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理事長調整費による指定研究（萌芽的研究）につ

いては、所内公募に基づき、所内外の研究者からな

る課題審査ワーキンググループ（計 69名）により、

中期計画との関連性、科学的・学術的重要性、将来

的発展性等の観点から、厳正な事前評価を行い、最

終的に 28 課題を採択した。平成 13 年度からの継続

課題については、上記評価結果も課題採択時の参考

資料として用いられた。

部長・室長級研究者：１課題、研究員：11 課題、

博士号取得若手研究員等：16 課題が採択され、配分

研究費は１課題あたり平均1，500千円であった。博

士号取得若手研究員等の若手研究者が提案する研究

課題の採択数は、全採択課題数の約 61％であり、常

勤研究員を含め若手研究者に重点を置いた課題採択

となった。

年度末には、評価ワーキンググループによる研究

成果の評価を行うと共に、公開の成果報告会が行わ

れた。評価結果は、良い 75％、普通 21％、悪い４％

であった。単年度での研究であるため、具体的な研

究成果が現れるのは次年度以降となる課題が多い。

しかし、平成 13年度及び 14 年度を通し、既に学会

発表（54 件のうち、国際学会発表 21 件）、論文発表

（27件）、特許申請（２件）等の具体的成果が得ら

れているものもある。

これらの萌芽的研究課題より得られた成果は、今

後の新たな研究へと展開し、次期中期計画における

研究課題のシーズとなることが期待される。

具体例

論文発表

1) H Takahashi-Omoe, K Omoe, M Sakaguchi, Y
Kameoka. S Matsushita, T Inaba, Production of
virus-specific antiserum corresponding to
sequences in the lactate dehydrogenase-elevating
virus (LDV) ORF6 protein. Comparative
Immunology, Microbiology and Infectious
Diseases (in press).

2) M Muto, Y Kanari, E Kubo, T Takabe, T
Kurihara, A Fujimori, K Tatsumi, Targeted
disruption of Np95 gene renders murine
embryonic stem cells hypersensitive to DNA
damaging agents and DNA replication blocks.
Journal of Biological Chemistry, 277, 34549-
34555 (2002).

3) CL Shao, Y Furusawa et al.: Bystander effect
induced by counted high-LET particles in
confluent human fibroblasts: a mechanistic
study. FASEB Journal (in press).

4) 山谷泰賀 , 小尾高史 , 山口雅浩 , 喜多紘一 ,

大山永昭 , 長谷川智之 , 羽石秀昭, 村山秀雄

, "観測系の冗長性を考慮した代数的な DOI-
PET画像再構成 , " Medical Imaging
Technology, Vo.21, No.2, pp.166-169, 2003.

特許申請

1) 「指向性を有するγ線検出器」（白川芳幸実施

課題）

2) 「広指向性を有するガンマ線検出器」（白川芳

幸実施課題）

2.3 基礎的・萌芽的研究

理事長調整費による指定研究（萌芽的研究）採択課題一覧

課 題 名協力者申請者名所 属
整理
番号

海水中微量元素である鉄濃度調節による海洋二
酸化炭素吸収機能の解明

なし青野辰雄放射線安全研究センター防護
体系構築研究グループ
主任研究員

１

PIXE分析における分析値の品質保証に関わる基
盤データ取得のための研究

４人今関 等研究基盤部
技術支援開発室 室長

２

放射線誘発胸腺リンパ腫発生におけるサイトカ
インシグナル伝達経路の役割

なし鵜飼英樹放射線安全研究センター
低線量生体影響プロジェクト
科学技術特別研究員

３
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大量遺伝子解析の高速化のための遺伝子導入シ
ステムの開発

