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文部科学省等の政府機関はもとより科学技術振興

事業団、日本学術振興会等の各種団体、民間企業等

から外部資金の積極的導入を図る。具体的には、毎

年度、対前年比５％増、あるいは中期計画期間中に

独法化以前に比べ 25 ～ 30％増の外部資金を獲得す

ることを目標とした。

平成 14 年度は前年度からの継続も含め、「遠隔地

重粒子線がん照射影響シミュレータの研究」、「精神

分裂病における神経伝達の異常に関する研究」、「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」等、科学技術振

興調整費及び科学技術振興事業団関係、その他の資

金による研究課題を実施したほか、新規に競争的資

金を獲得して研究を実施するよう努めた。

また、前年度からの継続分として、文部科学省委

託託事業「小型加速器実証製作・普及事業」及び

「放射能調研究」を引き続き実施した。また、新規

の政府委託研究・事業として、「放射性核種物圏移行

パラメーター調査」、「三次被ばく医療体制整備調」

を開始したほか、民間も含めたその他の外部金を獲

得して研究・業務を実施するなど、放医研の特長を

生かした受託研究を実施した。

獲得状況は次の通り。

○競争的外部資金獲得の状況（平成 14 年度実績）

平成 14年度合計額 637.4 百万円（平成 13年度

実績 354 百万円）

１．特定課題実施

611.5 百万円（13 年度実績 292.1 百万円）

1) 科学技術振興調整費（文部科学省等）

6件 67 百万円 （5件 73百万円）

2) 科学研究補助金（文部科学省、日本学術振興会）

21 件 36 百万円（20 件 41 百万円）

3) 戦略的基礎研究推進事業（JST）

1 件 50 百万円 （1件 95百万円）

4) 研究情報データベース化支援（JST）

1 件 32 百万円 （1件 31百万円）

5) 異分野研究交流促進（JST）

1 件 49 百万円 （1件 51百万円）

6) 新技術・新分野創出のための基礎研究推進（JST）

1件 8百万円（1件 37 百万円）

7) 主要５分野の研究開発委託事業（文部科学省等）

3件 263 百万円（ 0）

8) 環境有害物質が健康に及ぼす影響評価のための

セルチップの開発（環境省）

1件 25 百万円（ 0）

9) その他

3件 24 百万円（1件 2 百万円）

２．ポスドク等

22.6 百万円（13 年度実績 22.9 百万円）

1) 科学技術特別研究員

7名 9 百万円（8名 11 百万円）

2) 重点研究支援研究員

6名 6 百万円（10名 8 百万円）

3) 外国人特別研究員

（フェローシップ）4名 7 百万円（2名 4百万円）

３．財団等資金

3.3 百万円 （3.5 百万円）

1) ライフサイエンス振興財団

1件 1 百万円（1件 1 百万円）

2) 伊勢化学工業（株）ヨウ素利用研究会

1件 0.3 百万円（ 0）

3) 財団法人 喫煙科学研究財団

1 件 2 百万円（1件 1.5百万円）

４．受託研究等

「先進小型加速器の実証製作・普及事業（文部科学

省・電源特会）（706,088 千円）」、「第三次被ばく医

療体制整備調査（同上）（102,787 千円）」、「放射性

廃棄物共通技術開発（資源エネルギー庁・電源特会）

（144,319 千円）」を実施するとともに、放射性降下

物等の放射能調査及び原子力施設周辺の放射能調査

等 (95,285 千円 ) を、受託研究として実施した。

さらに、民間企業からの委託に基づき２件の受託

研究を実施した（22,433 千円）。

2.4 外部資金研究等

2.4.1 競争的研究



-82-

【総合研究：２件】

１．遠隔地重粒子線がん照射影響シミュレータの研

究

(1) 研究代表者（所属部課名）

遠藤 真広（重粒子医科学センター 医学物理

部長）

(2) 研究概要（目的）

重粒子線がん治療を普及させるためには、がん

患者が入院している多くの医療機関において、放

射線医学総合研究所に設置されている照射影響シ

ミュレータを用いて治療の適否をあらかじめ検討

することが必要である。したがって、この調査研

究においては照射影響シミュレータを高速ネット

ワーク上に分散処理システムとして開発し、遠隔

地からのリアルタイムの使用を可能とすることを

目的とする。

(3) 平成 14 年度の研究成果

①シミュレータの改良

前年度までに開発した照射影響シミュレータに

ついて、試験運用で明らかとなった不具合を改善

した。

②リモート利用での性能測定

照射影響シミュレータを LAN 上で運用し、その

パフォーマンスを測定評価した。

③遠隔地利用での性能測定

照射影響シミュレータを放医研と国立がんセン

ター東病院の間に敷設した、ギガビットレベルの

ネットワーク上で運用し、そのパフォーマンスを

測定評価するとともに、他の情報トラフィックと

の共存下での試験、機密保持試験などを行い、他

の研究グループへの材料提供を行った。

２．気候変動と放射性核種の挙動に関する研究

(1) 研究代表者（所属部課名）

放射線安全研究センター（放射線安全研究セン

ター防護体系構築研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

人類の最重要課題である地球温暖化問題を解決

する糸口の一つとして、温暖化に影響を与える炭

素循環の動態を解析する事が重要である。特にこ

れまであまり研究が行われてこなかった気候変動

と炭素循環との関係を解析し、海洋表層における

炭素循環の仕組みを解明することが望まれている。

西太平洋低緯度域は、世界でも有数の高温水塊が

あり、現在の気候変動に深く関与している。そこ

で西太平洋赤道域を精査海域とし、海水や粒子状

物質中に含まれる放射性核種の測定、係留系を用

いた長期間の連続観測等の海洋観測研究を通して、

表層から中深層に運搬される炭素流量の評価を行

うことを目的とする。

(3) 平成 14年度の研究成果

①海水中の放射性核種

海洋表層からの有機炭素の粒子束を見積もり、

気候変動に伴う粒子束変動を把握するために、太

平洋赤道域において採取した海水中の溶存態およ

び粒子態のTh-234の測定を行った。また、既存の

データと比較した。

②沈降粒子中の放射性核種

セジメントトラップ実験によって得られた既存

試料中の放射性核種濃度を測定し、既存のデータ

を加えて、中深層への粒子状物質の輸送量と輸送

過程を解析する研究を行った。

【流動促進研究：１件】

１．生体中の放射性核種濃度と分布に関する研究

(1) 研究代表者（所属部課名）

木村 真三（放射線安全研究センター 防護体

系構築研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

α線核種である Th-232 とβ・γ線核種である

Mn-54 を標的物質とした体内吸収後の分布状態を

確かめることにより、その取り込み物質の検索・

同定を行う。

(3) 平成 14年度の研究成果

Mn 輸送タンパクの同定

① Mn 結合物質中の既知タンパクと未知タンパク

との分離

DNAマイクロアレイ技術を用いてMn暴露による

特異的な遺伝子発現を調べ、未知のMn関連タン

パクを検索した。しかし、それらしいタンパク

を見つけることは出来なかった。主だった関連

タンパクはトランスフェリン、Mn-SOD といった

タンパクであった。

②免疫組織染色法による Mn 輸送タンパクの確認

上記 (1) の結果より、Mn関連タンパクの抗体を

用いた免疫組織染色を試みた。ここの関連タン

パクには特徴があり、それを示すような結果を

得た。

2.4.1.1 科学技術振興調整費（科学技術総合研究委託費）



-83-

③イメージング・プレートを用いた臓器内 Mn-54

の分布状態の確認

臓器内 Mnの分布とマンガン関連タンパクの分

布を比較することにより、臓器内Mnの局在性を

検討した。

【若手任期付研究員支援：１件】

１．東アジアの地表面ラドンフラックスの評価

(1) 研究代表者（所属部課名）

卓 維海（放射線安全研究センター ラドン研

究グループ）

(2) 研究概要（目的）

大気汚染物質の移流・拡散や原子力事故に伴う

放射性物質の広域拡散の研究は東アジアの地球環

境問題の重要かつ緊急な課題である。様々な広域

大気輸送の数値モデルの検証にはラドンが良いト

レーサとなり、広域のラドン発生源分布を把握す

ることが必要となる。一方、ラドンとその娘核種

の被曝線量が自然放射能による被曝線量の半分を

占めることが示され、肺がん罹患率がラドン曝露

量に応じて高まることも見出された。ラドンの規

制に関わる対策研究に対しても、ラドン発生源分

布の情報が重要となる。本研究の最終目的として

は、東アジア（日本・中国・韓国）における地表

面ラドンフラックスを評価することである。この

目的を達成するため、長期間・多地点にわたるラ

ドンフラックスの測定方法を開発して、フィール

ド測定を行い、ラドンフラックスの予測モデルを

作るなどが、本研究の主な業務である。本研究の

成果は中国大陸から日本への長距離大気輸送問題

の解明に役に立つ。この問題の解明は原子力分野

のみならず、グローバルな規模での大気汚染現象

の解明にも貢献することが期待される。

(3) 平成 14 年度の研究成果

①モニタリングポストの製作および性能評価

長期間・多地点におけるラドンフラックスを測

定するために必要なモニタリングポストを試作

し、ポスト内の換気率が適正値になるように、

開口部寸法およびフィルター種類の調整を行い、

実測により確認した。また、大型計算機を利用

してポスト内の大気拡散係数を計算し、トロン

濃度勾配を測定により検証した。試作ポストの

総合的な性能評価を行った上、フィールド測定

用の最適なモニタリングポストを製作し、中国

・韓国に発送した。

②ラドンフラックス測定法の検討

新たに開発したパッシブ式ラドン・トロンフ

ラックス測定法を確立するため、まず、チャン

バー実験を行い、高湿度環境におけるアルファ

線検出器の校正係数を求めた。次に、当所構内

のフィールドにおいて、開発したモリタリング

ポストを用いてラドン・トロンフラックスの連

続測定を行い、同時期にグラブサンプリンも行

い、アクティブ測定法によりラドン・トロンの

フラックスも測定した。両方法により評価した

ラドン・トロンのフラックスは同程度であり、

提案した方法が長期間・多地点におけるラドン・

トロンフラックスの評価に適していることを確

認した。

③測定点の選択

北東アジアにおける代表的な地表面ラドンフ

ラックスを観測するため、観測点の選択および

測定器の取扱いが重要である。中国・韓国に渡

行して、共同研究者との打合せを行い、観測点

の確認および測定器の取扱い方法の指導を行っ

た。

【先導的研究等の推進：１件】

１．ＤＮＡ修復に関与する核構造因子の解析

(1) 研究代表者（所属部課名）

塩見 忠博（放射線安全研究センター 低線量

生体影響プロジェクト）

(2) 研究概要（目的）

DNA 損傷の修復過程における細胞核内構造因子

の役割の解明。

(3) 平成 14年度の研究成果

① DNA 切断端修復活性の分離と関連する因子の特

定

DNA 損傷の主要な修復機構である DNA 切断端修

復経路に関与する核内因子群を網羅的に同定す

るために、昨年度に確立した検査技術と生化学

的な分離手法を組み合わせて、ヒト培養細胞よ

り候補因子を多数分離した。一次構造の解析よ

りそれらの同定を行い、既に機能が知られてい

る修復蛋白質に加え、複数の核構造蛋白質が修

復反応に関与することを明らかにした。

② DNA 切断端修復活性を促進あるいは抑制する因

子ならびに構造的な条件の決定

DNA 切断端修復過程を促進あるいは抑制する因

子として、①で同定された核構造因子群がその

候補として注目された。それら候補蛋白質の修

復過程における役割を特定するために、それぞ

れの精製標品を調製し、主に DNA に対する反応

性という観点より解析を行った。その結果、比

較的に豊富にある核蛋白質の共通の性質として、

損傷型の DNA に対する凝集会合性が認められ、
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DNA と特異な高次構造を形成することがわかっ

た。DNA 修復過程では、修復因子による直接的

な反応の寄与に加え、損傷部位の構造変化によ

る反応の場の制御が重要であることが示唆され

た。

③ DNA 修復活性を担う高次構造体の機能性と分子

形態を解析する手法の検討

DNA 修復反応を促進する高次構造体の機能性と

構造的な特長を解析した。損傷 DNA と修復関連

蛋白質の間に形成される高次複合体は、ある溶

液条件によっては会合因子の乖離を起こすが、

元の条件にもどすと再構築が促された。従って

可逆的な構造体であると考えられる。またその

構造体は、遊離の DNA や蛋白質と特異的に相互

作用し、場合によっては構造体内に既に組み込

まれていた因子との交換反応が起こることから、

非常に動的な特性を有することがわかった。こ

のような柔軟な高次複合体の形成は、DNA 修復

過程における効果的な制御様式として重要であ

ると考えられた。一方、このような機能的な高

次複合体の分子形態をより具体的に知るために、

顕微鏡技術による可視化のための条件を検討し

た。

【国際的リーダーシップの確保：１件】

１．アジアにおける生命倫理に関する対話と普及

(1) 研究代表者（所属部課名）

山内 正剛（放射線安全研究センター 低線量

生体影響プロジェクト）

(2) 研究概要（目的）

欧米での生命倫理に関する議論や、アジアにお

ける社会的歴史的伝統的背景に関する最新の情報

を収集し、アジアにおける生命倫理問題を国際社

会に対して紹介する。

(3) 平成 14 年度の研究成果

①フォローアップ研究

欧州における最新の生命倫理事情に関する実地

調査は、４月４日から 14 日にかけて実施した。

訪問先ならびに取材協力者は、シェフィールド

大学がん研究所（イギリス国・シェフィールド

市）マーク・ミュース研究所長、スタッテン免

疫研究所（デンマーク国・コペンハーゲン市）

リーメイ・オッケル博士、カンタブリア大学（ス

ペイン国・サンタンデール市）カルロス・フェ

ルナンデス博士、協和発酵ヨーロッパ本部（ド

イツ国・デュッセルドルフ市）石野修一代表取

締役である。研究実施者は、それぞれの研究機

関において、わが国における生命倫理事情につ

いて講演を行うとともに、主に国際共同研究の

実施を主眼において、倫理審査委員会構成メン

バーらとのディスカッションを行った。その結

果、欧州各国では、いまだに父権主義的な医師

と患者の関係が日常的であり、米国に見られる

ようなインフォームドコンセントに関する厳し

い要件が課されている例はほとんど見受けられ

ないということであった。このような父権主義

的な関係は、国民の国家や政府に対する信頼感

を基盤とするものであるらしい。欧州各国で見

られた父権主義的な傾向が、近未来的に米国方

式に移行する兆候は見られなかった。このこと

は、わが国の試験研究機関が欧州においてヒト

ゲノム遺伝子解析研究や分子疫学研究を共同研

究として遂行しようとする場合に、研究阻害要

因となる可能性を懸念させるものであった。ま

た、当初は訪問を予定していたイタリア国

MURST は、先方の都合により、後日訪問するこ

ととなったが、最終的には、相手方の協力予定

者（パオロ・ファゼーラ博士）が死去されたこ

とにより、今年度は実地調査を実施しないこと

となった。なお、本実地調査は、研究実施者の

訪問国での学会発表と並行して実施されたので、

特段の経費負担は生じなかった。

②リージョナルワークショップ

１）マニラワークショップの開催と参加

フィリピン国マニラ市において、10月14日

から16日の３日間、東南アジア地域から参加

者を招聘して、リージョナルワークショップ

を開催し、各国の生命倫理的な問題を取り巻

く状況について議論を行った。参加国は、カ

ンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシ

ア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベト

ナム、インド、韓国、オランダ、日本の 12カ

国であった。研究実施者は本ワークショップ

の開催事務局を勤める傍ら、わが国の研究現

場で生じている倫理的な問題に関する講演を

行った。

２）ソウルワークショップの開催と参加

韓国ソウル市において、12月９日から 11日

の３日間、中国、韓国、日本の３カ国による

リージョナルワークショップを開催し、各国

の生命倫理的な問題を取り巻く状況について

議論を行った。研究実施者は本ワークショッ

プの開催事務局を勤める傍ら、わが国の研究

現場で生じている倫理的な問題に関する講演

を行った。

３）シンガポールワークショップの開催と参加
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シンガポール国シンガポール市において、

