、化学物質５

種類について相対危険度を決定する。

・多種類の生物種から構成される実験生態系等を用

い、放射線、重金属元素等による個体数変化およ

び生理活性機能（光合成等）への影響に関する比

較尺度（GyEq）を求める。

・個体ベースモデルによる仮想計算機生態系シミュ

レータを開発する。また、生態影響比較の共通リ

スク評価指標を開発するため、シミュレーション

により、生態系の擾乱や絶滅リスクを支配する因

子を提示する。

・実環境生態系（森林生態系、農業生態系等）にお

ける Cs,Tc,I 等の微量元素の挙動パラメータを求

め、化学形態を考慮した比較解析を行う。また、

Pu,U 等の同位体分析に関して、より簡易で精度

の高い迅速分析技術を開発する。

４．研究経過

前年度は、技術・手法開発に力点をおいた先行グ

ループの手法や成果を実際の比較影響評価に結び付

けていくための研究を主体とし進めた。その結果、

２０報近くの原著論文をはじめ多数の口頭発表等

の成果を得ることができた。これに加えて、所内外

からの要請による研究や業務をグループ研究として

実施するとともに、理事長調整費萌芽的研究、放射

能調査、その他外部競争的研究にも積極的に取り組

んだ。

前年度に得られた研究成果の概要をチームごとに

まとめる。

第１チーム（比較毒性チーム）： 放射線と砒素、

カドミウムによる DNA 二重鎖切断の誘発について実

験を行い、短時間の砒素への曝露は放射線類似の

DNA 二重鎖切断を誘発していることを見出した。ま

た、砒素が DNA 二重鎖切断を誘発するだけでなく、

染色体異常も誘発することを見出した。

第 2チーム（モデル生態系チーム）： モデル生

態系（マイクロコズム）に及ぼすγ線と酸性化の複

合影響についての研究結果を原著論文にまとめて発

表した。また、γ線の長期連続照射がマイクロコズ

ムに与える影響について実験を行い、20Gy/d で 250

日間連続照射により系が崩壊崩壊することなどを明

らかにした。

第 3チーム（数理モデル解析）： 微生物実験生

態系における個体群動態と、培地中の水素イオン濃

度およびアンモニア濃度の時系列データを用い、各

構成微生物種の代謝パラメータの数理解析を行った。

また、成果を論文として公表し、OECD/NEA の放射

線の環境影響に関する国際フォーラムなどでも発表

した。

第 4チーム（実環境挙動解析）： 環境における

放射性核種の分布に関する多くのデータを得た。特

に、プルトニウムやウランについて ICP-MS を用い

た同位体分析法の改良を行い、高精度分析技術を開

発した。それを用い、マーシャル諸島や JCO 敷地内

で採取した試料を分析した。また、チェルノブイリ

事故で汚染した森林における放射性セシウムの分布

と関連安定元素との関係について研究を進めた。

５．研究成果

今年度は、前年度に引き続き、放射性核種や環境

有害物質の環境中での挙動、生態系への影響、相対

危険度の解明に向けて研究を進めた。また、放医研

安全センター・シンポジウムを当研究グループが主

体となり実施した。以下に、今年度得られた研究成

果の概要をチームごとにまとめる。

第１チーム（比較毒性チーム）：グルタチオンを

枯渇させた細胞に砒素とアンチモンを暴露して毒性

発現へのグルタチオンの関与を比較し、細胞内グル

タチオンのレベルの変化はアンチモンの毒性発現に

より強い影響を及ぼす傾向があることがわかった。

また、砒素を暴露した細胞では 24 時間までに間期

死を起こし生存率は低下するが、放射線の暴露では

間期死が起きないことから、DNA 二重鎖切断のみで

は間期死は起らないことを明らかにした。一方、ベ

ンゼン代謝産物３種の細胞への暴露により、いずれ

も濃度に依存した増殖死が見られたが、ヒドロキシ

ヒドロキノンのみは DNA 二重鎖切断の修復欠損細胞

に対しより強い毒性を示すことが明かとなった。

第２チーム（モデル生態系チーム）：モデル生態

系（マイクロコズム）へ様々な有害因子を負荷した

これまでの実験結果は、放射線を基準とする比較評

価を行い論文として取りまとめた。新たにマイクロ

コズムへの負荷実験を行ったのは、尿素、リン酸水

素ニアンモニア、および硝酸カルシウムの３態の窒

素肥料によるもので、窒素の存在形態による影響の

比較評価を行った。影響評価のエンドポイントとし

ては、これまで主に生物個体数変化を指標としてき

たが、より高感度の影響指標を開発する目的で、

DNA アレイ等による分子レベルでの影響解析実験に

着手した。また、モデル生態系内の物質動態変化を
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指標とする影響解析研究として、１３Cトレーサ法

による水―藻類―ミジンコの系での炭素移行に及ぼ

す重金属（Cu）負荷影響の実験を行った。この結果、

ミジンコの致死量以下の低い Cu 濃度レベルで炭素

移行量の低下が見られ、系への影響評価指標として

の有効性を実証した。

第３チーム（数理モデル解析チーム）：微生物実

験生態系における個体群動態解析モデルの解析精度

を向上させるために必要な、構成生物種（光合成原

生動物、従属栄養原生動物、分解細菌）の生理機能

への放射線影響を取得するため、様々なエンドポイ

ント（影響評価指標）における放射線影響を評価し

た。特に、光合成原生動物（ユーグレナ）の重力走

性（重力の反対方向へ選択的に遊泳する性質）に対

する放射線照射の影響については、放射線質（γ線

と重粒子線）による線量効果関係の違いや、過酸化

脂質の定量による膜損傷の評価と重力走性の関係、

等について、新しい知見を得た。これらの結果から

推定した代謝パラメータへの放射線影響データは、

開発してきた計算機生態系シミュレータに組み込ん

で、数理解析を行った。

第４チーム（実環境挙動解析チーム）：環境及び

生態系における放射性核種と関連安定元素の分布と

挙動を調べる目的で、ICP-MS 等を用いた分析並び

に RI トレーサ実験を行った。ウランとプルトニウ

ム同位体について ICP-MS を用いた分析法の高精度

化を行なった。即ち、試料の前処理方法と高分解能

ICP-MS の試料導入系を改良し、試料溶液１ ml 以下

で同位体比の繰り返し精度を１％以内に抑えること

が可能となった。また、テクネチウムのアナログと

して環境中のレニウムの分析方法を開発した。さら

に、ヨウ素、ウラン等の化学形態評価法についての

研究に着手した。チェルノブイリ事故によって汚染

した森林の土壌、植物、菌類における放射性 Cs の

分布と関連安定元素との関係について研究を進め、

蛍光 X線分析装置を用いてキノコ内の元素分布を明

らかにする研究を開始した。RI トレーサを用い土

壌から農作物への移行係数を求めた。一方、ヨウ素、

セレン、セシウム等の環境移行にはたす微生物（菌

類やバクテリア）の役割に関して研究を進め、一部

を発表した。また、土壌動物（ミミズ等）への微量

元素の移行に関して基礎的な知見を得た。

グループ全体の協力による成果：当グループが中

心になり第２回放医研・安全研究センター・シンポ

ジウム「地球環境と放射線：生態系への影響を考え

る」を１２月に開催した。その中で、各チームの

最新の研究成果を発表し、また、所内外の講師（外

人の専門家も含む）による関連する講演をプロ

デュースした。人以外の生物や生態系へ与える影響

については最近 ICRP や IAEA などでも議論が盛んに

なりつつあり、多くの参加者からタイムリーな企画

でとても興味深かったとの声を聞くことが出来た。

また、アンケート結果も大変好評であった（とても

有意義だった :32%, 有意義だった :58%, 普通：10%,

有意義でなかった :0%）。

研究面では、グループ内の各チーム間での研究協

力も盛んに行われた。例えば、マイクロコズムへの

影響に関する研究では、実験系（第２チーム）と計

算モデル（第３チーム）がリンクし、新たな成果が

得られた。また、第４チームが持つ分析技術を他の

チームの研究に反映させることができた。

その他の特記事項として以下の成果があげられる。

放射線の環境影響に関するテーマは、昨今、国際

的にも注目されている。これに関連して、平成

１４年９月より、第３研究チームの土居が、経済

協力開発機構原子力機関の「ICRP 勧告等の意味合

いに関する専門家会合」の専門委員となり、パリで

行われた会合に出席し、貢献した。

JCO 事故に関連した研究はほぼ終了したが、当

チームでも被ばくした作業員の線量評価などで多く

のデータを得たこともあり、研究成果のまとめや発

表も引き続き行った。例えば、放医研が出した「ウ

ラン加工工場臨界事故患者の線量推定：最終報告

書」（和文と英文）の幾つかの章の執筆を担当した。

また、平成 14 年 6月パリで開催された日仏ワーク

ショップにおいて、村松グループリーダが、また 9

月オックスフォードで開催された ICRP ワーク

ショップにおいて宮本主任研究員が、それぞれ JCO

関連の発表を行った。

外部資金による研究は、今年度より電源特別会計

の予算を受け、内田上席研究官が中心となり新たな

研究を開始した。6月より廃棄物技術開発事業推進

室ができ、独立した形で研究を行っており、第４研

究チームのメンバーが協力している。また、環境省

からの予算を受けた研究「環境有害物質が人の健康

に及ぼす影響を評価するためのセルチップの開発に

関する研究」も開始した。
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概況

中期計画の2年目となる平成14年度は、ラドン線

源の作製ならびにラドン実験施設のホット運転が始

まった。これによりラドン標準場を用いた模擬環境

実験や培養細胞に対するラドン曝露が可能となった。

ラドンの体内動態についても体外計測法を応用する

ことでヒトでの貴重なデータが得られつつある。一

方、実環境におけるフィールド調査については、13

年度から始まった長期間の環境データの集積および

解析が続いている。

研究担当者

山田裕司、古川雅英、福津久美子、床次眞司、石

川徹夫、一坪宏和、卓 維海、小高武子、小泉 彰

（放射線防護・安全部、併任）、米原英典（文科省、

併任）、秋葉澄伯（鹿児島大、客員研究員）、池田耕

一（国立保健医療科学院、客員研究員）、下 道國

（藤田保衛大、客員研究員）、掛江直子（国立精神・

神経センター精神保健研究所、客員研究員）、大橋厚

人（海技安研、客員協力研究員）、石川幸治（（株）

化研、客員協力研究員）、馬場正夫（（株）シートム、

客員協力研究員）、Hasnel Sofyan（インドネシア原子

力庁、客員協力研究員）、児島 紘（東理大、客員協

力研究員）、山崎敬三（京大、客員協力研究員）、安

岡由美（神戸薬大、客員協力研究員）、飯本武志（東

大、客員協力研究員）、石森 有（サイクル機構、客

員協力研究員）、及川真司（日本分析セ、客員協力研

究員）、杉野雅人（群馬医短、研究生）、細田正洋

（中医技専、研究生）、楢崎幸範（福岡保環研、研究

生）、古市真也（名大、実習生）、澤田宜宏（名大、

実習生）

目的

自然放射線による公衆被曝の約 1/2 を占めるラド

ンによる被曝影響を明らかにするため、環境中のラ

ドン動態調査研究や曝露による生物影響研究を通し

て、被曝影響リスクを総合的に評価する。以下を達

成目標とする。

・子孫核種粒径分布測定法を開発し、各種環境中の

ラドン・トロン子孫核種の性状・挙動を明らかに

する。

・気道沈着粒径別測定法を開発し、これを用いて一

般公衆に対するラドン・トロンの線量を沈着部位

別に算出評価する。

・ラドン除去技術（特許出願中）について実用化試

験を実施し、その除去性能を実証する。

・ラドン・トロンによる細胞障害について、細胞生

存率や遺伝子突然変異などを指標として、その影

響を解明する。

研究経過

平成 14 年度は以下に示す個別の目標に向かって

研究を進めた。

1） 高トロン地域におけるデータ収集を図る。また、

ラドンポテンシャルの指標としてのγ線測定も併

せて実施する。

2） パッシブ法に加えて、13 年度に開発したアク

ティブ型測定器により、実環境でのより詳細な

データ収集を行う。

3） ラドン実験施設における模擬環境を利用してラ

ドン及びその子孫核種の空気中挙動と動態を調べ

る。また、曝露細胞への曝露実験を実施する。

4） 実験動物の培養細胞を対象とした曝露実験を実

施し、照射影響の指標を検索する。

5） 13 年度に引き続き、体内動態データの収集を図

ると共に、動態モデルとの比較検討を行う。

研究成果

RI 施設としての認可問題のため遅れていたラド

ン実験施設のホット運転が始まり、ラドン線源の作

製からこれを用いた各種ラドン実験がスタートした。

以下、3つの研究内容に大別してその進捗状況と成

果を示す。

１．実環境フィールドにおけるレベル、挙動、動態

に関する調査研究

実環境調査では単なる濃度水準調査ではなく、

ヒトへの被ばく影響と関連づけるため、ラドン濃

度が高く、人口移動が小さい中国内陸部を中心に

対象地域としている。13 年度に開発したラドン・

トロン弁別型測定器をこれら地域に設置し、その

長期測定の結果が出始めた。中国黄土高原地域に

おける調査から、ラドンよりもトロンが高い結果

が得られた（約 200 軒の屋内で平均ラドン濃度：

64 Bq/m3、平均トロン濃度：219 Bq/m3）。ラドン測

定器の中にはトロンの存在により測定値に誤差を

生む可能性があること、また、濃度から被ばく線

量への評価が大幅に動く可能性があることなどか

ら、慎重に調査を進めている。また、同時に実施

2.2.1.3 ラドンの環境中における動態と生物影響に関する研究
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している子孫核種の濃度調査からも、一般的に仮

定されるよりも大幅に小さな平衡係数が得られる

など、線量評価において重要な知見が得られつつ

ある。

２．標準場を核とした環境シミュレーション実験研

究および基盤技術開発研究

ラドン線源として、溶液状のラジウムを多孔質

担体に含浸させて、これを 400℃の高温で焼結さ

せたセラミックス線源を 400 枚以上作製した。こ

れらの小線源の枚数を組み合わせることにより広

範囲のラドン濃度の発生・制御を目指した。ラド

ン排ガス処理装置の処理性能の確認を行いながら、

運転濃度を上昇させた結果、少なくとも 10,000

Bq/m3までのラドン濃度が標準場において使用可

能である。14 年度下半期には、ラドン標準場を利

用した共同比較実験を企画・開催した。ラドン及

びその子孫核種濃度の比較測定実験や子孫核種の

粒径分布の比較測定実験には、国内の主要な大学

や研究機関が多数参加した。ラドン標準場では、

ラドン濃度のみならず、温度・湿度やキャリアエ

アロゾルの濃度・粒径などを制御でき、様々な模

擬環境を作り出せることから、参加機関からは施

設の共同利用に向けて大きな期待が寄せられた。

基盤技術開発研究においては、ラドン・トロン

混在場での測定器の応答特性を調べたり、屋内発

生源の特定に必要な壁面からの散逸率を測定する

方法やそのラドン・トロン弁別評価方法の開発を

進めた。また、線量評価上、重要なパラメータで

ある子孫核種の粒径測定法について、慣性衝突法

と拡散法で実験と理論の両面から検討を進めた。

さらに、ラドン低減化対策として、難透過素材の

開発とその性能評価を行うと共に、ケミカルト

ラップ技術の開発研究を進めている。

３．生物影響および線量・リスク評価に関する研究

ラドン標準場用と同種のセラミックス線源を用

いて、曝露用インキュベータ内に培養細胞の曝露

場を構築した。線源の強弱と取り出し流量を調整

することにより、100 Bq/m3オーダーの低レベル曝

露からその 10,000 倍の高レベル曝露までを長期

間に渡り安定な曝露場を作成した。ラットの気道

上皮細胞に対する曝露実験を開始し、細胞生存率

や小核形成率を指標に影響データを現在集積中で

ある。

呼吸や飲料水を通じて体内に摂取されたラドン

については、体外計測法により体内動態データを

集積中である。飲料水中に含まれるラドンについ

ては、水中に含まれたまま体内の代謝経路に排泄

される成分と胃の中で気相に移行し、長く留まる

成分とがあることが分かった。なお、水中ラドン

濃度の測定については、測定法による差異が認め

られたことから、比較実験も試みている。

また、被ばく線量評価において、線量換算係数

DCF に影響を与えるパラメータについては数値計

算モデルにより検討している。
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１．概況

本研究グループは、放射線によって生成する生体

内ラジカルに関する研究、および活性酸素や活性窒

素などによって生じる種々の障害やそれらに対する

防御に関する研究を、レドックス制御の観点から

行っている。平成 13 年度で稲野宏志第三チーム

リーダー、ならびに今井靖子主任研究員が定年退職

し、14年度から新たに中西郁夫博士が第一チームに

加わった。また 14 年度にチーム間の再編成を行い

新たな陣容で研究を進めている。

２．研究担当者

伊古田暢夫（グループリーダー）、第一チーム：上田

順市（チームリーダー）、中川秀彦、中西郁夫、第ニ

チーム：安西和紀（チームリーダー）、古瀬雅子、竹

下啓蔵、第三チーム：小野田眞、第四チーム：鈴木

桂子、石原 弘、田中泉

三好真美（客員技術員）、薬丸晴子（客員技術員）、

池翠萍（客員技術員）、稲野宏志（客員協力研究員）、

花木昭（客員協力研究員）、藤井香織（重点支援）、

上野恵美（重点支援）、斉藤圭太（連携大学院生）、

西澤千穂（千葉大大学院、研究生）、盛武 敬（筑波

大、研究生）、R. Khoroljav（研究生）、奥田洋平

（芝浦工大、実習生）、 Mandal Badal（客員協力研

究員（JSPS フェロー））

３．目的

放射線防護への貢献を目的として、放射線による

生体障害を、活性酸素・ラジカルの関与を通して、

分子、細胞、組織及び個体レベルで明らかにし、活

性酸素・ラジカルに対する消去化合物の探索を行う。

以下を目標としている。 (1) 放射線による活性酸

素・ラジカル生成の 評価法を確立し、活性

酸素・ラジカルの生成と障害との関係を明らかにす

る。 (2) 極微量核酸成分定量技術を利用して、放射

線・活性酸素に対する内在レトロウイルスのゲノム

不安定化に対する寄与、および誘導性遺伝子である

HO-1 の制御機構を明らかにする。 (3) 放射線起因

一酸化窒素が内分泌系器官に与える影響、特に放射

線発癌の修飾因子を明らかにし、予防を可能とする。

(4) 放射線により生じる活性酸素・ラジカルの生体

成分への障害機構を明らかにし、それらに対するレ

ドックス制御物質を開発する。

４，５ 研究経過・成果

１）生体内で生成する活性酸素・活性窒素・フリー

ラジカルを in vivo で 評価する方法の開発研究。

OH ラジカルとジメチルスルフォキシド（DMSO）か

ら生じるメチルラジカルを PBN で捕捉し、放射線に

より生体内で生成する OH ラジカルを測定する方法

を検討し、昨年度までに X線照射ラットの胆汁中に

PBNの OHラジカル付加体と思われるESRシグナルを

検出した。今年度はこのシグナルとX線によるOHラ

ジカル生成との関係について研究し、1) 胆汁中のシ

グナルが照射線量に比例して増大する（80 Gy照射で

POBN メチルアダクト濃度として 170 nM に相当）、

2)13C- DMSO を用いた実験から検出された付加体が

OH ラジカルと DMSO との反応で生じたメチルラジカ

ルに由来する、3) 抗酸化剤であるシステアミンの投

与でメチルラジカルの PBN 付加体のシグナル増大が

抑制される、という結果を得た。これらのことから、

ラットの X線照射で胆汁中に検出された ESR シグナ

ルは、X 線照射によるラット体内での OH ラジカルの

生成を見ていることが確認された。

2) 放射線およびレドックス状態の変動による自己

変異遺伝子および誘導性遺伝子の制御機構の解明。

ストレス応答遺伝子については放射線応答を実証

し、内在ゲノム変異原については前年度の成果を利

用して選択的検出技術の開発を行い以下の成果を得

た。ヘムオキシゲナーゼ (HO)-1 遺伝子のストレス

応答性の分子解析を進め、17GyのX線を全身照射し

たラットの肝臓における HO-1 遺伝子発現をノザン

およびウェスタンブロット分析した。HO-1 の mRNA

および蛋白が、それぞれ照射後 4時間で一過性に 4

倍および 4時間以降持続的に 1.6 倍増加することを

見出し、当該遺伝子が放射線ストレス応答性である

ことを明らかにした。

内在レトロウイルス intracisternal A-particle

(IAP) のゲノム不安定化に対する寄与を評価するた

めには活性型の IAP RNA を測定する必要がある。し

かし、マウス核酸に膨大量含まれる不活性型の IAP

が測定を妨害するため、従来のノザン分析による選

択的分析は困難であった。今年度、real-time RT

PCR 技術を改良してノザン分析以上の再現性と精度

による測定方法の開発に成功し、さらに活性型 IAP

の LTR の転写制御領域に偏在する 8 箇所の塩基配列

の特徴を利用して活性型 IAP の RNA および DNA の選

2.2.2 生物系基盤研究

2.2.2.1 放射線に対するレドックス制御に関する研究
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択的な分析を可能とした。

