
-11-

研究担当者
鎌田　正、辻井博彦、溝江純悦、神立　進、宮本忠
昭、馬場雅行、吉川京燦、加藤真吾、辻比呂志、加
藤博敏、山田　滋、安田茂雄、影井兼司、大野達也、
柳　　剛、今井礼子、石川　仁、岸本理和、小松秀
平、江澤英史

研究概要
　平成１７年度には中枢神経、頭頸部（骨・軟部）、
膵、子宮、涙腺、食道等について臨床試験を継続し、
113名が試験に参加し治療を行った。肝癌では2回
照射による臨床試験の登録を終了し、高度先進医療
に移行した。肺癌の１回照射も線量増加試験の最終
段階になっており18年度には終了の予定である。
直腸術後や骨・軟部腫瘍など骨盤部の腫瘍を中心に
ゴアテックスシートを用いたスペーサー挿入を実施
した。重要臓器と近接する病巣（頭頸部、腹部、骨
盤等）を中心にPET-CTを施行し、治療計画への応用
を積極的に行った。治療結果につき長期観察に基づ
いた分析を行い、国内外の学会で発表するとともに
原著論文として海外雑誌に投稿した。重粒子線治療
患者数は平成17年度年間437名となり、そのうち高
度先進医療として324名に治療を行った。平成6年
の臨床試験の開始以来、総登録患者数は計2,629名
となった。
　治療の効率化を推進するため、肝臓、肺以外にお
いても短期照射の積極的な応用を図るとともに外来
での固定具作成、治療計画、画像診断を積極的に推
進し、入院期間短縮、病棟の効率的運用を図った。
第２回重粒子線治療国際助言委員会を開催し高い評
価を得た。病院ホームページを充実させるとともに
公開講演会を行い、積極的な広報活動を行った。
オーストリアにおいてMedAustronとの共催で重粒
子線治療に関する国際シンポジウムを開催するとも
に国内においてもシンポジウムを開催し、重粒子線
がん治療臨床試験の中期計画における成果を報告発
表し、高い評価を得た。特にMedAustronとの国際シ
ンポジウムには100名を超える参加者が欧米各国か
らあり、放医研びける炭素イオン線治療のUp-to-
Date の結果を網羅したproceeding が好評を得ると
ともに短期照射の実現が高い評価を得た。重イオン
治療施設建設に向けて必要な施設の内容等について

も活発な議論が行われ、新たな重イオン治療施設建
設が予定されているイタリア(CNAO)において同様
のシンポジウムを2006年11月に開催することと
なった。
　平成17年度は、第一期中期計画最終年度であり、
中期計画の達成度についても総括を行ったが、その
概要は以下の通りである。第Ⅰ/Ⅱ相及び第Ⅱ相臨
床試験を実施するとともに、頭頸部、眼、肺、肝、
骨軟部、直腸術後、前立腺等において多門照射、縮
小照射、呼吸同期照射、標的体積分割によるパッチ
照射、超短期照射技術等、それぞれの疾患病巣に対
して重粒子線のほぼ最適な照射技術を確立できた。
以上の技術を確立した結果、病巣への高線量集中が
可能となり、臨床試験を通じてその安全性と臨床的
有用性を明らかにできた。特に腫瘍サイズの大きな
ものや腺癌系組織、肉腫等では低LET放射線（光子
線、陽子線）ではみられない優れた抗腫瘍効果が観
察されるとともにより短期間で安全に治療できるこ
とが明らかとなった。短期観察結果に基づく評価に
加え、照射後３年以上の長期観察結果に基づく評価
を行い、概ね問題ないことが確認された。平成１5年
度には厚生労働省から高度先進医療としての承認を
得ることができた
　以下、各疾患部位の概要を報告する。
①頭頸部癌
　部位では鼻・副鼻腔腫瘍の進行癌、組織型では腺
癌系（腺癌、腺様嚢胞癌）および悪性黒色腫で良好
な抗腫瘍効果が得られた（高度先進医療に移行）。な
お、悪性黒色腫は局所制御率は良好であるが、遠隔
転移をさらに減少させる必要があると判断されたた
め、「炭素イオン線と抗癌剤併用治療」を行っている。
頭頸部の骨・軟部肉腫は第I/II相試験を継続してい
るが線量増加により優れた局所制御が得られつつあ
る。下咽頭癌においても「炭素イオン線と抗癌剤併
用治療」による第I/II相試験を行っている。これま
での総治療患者数は350名を超えた。