３月９日から11日の３日間、西アジア地域か

ら参加者を招聘して、リージョナルワーク

ショップを開催し、各国の生命倫理的な問題

を取り巻く状況について議論を行った。参加

国は、ブータン、インド、イラン、モルジブ、

ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ス

リランカ、フランス、日本の 10 カ国であった。

研究実施者は本ワークショップの開催事務局

を勤める傍ら、生命倫理全般にわたる議論に

参加した。
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【特定領域研究Ｂ】

１．XPG 欠損マウスを用いたヌクレオチド除去修復

と塩基除去修復の相互作用の解析

(1) 研究代表者（所属部課名）

塩見 忠博（放射線安全研究センター 低線量

生体影響プロジェクト）

(2) 研究概要（目的）

ヒト修復欠損遺伝病である色素性乾皮症（XP）

は A～ G の７つの遺伝的相補性群に分けられてお

り、これらの原因遺伝子は既にクローン化され、

遺伝子産物の生化学的な諸性質も明らかにされて

きている。これらのうち XPG は構造特異的ヌクレ

アーゼ活性を有し、ヌクレオチド除去修復（NER）

においては DNA 損傷の３側にニックを入れること

が知られている。ところがこの生化学的活性のみ

から XP － G患者で見られる複雑な表現型（成長阻

害、早期老化・死亡等を特徴とするコケイン症候

群（CS）の併発）を説明することは難しい。そこ

で XPG 遺伝子の欠損の程度と表現型との関係を知

るため遺伝子の異なった部位（第３エクソンと第

15エクソン）に neo 遺伝子を挿入した二系 統の

XPG変異マウスを作製し、それぞれをXPG / 2, XPG

/ 3 と名付け解析を行ってきた。その結果、XPG/2

は CS を併発する重篤な XP-G 患者のモデルマウス

XPG / 3 はヒト XP-G のマイルドな患者のモデルと

考えられる。

最近の XPG に関するインビトロの研究結果を総

合すると XPG 蛋白が変異を起こすと酸化的 DNA 損

傷であるチミングリコール等の修復効率が低下す

るためこれらの酸化的損傷が蓄積し、結果として

CS様の表現型（成長阻害や早期死亡）を示すもの

と解釈されているが、これらについてインビボ、

特に個体レベルでの知見は乏しい。そこで試験管

内で検出されることが実際の生体においても働い

ているか否かを、これまで樹立してきた２系統

XPG モデルマウスに加え、さらに重篤度の異なる

マウスを作出し、これらマウス及び由来細胞を用

いて実証するとともに XP-G の複雑な臨床症状の

発症機構を解析することを目的とする。

【基盤研究Ｂ（１）（一般）】

１．Wilms腫瘍関連遺伝子、LOH,LOI分析による本症

発癌機構・予後因子の解明

(1) 研究代表者（所属部課名）

岩川 眞由美（フロンティア研究センター）

(2) 研究概要（目的）

グループスタディに登録された腫瘍及び腎組織

を用いて、以下の検討を行いそれらの異常すなわ

ち生物学的特徴と臨床像との相関を明らかにし発

癌機構及び予後因子を解明する。

・WT1 異常（WT1 の deletion/mutation,LOH）：現

在までの解析により、他国に比し高い頻度で

WT1 の異常が発見された。更に症例を集積し、

白人とは異なる黄色人種の発生頻度の原因解明

にも繋げるべく、臨床像との相関を明らかにす

る。

・ゲノムインプリンティングの機構解明：正常な

発達過程の破綻について genome imprinting の

研究が現在注目を浴びている。Wilms 腫瘍は、

特に 11p15.5 領域において研究対象となりうる。

IGF2,H19,Kip2 について LOI を明らかにする。

・ 病理 central review system による病理学的特

徴の体系化

・上記３項目の結果と臨床像、特に予後及び再発

についての相関関係

【基盤研究Ｂ（２）（一般）】

１．ＰＥＴによる気分障害患者の病態と治療法の作

用機序に関する研究

(1) 研究代表者（所属部課名）

須原 哲也（特別上席研究員）

(2) 研究概要（目的）

①けいれん療法の脳内 5-HT1A 受容体及びドーパ

ミン D2 受容体に及ぼす効果を明らかにする

電気けいれん療法（ECT）は臨床的有用性が広

く認められているにもかかわらず、その作用機

序について調べた研究は極めて少ないのが現状

である。しかしこれまでの研究から動物実験で

ECT 施行によってドーパミン関連行動が増加す

るとの報告があり、受容体に関してはD1および

D2 の mRNA の側座核における一過性の増加が報

告されている。一方セロトニン神経系に関して

は 5HT1A および 5HT2A 受容体機能の亢進が報告

されている。しかし現在までの報告では、動物

に電気けいれん療法を与えて認められる変化が

ヒトでの ECT の作用機序をどこまで反映してい

るかという疑問が残る。さらに電気けいれん療

法前後の受容体変化を PET 検査で調べた研究は

2.4.1.2 科学研究費補助金
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ヒトにおいても動物においてもまだ行われてい

ない。本研究ではうつ病、躁うつ病など電気け

いれん療法の適応となった気分障害圏患者を対

象に、ヒトの脳で実際に起こっているドーパミ

ン D2 受容体とセロトニン 1A受容体の変化を

PET を用いて脳のさまざまな部位ごとに定量的

に測定する。同時に症状評価を行うことにより

臨床効果との関係も検討する。これにより ECT

の作用機序を考える際に非常に有力な情報が得

られるものと思われる。

② SSRI のセロトニントランスポーター占有率と

臨床効果の関係を明らかにする

うつ病の治療に関しては SSRI などの選択的

薬物の登場にもかかわらず、その服薬量や服薬

回数に関しては経験に基づくことが多く、科学

的根拠に乏しい。我々は、PET を用いて、脳内

のセロトニントランスポーター占有率を生体内

で測定することにより、占有率と治療効果との

関係、また脳内での占有率の経時変化を測定す

る。これにより服薬量、服薬回数の適正化に関

する指標を作ることが可能になる。セロトニン

トランスポーターの占有率に関する研究は、in

vivo での定量的測定法の開発が遅れたことか

ら、われわれの予備的結果以外には世界的にも

まだまとまった研究はないのが現状である。

③未服薬気分障害患者の脳内セロトニントランス

ポーターを正常被検者と比較する

セロトニントランスポーターは抗うつ薬の主

要な作用点であることから、現在まで多くの研

究がなされているが、これまでの報告では死後

脳や血小板を用いた研究が中心となっており、

in vivo でのセロトニントランスポーターの検

討が期待されている。しかしこれまでの in

vivo のイメージング研究は世界的にも選択性

に問題があるβ-CITを用いたSPECT研究がある

のみで、その結果も必ずしも一定していない。

われわれはより選択性の高い PET リガンドとし

て [11C](+)McN5652 を用いて気分障害の測定を

行を行い、視床においてセロトニントランス

ポーターの結合が高いことを見出した。しかし

[11C](+)McN5652 は非特異結合が多く定量が必

ずしも容易ではなかった。本研究ではセロトニ

ントランスポーターの標識リガンドとしてより

特異結合量の多い [11C]DASB を用いた検討を行

う。

④病相の違いによる脳内セロトニントランスポー

ターの変化の有無を検討する

我々はこれまでに気分障害患者においてセロ

トニントランスポーターが高いという予備的結

果を得ているが、その変化の症状との相関は見

出せなかった。しかしうつ病相とそう病相のよ

うな病相の違いによってセロトニントランス

ポーターが変化するかどうかを調べた報告はこ

れまでに無い。

【基盤研究Ｃ（２）（一般）】

１．発がんリスク評価のための環境変異原に特異的

なゲノム損傷の探索

(1) 研究代表者（所属部課名）

島田 義也（放射線安全研究センター低線量生

体影響プロジェクト）

(2) 研究概要（目的）

発がん物質の同定に使えるゲノム損傷を、分子

生物学的に探索することを目的とする。昨年は、

照射された成体に発生したＴ細胞白血病において、

弟 11 番染色体のヘテロ接合性の消失（LOH）なら

びに、その領域にマップされるIkaros遺伝子の突

然変異を高率に観察した。この変化は、アルキル

化剤や自然発生した白血病では観察されなかった

ので、放射線特異的なマーカーとなることがわ

かった。今年は、このマーカーの存在が遺伝的

バックグラウンドに影響を受けるかどうかを、野

生マウス（MSM）や放射線感受性の scid マウスを

遺伝的バックグラウンドとしてもつマウスにおい

て検討する。

２．セルトリ細胞における一酸化窒素（NO）の産生

とその影響

(1) 研究代表者（所属部課名）

小野田 眞（放射線安全研究センターレドック

ス制御研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

DNA 損傷の修復過程における細胞核内構造因子

の役割の解明。

一酸化窒素（NO）は一酸化窒素合成酵素（NOS）

によってアルギニンから生合成され、様々な生理

的／病理的事象に深く関わっている。NO 産生を

司る NOS は種々の細胞や器官／組織に見出されて

いるが、最近、雄性生殖器官／副生殖器官におい

ても NOS の局在が報告され、精巣における精子形

成（生殖細胞の増殖と分化）やその補助器官にお

ける精子遊走能、受精能獲得などに対するNOの役

割が注目され始めた。しかしながら、精巣内の体

細胞であるセルトリ細胞（支持細胞）における NOS

の局在性やNO産生、さらには、NOのセルトリ細胞

に対する影響に関する報告は未だにない。本研究
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では、セルトリ細胞におけるNOSの局在性とNO産

生の動態、そして、セルトリ細胞の形態や機能に

対するNOの影響を細胞生物学的、免疫組織化学的、

生化学的観点から明らかにし、精子形成の統御機

構に関わる細胞間相互作用におけるセルトリ細胞

と NO の役割を解明する。

３．レドックス情報に基づく新しいがん画像診断用

プローブの開発

(1) 研究代表者（所属部課名）

竹下 啓蔵（放射線安全研究センターレドック

ス制御研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

がん組織における細胞の viability の分布並び

に酸素濃度の分布を磁気共鳴法で画像化すること

を目的に、がん組織に特異的に移行し、がん細胞

内情報を得るためのプローブの開発を行う。その

ために、安定ラジカルの磁気的性質が周囲のレ

ドックス情態により変わり電子スピン共鳴（ESR）

のスペクトルが変化することを利用してプローブ

をデザインする。更にプローブのがん組織移行方

法並びに細胞内侵入方法を検討する。

４．生体計測 ESR を用いた脳におかえる酸化的スト

レス可視化システムの確立

(1) 研究代表者（所属部課名）

安西 和紀（放射線安全研究センターレドック

ス制御研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

これまでの実験の結果、L- バンド ESR 装置およ

び 3次元 ESR イメージング装置をより効果的に利

用して脳内で産生される微量の活性酸素・フリー

ラジカルを鋭敏に測定するには測定感度の上昇が

必須であるとともに、脳内の細かな部位での活性

酸素・フリーラジカル生成の違いを見るために解

像度を上げることも必要である。本研究は、L-バ

ンド ESR 装置および 3次元 ESR イメージング装置

を用いた生体計測 ESR 法における感度および解像

度の向上により、脳における酸化的ストレスを

ESR 信号として捉え、ラジカル画像として可視化

するシステムを確立することを目的とする。この

目的の達成のために、有効なプローブの開発、イ

メージングのための測定条件の最適化、データ処

理システムの開発、および新規プローブを用いた

生理的実験系の確立を行う。

５．酸化的ストレスに対するレドックス制御に関わ

る防御物質の開発研究

(1) 研究代表者（所属部課名）

伊古田 暢夫（放射線安全研究センターレドッ

クス制御研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

放射線や紫外線、化学物質などによる酸化的ス

トレスによって生じる活性酸素・活性窒素・フリー

ラジカル、特にヒドロキシルラジカル、スーパー

オキシドは核酸、タンパク質、脂質、膜などの生

体構成成分に障害を及ぼし、放射線障害や発ガン、

老化、炎症等の種々の疾病を引き起こす要因と考

えられている。また一酸化窒素（NO）は従来 NOX

として排気ガス中にあり、公害物質として位置づ

けられていたが、生体内において血圧調整、炎症、

神経伝達、記憶などの生理作用を示す重要なフ

リーラジカルである。また、一酸化窒素とスー

パーオキシドが直接反応して生成するパーオキシ

ナイトライトは、高い酸化およびニトロ化活性を

有し新たな酸化的要因として注目されている。本

研究では、種々の酸化的ストレスにより生成する

これらの活性酸素・フリーラジカルと重要な生体

構成成分の反応、ならびにその機能損傷を検討し、

レドックス制御という観点からそれらの発生およ

び消去に関与する生体防御物質を開発することで

ある。

６．放射線照射による脳機能障害とその防護

(1) 研究代表者（所属部課名）

安藤 興一（重粒子医科学センター粒子線治療

生物研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

放射線医学総合研究所の重粒子線照射装置を用

いて、記憶や運動機能に関連のあるマウス脳各部

位に限局した放射線照射を行う。その後、（１）運

動および記憶学習などの脳機能障害と線量との関

連、（２）病理組織学的変化および局所脳内血流量

と脳機能障害との関係、（３）脳内不飽和脂肪酸の

組成変化と活性酸素による細胞膜の過酸化の影響

を調べる。（４）さらに低密度電離放射線である X

線やγ線に対して防護作用を有するかについて検

討し、放射線による脳機能障害の発現と、細胞膜

の過酸化や不飽和脂肪酸の組成変化との関連につ

いて明らかにすることを目的とする。

７．治療成績を左右する因子と放射線感受性の修復

能依存性の解析

(1) 研究代表者（所属部課名）
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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）