3) 放射線起因ラジカルによる生体障害（内分泌器官

の障害）と制御の相関に関する研究。

昨年度までに、放射線によるラット乳腺腫瘍（乳

癌）の誘発に一酸化窒素（NO）ラジカル／ NO 合成酵

素（NOS）系が関与している事を明らかにした。即ち、

1) ラット乳腺に3種類のNOSアイソフォームが局在

し、乳腺局所においても NO 産生している，2) NO 捕

捉剤（Fe2+-DETC）あるいは NOS 阻害物質（PBITU）

が放射線による乳癌発生を抑制し、乳癌発症までの

潜伏期間を遅延させる、3) NO捕捉作用とNOS阻害活

性を有するクルクミンが放射線誘発乳腺腫瘍の発生

を抑制する、ことを報告した。しかし、放射線被曝

ラット乳腺における NO 産生を未だに直接捉えては

いなかった。本年度は、乳腺組織や乳腺上皮細胞の

培養系を用い、放射線によるNO産生の誘導を検討し

た。ラット乳腺をX線照射(3-100 Gy)しNO産生を２

日おきに１週間以上測定した。培地中に分泌された

NO 量をグリース法により NO2濃度から推定したが、

NO 量は非照射群とＸ線照射群の間に明瞭な差は観

察されなかった。一方、マウス乳腺上皮細胞（HC11）

の培養系を用い NO 産生に対する放射線の影響を調

べた。HC11 細胞をＸ線照射（3 Gy または 10 Gy）し、

照射直後ならび1-24時間でのNO産生をNO2濃度から

推定した。その結果、非照射群ではcNOS依存による

と思われるNO産生が認められるが、Ｘ線照射群では

照射直後から1時間以内で既にNO産生が非照射群に

比べて有意に増加（3-5 倍）しており、その後 NO 産

生量は徐々に低下し 24 時間までに非照射群の NO 産

生量と同程度にまで戻った。このようにマウス乳腺

上皮細胞培養系では、Ｘ線被曝直後から一過性に NO

産生が亢進している可能性が認められた。

4) 放射線による生体障害とレドックス制御物質に

関する研究

本年度は 1) 放射線による DNA 損傷を 8- ヒドロキ

シ-2’- デオキシグアノシン (8-OHdG) 生成を指標に

評価する、2) ニトロ化されたシトクロム c のアポ

トーシスに与える影響を決定する、3) γ- トコトリ

エノール等の活性酸素に対する消去能を調べ、ビタ

ミン Eやグルタチオンと比較する、などの研究を行

い以下のような成果を得た。

U87 グリオーマ細胞にＸ線または重粒子線を照射

し、核酸中の 8-OH-dG 含量を 8-OHdG/dG 比として

HPLC-ECD にて調べた。Ｘ線照射の場合、その値は対

照群に比して 10Gy の場合 1.1 倍、20Gy の場合 1.6

倍であり、重粒子線の場合(20Gy,LET20,40,90)は対

照群に比して増加しなかった。サケ精巣由来の DNA

を in vitroで照射した時、X線照射の場合(10Gy)は

43 倍、重粒子線の場合 (10Gy)、LET20 では 28 倍、

LET40 では 22倍、LET80では 15倍と LETによる違い

が見られた。この8-OHdGの生成は、脳保護剤である

エダラボンにより、濃度依存的に抑制された。

細胞の増殖・分化・機能維持に重要なメカニズム

の一つであるアポトーシス現象に、活性窒素種によ

り引き起こされるシトクロム cのニトロ化修飾が及

ぼす影響を検討した。ラットグリオーマ（C6）細胞

にパーオキシナイトライト（PN）を作用させ、生化

学的なアポトーシスの指標であるカスパーゼ活性化

を調べた。PNの持続的負荷により C6 細胞死が誘発

されたがカスパーゼ３の活性化は抑制された。C6

細胞質抽出液を用い、試験管内無細胞系でカスパー

ゼ活性化を調べると、ニトロ化シトクロム cではカ

スパーゼ３の活性化能が減弱し、ニトロ化修飾に

よってシトクロム cを介するアポトーシス経路の活

性化が抑制されることが明らかになった。

放射線防護剤探索のためにγ- トコトリエノール、

イソオイゲノールやカテキンなどのポリフェノール

誘導体、アセチルシステイン、システアミン、ペニ

シラミンなどのチオール化合物を用い OH ラジカル

やスーパーオキシドに対する消去能を、ESR- スピン

トラッピング法を用いて IC50を比較することにより

調べた。OH ラジカル消去活性に関しては、ポリフェ

ノール誘導体とチオール化合物は0.6-1.9 mMの範囲

内の IC50値を示した。トロロックス（水溶性ビタミ

ンE）やグルタチオンは各々0.4と 1.6 mMであり、こ

れらと同等の消去能を示した。スーパーオキシド消

去活性に関しては、カテキンが 0.003 mM の IC50値で

最も強く、次いでシステアミン、ペニシラミンの順

であった。トロロックスの IC50値は 0.4 mM であり、

カテキンは高いスーパーオキシド消去活性を有する

ことが示された。γ- トコトリエノールは活性酸素

に対する有意の消去能は見られなかった。またカテ

キンなどの天然抗酸化剤は、活性ラジカル種への水

素移動反応により強い抗酸化活性を示すが、水素移

動反応には１段階の水素原子移動と、電子移動とプ

ロトン移動を経由する２段階機構が考えられる。カ

テキンの場合には、金属イオンを用いると電子移動

経由で生じる活性ラジカル種の一電子還元体アニオ

ンが安定化され、電子移動過程が顕著に加速される

ことから２段階機構であることを明らかにした。
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概況

本グループ研究の目的は、特に早期に確認できる

放射線誘発影響に着目し、放射線障害の機構解析、

程度予測、防御機構などについて、固体、組織、細

胞、分子レベルで総合的研究を行うことにより、放

射線のリスク評価およびリスク低減化に関する知見

の一層の充実を図ることである。構成４チームのう

ち、第１チームは生物学的線量推定に関する研究、

第２チームは放射線障害の修復要因の作用機序に関

する研究、第３チームは放射線適応応答現象とその

分子メカニズムに関する研究、第４チームは増殖・

分化に対する放射線の影響に関する研究を行う。

根井充主任研究官が本年度１年間、文部科学省研

究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室

に出向した。

今年度は海外からの客員研究員として7月20日ま

で中国疾病予防控制中心輻射防護与核安全医学所

（前中国衛生部工業衛生実験所）の王春燕研究員と

7月13日から同研究所の張偉研究員が本研究グルー

プに滞在して共同研究を実施した。また、千葉大学

大学院生の大高東生君と臺野和弘君を常勤研究生と

して受け入れて指導した。12 月にオランダのフ

ローニンゲン大学に原子力留学していた中島徹夫主

任研究官が帰国復帰し、全てのスタッフが揃った。

以下に各チームの研究成果を記す。

生物学的線量推定に関する研究（第 1 チーム）

早田勇、南久松真子、神田玲子、古川章、張偉 *

（*客員協力研究員）

末梢血リンパ球に出現する２動原体や環状染色体

の頻度を調べることにより、被ばく線量が推定でき

る。JCO 事故では当研究室が開発した培養リンパ球

をオカダ酸で処理して分裂間期の DNA を人為的に収

縮させて染色体が見えるようにした標本の環状染色

体（PCC リング）の頻度を調べる方法で高線量被ば

く者の被ばく線量を迅速に推定することが出来た。

環状染色体は通常 1 対の環として観察されるが、時

には単一の環として観察されることがあり、それに

ついては出現頻度の計数時に除外するなどの考慮を

しなければならない。本年度は PCC リング分析法に

よる被ばく線量推定精度を向上させる目的で PCC リ

ングの分子細胞学的特性を調べた結果を報告する。

X線照射（5-20Gy）リンパ球を培養しオカダ酸で

処理して染色体標本を作成し PCC リングをギムザ染

色法と FISH（蛍光原位分子交雑）法で解析した。染

色分体が対合しているもの（G2 期）と離れているも

の（M期後半）の頻度に差は無かった。後者では10～

20％が片方の分体が欠損する対不全リングであった。

動原体を蛍光染色して調べたところ、線量が高くな

るに従い動原体の無い環状染色体の比率が増加して

いた。また、２個の動原体を持つものの頻度も増加

していた。その線量依存性にはG2期とM期後半で差

が無かった。対不全リングでは両分体の確認できる

リングに比べてはるかに高頻度で２個の動原体を持

つものがあった。細胞をスライドグラスに展開させ

る（エアドライ）時、過剰に激しく展開させると M

期後半リングの場合一方の分体が飛び散って失われ

る可能性があるが、２個の動原体を持つ対不全リン

グには両分体が繋がって出来たものがあることが示

唆された。

放射線急性障害の発生機構および修飾要因に関する

研究（第２チーム）

相沢志郎、吉田和子、田中薫、王冰、北川昌伸＊、

山口修一＊＊、長谷川真紀＊＊（＊客員協力研究員、＊＊

研究生）

本研究は、放射線によって照射された生体におけ

る造血系細胞および胎生期形態形成期間の放射線影

響とそれを修飾する各因子の効果、またアポトーシ

ス誘発との関連について検討し、放射線障害の防護

の機構を解明することを目的とする。

C3H マウスがマウスレトロウイルスであるフレン

ドウイルスに感染すると、非致死線量の 3Gy 照射に

よっても赤血球減少により死亡するようになる。こ

のウイルス感染による造血組織の放射線障害の亢進

効果は p53 遺伝子機能に依存性であることを既に示

したが、本年度 p53 遺伝子の上流遺伝子である Atm、

DNA-PK遺伝子の役割を各遺伝子変異C3Hマウスを用

いて検討した。その結果、造血系細胞の放射線誘発

アポトーシスへのフレンドウイルス感染による亢進

効果は Atm、DNA-PK 遺伝子両方に依存性であるが、

放射線誘発致死効果へのウイルス感染による亢進作

用にはどちらかの遺伝子一つで十分という２つの現

象で異なる機構が作用するという結果が得られた。

胎児期形態形成期間の放射線影響については、器

官形成後期の妊娠11日目に全身照射し、マウス胎児

肢芽のアポトーシスの発現、および胎仔の肢指奇形

発生の観察を行った。同じ線量に対する放射線誘発

2.2.2.2 放射線障害に関する基盤的研究
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アポトーシスの発現、肢指奇形発生率及び重篤度は、

C57BL系マウスはICR系マウスより高かった。ICR系

妊娠マウスにおいて、異なる線量率で 5Gy 照射した

ところ放射線誘発アポトーシスの発現と肢指奇形の

重篤度には複雑な線量率効果関係が認められた。放

射線防護剤である OK432 は、放射線誘発アポトーシ

スと奇形発生に対しても防護作用があることが確認

された。以上の結果、マウス胚器官形成後期におけ

る放射線誘発奇形発生の原因である放射線誘発アポ

トーシスの発現は、実験動物系統と放射線線量率に

関連し、放射線防護剤により修飾されることが分

かった。

放射線適応応答現象とその分子メカニズムに関する

研究（第 3チーム）

湯川修身、根井充、中島徹夫、王 冰 *、臺野和

弘 **、能勢正子 ***、大山ハルミ ***、沼田幸子 ***、稲

葉浩子 ***、藤田和子 ***、佐久間梢 ****、 (*第２チー

ム、**研究生、*** 客員研究員、****役務員 )

本研究では低線量放射線による適応応答について、

高線量放射線による致死の救命、奇形発生軽減、長

期影響、遺伝子発現調節、シグナル伝達系誘導等の

機構解明を目的とした。

低線量放射線による適応応答での成体マウスの救

命効果機構に関しては、これまでに、マウスが致死

線量照射前の 0.5Gy 前照射により顕著に救命され、

その効果が末梢血球障害の回復無しに生じることを

示した。今年度はさらに免疫系障害との関連の有無

について検討し、免疫に関与するプラーク形成細胞

の変動と救命効果とは必ずしも平行しないことを明

らかにした。

マウス発生過程で誘導される適応応答に関しては、

0.3Gy 前照射による奇形発生率と生存率に関する適

応応答が２つの異なった線量率によって誘導される

こと、適応応答で出生したマウス新生仔の寿命、脳

などの器官損傷、発育延遅、行動異常等が生じてい

ること、および寿命短縮の傾向があること、等を明

らかにした。

低線量放射線による遺伝子発現制御機構に関して

は、ヒト白血病由来細胞 ML1 での p21 遺伝子の転写

制御に p53 以外の因子が関与することをすでに示し

たが、それらの検索を網羅的ゲルシフトアッセイ法

を用いて行い、p21 遺伝子上流の複数領域に 0.5Gy

および 0.2Gy の X 線により因子の結合・解離が起こ

り、転写開始部位から上流 2kb の顕著な結合・解離

部位は p53 認識部位の近傍であることから、因子間

の相互作用が示唆された。また、ポリアミン代謝酵

素であるスペルミジンスペルミンアセチル基転移酵

素遺伝子の抗酸化剤応答エレメントへ結合する因子

が転写因子 Nrf2 ファミリーを含んでおり、0.5Gy の

X 線照射により構造変化を起こすことを明らかにし

た。

低線量放射線による初期応答シグナル伝達系の解

析では、担当者が１２月に留学から帰国後、PKC の

生存シグナルとしての機能解析のため、PKC（αある

いはβＩ )の局在性変化および関連タンパク質の解

析に着手し、また、適応応答との直接関連を調べる

ために、適応応答が報告されている細胞株の導入準

備を開始した。

増殖・分化に対する放射線の影響に関する研究

(第 4チーム )

廣部知久、五日市ひろみ、笠井清美、森雅彦、村

上正弘、小池学、菅谷公彦、二宮康晴、大高東生 *、

大場基 ** （*研究生、**客員協力研究員）

本研究の目的は細胞の増殖・分化に対する放射線

の影響の機構を、様々な実験系で明らかにすること

である。

本年度は中期計画の計画に沿ってほぼ順調に研究

が進展した。

マウスの紫外線誘発色素斑形成（メラノサイトの

増殖・分化異常）に重要な働きをしているのが、ケ

ラチノサイトに由来する顆粒球マクロファージコロ

ニー形成因子であることを明らかにした。DNA 二重

鎖切断修復経路における非相同末端結合反応に関与

する因子の一つでる XRCC4 のヒト細胞における働き

を調べるためにヒト培養細胞を用いて XRCC4 遺伝子

を標的に遺伝子破壊を行い、両 XRCC4 遺伝子座を破

壊した細胞を作製した。XRCC4 遺伝子破壊細胞は、

電離放射線に対し著しく感受性をしめし、細胞増殖

率の低下もみられた。13 年度に分離した分裂酵母

の形質変換株の表現型を解析した。また、染色体不

安定性発生機構における転写反応の影響（遺伝子増

幅と転写反応の関連につい て）を、哺乳類 RNA ポリ

メラーゼII変異株を用いて、メソトレキセート耐性

株の出現頻度を指標に解析できた。リン K殻共鳴内

殻電離を生じるエネルギーのエックス線での高致死

効果の主原因が DNA ２重鎖切断であるかどうかを明

らかにするため、DNA ２重鎖切断修復欠損細胞を用

いてリン K殻共鳴エネルギー（2.153 keV）およびそ

の両側のエネルギー（2.146、2.160keV）での細胞致

死効果を比較した。全細胞株で 2.153 keV が最も致

死効果が高かったものの、野生株３種、相同組換え

修復系を欠損する２種、非相同結合修復系を欠損す

る３種で細胞による差は認められなかった。電離放

射線照射後に血液リンパ球に生じた染色体異常の構



-34-

造解析に、原子間力顕微鏡（AFM）を応用し、染色体

異常の構造を詳細に可視化、解析する事が出来た。

13 年度に樹立した Ku80 タンパク質の放射線感受性

関連機能領域候補部分に点突然変異を持つ形質転換

ほ乳類細胞株を材料にタンパク質バイオイメージン

グ技術や分子細胞生物学的手法により解析し、この

領域が放射線感受性に関与することを明らかにした。

また、さらに、Ku80 の他の領域についても突然変異

を持つ細胞株を樹立し、放射線感受性に関与する領

域を探索した結果、新たに関与する領域候補を同定

した。
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概況

本研究グループは、先ず質の高い遺伝子発現プロ

フィール解析技術を確立してマウス、ヒト細胞にお

ける放射線応答機構の解明手段とし、これを用いて

放射線防御機構に関与する遺伝子群を網羅的に同定

することにより、それら遺伝子の発現情報を獲得す

る。次いで、得られた遺伝子が破壊された細胞を作

出し、遺伝子作用相互の関係を系統的に明らかにす

る。本研究グループは以上２項目を中期目標として

平成 13年度に発足した。平成 17 年度まで５年間の

達成目標は（１）全発現可能遺伝子の８割をカバー

する改良ＡＦＬＰ法による遺伝子発現プロフィール

解析技術を完成、（２）マウス、ヒトにおける放射線

応答性遺伝子の同定（100 種類以上）、（３）放射線

応答遺伝子の細胞株（５種類以上）樹立と、遺伝子

間ネットワークにおける遺伝子相互の関係解明、で

ある。

そこで平成 14 年度は［1］H13 年度に部分的に単

離した数多くのＡＴＭノックアウトマウス由来細胞

で特異的に誘導されている遺伝子、特異的に抑制さ

れている遺伝子の、完全長 cDNA の単離を行い、その

ゲノム構造を決定すること、［2］得られた遺伝子の

内、一部について遺伝子改変マウスの作成を行うこ

と。P53 ノックアウトマウスにおいても ATM ノック

アウトマウスと同様の完全長 cDNA 単離および遺伝

子改変マウス作成を行うこと、の２項目を企図した。

HiCEP 技術開発は、本年度に細胞内全発現遺伝子

の７０～８０％（原理に基づくほぼ限界）を検出

し、1.2 倍以下の発現変動まで検出できる感度を実

現した。検出系の高速化、情報処理様ソフトウエ

アーの開発、分取のハイスループット化も達成した。

なお偽陽性率低減が最大の技術改良点であり、従来

使用されてきた AFLP 法で約８０％であった偽陽性

ピークを本年度は４％以下にまで劇的に減少させた。

９６％以上のピークが真性であるので、本技術によ

り全てのピークと遺伝子の関係が揺らぎ無く正確に

決定できる。従来技術とは異なり、解析のための塩

基配列情報を必要としないため、未知の遺伝子なら

びに蛋白をコードしない転写物をも検出でき、これ

まで不可能であった転写物総体（トランスクリプ

トーム）の解析が HiCEP 技術により初めて可能と

なった。これにより中期計画の目標をほぼ達成した

と言える。

平成１４年度計画の遺伝子ノックアウトに関し

ては、cDNA の単離を行い、マウス作成ラインを構築

し終え、最初にRECQL4遺伝子ノックアウトマウスを

作出した。その他、ヒト及びマウス転写配列データ

ベースの充実化を目標に、10 万種弱のヒト SNP 候補

の同定、alternative transcript の整理に成功し、

放医研ホームページに公開した。

HiCEP 技術実用化の一環として本技術を提供する

ベンチャー（メッセンジャー・スケープ社）が、メ

イズ、日清紡、オリエンタル酵母（株）により設立

され、活発に活動中である。既に１０件以上の契約

が進行中で、200 件以上の問い合わせがある。また

本技術を中心とした共同研究（理研神戸再生発生セ

ンター、理研筑波バイオリソースセンター、産総研、

山口大学等）が精力的に行われている。

外部資金として公募型「２１世紀型革新的先端ラ

イフサイエンス技術開発プロジェクト - 高度先

端解析技術開発プログラム - 高精度遺伝子発現

解析技術領域「新規高精度遺伝子発現プロフィール：

HiCEP 法の開発」を取得。本年度は１億５０００万

円（管理費含）で試験期間（ＦＳ期間）とされ、年

度末に本予算化の為の審査を受けた。また、数件の

特許申請準備が進行中である。これに関連する独法

成果活用事業として、「遺伝子特許獲得体制の整備」

遺伝子特許獲得予算：「ATM 関連遺伝子機能解析」（安

倍真澄他）、「RecQ ヘリケース遺伝子破壊マウス遺伝

子機能確認」（安倍真澄他）、「hNP95 核タンパク質の

精製とモノクロナール抗体の作成」（巽 紘一）を実

施した。

なお、当グループは上記の基盤研究のほか、委託

研究：高度先端解析技術開発プログラム「新規高精

度遺伝子発現プロフィール（HiCEP）法の開発」、プ

ロジェクト研究：放射線人体影響研究「低線量放射

線の生体影響に関する総合的研究：遺伝的要因によ

る放射線発がんリスクの修飾に関する研究」（古野育

子、野田攸子、久保ゑい子、巽 紘一、古瀬 健）、

基盤研究：原子力基盤技術総合的研究「放射線損傷

の認識と修復機構の解析とナノレベルでのビジュア

ル化システムの開発」（巽 紘一、古野育子）、重粒

子線がん治療装置等共同利用研究「Effects of

Radioprotectors on Mutation in Cultured

Mammalian Cells by Carbon Beam」（チャールズ・ワ

ルドレン、上野昭子、ダイアン・バネー）、理事長調

整費指定研究「ゲノム安定性保持における新規核タ

ンパク質ＮＰ９５の役割」（武藤正弘、巽 紘一、

2.2.2.3 放射線応答遺伝子発現ネットワーク解析研究
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久保ゑい子）、センター長調整費助成金による研究：

「蛋白質多様性の体系的検索」（斎藤俊行）、「体細胞

を幹細胞化する遺伝子の単離」（荒木良子他）、

「RECQL4 ヘリケース欠損マウスの作成」（大畑樹也

他）、「AT の病態と関係する遺伝子の単離」（藤森 亮

他）、「放射線発がん防御における SOS 修復」（田ノ岡

宏他）を行った。

客員研究員として藤森亮博士、武藤正弘博士、高

橋宏和博士および山口大学千葉喜彦教授、博士号取

得若手研究員として荒木良子博士、客員技術員とし

て藤森ゆう子、林昭子、浅野達也、黒田 毅、高野

淑識の諸氏が研究に従事された。さらに客員協力研

究員として、古瀬健博士、金沢医科大学総合医学研

究所栗原孝行講師、電力中央研究所研究顧問田ノ岡

宏博士、高橋宏和博士、日清紡績株式会社佐々木直

一研究員、中原麻希研究員、Joseph John Rodrigue

博士、科学技術振興事業団三井悦子氏、放射線影響

研究所上野昭子博士、筑波大学体育科学系河野一郎

教授、東京大学大学院総合文化研究科秋本崇之助手

からそれぞれ研究協力を受けた。研究生として、安

藤俊輔、鮫島永子、田端義巌の諸氏が参加した。
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概況

平成14年度は中期計画の第２年度で、論文発表な

ど順調に成果が得られた。

顕微受精による卵子の生存・発生率に関しては、顕

微受精培地や卵子の排卵後の卵齢が影響することが

示され、さらに顕微受精法での遺伝子改変動物の作

成も行った。また、体外受精培地開発に関し、受精

（精子－卵子相互作用）と受精能に獲得について、

カルシウム濃度と浸透圧が受精に大きな影響を及ぼ

すことが示された。

メダカミュータジェネシスに関しては，突然変異

誘発剤クロラムブシルによる突然変異の誘発率測定

をテスターメダカを用いて行った。その結果，クロ

ラムブシルが高率に突然変異を誘発することが判っ

た。

実験動物感染症の診断技術の高度化に関し、新規

導入・異常動物に対して迅速かつ正確なマウス肝炎

の遺伝子診断を行うと同時に、呼吸器病原体である

マイコプラズマの遺伝子診断法を確立した。

実験動物の生理・病態データ収集に関し、呼吸器病

原細菌に対する当所生産マウス系統別感受性及び感

受性差への主要組織適合遺伝子複合体（H2）の関与

を病理組織学的に検討するとともに、生産マウス３

系統の基礎的解剖データを誌上とホームページ上に

発表した。

なお、石川は日本医科大学にて神経解剖学の非常

勤講師を、松下は東邦大学理学部で実験動物学の非

常勤講師を、さらに松下と河野は東邦大学理学部に

おいて実験動物学実習の非常勤講師を務めた。

また、平成 14 年 11 月より丸山耕一を博士号取得

若手研究員、12 月より松本厚子を客員技術員として

採用した。

研究課題名

放射線影響研究のための実験動物の開発に関する研

究

研究担当者

放射線安全研究センター 実験動物開発研究グルー

プ 松下 悟、石川裕二、鬼頭靖司、青木一子（客

員協力研究員）

研究基盤部 実験動物開発・管理室 岡本正則、河

野明広、重茂浩美

目的

新規の放射線関連遺伝子改変動物や放射線高感受

性動物を作成し、遺伝学的及び微生物学的に統御さ

れた実験動物系統を樹立する。以下を達成目標とす

る。

・顕微受精を用いた遺伝子改変動物作成方法と精子

凍結保存法を確立し、未受精卵培養法を用いた新

規発生工学技術を確立する。

・メダカのミュータジェネシス（突然変異誘発）技

術を確立し、放射線感受性メダカを少なくとも１

系統樹立する。

・実験動物感染症の診断技術について分子生物学的

方法を用いて高度化するとともに、新規開発・既

存動物の生理・病態に関するデータを収集・公表

する。

研究経過

・顕微受精卵の生存率や発生率を向上し、顕微受精

法を実用化して遺伝子改変マウスの作成を行う。

・マウス初期胚培地を体外受精培地に改良し、近交

系マウスの受精をコントロールしている因子を解

明する。

・テスターメダカを用いて劣性突然変異頻度測定を

行う。

・実験小動物の主要な病原ウイルス感染症であるマ

ウス肝炎及び乳酸脱水素酵素ウイルスの遺伝子診

断法をルーチン化すると共に、マイコプラズマゲ

ノム検出のための PCR 法とサザンブロット法の条

件設定を行い、感染症の診断技術を高度化する。

・放射線影響研究に用いる実験動物の病態特性を明

確にするため、呼吸器病原細菌（カーバチルス）

に対する放医研生産マウス系統別の感受性データ

の収集と感受性差について検討を行う。

研究成果

１．顕微受精（ICSI）卵の生存性・体外発生率を向上

させるために PVP（ポリビニルピロリドン）のロッ

トによる違いと排卵後の卵齢の影響を調べた。

PVP は製造元により生存性・発生率が異なること

が示された。また卵齢は排卵誘起ホルモン投与後

13 ～ 21 時間の間で調べた結果、生存性について

は若いほど低いが逆に発生率は高く、排卵後の卵

齢時間の選択は重要な因子であることが示された。

最終的には 80％以上の生存性と 50％以上の胚盤

2.2.2.4 放射線影響研究のための実験動物の開発に関する研究
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胞期胚への発生が得られた。