②前立腺癌
　線量増加試験において、直腸および尿道の耐容線
量はいずれも66GyE/20回/5週であり、この線量は
局所制御を得るためにほぼ十分な量であることが分
かったが、さらに解析を進めた結果、局所制御を損
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なうことなく、Grade 2以下の有害反応発生頻度の
低減が得られる可能性のある線量として63GyE/20
回/5週による治療を開始した。また、高リスク群
（進行癌）：炭素イオン線照射とホルモン併用療法、
低リスク群（早期癌）：炭素イオン線単独療法に加え
て、ホルモン治療を短期間併用する中リスク群を高
リスク群（進行癌）から選び出し、３群に分けて治
療を行っている。（高度先進医療）これまでの総治療
患者数は430名を超えた。

③骨・軟部腫瘍：
　対象として手術切除が困難な骨肉腫、脊索腫、軟
部組織肉腫など、部位的には骨盤・傍脊髄腫瘍に対
して、70.4GyE/16回で良好な成績が得られた。なか
でも、骨肉腫と脊索腫は症例数も多く、良好な成績
が得られている。骨・軟部腫瘍は炭素イオン線治療
の最も良い適応の一つで、高度先進医療に移行した。
これまでの総治療患者数は300名を超えつつある。
部位等を選んで短期間での治療も開始している。

④頭蓋底腫瘍、脈絡膜メラノーマ、直腸癌（術後再
発）
　いずれも、線量増加試験にて安全性が確認され、
優れた局所効果が得られたため、高度先進医療に移
行したが、順調に症例が集積されている。

⑤肺癌
　手術非適応の早期肺癌（Stage I）のなかでも肺野
抹消型に対して、短期照射（9回/３週、および４
回／１週）の安全性が確認され、その抗腫瘍効果も
手術と同等あるいはそれ以上の成績が得られている。
現在、さらに短期照射（1日１回で終了）を用いた
第I/II相試験を実施中である。この臨床試験が終
了後に高度先進医療に移行する予定である。これま
での総治療患者数は400名を超えたが、早期肺癌の
なかでも肺門近接型は、今しばらく第I/II相試験を
継続予定である。
　局所進行癌は、良好な局所制御が得られており、
高度先進医療に移行した。

⑥肝癌
　他の治療法では制御困難な腫瘍に対して、照射回
数と期間を15回/5週、12回/3週、8回/2週、4
回/1週と減少させてきたが、重篤な有害反応は認め
られず、局所制御率も良好であった。この結果に基
づいて、肺癌と同じ短期照射法（２回/２日）を用
いた第I/II相試験を行っていたが、平成17年9月
に登録を終了し、高度先進医療に移行した。これま

での総治療患者数は200名を超えた。

⑦子宮癌：
　局所進行性の扁平上皮癌に対して、最初は全骨盤
照射と局所限局照射ともに線量増加を行ない、第２
のプロトコールでは全骨盤線量を44.8GyE/16回/4
週に固定し、子宮病巣への局所ブースト照射線量（8
回/2週）を段階的に増加するという方法をとった。
その結果、大腸（主にS状結腸）の耐容線量は57.6
～62.4GyEであることが分った。現在、第３の第
I/II相試験を実施中である。炭素イオン線は特に
子宮腺癌について有望である。子宮癌については、
今しばらく第I/II相試験を継続することになった。

⑧涙腺癌
　上皮性悪性腫瘍に対して照射野の設定法が課題で
あるが、症例数が少ないため、今しばらく第I/II相
試験を継続予定である。

⑨膵癌
　術前照射と根治照射による線量増加試験を順調に
実施中であるが、将来は抗がん剤を併用した臨床試
験を行う予定である。

⑩食道進行癌（術前照射）
　千葉大学21世紀ＣＯＥプログラム消化器扁平上
皮癌の最先端多戦略治療拠点「遺伝子治療と重粒子
線治療の遺伝子解析に基づくテーラーメイド化」に
参加し、新たに上部消化器分科会を組織し、「胸部食
道扁平上皮癌に対する炭素イオン線による術前短期
照射の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験」を開始したが優れた局
所効果が確認され順調に症例を登録中である。
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概況
　本研究課題は、本来の中期目標課題である「４次
元CT装置の研究開発」と独法成果活用事業「４次元
ビューアの開発」から構成されるが、両研究課題と
も17年度末で目標を超過的に達成して終了した。
特に、17年度においては前年度までに開発した４次
元CT装置と４次元ビューアを用いて心臓の造影検
査や肺腫瘍の呼吸移動に関する臨床試験を行い、そ
の有効性を確かめた。