(2) 研究概要（目的）

癌の放射線治療において腫瘍の種類と放射線の

種類によって異なる治療成績の違いの細胞学的基

礎を明らかにするために、放射線応答の異なった、

ヒト腫瘍（悪性黒色種と扁平上皮癌）およびヒト

正常リンパ球、DNA 修復遺伝子ノックアウト細胞

を用い、放射線感受性のパラメーターを得る。ま

た亜致死損傷回復（SLDR）や潜在的致死損傷回復

（PLDR）によるパラメーターの変化、細胞周期と

その制御蛋白、DNA 修復遺伝子、放射線応答遺伝

子の発現と、DNA 及び染色体レベルでの損傷の生

成と修復または誤修復のカイネティックスを調べ

る。併せて次年度に予定している移植腫瘍系によ

る実験の予備データ（移植性、増殖性など）を得

る。これらの組合せから治療成績と細胞の放射線

応答との関連を明らかにする事を目的とする。

８．独自の DNA チップによる頭頚部悪性腫瘍の重粒

子線照射時遺伝子発現状況の検討

(1) 研究代表者（所属部課名）

溝江 純悦（重粒子医科学センター病院）

(2) 研究概要（目的）

重粒子線においては、悪性腫瘍の組織型の相異

により重粒子線の治療効果に大きな違いが生じる

ことが判ってきた。そこで、頭頚部の各組織型悪

性腫瘍の由来細胞株（扁平上皮癌、腺系癌、悪性

黒色腫）に対し重粒子線を照射し、腫瘍組織型ご

との治療効果の相違を評価すると共に、千葉大学

・東京歯科大学・へリックス研究所が共同で独自

に開発した頭頚部腫瘍用の DNA チップを用いて、

多くの遺伝子についてどのような動向が各腫瘍細

胞で生じているのかを調べ、重粒子線照射による

各組織型腫瘍における遺伝子の発現状況の相異を

明らかにする。

９．ESR による過酸化水素の in vivo 定量法の開発

(1) 研究代表者（所属部課名）

上田 順市（放射線安全研究センター レドッ

クス制御研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

過酸化水素は、細胞傷害性の高いヒドロキシル

ラジカル（・OH）の生成原料であり、また、細胞

内のシグナルトランスダクションに関与するなど、

多くの疾病のメカニズムにおいて極めて重要な物

質と考えられる。しかし、過酸化水素は・OHに比

べ安定ではあるが、他の生理活性物質のように生

体から抽出して測定できるほど安定とは言えない。

本研究では生体内の過酸化水素の定量を目的とし

て磁気共鳴法を応用した非侵襲的な新しい過酸化

水素の定量法を開発する。

10．放射線被曝とウイルス感染による健康影響へ

の複合効果およびその機構の解明

(1) 研究代表者（所属部課名）

相澤 志郎（放射線安全研究センター 放射線

障害研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

本研究では、最近我々が観察したレトロウイル

ス感染による放射線誘発アポトーシスの著明な増

強作用について、その実態および原因遺伝子を明

らかにし、さらにその複合作用の機構を明らかに

する。ウイルス感染はヒト環境では一般的であり、

ウイルス感染による放射線影響への複合効果の有

無、実態の解明を行うことにより、放射線の健康

影響評価に貢献することを目的とする。具体的に

は、マウスレトロウイルスである。フレンドウイ

ルス感染による亜致死線量照射での致死効果誘導、

特に造血系細胞のアポトーシス誘導の増強・促進

効果の機構の解明のために、遺伝子改変マウス等

を用いて個体レベルの解析から分子レベルまでの

解析を行う。

11．ランダムミュータジェネシスによる遺伝子欠

損モデルラットの開発に関する研究

(1) 研究代表者（所属部課名）

原田 良信（フロンティア研究センター）

(2) 研究概要（目的）

ラットは医学、薬学、生物学において、ヒトや

マウスと並んで最もよく研究されている哺乳動物

である。しかしながら遺伝子欠損モデル、いわゆ

るノックアウト個体の作製方法が未だ確立されて

いない。ヒトやマウスのゲノムシーケンスがほぼ

完了し、遺伝子ひとつひとつの機能を明らかにす

ることが医学・生物学の分野で最も重要なテーマ

となっている状況において、特定の遺伝子機能を

欠損した個体を用いた解析はきわめて有効な方法

であり、ラットにおいてもそのような遺伝子欠損

個体の作製が待たれている。ランダムミュータジ

ェネシスは目的とする遺伝子を確実に不活性化す

ることはできないものの、安価に多くの遺伝子欠

損モデル個体を作出することができる。本研究は、

ラットにおいてランダムミュータジェネシスおよ

びその選抜方法、保存、遺伝子解析等に関する研

究を行い、ラットの特性を生かした遺伝子欠損モ
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デル系統を樹立する方法を確立することである。

【萌芽的研究】

１．Maf 遺伝子導入による転移能の変化

(1) 研究代表者（所属部課名）

岩川 眞由美（フロンティア研究センター）

(2) 研究概要（目的）

分化に関わる小MafK遺伝子導入を更に進め、表

現型を観察する。

Maf family のうち、ホモダイマーやヘテロダイ

マーを形成して、DNA 中の Maf 認知要素、Maf

reco-gnition elements (MARE) に 結 合 する。小

Maf は様々な組織で発現しており、更に MARE はヒ

トベータグロブリンとの関与も示唆されており、

更に組織発生に関与している。Maf 遺伝子導入に

よる細胞の形質転換が転写に及ぼす効果、表現型

を検討する。

２．簡便かつ高感度な遺伝子発現プロファイル解析

法の開発

(1) 研究代表者（所属部課名）

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）

(2) 研究概要（目的）

遺伝子の発現状態を体系的に解析する方法とし

て、DNA マイクロアレイ法や SAGE 法などが開発さ

れ、迅速に数千―数万種類のmRNAの発現量（比）を

解析することが可能となっている。 しかし、こ

れらの方法を用いて遺伝子発現の経時変化を解析

しようとする場合、任意の刺激により遺伝子発現

が誘導されたり抑制されたりする遺伝子の発現状

態を、圧倒的大多数の非誘導・非抑制 RNA 存在下

に検出しなければいけない。すなわち、恒常的に

存在する mRNA プールがバックグラウンドとなり、

その感度を低下させている。この問題を解決する

ため、これらの実験系では複雑なアルゴリズムを

用いたコンピュータ解析が必要となる。また、解

析には統計的な計算が必要となるため、数万から

数十万単位のデータが必要となる。そこで本申請

では、遺伝子発現の経時的変化を簡便に解析する

方法を確立する。

【若手研究Ｂ】

１．乳癌の浸潤・転移に関与するアクチン繊維結合

タンパク質の機能とその制御

(1) 研究代表者（所属部課名）

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）

(2) 研究概要（目的）

ヒト乳癌の15％で遺伝子増幅と発現の亢進が見

られることから、癌遺伝子と考えられている EMS1

遺伝子は、srcチロシンキナーゼの基質cortactin

をコードする。我々は、癌細胞では浸潤・転移に

関与すると考えられている cortactin が、正常な

上皮細胞においては ZO-1 と共に細胞間接着に関

与する可能性を示した。また、臓器毎に発現量が

異なる 5種の cortactin イソ型が存在することを

見いだした。昨年度、cortactin の各イソ型を発

現する組み替え遺伝子を導入した上皮性細胞株を

用いて、１）イソ型毎に細胞間接着部位への濃縮

の程度に差があること、２）イソ型毎にアクチン

繊維への結合の強さに違いがあることを示した。

今年度は、各イソ型の過剰発現が細胞間接着の形

成に与える影響を解析することによりそれぞれの

機能に迫る。同時に、各イソ型の発現のバランス

による機能調節の可能性を検討する。

２．パーオキシナイトライトによるシトクロムｃ修

飾作用のアポトーシス様細胞死への関与

(1) 研究代表者（所属部課名）

中川 秀彦（放射線安全研究センターレドック

ス制御研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

パーオキシナイトライトは一酸化窒素とスー

パーオキシドが反応して生成する”活性窒素種”

のひとつで、高い酸化活性を有することから活性

酸素と共に種々の疾患への関与が指摘されている。

一方、シトクロムc (cyt.c)は、酸化的環境下にお

かれやすいミトコンドリア電子伝達系にあり、ま

た可溶性成分であることから水溶性のパーオキシ

ナイトライトにさらされる可能性の高いタンパク

質であると考えられる。また酸化的ストレスよる

細胞障害作用に関与する重要な蛋白質であると考

えられる。これまでにシトクロム cについて、

パーオキシナイトライトによる修飾反応によって

酸化されやすい性質に変化することを示し、さら

にこの修飾反応が cyt.c の重要な役割の一つであ

る生体エネルギー産生効率を低下させることを明

らかにした。本研究では、cyt.c のもう一つの重

要な作用であるアポトーシス経路活性化能につい

て、(1) パーオキシナイトライトによる cyt.c 蛋

白質修飾がアポトーシスの細胞内機構に与える影

響を、カスパーゼ経路の活性化を中心的指標とし

て明らかにし、(2) アポトーシス現象における蛋

白質ニトロ化修飾作用の可能性とアポトーシス機

構への関与について明らかにすることを目的とす
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る。

３．低線量中性子線による発がんに関する実験病理

学的研究（ガンマ線との比較実験）

(1) 研究代表者（所属部課名）

大町 康（放射線安全研究センター 低線量生

体影響プロジェクト）

(2) 研究概要（目的）

C3H 系雄性マウスにサイクロトロン発生 10MeV

中性子線（0.05 ～ 2Gy）を単回照射後終生飼育し、

死亡動物あるいは瀕死期殺動物を病理解剖し、病

理組織学的検査を行なう。低線量の中性子線照射

マウスに発生する腫瘍性・非腫瘍性病変を、137Cs

ガンマ線（0.2 ～ 4Gy）照射マウスのそれと比較検

討し、中性子線によりマウスに生じる病理学的な

変化を詳細に解析する。また、中性子線誘発白血

病のタイピングならびに病理発生を明らかにする

ために、瀕死期殺動物より得た腫瘍組織あるいは

血液を用いて組織細胞化学的解析や分子生物学的

な解析を行う。

４．GFP により可視化した非相同末端結合蛋白質に

よる DNA 損傷認識機構に関する研究

(1) 研究代表者（所属部課名）

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）

(2) 研究概要（目的）

DNA 二重鎖切断修復機構は電離放射線等により

損傷を受けた DNA を修復し遺伝情報を安定に維持

する機構であり、DNA 二重鎖切断損傷は非相同末

端結合機構（NHEJ）と相同組換え機構により修復

される。放射線照射後の細胞が損傷した DNA を修

復するためには、初期応答として損傷 DNA を認識

し結合する蛋白質が DNA 損傷部位に移動・局在す

ることが重要である。実際、相同組換え機構で機

能する Rad51 蛋白質は、放射線照射により細胞内

局在を変化させて、フォーカスを形成する。同様

に、NBS1 蛋白質は放射線照射後に細胞質に存在す

る MRE11/Rad50 複合体と結合して二重鎖切断端に

フォーカスを形成すると報告されている。他方、

NHEJ は、「二重鎖 DNA 断片に高い親和性を有する

Ku70 及び Ku80 からなる複合体が DNA 切断端を認

識しキャップとして結合し、DNA-PKcs、XRCC4 や

DNAライゲースIVの働きにより切断端の再結合を

行う」という仮説が提案されている。しかしなが

ら、NHEJ で働く蛋白質については、放射線照射後

に血液細胞等で Ku70 蛋白質が細胞質から核へ局

在を変化させることが報告されているが、フォー

カス形成する蛋白質は報告されていない。一般に、

Ku70 と Ku80 は DNA 末端に結合するのでこの修復

機構の初期の段階（傷の認識）で機能していると

考えられているが、放射線照射後にKu蛋白質複合

体が DNA 切断端に結合していることを実験的に明

らかにした例はない。また、Ku蛋白質複合体は

DNA 修復機構で働く既知の DNA 結合蛋白質の中で

核内に最も多く存在し、さらに、二重鎖 DNA 端へ

の強い結合能を持つにもかかわらず、DNA 損傷部

位で形成される BRCA1 や ATM 等による巨大な DNA

修復蛋白質複合体にも含まれていない。従って

NHEJ に関する仮説を裏付けるためには、Ku70 と

Ku80あ放射線照射後のDNA切断端に局在すること

を証明する必要がある。本研究では、放射線照射

後の Ku 蛋白質複合体が、DNA 切断点に結合するか

否かを明らかにすることを目的とする。
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１．戦略基礎研究推進事業（共同研究）

精神分裂病における神経伝達の異常に関する研究

(1) 研究代表者（所属部課名）

須原 哲也（特別上席研究員）

(2) 研究概要（目的）

ドーパミン神経伝達及び関連分子の異常をポジ

トロン CTを用いて測定し、臨床症状、薬物反応

性、受容体遺伝子の変異など複数の指標との関連

を明らかにする。さらに、生体における大脳皮質

ドーパミン機能及びその調節機構を研究すること

により、精神分裂病の新しい治療原理の構築を目

指す。

２．研究情報データベース化支援（共同研究）

アミノ酸変化を伴うＤＮＡ多型データベースの構

築

(1) 研究代表者（所属部課名）

斎藤 俊行（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）

(2) 研究概要（目的）

生物学的個体差へつながる DNA 多型の影響は、

蛋白質の「発現量」あるいは「構造」の差違となっ

て現れる。エキソンに依存する DNA 多型は、その

一定数が遺伝子のコードする蛋白質のアミノ酸変

化を伴う DNA 多型である。アミノ酸変化は蛋白質

の立体構造や機能の変化へ直結する可能性がある

ため、このタイプの多型であれば、生化学的手法

を通じて多型の生物学的影響を解析することがで

きる。そこで本研究では、蛋白質のアミノ酸変化

を生じる DNA 多型を収集して機能解析の現場へ提

供し、個体差に関する理解を促進することを目的

とする。

３．異分野研究者交流促進事業（共同研究）

多様計測による特殊生体機能に関する研究

(1) 研究代表者（所属部課名）

山本 幹男（重粒子医科学センター上席研究員）

(2) 研究概要（目的）

本研究は、治癒力や相補代替医療と係わる人間

の潜在能力と関係する特殊生体機能に関し、放射

線利用などの多様な物理的計測や生理的計測と解

析方法等によって、科学的・実証的に研究し、そ

の実態を明確化させ、機構や原理の解明のための

糸口を見いだし、21世紀の新パラダイム創世の基

盤を築く事を目的とする。

(3)研究者

山本幹男、福田信男 *1, 2、小久保秀之 *1, 3、田中昌

孝 *1, 3、張トウ *1, 3、陳偉中 *1, 3、デミトリ・V・パル

ホムチュク *1, 3、小竹潤一郎*1, 3、世一秀雄 *1, 3、王鳳

桐 *1, 2、古角智子 *1, 2、原口鈴恵 *1, 2、濡木淳子 *1, 2、

齋藤靖 *1, 2、古川章（障害基盤研究部）、古川雅英

（ラドン研究部）、松本徹（高度診断機能研究ステー

ション）、土田成能*4、馬場正子 *1, 2、小竹真実子 *1, 2、

渋谷真由美 *1, 2、橋本和江 *1, 2、藤田真理子*1, 2、藤村

久美子*1, 2（*1客員協力研究員、*2名誉研究員、*3（財）

未来工学研究所、*4研究生）

(4)概 況

本研究は、科学技術振興事業団の新パラダイム創

成へ向けての「試行的研究プログラム」（平成 12-14

年度の 3年計画）の 1テーマとして採択された。そ

の予算により、放医研と（財）未来工学研究所との

共同研究契約に基づいて実施した。

本研究は、人間の潜在能力と特に関係の深い特殊

生体機能を、種々の物理計測や生理的計測と解析方

法等によって科学的・実証的に研究し、その実態を

明確化させ、機構や原理の解明のための糸口を見出

し、21世紀の新パラダイム創成の基盤を築くことを

目的とした。

実験結果に暗示効果などが入り込まないように、

可能な限り次の手法を用いるよう努めた。1. 二重

盲検法、2.ランダム化、3.多数の実験データの統計

解析。

なお、本研究グループは、平成 7年度から 11 年度

までの 5年間、科学技術振興費にて「多様同時計測

による生体機能解析法の研究」を他機関と共同で実

施し、本研究の基盤を醸造し、研究拠点を築いた。

研究成果は国際学会誌に総計数百頁にのぼり掲載さ

れ、世界的評価を受けている。

また、本研究の初年度（平成 12年度）には約 45

件の研究発表（内英文 16 件、国際学会誌掲載約 80

頁）、欧州研究機関の視察・研究交流を行った。2年

度（平成 13年度）は、57件の研究発表（内英文

27 件、国際学会誌掲載 124 頁）の他、北米研究機関

の視察・研究交流、国際学会での発表、海外での測

定も行った。本年度（平成 14 年度）は、約 54 件の

研究発表（内英文 19 件、ロシア語 6件、国際学会誌

掲載約 100 頁）を行い、ロシアと韓国を訪問し、国

2.4.1.3 その他の競争的資金
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際学会で発表し、交流を深めた。