なし鵜飼英樹放射線安全研究センター
低線量生体影響プロジェクト
科学技術特別研究員

４

マウス特異的病原ウイルスレセプターの分離・
同定に関する研究

１人重茂浩美研究基盤部
実験動物開発・管理室
任期付き研究員

５

放射線発がんにおけるクロマチンリモデリング
の重要性に関する新たな視点

なし柿沼志津子放射線安全研究センター
低線量生体影響プロジェクト
リサーチフェロー

６

乳腺細胞接着装置に対する一酸化窒素（NO）の
作用と乳腺細胞の腫瘍化に関する研究

１人勝部孝則放射線安全研究センター
低線量生体影響プロジェクト
研究員

７

超強磁場永久磁石による高エネルギービーム照
射野整形に関する研究

４人北川敦志重粒子医科学センター
加速器物理工学部
入射器開発室 主任研究員

８

ヒトポストゲノム情報を利用した新規放射線増
感剤（遺伝子治療剤）の開発に関する研究

１人小池 学放射線安全研究センター
放射線障害研究グループ
主任研究員

９

重粒子線飛程の常時測定装置の開発なし小森雅孝重粒子医科学センター
医学物理部
博士号取得若手研究員

10

肝虚血再灌流により生成する活性酸素の in vivo
測定と肝障害との関係に関する研究

２人齋藤圭太放射線安全研究センター
レドックス制御研究グループ
連携大学院生

11

放射性物質の存在位置と核種の遠隔同定法の研
究（タンデム型，およびパラレル型シンチレー
ション検出器の開発）

なし白川芳幸国際・研究交流部
研修課
主任研究員

12

ゲノムの安定性維持に関連する遺伝子の同定と
機能解析

２人菅谷公彦放射線安全研究センター
放射線障害研究グループ
主任研究員

13

放射線による大脳皮質発達障害と神経細胞接着
分子の研究

なし孫 学智放射線安全研究センター
比較環境影響研究グループ
博士号取得若手研究員

14

生体高分子イオンと電子線との相互作用に関す
る研究

２人野田耕司重粒子医科学センター
加速器物理工学部
主加速器開発室
主任研究員

15

LET 測定器の開発なし平井正明重粒子医科学センター
医学物理部 客員協力研究員

16

放射線照射により引き起こされる組織内酸素分
圧変動の非侵襲モニタリング

１人藤井香織放射線安全研究センター
レドックス制御研究グループ
重点研究支援協力員

17

高速応答ビーム取り出し法の研究３人古川卓司重粒子医科学センター
加速器物理工学部
照射装置開発室 客員技術員

18

ダイレクトヒットとグランシングヒットによる
生物効果（マイクロビーム照射装置の改善）

２人古澤佳也重粒子医科学センター
粒子線治療生物研究グループ
主任研究員

19

ミトコンドリア作動薬を用いた放射線誘発アポ
トーシス増感作用と放射感受性因子に関する研
究

１人宮戸靖幸重粒子医科学センター
粒子線治療生物研究グループ
連携大学院生

20
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ゲノム安定性保持における新規核タンパク質
NP９５の役割

２人武藤正弘放射線安全研究センター
遺伝子発現ネットワーク研究
グループ 客員協力研究員

21

永久磁石閉じ込めによる小型 ECRイオン源のプ
ラズマ観測およびビーム強度の増強

１人村松正幸重粒子医科学センター
加速器物理工学部
重粒子運転室
重粒子運転第１係係員

22

加速器質量分析法（AMS）を用いたヨウ素-129
の定量と地球科学及び環境科学への応用

１人村松康行放射線安全研究センター
比較環境影響研究グループ
グループリーダー

23

固体飛跡検出器を用いた大線量中性子計測法の
確立と高エネルギー中性子線量計測法の検討

２人安田仲宏放射線安全研究センター
宇宙放射線防護プロジェクト
博士号取得若手研究員

24

テンプレートを用いた PET画像上への関心領域
の自動的設定方法の開発

３人安野史彦須原脳機能研究室
研究員

25

転写因子 Ikarosの標的遺伝子の同定１人安村今日子放射線安全研究センター
低線量生体影響プロジェクト
研究生（千葉大院生）

26

小動物用高性能 DOI-PET装置開発：装置パラ
メータの最適化と基礎実験

１人山谷泰賀重粒子医科学センター
医学物理部
博士号取得若手研究員

27

頭頸部非扁平上皮癌における各染色体欠失状況
と癌抑制遺伝子の異常状況の解析

６人山本信治重粒子医科学センター
病院 治療課 レジデント

28
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