さらに ICSI 法を用いて２種類の DNA を導入し、

トランスジェニックマウスの作成に成功し、ICSI

法の実用化が可能であることを示した。GFP 遺伝

子を導入した体外発生卵では、従来法である前核

注入法に比べ遺伝子発現は高く、また遺伝子導入

率も良好（8 個体 /368 卵子）であった。

２．体外受精培地の改良では培地組成の違いから受

精率が異なることを基に、培地を組成するイオン

が配偶子受精能にどのように影響しているのかを

調べた。今年度は受精過程そのものに焦点をあて

Na+イオンが受精に与える影響について調べた結

果、高 Na+イオンで受精率が大幅に上昇した。さ

らに Na+の影響か浸透圧の影響かを区別する実験

を行ったところ浸透圧が受精に大きく影響してい

ることが示され、大きなブレークスルーとなった。

３．メダカのミュータジェネシス技術に関し、クロ

ラムブシルによる誘発突然変異頻度測定をテス

ターメダカを用いた特定座位試験により行った。

その頻度は、精細胞で～ 10-2/ 世代 / 遺伝子座、

精母細胞で～ 3x10-3/ 世代 /遺伝子座であった。

メダカ自然突然変異率が～ 4x10-5/ 世代 / 遺伝子

座であることを考えると、クロラムブシルは極め

て有効な突然変異誘発剤であることが判明した。

これによって、クロラムブシルによって高効率な

突然変異誘発が可能なことをメダカで初めて示す

ことができた。

４．PCR 法によるマイコプラズマゲノム検出法を確

立した。以前報告されている16S rRNAをターゲッ

トにした PCR 法を改良し、他の細菌ゲノムとのコ

ンタミネーションを回避するために 16-23S rRNA

スペーサー領域をターゲットにした方法を設定し、

所外で分離された齧歯類由来マイコプラズマ数株

を用いてその特異性を確認した。今年度末までに

当所で発生したマイコプラズマ感染症に対し新規

ゲノム検出法を導入した結果、遺伝子診断が可能

であった。

肝の肉眼病変によりマウス肝炎が疑われた免疫

不全マウスとその周辺飼育マウスに対して、マウ

ス肝炎の遺伝子診断を行った。結果、いずれの個

体も感染が認められなく、遺伝子診断のルーチン

化を進めることが可能であった。

５．実験動物の病態データの収集に関し、既存生産

マウス 3系統（RFM/Ms, CB-17/Icr-+/+, STS/A）

についてカーバチルスの感染実験を行い、CB-

17/Icr-+/+と STS/A は C3H/He や C57BL/6Jと同様

中程度の感受性、RFM/Ms は A/J と同様感受性が低

いことを明確にした。さらに、H2 コンジェニック

マウスで感受性差への H2 の関与を病理組織学的

に検討したが、有意な差は認められず、カーバチ

ルスの感受性に H2 が単独で関与する可能性は低

いことを示唆した。

６．遺伝子改変動物の作製に関し、遺伝子発現ネッ

トワーク研究グループとの共同研究により、発現

プロファイル研究により同定された新規遺伝子を

組み込んだ遺伝子改変マウス作出実験を開始した。

特殊な機器を必要としない簡便な手法である胚性

幹細胞（ES細胞 ) と宿主胚との凝集法を用い、遺

伝子改変マウスの作出実験を実施した。異なる３

種類の遺伝子を組み込んだ ES 細胞由来の遺伝子

改変マウスを作出するため、凝集技術やキメラ胚

培養用培地等に検討・改良を加えた結果、毛色キ

メラ個体の作出成績は各々遺伝子 A：23.2(19/82)、

遺伝子 B:30.9(17/55)、遺伝子 C:40.2％(39/97)、

対照区：56.4％ (128/227) となった。以上の成果

により、きわめて高率で安定した遺伝子改変マウ

ス作出実験系を確立することができた。

７．実験動物の生理的データの収集に関し、昨年度

開発した基礎的な体格及び解剖学的数値の集計

データベースソフトを用い、実験動物開発・管理

室と共同で生産マウス３系統（C.B-17/ICR-+/+,

C.B-17/ICR-scid, RFM/Ms）の基礎的解剖データに

ついて、誌上と HP 上に発表した。
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研究担当者

小木曽洋一、山田 裕、中村慎吾（研究生）、田中

聡（研究生）

（内部被ばく影響研究グループ）

目的

本研究はこれまでに得られたプルトニウム生物影

響研究の成果を踏まえ、以下の２点を達成目標とし

て、低レベルのプルトニウム吸入被ばく及び注射投

与による発がんリスクとその特異性を動物実験によ

り解析するものである。

・低レベル酸化プルトニウムのラットへの吸入被ば

くによる肺がんリスクを実証し、線量効果関係を

明らかにする。

・可溶性クエン酸プルトニウムのマウスへの注射内

部被ばくによる発がんとその特異性を明らかにす

る。

研究経過

今年度は昨年度に引き続いて、プルトニウム内部

被ばく発がんのリスクとその特異性の解明のため、

以下のような動物実験群の生涯飼育とそれぞれの死

亡個体の病理学的・細胞分子生物学的解析研究を

行った。

・低レベル（初期肺沈着量 20-30 Bq 以下）酸化プル

トニウム吸入曝露ラット（W/M 系）に生じる肺腫

瘍の病理組織学的診断とがん関連遺伝子変異につ

いて検索を行うとともに、発生率の線量効果およ

び腫瘍組織型・発生起源について、低LET放射線（X

線）照射同系ラットに発生した肺腫瘍との比較を

行った。

・クエン酸プルトニウム注射投与マウス（C3H/He,

C57BL/6, B6C3F1 の 3系統）に生じる骨腫瘍および

リンパ造血系腫瘍等の病理組織学的診断とがん関

連遺伝子変異について検索を行うとともに、その

特異性についてアルキル化剤 MNU を投与し、ある

い は 低 LET ガ ン マ 線 照 射 マ ウ ス（C3H/He,

C57BL/6, B6C3F1 の 3 系統）に発生した腫瘍、と

くにリンパ腫との比較を行った。

・アルファ線特異的細胞応答について、プルトニウ

ム投与動物に誘発された腫瘍から得られた培養細

胞株、化学物質やγ線等で誘発されたラット呼吸

気道上皮細胞由来突然変異・形質転換細胞株を用

いて、ヌードマウスへの可移植性・腫瘍原性およ

びそれに関わるがん関連遺伝子変異解析を行った。

研究成果

（１）酸化プルトニウム吸入曝露ラット肺腫瘍の線

量効果とその特異性に関する研究

ａ . 低レベル酸化プルトニウム吸入曝露実験群

は、平成 14 年末までに全てが死亡し、病理解

剖・組織検査を完了した。これら死亡個体を含

む吸入曝露群 600 匹と非曝露対照群 200 余匹に

ついて解析した結果、原発肺腫瘍発生率の線量

効果に関して、肺線量 0.16 Gy 近辺での悪性癌

腫発生率は対照群のそれと有意差はなく、閾値

様線量域のある LQ 型線量反応を示すことが明

らかになった。

ｂ . 酸化プルトニウム吸入による肺腫瘍の組織

型は、腺腫および腺癌が全体の 76% であり、そ

の起源となる標的細胞を明らかにするため、確

定診断された肺腫瘍 135 例の特異抗体を用いた

免疫組織学的検査を行ったところ、大部分を占

める腺腫および腺癌はⅡ型肺胞上皮細胞ない

し Clara細胞由来であることが明らかにされた。

ｃ . また酸化プルトニウム吸入による肺腫瘍発

生の分子機構に関わるがん関連遺伝子変異を明

らかにするため、原発肺腫瘍 98 例から抽出し

たDNAについてがん抑制遺伝子p53のPCR-SSCP

解析とdirect sequenceを行ったところ、約13%

に Exon 5 ないし 6 における CpG サイト (G→ A

ないし C→ T) の点突然変異が検出された。

ｄ . 一方、X 線を全身分割照射あるいは胸部 1回

照射した群は非照射対照ラットの一部を除き、

大部分が平成 14 年度末までに死亡し、病理解

剖・組織検査をほぼ終了した。照射ラット 560

匹と対照群 160 匹について解析した結果、原発

肺腫瘍発生率は、1 Gy 以上から微増するが、10

Gy でも最高 20-30%（癌腫で 15%）と低く、酸化

プルトニウム吸入曝露による線量効果と比較す

ると約 10-11 倍の差異がみとめられた。一方、

その組織型は酸化プルトニウム吸入の場合と同

様、大部分腺腫・腺癌であり、ほとんどがⅡ型

肺胞上皮細胞ないし Clara 細胞を起源とするも

のであることが免疫組織学的に明らかにされ、

放射線誘発肺腫瘍の標的細胞に線質差はないと

考えられた。しかしながら、X線誘発肺腫瘍例

33例抽出したDNAについて検討したp53突然変

2.2.2.5 プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効果に関する研究



-40-

異率はわずか 1 例（3.0%）であり、Exon 6 にお

ける C→ T点突然変異であること等、プルトニ

ウム誘発肺腫瘍との違いも示唆された。

ｅ . また、フランス原子力庁放射線生物学・病理

学研究部門（DRR/CEA）との間で数年間行ってき

た共同研究により、酸化ネプツニウムあるいは

ラドン娘核種吸入ラットに発生した肺腫瘍の組

織型は扁平上皮癌が比較的多く、それぞれ22例

および 15 例と少数ながら抽出された DNA につ

いて検討した p53 突然変異率はネプツニウム

でわずか 1 例（4.5%；Exon 5 における C→ T

点突然変異）であり、ラドンでは全く検出され

ない等、アルファ核種間でもプルトニウムとの

違いが明らかとなった。

（２）クエン酸プルトニウム注射投与マウスの腫瘍

スペクトルとその特異性に関する研究

ａ .種々の投与量（10-10000 Bq）のクエン酸プル

トニウムを注射投与したマウス（C3H/ C57BL,

BC3F1の 3 系統）は平成 14 年末までに全て死亡

し、病理組織・免疫組織検索を完了した。対照

群も含め各系統 210 匹、計 630 匹を解析した結

果、椎骨・大腿骨等骨梁・類洞が発達し、骨髄

成分に富む骨に集中的に骨肉腫が発生し、若干

の系統差はあるものの、投与量 500-1000Bq（骨

線量 2.5-4.0 Gy）で発生率 50-60% となる線量効

果を示した。さらに感受性の背景となる分子機

構を検討するため、骨肉腫11症例から選んだ新

鮮凍結試料の抽出DNAについてPCR-SSCP解析に

より、p53、K,-, H-, N- ras 等がん遺伝子・抑

制遺伝子の変異を調べたところ、1例の p53 異

常（Exon 7 上の C→ A点突然変異）が検出され

たのみで、他は全て正常（野生型）であった。

ｂ.また、いずれの系統でもとくに5000 Bq以上投

与群では、発生率は 10-30％と低いものの、リ

ンパ腫が投与後 180-300 日の早期に発生してく

ること、その特徴として全身のリンパ組織が侵

襲され、白血病性であること、特異抗体による

免疫組織学的検査により非 T細胞性かつ B前駆

細胞性の表現型を有しているものの割合が増加

していることが明らかとなった。

ｃ.一方、同じ3系統のマウスにアルキル化剤MNU

を注射投与すると、発生率は異なるものの、い

ずれの系統でも投与後 30-100 日で胸腺リンパ

腫が高頻度に発生すること、そのほとんどが免

疫組織学的検査で T芽細胞性・白血病性である

こと等、プルトニウム投与後にみられるリンパ

腫との違いが明らかとなった。

ｄ . さらにプルトニウム投与によって生じる腫

瘍スペクトル、とくにリンパ造血系腫瘍の発生

率・組織細胞型・遺伝子変異等との比較解析を

行うため、線量 1-3 Gy の低 LET ガンマ線を全身

照射した 3系統のマウス（各 200 匹、合計 600

匹）の生涯飼育・観察を継続中であるが、現在

までに死亡した個体の病理組織・免疫組織検索

では、T細胞性リンパ腫 6-7 割に対して、B細胞

性ないし B 前駆細胞性リンパ腫の割合は系統差

があって多様である傾向がみとめられている。

（３）アルファ線特異的細胞応答に関する研究

ａ . 酸化プルトニウム吸入ラットの肺腫瘍組織

（腺癌）、及びクエン酸プルトニウム注射マウ

スの骨腫瘍組織（骨肉腫）、それぞれ１例から、

0.25% トリプシン処理と 10% 牛胎仔血清入 DMEM

培養により継代可能な培養細胞株を得た。ダブ

リングタイムはそれぞれ、肺腫瘍由来細胞株

（PuD2）で約 20 時間、骨腫瘍由来細胞株（mOS）

で約 50 時間であった。PuD2 細胞は元の腺癌と

類 似 す る 細 胞 形 態 を 有 し、surfactant

apoprotein A 陽性であったことから、II 型肺胞

上皮細胞由来と考えられた。一方、mOS 細胞は、

紡錘形あるいは多核巨細胞の形態を有し、酒石

酸抵抗性酸フォスファターゼ（TRAP）陽性であ

ることから、少なくとも一部は破骨細胞由来で

あることが明らかとなった。

ｂ . 上記プルトニウム誘発腫瘍由来の細胞株を

それぞれヌードマウス（nu/nu）の背部皮下に 5x105

～ 4x106個宛移植したところ、PuD2細胞では、

移植後 1 週目から結節をみとめ、２週目で径

12-15mm に達し、その細胞を再度別のヌードマ

ウスに移植しても同様の腫瘤形成をみとめたこ

とからこの細胞株の腫瘍原性・可移植性を確認

できた。しかしながら、mOS 細胞株については、

これまでのところ移植後腫瘤形成はみとめられ

ていない。

ｃ . また DRR/CEA（フランス）との共同研究によ

り、化学物質（ベンツピレン）で誘導したラッ

ト胎仔気道上皮細胞由来突然変異細胞株（BP；

Dr. E. May より供与）およびγ線（60Co）照射で

誘導されたラット気管上皮細胞由来形質転換細

胞株（RTiv3；Dr. J-L. Poncy より供与）それぞ

れを、ヌードマウス皮下に移植したところ、前

者（BP）では、ほぼ 1週から 2 週目に腫瘤塊を

形成し、再度の移植でも同様であったことから、

既に腫瘍原性を獲得していることが示唆された

が、後者（RTiv3）ではみとめられておらず、現



-41-

在 p53 等がん抑制遺伝子を中心に、両細胞株の

移植前後におけるがん関連遺伝子変異解析をす

すめているところである。

d. アルファ線誘発突然変異・形質転換細胞株を

得るために、大量の細胞照射を可能とするアル

ファ線（238Pu） 照射装置の設定と安全

取り扱い方法の検討を行った。本装置について

は現在特許申請中であるが、今後はアルファ線

誘発突然変異あるいは形質転換細胞株の確立と、

ヌードマウスへの移植による腫瘍原性・可移植

性およびがん関連遺伝子変異解析を行って、上

記化学物質あるいは低 LET 放射線誘発細胞株と

の比較によりアルファ線特異的細胞応答を明ら

かにする予定である。
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概況

臨床試験において良好な成果を挙げつつある重粒

子線治療の有効性を踏まえ、重粒子線治療の普及に

向けて治療装置の小型化に必要な設計の最適化と要

素技術の開発研究を実施し、以下を達成目標として

いる。その一環として、高品質ビームの生成に関す

る研究を行っており、特に、イオンビームの短パル

ス化の研究を行った。

研究課題名

高品質ビームの生成：短パルス・イオンビームの

生成

１．研究担当者

山田 聰、本間壽廣、坂本幸雄、北條 悟、高田

栄一、河野耕二、須田 充、村松正幸、吉本光男、

村上 健、杉浦彰則、佐藤幸夫、北川敦志、熊田雅

之、金澤光隆、野田耕司、取越正己、佐々木誠（博

士研究員）、岩田佳之（科技特）、藤沢高志（重点支

援）、古川卓司（客員技術員）、田辺徹美（客員研究

員）、曽我文宣（客員研究員）、V.Kapin（STAﾌｪﾛｰ）、

渋谷慎二（研究生）、丹大輔（実習生）、内山宙志

（研究生）、平林誠貴（研究生）

２．目的

炭素線によるがん治療では、直接作用が主である

が、間接作用も無視する事はできない。この間接作

用では H、OH ラジカルの生成・消滅機構が重要な役

割を果たしている。このようなラジカルの生成・消

滅機構の解明に電子線を用いたパルスラジオリシス

が多くの有用なデータを提供したのに対して、イオ

ンビームによるラジカルの時間変化を直接測定して

いる例は非常に少ない。それは、ラジカルの生成・

消滅時間に比べて、イオンビーム・パルスの時間幅

を小さくする事が難しい事に起因している。そこで、

nsec オーダーのパルス幅を持つイオンビームの生

成を目的とした研究を行っている。

３．研究経過

イオンビームのパルス幅を短縮する方法として、

(1) 高周波電場（RF）と電子ビーム冷却（Electron

Cooling:EC）を同時にイオンビームに作用させる方

法、(2)（EC）によりビームの運動量幅を 10-4 程度

に圧縮した後、RF 電場を急激に印加することにより

シンクロトロン振動を励起し、その 1/4 周期後に

キッカーにより取り出す方法がある。現在、(1) の

方法について Ar18+を用いた実験を行っている。

EC がある場合のシンクロトロン振動

EC と RF を同時に印加した場合、線形近似したシ

ンクロトロン振動の方程式は以下のように示される。

ここで、Δφ、бpは同期粒子からの位相および運動

量のずれ、Ωsはシンクロトロン角周波数、λcool、

λ IBS はビーム冷却率および Intra-Beam Scattering

によるビーム加熱率である。(1) 式から、ビーム冷

却とビーム加熱が釣合うまで、Δφが小さくなるこ

とが判る。即ち、EC により短バンチ化が進行する。

一方、冷却率および加熱率の測定から、λ coolは電子

電流 50mA の時、約 5(1/s) であり、また、λ IBSはバ

ンチ長σ Bの 5～ 6 乗に逆比例することが判った。

従って、冷却と加熱が釣合った時のバンチ長は約

10ns となる。

空間電荷効果

EC によりバンチ長が圧縮されるに従い、イオン

ビームの電荷密度が急激に増大する。この高密度電

荷は、RF 電圧を遮蔽する働きがあるために、有効 RF

電圧の低下を招き、シンクロトロン振動のポテン

シャルを低下させる。その結果、バンチ長の圧縮が

止まることになる。この関係は次式で示される。

ここで、Ωs0およびΩsは空間電荷効果を無視できる

時および空間電荷効果を考慮した時シンクロトロン

角周波数、Vは RF 電圧、Im（Z///n）は縦方向結合

ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ、NB はバンチ当たりのイオン数、qはイオ

ンの電荷、φ aは三角波RFのピークに対応するRF位

相、hは高調波次数である。Im（Z///n）の測定値は

2.2.3 重粒子線治療に関する基盤研究

2.2.3.1 重粒子線がん治療装置の小型化に関する研究開発
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概況

重粒子線の体内での線量分布の良さと生物効果の

高さにより現在の重粒子線治療では非常に期待され

る結果を残している。現治療での照射の空間的及び

線量精度は全体的には±５ mm、±５％程度と考えら

れる。重粒子線治療の治療部位を広げ、成果をさら

に高めていくためには照射精度を高めていくことが

最も重要であると考えられる。以上の正確な治療の

ために、正確な治療計画、正確な患者位置決め、正

確な照射、正確な照射部位の把握などの技術開発を

進めていく。

以上の中期目標のもとで、いくつかの研究課題に

分けて全体的に重粒子線治療の治療精度が向上する

ように研究を集約している。

研究課題 積層原体照射法の臨床応用

担当研究者 金井達明（医学物理部）、兼松伸幸（医

学物理部）、遊佐 顕（科学技術特別研究員）、蓑原

伸一（加速器物理・工学）、古山浩子（医学物理部）、遠

藤真広（医学物理部）、二見康之（客員協力研究員）

目的

放医研の重粒子線治療では、障害を減らすために

多門の照射が試みられ、多くの成果を得てきた。し

かし、これらの多門照射の隣り合う角度の照射では、

どうしてもターゲット外で 100％の線量が重なって

しまう部分が生じる。また、100％の線量域が皮膚

にまで広がる場合も多い。これらの線量を減らすこ

とができれば、もっと腫瘍線量を増加させることが

でき、しいては障害を出すことなしに腫瘍治癒の確

率を上げることができる。この研究課題ではこれら

の問題解決に貢献するために、拡大した炭素ビーム

を用いて効率的に３次元的に線量を集中させること

のできる３次元照射法を開発してきた。ここでは照

射中にさまざまの機器が運動し、連動することで照

射野が作られることから、治療装置はこれらの機器

の運動を治療計画どおりであるという保証をするこ

とが重要である。患者の治療照射を安全に行うため

の、運動する機器を監視するシステムをはじめとし

た、新しい照射技術を実現する研究開発を述べる。

研究経過

今まで、３次元治療と称していた照射法を積層原

体照射と改めて称することとした｡平成14年９月の

臨床応用開始を目的として、照射のためのデータの

整備を行い、所内の HIMAC-QA 委員会、ネットワーク

会議の QA 委員会などに、積層照射法の原理・データ

ベース・安全性などのレポートを作成し、審議をお

こなった ｡それらの議論から，次の２点の指摘があ

り、これを解決すべきであるとの結論が得られ、臨

床試験はそれらの条件が整備されるまで延期される

ことになった ｡条件は、次の２点である ｡１）線量

表示において従来のターゲット線量表示との連続性

を保証する事が必要である。２）照射中に照射機器

が動作する動的な照射を行うために、安全性をさら

に高める努力をする必要がある。特に、各機器の照

射中動作の記録を取ることが必要である。などの指

摘がされた ｡

これらの指摘を受けて、治療計画の見直しを行い、

従来の治療と連続性が保たれるように多少の変更を

行った ｡

さらに、制御装置とは全く独立に照射中に動作す

る機器の記録を行えるシステムを付加し、治療後、

照射中の動きを確認できるシステムの構築に着手し

た。

研究成果

これらの照射野と安全のための治療全体の試験を

行い、臨床試験の準備を行っている。

研究課題 高精度な患者毎線量推定法の開発研究

研究担当者 金井達明（医学物理部）、遊佐 顕（科

学技術特別研究員）、溝田学（三菱電機株式会社（研

究生））、蓑原伸一（加速器物理・工学）、兼松伸幸

（医学物理部）、古山浩子（医学物理部）、松藤成弘

（加速器物理工学部）、吉本光男（加速器物理工学

部）、小森雅孝（博士号取得若手研究員）、平井正明

（博士号取得若手研究員）、新谷恵理子（博士号取得

若手研究員）

目的

現在の治療において、モニタ・プリセット値の決

定は患者照射条件での標準電離箱による測定を基本

2.2.3.2 照射方法の高精度化に関する研究開発
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にしている。この決定の仮定において様々の、決定