平成 14 年度（3年目、最終年）は、下記の研究を

行った。

［生体放射に関する研究］

生体から外界に向けて発せられる生物フォトンや

赤外線と意識状態との関連性を明らかにする目的で、

意識集中時のヒトの手から生じる生物フォトンを光

電子増倍管装置を用いた光子計数法によって、また

サーモグラフィによって皮膚表面温度を測定し、分

析した。

先年度までの研究で、安静時と比べ、発気時に中

指先の皮膚表面温度が明確に低下し、発光イメージ

時に中指先の生物フォトンが明確に増加する例（60

代、男、気功鍛錬歴 10 年以上）があることを見出し

た。本年度は、一般人（男女計8名）と気功初心者（男

2名）を対象に同様の研究を行った。被験者 10名の

うち、8名には顕著な変化は見られなかったが、一

般人被験者 1名（20 代、女）で発光イメージ課題時

に中指先の生物フォトン放射強度の弱い増加傾向が、

また気功初心者 1名（15歳、男、練習歴 2ヶ月）で

発気時に中指先の皮膚表面温度の著しい上昇（最大

3.3℃）が観察された。

［非接触対人作用に関する研究 １］

本研究では、武道熟達者ペアの一方から他方への

送気を試みる対人遠隔作用実験（遠当て）において、

受信者の脳波周波数のコヒーレンス値を調べた。分

析は受信者脳波のα波帯域について、異なる実験状

況下で採取したデータ群間での有意差の有無を順位

和検定と Welch 検定により検証した。さらに同様の

手法によって顕著な有意差が見られた非接触対人近

接作用の実験データを解析・検定した。コヒーレン

ス関数は 1 ms、1024 ポイントを 1単位としてハミン

グ窓関数をかけた後、FFTにかけ、さらに4回加算平

均したものについての 2電極パワースペクトル（Pxx、

Pyy）とクロススペクトル（Pxy）から計算した。対

象とした電極対は C3:C4、Fz:Pz、O1:O2である。α帯

域の周波数を分割して求めた 6個のコヒーレンス値

の平均を検定した。実験１：熟練武道家による対人

遠隔作用の実験データ（動作時刻一致性の実験）。送

信者・受信者を離れた２室に隔離し、通常の情報伝

達経路を遮断した上で、1試行 80秒、無作為・2重

盲検で実施。閉眼安静時（15例）、送信中（9例）、

受信者が受信したと感じた時で 5秒以内に送信がな

された試行（7例）と 30秒以上離れて送信がなされ

た試行（11 例）を分析した。各 4秒間のコヒーレン

スデータ群が同じ分布であるという仮説を、順位和

検定および Welch 検定で検証した。また、α帯域 6

測定値の偏差を表す指標として、標準偏差と、標本

レンジに標本の大きさにより定まる乗数を掛ける推

定偏差値を算出した。順位和検定と Welch 検定の結

果はほぼ一致し、いずれにおいても、閉眼安静中と

送信中の O1:O2のコヒーレンス関数が同じ分布であ

る確率は、5%以下であった。実験 2：非接触近接作

用（体性感覚・運動野）に関する実験。被験者は送

信者は熟練気功師、受信者は一般人。1試行 1分で、

前半 30 秒区間と後半 30 秒区間とのいずれに送気が

行われたかを弁別する実験で、通常の情報伝達経路

を遮断し、無作為・2重盲検で実施。送信時間帯と非

送信時間帯におけるα波平均振幅の差に Welch 検定

で有意差があった箇所を、順位和検定した。順位和

検定においても C4極で 0.5% 有意となった。従来

行ってきた Welch 検定は、ノンパラメトリック検定

として機能していたことが確認された。

［非接触対人作用に関する研究 ２］

対人遠隔作用（遠当て）の実験において、受信者

が送信者からの送信の有無を判断するだけの単純な

実験系を組み、受信者の受信能力の程度を信号検出

理論から推定した。被験者は同一流派の熟練武道家

4名（男性 3名、女性 1名）、年齢 31 － 43 才（平均

年齢 36.75 才）。1試行 10 秒とし、その内訳は、開

始合図2秒、信号区間（送信または非送信、確率0.5）

5秒、最終判断兼待機時間 3秒とした。送信の有無

の判断の的中数は、1280 試行中 668 試行（p=0.0588,

片側）であった。受信者の受信能力は、信号検出理

論による弁別力指標 d' で推定した。d'値は、信号

の有無に対応して生じる心的エネルギーの分布を標

準正規分布と仮定し、各受信者のデータ（1点）か

ら計算した。この実験における受信者 4名の弁別力

指 標 d' の 平 均 値 は 0.092 で、95% 信 頼 区 間は

[0.167, 0.016] となった。この値は、他の感覚刺激

実験のd'値よりも2桁小さく、本被験者による対人

遠隔作用は他の感覚刺激に比べて非常に微弱で弁別

が容易でないことが確認された。

［気功状態・変性意識状態の生理学的研究－１］

fMRI と脳波の同時測定の予備研究として、気功及

び瞑想時の特徴を把握するため、脳波、心電、呼吸

など生理的変化、また光トポグラフィにより大脳皮

質内の血中酸素化ヘモグロビン、脱酸素化ヘモグロ

ビン濃度の変動を測定し、それぞれの特徴また相互

の関連性を分析した。

実験は、実験 1 気のイメージ課題（5分）と対照

課題（3分）の交替測定と、実験 2 瞑想の連続測定

（30分～ 1時間程度）を行った。被験者は、いず

れも気功または瞑想の熟練者（練習歴 5年以上、週

3時間以上、5人）。

実験 1の結果、脳波のθ、α帯域に関して、気功
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中および対照時 2秒毎の平均振幅を比較分析したと

ころ、対照時に比較し、気功時にθ波平均振幅は Fz、

C3、C4、T5、および T6極において有意に大きくなり

（p<0.001）、α波平均振幅は Fp1、O1極において有意

に増大した（p<0.001）。光トポグラフィの解析結果

では、気功の進行に伴い、前頭部において、酸素化

ヘモグロビンおよび総ヘモグロビンが全体的に低下

した後、再び上昇すると同時に脱酸素化ヘモグロビ

ンもそれほど顕著ではないが、徐々に上昇すること

が観察された。一方、頭頂－後頭部では、酸素化ヘ

モグロビンおよび総ヘモグロビンが気功中徐々に低

下したが、対照時に元の水準に回復した。光トポグ

ラフィの測定結果では、気功課題の進行につれ、前

頭部において、酸素化ヘモグロビンと総ヘモグロビ

ンがまず低下し、その後、両方とも徐々に上昇する

が、後頭－頭頂部においては、低下したまま、上昇

しない傾向がみられた。これは、気功の作法により、

何らかの抑制機構が働き、脳活動が全般的に抑制さ

れるが、前頭部においては、次第に解放され再び復

活することを示唆する。前頭部、特に左前頭部のヘ

モグロビン変化についての、近赤外分光法による集

中課題や精神的ストレス時の脳活動に関するいくつ

かの先行研究では、課題により変動のパターンが異

なり、課題の進行に伴って、酸素化ヘモグロビンが

徐々に上昇するか、変化しない場合がほとんどであ

る。本研究の結果のように、酸素化ヘモグロビンが

しばらく低下した後、再び上昇する一方、脱酸素化

ヘモグロビンの上昇も伴うことは報告されていない。

しかし、対照時と比較し、気功中の酸素化ヘモグロ

ビンが、前頭部の一部を除き、全体的にむしろ低下

していると言える。従って、“全体的活動低下にお

ける（前頭部）抑制後の復活”が今回の実験結果の

重要な特徴としてあげられる。

実験 2では、脳波の分析では、瞑想の進行に伴い、

前頭部においてα波、θ波帯域の活動の増大がみら

れ、また前半より、後半のほうが心電 R-R 間隔の

LF/HFとFzθの平均振幅に比較的強い負の相関があ

る傾向が示された。このことから、認知的要素の自

律神経系に及ぼす影響、または瞑想によるストレス

解消効果を裏付ける可能性が示唆された。今後の

fMRI と脳波の同時測定により、それに関連する賦活

部位の特定や、特に瞑想遂行に伴う段階的変化を解

明することが要請され、また各指標の相関について

も、より詳細な分析が必要とされる。

［気功状態・変性意識状態の生理学的研究－２］

瞑想法には様々な種類があるが、大別すれば、1

つに集中することによって他の雑念を払い、瞑想状

態を実現しようという方法と、何も考えずに最初か

ら無を目指す方法の 2つになると考えられる。禅で

は公案に集中しつつ行う臨済禅に代表される看話禅

と、曹洞禅に代表される黙照禅が 2大潮流である。

TM 瞑想はマントラと呼ばれる言葉に集中する瞑想

と考えることができ、内気功も意念に集中する 1種

の瞑想と考えることができる。その他、リラックス

テープを聴いたり、香りにひたるなど、瞑想的な状

態を実現しうる方法は非常に幅広い。しかし、いず

れにも共通の瞑想状態としての脳の状態が存在する

であろうと考えられる。

本研究では、日常的に瞑想を行っている男女各 1

名の脳波を解析し、過去に得られた各種坐禅、気功、

TM 瞑想、聴香中など種々の瞑想関連データと合わせ、

比較検討した。実験の結果、1)後頭部のα波平均振

幅値からリラックス度、2)α波の周波数変化からイ

メージ変化度、3) 前頭／後頭α波平均振幅比から変

性意識状況、4) 前頭－後頭間α波位相ずれ時間から

意識の集中・開放度合い、5) 後頭部のα波振幅左右

比から言語思考・イメージ思考の度合いなど、瞑想

における脳の状態をかなり推測することが可能と考

えられる。

［気功状態・変性意識状態の生理学的研究－３］

本研究では、中国人の気功熟練者（男、42 歳）を

対象として、発気時の生理状態について検討した。

5分の発気と 3分の安静を 1ランとした。測定項目

は腹呼吸、皮膚表面温度（左手掌中央）、血流速度

（左手中指先）、血流量（左手中指先）。発気直後に

大きな血流パラメータの変化があり、血流量と血流

速度が減少し、血液量が増加した。手掌部の皮膚表

面温度は安静時には見られないような増加傾向を示

した。被験者は安静時は一定のリズムを保ち呼吸し

ているが、発気時には意識的にこの呼吸リズムに揺

らぎをもたせ、この呼吸法により発気状態を維持し

ていることがわかった。これらの結果から、被験者

は意識集中と呼吸の調節により発気および発気状態

の維持を行い、これにより顕著な身体運動を行うこ

と無しに体内の血流を変化させたと考えられる。ま

た、この血流変化により、体温変化が生じたと推定

される。

［気功状態・変性意識状態の生理学的研究－４］

本研究では、紙の裏面に描かれている図形を推測

するときの大脳側頭葉の酸素化ヘモグロビン、脱酸

素化ヘモグロビン、脳血液量の変化を、近赤外分光

法を用いた光トポグラフィ装置により測定した。被

験者は一般人２名（男、右利き、39 歳、男、右利き、

43 歳）。結果、図形推測課題中における左右側頭葉

の活動には、酸素化ヘモグロビン・脳血液量の著し

い増加と脱酸素化ヘモグロビンの著しい減少がある
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場合と、あまり変化しない場合とがあることがわ