１．研究担当者
遠藤真広、森　慎一郎、角尾卓紀（医学物理部）、神
立　進（病院）、棚田修二（画像医学部）、客員協力
研究員、４次元CT研究班員

２．目的
　1973年のCTの登場以来、動く臓器のダイナミッ
ク・ボリュームイメージングはこの分野の究極の夢
と考えられてきた。ダイナミック・ボリュームイ
メージングを、３次元画像に時間の次元を加えると
いう意味で４次元CTと呼ぶ。４次元CTは診断利用
だけではなく、インターベンション治療にも新たな
応用を切り開くものと考えられる。
　ボリュームデータ（３次元データ）は、コーンビー
ムを１回転させるコーンビームCTにより収集でき
るから、コーンビームを連続回転することにより、
ダイナミック・ボリュームデータ（４次元データ）
を得ることができる。本研究は、新たな２次元検出
器と超高速の画像再構成装置を製作し、それをもと
に４次元CT装置を開発することを目的としている。
　表１は４次元CT装置の目標仕様を示したもので
ある。表に示すように検出器と画像再構成装置の性
能は従来の装置の数十倍のものが要求されている。
４次元CT装置の開発は、このような装置を16年度
までの４年間で開発し、その後、臨床的な有用性を
評価するものである。
　また、14年度より開始された独法成果活用事業
「４次元ビューアの開発」は、４次元CT装置で生成
される４次元データをリアルタイムに表示する装置
を開発するものである。これは、４次元CT装置の開
発とペアとなるものであり、生体の動きの研究やイ
ンターベンション治療への応用に不可欠のものとい
える。

表１．４次元CT装置の目標仕様

表２．４次元ビューアの目標仕様

３．研究経過
　本年度は、①４次元CT装置の物理的な画質評価、
②４次元CT装置を用いた心臓の造影検査や肺腫瘍
の呼吸移動に関する臨床試験を行った。試験の方法
や結果を以下に示す。

１）４次元CT装置の画質評価
　前年度までに開発した４次元CT装置の仕様を表
１に示す。また、4次元ビューア装置の仕様を表２
に示す。本装置の性能をファントムにより検討した
が、①空間分解能は0.7mm×0.8mm×0.8mmであり、
②低コントラスト解像力は機能試験のために試作し
た装置より著しく改善されていることがわかった。

2.1.1.2 高度画像診断技術の研究開発
イ）4次元CT装置・ビューアの開発

コーンビーム連続回転
 （４次元）
ヘリカル・コーンビーム
（大視野３次元）

スキャンモード

912 x 256 素子
1mmx1mm 素子サイズ
18 bits, 900ビュー/秒

検出器

0.5秒/回転 (最大60秒間連続)スキャン時間

512x512x512再構成マトリックス

0.5%以下コントラスト分解能

512x512x128に対して1秒以下再構成時間

25-50cm 直径x13cm厚/回転スキャン領域

ボリュームサイズ：
　512x512x256
入力データレート：
 　10ボリューム/秒
表示画像サイズ：
 　512x512
画像生成レート：
　10フレーム/秒

リアルタイム３次元表示
(ボリュームレンダリングおよび
３断面表示)

ボリュームサイズ、表示
画像サイズ、画像生成
レートはリアルタイム表
示と同じ。入力データ
レートを0-10ボリューム
/秒で可変とする。

シネレビュー３次元表示
（ボリュームレンダリングおよび
３断面表示)
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図２．心臓の断面画像（拡張期と収縮期）

図３．肺腫瘍（矢印）の呼吸移動を示す画像

この結果、本装置は、表１に示すスキャン領域を
0.5秒の時間間隔で撮影すると同時にその画質は商
用CT装置と匹敵または凌駕することがいえた。

２）機能試験機による評価
　本装置を用いて、心臓の造影検査や肺腫瘍の呼吸
移動に関する臨床試験を行い、その有効性を確かめ
た。
　心臓の造影検査については、正常人（1例）の試
験後、虚血性心疾患の既往例または強く疑われる症
例を対象とした。抹消静脈よりヨウ素造影剤を急速
注入して、冠状動脈が造影される時相で撮影を行っ
た。また、心筋が濃染される時相の撮影も行った。
この結果、心電図に非同期の撮影でも冠状動脈造影
が可能であると同時に、心臓全域を１回のスキャン
で撮影できるため不規則な心拍の影響を受けにくい
ことがわかった。また、心筋の灌流量の差により、
造影剤による濃染に差があることが観察され、心筋
の灌流量の測定に使える可能性も示唆された。
　肺腫瘍の呼吸移動の撮影については、重粒子線治
療患者を対象に病巣部位を中心として１呼吸位相に
ついてシネ撮影（４次元撮影）を行った。この結果、
病巣の呼吸移動が鮮明に撮影され、放射線治療の際
のマージン設定に参考となるデータが得られた。ま
た、肺の運動を解析することにより将来の動態追跡
照射（４次元照射）への展開が図れるものと考えら
れた。