精度を劣化させている要因がある。これらの要因を

減らし、しかも、効率の良いモニタ・プリセット値

決定方法の開発をおこなう。

研究経過

平成 13年度に完成した多層電離箱による線量測

定システムを使用し、精度の高い患者線量測定を短

時間で行えるシステムの運用を臨床に応用した ｡

線量分布比較プログラムは、中心面の線量比較にお

いては実用可能になった。しかし、測定時間や責任

体制の関係から患者ごとの線量測定を実行する体制

について詰めていく必要がある。

線量推定システムの基礎データを収集については、

約 60％程度終了した。これらの基礎データ収集か

ら線量の照射野依存性について計算方法を検討する

必要が出てきた。

研究成果

多層電離箱を臨床に応用した ｡これにより短時間

で精度の高い線量測定が可能になった ｡

研究課題 炭素線による眼の治療照射法の確立

研究担当者 金井達明（医学物理部）、宮原信幸（医

学物理部）、蓑原伸一（加速器物理工学部）、吉本光

男（加速器物理工学部）、遠藤真広（医学物理部）

目的

陽子線で行われている目の治療では、比較的大き

い腫瘍の治癒率が劣っている。この治癒率改善のた

めに、生物学的効果の高い炭素線を使った眼の治療

を行う。このための治療システムを現在の治療シス

テム上に建設する。

研究経過

眼の治療照射ポートを完成し、重粒子線による初

の治療照射を 2001 年６月後半から行っている。

QA ワーキンググループでの検討を経て臨床サイド

の強い要求もあり、年度途中から炭素線眼照射時の

眼球位置決め・監視システムの設計・開発を優先す

ることになった。新規の照射筒では着脱時の位置再

現性を改善し、患者コリメータ・ボーラス装填の正

否を自動的に照合できる。臨床使用に向けた最終の

QA 試験を実施中であり、ルーチン的に利用できる予

定である。また治療計画 CT 撮影時及び照射時の眼

球位置をリアルタイムで監視し、想定位置からずれ

た場合（精度 1mm 以下）にビームを自動的に遮断す

るシステムを設計し現在製作中である。臨床に向け

た QA 試験を行う予定である。

研究成果

眼球内腫瘍の炭素線による治療は、当初の目標で

ある治療数を大幅に上回る治療患者数になった。

研究課題

患者位置決めの誤差の定量的解析

研究担当者 蓑原伸一（加速器物理工学部）、金井達

明（医学物理部）

目的

現在の治療では、患者体内での動きは、ほとんど

無視をして治療が行われてきている。粒子線治療で

は、治療マージンが極力抑えられていることから、

患者体内での動きは治療精度に重要な因子になって

いる。これらの実体を把握するために、研究課題を

設けた。

研究経過

超音波画像を使った画像解析の基礎的データの収

集、呼吸同期照射における誤差の解析に必要な動的

画像の追随の基礎的なデータの収集と解析ソフトの

開発をおこなった。

13 年度に提案した呼吸情報とダイナミック CTを

用いた臓器動態の測定手法を用いて、14年度は

HIMAC 治療患者の例で臨床的な解析をおこなうとと

もに、呼吸同期照射時の深部方向へのマージンのあ

り方について検討を進めてきた。

臓器動態の測定を目的とした超音波画像の利用に

ついては、13 年度までのオフラインでの動画解析を

もとに、14年度はリアルタイムでの動態の測定のた

めの画像追跡ツールの開発を行った。X線透視・CT

画像に比べて特徴点の識別が難しい超音波画像に対

して、オプティカルフローに基づく軌跡予測とテン

プレートマッチング法を組み合わせた追跡ツールを

開発し、リアルタイム追跡の精度評価を現在進めて

いる。また長時間の動態観測を実現するために、専

用の超音波固定アームを設計した。

当初の検討課題と関連して、参照画像の画質改善

を目的に、今年度はルーチンの患者位置決めでCR画

像（Computed Radiography）をオンラインで利用で

きるように設計・開発をおこなった。これによって

従来のX線TVシステムでは判別しにくい場合の位置
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決め画像の補助、炭素線眼治療時の位置決め画像

（II管では拡大率が足りない）比較のオンライン化、

及び万が一にX線TVシステムが故障した場合の代用

が可能となり、照射精度を改善できる。今年度３月

の HIMAC 定期点検中に既存の位置決めシステムへの

組み込みを行い、QA 試験を経て来年度には臨床利用

可能となる。なお本件は高画質画像である CT患者

位置照合システム開発に向けた一部として、CR高分

解画像での位置決めの臨床経験を CT 位置決め法に

反映させるための基礎的な検討にもなる。

研究成果

腫瘍の体内での動きが量的に明らかになってきた｡

研究課題

高精度治療計画法の開発

担当研究者 金井達明（医学物理部）、兼松伸幸（医

学物理部）、河野良介（博士号取得若手研究員）、蓑

原伸一（加速器物理工学）、西尾禎治（客員協力研究

員）

目的

ペンシル・ビーム法やモンテカルロ法などの新し

い治療計画法を完成させ、高精度な治療計画を開発

する。

研究経過

ボーラス通過後の水中における重粒子線・線量分

布測定を行い、現治療計画に用いられている線量計

算法であるブロードビーム法と今回開発したペンシ

ルビーム法による予測精度の違いについて、検証を

行った。ブロードビーム法に比べ、ペンシルビーム

法が高精度に予測することが明らかになった。また、

線量計算法の問題の一つにコリメータによる

lateral-penumbra の効果があり、様々なビーム条件

に対して、lateral-penumbra を実測した。現在、そ

の効果を解析し、正確にかつ容易にその効果を反映

させる方法を開発中である。

研究課題

２次ビーム・スポット・スキャニングによる治療

システムの開発

担当研究者 金井達明（医学物理部）、北川敦志（加

速器物理工学部）、金澤光隆（加速器物理工学部）、

新谷恵理子（博士号取得若手研究員）、須田 充（加

速器物理工学部）、冨谷武浩（客員研究員）、蓑原伸

一（加速器物理工学）、兼松伸幸（医学物理部）、吉

本光男（加速器物理工学部）、遊佐 顕（科学技術特

別研究員）、平井正明（博士号取得若手研究員）、西

尾禎治（客員協力研究員）

目的

二次ビームポートで輸送される二次ビームを使っ

た照射システムを構築する。

研究経過

２次ビームを発生し必要なビームの選択輸送系シ

ステムを完成させた。さらに、治療照射のための照

射システムを設置し照射のための物理的な測定を

行っている。

一定な SOBP の直方体の照射をスポット走査法で

行ったのに続き、中央部分でSOBPを小さくした形状

のスポット走査法での照射を行う事ができた。その

際、ビームスポットの線量分布計算の誤差に起因し

た、SOBP 内の線量不均一性がみられ、改善すべき点

であることがわかった。物理的にシステムが動作で

きる事は、照射した線量分布測定した結果での確認

ができている。

研究課題

２次ビーム・ポジトロン・カメラ・システムの開発

担当研究者 金井達明（医学物理部）、北川敦志（加

速器物理工学部）、金澤光隆（加速器物理工学部）、

新谷恵理子（博士号取得若手研究員）、須田 充（加

速器物理工学部）、冨谷武浩（客員研究員）、蓑原伸

一（加速器物理工学）、兼松伸幸（医学物理部）、吉

本光男（加速器物理工学部）、遊佐 顕（科学技術特

別研究員）、平井正明（博士号取得若手研究員）、西

尾禎治（客員協力研究員）

目的

体内での粒子線の飛程を患者毎に直接計ることに

よって、治療の空間的な精度の向上を狙う。

研究経過

ペンシルビームの停止点を測定するためのポジト

ロン・カメラの開発・整備を行ってきた。開発した

ポジトロン・カメラの物理特性を測定してきた。

ポジトロンカメラを使った実験では、スポット

ビームをアクリルターゲットに照射して、その停止

位置分布測定、及びその時間的減衰を測定できる様
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になっている。問題はいくつかまだ残っているが、

平成 14 年度ではウサギを照射する実験を行なった。

兎の大腿部に 11C を照射して数分後から生体内代謝

を測定した実験はある。今回の実験ではさらに速い

成分の測定と、兎の大腿部以外の脳での測定を行っ

た。正確に大腿部以外を照射するために、X-CT によ

るターゲット部位の確認、X線写真での位置決めの

確認も行なって照射実験を行った。その結果生体で

あることの効果は脳、筋肉とも３つの違ったスピー

ドの減衰によって説明できる事がわかった。

研究課題

重イオン CT装置の開発

研究担当者 金井達明（医学物理部）、松藤成広（加

速器物理工学部）、河野俊之（東工大）、大野久美子

（東工大）

目的

粒子線治療で最も誤差の大きい過程は、CT値から、

水等価厚へ変換する過程である。重イオン CT装置

は、変換過程を詳しく検討するために開発している

CT 装置である。

研究経過

重イオンCTのための、重イオン位置検出器を新た

に開発した。１ mm幅のファイバーシンチを並べて

重イオン位置を検出し、データ収集する方法に改良

し、使用する重イオン核種エネルギーなどに対する

重イオン CT の分解能の基礎データを収集できるシ

ステムを完成させた。

様々の核種を使ったCTの比較を行い、物理的特性

の試験を行った。生体物質のCT値に関しては、測定

時間を短縮する必要から測定システムの効率的整備

が必要となった。
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概況

重イオンの細胞致死効果をイオン個々の線量分布

構造（トラック構造）に基づいて推定する手法につ

いて、ドイツ重イオン研究所 GSI にて研究を行った。

得られたモデルはフラグメント反応によって様々な

エネルギーの粒子が混入した治療ビームの生物効果

を短い計算時間で精度良く評価することを可能とし

た。本モデルに基づき、放医研と GSI の生物線量分

布の比較を行った。

研究課題名

患者体内における線質の評価と生物効果評価手法の

検討

１．研究担当者

松藤成弘、金井達明

Michael Scholz (GSI / Heidelberg University)

２．目的

放射線の及ぼす生物効果は単に放射線の量（線量）

だけではなく、放射線の種類やエネルギーといった

放射線の質（線質）に依存することが知られている。

これまでにこれら重粒子線の基本的な物理特性は次

第に明らかになってきたが、生物学的効果に至る物

理的な機構は未だ完全には解明されていない。本研

究では重粒子線の物理情報に基づいた生物学的効果

推定法の研究開発を試みた。本研究の進展により、

現行の重粒子線による治療効果の正確な理解（説明

性）と、将来異元素ビームでの治療を検討する場合

の見通し（予測性）を得ることを目的とする。

３．研究経過

計算の概略

今回、計算を行う生物効果のエンドポイントとし

て、生残率CHO-K1細胞の生残率を取った。本シミュ

レーションでは、LQ モデルが細胞核内のどの微小領

域でも独立して成立するとみなす。以下に生残率推

定手法の概略を示す [1]。

①CHO-K1のX線に対する生残率の実験結果から線量

Dの一次と二次のフィッティングパラメータα X

とβ Xを導出しておく。

②任意の厚さの水を通過した重粒子線の核種・エネ

ルギー（LET）分布を計算或いは実測値から求める。

③個々のイオンの入射位置を乱数で決定し、その点

から動径方向の線量トラック構造 D(r) を計算す

る。ここで、トラック中心部の高密電離領域コア

の半径 rc及びその周囲の希薄な電離領域ペナン

ブラの最大半径 rpはそれぞれ

rc=0.00116 β ( μ m)

rp=0.768E-1.925 √ E+1.257 ( μ m)

で近似的した（Eは粒子のエネルギー (MeV)、βは

光速との速度比）。

④水で近似した細胞核を計算領域とし、この領域を

一つの面積 Lの計算メッシュに分割する。

⑤個々のメッシュに付与される線量を、イオンの入

射位置とメッシュとの距離 rから求める。

⑥全てのイオンが個々の計算メッシュに付与する線

量を足しあげ、各メッシュごとに総線量DLを得る。

⑦当該計算メッシュでの損傷数を LQ モデルに従っ

て算出し、細胞全体に対する割合ν L=（α XDL+ β

XDL2）・L/S を求める。

⑧この計算を全ての計算メッシュについて行う。得

られた損傷数の総和ν =Σ (ν L)から、細胞全体

の生残率 Sを S=exp(- ν )として評価する。

このモデルに従ったプログラムを作成した後、最

初にチャイニーズハムスター由来の代表的な放射線

生物実験用細胞種である CHO-K1 を選んで生残率の

シミュレーションを行い、実験値と比較した。その

結果、シミュレーション結果は実験値と良い一致を

みた。しかし、この計算アルゴリズムでは、細胞核

の各計算メッシュに付与される線量を求める段階が

計算速度の面で律速となり、様々な条件でシミュ

レーションを繰り返すことが出来なかった。そこで、

以下に示すモデルの変更を行い、計算速度の向上を

図った。

損傷量の逐次加算化

計算速度向上のため、細胞核内に形成される損傷

量を個々の粒子の入射毎に足しあげることとした。

ここで、Δ Zの比エネルギーを付与する粒子によっ

て細胞核に齎される損傷量Δνを、LQ モデルの微分

値、即ち生残率曲線の傾きから取り、以下の式で近

似した。

⊿ν＝ (αz+ ２βzZ) ⊿ Z

ただし αz＝ νγ / Δ Z、βz＝ (Smax －αz) ２ Dt

2.2.3.3 重粒子線および標準線量測定法の確立に関する研究開発
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ここでSmaxはD=Dtで与えられる、生残率曲線におけ

る最大の傾きである。

この計算を高速に行うため、水素からネオンまで

の全ての核種について、代表的なエネルギーを選ん

で細胞核に齎される損傷量を従来の方法により計算

しテーブル化した。尚、粒子の入射位置は細胞核の

中心に限った。従って得られる損傷量は細胞核とイ

オンの入射位置の影響を反映していない。しかしト

ラック構造のコアは一般的な細胞核の大きさ（直径

約 10,000nm）に比べて十分小さく、ペナンブラはト

ラック中心から離れるに従って電離密度が指数関数

的に急激に減少する。従って細胞の損傷を考える上

では、コアが細胞核に入射したか否かが最も重要で

あり、入射した以上は細胞核内のどの位置に入射し

ても結果に大きな差は生じないものとみなした。こ

の変更を行った結果、266MeV/n の炭素線 1Gy のシ

ミュレーションに要する時間を、３時間６分から

2.1 秒と大幅に短縮することが出来た。

高速なシミュレーション計算が可能となった本

コードを用いて、放医研で用いられている治療用炭

素線の生物線量分布の評価を行った。以下その結果

を示す。

生物線量算出精度の評価

現在放医研で行われている臨床試験では、本シ

ミュレーション計算のように核破砕反応から発生す

る個々のフラグメント粒子種・エネルギーをそれぞ

れ考慮するのではなく、ビームの LET 分布から線量

平均を求め、治療ビームはこの単一エネルギーを有

する炭素イオンのみと見なして生物効果の算定を

行っている。粒子のトラック構造はエネルギーのみ

ならず速度の関数でもあるため、同一のエネルギー

（LET）の場合でも粒子種（質量）が違えば異なる。

従ってこの近似により、生物効果に有意な差を生じ

ている可能性がある。従ってまずこの近似の精度を

検証することとした。

入力データには、放医研の臨床試験に用いられて

いる、290MeV/n-C(SOBP60mm) ビームを厚さ０、

90.03、138.63mm の水に入射した場合の放射線計測

実験から得られた核種別 LET スペクトルを用いた。

得られた線量―生残率曲線のシミュレーション結果

を、それぞれの LET スペクトルから線量平均 LET を

算出し、単色エネルギーの炭素イオンのみとした場

合とで比較を行った結果、現在放医研の臨床試験で

行われている生物効果推定の近似は実用上十分な精

度を有していることが確認された。

次いで、このビームについて飛程全般での生物効

果の一様性を検証した。その結果を図に示す。物理

線量分布には比較のため放医研と GSI で、10% レベ

ルで一様となるように設計された分布を用いた。生

残率のシミュレーションを SOBP の入り口を 50%、

10%、１%レベルと変更した場合の結果を見た。その

結果、両施設間でほぼ一致した生物線量分布が得ら

れたが、放医研の方がSOBPの後ろ側で生残率が僅か

に持ち上がる傾向にあることが分かる。この原因に

は数多くのものが考えられるが、その一つとして、

放医研ではSOBP設計に際し、CHO-K1とは異なりHSG

のものを用いている影響が挙げられる。今後この原

因を明らかにするとともに、両施設間で治療ビーム

の物理・生物線量分布の相互比較を行う必要性が明

らかとなった。

４．研究成果

治療用重粒子線に含まれる粒子の種類やエネル

ギーなど、物理情報に基づいたビームの生物（治療）

効果をシミュレーションすることのできるプログラ

ムを開発した。治療領域で十分な精度で成立する近

似を採用することにより、計算時間の大幅な削減を

図ることが出来た。このプログラムにより、各種重

粒子線の物理情報を予め取得することで、それら

様々なビームの生物・治療効果を実際に照射を行う

前に推定することが可能となった。

今後、このプログラムを用いて治療用炭素ビーム

の生物線量分布の詳細な評価を行うことを予定して

いる。また、腫瘍ごとに最適な生物線量分布が得ら

れるビーム種を調べる目的で、シミュレーション計

算を様々なビーム種に拡大する方針である。

更に本計算のアイデアを発展させると、単に細胞

個々の生残率の評価だけではなく、細胞の集合体で

ある臓器の放射線感受性を評価できる可能性がある。

このことはがん治療において、照射により腫瘍周辺

の正常臓器が受けるダメージを、臓器個々の感受性

を考慮して評価できることにつながる。現在の治療

計画では、正常組織の感受性は全て均一と見なして

扱わざるを得ないのが実情である。ここに臓器ごと

の感受性のバリエーションを加味することで、より

腫瘍に選択的に線量を集中し、一方で正常組織のダ

メージはより軽減した治療計画案の立案を可能にな

るものと期待している。
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概要

国内で現在稼動中の粒子線治療施設、及び建設・

計画中の施設を含めると、日本は世界で最も粒子線

治療施設の多い国であり、その臨床成果は世界が注

目しているところである。臨床結果は、粒子線その

ものの物理・生物学的特長に依存するのみならず、

治療行為そのものの品質管理（QA/QC）の程度に依存

するところが大きい。特に、治療装置の品質管理は

重要である。粒子線の普及推進という観点から考え

ると一般的な治療装置の品質管理ガイドラインを確

立し、標準的な治療装置の守るべき基準を示すこと

が必要である。また、それを運用していく人材の育

成も必須となり、非常に重要な要素である。

本課題研究では国内の粒子線治療の普及推進とそ

の治療技術の品質管理を目標として、治療装置、シ

ステム、データ記載形式などの標準化をはかる。物

理的・技術的な面から粒子線治療装置の QA/QC につ

いて研究し、そのガイドラインの明文化をおこなう。

また治療担当の医学物理研究者の人材育成をはか

るとともに、粒子線治療施設間相互の治療技術の伝

達をはかる。

研究課題

粒子線治療用の QA ガイドラインの検討

研究担当者

金井達明（医学物理）、蓑原伸一（加速器物理・工

学）、福村明史（医学物理部）、松藤成弘（加速器物

理工学部）、兼松伸幸（医学物理部）、遠藤真広（医

学物理部）、遊佐 顕（科学技術特別研究員）、小森

雅孝（博士号取得若手研究員）、新谷恵理子（博士号

取得若手研究員）

目的

粒子線の普及推進には、第１に良好な治療結果を

示すことにある。この良好な治療結果には、粒子線

治療のもつ科学的な優位性で証明されるものである

が、同時に間違いのない治療をすべての施設が行っ

ていくことも良好な治療結果に直接つながるもので

ある。治療装置が満たすべきガイドラインを示して、

各自の施設のどこに問題点があるのかを自ら検討す

ることは良好な治療結果に結びつく重要なポイント

である。そこで、まず粒子線治療装置の物理的・技

術的ガイドラインを作り治療にとって装置の満たす

べき条件を示すことが第１の目的となる。

研究経過

粒子線治療用のガイドライン（案）を平成 13 年度

に作成したが、この案に対する修正作業を継続して

行った ｡

主な検討項目は、CT 値から水等価厚への変換にお

ける精度を向上する方法の開発による見直し、線量

校正時の標準状態の見直し、などを行った ｡

放医研内にHIMAC炭素線治療に関するQA委員会を

立ち上げた。外部委員のもとに放医研での HIMAC-

QA 活動を監視する体制を作った。

HIMAC 重粒子線治療の高度先進医療への移行を念

頭に、医療用具申請と同等以上の HIMAC 照射系の総

点検を実施した。ソフトウェア・ハードウェアの整

理・資料の整備など医療用具としての実体を実現す

るための調査を行った。

研究課題

粒子線治療 QA方法の開発

研究担当者

金井達明（医学物理）、蓑原伸一（加速器物理・工

学）、福村明史（医学物理部）、松藤成弘（加速器物

理工学部）、兼松伸幸（医学物理部）、遠藤真広（医

学物理部）、遊佐 顕（科学技術特別研究員）、小森

雅孝（博士号取得若手研究員）、新谷恵理子（博士号

取得若手研究員）

目的

粒子線治療の QA/QC に関しては、その効率的な方

法は十分研究されていない。毎日、週毎、月毎など

の各段階での具体的な QA/QC 活動を決めていく作業

が必要となる。最終的には統合的な QA/QC システム

を構築ことが目的である。

研究経過

平成 14 年度に発足した HIMAC QA ワーキンググ

ループの活動を通して、□炭素線眼球治療、□多層

電離箱による線量測定のルーチン化、□積層照射法

2.2.3.4 重粒子線治療の普及促進に関する研究
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の臨床化に関して、物理的・技術的 QAの観点から、