かった。ヘモグロビンの著しい変化は、左側頭葉よ

りも右側頭葉の方がより顕著に現れ、被験者の推測

がうまくいったという印象が強い試行で起こる傾向

があった。

［気功状態・変性意識状態の生理学的研究－５］

被験者が何かに意識集中したり、瞑想などの変性

意識状態にある時、その被験者の身体外部で起こる

特異効果の検出器として物理乱数発生器 RNG を使う

実験がある。しかし、この種の実験のデータ解析は

未だ模索段階にあり、適切な解析法の開発が必要と

されている。本研究では、住民が異常現象の発生を

訴える住宅で行った測定データを用いて、RNG デー

タの解析法を検討した。結果、生データの累積偏差

に、Z2累積推移と時分割 RNG の分析を組み合わせる

手法が有望と考えられた。

［海外研究機関の調査・交流］

本研究の一環として、海外での学会発表と韓国と

モスクワの研究状況の視察と研究交流・実験を目的

として、特殊生体機能に関する研究を以前から行っ

ている研究機関への訪問・実態把握・研究交流・実

験、ならびに学会への参加・発表を行った。

４．新技術・新分野創出のための基礎研究推進

カイコの遺伝子機能解析システムの構築

(1) 研究代表者（所属部課名）

森明 充興（放射線安全研究センター上席研究

員）

(2) 研究概要（目的）

カイコの全発現遺伝子についてデータベース化

を図るとともに、得られた EST から DNA チップを

作成し、発現プロフィール解析をおこなう。

① cDNA 大量解析による EST データベースの構築

EST データベースの拡充（カバー率 60％目標）

及び完全長 cDNA データベースの構築

② DNA チップ作成とこれを用いた発現プロフィ

ール解析

EST マイクロアレイの拡充（10000 個目標）を

図るとともに、これを用いて変態期の遺伝子発

現パターンやウィルス感染時の遺伝子発現パ

ターンの経時変化のデータをもとに遺伝子ネッ

トワーク解析法の確立を目指す。

５．主要５分野研究開発委託事業（ＲＲ 2002：２件）

5-1 新規高精度遺伝子発現プロフィール（HiCEP）

法の開発

(1) 研究代表者（所属部課名）

安倍 真澄（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）

(2) 研究概要（目的）

高精度遺伝子発現プロフィール解析技術の動物

細胞解析への展開を目的とし、動物細胞（マウス）

における HiCEP 解析技術の有効性の確認（再現性

の検討、感度の検討、偽陽性率の検討、必要最小

量（RNA）の検討、動物細胞におけるカバー率及び

重なり率の検討、HiCEP を用いた動物細胞の解析、

HiCEP ピークの遺伝子同定データベースの構築試

み）を行った。

1) 再現性の検討

遺伝子発現プロフィール解析において感度を

保証する重要な要素の一つがその再現性である。

酵母と同様の手法を用い、ピークの位置（泳動

距離）および蛍光強度を指標に再現性の統計的

検討を行った。酵母と同様にマウスにおいても

HiCEP 反応における再現性は確保されることを

明らかにした。一方で、RNA の量および質、電

気泳動装置が再現性の影響因子になりうること

を明らかにした。結果として、HiCEP が遺伝子

発現解析に十分な再現性を示すことが示された。

2) 感度の検討

遺伝子発現解析に於いてその感度は非常に重

要なポイントである。今回我々は、反応に用い

る mRNA コピー数の検出限界の検討を行った。

In vitro で合成した何種類かの mRNA（分子数を

コントロール）を、マウス totalRNA に種々の割

合で添加し、そのmRNA由来のピークの検出限界

を検討した。その結果、1細胞あたり 1コピー

までの検出が可能であることを明らかにした。

さらに発現差に関しては、得られた結果を統計

的に処理を行うことにより、1.2 倍までの発現

変動の検出が可能であることを明らかにした。

この感度は従来の技術の感度を凌ぐものである。

3) 偽陽性率の検討

遺伝子発現プロフィール解析の主流はマイク

ロアレー法であるが、この方法では既知遺伝子

のみが解析対象と成らざるを得ない。一方未知

遺伝子も対象に出来る PCR 法を基本にした技術

には膨大な数の擬陽性ピークの出現という致命

的な問題が存在する。そこで今回、PCR の反応

条件に関わる因子を慎重に検討した（「遺伝子増

幅装置」を用いた）結果、偽陽性ピークが２％

以下（９８％以上のピークについて由来遺伝子

を決定可能）となる反応条件を見いだした。こ

の結果、従来のほとんどの問題を解決した次世

代高精度遺伝子発現プロフィール解析技術が開



-96-

発できた。

5-2 脳イメージングのためのリガンド輸送ツール開

発

(1) 研究代表者（所属部課名）

須原 哲也（脳機能イメージング研究・開発推

進室 特別上席研究員）

(2) 研究概要（目的）

ポジトロン断層撮像法（positron emission

tomo-graphy; PET）は非侵襲的な診断法として、標

識リガンドを用いた神経伝達物質・受容体の画像

化及び定量解析に関する研究から精神神経疾患の

病態や治療分野で多くの応用研究が行われてきて

いる。このような PET 技術を用いて現在生体で直

接測定することが不可能な脳内局所の遺伝子発現

を直接画像化することは、脳機能の研究や薬物の

作用機序を知る上で大きな役割が果たせるものと

期待される。しかし、脳での遺伝子発現イメージ

ングにおいて現在最も障害となると考えられるの

は、標識核酸の脳実質への輸送である。脳には血

液―脳関門があり、普段高分子遺伝子はこのバリ

アーの存在により、脳実質に移行しない。それで、

脳内の遺伝子発現を画像化するためには、標識核

酸が血液―脳関門を通過できるようにする輸送

ツールの開発が必要となる。本事業では、表面修

飾リポソーム、バイオコンジュゲートを調製し、

その輸送ツールとしての有用性を評価した。それ

とともに、イメージングツールとする放射標識オ

リゴヌクレオチド (ODN)、ペプチド核酸 (PNA) の

合成及び放射標識化を行った。

1. 表面修飾リポソームによる脳へのデリバリーシ

ステムの構築

(1) トランスフェリン修飾リポソームの構築

脳内血管内皮細胞に発現するトランスフェリ

ンレセプターの蛋白基質であるトランスフェリ

ンをリポソーム表面修飾し、レセプター介在性

トランスサイトーシスを利用する脳内輸送ツー

ルを調製した。さらにこの輸送ツールの脳内移

行性を評価した。

(2) アルギニン修飾リポソームの構築

膜透過性ペプチドの機能分子アルギニン８重

合体をリポソーム表面に修飾し、吸着性トラン

スサイトーシスを利用する脳内輸送ツールを調

製した。さらにこの表面修飾リポソームの脳内

移行性を評価した。

2. バイオコンジュゲート型輸送ツ－ルの開発

(1) トランスフェリンレセプターを利用するバイ

オコンジュゲート型輸送ツ－ルの開発

ドッラクデリバリーシステムの研究において、

バイオコンジュゲートは繁用されている。そこ

で、我々はトランスフェリン及びトランスフェ

リンレセプター親和性ペプチドをパイロット分

子として、バイオコンジュゲートを作製してい

る。

(2) ミクログリア細胞の脳内移行性を利用するバ

イオコンジュゲート型輸送ツ－ルの開発

脳内移行性を有するグリア細胞であるミクロ

グリアの膜蛋白をパイロット分子としてバイオ

コンジュゲートを調製している。

3. 放射標識オリゴヌクレオチド (ODN) およびペプ

チド核酸（PNA）の脳内輸送のための化学的検討と

ポジトロン標識

(1) 反応活性部位を持つ ODN の合成

オリゴ核酸のポジトロン核種での標識化は、

反応活性部位を持つ ODN と別途合成したポジト

ロン標識化合物を結合して行うことを計画した。

そのため、アミノ基、アミノオキシ基、チオー

ル基やビニル基などの反応活性部位を持つ ODN

を合成した。

(2) ODN の放射標識化

コールドの条件で ODN の炭素化、フッ素化お

よびヨウ素化はすでに成功した。現在 ODN の放

射標識を行っている。

(3) 放射標識した ODN 修飾ユニットの合成

18Fや125Iで標識した有機化合物の合成に成

功した。現在、これら化合物と ODN の連結を検

討している。

(4) PNA モノマーの大量合成

核酸分解酵素への耐性を示す PNA は ODN より

も本事業への応用性が高いと考えられる。PNA

オリゴマー合成ユニットである、アデニン、グ

アニン、チミン、シトシンをもつ４種の PNA モ

ノマー全ての大量合成はすでに成功した。現在

PNA モノマーの連結及びポジトロン標識化を

行っている。

4. 班会議の開催

本事業を効率的推進するために、平成14年度

は合計２回の班会議と１回の実務者会議を開催

し、事業の進境状況を確認すると共に、事業の

進め方について検討を行った。
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６．地球環境保全等試験研究（環境省）

環境有害物質が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

(1) 研究代表者（所属部課名）

高橋 千太郎放射線安全研究センター長

(2) 研究概要（目的）

（研究概要（目的））

毒性を評価するシステムに使用する遺伝子改変

細胞又は突然変異細胞の選択と培養条件の確定。

（研究実績）

①使用する細胞についての検討と選択

人の健康影響を評価するために適した特徴を

有する突然変異細胞や遺伝子改変細胞について

検討し、最低限５種類の細胞を選択して、これ

を同一のチップ上で培養できる培養条件を確定

することを目的に研究を実施した。その結果、

培養条件や利用の容易さ、有害物質への反応性

の特徴などから、当面、チャイニーズハムス

ターの卵巣に由来する CHO 細胞とその突然変異

株、遺伝子不活化の容易なDT-40細胞など、7系

統の細胞を選択した。さらに、開発中のセル

チップに適した培養方法について検討し、安定

した培養の可能な培養条件を確定した。

② DT-40 細胞と S-10 細胞の放射線感受性の確定

DNA の損傷修復に関わる遺伝子が不活化され

た DT-40 細胞とそのノックアウト細胞 3系統、

および環境有害物質への感受性に特徴を有する

と考えられる V-70 細胞とその突然変異株 S-10

細胞について、放射線や紫外線等への感受性に

ついて研究を行なった。放射線については、使

用した各系統間で間で感受性に差が見られ、今

回開発中のセルチップに使用することが可能で

あることが判明した。S-10 と V-76 については

必ずしも十分な感受性の差は認められなかった。

紫外線については、浮遊細胞のため感受性を確

定することが困難であった。

７．即効型地域新生コンソーシアム（経済産業省）

ＧＦＰ導入メダカを用いた新しい毒性評価システ

ムの開発

(1) 研究代表者（所属部課名）

石川 裕二（放射線安全研究センター 実験動

物開発研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

（研究概要（目的））

GFP メダカの系統維持と有害物質特異的 GFP メ

ダカの選別

（研究実績）

リアルタイムに血球が見える GFP トランス

ジェニックメダカは生きたまま血流が観察でき

るので、環境有害物質や医薬品の血管等に対す

る有害作用を解析するうえで非常に有用である

と考えられる。メダカグロビン遺伝子の上流１

Kbp を を レ ポ ー タ ー ジ ー ン GFP(green

fluoresce protein) に付け、トランスジェニッ

クメダカを構築したところ、リアルタイムに血

球が見える GFP トランスジェニックメダカを作

成することに成功した。この GFP メダカは、丸

山耕一博士（上智大、現放医研博士号取得若手

研究員）らによってメダカグロビン遺伝子の研

究の過程で作成されたものであり、現在放医研

で６系統維持されている。実際、このメダカを

用いて、環境有害物質や医薬品の毒作用を調べ

たところ、血栓形成が容易に検出できることが

分かった。これらの系統は環境有害物質や医薬

品の血管等に対する有害作用を解析するため、

本研究開発事業において有効に利用された。

また、これまで我々が行ってきたメダカ

ミュータント作製の技術を利用し、環境変異原

に敏感なメダカミュータント作製の試みを行っ

た。環境変異原に敏感なメダカミュータントの

作製し、上記 GFP メダカと交配することによっ

て、より低濃度で環境に応答し、しかも GFP の

発光現象によって毒性を簡便に評価できるシス

テムの構築が可能となると考えられる。

８．ナショナルバイオリソースプロジェクト（共同

研究）

メダカ近交系の収集・保存・提供

(1) 研究代表者（所属部課名）

石川 裕二（放射線安全研究センター 実験動

物開発研究グループ）

(2) 研究概要（目的）

（研究概要（目的））

有用なメダカ近交系を収集・保存し、それら

の生物学的特性データと共に、国内外に責任を

もって提供する体制を構築することを目的とす

る。

（研究実績）

メダカ近交系Cab をERATO 近藤誘導分化プロ

ジェクトより入手した。また、AA２を東大新領

域より３月中に入手予定である。総計14系統の

近交系を現在放医研で維持している。また、外

部研究機関から要請のあった近交系、HdrR、

SOK、HNI など成魚127を東大などに提供した。

また、名古屋大学と協力して精子凍結保存講習

会を 12 月に放医研で実施した。
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２．環境中の炭素－１４の濃度調査

府馬正一、井上義和 *、大野貴子

（比較環境影響研究グループ、*国際 ･研究交

流部）

1． 目的

環境中の14C の主な起源は、自然生成、大気圏核

実験および核燃料サイクル関連施設などである。

14C は半減期（5730 年）が長いために、集団線量

預託への寄与が無視出来ないと考えられている。

14C が集団に及ぼす線量影響を起源毎に評価する

ためには、施設の影響のない自然環境と施設周辺

環境における 14C レベルの長期間の時間推移と変

動および地域分布などに関するデ－タが不可欠で

ある。

自然生成および核実験起源の14C の環境レベル

を把握する目的で、1960 年代初頭より現在に至

るまで、主に日本産の植物精油と発酵アルコ－ル

を測定試料として14C 濃度（比放射能、dpm/gC）

を測定してきた。植物では、ある年に生育した部

分の炭素中の 14C 濃度は、その年の大気二酸化炭

素中の 14C 濃度を良く反映すると考えられるので、

測定値は、飲食物の摂取を通じて人体に摂取され

る 14C 濃度を推定し、線量評価を行う際の有用な

デ－タとして使用出来ると考えられる。

2． 方法

今年度測定した試料は、主として2002年に日本

で収穫されたブドウを原料として発酵醸造された

ワインである。これらのワインから、蒸留法によ

りアルコ－ルを抽出した。比重を測定して正確な

アルコ－ル濃度（約 89～ 93 %）を決定後、その

10 ml を同量のトルエンシンチレ－タと混合し、

液体シンチレ－ションカウンタ－ PerkinElmer 社

製 TRI-CARB 2260XL で 1 試料当たり 500 分間測定

した。バックグラウンド（BG）計測試料は、同量

の合成アルコ－ルを用いて調製した。この測定法

では、１試料に導入できる炭素量は約 4 g であり、

測定効率は 60 %、BG 計数率は 3.4 cpm であった。

3． 結果

ブドウの生産年が2002年のワイン6銘柄の測定

結果を表－ 1に示した。日本各地の14C 濃度は、

14.4± 0.1 dpm/gC～ 15.0± 0.1 dpm/gCの範囲で

あった。平均値は、14.7 ± 0.2 dpm/gC であった。

測定誤差を考慮すると、14C 濃度の地域差は認め

られず、日本の 14C 濃度は工業地帯を除いてほぼ

均一であると考えられる。1980 年から 1989 年ま

での10年間の 14C濃度は、年減少率約0.20 dpm/gC

で低下してきた。その後、1990 年から 1999 年の

10年間は、15.6 dpm/gCから14.9 dpm/gCと緩やか

な減少傾向を示した（年減少率約 0.07 dpm/gC）。

2002 年の 14C 濃度は、2001 年（14.9 ± 0.2 dpm/gC）

よりもわずかに低下する傾向を示した。

2002 年度に購入したワインのうち、ブドウの生

産年が不明なもの 3銘柄の 14C 濃度は 14.6 ± 0.1

dpm/gC ～ 15.2 ± 0.1 dpm/gC となった（表-2）。こ

れらの値は最近数年間の測定結果と同一レベルで

あった。

4． 過去の調査研究経過・経緯

本調査研究により蓄積された14C 濃度の時系列

から以下のことが分かった。1940 年代の試料か

ら、日本での自然生成レベルは約 13.7 dpm/gC で

あった。大気圏核実験の開始に伴い、その影響が

1950 年代以降の試料に認められ、14C 濃度は急激

に増大し始め、1963 年には最大値 25 dpm/gC に達

した。その後1980年代まで、濃度は比較的急速に

低下した。この間、特に1970年前後の日本の濃度

は、北半球大気対流圏の予測濃度より最大十数％

の低下を示した。これは、日本の急速な工業化に

伴う化石燃料の大量消費の結果、大気中に14C を

含まない炭酸ガス濃度が急激に増加したため、希

釈され濃度が低下したと推定される（Suess 効果）。

1980 ～ 2000 年の間の 14C の減少傾向は、炭素循環

モデルに基づく対流圏の 14C 予測濃度（NCRP）と

良い一致を示した。

5． 今後の調査研究計画・方針

植物由来有機成分中の 14C 濃度測定値から推定

される大気中の 14C 濃度の時間変化は、年々減少

率が小さくなりつつもなお減少傾向が続いている。

2002 年現在、核実験起源の 14C は、自然レベルの

約 7 % 増のレベルで大気中に残存していると考え

られる。

放射能調査研究としての本測定調査は今年度で

終了するが、今後の長期間の時間変化を予測する

ためには、植生や海洋が果たしている炭酸ガスの

リザーバーとしての役割と、化石燃料の消費に基

づく 14C を含まない炭酸ガスの大気中濃度の増加

による希釈効果の両者の影響について解析する必

要がある。これらの解析結果は、近年問題となっ

ている地球温暖化の原因解明に役立つであろう。

一方、放射性廃棄物の土中埋設処分や核燃料サイ

クル施設の運転に伴い 14C が環境に放出され、局

地的に環境濃度を上昇させる可能性があるで、
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今後は、施設周辺の環境試料を定期的に採取し、

その 14C 濃度を測定し、経年変化に関するデ－タ

を蓄積する必要がある。

３．日本周辺海域の放射能の解析調査

山田正俊、青野辰雄

（防護体系構築研究グループ）

１．目的

外洋を含む日本周辺海域の海水や海底堆積物等

に存在する放射性核種濃度を明らかにするととも

に、その経年変化および水平・鉛直方向の分布の

様相から、海洋におけるこれら核種の挙動の解明

に資するデータを得ることを目的としている。今

年度は、西部北太平洋海水中の 239+240Pu と海底堆

積物中の 137Cs の結果について報告する。

２．方法

海底堆積物は、西部北太平洋の測点よりマルチ

プルコアラーを用いて採取した。137Cs の分析は、

乾燥秤量後、測定容器に詰め、Ge 半導体検出器に

よるγ線スペクトロメトリーによった。海水試料

は、同一の測点において、大量採水器を用いて採

取した。試料は、鉄共沈法、イオン交換法等で分

離・精製し、アルファスペクトロメーターで 239+240Pu

の放射能を測定した。採取地点を、図－１に示す。

３．結果

西部北太平洋海水中の 239+240Pu 濃度の鉛直分布

を図－２に示す。239+240Pu 濃度は、表層付近で 8

mBq/m3程度の値であり、その後急激に増加すると

いう一般的な分布を示した。水深 500 m で極大

（23.3 mBq/m3）を示し、水深 500 m から 900 m ま

で 20 ～ 23 mBq/m3の範囲であった。特徴的なこと

は、水深 3000 m 付近で極小となり、海底直上で急

激に濃度が増加することである。この増加は、海

底付近での懸濁粒子の舞いあがりおよび沈降粒子

からの溶解等によると考えられる。239+240Pu の海

水中でのインベントリーは、77.4 MBq/km2であっ

た。西部北太平洋における海水中の239+240Pu のイ

ンベントリーは、60～ 150 MBq/km2程度であるこ

とが報告されている。海底堆積物中の137Cs 濃度

の鉛直分布を図－３に示す。137Cs 濃度は、表層で

6 mBq/g程度であり、4 cmまで存在が確認されたが、

これは生物撹乱の影響によるものと考えられる。
137Cs の海底堆積物中でのインベントリーは、0.1

GBq/km2であった。西部北太平洋における海水中

図-１ 西部北太平洋における試料採取地点

図-２ 海水中の239+240Pu の鉛直分布

図-３ 海底堆積物中の 137Cs の鉛直分布
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４．生体試料の放射性核種濃度・線量の解析調査研