４．研究成果
　上記の研究成果の例として、心臓造影検査の結果
を図１と図２に示す。また、肺腫瘍の呼吸移動画像
を図３に示す。

図１．心臓の３次元表示画像
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概況
　平成17年度は、新規３次元放射線位置検出器を
120個量産し、その性能が一様であることを確認し
た。５検出器リングをガントリーに実装し。陽電子
放出核種点状線源を同時計数で３次元計測をした結
果、視野中心において感度が100kcps/MBq 以上であ
る事を実証した。信号処理回路の改良によりエネル
ギー及び時間特性が改善した。また、FDG投与によ
りボランティアの人体頭部のPET画像を試作機によ
り撮像することに成功し、放医研で臨床検査に使用
しているPET装置（ECAT HR＋）の画像に比べて高
解像度を得た。

研究課題名　次世代ＰＥＴ装置開発研究

１．研究分担者
　村山秀雄、山谷泰賀、稲玉直子、吉田英治、長谷
川智之、北村圭司、佐藤允信、津田倫明、小野祐介、
濱本学（医学物理）、棚田修二（画像医学部）、次世
代PET開発研究班員

２．目的
　解像度3mm程度、感度100kcps/MBq及び高計数率
10Mcpsの性能をもつ次世代ＰＥＴ装置の試験機を
平成16年度に完成させる。17年度は装置を改良し、
人を対象とした試験を実施する。

３．研究経過
　平成13年度には新方式に基づく深さ情報検出器
を考案し試作し、実用化が可能であることを確認し
た。平成14度はシンチレータ・インゴット及び光電
子増倍管の量産を開始し、同時計数回路を試作し評
価を行った。平成15年度は最も重要な要素技術で
ある新規３次元放射線位置検出器の量産化に向け,
検出器組み立て法を確立した。平成16年度は３次
元検出器24個で(1)検出器リングを構成し、陽電子
放出核種点状線源を同時計数で計測した結果、分解
能3mm 以下で視野の位置に依存しない画像再構成像
を得ることに成功し、本新方式の有用性を世界で初
めて実証した。

４．研究成果
１）DOIエネルギー補正、および結晶素子ごとのエ
ネルギー補正法を確立し、自動化ソフトウエアを

新たに開発し、検出器の全素子1024個に対するエ
ネルギー分解能を40％から18％に高めることに
成功した（2005年6月米国核医学会において、
Young Investigator Award を授賞、Yoshida, E., 
et. al : 2005 IEEE Nucl. Sci. Sympo. & Med. 
Imag. Conf. Record., M11-270, 2005.）。
２）PET装置の5検出器リングに必要な120個のDOI
検出器ユニットの量産を完了した。平成16年度
に72個の検出器ユニットを製造したが、残り48
個は平成17年度に製造を完了した。DOI検出器の
性能評価法を確立し全検出器の性能を検定した結
果、エネルギー分解能のばらつきが1.5％以下を
達成するなど、作成した検出器ユニットの性能の
均一性が確認できた。（Ono, Y., et. al : 2005 
IEEE Nucl. Sci. Sympo. & Med. Imag. Conf. 
Record. M11-111, 2005.）。
３）DOI検出器内におけるガンマ線の多重散乱の情
報を利用して、偶発同時計数を低減できる検出器
信号処理の新たな可能性を見出した（Yoshida, 
E., et al.: 2005 IEEE Nucl. Sci. Sympo. & Med. 
Imag. Conf. Record., M3-304, 2005.）。
４）前年度試作したＡＳＩＣ回路を通常回路と交換
し、エネルギー弁別性能が向上した。波形弁別用
回路定数の最適化を行い、同時計数装置パラメー
タの調整を行うことで、システムの性能向上が図
られ、検出器素子感度の安定した校正が行えるよ
うになった。
５）検出器ユニットをガントリーに取り付けて、同
時計数のリストモード・データを収集し、試作装
置の解像度、感度等の物理的基本性能を測定した。
１検出器リング実装の装置で、線状線源及び脳模
型を用いて、検出視野全域に渡り３ｍｍ内となる
ことを明らかにし、世界で初めてDOI検出器を使
用した画像改善の効果を実証した（Yamaya, T., 
et. al : 2005 IEEE Nucl. Sci. Sympo. & Med. 
Imag. Conf. Record., M7-83, 2005.）。
６）4層DOI検出器に対する応答関数実験を体軸方
向、深さ方向それぞれに行った。22Na線源から鉛
こりメータで直径1 mmの消滅放射線ビームを出し、
0.5 mmピッチでスキャンしながら4層DOI検出器
に照射した。（Tsuda, N. et al : 2005 IEEE Nucl. 
Sci. Sympo. & Med. Imag. Conf. Record., J3-28, 
2005.）。
７）120個の DOI 検出器ユニットをガントリーに設