ドキュメントのレビューやビームを用いた QA 総合

試験を行い、技術的評価を行った。これらのQA試験

結果は、臨床試験推進室会議に定期的に報告されて

おり、新たな照射技術を臨床化する場合の手続きと

して定着しつつある。またこれら内容は外部委員を

主とするHIMAC QA分科会 (今年度は7月に開催)に

も報告して所外からの評価 ･意見を受け、高度先進

医療に向けたHIMACのQAシステムとして着実に効果

を上げつつあると考えられる。

粒子線のQAガイドラインに関連して、呼吸同期照

射時の照射野の決め方について、国内の他の粒子線

施設と HIMAC での手法の検討をおこなった。HIMAC

では肺・肝臓それぞれの部位ごとの臨床経験 (局所

再発例 )をもとに、他施設に比べやや複雑な手続き

で照射野の決定がなされている。臨床経験に基づく

HIMAC での手法は、定性的には臨床の実態の即して

合理的と判断されるが、これを国内施設での共通の

理解（QA ガイドライン）とするには、さらに定量的

な検討及びモデル例での評価が必要である。

治療計画での水等価厚計算に利用される従来の

CT 装置の校正方法について、既存の方法に対して精

度および実用性の両面でよりバランスのとれた新し

い方法を考案し、研究論文を投稿した。現在はこの

方法を来年度から HIMAC に対して適用するための作

業とガイドライン化のための作業を進めている。

その他、普及推進に関連する

研究担当者

金井達明（医学物理）、蓑原伸一（加速器物理・工

学）、福村明史（医学物理部）、松藤成弘（加速器物

理工学部）、兼松伸幸（医学物理部）、遠藤真広（医

学物理部）、遊佐 顕（科学技術特別研究員）、小森

雅孝（博士号取得若手研究員）、新谷恵理子（博士号

取得若手研究員）

目的

QA 活動を行う組織を HIMAC 治療系内に設け、組織

的に QA 活動を行えるようにすることが目的となる。

研究経過

放医研における重粒子線治療のネットワーク会議

の下部組織である計画部会に、QA 分科会を設けた。

この分科会はHIMAC炭素線治療に関するQAの活動を

外部委員のもとに監視する体制を作った。この QA

分科会の指摘を受けて、日常的HIMAC-QA活動を行う

母体を医学物理・医師・技師・看護婦・支援会社を

主たるメンバーで組織し QA 活動を開始した。

HIMAC 重粒子線治療の高度先進医療への移行を念

頭に、医療用具申請と同等以上の HIMAC 照射系の総

点検を実施した。ソフトウェア・ハードウェアの整

理・資料の整備など医療用具としての実体を実現す

るための調査を行った。
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担当者

安藤興一（粒子線治療生物研究グループ）

概況

中期計画２年度目の実行にあたり、①目標の認識

を徹底し、①オープンな情報交換、および①家庭的

雰囲気を作成することを実施した。その結果、約

80％の目標は達成できた。更に、この課題から派生

した萌芽研究でも新しいアイデアが創成され、平均

年齢 20歳台である若い研究者集団の長所を出すこ

とができた。また、千葉大学連携大学院生１名は博

士号取得し他大学の助手に採用され、更に千葉大学

連携大学院生１名を新たに迎えた。客員協力員１名

は９月オーストラリアで開催された第８回重粒子線

生物学-第２回欧州治療ネットワーク会議にて最優

秀論文を受賞し、博士課程取得後若手研究員１名は

学振特別研究員に採用された。若い研究者が活発に

研究成果を揚げ、国際的感覚をはぐくむことができ

たことは誇りに思っている。

研究目的

重粒子線の生物効果特性とその機序を調べる基礎

実験研究により、最適な分割照射法とその理由を明

らかにする。限られた資源としての重粒子線治療装

置を効率的に用いるため、治療効果の高い腫瘍を選

別する研究を実施する。以下を目標達成とする。

LET/ 粒子種と生物効果の関係、重粒子線 RBE を決定

する細胞内因子、腫瘍治癒に寄与する因子、正常組

織反応の特徴について研究を進め、炭素線治療効果

を最大にする照射方法を明らかにする。

放射線抵抗性低酸素がんの治療効果を予測する方法

を開発する。

研究経過

1) 次期治療ビーム選定：ヒト由来腫瘍細胞の感受

性差

・メラノーマ細胞株（追加 3-4 株）と扁平上皮癌細

胞株（５株）を収集し、X線及び炭素線にて各３

回生存率曲線を得る。

2) 正常組織と腫瘍への照射効果

・皮膚反応データの追加および腸管感受性変化の詳

細検討を行う。

・神経細胞膜の組成および過酸化脂質の変化から、

脳および脳機能に関する重粒子線 RBE の評価基準

を作成する。

3） 細胞致死損傷の機構

・DT40-FISH probe を用いて DT40の放射線損傷修復

能と染色体異常に関するデータを収集する。

・ SLDRについてＸ線および炭素線（13、120 keV/μm）

についてデータを収集する。

4） 国内外施設治療用粒子線の生物効果

・国内外治療施設での proton ビーム等の検証実験

を行う。

研究成果

1） 次期治療ビーム選定：ヒト由来腫瘍細胞の感受

性差

・メラノーマ細胞株追加３株についてはデータを得

たので昨年のデータと合わせ、解析を行う。扁平

上皮癌細胞株は11株を収集したが、コロニー形成

法に適さない株が比較的多かったが、年度予定の

５株は X線及び炭素線にてほぼデータを取り終え

た。来年度も継続し悪性黒色種株と同程度の

データ量とする。

2） 正常組織と腫瘍への照射効果

・下肢を炭素線照射したマウス 1104 匹とγ線照射

したマウス 371 匹において１年後までに誘発され

た腫瘍を後顧的（retrospective）に調べた。炭素

線照射では 371 個（33.6％）の、γ線では 77個

（30.8％）の腫瘍が誘発され、全腫瘍の 96％は悪

性であった。線量増大とともに腫瘍誘発頻度は線

形に増加し、釣り鐘型を示さなかった（炭素線の

最大線量は 62Gy）。誘発頻度 20％における等効果

線量は炭素線で 28Gy、γ線で 62.6Gy であり、RBE

は 2.2 であった。

・低 LET 炭素線（20keV/μm）9Gy 照射の４時間後に

２回目の照射（線量を変えた複数群）を行ったと

ころ、２回目照射で得られた線量－クリプト数反

応曲線は１回照射よりも有意に緩やかな傾き

（大きな Do 値）を示し、抵抗性であった。大線量

均等分割照射しても Do値はさほど大きくならな

いことと併せてクリプト幹細胞における放射線損

傷修復は線量依存性（ないし生存可能細胞数依存

性）があることが示唆されてきた。

2.2.3.5 粒子線治療の生物効果に関する研究
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・前年度の脳（正常組織）への照射効果の検討結果

から、放射線被曝早期の病理組織学的には観察さ

れない時期における高次脳機能障害には、記憶に

重要な役割を持つアセチルコリン受容体の結合速

度の変化が観察され、記憶障害との強い関連性が

判明し、その成果によりオーストリアで開催され

た学会において賞を受賞した。また結合速度を変

化させる要因として神経細胞膜の流動性に関わる

高度不飽和脂肪酸の組成変化を観察しており、加

齢に伴う病的変化に類似した指標が得られつつあ

る（論文投稿準備中）。

3） 細胞致死損傷の機構

・DT40-FISHの実験では、野生株では80keV/μmまで

は LET の増加にともなって染色体異常の頻度も上

昇するがそれ以上になると低下する振る舞いを見

せた。一方 Ku70/rad54 ダブルノックアウト株は

LET の増加に伴う染色体異常の頻度上昇は見られ

ず単調に減少する事が示唆された。これは細胞生

存率の LET 依存性と非常に似ている。

・SLDRに関して、13~400keV/μ m範囲までLET領域

を拡大して分割照射による生存率曲線の「肩」を

調べても、大きなLET依存性は無く、LETに関わら

ず 70％程度の亜致死損傷修復が認められ、V79 細

胞の場合にはどの LET でもおよそ２時間で修復が

行われることが判ってきた。

4） 国内外施設治療用粒子線の生物効果

本年は若狭湾エネルギー研究センター陽子線治療

施設の RBE 実験の不足分を追加した。静岡県立ガン

センター陽子線治療施設の試験は建設の都合で２月

から開始するので、来年度も継続の必要がある。

ドイツ GSI との打ち合わせを行い、来年度に相互

比較試験を開始する方向で合意を得た。
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概況

臨床試験で得られた画像情報・治療効果等のあら

ゆる診療情報を有効に利用して重粒子線治療の

定量的評価を行い、さらにその高度化に寄与す

ることを目的として、データベースを整備・規格

化し、一元管理して利用する方法を確立する。

放医研において診療に用いられている CT、MRI、

PET、SPECT などの医療情報を相補的に利用し、

定量的・客観的に治療効果の判定を行えるパラ

メータを抽出する．重粒子治療を開始する施設

と WEB 会議システムを利用して重粒子線治療の

成果を共有するシステムを開発する。

１．研究担当者

外山比南子、武田栄子、上村幸司（重粒子線医科

学センター・医療情報室）

吉川京燦、神立進、宮本忠昭（重粒子医科学セン

ター・病院）

生駒洋子、大橋信一郎、高橋郁磨、山川恵介（研

究生）

２．目的

正確なデータ入力を行うため、13 年度に開発した

倫理委員会提出用の書類作成ツールの充実・実用

化を行う。また、医療情報システム間連携を進め、

情報の集約をはかる。

蓄積されたデータを解析するために、検索・集計

機能を充実させ、データマイニング法の開発・改

良を継続する。

画像データを用いた治療評価法を改善するために、

多種画像間の位置合わせ、融合法の開発を行うと

ともに、PET 画像による定量解析法を開発する．

WEB 会議システムのセキュリティ試験・改良を行

うと共に、外部との接続試験を進める。また公開

運用を目的に機能の追加・改善を行う。

３．研究経過

情報をより正確に蓄積するためには、発生源で

データを入力し、人手を介することを出来るだけ

少なくすることが肝心である。そこで、本年度は

引き続き、倫理委員会に提出する書類の作成過程

で登録が出来るようにするとともに、オーダリン

グ、重粒子治療スケジューラ、重粒子治療計画 DB

と自動連係を計って、データ蓄積が出来るように

することを課題とした。

蓄積したデータの利用法の開発としては、検索結

果をSPSSサーバに転送して、局所制御率や生存曲

線が作成できるようなシステムを開発し、実デー

タに応用することを考えた。

４．研究成果

・倫理委員会提出用の書類作成ツールの使い勝手

を良くし、登録をしやすくした。また、その際、

自動的に生成される倫理委員会に提出する書類

（患者病歴表、適格性確認表、説明および同意

書など）の書式を、ユーザが html の機能を用い

て自由に変更できるようにした。これにより、

今まで、対象臓器やプロトコルによって異なっ

ていた書式にあわせた書類の作成が可能となっ

た。昨年度に続き、病院情報システム、治療計

画 DB、重粒子スケジューラなどが持っている検

査・治療情報を診療情報データベースに自動的

に取り込むシステム間連携を行った。それによ

り、さらに多くの情報の発生源取得が可能にな

り、真正性が向上した。将来的な電子カルテ導

入を目的として、所見・自覚症状・抗腫瘍効果・

正常組織反応など、現在自動的にデータベース

に取り込まれない、かつ医師にしか記述できな

い情報を、医師が業務の流れの中で簡便に記入

可能なシステムを検討した。

・蓄積されたデータの検索・集計機能をより使い

やすく改良した。現在、評価部会やネットワー

ク委員会に提出されている集計結果などの自動

的な作成が可能になっており、集計結果が正し

いか評価を行っている。また、患者基本情報・

治療法・腫瘍情報・効果・副作用など、様々な

条件をもとに詳細な検索ができ、一覧を確認す

ることができる。得られた一覧表は、Excel

データに落とすことができ、様々な表計算、統

計解析ソフトで解析を行うことができる。また、

SPSS のシンタックスファイルによるバッチ処

理機能を用いた、インターネットを介した WEB

統計解析システムを開発し、SPSS を有さないク

ライアントの統計解析をサポートできるように

した。また、継続して、検索・集計機能を用い

て、データが正しく入力されているか確認を

行っている。

・異なるモダリティ、異なる時期に撮影した画像

2.2.3.6 重粒子線がん治療臨床試験評価のための情報処理に関する研究
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の位置合わせ法についてさらに検討を行った。

同一被検者の肺癌画像における、PET の集積や

CTによる腫瘍サイズなどの経時的な変化量を

定量的に評価する方法を検討した。成果は、医

学物理学会、核医学会および世界核医学会で発

表した。

・WEB 会議システムのセキュリティ試験・改良を

行った。また、会議の表示形式を、よりユーザ

に使いやすいよう改良した。会議へ提示された

画像データへの自由な書き込みを可能にし、会

議のインタラクティブ機能を強化した。また、

これに関連して、データベースの標準化、放射

線治療用 XML モジュールの整備・改良を継続し

ておこない、他施設とのデータのやりとりの準

備を行った。

現在連携しているシステムを下図に示す

会議用病棟
外来用

WEB クライ

アント

画像サーバ

診療

データベース

W E Bサーバ

画像参照

中央情報

管理システム

医用画像管

理システム

医療情報

システム

診療支援

システム

オーダ処理

システム

医事会計

検査業務

薬剤管理

看護業務

給食業務

放射線診断業務

放射線治療業務

物流・物品管理

病院業務支援

治療デー

タベース

治療計画

C T ・M R I・P E T
重粒子線照射管理

コンピュータ

重粒子治療スケ

ジュール管理

A pplication

サーバ

S P S S

サーバ

W E B会議

システム
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HIMAC 共同利用研究は、HIMAC を用い、重粒子線が

ん治療臨床試験及びそれに関連した研究について所

内外の研究者と共同研究を進めるため、所内外から

新しい研究テーマを公募し、放医研外の専門研究者

で構成される重粒子線がん治療装置等共同利用運営

委員会、課題採択・評価部会で審議された結果に基

づき、課題の採択が行われた。放医研の研究者だけ

が参加する研究課題であっても、研究計画を申請し

て審査を受けることが例外なく義務付けられている。

また、年度末に報告書を提出すること、発表会に出

席して前年度の研究の進捗状況を報告することが義

務付けられている。更に課題採択・評価部会が、こ

れらの資料を基に研究の進捗状況について審査を行

い、各課題毎に 4段階の評価結果を出すと共にコメ

ントをつけて研究に対する助言を行う。これらの評

価結果は各課題の申請者に通知される。

平成 14 年度は公募により、治療関係 14 課題、診

断関係 6課題、生物関係 60課題、物理・工学関係

56 課題が採択された。この課題は、放医研と全国の

研究機関の研究者との共同研究で実施されている例

がほとんどであり、参加した研究者は所外 580 人、

所内約 150 人であった。

これらの研究を実施するために、HIMAC のマシン

タイムとして延べ5058時間が利用された。また、共

同利用に使われた予算は 166 百万円であった。この

予算は、研究に利用される医療機器の運転保守、照

射のための動物や標的材料、消耗品等の購入、動物

飼育の管理、世話をするための役務者雇用、設備品

の購入や補修、所外の研究者への旅費の援助等に利

用されている。

平成 14 年度の研究成果として、原著論文 78 編、

プロシーディングス 42 編、口頭発表 193 編、その他

（著書、学会誌への寄稿、学位論文等）42 編が報告

されている。

課題採択・評価部会の各課題に対する評価結果は

以下の通りである。

治療及び診断班、S：0課題、A：18 課題、B：2 課題、

F：0 課題

生物班、S：7課題、A：42課題、B：8課題、F：3課

題

物理工学班、S：4課題、A：49 課題、B：0課題、F：

3 課題

2.2.3.7 HIMAC 共同利用研究

【治療】

申請者申請者所属課題名整理番号

宮本忠昭放医研病院治療課重粒子線治療における肺癌腫瘍の至適分割法の研究：低酸素下加速分

裂細胞の放射線感受性と血管誘導および低酸素関連遺伝子発現につい

て

13C003

加藤博敏放医研病院治療課肝癌の重粒子線治療における適正線量分割法および治療効果判定法に

関する研究

12C017

溝江純悦放医研病院治療課重粒子線に於けるＰＵＬＣ（Probability of Uncompl icated Local

Control）の有用性に関する研究

12C019

山田 滋放医研病院治療課染色体障害を用いた新しい放射線感受性予測法の開発13C022

馬場雅行放医研病院治療課小型肺癌に対する炭素線の超短期照射法における照射技術の開発と治

療効果の評価に関する研究

13C024

鎌田 正放医研病院治療課重粒子線に於けるＱｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ（ＱＯＬ）調査に関

する研究

12C025

大坂康博JA 帯広厚生病院頭頚部悪性腫瘍に於ける炭素イオン治療後の腫瘍体積変化の研究12C026

辻 比呂志放医研病院治療課重粒子線治療の臨床的ＲＢＥに関する研究13C028

山田 滋放医研病院治療課重粒子線照射後の各種サイトカインの動態に関する研究14C030

山田 滋放医研病院治療課重粒子線治療における正常組織障害の定量的評価の試み14C031

神立 進放医研病院診断課重粒子治療評価のための超高速造影ＭＲＩおよび血流ＭＲＩを用いた

ヒト腫瘍微小循環測定法の開発

14C032

大野達也放医研病院治療課婦人科腫瘍重粒子線治療における正常組織障害の定量的評価の試み14C033

柳 剛放医研病院治療課骨軟部腫瘍の皮膚反応に対するＤＶＨ分析14C034

森 豊東京慈恵会医科大学Ｆｕｓｉｏｎ画像による重イオン線の局所肺障害の定量的評価の試み14C035

HIMAC 共同利用研究 平成１４年度採択課題一覧



-57-

【診断】

申請者申請者所属課題名整理番号

大野達也放医研病院治療課重粒子治療の照射効果に関する病理学的研究13D002

吉川京燦放医研病院診断課１２Ｃイオン照射時体内ポジトロン核種分布ＰＥＴ画像化及び治療

計画ＣＴ対比による臨床応用研究

13D006

古賀雅久医療法人波多病院ＭＲＩおよびＭＲＳによる脳腫瘍の放射線治療効果判定法の研究13D007

荒野 泰千葉大学大学院医学研

究院

ラジオアイソトープ標識抗テネイシンＣ抗体を用いる重粒子線治療の

効果判定と適応腫瘍の選定

12D009

井上 修大阪大学治療効果判定のための放射性薬剤の開発評価－核酸誘導体の腫瘍積に

関する検討

14D010

吉川京燦放医研病院診断課がんの機能診断法に関するＰＥＴの応用研究13D101

【生物】

申請者申請者所属課題名整理番号

大西武雄奈良県立医科大学癌関連遺伝子からみた重粒子線治療の基礎的研究14B110

手島昭樹大阪大学重粒子線によるがんの転移過程に及ぼす影響13B132

田中越郎東海大学重粒子線照射の心臓疾患治療への応用14B134

安藤興一放医研粒子線生物治療

研究グループ

炭素線照射による組織損傷とその修復機構14B135

溝田 淳千葉大学大学院医学研

究院

炭素線ならびに陽子線による網膜障害の基礎研究14B136

福田 俊放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

重粒子線照射に伴う骨代謝及び関連臓器の障害評価に関する研究14B211

坪内 進鈴鹿医療科学大学急性膵島細胞死で見た重粒子線の RBE14B212

野島久美恵放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

脳の正常組織と高次機能に対する重粒子線の影響解析13B223

高橋千太郎放医研放射線安全研究

センター長

重粒子線による脳組織障害の予防・治療に関する研究14B231

伏木信次京都府立医科大学胎生期マウス大脳皮質層構築期の遺伝子発現に低線量重粒子照射が与

える影響の解析

12B234

大和谷厚大阪大学重荷電粒子照射による放射線宿酔動物モデルの作成12B235

山田 滋放医研重粒子医科学

ｾﾝﾀｰ 病院治療課

重粒子線の消化管に対する体積効果に関する研究13B237

廣部知久放医研放射線障害研究

グループ

メラノサイトの増殖・分化に対する重粒子線の影響13B238

島田義也放医研低線量生体影響

プロジェクト

重粒子線による乳癌発生に関する研究14B239

中川秀彦放医研レドックス制御

研究グループ

重粒子線による生体内一酸化窒素産生：誘導機構と生体影響14B240

島田義也放医研低線量生体影響

プロジェクト

重粒子線による胸腺リンパ腫の発生とそのメカニズムの分子生物学的

研究

14B241

長谷川正俊群馬大学脊髄への重粒子線の照射がニューロンとそれが神経支配する骨格筋繊

維の特性に及ぼす影響

14B244

王 冰放医研放射線障害研究

グループ

ラット精子形成細胞における粒子線の影響に関する研究14B245

稲次基希放医研脳機能イメージ

ング研究開発推進室

炭素線照射によるパーキンソン・モデル動物に対する神経幹細胞移植

の効果に関する研究

14B246

C.A.Waldren（財）放射線影響研究所Effects of Radioprotectors on Mutation in Cultured

Mammalian Cells by Carbon Beam

14B319

古澤佳也放医研粒子線生物治療

研究グループ

重粒子線の線種および線質と細胞障害12B320

鈴木雅雄放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

重粒子線低線量反復照射が及ぼす遺伝的不安定性に関する研究13B328

邵 春林Mechanisms of Heavy Ions Induced Bystander Effect13B330

三好憲雄福井医科大学ヒトメラノーマ培養細胞に与える放射線と重粒子線照射効果の比較13B331
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【診断】

鈴木雅雄放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

マイクロビーム様粒子線低密度照射による細胞死・突然変異・DNA 損傷

に関する研究

14B332

川田哲也千葉大学大学院医学研

究院

ヒト線維芽細胞の重粒子線照射による生存率と FISH 法による染色体

異常に関する研究

14B333

王 冰放医研放射線障害研究

グループ

リンパ腫細胞の重粒子線誘発アポトーシスの機構に関する研究13B407

檜枝光太郎立教大学ブラックピーク近傍の重粒子イオンを用いたイオン特異的な DNA 損傷

の誘発と修復

13B413

高倉かほる国際基督教大学重粒子線が生成する細胞中の DNA 損傷と染色体異常12B416

田内 広茨城大学HPRT欠損突然変異高感度検出系を用いた突然変異スペクトルのLET依

存性解明

14B419

伊藤 敦東海大学重粒子線によって誘発される DNA 酸化的損傷の分析13B424

笠井清美放医研放射線障害研究

グループ

ヒト培養細胞の細胞周期への重粒子線影響13B426

竹下啓蔵放医研レドックス制御

研究グループ

重粒子線の in vivo における酸素ラジカル生成に関する研究14B431

坪井康次筑波大学膠芽種細胞に対する重粒子線照射におけるラジカル反応の基礎的研究12B439

前林勝也重粒子線感受性に関する先行指標の検索12B442

岩立康男千葉大学大学院医学研

究院

グリオーマ細胞株における重粒子線照射後のプロテオーム解析12B443

David J.ChenLawrence Berkeley

National Laboratory

ife Sciences Division

Global gene expression induced by high LET charged particles in

normal human fibroblasts

12B444

鈴木雅雄放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

突然変異およびクロマチン損傷誘発に対する重粒子線の LET・加速核

種依存性

13B446

西坂 剛重粒子線を用いた腫瘍の治療に対する外因性および内因性のプロトポ

ルフィリンの効果

13B447

今井礼子放医研病院治療課重粒子線照射による細胞死の機序について13B448

伴 貞幸高 ｴﾈﾙｷﾞｰ 加速器研究

機構放射線科学 ｾﾝﾀｰ

重粒子線照射後の遺伝子発現プロファイルの作成13B450

山下昭二九州大学大学院重粒子線により誘起される DNA 微細構造変化の解析14B451

岡安隆一放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

重粒子線と X線による初期 DNA（染色体）損傷、修復の比較14B452

Honglu WuStudy of choromosome aberrations and gene expressions

in human cells exposed to high energy heavy ions

14B511

古澤壽治京都工芸繊維大学カイコ生体反応による長期宇宙放射線曝露の総合影響評価に関する研

究－カイコの胚発生過程におけるポリオール蓄積量と放射線感受性－

14B516

Marco

Durante

ナプラス フェデリコ

Ⅱ大学

Influence of the Shielding on the Space Radiation Biological

Effectivenss

12B517

坂下哲哉放医研病院診療放射線

技師室

鞭毛藻類 Euglena gracilis Z（ユーグレナ）の負の重力走性への重粒子

照射の影響と生物効果比について

13B519

樋野興夫（財）癌研究会癌研究所宇宙放射線（重粒子）照射の発がんに及ぼす影響13B521

野島久美恵放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

宇宙放射線（重粒子）のマウス血液細胞に対する生物効果14B522

Mortazavi

Mehrabadi

National Radiation

Protection

Department

Radioadaptive Response Induced by High Energy Protons and Heaby

Ions

14B523

Sun YegingMolecular Study of the Mechanisms of Plant Genetic Mutatation by

Space Environment

14B524

吉川 勲長崎大学重粒子線誘発突然変異スペクトラム14B525

松本英樹福井医科大学重粒子線癌治療における NO ラジカルの役割13B612

島田英昭千葉大学医学部食道癌に対する重粒子線と p53/NFkappaB 遺伝子治療の併用効果の検

討

14B614
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【診断】

安藤興一放医研粒子線生物治療

研究グループ

次期治療ビームに関する研究13B622

吉岡公一郎東海大学重粒子線を用いた根治的不整脈治療の開発13B625

杉村和朗神戸大学前立腺癌細胞に対する炭素線照射後の DNA 修復機構13B626

丹沢秀樹千葉大学大学院医学研

究院

悪性腫瘍と正常上皮における重粒子線による DNA 構造変化の検討14B627

山田 滋放医研病院治療課膵癌に対する重粒子線照射と化学療法の併用に関する研究14B632

【物理・工学】

申請者申請者所属課題名整理番号

金井達明放医研医学物理部重粒子線治療照射法に関する総合的研究13P005

佐藤幸夫放医研加速器物理工学

部

重粒子線の生物効果初期過程における基礎物理研究13P009

南園忠則大阪大学大学院偏極不安定核ビームによる核モーメント及び固体物性13P026

野田耕司放医研加速器物理工学

部

がん治療用加速器の総合的研究13P028

小牧研一郎東京大学大学院相対論的イオンビームによる核オコロコフ効果13P032

西村克之茨城県立医療大学重粒子線によるコンピューター断層撮影の研究14P034

岩田和朗奈良県立医科大学TLD による重粒子線場の２次元線量分布の測定14P036

J.MillerLawrence Berkeley

Nat.Lab.