究

白石久二雄、サフー・サラタ・クマール、

木村真三

（防護体系構築研究グループ）

1. 緒言

緊急時における日本人の内部被ばく線量推定お

よび線量評価法の高精度化をはかるために、１）

日本人の骨試料中の Sr-90 等の核種分析を年次 ､

年齢および地域別行い、日本人のバックグランド

レベルと体内挙動について調査する。このデータ

をもとにして、骨内の組織に対する被ばく線量の

推定を行う。２）また、放射線被ばくにより生体

成分中にラジカルが生成する。この生体並びに周

囲の環境試料中のラジカル量を電子スピン共鳴装

置により感度よく測定するための方法を確立する

ことにより、被ばく線量の推定に資することを目

的とする。

2. 調査研究の概要

2-1 方法

①日本人の骨試料中の Sr-90 等の核種分析

本年度は北海道地区において国公立病院およ

び国公立研究機関等の協力のもとに試料を収集

した。得られた試料は、灰化したのちに発煙硝

酸法によりストロンチウム－ 90 を分離し、低

バックグラウンドα /βカウンターを用い

て 90Sr の放射能を測定した。

②電子スピン共鳴法（ESR）による生体の被ばく線

量推定

作業中の人の被ばく事故の場合、手を被ばく

することが多い。被ばく線量の推定に指先の爪

が ESR 線量推定法に利用できるかどうかの基礎

実験を行った。切り取った爪は ESR 試料管に入

る大きさに切断、洗浄したのち、放射線医学総

合研究所内のCo-60 ガンマ線源を用いて照射を

行いその有効性について調べた。ESR 測定装置

と測定条件は JEOL-RE-2X[ 日本電子（株）製 ]、

中心磁場 335 mT、磁場挿引巾± 15 mT、変調巾

1.00 mT、マイクロ波出力 3 mW、挿引時間１分、

挿引回数５回である。

2.2 調査結果

①日本人の骨試料中の Sr-90 等の核種分析

日本人の骨中（脊椎骨）の 90Sr 濃度は、1960

年代のフォール・アウトの多い時、例えば、0～

4歳 185mBq90Sr（gCa）－1、と比べ、1970 年代よ

り緩慢になって来ている。平成 10年（1998 年）

から平成１4年（2002）の成人群の90Sr 濃度は、

順に10.4±2.8, 11.0±3.5, 13.3±5.2、8.2

±2.0, 7.9±1.3ｍBq90Sr（gCa）－1であった。
90Sr 濃度は緩慢な減少傾向である。他の死亡

年並びに年齢群の試料については現在、分離分

析中である。骨中90Sr 濃度から線量への変換は、

赤色骨髄及び骨表面の細胞における年吸収線量

を国連科学委員会の P45を日本人に適用して推

定した。2001 年成人においては 4± 1 および 8

± 2μGy と推定された。

②電子スピン共鳴法（ESR）による生体の被ばく線

量推定

照射前の爪の ESR スペクトルは個人により異

なっており、この原因について、まず爪の洗浄

条件の検討を行った。温水、中性洗剤、キレー

ト剤中で超音波洗浄した。爪の洗浄が難しいた

めにスペクトルには爪の金属元素汚染によると

思われるバックグランド吸収があった。また個

人差をなくす為に一人の爪を貯めて置いた物を

使用し、試料サイズの影響について検討した。

爪は切断後、050, 0.85, 1.00, 1.40mm のサイズ

に分けた。これまでの他試料の経験から 0.5 か

ら1.40mmのサイズの物を合併し8Gy照射した場

合は、試料の詰め方や方向の違いによる差は認

められなかった。

3. 結語

①人体中の９０Sr 濃度は、内部被ばく推定にお

ける重要な指標となる人工放射性核種である。最

近は放射能レベルの低下並びに試料の収集も困難

になってきた。日本人における人工・自然放射能

による集団線量推定のためのサンプリング拠点の

確保が必要である。②爪は個人的な違い（栄養状

態）と洗浄状態（遷移金属による汚染）の原因に

より ESR スペクトルがことなることが解ったが、

その詳細についてはまだ明らかでなく線量材料と

して利用するにはさらに検討が必要である。

５．空間放射線レベルの分布と変動に関する調査研

究

古川雅英（ラドン研究グループ）

１．目的

生活環境中に存在する地殻γ線と二次宇宙線に

よる空間吸収線量率について、その地表付近にお

ける空間分布と時間変動、ならびに家屋等による

放射線の遮蔽効果を実測によって把握するととも

に、航空機利用にともなう宇宙線被ばく線量の簡

易測定・評価手法の開発を行い、国民線量推定お
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よび原子力施設モニタリング等に有用な基礎資料

を整備する。

２．方法

今年度は、下記の結果で述べる４つの調査項目

について、1”φ× 2”NaI(Tl) サーベイメータ、

3”φ× 3”NaI(Tl) スペクトルサーベイメータ、

ポケット線量計等を使用し、兵庫県南部、沖縄県、

山口県等における実環境での地殻γ線線量率測定、

航空機内および屋内における宇宙線電離成分線量

率測定を実施した。

３．結果

１）阪神淡路大震災域における調査

現在も震災復興が続いている同域において、

自然的および人為的要因の両面から地殻γ線線

量率変動を定量的に把握するため、引き続き、

神戸市および芦屋市の市街地屋外における測定

を実施し、各30地点で線量率データを得た。両

市街地屋外における線量率の範囲は約 70～

120 nGy/h であった。

２）黄砂堆積地域における調査

過去に行った沖縄県宮古島における調査に

よって、アジア大陸からの広域風成塵（いわゆ

る黄砂）の堆積による地殻γ線線量率の増加が

認められた。今年度は、同様の土壌が分布する

山口県秋吉台、沖縄本島、北大東島、八重山諸

島（石垣島）の各 10 地点（沖縄本島のみ 20地

点）で新たに線量率データを得た。線量率の範

囲は、約 80～140nGy/h であった。

３）航空機における測定

航空機利用にともなって、地表滞在時よりも大

きな宇宙線被ばく線量を受けることは明らかであ

る。その実態を把握するため、羽田-女満別（北海

道）、羽田-福岡、および羽田-与那国（石垣島経

由）の３路線について、機内で宇宙線電離成分の

実測を行った。また、対照データとして、各空港

近傍の地表レベルにおいても測定を行った。各路

線における飛行中の積算線量（ポケット線量計に

よる指示値）を表１に示す。地表レベルの電離成

分線量率は、28.5 ～ 32.2 nSv/h の範囲であった。

４）屋内測定

宇宙線線量率の時間変動と家屋等による宇宙線

の遮蔽効果を実測によって定量化するため、千葉

県千葉市、同富山町、および神戸市に所在する建

築物（いずれも鉄筋コンクリート造）の屋内外に

おいて、電離成分線量率の測定を行った。千葉県

千葉市の宇宙線線量率は屋外で 30.3± 0.8 nSv/h、

屋内で 24.8 ± 1.2 nSv/h であった。また、千葉県

富山町と神戸市では同様に、それぞれ 29.8 ± 1.4

nSv/h と 27.3 ± 0.7 nSv/h 、29.7 ± 1.1 nSv/h と

22.3 ± 0.6 nSv/h であった。

４．過去の調査研究の経過・経緯

平成７年度までの関連課題においては、日本の

バックグラウンド放射線レベルの分布を明らかに

するため、全国調査を行った。平成８年度以降は、

主としてスペクトロメトリ法により、火山による

差異、震災復興にともなう変動、広域風成塵の影

響など、特に地殻γ線レベルの空間分布とその時

間変動に関する詳細調査を実施してきた。また、

平成８年度からは宇宙線に関する課題を新規に実

施し、電離成分と中性子成分の両者について、線

量率の空間分布ならびに航空機飛行中の積算線量

等を実測した。

５．今後の調査研究の計画・方針

本課題は、計画した調査項目についてほぼ十分

なデータを得たことから、今年度をもって終了す

る。

６．当該年度の研究発表

１）古川雅英：環境中の地殻ガンマ線の分布と変動

に関する調査研究 . 第 44 回環境放射能調査研

究 成果発表会 , 2002 年 12 月 , 東京 .

２）古川雅英・床次眞司：環境中の地殻ガンマ線の

分布と変動に関する調査研究－神戸市における

詳細調査について－ . 第 44 回環境放射能調査研

究 成果論文抄録集（平成 13 年度）, 文部科学省 ,

7- 8 (2002).

３）古川雅英・床次眞司：環境中の地殻ガンマ線の

分布と変動に関する調査研究-特に神戸市にお

ける詳細調査について－. 放射能調査研究報告書

（平成 13年度）, NIRS-R-51, 13-16 (2003).

４）古川雅英・床次眞司・石川徹夫：生活環境にお

ける宇宙放射線の空間分布と時間変動に関する

調査研究－特に航空機飛行中における宇宙線積算

線量について－ . 放射能調査研究報告書（平成 13

年度）, NIRS-R-51, 17-20 (2003).
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缶詰原材料および製品中の主要元素および微量

元素濃度を、それぞれ、表 2、3に示す。CaやPが

それらを主成分とする骨に多く分布することは自

明であるが、他の主要元素についても部位により

最大 2倍程度の濃度の相違がみられる。筋肉中の

主要元素について昨年度の報告で引用した茨城県

沿岸魚4種の元素濃度と比較すると、とくにNaや

Ca に今回は高い値を示している。Ca については

魚体を三枚におろす過程で「フィレー」への小骨

の混入が分析値を高めたと考えられる。また、今

回用いた原材料は冷凍保存されたものであり、解

凍処理過程での「ドリップ」の流出など元素濃度

を決定する上で値に影響を及ぼす要因は多々ある

ものと考えられる。これらの様々な要因は、また、

水産加工食品の元素組成にも少なからぬ影響を及

ぼすものであり、分析値の比較には試料の前処理

法を十分考慮することが必要である。缶詰内容物

中の主要元素組成は Na および Ca が大きな値をと

ることの他は原材料可食部中の組成と大きな差違

はない。Na は各種の調味料の添加に依るところ

が大きいと考えられるが、この程度（製品中の濃

度）は練製品等他の加工食品と同等である。また、

Ca濃度が大きいのは、缶詰製造で一般には可食部

とされない骨を必ずしも除去しないことに依って

いよう。これは、微量元素においてCaと同じアル

カリ土類元素の Sr ついても同様のことが言える。

すなわち、線量評価上重要な放射性核種である

90Sr の海洋汚染が発生した折りなど缶詰製造によ

る水産加工は必ずしも除染に十分には役立たない

こともあり得るということになる。ただし、魚類

の内臓等に移行しやすい重金属類やその放射性同

位元素は、内蔵を用いない加工過程で十分に除去

し得ることが考えられ、対象となる核種によりふ

さわしい加工を行うことにより、海洋の放射能汚

染に起因する人体の被ばくを低減化することが可

能である。

4. 過去の調査研究経過・経緯

本調査研究は、放射性物質が環境試料を経てヒ

トにもたらされる間の一つの修飾要因を明らかに

するために設定した課題あり、流通や食文化と

いったような社会科学的要因も線量評価に十分に

考慮することが必要との認識に基づいている。ま

た、本研究の趣旨は、現在の環境中の放射能水準

に基づくヒトの被ばく線量を評価することに直接

的に資することを目的としていることでは必ずし

もなく、想定される緊急事態における放出された

環境放射能によるヒトの被ばく線量を推定するに

資する知見を得ることにある。

5. 今後の調査研究計画・方針

本調査研究は、平成 8年度より開始し、原子力

施設立地地域近傍の水産加工業に着目して加工過

程での放射性核種あるいは元素の除去効果を調べ

てきた。この間イカ類を原料とした「塩辛」等の

塩蔵品、珍味総菜類、「スリミ」を原料とした練製

品、そして魚類缶詰について原材料と製品中との

間で元素濃度、放射性核種濃度を比較してきた。

一般に、Na のような人為的な添加がないかぎり水

産加工過程は放射性核種や重金属類等の除去法と

して有効な手段である。しかし、海産生物中にお

ける放射性核種や安定元素は、核種、元素毎に、

さらに生物毎に生物体内分布を異にし、水産加工

で利用する生物の部位により製品中への元素の移

行、歩留まりは異なってくるものである。加工食

品への移行を評価するときに単に原材料の可食部

分をもとに試算するだけでは不十分であることに

は注意する必要があろう。

本調査は、水産加工品についてある程度網羅的

に知見を得ることができたので、平成 14年度を

もって終了することとする。

6. 平成 14 年度の研究発表

1)T.Watabe,S.Yokosuka, A.Kurosawa, K.Hashimoto*

and Y.Suzuki**: Ag-108m in Some Species of the

Mollusks Caught Off the Coast of Japan, The

1st Asian and Oceanic Congress for Radiation

Protection (AOCRP-1) held from Oct. 20 to 24,

2002 Seoul, Korea. (* Environmental Pollution

Research Center of Ibaraki-Ken, ** Marine

Ecology Research Institute)

2)T. Watabe, S. Yokosuka and A. Kurosawa:

Availability of Mollusks as a "Biological

Monitor" to Monitoring of the Long-lived

Silver Isotope Released into the Marine

Environment: International Symposium on

Transfer of Radionuclides in Biosphere held -

Prediction and Assessment - held at Mito,

Japan, Dec.18-19, 2002
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５．今後の調査研究計画・方針

2003年度からIAEAにより開始された、BIOMASS後

継 の 国 際 共 同 検 証 事 業 EMRAS（Environmental

Modeling for RAdiation Safety (2003-2006)、放 射

線安全のための環境モデル化）に参加することによ

りTritium-ERMAシステムの検証を行い、それと並行

して個々の部分モデルの改良を進める。Tritium-

EESAD は本来毎時の計算値が出力可能なプログラム

であるので、その特徴を生かせるように、気象デー

タ入力に関る補助プログラムを整備して高度な検証

条件に対応するとともに、出力結果の確認機能につ

いて、よりユーザーフレンドリーなシステムに改良

することなどを計画している。

６．研究発表

（１）宮本、武田、井上、本郷、竹下、佐藤、山本、

一政、百島、佐竹：第 44回環境放射能調査研究

成果論文抄録集、（平成 13年度）、文部科学省、

129-130、平成 14 年 12 月．

（２）宮本、武田、井上、本郷、竹下、佐藤、山本、

一政、百島、佐竹：放射能調査研究報告書、NIRS-

R-51、（平成 13 年度）、放射線医学総合研究所、

37-40、平成 15 年 2月．

（３）K. Miyamoto,Y. Inoue,T. Iwakura,H.

Takeda,S. Fuma,K. Yanagisawa,N. Ishi：An

Application of a Transfer Model to the Drainage

System of Tritium in a River Basin in the

Vicinity of a Nuclear Site. Fusion Science and

Technology, 41, 483 ～ 487 (2002)

１１．放射能データセンター業務

１．調査の概要

国内外の放射能データ等原子力に関する図書、文

献を収集し、これを総合的に整理保存し、社会的に

必要なデータの迅速提供をはかった。

また、「放射能測定結果報告書（平成 12 年度採取

分）」に掲載された各種試料の分析結果をもとに、

「RADIOACTIVITY SURVEY DATA in Japan 」作成のため、

環境及び食品約 1500 試料に係るデータを線量シス

テムに入力をし、印刷物として刊行した。

また、平成 13 年度「放射能調査研究報告書」をとり

まとめ印刷刊行した。

２．調査の詳細

(1) 原子力に関する図書、文献の購入及び保存

国内外の放射能データ等原子力に関する図書、

文献を購入した。これを、当研究所図書室にお

いて総合的に整理保存し、社会的な要請に応じ

て必要なデータ等の迅速提供をはかった。

(2) RADIOACTIVITY SURVEY DATA in Japan の 作成

刊行

昭和 38 年より "RADIOACTIVITY SURVEY DATA

in Japan" を刊行している。

対象となるデータは、科学技術庁（現文部科

学省）の委託を受けて、全国 47 都道府県及び日

本分析センターが採取し、９０Sr 及び１３７Cs の

各種分析を行った環境試料及び各種食品等の試

料に関するものであり、日本分析センターが、

「放射能測定結果報告書（平成 12 年度採取分）」

としてとりまとめたものである。

環境試料は、①降下物、②大気浮遊じん、③

陸水、④土壌、⑤海水、⑥海底土であり、食品

試料は、①日常食、②精米、③牛乳、④野菜、

⑤茶、⑥海産生物、⑦淡水産生物である。

本年度は、環境及び食品の試料別にそれぞれ、

上半期、下半期毎にとりまとめ、Number134 ～

137 を刊行した。刊行物は、国内外の関係者及

び関連機関に頒布した。

また、降下物・牛乳中の９０Sr 及び１３７Cs に

ついては、四半期別に WHO へ報告を行った。

(3) 放射能調査報告書の刊行

平成 13 年度「放射能調査研究報告書」をとり

まとめ印刷刊行した。

１２．環境放射線モニタリングに関する研修

（国際・研究交流部 研修課）

１．目的

本研修は、文部科学省の放射能調査計画のもとに、

各都道府県で行われている放射能調査の実務担当者

を対象として行うものであって、実践的な講習と実

習により、当該環境放射能調査の標準化・技術水準

の向上を図ることを目的としている。

２．方法及び結果

（１）名称

環境放射線モニタリング課程

（２）実施場所

独立行政法人 放射線医学総合研究所 研修棟

（３）研修方法

本研修は、従来４年を１周期として実施して
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（６）講師一覧