Light Ion Fragmentation Studies with Multiple Particle Resolution14P037

峯岸安津子神奈川大学総合理学研

究所

α－アラニンおよび N－アセチルアラニンの重粒子照射で生成するラ

ジカルの検出

14P038

小川雅生東京工業大学原子炉工

学研究所

重粒子線と高密度プラズマの相互作用13P043

松尾 崇神奈川工科大学高電離重イオン衝撃による原子分子の電離過程の研究12P045

小林俊雄東北大学大学院陽子 /クラスターノックアウト反応による原子核構造の研究12P051

村上哲也京都大学大学院Gev エネルギー軽重イオンビームによる標的核多重破砕反応の系統的

研究

12P052

金沢光隆放医研加速器物理工学

部

二次ビームコース及びこの医学利用に関する基礎研究12P054

岩田佳之放医研加速器物理工学

部

重イオン核反応による中性子生成量及び二重微分断面積の測定13P055

櫻井敬久山形大学イメージングプレートの重粒子検出器への応用12P056

河野俊之東京工業大学大学院ファンビーム方式重イオン CT システムの開発と性能評価12P057

小森雅孝放医研医学物理部重粒子ビームのフルエンス、LET 分布に関する研究12P060

中村尚司放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

重イオン生成中性子の物質内挙動と等価に関する研究12P064

T.B.BorakDept. of

Radiological Health

SciencesColorado

State University

軽い重イオンのマイクロドシメトリー（Microdosimetry of Heavy

Ions）

13P065

柏木利介放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

重粒子入射に対する新しい半導体検出器の応答13P066

金井達明放医研医学物理部重粒子線飛程の精密測定13P069

長谷部信行早稲田大学理工学総合

センター

Heavy Nuclei Explorer 用シリコン検出器の校正試験14P075

上蓑義朋理化学研究所重イオンによる放射化断面積の系統的測定14P077

金沢光隆放医研加速器物理工学

部

重粒子線の体内フラグメンテーションの断面積測定14P078

Jure SkvarcMeasurements of element Production cross section and fragment

emission angles of C,Si and Fe in H,C and AI targets

14P083

森 義治高 ｴﾈﾙｷﾞｰ 加速器研究

機構加速器研究施設

重粒子加速器のビーム高品質化のためのビーム力学の研究，および新

型空洞とビームチョッパーの開発研究

14P087
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福田光順大阪大学大学院重粒子線による核反応断面積の研究12P093

鬼塚昌彦九州大学医療技術短期

大学

重粒子放射線放射線治療場の線質・線量評価の基礎研究12P094

久保山智司宇宙開発事業団高精細度テレビジョンカメラ用撮像素子の放射線影響評価12P095

久下謙一カラー写真を用いた重イオン粒子の飛跡の測定法の開発12P096

田村忠久神奈川大学スペースステーション搭載用宇宙線観測装置の重粒子線検出性能に関

する研究

12P098

宮地 孝早稲田大学理工学総合

センター

音響素子による重イオン検出の試み12P105

取越正己放医研加速器物理工学

部

電子密度測定による治療計画の高精度化に関する基礎研究13P110

佐々木慎一高エネルギー加速器研

究機構放射線科学セン

ター

重荷電粒子に対する物質の電離収率並びに蛍光効率の測定13P111

篠原 厚千葉大学大学院マルチトレーサー連則製造のためのオンライン分離システムの開発13P112

内堀幸夫放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

Intercomparision for Cosmic-ray with Heavy Ion Beams At NIRS13P113

鶴田隆雄近畿大学原子力研究所感度制御可能な固体飛跡検出器に関する研究13P115

稲辺尚人確率冷却用ピックアップ電極の開発13P118

R.M.Ronning-

en

Measurements of Double-Differential Neutron Production Cross

Sections from Intereactions of Energetic Heavy Ions with

Lithium,Aluminum,Polyethylene and Simulated Martian Regolith

13P120

中川公一福島県立医科大学スクロースラジカル生成における重粒子線照射の効果13P121

古澤佳也放医研粒子線生物治療

研究グループ

重粒子線マイクロビーム照射装置の製作と生物効果の解析13P122

山本幹男放医研上席研究員陽子線照射による短飛程フラグメントの計測13P123

Leopold

Summerer

Atomic Institute of

The Austrian

Universities

LET calibration of the TL response of CaF2：Tm-Further

investigations

13P126

俵 裕子高エネルギー加速器研

究機構放射線科学セン

ター

国際宇宙ステーション・宇宙生物実験用積算型線量計素子の重イオン

に対する特性評価

13P127

東 俊行東京都立大学大学院相対論的エネルギーの分子イオンチャネリング13P129

西尾禎治放医研医学物理部陽子線と Beam ON LINE 型ポジトロンカメラの利用によるターゲット中

での Autoactivation に関する基礎研究

13P131

丸山浩一北里大学プラスチックシンチレータ中での 11C と 12C の核破砕反応14P132

高島 健文部科学省宇宙科学研

究所次世代探査機研究

所

科学衛星搭載観測器の耐放射線素子開発と照射実証実験14P133

岩田佳之放医研加速器物理工学

部

中性子ハロー核のアイソバリックアナログ状態14P134

上蓑義朋理化学研究所ビームロスモニタの開発14P135

須田利美理化学研究所高エネルギー重粒子線に対する無機シンチレータの応答関数測定14P136

山内知也神戸商船大学Radial size and chemical structure of nuclear tracks in polymers14P138

高田真志放医研宇宙放射線防護

プロジェクト

高エネルギー中性子検出器の中性子－陽子弁別特性の試験評価と高エ

ネルギー中性子の応答関数測定

14P139

佐波俊哉高エネルギー加速器研

究機構放射線科学セン

ター

高エネルギー中性子に対するプラスチックシンチレーターの応答関数

取得

14P140

勝村庸介東京大学大学院重粒子線による水分解生物の収量評価14P141
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概況

本研究課題は、生体機能を画像化するための分子

イメージング法を開発し、その臨床利用を推進する

ことにある。本年度は、多様な放射薬剤の製造・合

成システムに対応する開発として、多用途自動合成

装置の試作を行い、関連技術の特許取得に努めると

ともに、金属核種の本格供給に備えた遠隔製造シス

テムも試作した。新規リガンドとして、アミノ酸受

容体、NMDA 受容体、アセチルコリン神経伝達機能、

心筋炎早期検出のための標識抗体等の開発と前臨床

試験を行った。臨床利用を推進するために、採血を

必要としない定量的なデータ解析法の確立と薬物治

療の動態解析を行った。

1. 研究担当者

棚田修二、鈴木和年、原田平輝志、入江俊章、福

士清、須原哲也、村山秀雄、吉川京燦、外山比南子、

伊古田暢夫、柴田貞夫、小畠隆行、篠遠仁、難波宏

樹、舘野之男、福田寛、井上修、長塚伸一郎、吉田

勝哉、渡邊直行、張宏

2. 目的

神経伝達及び生理・代謝などの機能を生体分子機

能イメージング法でとらえるため、その中枢基盤と

なる PET 及び SPECT の放射薬剤の製造、開発並びに

測定法（計測、解析を含む）の確立及び臨床応用に

ついての研究を総合的に進める。以下を達成目標と

する。

遺伝子、分子機能を捕える新しい放射薬剤のプロ

トタイプを開発する。

分子イメージング法の計測、解析法を確立する。

精神神経疾患及びがんの生理・病理機能の測定法を

確立する。

3. 研究経過及び研究成果

1)１１C 標識化合物に関しては、１１CH ３ I 装置および

グリニヤー反応を利用する多用途自動合成装置とも

に概念設計を行い、その試作も行った。特に、

１１CH ３ I 装置に関しては試験生産を何度も繰り返し

ほぼ期待通りの成果を得た。これに関する特許申請

の準備を行った。

2)１８F- フロロアルキル化反応の収量向上に関して

は、収量、再現性ともに大幅に向上し、その成果は

国際誌に受理された。また、この反応を利用してア

セチルコリンエステラーゼ活性測定用の〔１８F〕

FEtP4A だけでなく末梢性ベンゾジアゼピン受容体

計測用〔１８F〕FEtDAA1106 および〔１８F〕FMeDAA1106

を開発し、動物を用いた評価も行った。これらにつ

いては、国際誌にも掲載され、また、特許も申請し

た。高比放射能化に関しては、その汚染要因につい

て調べた結果、照射中には汚染の割合が低いこと、

送液ポンプでの汚染が大きいことなどが判明した。

3) 金属核種の製造に関しては、６１Cu をモデル核種

とし、ターゲットの照射から輸送、ターゲット解体、

ターゲット溶解、分離精製までを遠隔的に行うこと

のできるシステム開発に成功し、それを用いて

10mCi 程度の高純度６１Cu の試験製造に成功し

た。７６Br と１２３I 製造に関しては、そのための遠隔

製造システムを試作し、その性能試験を開始した。

4)〔１１C〕L-703,717 の脳移行性改善のために種々の

エステルプロドラッグ体を合成評価したところ、ア

セチルエステル体（Acetyl-〔１１C〕L-703,717）が

２倍の脳移行性を示しかつ脳内で速やかに活性な

〔１１C〕L-703,717 に代謝変換されることを見いだし

た。次いで Acetyl-〔１１C〕L-703,717 のヒト臨床評

価を可能にする簡便な自動合成法を開発した。

5) NMDA 受容体 NR2B サブユニットに選択的なイフェ

ンプロジルを基本骨格とする４種類のアンタゴニス

トについて C-11 標識体の合成に成功し、PET 薬剤と

しての評価を行った。いずれの化合物もインビボ条

件下では特異結合の検出に至らなかったが、その原

因として内在性カチオン（ポリアミン、2価の金属）

による薬剤の結合阻害が関与していることが判明し

た。従って今後の開発戦略として内在性リガンドに

非感受性な薬剤開発の必要性を認めた。

6)新しい生体分子機能測定のPET/SPECT放射薬剤の

開発に関する研究について：

(1) 評価検討の結果、中活性域の脳アセチルコリン

エステラーゼ活性測定薬剤として選択した１１C-

MP4P の前臨床試験を終了し、臨床試験を開始した。

また、デザイン合成を完了し、かつ１８F- 標識が

可能となった薬剤についてインビトロおよびイン

ビボでの性質評価を行った。

(2) 脳ブチリルコリンエステラーゼ活性測定の PET

薬剤につき、数種のデザイン合成を行い、その活

性相関（化学構造と酵素反応速度や特異性）の評

価研究から、ヒトでの有効性が高いと思われる二

つのプロトタイプ薬剤を選択し、それらの前臨床

試験を行った。

2.2.4 画像診断に関する基盤的研究

2.2.4.1 PET 及び SPECT に関する基盤的研究
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(3) 心筋炎の早期検出を目指し、炎症に伴い発現す

るテネイシンの分子イメージ剤として抗テネイシ

ン抗体の標識及び初期的な性質評価を行ってきた。

今回、心筋炎の病態モデルラットを用い、In-111

標識抗テネイシン抗体（Fab'）による SPECT 測定

を行い、ラット心筋内のテネイシン発現部位を画

像として描出することに成功した。

7)放射薬剤の測定法と臨床応用に関する研究につ

いて：

(1)１１C-MP4A/PET 測定法に関した酵素活性の定量

解析法を検討し、採血を必要としないより非侵襲

的でかつ信頼性の高い解析法を開発、この解析法

をMP4A臨床PETデータ解析プログラム内への組み

込みを行った。また、MP4A 画像の標識化のプログ

ラムを IDL 上に構築し、その評価検証を行った。

(2)１１C-MP4A/PET の特性を用いたアルツハイマー

治療薬（塩酸ドネペジル）の治療効果に関する研

究を継続して実施しており、血中濃度と阻害率と

の相関等について有用な成果を得た。また、痴呆

性疾患における病態研究も展開した。

8)粗セプターを用いたPTE装置に対する散乱線の影

響を分析し、その補正法を提案した。

9) 脳内 GABA Ａ / ベンゾジアゼピン受容体複合体の

PET による定量評価について：

(1)脳内のGABA Ａ /ベンゾジアゼピン受容体はαサ

ブユニット２つ、βサブユニット 2つ、γサブユ

ニット１つで構成されており、このうちαサブユ

ニットはベンゾジアゼピン受容体結合に不可欠で

ある。αサブユニットには 6つのサブタイプがあ

り、これらの違いにより受容体の薬剤選択性や機

能が異なると考えられている。本研究ではα 5サ

ブユニットを持つ GABA Ａ / ベンゾジアゼピン受容

体サブタイプに選択性を有する PET リガンド

〔１１C〕Ro15-4513 による受容体結合の定量解析を

行った。

(2) 特異結合が極めて少ない橋を参照領域とした 2

つの解析法 graphical analysis（Logan 法 )と

simplified reference tissue model analysis

（Lammertsma 法）により求めた各関心領域の受

容体結合能はいずれも、血漿の時間放射能曲線を

入力関数とした 3コンパートメントモデル解析に

より求めた受容体結合能と正の相関が見られた。

このことからLogan法とLammertsma法のいずれも、

血漿の時間放射能曲線を入力関数とした 3 コン

パートメントモデル解析の代用として、〔11C〕

Ro15-4513 による受容体結合能の定量に用いるこ

とが出来ることが示された。さらに Logan 法と

Lammertsma 法の定量結果の、ノイズに対する安定

性についてコンピュータ・シュミレーションを

行ったところ、Lammertsma 法の方が安定した結果

が得られることが分かった。この結果と、動脈血

採血を必要としない簡便さから、Lammertsma 法は

〔11C〕Ro15-4513 による受容体結合の定量法とし

て最も有用であると考えられた。これによりα 5

サブユニットを持つ GABA Ａ / ベンゾジアゼピン受

容体サブタイプの受容体結合能の定量的評価が可

能となった。

４．その他の特記事項

１）外部資金の獲得について：

（１）放射薬剤（FDG：18F-ﾌﾛﾛﾃﾞｵｷｼｸﾞﾙｺｰｽ）の品 質

管理技術に関する技術指導（２名、各１ヶ月）

（２）「短寿命放射性薬剤自動合成装置、自動品質検

査装置及び自動分注装置の開発」に関する技術指

導

（３）「FDG 水溶液の分析」に関する業務請負

（４）受託研究：「ターゲット放射化物の評価に関す

る研究」

（５）「11C 自動合成装置に関するノウハウ」移転契

約

（６）受託研究：「RI標識抗テネイシン C抗体を用

いた心筋炎診断薬による実験調査」が科学技術振

興事業団の実験調査として採択された（放医研、

千葉大医・薬、三重大医の共同研究）。
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独法成果活用事業、多核種多次元 NMR の臨床測定法

概況

基盤研究および独法成果活用事業として、脳機能

評価および腫瘍診断研究を中心に、高速計測、微量

計測並びに NMR スペクトロスコピーなどの計測法の

開発研究と臨床的評価を行った。また、独法成果活

用事業では多核種多次元計測の開発研究を行うため

の、7T400mm 級自己シールド型マグネットの要素技

術開発を行った。

１．研究担当者

池平博夫、棚田修二、須原哲也、小畠隆行、遠藤

真広、吉留英二、中田力、秋根良英、金沢洋子、伊

藤公一、石濱正男、田村充、齋藤一幸、三木孝史、

中島巌、青木尊之、新海浤、黒田浩明、橋本謙二、

大須賀敏明、高梨潤一、奥川忠博、露口利夫、八巻

邦次、渡邊淳也、福田吉宏、武田真一、鈴木弘子、

小野光弘

２.目的

生理・代謝機能の非侵襲的解析を行うため、機能

的 MRI を用いた最適賦活法及びそのデータ解析法の

開発を行う。また、人体からの多核種スペクトロス

コピーを可能にする計測法の開発を行う。達成目標

は、高速計測について、頭部、躯幹部とも 10～

30ms/ スライス程度のリアルタイム画像による診断

を可能にし、心電図同期法などによる 3次元計測画

像から血管内血流速度、圧力分布などの 4次元解析

法を確立へ展開する。さらに、グラム、ミリメート

ル単位の組織内代謝の計測を確立することを目的と

する。

３.研究経過及び研究成果

基盤研究

1) 高速計測

腹部での膵胆管撮影法その他の部位の３次元画

像化とそれによる臨床評価を行った。

2) 微量計測

MRI による血流量、流速等血流因子の定量化に

関して４次元解析を含めた方法論の開発を行った。

独法成果活用事業

Ａ .実験用 NMR システムの導入準備

1) 多核種多次元 NMR を十分研究する事が出来る研

究用超高磁場 NMR システムの導入を準備中。

2) 1.5Teslaの人体用ハイブリッド型MRI装置を用

いて多核種多次元 NMR のパルス系列の開発と実験

を行った。

Ｂ .実験的検討

1. MRS 計測に関する研究

1） MRS による研究ではプロトン MRS/I による画像

でのアミノ酸等の脳内代謝物質の量的、空間的評

価による、臨床診断への応用を行った。

2） 多核種 MRS 計測法の開発と評価を引き続き行う。

特に多次元 MRS の生体への応用に関する基礎研究

に重点を置く。

2. fMRI に関して

1） 脳の fMRI による高次機能評価法の確立を目指

す。

2） fMRI による高直脳評価法を健常者並びに患者

ボランティアに実施し方法論の応用検討を行った。

3. 高性能共振器の開発

1） 高周波共振器の開発核種は Proton, 13C,19F,31P

等に重点をおいて開発を行っている。

2） 高周波共振器の種類については、ソレノイド、

鞍型の従来型の共振器に加え、山形大学の小野研

究室と協力してループギャップ型、もしくはシン

グルターンソレノイド型の共振器の開発に重点を

置く。

3） さらに高周波帯位における高性能共振器の研究

も超高磁場への利用を視野に入れて開発を行う。

研究支援については PET および防護体系グループ

への研究支援として MRの３次元画像計測と処理

の提供を行った。さらに重粒子研究の基礎臨床へ

の画像支援も行った。

放医研内外との研究協力、支援研究の現行課題

数は 27 課題で有る。

超高磁場 NMR システムの導入状況

7T400mm級自己シールド型MRI用マグネットのR&D

（神戸製鋼所 電子技術研究所）

7T/400mm級NMRマグネットの設計を行った。コ

イルパラメータを決定し、所定の仕様を満足する

ことを計算で確認した。またクライオスタット設

計のための要素技術R&Dを行った。平成15年度は

その完成を目指す。

本研究は、平成14年度から4ヵ年計画で行われ

る、独法成果活用事業「多核種多次元 NMR の臨床

2.2.4.2 NMR に関する基盤的研究
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測定法の開発」課題に関わる大型実験動物仕様の

研究用核磁気共鳴イメージング装置製作のための

超電導マグネット開発を目的とする。本研究で必

要としている核磁気共鳴イメージング装置用の超

電導マグネットは、既製製品としては存在しない。

したがって希望する目的基準に達する仕様を得る

ため、必要な要素技術に関し、 R&D を行った。



-65-

概況

らせんCT肺がん検診システムの研究開発は、ほぼ

所定のレベルに達しており、実用化の段階。自治

体・病院等への技術移転及びネットワーク化をはか

る。またこれまでの研究成果を報告書にとりまとめ

る。

１．研究担当者

班長 松本 徹（医学物理部）

班員：伊藤久夫（千葉大医学部）、遠藤真広（医学物

理部）、大和田英美（千葉大医学部）、神立 進（病

院）、金木健一（日立メディコ）、日下幸則（福井医

科大）、栗山蕎之（千葉大医学部）、黒田知純（大阪

成人病センター）、鈴木公典（結核予防会千葉県支

部）、鈴木隆一郎（大阪成人病センター）、角南祐子

（結核予防会千葉県支部）、田島廣之（日本医大）、

長尾啓一（千葉大保健管理センター）、中川 徹（日

立健康管理センター）、藤沢武彦（千葉大医学部）、

藤野雄一（NTT サイバーソリューション研究所）、渡

辺 滋（千葉大医学部）、松本満臣（都立保健大学）、

宮本忠昭（病院）、山本眞司（豊橋技科大）、吉川京

燦（病院）、吉村明修（日本医大）

班協力者：潤間隆宏（千葉大保健管理センター）、奥

村俊昭（国立仙台電波高専）、南 洋子（大阪成人病

センター）、菅沼成文（福井医科大）、高木 博（日

立メディコ）、滝口裕一（千葉大医学部）、滝沢穂高

（豊橋技科大）、中山富雄（大阪成人病センター）、

名和 健（日立健康管理センター）、藤村香央里（NTT

サイバーソリューション研究所）、安川朋久（千葉労

災病院）、矢野 侃（荒川区がん予防センター）、矢

部 勤（結核予防会千葉県支部）

客員研究員：飯沼 武、舘野之男

２．目的

CT 肺がん検診システムは、単に CT 装置やこれを

搭載した検診車などハードウエアを揃えて検診を実

行すれば完成というものではない。検診システムは

多種にわたるサブシステムから構成されており、そ

れらが整合性よく一体化されたものではならない。

本研究は、効率よく、精度高く、安全に、投入し

た費用に見合う効果でもって、肺がんが早期に発見

され、重粒子線や手術により早期治療が実現できる

CT 肺がん検診システムを研究開発することを目的

とする。

３．研究経緯

前年度に引き続き、放医研を中核機関として、産

官学の専門家集団からなる全国的規模の共同研究

ネットワークを組織、今年度の研究計画に沿って、

有効性の確認、実用化へむけての技術開発、安全性

の確保、検診システムの普及・拡大を目指した CT検

診法の標準化・精度管理システムの構築をはかった。

本研究課題は多岐にわたっているが主な成果の概

略を以下に報告する。

４．研究成果

１）胸部 CT 検診の有効性評価

CTおよびCT搭載検診車を用いた胸部CT検診が従

来の方式に比してどの程度有効か確認するため、千

葉、大阪、日立、東京（荒川区）の臨床グループに

よりフィールド評価研究（パイロットスタデイ）を

行ってきた。

平成 14 年度までに判明した臨床評価データの１

例（共同研究機関：大阪成人病センターの成績）を

示す。通常検診（1981-1995）受診者：男女計 165,422

人のうち発見肺がん数は 142、発見肺がんは対 10万

人比、男：190、女：38、CT 検診（1998.10-2002.3）

受診者男女合計 6,729 人中、発見肺がん 40、男：825、

女：502 となり、通常検診より男は 4.3 倍、女は 13.2

倍近く発見された。病期Ⅰ期率 (%) は、通常検診で

は、男：50、女：67、CT 検診、男：70、女：92。肺

がん切除率 (%) は、通常検診では、男：39、女：70、

CT 検診では男：81、女：85 であった。その結果、通

常検診の５年生存率：40％に対して、CT 検診の３年

生存率 (14 年度分がまだデータ整理ができていない

)95％であった。組織型別では、CT検診以外では

70％前後が腺癌であったが、CT検診では80％と向上、

扁平上皮癌は通常検診では男女ともに病期 Ⅰ期率

(%) は 50％であったが、CT検診では男女ともに全例

病期Ⅰ期で発見された。

これらのデータは胸部 CT 検診の有効性を強く示

唆する。しかし、肺がん死亡の低減に寄与すること

が証明されなければ真に有効とはいえない。これま

で、当研究班の評価研究は、それぞれの機関で実施

できる方法で症例を地道に蓄積する方式がとられた。

従って、検診対象の数、地域、職種等様々なデータ

が孤立して存在、１施設のみでは検診数は限られ、

統計的、科学的な意味を持つデータとなるまでに多

大の時間を要するのが難点と思われた。そこで、現

2.2.4.3 らせん CT 肺がん検診システムの研究開発
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在、厚生労働省研究班（主任研究者：鈴木隆一郎）

とも連携し、本研究班（４共同機関）で得られた貴

重なデータを他の５施設のものと合わせてコホート

研究により肺がん検診システムの有効性を評価して

いるところである。

２）有効性評価法の理論的研究交流係

平成 14 年度は、まず、「初回検診で生じる死亡数

について」検討した。すなわち、癌検診の評価は当

該癌の死亡率減少を指標とする有効性の確認によっ

てなされるのがよい。しかし、死亡率を測定する無

作為化臨床試験（RCT）において、検診開始直後の初

回検診の癌死亡数を勘定に加えて検診群の累積死亡

数を求め不介入群との比較を行うと誤った結果にな

ることを明らかにした。それは初回検診においては

多くの前臨床期の癌を拾い上げるためである。この

ことを我々は初回検診モデルによって相対リスク

（RR）が一時的に増加し、初回時の死亡数が RRで

1.0 を過渡的に越える可能性を明らかにした。本研

究から導いた重要な結論は、①癌検診の有効性評価

にあたっては初回検診の死亡数を除外して、そのあ

とに行われる検診からの死亡数を勘定に入れなけれ

ばならない、②癌検診の真の有効性は十分に長い期

間にわたって実施し、検診が定常状態になってきた

時にその死亡率を測定すべきであるということであ

る。

３）CT読影支援システムの開発評価における基礎的

研究

本読影支援システムを用いて大量のCT画像をCRT

モニターで読影する時の医師の読影機能を評価する

基礎的研究：「瞳孔径の経時的変動の分析」、「画像診

断時の葛藤動態モデルの構築」、「ダブルチェック法

の評価」を行った。本研究により、胸部 CT 検診の実

用化に伴う問題解決法を指摘する一方、画像診断一

般に当てはまる医師の心理的・生理的現象を実験的

に確認、それを理論モデル化し、そのモデルから「先

入観のない判断は存在しない」、「短時間の決断は先

入観に支配されやすい」などの一般的法則を導出し

た。また、そのモデルを応用すると、通常の方法

（ROC 解析）では評価できない「検診読影」の性能

を定量的に評価できる、新しい画像診断評価法を開

発した。

４）コンピュータ支援画像診断システム（Computer

Assisted Diagnosis：CAD）の性能評価

本 CAD システムをより実用化に近づける時に遭遇

する問題解決のための研究を実施した。すなわち、

我々の CAD は様々な医師および、様々な施設に対応

できるように計画しているが、①撮影するCTの機種

や撮影条件の違いや、②医師の診断基準（診断時の

画像表示条件の違いも含む）の違いにより CAD の性

能は大幅に変化する。

共同研究者である大阪成人病センター、日本医大、

信州大、日立健康管理センター、結核予防会千葉県

支部において、同機種 CT、異機種 CT、異撮影条件で

収集された CT 画像に、ある施設の CT 画像に対して

良い性能を発揮するように組まれた CAD を他の施設

の CT 画像に適用しても性能が変動しないようにす

るため、①項の変動軽減をねらった画像処理を施し

てその効果を調べた。また②の違いについて定性的

に評価した。

その結果、前処理として、メヂアンフィルタと

Tophat 処理を適用することで、施設間の機差や撮影

条件の違いによる画質のばらつきを補正した。この

処理を実際の症例に適用し、その有効性を確認した。

但し、医師の診断基準の違い（抽出される異常病巣

の性質の違い）に起因すると思われる特徴量の差を

吸収することは不可能であり、この点に対するロバ

スト性をどう表現するかが今後の課題である。

５）CRT 読影支援システムと CAD システムのネット

ワーク化

本システムの有用性評価のため H13 年度末、共同

研究者の千葉大保健管理センターと大阪成人病セン

ターとの間で、CRT 画面上に同じ画像を表示、観察

しながら、相手医師の顔もみながら協調読影する実

験を行った。その成果の一部を平成 14 年 11/31 －

12/5 開催の北米放射線学会（RSNA）で発表し

RSNA2002 info RAD Award；Certificate of Meritを受

賞。

６）胸部検診用 CT撮影の QA/QC 法の検討

「低線量 CT」による胸部検診はこれまでの研究実

績により全国に、また世界に拡大・普及しつつある。

しかし、新しい検診システムの開発を優先する余り、

精度管理の面からの対応は十分とはいえない。そこ

で、胸部 CT 検診研究会（TCS）技術部会（部会長：

松本徹）のもとで、日本放射線技術学会・日本医学

物理学会と連携して、標準的な胸部検診用CT撮影の

QA/QC法を検討した。平成14年 10月胸部 CT検診用

標準的 CT 撮影マニュアルの原案を完成させた。CT

肺がん検診を実施している自治体・病院への周知お

よびこれから行おうとする関係機関へ本法を普及さ

せるため、また全国的規模の精度管理ネットワーク

化をはかるため、本マニュアルは第 10回胸部 CT検

診研究会大会（松本大会長）で公表され、TCS ホー

ムページ上に公開する予定となっている。
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概況

単色X線CTの定量性の確認を重点目標として研究

を実施した。さらに、単色X線CTの臨床への適用を

目指した技術開発の可能性を探るため、基本的な測

定をもとに問題点の洗い出しを行った。単色X線CT

の実験は、国内放射光施設を利用して行った。また、

放射光の専用ビームラインの検討のための、放射光

源（ウィグラー）の磁場特性確認を実施した。ここ

では、単色 X線 CT 関連について報告する。

１．研究担当者

（加速器物理工学部）取越 正己、佐々木 誠、熊

田 雅之、野田 耕司、山田 聰、（医学物理部）角

尾 卓紀、遠藤 真広

２．目的

体内の電子密度分布は、重粒子がん治療の治療計

画の高精度化に重要な役割を果たすだけでなく、従

来の CTにはない定量的な医療情報を持つと考えら

れることから、これまで単色X線CTによる電子密度

の定量的測定法の開発を重点的に研究してきた。今

年度は単色 X線 CT で得られる電子密度の定量性（絶

対値精度）を確認することを目的とした基礎的測定

を重点的に行った。

３．研究経過

単色 X線 CTの実験は高輝度光科学研究センター

(SPring-8) 及び高エネルギー加速器研究機構 (KEK)

で共同利用実験の枠内で実施している。これまで、

放射光による単色X線CTは小型被写体を対象として

いた。これは放射光を用いた研究全般に言えること

であり、その意味で大型被写体の単色X線CTの実績

は少ない。人体頭部程度の被写体に対する単色 X線

CT に関する定量的に評価するため、走査型 CTシス

テムを開発し、主にこれを用いてCT撮影の最適条件、

問題点の解明などを目的とした実験を実施した。

単色 X線 CT 用の２次元検出器については、高速

（高フレームレート）の検出器を H13 年度末に入手

し、性能評価を H14 年度から開始した。また、臨床

を最終目標とした２色混合のX線を用いたCTシステ

ムの予備的開発を開始した。

これまで各施設で割り当てられたマシンタイムは

準備時間を含め SPring-8 で平均 200 時間／年、KEK

では約 450 時間／年である。

４．研究成果

単色X線CTの定量性を確認するために、昨年度構

築した走査型 CT を用いた測定を実施した。走査型

CT 装置には検出器としてプラスチックシンチレー

タを用いており、３～４桁と広いダイナミックレン

ジを持つことから、定量性の確認には最適のシステ

ムと考えている。実験は SPring-8 のビームライン

BL20B2、並びにの陽電子蓄積リング（AR）のビーム

ライン NE5A で行った。BL20B2 では Si(311) 結晶の

分光器、NE5A では Si(220) 結晶の分光器を用い、単

色 X線を生成した。

測定試料として、生体等価ファントム（軟部組織、

脂肪、軟骨、緻密骨、肺各等価材、以上京都科学㈱

製）、グラファイト及び第２リン酸カリウム水溶液

を用いた。単色X線CTによる電子密度の測定精度を

検証するために、液体試料については電子密度の理

論値と測定値を比較した。一方、ファントム及びグ

ラファイトは、正確な組成や密度が不明であり、電

子密度を理論的に求めることが困難であった。この

ため、同試料の炭素ビームに対する阻止能を測定し

て、参考値として電子密度を求めた。参考値及び理

論値と２色X線CTで測定された電子密度の両者を比

較した結果、肺等価ファントムを除いて、ほぼプラ

スマイナス１％以内で一致した。肺等価ファントム

は系統誤差の範囲内で測定値と参考値は一致してい

るものの、約３％の差があった。これは測定精度に

対して試料が小さすぎたことに起因すると考えられ

る。結果をまとめ、図１に示す。

２色X線CTからは電子密度の副産物として、被写

体の構成要素の原子番号と解釈できる量が得られる。

この量は電子密度のように物理量として定義される

ものではなく、定量性を議論することはできないが、

被写体の「構成要素の重さ」を示す量であり、これ

を実効原子番号と呼ぶ。

CT画像の観点から２色X線CTを見ると、電子密度

による画像と実効原子番号による画像が得られる。

この二つの画像は互いに異なるコントラストを示す

ことがある。例えば、アクリル容器内に水を入れた

場合、両物質の電子密度は殆ど同じ値であるため、

電子密度画像ではコントラストに乏しい画像となる。

一方、平均的な原子番号は水がより大きいため、実

効原子番号画像では、両者は明瞭に識別できる。両

画像は被写体の「構成要素の重さ」とその「詰まり

2.2.4.4 放射光を利用した単色Ｘ線ＣＴ装置の研究開発
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概況

医療被ばくは被ばくする個人に直接利益がある為

線量制限を設けないというのが ICRP などの基本的

な考え方となっているが、例えば診断においては画

質と放射線量とがバランスする、最適線量があるは

ずであり、周辺機器や方法の発展により、最適線量

を低減させる可能性がある。本研究室はこの観点か

ら、医学利用放射線からの患者・被検者の被ばく線

量を評価し、最適な線量域を検討すると共に、医療

従事者の被ばくの可能性と線量を評価し、その低減

を目的とする。

本年度は多列検出器型コンピュータ断層撮影装置

(マルチCT)による患者の被曝線量評価、およびX線

診断に関する実態調査を行った。また、前年度より

IVR における患者及び術者の被曝線量評価法の検討

を行った。

本研究室の目的である、臨床の場での線量評価と

線量低減の研究のために、種々の医療施設において

線量測定の実施や装置の使用実態に関する調査など

にご協力を頂いた。

研究課題

医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評

価及び防護に関する研究

研究担当者

西澤かな枝、岩井一男 (研究生 )、丸山隆司 (客員

研究員 )、伊藤寛（客員研究員）、

目的

被検者・医療従事者の被ばく線量を評価し、正当

化・最適化解析の基礎資料とするとともに放射線利

用の頻度、傾向の解析を継続的に行い、他の線源と

の比較、損害の評価の基礎資料を得て、線量低減に

資する研究を行う。以下を達成目的とする。

・特殊放射線検査における患者／医療従事者の被ば

く線量の評価を行う。

・線診断、X線集団検診、核医学診断・治療、放射

線治療、歯科 X線診断について調査し、日本におけ

る医療被ばくの実態を把握する。

研究経過

1) 医学利用放射線の線量評価と防護

・複数の検出器を配列したいわゆるマルチ CTを用

いたCT透視下バイオプシ時の線量評価を行い、従来

型の螺旋 CTによる同様の検査との被検者及び術者

の線量比較を行った。マルチ CT では複数断面が１

スキャンによって得られる為検査針の 3次元的な情

報が得られ、透視能率が向上し、線量低減が図られ

た。CTのナロービームによるHigh Resolution CT検

査による被検者の線量を測定しリスク評価を行った。

極めて限定された被ばくであり、有意なリスクは検

出されなかった。IVR 時の患者と術者の被ばく線量

測定を医療機関との協力の下に行った。医療の中で

は高線量被ばくを伴う方法で、時に重篤な皮膚障害

をもたらす可能性があり、迅速で精度高い線量評価

が求められる。その為線量評価法の改良を続けてい

る。

・CT 装置が胸部集団検診に応用されて久しく、今日

では多くの医療機関で取り入れられている。診断用

Ｘ線装置は QA/QC の状況により、画質と線量に大差

が生じる。各医療機関が適切な QA/QC を確保するた

め、医療に関るの学際的な協力の下に方法の検討が

行われ、マニュアルが作成された。当研究室は線量

評価の部分を担当した。

2) 医療被ばくに関る実態調査

本年度は X線診断についての調査を行った。診断の

ための X線撮影及び透視について性別部位別、年齢

群別に検査件数、照射数を郵送方式によるアンケー

ト調査した。対象を規模と特殊性により５グループ

に分けて抽出率を設定した。病院の回答率は 63～

45％、診療所 20％であった。回答のあった病院・診

療所にはさらに、X線撮影・透視における条件につい

てアンケート調査を行った。

研究成果

マルチ及びシングル CT 透視下の術者の被ばく線量

を透視１分当たり (120kV,30mA) に企画化して比較

mGy ／分 マルチ シングル

眼・右 0.13 0.07

眼・左 0.16 0.02

頸 部 0.21 0.07

上腕・右 0.35 0.10

上腕・左 0.04 0.02

手背・右 1.62 7.29

手背・左 0.09 0.10

手指・右 0.63 1.79

手指・左 0.24 0.38

胸部 (外 ) 0.14 0.05

腹部 (外 ) 0.17 0.05

2.2.5 医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評価及び防護に関する研究

した値を左に示

す。直接線で被

曝する手指など

の線量は減少が

著しいが散乱線

による被曝は増

加している。透

視時間の短縮に

より、検査当た

りの平均被曝線

量は減少した。
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放射線医学・生物学的アプローチによる脳機能障害

の解明と脳機能イメージングに関する総合的研究

1) 神経イメージング研究

須原哲也、原田平輝志、鈴木和年

・セロトニントランスポーターのリガント

[11C]NcN5652 用いて、年齢によるセロトニント

ランスポーターの量の変化を健常男性28名（20－

79 歳）を対象として検討し、10 年で視床では

9.6％、中脳では 10.5％の減少をすることを明ら

かにした。

・遺伝子多型との関連について 5-HTTLPR の遺伝子

型 l/l,s/s,l/s によるセロトニントランスポー

ターの結合能を差異を[11C]NcN5652を用いて検討

した。l/l型 8名 ,s/s型 10名 ,l/s型 4名での検

討では各遺伝子型間で有意差は認められなかった。

・セロトニントランスポーターのリガンド

[11C]NcN5652 を用いてセロトニントランスポー

ターに結合する抗うつ薬のうち三環系抗うつ薬で

あるクロミプラミンと近年広く臨床で用いられて

いる SSRI、フルボキサミンによる脳内セロトニン

トランスポーター占有率を検討した。クロミプラ

ミンの常用量は50－200mgで両者の臨床量はほぼ

同程度であるにもかかわらず、クロミプラミンは

10mg程度で80％近い占有率を示し、同程度の占有

率はフルボキサミンでは 50mg 程度必要であった。

今回の結果から SSRI としての効果は少量のクロ

ミプラミンでも発揮することが可能であると示唆

された。

・セロトニントランスポーター用リガンドとして

我々はこれまで[11C]NcN5652を用いて検討を行っ

てきたが、非特異結合が多く、その非特異結合に

部位差があるなどの欠点があった。このためより

非特異結合が少ないリガンドである [11C]DASB に

関して体内動態を検討した。セロトニントランス

ポーターは脳以外にも肺や血小板などに存在して

おり、その全身分布は脳への集積に影響する可能

性がある。我々は肺への集積を健常男性 5名を用

いて検討し、[11C]DASB では 1-2分で集積がピーク

に達しその後40分まで直線的に集積が低下、肺か

らの流出がplasma inputに影響を与える可能性が

示唆された。また、[11C]DASBの脳内定量に関して

はよりノイズに強く、短時間で算出できできる定

量法を米国 NIHM のグループとの共同研究として

開発している。

・電気けいれん療法（ECT）は気分障害、統合失調症

での臨床効果が確認されている治療法であるがそ

の機序に関してはほとんど明らかになっていない。

無けいれん性電気けいれん療法（m-ECT）の適応と

なったうつ病患者 4名を対象に m-ECT の前日、1

クール終了1日後、4週間後に脳内5-HT1A受容体の

測定を行った。ECT にてうつ状態は著明に改善し、

5-HT1A受容体結合能は m-ECT 施行後 1日目にほぼ

すべての皮質領域で 20 パーセント以上増加した。

・近年 5-HT システムが記憶機能に対して重要な役

割を持つことが報告されているが、5-TH 受容体サ

ブタイプと記憶機能の関係性について明らかでは

ない。我々は 16名の正常被験者を対象に、5-HT1A

受容体に選択的なリガンドである [11C]WAY-10063

を用いて脳内受容体結合を評価し、記憶機能は

Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R)を用いて

評価した。前部帯状回、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、

後頭葉、視床、海馬における結合能と記憶機能と

の関係は Pearson correlation methodに基づいて

行い、さらに 5-HT1A受容体の作動薬であるタンド

スピロンを別の被験者群９名に投与し、この受容

体の刺激が認知機能に及ぼす影響を検討した。結

果は後シナプスにおける 5-HT1A受容体の豊富な領

域である両側海馬領域において、受容体結合能と

顕在記憶機能の間で有意な負の相関を認めた。

・タンドスピロンの投与は、量依存的かつ選択的に

顕在記憶を阻害し、またこの効果は後シナプスに

おける 5-HT1A受容体の刺激によって変化すること

が明らかとされている体温と成長ホルモンの変化

と平行していることも明らかとなった。これらの

結果は海馬の後シナプス受容体に存在する5-HT1A

受容体が顕在記憶機能に対して抑制的に働くこと

を示すと考えられた。

・サルを用いた学習応用能力の神経機構と問題解決

に関与する PET 研究及びそれに附随して発展させ

た研究を実施した。サルが道具スキルを片方の手

（初期訓練手）で習得するのに伴い、頭頂間溝皮

質の遺伝子・分子生物学的構造変化や同一部位の

神経活動の反応特性も著明な変化を遂げるのに 2

週間要するが、もう一方の手（転移訓練手）で同

一技能を習得するのは 3日で十分である。この現

象は学習の転移として知られ、道具スキルを初期

学習し脳内再構成を誘導するのとは明らかに異な

2.2.6 脳機能研究
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る形式の学習により進行することが示唆されるこ

とから、同一スキルを実現する脳内システムも両

手間で異なることが予想される。その道具スキル

を実行する脳内システムを PET を用いて両手間で

比較・検討したところ、両側前頭前野、両側頭頂

間溝皮質、視覚野、初期訓練手と同側の小脳の活

動が転移訓練手遂行時に特異的に認められた。道

具の機能を拡張し状況・文脈に依拠して使い分け

る課題に関わる脳内システムを PET で推定したと

ころ、転移訓練手による道具スキル遂行に特異的

な領域と一致した。さらにサルがある道具で別の

道具を遠隔操作する課題に関与する領域も上記結

果と一致した。これらの 2つの道具の動きが一致

せず任意の方向となってもサルは同様に遠隔操作

することができることを確かめ、またその操作に

関与する脳内部位を推定した。またヒトにおいて

同様の機能を要求する課題を遂行中の脳内活動領

域と比較し、サルの結果とほぼ一致した結果を得

ることが出来た。

2) 神経ジェネティクス研究

石川裕二、山内正剛

脳発生異常の突然変異体の中から gac を選んで、

染色体地図上のマッピングを行い、gac 原因遺伝子

のポジショナルクローニングを開始した。その結果

gac は LG（リンケージグループ）14 の HSP70 の近傍

(0センチモルガン)にマップされた。その他の幾つ

かの突然変異体についてもマッピングを同時進行さ

せている。

3) 神経トキシコロジー研究

高橋千太郎、久保田善久、安西和紀、中川秀彦、竹

下啓蔵、伊古田暢夫、野島久美恵

・脳移行性・滞留性を改善したプローブとして AMC-

PROXYL、PROXYL の hydroxymethyl 体およびそのア

セチル体を合成し、マウス腹腔内投与後の頭部領

域の ESR 信号強度変化を調べた結果、いずれも

MC-PROXYL に比べて頭部の信号強度の減衰が遅い

という予備的な結果を得た。

・広島大学と共同研究により、内在性パーキンソン

病様症状誘発物質数種の細胞毒性について、活性

酸素毒性との比較の観点から検討した。いずれも

内在性物質であって構造も類似しており、かつマ

ウスに長期投与でパーキンソン病様症状を発症す

る物質である TIQ 類３種について、（a）蛍光性 MTT

アッセイ（MTT アッセイの変法）による細胞毒性、

（b）ミトコンドリア膜電位変化測定による細胞機

能障害、について検討した。後者は活性酸素に

よって特徴的な細胞障害作用が見られる検討項目

である。検討の結果、（a）実験に用いた TIQ 類 3

種はいずれもヒト神経芽腫細胞（dopamine-beta-

hydroxylase活性を有す dopamine/noradrenarine

系モデル細胞）の生存率を用量依存的に低下させ

細胞毒性を発揮したが、その効果は化合物によっ

て大きく異なっていた。（b）ミトコンドリア膜電

位に対する影響を同じヒト神経芽腫細胞を用いて

検討したところ、２種においてはミトコンドリア

膜電位を低下させアポトーシス様細胞障害（低濃

度の活性酸素に相当する作用）の傾向が見られた

が、１種についてはむしろミトコンドリア膜電位

は変化せず著しい細胞膜障害が観察されネクロー

シス様細胞障害（高濃度の活性酸素に相当する作

用）が観察された。検討した３種の TIQ 類はそれ

ぞれ異なる作用の特徴を示した。また、ミトコン

ドリア膜電位障害と MTT アッセイによる細胞障害

作用には明らかな相関は見られなかった。共同研

究先において、いずれの化合物も長期培養で神経

細胞のカスパーゼ活性を亢進させることが示され、

ミトコンドリアおよび細胞膜障害と細胞死機構の

関連性を化合物毎に精査する必要があることが示

された。

・神経細胞の高 LET 放射線感受性に関し、マウス初

代培養細胞を用い放射線照射によるアポトーシス

を指標にして LET 依存性について検討した結果、

0.5Gy 以下の低線量域で LET 依存性があることを

見いだした。また、胎生14.5日目の放射線照射に

よる神経細胞の走行異常の原因について、遺伝子

レベルで検討した結果、ゴルジ小胞輸送に関する

遺伝子や細胞接着分子、タンパク修飾分子関連の

遺伝子が関与している事がわかった。

4) 遺伝子発現イメージング研究

安西和紀、石原弘、齋藤俊行、山内正剛

・テトラサイクリンによる遺伝子発現制御システム

に D2 受容体遺伝子をつないだ発現ベクターを完

成した。HeLa 細胞へトランスフェクションし、D2

受容体遺伝子の組込みおよびドキソルブシン刺激

による遺伝子発現を RT-PCR 法による mRNA 検出に

より確認した。D2受容体機能の発現については

binding assay を用いて確認中である。
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概 況