第25回環境放射線モニタリング課程（平成14

年度）での講師は以下のとおりである。

外部講師

渡辺 均：核燃料 ｻｲｸﾙ 開発機構東海事業所

山澤 弘実：名古屋大学大学院工学研究科原

子核工学専攻

第４講座（ｴﾈﾙｷﾞｰ 環境工学）

須田 直英：(財)原子力安全技術センター原

子力防災事業部

防災技術部環境予測第２課

内山 正史：放医研 客員協力研究員

内部講師

湯川 雅枝：研究基盤部

今関 等：研究基盤部技術支援・開発室

石川 剛弘：研究基盤部技術支援・開発室

石澤 義久：研究基盤部技術支援・開発室

佐藤 眞二：研究基盤部技術支援・開発室

内田 滋夫：放射線安全研究センター上席研

究員

藤元 憲三：放射線安全研究センター防護体

系構築研究グループ

白石久仁雄：放射線安全研究センター防護体

系構築研究グループ

ｻﾌｰ ｻﾗﾀ ｸﾏｰﾙ：放射線安全研究センター防護体

系構築研究 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

仲野 高志：放射線安全研究センター防護体

系構築研究グループ

松本 雅紀：放射線安全研究センター防護体

系構築研究グループ

土居 雅広：放射線安全研究センター比較環

境影響研究グループ

吉田 聡：放射線安全研究センター比較環

境影響研究グループ

田上 恵子：放射線安全研究センター比較環

境影響研究グループ

日下部正志：放射線安全研究センター那珂湊

支所

平間 敏靖：緊急被ばく医療センター障害医

療情報室

上島 久正：研修課

白川 芳幸：研修課
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１３．緊急被ばく医療体制の整備に関する調査研究

明石真言、野田 豐、平間敏靖、安齋尚之、

近藤久禎、河村砂織、川瀬淑子、蜂谷みさを、

中山文明、

森川康弘、中山 隆（緊急被ばく医療センター）

1. 目 的

第 3次緊急被ばく医療機関としてソフト、ハ－ド

両面から充分な整備を行い、緊急時に周辺住民や事

業所従業員を迅速かつ二次汚染を起こすことなく安

全に行うための医療体制を作る事を目的としている。

（1）三次医療機関（放射線障害専門医療施設）と

しての施設・設備の整備

（2）防災関係専門機関及び、自治体との連絡協力

体制の整備

２. 結 果（当該年度の結果）

（1）緊急被ばく医療施設の維持管理

本年度は、放射線測定装置、低バックがランド

b線スペクトロメータを購入し、汚染管理区域

においても測定を容易に、また敏速に行えるよ

うにした。

また、緊急破ばく医療棟に備蓄されている医

薬品も点検を行い、補充をした。プルトニウム

のキレート剤であるDTPAは、わが国では医薬品

として認められていないため、ドイツより個人

輸入という形で購入し備蓄した。その他、緊急

被ばく医療施設で使用する除染のための資材等

についても補充した。被ばく医療棟、測定機器、

医療機器、救急車の維持管理をした。

（2）防災関係専門機関との連絡協力体制の整備

・地方自治体等における指導

地方自治体や学校・団体、消防庁・消防学校

の要請に応じ、原子力災害避難訓練や講習会に

講師として参加している。同時に、原子力安全

研究協会（原安協）や原子力安全技術センター、

経済産業庁・原子力安全保安院の主催する講習

会にも講師を派遣した。また所内においては、

原子力災害医療に関する医療関係者を対象とし

た緊急被ばく医療セミナーを開催し、看護課程、

救護訓練課程の講師を務めた。東海村事故以後

は、原子力施設を持たない自治体が放射線事故

の対策に着手し始めたこと、放射線に対する関

心が一般に広がっている。

・原子力防災訓練への参加

北海道、福島県、茨城県、福井県、新潟県、

宮城県、静岡県、大阪府、愛媛県、島根県、佐

賀県、鹿児島等の原子力防災訓練に緊急医療派

遣チームとして参加した。また、内閣府原子力

安全委員会の緊急技術助言組織の構成員として

茨城県東海村、福井県大飯原発の参集訓練にも

参加した。

（3）その他

・平成14年8月に第6回緊急時被ばく医療フォー

ラムを共催し、被ばく医療のあり方に関して活

発な意見が交換された。

・外部原子力防災関係機関への委員の派遣

原子力安全委員会、自治省消防庁、原子力安

全研究協会、原子力安全技術センター、千葉県、

茨城県、青森県、島根県

・放医研においてα線汚染被災者を想定とした、

受け入れ訓練を関係部署と行った。

・東海村、那珂町における住民の健康診断及び相

談に参加した。

4. 過去の調査研究経過・経緯

平成 9年 6 月、「防災基本計画」に原子力災害対策

編が新たに加わり、第 10 編、第 1章災害予防におい

て、放医研の役割について "放射線医学総合研究所

は、外部専門医療機関との緊急被ばく医療に関する

協力のためのネットワークを構築し、このネット

ワークによる情報交換、研究協力、人的交流を通じ

て平常時から緊急時医療体制の充実を図る。"とし

ている。平成 14年 4月発行「防災基本計画」におい

てもその役割は変わらない。平成9年8月には、「我

が国の緊急被ばく医療における放射線医学総合研究

所の役割について」を現し、この中で放医研は原子

力災害時のために、専門医療施設からなる「緊急被

ばく医療ネットワーク」を構築し、放医研へのこれ

らの施設からの医師の派遣、患者治療の要請など高

度専門医療施設間の医療協力のあり方について方針

を示した。「地域の三次被ばく医療機関が担う役割

等」（平成 14 年 4 月）では、①治療が必要な内部被

ばく患者、②除染が困難で、二次汚染を引き起こす

可能性が大きい患者については、放医研の機能を強

化することなどにより対応することが望ましいとさ

れている。放医研が平成11年7月に組織した高度専

門医療施設等からなる「緊急被ばく医療ネットワー

ク会議」は、同年 9月に起こった東海村臨界事故の

対応を行った。この臨界事故をふまえて制定された

"原子力災害特別措置法"の施行にあわせ平成12年

5月に防災基本計画の原子力災害対策編が全面改定

された。これにより住民ばかりでなくサイト内の事

故における被災者も緊急被ばく医療の対象となった。

平成 13 年 6 月に改訂（平成 14年 4 月改訂）された
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「原子力施設等の防災対策について」では、放射線

医学総合研究所は三次被ばく医療機関の中心的機関

として位置付けられ地域の三次被ばく医療機関の役

割を担うと同時に高度総合医療を行う医療機関との

相互連携のもとに、高度専門的な除染及び診療を実

施し、全国の地域三次被ばく医療の機関群に対して、

必要な支援及び助言を行うとされた。更に「緊急被

ばく医療のあり方について」では放射線医学総合研

究所は、被ばく医療の一層の高度化を図るための先

駆的医療の開発や臨床研究のほか、被ばく患者の診

療および追跡調査、医療関係者の研修、訓練、被ば

く医療に関する情報の集積と発信等を行うとされて

いる。

5. 今後の調査研究計画・方針

放射能調査研究としては 14 年度で終了。

6. 当該年度の研究発表

１. Hirama T, Tanosaki S, Kandatsu S, Kuroiwa

N, Kamada T, Tsuji H, Yamada S, Katoh H,

Yamamoto N, Tsujii H, Suzuki G, Akashi M.

nitial medical Management of patients

severely irradiated in the Tokaimura

criticality accident. Br. J. Radiol. 76:

246-253, 2003

２. Miyamoto K, Watanabe Y, Yukawa M, Takeda H,

Nishimura Y, Ishigure N,Hirama T, Akashi

M. Reconstruction of Two Victims Posturing

Based on the Induced Radioactivities in

Their Bones in the Criticality Accident in

Tokai-Mura, Japan. Health Phys 83: 19-25,

2002

３. Murata H, Akashi M. 東海村ウラン加工工場臨

界事故に関する放医研報告書 :The report of

the criticality accidennt in a uranium

conversion test plant in Tokai-mura. 東 海

村ウラン加工工場臨界事故に関する放医研報

告書 pp1-91, 2002

４.H. Murata and M. Akashi eds. Chapter 4: Dose

Estimation, Chapter 10-5: Resident

Behavior Survey and Chapter 11:

International Response. The report of the

criticality accident in a uranium

conversion test plant in Tokai-mura. NIRS-

M-154, 2002

５．近藤久禎、平間敏靖、明石真言。電子部品工

場における軟 X線による局所被曝事故。労働

の科学 57,57-61,2002

６．近藤久禎、平間敏靖、明石真言。放射線テロ

への緊急対応。治療 84,102-107,2002

７．明石真言、蜂谷みさを。放射能・放射線とは。

総合循環器ケアサポートブック 日総研出版

（名古屋）65-71,2002

８．明石真言、蜂谷みさを。放射線の人体に与え

る影響。総合循環器ケア 日総研出版（名古

屋）2 (1),106-113,2002

９．明石真言、蜂谷みさを。放射線の医学利用。

総合循環器ケア 日総研出版（名古屋）

2(2),102-108,2002

10．明石真言、蜂谷みさを。循環器における放射

線の活用。総合循環器ケア 日総研出版（名

古屋）2 (3),137-140,2002

11. 明石真言、河村砂織。IVR とそれに起因する

合併症。総合循環器ケア 日総研出版（名古

屋）2 (4),113-118,2002

12. 平間敏靖、明石真言。医療従事者の放射線被

ばくの低減化。総合循環器ケア 日総研出版

（名古屋）2 (5),116-120,2002

13. 明石真言、近藤久禎、小野公二。核物質と健

康影響。地域における健康危機管理の推進－

テロ対策の具体化に向けて－ 新企画出版

（東京都）52-63,2002

14. 明石真言、石川徹夫、福田 俊、野田 豐、

河村沙織、沼澤 聡、床次眞司、蜂谷みさを、

山田裕司。内部被ばくを伴う汚染事故に対す

る被ばく医療の実効性向上に関する調査（内

閣府委託調査報告書）、原子力安全委員会

2002

15. 明石真言、中山隆、宮後法博：外国の放射線

核種除染施設を訪問－フランス・ドイツにお

ける施設と除染に対する考え方－ 放医研

ニュース No.70 1-2、2002

16. 河村砂織、平間敏靖、野田 豐、西澤かな枝、

平岡武、安齋尚之、近藤久禎、蜂谷みさを、

川瀬淑子、森川康弘、早田勇、宮後法博、芳

田典幸、明石真言：放射線治療装置設置中に

起きた作業員への放射線被ばく事故、JAMMRA

（放射線事故医療研究会会報）、第 9号 3-8、

2002
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１４．ICP-MS によるウラン同位体比迅速測定法の

開発および環境モニタリングへの適用に関す

る研究

吉田聡、田上恵子、内田滋夫

（比較環境影響研究グループ）

１．目的

環境中にごく普通に存在する天然ウランは、その

濃度が大きく変動する一方、235U/238U 同位体比はほ

とんど一定である。従って、濃縮ウラン或いは劣化

ウランによる汚染を検出・モニタリングする場合、

汚染に伴う同位体比の変化を測定することが有効で

ある。JCO 事故以後、燃料加工施設周辺の防災対策

の見直しが行われ、簡便で、かつ迅速なウラン同位

体比分析法の開発が望まれている。

本研究の目的は、原子力施設、特に燃料加工施設

周辺の環境試料中のウラン同位体比測定を環境モニ

タリングの一環とすることを念頭に、ICP-MS による

ウラン同位体比の迅速測定法を開発することである。

平成 13 年度（初年度）は、土壌試料に関して、ウラ

ンの濃度と 235U/238U 同位体比の分析方法を検討した。

また合わせて、土壌の物理化学特性について分析を

行なった。本年度は、引き続き、土壌試料の採取、

物理化学的特性の計測、ウラン濃度の分析、235U/238U

同位体比の分析を進めるとともに、幾つか提案され

ている重金属元素の抽出法をベースに、ウランに適

用できる選択的抽出法の検討を開始した。これは、

濃縮ウランまたは劣化ウランの付加を簡便に検出し、

付加されたウランの存在形態に関する情報を得るた

めに有効である。また、微量のウランの同位体比を

より正確に測定するための簡便な分離・濃縮法の検

討に着手した。

２．方法

茨城県東海村および青森県六ケ所村を中心に土壌試

料を採取し、基本的な物理化学的特性の分析を行

なった。分析項目は、陽イオン交換容量、交換性カ

ルシウム及びカリウム、総炭素及び総窒素、有機体

炭素である。

ウランの全量と同位体比の測定法は、平成13年度に

検討した手法を基本とした。即ち、土壌を80℃で乾

燥、粉砕の後、HNO3、HF、HClO4 を用いて湿式分解

した。これを一旦乾固し、最終的に元の試料量に対

する希釈倍率が 10,000 倍になるような硝酸溶液に

調整した。ウラン同位体の分析には、四重極型 ICP-

MS（Agilent 7500）或 い は 二 重 収 束 型 ICP-MS

（Finnigan MAT ELEMENT）を用いた。

土壌に付加された濃縮（劣化）ウランを土壌から選

択的に抽出するための手法開発には、バッチ法を用

いた。即ち、一定重量の風乾細土を 50 mL ポリプロ

ピレン製遠沈管に採取し、各種の抽出液を加えて、

一定時間震盪した。震盪後の上澄みをろ過し、ろ液

中のウラン濃度と 235U/238U 同位体比を二重収束型

ICP-MS にて測定した。

試料中のウランを簡便に分離・濃縮するための手

法を開発する目的で、標準溶液を試料としたTEVAレ

ジン（Eichrom Technologies）によるウランの分離

試験を行った。ウランを始め多数の金属元素を含む

混合標準溶液をあらかじめコンディショニングした

TEVA レジンに通し、6N 塩酸 10 mL、1N 塩酸 5 mL を

5回、0.1N 硝酸 10 mL を順に流し、各段階の流出液

を回収した。各流出液中のウラン及び金属元素の濃

度を四重極型 ICP-MS にて測定した。

３．結果

茨城県東海村の JCO 敷地境界に沿って採取した表層

土壌について、異なる濃度の硝酸を用いた抽出を行

ない、抽出液中のウラン濃度と235U/238U 同位体比を

測定した結果を表 1に示す。用いた土壌中のウラン

濃度は1.9 mg/kg-dry、235U/238U同位体比は0.0107で

あり、天然の比 0.00725 よりも若干高い傾向にあっ

た。土壌に含まれるウランの全量に対する抽出率は、

硝酸濃度が低いほど小さく、薄い硝酸では土壌中の

ウランの一部しか抽出されないことが明らかである。

一方、235U/238U同位体比は、硝酸濃度が低いほど大き

く、付加された濃縮ウランは、天然ウランに比べる

と薄い硝酸で抽出され易いことが明らかとなった。

これは、薄い硝酸を使うことで、付加された濃縮ウ

ランを選択的に抽出し、感度良く検出できる可能性

を示している。

TEVAレジンに一旦吸着したウランは、1N塩酸5 mL

を 5 回流すことでほぼ 100％回収された。一方、共

存するFe, Co, Cu, Zn, Cd, Snなどの流出挙動はウラ

ンとは異なった。このことは、TEVA レジンを用いる

ことで、試料溶液中のウランを濃縮し、しかも分析

の妨害になるような共存元素を除去出来ることを示

唆している。

４．今後の計画・方針

引き続き、試料採取、物理化学的特性の計測、ウラ

ン濃度の分析、235U/238U 同位体比の分析を進める。

また、選択的抽出法に関して、抽出液の種類と濃度、

抽出時間等の条件を検討する。合わせて、ウランの

簡便な分離・濃縮法についても、手法を確立するた

めの基礎研究を継続する。
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研究発表

・吉田聡ら : 第 39 回理工学における同位元素・放

射線研究発表会、東京、2002.7.

・吉田聡ら : 第 44 回環境放射能調査研究成果発表

会、東京、2002.12.