原子力基盤技術クロスオーバー研究（5技術領域：

放射線生物影響分野、ビーム利用分野、原子力用材

料技術分野、ソフト系科学技術分野、計算科学技術

分野、合計 47 課題）は国立試験研究機関、特殊法人

等が連携・協力した相乗効果で研究開発を効率的に

推進し、開発された研究成果を産業や社会を含めた

他分野に波及することを目的とした 5ヵ年計画の研

究制度で、本年度はその 4年目にあたる。放医研は、

生物影響分野の ｢放射線障害修復機構の解析による

生体機能解明研究 ｣（参加機関：理化学研究所、原

子力研究所、放射線医学総合研究所、国立感染症研

究所、国立医薬品食品衛生研究所）において ｢放射

線損傷の認識と修復機構の解析とナノレベルでのビ

ジュアル化システムの開発 ｣と ｢ラドン健康影響研

究 ｣を実施し、｢放射性核種の土壌生態圏における

動的解析モデルの開発 ｣（参加機関：原子力研究所、

理化学研究所、放射線医学総合研究所、気象研究所、

環境科学技術研究所）において ｢放射性核種の土壌

生態圏における移行および動的解析モデルに関する

研究 ｣を実施した。また、ビーム利用分野の ｢マル

チトレーサーの製造技術の高度化及び利用研究 ｣

（参加機関：理化学研究所、無機材質研究所、放射

線医学総合研究所）において ｢マルチトレーサーの

製造技術の高度化と先端科学技術への応用を目指し

た基盤研究 ｣を実施した。

各分担課題の本年度の主な進捗状況を以下に報告

する。

2.2.7.1 放射線損傷の認識と修復機構の解析とナノ

レベルでのビジュアル化システムの開発

早田勇、南久松真子、神田玲子、古川章、村上正弘、

湯川修身、根井充、中島徹夫、王冰、能勢正子（客

員協力研究員）、大山ハルミ（客員協力研究員）、稲

葉浩子（客員協力研究員）、沼田幸子（客員協力研究

員）、藤田和子（客員協力研究員）、臺野和広（千葉

大、研究生）、（放射線障害研究 G）、巽紘一、古野-福

士育子（放射線応答遺伝子発現 NW 解析研究 G）、高

萩真彦（低線量生体影響プロジェクト）、山口寛、鈴

木智博（千葉大、研究生）、蔵野美恵子（非常勤）

（宇宙プロジェクト）

放射線突然変異の検出・解析及びその誘発機構解

明を進める上で先端技術開発に役立てるため、放射

線障害の認識、回復機構に関する知見を得て、放射

線損傷部位のナノレベルでの検出から修復及び突然

変異を誘発する一連の過程を可視化する技術を開発

することが本研究の目的である。

上述の５研究機関と合同で、合宿研究会を 4月 12

－ 13 日に三浦市で開催し、技術検討会を 6月 12日

（放医研）、9月 4日（理研）、11 月 22 日（原研東

海）、1月 24 日（衛研）の 4回開催し、研究交流委

員会を 2回（9月 30 日、2月 4日）東京で開催し、

進捗状況の報告や討論および共同研究の打ち合わせ

を行った。また、日本放射線影響学会第 45 回大会

（9月 18‐20 日、仙台）でシンポジウム講演会を開

催して成果を報告した。さらに、海外から 6名と国

内の多数の専門家を迎えて国際シンポジウム（3月

12-14 日、感染研）を開催し、本研究の成果を報告

するとともに放射線リスク研究の革新的技術に関し

て情報交換と討議を行った。

本年度から中間評価の評価委員の助言と組織改編

の影響により、当初の計画を一部修正し、放医研で

は１）放射線応答遺伝子の機能の解析、および DNA

修復関連遺伝子と適応応答機構の研究、２）試験管

内反応系による DNA 鎖切断修復に関与する蛋白質群

の DNA 高次構造形成能の解析、３）AFM を用いた蛋

白質－ DNA 複合体の可視化、４）DNA 鎖切断の分子

動力学的解析、を行なうことになった。本年度の主

な研究成果を以下に要約する。

１）低線量放射線誘導遺伝子の転写調節機構を明ら

かにするため、網羅的ゲルシフト法を用いて、

GADD45 遺伝子の転写調節領域のほぼ全域における

DNA- タンパク質相互作用とX線照射によるその変化

を調べた。0.5Gyの X線照射に応答してDNA- タンパ

ク質相互作用が変化する部位を複数見出した。その

うち２ヶ所が p53 サイトの近傍であった。p53 との

相互作用を介する GADD45 遺伝子の転写制御が示唆

された。２）DNA 切断端における修復蛋白質の選択

的凝集化を見出し、それに基づいた新たな検出法の

開発し、特許を出願した。DNA の高次構造に依存し

たDNA 二本鎖切断修復反応に関わるもう一つの重要

な因子、DNA 断端結合活性について分離と精製を

行った。その結果、液体クロマトグラフィーにより、

複数の活性が異なる分画として分離された。最も強

い活性は、DNA-PKcs 蛋白質と同じ分離溶出パターン

を示し、両者の強い相互作用が示唆された。予想さ

2.2.7 原子力基盤技術総合的研究
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れれたとおりこの DNA 再結合活性は、Ligase

IV/XRCC4 複合体に依存するものであった。３）日本

原子力研究所で単離された放射線抵抗性細菌デイノ

コッカスラジオデュランス由来の新規 DNA 修復関連

タンパク質と DNA の相互作用について、原子間力顕

微鏡解析に適した反応条件を決定し、タンパク質と

DNA の相互作用を原子間力顕微鏡によりはじめて、

可視化解析することができた。国立感染症研究所か

らの試料の原子間力顕微鏡解析を行った。国立医薬

品食品研究所からの試料の作成条件を決めた。４）

DNA鎖切断はGGステップに特異的に生じるとの報告

がされたが、このGGステップに鎖切断が起こりやす

い理由を調べるために、GGステップの SSB の分子動

力学シミュレーションを実施した。その結果、以前

に行った GC,AA,TT での SSB に比べ、GGの SSB は最

も安定であることが判った。

2.2.7.2 放射性核種の土壌生態圏における移行およ

び動的解析モデルに関する研究

内田滋夫（廃棄物技術開発推進室）、田上恵子、坂内

忠明（比較環境影響研究グループ）石井伸昌、中丸

康夫（博士号取得若手研究員）

本研究は、放射性核種の内、特に環境（土壌生態

圏）中に放出されてから時間とともにその存在形態

が異なる核種を対象とし、これら核種の土壌中での

存在形態の変化を、室内実験等で追跡するとともに、

植物への取り込みをモデル化することを目標に、平

成11年度から開始した。本研究は、原子力基盤クロ

スオーバー研究の第３期研究であり、五つの参加研

クロスオーバー関（原研、気象研、放医研、理研、

環境研）が相互に研究協力・共同研究（クロスオー

バー研究）を行いながら、それぞれの研究を実施し

ている。

本年度は、以下の３つのテーマについて研究を

行った。

１）Tcの化学アナログとしてのReの移行パラメータ

の収集。

Reの土壌－植物移行係数（TF）をフィールドで求

めた。豆類の TFは、0.009 ～ 0.09、穀類では 0.009

～ 0.1 の範囲であった。これまでに報告されている

他の放射性核種の TF と比較しても低い TF が得られ

た。これらの値は、以前にチェルノブイリ周辺の森

林で採取した試料から得られたTc-99移行係数（10-3

～ 10-1）に近い値である。Re は実環境中での Tcの

挙動予測に用いることが出来ることを示唆している。

２）Tc-99 の深度別濃度分布。

Tc-99 の土壌中鉛直移動に関する情報を得るため、

Tc-99 の深度別濃度分布を求めた。国内の森林にお

いて表層から55cmまでの深さの土壌を採取し、各土

層中の Tc-99 および Cs-137 を求めた。Tc は、表層

（0-5cm）ではなく深度 10-20cm にピークがあった。

一方、Cs-137 は、表層にピークがあり、深度が深く

なるに従い指数関数的に減少している。この結果か

ら、Tc-99 の表層土壌中における易動性は Cs-137 よ

りも大きいが、それでも、総量の約 90％が表層 0-

20cm に存在していることが明らかとなった。

３）水田における放射性核種移行モデル開発。

水田土壌（大気-水田表水-水田土壌-水稲系）に

おける放射性ヨウ素の動的移行モデルを構築した。

これまでの実験結果等に基づき、穂部は籾殻、糠、

白米の 3コンパートメントに分割し、また、葉・桿

部は、葉・桿部表面と葉・桿部内部に分割した。す

なわち、水稲地上部は 5コンパートメントとした。

水田土壌はその間隙水も含めて一つのコンパートメ

ントとした。水田表水は一つのコンパートメントと

し、水管理によるコンパートメントの存在の有無を

考慮出来るようにした。大気中に存在する放射性ヨ

ウ素は、乾性沈着あるいは湿性沈着によって各コン

パートメントに沈着する。水田表水または水田土壌

に沈着した対象核種は、経根吸収により葉・桿部内

部に移行し、葉・桿部内部から穂部に移行する。

今後、本モデルによる解析を行い、モデルの妥当

性を検証するとともに、モデルの詳細化や解析機能

の向上を図る予定である。

本研究における「招へい制度」により，本年度は

（１）スペイン、フエルバ大学応用物理学部、マス-

バルブエナ博士、および（２）フィンランド原子力

研究センター食物連鎖研究室長、ランタバーラ博士

が来日し，放医研および上記研究機関等において共

同研究を実施した。

また、本研究の研究者派遣制度により田上主任研

究員が平成 14 年 9月 15 日から平成 14年 9月 21日

まで、イギリス、インペリアル大学を訪問し、研究

者らと意見交換を行うとともに、イギリス、ケント

において開催された第９回環境放射化学分析国際会

議に出席した。

なお、平成 14年 12 月 18 日～ 19 日に国際シンポ

ジウム「International Symposium on Transfer of

Radionuclides in Biosphere - Prediction and

Assessment -」を開催した。この国際シンポジウム

は、原子力基盤クロスオーバー「生態圏核種移行」

第３期研究の成果を広く公開し報告するとともに、
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海外から研究者を招へいし、生態圏核種移行研究、

特に日本を含む東南アジア諸国における挙動予測や

影響評価に適合する移行モデルやパラメータに関し

て、最新の知見を交換し議論しあうことを目的とし

て開催された。本シンポジウムの主催は、原子力基

盤クロスオーバー研究推進ワーキンググループおよ

び生態圏核種移行研究交流委員会であり、日本原子

力学会、日本保健物理学会、日本放射線影響学会、

日本放射化学会とともに放射線医学総合研究所との

共催で開催した。参加者は、海外（11 カ国）から 18

名、総勢約 120 名であり、二日間にわたり興味有る

発表と活発な議論が行われた。

2.2.7.3 マルチトレーサーの製造技術の高度化と先

端科学技術研究への応用を目指した基盤研究

研究担当者

柴田貞夫（画像医学部）、鈴木和年（画像医学部）、

平澤雅彦 (客員研究員 )、富谷武浩 (客員研究員 )、

篠原 厚(共同利用研究員)、横山明彦(共同利用研

究員 )

目的

マルチトレーサーとは非常に多種類の放射性同位

元素（RI）を含むキャリアフリーのトレーサーで、

多数の有用元素の挙動が完全に同時かつ同一の条件

下で調べられるため、多岐にわたる研究で利用され

ており、その需要は高まってきている。マルチト

レーサーは金属ターゲットを重イオンで照射して製

造するが、マルチトレーサーの安定的かつ迅速供給

を行うには化学操作での被ばくを避ける必要があり、

技術の開発を行うとともに利用者の求める核種を含

むマルチトレーサー多様化技術を確立する。また、

マルチトレーサーの優位性を生かした新たな計測・

分析技術としての複数核種同時ガンマ線イメージン

グ装置（MultiTracer Gamma-ray Emission Imaging,

MT-GEI）を開発する。

研究経過

（1: 化学）HIMAC とサイクロトロンを用いた高エネ

ルギー重イオン核反応生成物に関する基盤研究とし

て、理研RIビームファクトリー照射エネルギー近傍

での核反応生成物に関するデータを平成 8年度から

重粒子プロジェクトの照射実験で得てきた。現在、

マルチトレーサーは照射後の固体ターゲットを溶解、

分離等の化学操作を行い利用されているため、実験

者の被ばくや、対象が長寿命核種に限定されると

いった問題点が存在する。そこで、我々はマルチト

レーサーとして用いられる核破砕反応生成物がター

ゲットより反跳で飛び出すことを利用して、液体

キャッチャーを用いて直接取り出し、マルチトレー

サーとして利用する方法を開発している。

（2:化学工学）モジュール型連続化学分離装置の

設計 ,開発に関する研究として、化学分離操作をモ

ジュール化し、マルチトレーサー製造を遠隔的・自

動的に行うことを可能とするため、自動化学分離装

置用可般型自動制御装置および制御用ソフトウェア

作成、溶解モジュール試作を行ってきた。本年度は、

イオン交換分離モジュールの試作を行った。

（3:物理学）複数核種同時イメージング装置の開

発と基礎・臨床医学応用のための基礎的研究として、

コンプトンカメラ方式による複数 RI ３次元分布同

時イメージングシステムの画像再構成サブシステム

の構築を目的とし、画像再構成手法の文献調査に次

いで新たな解析的画像再構成手法の数学的開発、並

びに、画像再構成を具現する並列処理計算機システ

ムの構築を行ってきた。2種類の新たな解析的画像

再構成手法を数学的に構築し、計算機上に具現すべ

くソフトウェアの開発を進め、そのソフトウェアに

よる基礎シミュレーションより、画像再構成に対し

て必要となる真の同時係数カウント等を推定した。

また、基礎・臨床医学応用コンプトンカメラ用の室

温半導体ガンマ線検出素子に関して、国際会議への

参加等に基づく調査・実験・評価により、素子の選

定をほぼ終了し、高解像度 SPECT としてのコンプト

ンカメラ本体の概念設計を推進した。

研究成果

（1:化学）HIMAC とサイクロトロンを用いた高エネ

ルギー重イオン核反応生成物に関する基盤研究では、

本年度はターゲットチェンバー／ホルダーの試作品

のテスト実験を行い、技術上の問題であった水の放

射能によるβバックグラウンドは、チェンバー本体

の容量及び循環系の容量を削減することにより、減

少させることに成功した。

照射部と検出器との間の距離を伸ばすことにより、

照射中に大量に発生する熱中性子の影響を減らすこ

とに成功し、ターゲットチェンバーのAl起源短寿命

核種の反跳生成物が確認された。現在移送収量と既

測定の反跳飛程の関係を解析中である。液体キャッ

チャーへの捕獲収率と液性などの関係、ターゲット

形状の選択 (箔、ワイヤー、多孔質材料、化合物な

ど )、単寿命核種の生成収率測定など基本的なデー

タ収集をした。
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重核ターゲットに関する基礎データとして炭素

ビーム誘起による金ターゲットフラグメンテーショ

ンについて生成物断面積の精密化を目的とした実験

を行い、EPAX II 経験式の計算値を比較した。実験

と計算の不一致については原因を追求中である。

（2: 化学工学）モジュール型連続化学分離装置の

設計 ,開発に関する研究では、前年度に試作した溶

解蒸発乾固モジュールと本年度新たに作製したイオ

ン交換分離モジュールおよび制御プログラムを用い

て Co から 61Cu の自動分離精製を行った。核反応と

しては、59Co(a,2n)61Cu 反応を用いた。照射後、コ

バルトを濃硝酸で溶解し、純水で希釈後、イオン交

換カラムを通すことにより、400 MBq 程度の 61Cu を

核種純度 95％以上で得ることができた。この 61Cu

溶液を蒸発乾固させ、酢酸緩衝液を加えてpHを調製

した後、H2ATSM/DMSO 溶液を加えて反応させること

により、低酸素細胞描出用 61CuATSM を合成した。

（3: 物理学）前年度までに構築したコンプトンカ

メラのための解析的画像再構成手法（部分角逆投影

法）のノイズ評価を行い、同手法が比較的小面積の

後面検出器を有するコンプトンカメラに適合したも

のであり、コンプトンカメラでの実用的画像再構成

手法として優位なものであることを、数理解析に基

づく数値分析により証明した。また、同手法を実際

のコンプトンカメラに適用する際の残されていた最

大の問題点である、低エネルギーガンマ線源分布測

定時の測定コンプトン散乱角不確定性に伴う分布像

解像度低下に関して、その不確定性に対する解析的

補正手法の開発に成功し、さらに、対応するソフト

ウェアの開発を行いその補正手法の効果を数値シ

ミュレーションにより実証した。この成果によりコ

ンプトンカメラは、低エネルギーを含む任意のエネ

ルギーのガンマ線源に対して、高解像度の分布像を

提供する全エネルギー対応 SPECT となり得ることと

なった。なお、基礎・臨床医学応用を目指した室温

半導体コンプトンカメラの開発で、不可欠となる 3

次元位置敏感型半導体検出器の共同開発研究をベン

チャー企業 2社と共に開始し、高解像度全エネル

ギー対応 SPECT としての室温半導体コンプトンカメ

ラの概念設計を完成させた。

2.2.7.4 ラドン健康影響研究

概況：

本課題では、天然の放射性核種であるラドンおよ

びその子孫核種の吸入被ばくによる健康影響を明ら

かにすることを目標としている。平成 13 年度末に

ラドン実験施設がホット運転に入り、ラドン線源作

製が始まったことを受け、14年度は特に曝露用の線

源作製を進めた。また、これら線源を用いた培養細

胞に対する曝露場の構築を行い、実際、気道上皮細

胞を用いた曝露実験を開始した。

研究担当者：

山田裕司（ラドン研究グループ）、福津久美子（ラ

ドン研究グループ）、床次眞司（ラドン研究グルー

プ）、石川徹夫（ラドン研究グループ）、卓 維海

（ラドン研究グループ）、小泉 彰（放射線防護・安

全部、併任）、米原英典（文科省、併任）

目的：

ラドンおよびその子孫核種の吸入被曝による健康

影響を調べるための 1つとして、ヒトの培養細胞レ

ベルの実験的研究を行う。

研究経過：

ラドンおよびその子孫核種による被ばく形態は複

雑である。何れもアルファ線を放出するが、他のア

ルファ放射体にも増して照射対象との距離や表面状

態が非常に重要である。ラドンはガスであるのに対

し、子孫核種は固体の金属原子であることから、ア

ルファ線源分布位置が大きく異なる。したがって、

培養細胞に対する曝露実験では照射を受ける細胞側

の状態は可能な限り in vivo 状態を再現する必要が

ある。in vivo状態を再現するため、これまでに3次

元培養が可能な気相-液相培養法を導入し、その曝

露実験系の構築を進めてきた。しかし、ヒトの気道

上皮細胞では、この気相-液相培養法において長期

間安定に維持培養して細胞生存率や小核形成率など

の指標を観察する手法の確立が極めて難しいことが

判明した。このため、ヒトの気道上皮細胞ではなく、

気相一液相培養法が既に確立できているラットの気

道上皮細胞を先行してラドン曝露実験に用いること

とした。

研究成果：

1）曝露実験系の構築

ラドン曝露濃度の制御可能範囲を拡げるため線源

強度が異なる曝露用ラドン線源を多数作製した。現

在までに、確認できている濃度は、最大で

1,000,000 Bq/m3であり、4桁のダイナミックレンジ

がある。この上限は線源ではなく使用しているラド

ン測定器の限界に依るもので、強い線源を用いれば

さらに高濃度の曝露も可能である。一般住居の屋内



-76-

環境レベルが 10 ～ 100,000 Bq/m3であることを考え

ると、短期間での促進実験も含めて、曝露濃度とし

ては十分であると判断される。

2）ラドン曝露実験

曝露実験は、気相-液相培養状態下にあるラット

気道上皮細胞に対して実施した。例えば、1.5 x 103、

4.4 x 104、8.1 x 105 Bq/m3のラドン濃度で、3日と7日

間曝露した場合、細胞生存率は対照群に比べて僅か

に低下する影響が見られたが、曝露濃度による顕著

な差は認められなかった。また、小核形成率を指標

とした場合には、高レベル曝露群において明らかな

上昇が認められた。未だデータ数が限られており、

現在、データを集積中である。また、曝露濃度情報

だけではなく、吸収線量評価に必要な照射データも

併せて収集、解析中である。
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概況：アジア地域における進行期子宮頸がんに対す

る標準的な治療方法の確立のため、中国、インドネ

シア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、

ベトナムの８か国でワークショップを開催し、国際

共同臨床試験を行なってきた。これまでの成果に基

づいて、子宮頸がん放射線治療のガイドブックであ

る「Radiation Therapy of Stage IIIB Cervical

Cancer for Asians」を出版したが，今年度はこれを

さらに発展させる治療法の開発を目指して，化学療

法と放射線治療を同時併用する「放射化学療法」に

ついて検討した。

１．研究担当者

辻井 博彦

加藤 真吾

大野 達也

佐藤 真一郎

立崎 英夫

中野 隆史（群馬大学放射線医学教室）

２．目的

化学療法と放射線治療を同時併用する「放射化学

療法」について参加国のパイロット・スタデイを報

告し、プロトコール作成に向けた準備を押し進める

こと。

３．研究経過と成果

本年度のワークショップは、文部科学省（MEXT）

と独立行政法人放射線医学総合研究所（放医研：

NIRS）の共催、ならびに、日本原子力産業会議（JAIF）

の協力のもと、日本の放医研で開催された。アジア

８か国の代表と国際原子力機関（IAEA）の代表が参

加した。

パイロット試験の報告：フィリピン、日本、中国、

マレーシア、タイが放射化学療法を報告した。日本

とフィリピンは、シスプラチン投与量の増量試験

（日本：20～30mg/m2/回、フィリピン：30～40mg/m2/

回）を行い、その結果を報告した。他の３国はシス

プラチンの投与量を 35ないし 40mg/m2/ 回としてそ

の治療結果を報告した。合計 86 症例が化学放射線

療法で治療された。シスプラチンの 20～ 40mg/m2/

回の毎週投与では、grade 3（やや高度）の血液毒性

は投与量の多寡に関わらず認められたが、grade 4

（重篤）の血液毒性の報告はなかった。 grade 3 の

血液毒性のため、化学療法の施行回数（コンプライ

アンス）の低下が日本から報告された。一方、下痢

や腎機能障害といった非血液毒性はタイから grade

3 が 2例、grade 4 が１例報告された。しかし、毒性

の評価法が統一されておらず、シスプラチンの最大

耐容量や臨床推奨投与量を決定することは困難で

あった。

アンケート調査の解析：子宮頸癌に対する化学放

射線療法のスケジュール、抗癌剤の種類と投与量、

毒性対策としての支持療法の有無について、参加各

国に送ったアンケート調査の結果を報告した。特に

血液毒性に対する G-CSF（顆粒球コロニー形成刺激

因子）は経済的な理由で使用困難な国が多いため、

シスプラチンの投与量の決定は慎重に行なうべきと

された。

以上の議題において各国の委員の間で治療による

毒性に対する評価方法がまちまちであり、また毒性

に関する許容範囲にも差異があったため、その統一

が議論となった。

化学放射療法の臨床試験のプロトコール作成：ま

ず、放射線治療方法は従来どおりとすることで合意

された。化学療法に関して、使用薬剤はシスプラチ

ン、スケジュールは外部照射との同時併用で、毎週

１回、５週間連続投与で合意された。ただし、シス

プラチンの投与量については 30mg/m2/ 回、40mg/m2/

回の 2段階による試験を行うことで合意に至った。

治療による安全性を確保するため、grade 4 の急

性毒性が発生した場合の急送報告の体制について確

認がなされた。

今後必要な事項としては、試験のデザイン、エン

ドポイント、統計学的な根拠などについて検討を行

い、プロトコールを修正していくこと、ランダム化

試験のための事務局の充実化、および事務局－各国

委員との間の連絡体制の確立、各国の言語によるイ

ンフォームド・コンセント用紙の作成、各施設にお

ける IRB（Institutional Research Board）への臨床

試験の申請と認可を得ることなどが挙げられる。

2.2.8 国際共同研究

2.2.8.1 子宮頸がん放射線治療におけるアジア地域国際共同臨床試験研究
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