表 1：異なる濃度の硝酸によるウランの抽出率と同位体比

の例

硝酸濃度 U抽出率

(Mol/L) (%)

0.01 0.1 0.0145

0.05 0.3 0.0136

0.1 0.6 0.0134

1 67 0.0130

6 73 0.0133

15 76 0.0124

235U/238U
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ｂ－１．先進小型加速器の実証・普及事業

電源立地等推進対策委託費

（放射線利用技術・原子力基盤技術移転事業等委託

費）

＜所属機関・役職・研究担当者＞

放射線医学総合研究所 加速器物理工学部長

山田 聰

＜研究テーマ名＞

小型加速器実証製作・普及事業

＜事業概要＞

本事業では、これまでに実証的な研究はなされて

いるものの、これまでに実現していない新しい技術

によるがん治療用小型重イオンシンクロトロンおよ

び小型硬 X線放射光源など小型実用加速器の実証機

製作のための要素試験を行うことを目的としている。

平成 14 年度は小型加速器のキイ・エレメントの製作

と性能試験を開始すると共に、引き続きこれらの

R&D を通した加速器関係若手技術者の育成を行った。

１．小型重イオンシンクロトロンの製作

（１）レーザーイオン源

波長 800 nm、ピークパワー3 TWのレーザーシステ

ムを用いてレーザープラズマからのイオン発生実験

を行った。レーザー集光強度6×1018 W/cm2で厚さ5

μmのタンタル箔を照射し、1 MeVの陽子と2 MeVの電

子の発生に成功した。計算機を用いた実験結果の解

析を行い ､レーザーの遮断密度以下のプラズマを用

いたモデルで実験結果を良く再現できることが明ら

かになった。

（２）ビーム蓄積・冷却装置

レーザーの発生に同期した高周波電場を用いて運

動量幅の圧縮を行うための位相回転空胴の設計・製

作を行った。またホット・イオン・ビームの電子ビー

ム冷却に関しては、平成 13年度に引き続き、ドイツ

､ハイデルベルグのマックスプランク原子核研究所

の装置を用いて原理実証実験を推進した。

（３）小型シンクロトロンリング

特殊な磁性材料（ファインメット・コア）を用い

たコンパクトな高電圧広帯域の高周波加速空胴のう

ち１セル分を設計・製作し高周波特性の測定を行っ

た。この結果を用いて２セルの加速空胴を製作した。

また高周波電源の回路解析、集束電磁石の磁場解析、

速いビーム取り出し系の検討 ､重イオン加速リング

用偏向電磁石の磁場解析などを行った。

（４）FFAG 加速器

電磁石サイズが小型となる３段カスケード加速方

式のビーム光学検討のため ､計算コードを開発し光

学設計を行った。新タイプの高周波加速空胴用磁性

体コアの開発を開始し、性能試験を行い、小型コア

ではほぼ所期の性能を達成した。また、ファイン

メット・コアを用いた間接冷却法の試験を行い、コ

ア性能を劣化させることなく、十分な冷却効率を達

成する目処を立てた。

２．小型硬Ｘ線放射光源

（１）

（１－ a）大強度パルス放射光源（レーザープラズ

マカソード）

電子発生に対するレーザー・プリ・パルス（レー

ザー・パルスの直前に発生する漏洩パルス）の影響

を調べた結果、以下のことが判明した。プリ・パル

スの強度を適当に選ぶと指向性のよいビーム状の高

エネルギー電子が生成されるが、プリ・パルスが小

さ過ぎると電子は生成せず、また大き過ぎると飛散

したスポット状の電子分布が得られた。発生した電

子ビームの横方向エミッタンスは 0.1 πmm･mrad と

見積もられ、イオンの生成に関する見通しを得た。

（１－ b）大強度パルス放射光源（Xバンド電子線型

加速器）

平成 14 年度はビーム光学設計の精度を高めると

共に、RF電源を小型化・高精度化するための設計を行

い実機を製作して所期の性能が得られることを確認

した。

（２）高フラックス放射光源（レーザー蓄積装置）

レーザー蓄積装置において、300 mW-CW レーザー装

置を用いて 2000 倍以上のパワー増幅率を得る見通

しを得た。また、高エネルギー加速器研究機構の装

置を用いてレーザーと電子ビームの衝突技術を高度

化した。アンジオグラフィーに応用するための小型

加速器のシステムの設計をほぼ終了した。

３．加速器関係技術者の育成

平成 14 年度には 12 名のポスドクを採用し、開発研

2.4.2.2 その他の受託研究等
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究に参加させることにより若手技術者の育成を行っ

た。

４．小型加速器製作・普及委員会の開催

本事業を効率的に推進するために、平成14年度は合

計３回の委員会と６回の小委員会を開催し、事業の

進捗状況を確認すると共に、事業の進め方について

の検討を行った。

＜事業期間＞

平成 13 年～平成 17 年

ｂ－２．三次被ばく医療体制整備調査

原子力発電施設等防災対策等委託費

（原子力発電施設等緊急時対策技術調査等委託費）

＜所属機関・役職・研究担当者＞

放射線医学総合研究所 緊急被ばく医療研究セン

ター被ばく医療部長 明石真言

＜研究テーマ名＞

三次被ばく医療体制整備調査

＜事業概要＞

緊急被ばく医療とは狭義の医療と計測・測定を基

礎とした線量評価からなるが、その特殊性は、非常

に症例が少ないこと、被ばくによる症状があらわれ

るまでに時間がかかることから予後の予測や治療方

針の決定に迅速かつ正確な線量評価が不可欠である

ことにある。また、線量評価とそれに基づく予後の

予測や治療方針の決定には高度の専門的知識と技術

が要求され、これらの専門的知識や技術を維持する

には、日常の研究及び教育・研修、事例の追跡調査

とその解析等の業務が必要となる。

一方、過去の症例を世界的に収集、整理し、緊急

時医療のために活用する体制整備も必要である。ま

た、緊急被ばく医療を迅速かつ正確に行うための地

域との連携等も必要となる。しかしながら、地域と

の連携はまだ整備されておらず、早急な体制整備が

必要である。

本年度においては、これら高度専門的な被ばく医

療を行う三次被ばく医療体制整備のための人材養成、

データベース構築及び緊急時の原子力防災研修の調

査について下記のとおり実施した。

１．被ばく医療に関する地域との連携と緊急時に備

えた染色体線量評価ネットワークの整備

（１）緊急被ばくに関連した機器整備

人材養成及び緊急被ばく医療業務のために必要

な機器整備を行った。

（２）被ばく医療に関する地域との連携

①地方自治体等が開催される各種防災訓練、講習

会等への参加

地方自治体等主催の原子力防災訓練、緊急被

ばく医療訓練、被ばく医療に関する講習会等に

出席し、地域における被ばく医療に関する啓蒙、

普及活動を行った。

②地域被ばく医療機関との連絡会開催

放医研が地域３次被ばく機関とし受け持つで

あろう東日本ブロックを中心に、その後の構築

される地域３次医療機関を中心とした地域被ば

く医療機関間ネットワークのモデルを構築する

ことを念頭に置き、地域初期、２次医療機関及

び地方自治体関係者を集めた地域連絡会を開催

した。

③染色体による線量評価ネットワーク構築・運用

緊急時において染色体による線量評価を迅速

に実施するためのネットワークを構築するとと

もに、研究者・技術者の減少が著しい染色体線

量評価技術について、緊急時に適切に対応する

ため、当該技術を維持するための支援を行った。

・ネットワーク委員会の開催

・分析機関との標本クロスチェック、異常判定

ネットワークシステムの構築

・放医研の標本作成法の技術移転

２．放射線事故の医療的側面に関するデータベース

構築

平成１４年度は、以下の項目について実施した。

①ファイルドキュメンテーションシステムに第５

福竜丸をはじめとする事故例の資料の保存を実

施した。

② WHO/REMPAN のデータベースとの互換性を

極力担保しながら、データベースの基本部分を

構築し、放医研の環境に合わせて最適化するた

めの事前調査を行った。

③第５福竜丸をはじめとする事故例の患者データ

を順次入力中である。

④ロシアからの事故例についての情報の集積を行

い、これをデータベースに入力中である。

３．緊急時の原子力防災研修

平成１４年度は三次医療体制整備のための人材育
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成として、下記の研修等を実施した。

（１）緊急被ばく救護訓練課程

消防・警察・海上保安・放射線管理要員・医師・

看護師・保健師・防災行政関係者など他業種・異

業種の関係者が、連携をして、適切かつ円滑な対

応がなされることを目標とする。

開催回数：３回

開催日数：５日間＊３回

定 員：２４名＊３回

受 講 者：第１回（３０名）、第２回（３２名）、

第３回（３２名）

（２）医療従事者のための緊急被ばく医療セミナー

緊急被ばく医療に対応する可能性のある医療施

設の医師・看護師などに対して、被ばくないし汚

染を伴う被災者の受入に必要な知識と技術の習得

を目的とする。

開催回数：３回

開催日数：３日間＊３回

定 員：２０名＊３回

受 講 者：第１回（２０名）、第２回（２０名）、

第３回（１８名）

＜事業期間＞

平成１４年度～平成１８年度

ｂ－３．放射性核種生物圏移行パラメータ調査

電源立地等推進対策委託費

（放射性廃棄物共通技術調査等委託費）

＜所属機関・役職・研究担当者＞

放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター

上席研究員 内田 滋夫

＜研究テーマ名＞

放射性核種生物圏移行パラメータ調査

＜事業概要＞

日本の風土、農業活動などを反映した移行パラ

メータを収集し、データベース構築を目的とする。

特に、土壌生態圏に焦点を絞り、水田・畑土壌から

農作物への移行を表すパラメータである移行係数

（TF）および土壌中での移動性を表すパラメータで

ある分配係数（Kd）を収集する。

１．移行係数（ＴＦ）、分配係数（Ｋｄ）等のデータ

取得

全国から土壌及び農作物を採取し、移行係数を求

めた。また、主として農耕土壌の分配係数（Kd）を

求めた。

２．データベース構築および水田土壌生態系移行モ

デル開発

本調査で得られるデータを一元管理するデータ

ベースシステムを構築した。また、水田の特性を考

慮した水田生態系の動的コンパートメントモデルを

構築した。

３．環境挙動に及ぼす重要因子の抽出

分配係数と土壌物理・化学特性との関係について

検討を行った。

＜事業期間＞

平成１４年度～平成１８年度

ｂ－４．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

実験調査

（科学技術振興事業団）

＜所属機関・役職・研究担当者＞

放射線医学総合研究所 画像医学部 分子トレー

サー開発室長 入江俊章

＜研究テーマ名＞

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

＜調査概要＞

本新技術は、細胞外マトリックスの 1種であるテ

ネイシン Cが心筋の炎症部位に多く発現されること

を利用し、抗テネイシン C抗体の可変領域（Fab' ）の

ジスルフィド結合箇所に RI をキレート結合させて

標識し SPECT による画像診断を行うものである。心

筋炎は特に診断が難しい疾患とされ、生検による診

断が現在唯一の診断法であるが、生検では炎症範囲

が同定できないばかりか、患者への負担も大きいこ

とから、これに代わる診断法が望まれている。また、

テネイシン Cは炎症のみならず、癌の病態にも関与

が示唆されており、本技術は将来的には幅広い疾患

に利用できることが期待される。
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本研究では、

(1)RI 標識抗テネイシン C抗体による SPECT 画像

化の検討

(2) 標識方法（核種）の最適化検討、を行い、実

用化のためのデータを集積することを目的とす

る。

＜調査期間＞

平成１４年度

ｂ－７．放射性核種生物圏移行パラメータ調査

経済産業省 電源特別会計委託費

（放射性廃棄物共通技術調査等）

＜所属機関・役職・研究担当者＞

放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター上

席研究員 内田滋夫

＜研究テーマ＞

放射性核種生物圏移行パラメータ調査

＜事業実施組織＞

廃棄物技術開発事業推進室

内田滋夫（室長）、吉田 聡、坂内 忠夫、田上恵子

（併任：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）、荻生延子（客員技

術員）、寺田美奈子（非常勤職員）

＜事業概要＞

原子力発電によるエネルギー生産に伴って発生す

る放射性廃棄物の対策は、原子力エネルギーの円滑

な利用を推進する上で最も重要な課題の一つである。

この高レベル放射性廃棄物は、安定な形態に固化し

､30 年 ?50 年間程度冷却のために貯蔵した後、地下

数百メートルより深い地層中に処分することが基本

方針として原子力委員会により示されている。高レ

ベル放射性廃棄物地層処分の安全評価では、地下深

部の処分場から放射性核種が地下水により移動し、

最終的に人間の生活環境を含む生物圏に到達する事

が予想される。したがって、その生物圏における核

種移行プロセスとこれによる被ばく経路についてモ

デル化を行い人間への影響を評価することが必要で

ある。これまで、生物圏における核種移行モデルが

提案・開発されてきた。しかし、生物圏においては、

その移行パラメータはその地域の環境や人間活動に

大きく影響される。本調査は、特に、土壌生態圏に

焦点を絞り、日本の風土、農業活動などを反映した

移行パラメータ、すなわち、水田・畑土壌から農作

物への移行係数（TF）、土壌 ?土壌溶液分配係数（Kd）、

等を収集し、データベース構築を目指すものである。

移行係数に関しては、全国の22地点から土壌及び

そこに生育している農作物を採取した。農作物の内

訳は、玄米が 11 地点、葉菜類が 8地点、根菜類が 3

地点である。これの試料中の元素濃度分析を行い、

そのデータを用いて移行係数を求めた。一般的に穀

類の元素濃度は低く、その結果、移行係数も小さな

値となっている。特に、ランタノイド元素やアクチ

ノイド元素の移行係数は、10-4 のオーダーである。

比較的高い移行係数を示した元素は、Cd、Cu、Zn、

Rb であり、10-1 のオーダーであった。平成 14 年度

は、多くの元素を対象として、その濃度レベルを把

握することを主たる目標とした。土壌は、ほとんど

検出下限値以上であるが、農作物の場合は濃度が低

く、特に白米は多くの元素が検出限界以下か、検出

限界に近い値であった。来年度は、検出出来なかっ

た元素については、分離や濃縮、および分析条件を

検討し、再度測定を行う予定である。さらに、検出

限界値に近い元素についても、分析法を検討して、

測定誤差を小さくすることを試みる。

分配係数（Kd）は、土壌溶液中における放射性核

種の易動性を表すパラメータである。本年度は、主

として農耕土壌を対象として、Seの Kd を求めた。

Se は、土壌 ?土壌溶液中の主たる存在形態が陰イオ

ンであると予想されるため、土壌中での易動性は大

きいと考えられる。しかし、わが国の農耕土壌の

Kd-Se は 20-1000 であり、Seが土壌に収着されるこ

とが明らかとなった。土壌群ごとの比較では黒ボク

土および黄色土で比較的高い値を取った。土壌溶液

中での Seの存在形態は陰イオンであると考えられ

るが、このような大きなKd値を示した理由について

は、アロフェン、イモゴライトなどの非晶質アルミ

ニウムまたは、Al- 腐食複合体が関係していると見

られる。

地下に埋設した放射性物質は、いずれは、地下水

に溶出し、天然バリア (地層岩石 )内を吸着、脱着

を通して帯水層内へ侵入する可能性がある。そして、

それらは河川に流入し、上水道や農業用水、灌漑、

牧畜等の人間活動に利用され、食物連鎖を通じて最

終的に人間への被ばくに通じる。河川に混入した放

射性物質の挙動は河川水の水質や共存元素濃度に影

響を受ける。そのため、河川水の水質や共存元素濃

度を把握しておくことが重要である。河川は、河川

水の起源である山地から丘陵、平野へと流れてゆく

ので、それぞれの地点においてそれらのデータを把
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握する必要がある。しかしながら、これらの情報は

日本ではほとんど得られていない。本年度は、阿武

隈川（東北）、那珂川（関東）、安倍川（中部）、淀川

（関西）、吉井川（中国）の 5河川の調査を実施した。

各河川の濃度変化および解析の結果から、濃度変化

の特徴を河川毎に抽出した。例えば、阿武隈川は、

河川本流の形成状況や地形との関連があり、本流に

流入する支流等によって本流の濃度が大きく変化し

た。今後、さらにデータを収集し、解析を通じて日

本の河川について、その河川水中元素の特徴を明ら

かにする予定である。
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