ロ）次世代PET装置の開発
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置し、高速信号処理回路および同時計数回路に接
続して、リストモード・データ収集のための調整
試験を行った。すなわち検出器すべてについて、
波形弁別が正常に行われていることを確認し、ガ
ンマ線の一様照射で得られる結晶素子ごとの位置
弁別情報をFPGAのLUTに書き込みを行った。結晶
素子ごとのエネルギー分布を測定してエネルギー
信号補正を行うと同時に、各結晶ごとのエネル
ギー閾値をFPGAのLUTに書き込んだ。検出器間の
時間信号差を測定して時間調整を行い、同時計数
の時間窓を10 ns に設定した。
８）5検出器リング（120個の DOI 検出器ユニット）
をガントリーに設置し、線状線源を視野内に数カ
所固定してデータ収集を行い３次元画像再構成を
行った結果、シミュレーションにおける推定通り
視野周辺で解像度の劣化を生じないことを実証で
きた。Hoffman 脳ファントムを用いたデータ収集
に関して、ECAT HR plus の画像と比較した結果、
解像度に優位性が認められた。
９）人体脳模型を用いたFDGの測定を行い、３次元
画像最構成画像における高感度・高解像度を確認
した。３次元画像最構成法の試行に成功したので、
５検出器リングを実装し全検出器を装備した状態
で、ボランティア測定を12月19日に行った。DOI
方式を考慮した３次元画像最構成法を用いて収集
したリストモードデータを処理し、FDGの頭部３
次元分布を画像を得る事に成功した。
10）DOI検出器をPET装置用として実用化する際に、
受光素子間の隙間を検出素子で埋めて、感度とサ
ンプリングの低下を防ぐ方法を検討した。（出願
番号　特願2005-282866）８層DOI検出器が実現可
能であることを、GSOを用いた３次元結晶配列ブ
ロックと256ch FP-PMTを用いて試作し実験室の段
階で実証した。
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概況
　放射線医学総合研究所の中期目標には「患者の身
体的負担の少ない放射線診療の実現」が掲げられて
いる。放射線に対する感受性の個人差を把握し、遺
伝的素因をも考慮した照射法で治療(放射線におけ
るテーラーメイド治療)できれば、高い治療効果を
維持した上でさらに高いQOLを得ることができるで
あろう。本研究の目的は、放射線感受性に関与する
遺伝子を系統的に解析し、それら遺伝子の多型と放
射線感受性との相関関係を明らかにすることによっ
て、がん治療に応用可能な放射線感受性を簡便に診
断する技術を開発することである。
　放射線感受性にかかわる遺伝子を同定するための
研究方法は大きく分けて３本の柱から成る。一つは
集団を放射線治療の臨床情報などを中心に有害反応
の判定によって分類することであり、二つ目はin 
vitro実験やマウスモデルの解析によって放射線感
受性の差に関わる遺伝子候補を固定することであり、
三番目にそれらを統合して、有害反応発症群に特異
的な遺伝子型を遺伝統計学的解析により検出するこ
とである。
　最終年度である17年度はこれまでの多型頻度解
析結果から、放射線治療後有害反応予測データベー
スの構築、放射線治療有害反応発症リスク予測シス
テムの構築を目的とした。

研究担当者：今井高志、村田　啓、原田良信、岩川
眞由美、道川祐市、三枝公美子、伴貞幸、相良雅史、
辻　厚至、野田秀平、石川敦子、石川顕一、大塚好
美、木村　智、川井聖子、神田将和、須堯　綾、須
藤仁美、太田敏江、鈴木英幸、寺田政世、小川由利
子、寺内郁美、田原小由里、北脇ムツ子、有田恵美
子、松本智子

中期計画における目的
１. ヒトの放射線感受性に関わる遺伝子群を明かに
する。
２. 放射線感受性を鋭敏に感知できる測定法を開発
する。
３. 放射線感受性遺伝子の発現・多型情報とヒトの
放射線感受性の相関関係を明らかにする。
４. 放射線感受性に関わる遺伝子の多型を検出する
診断デバイスを開発し、放医研(年間約550人治
療)、千葉県がんセンター(年間約500人治療)、

千葉大医学部(年間約380人治療)のがん患者に
適用し、放射線感受性に関するデバイスの検定を
行う。

17年度目的
１）がん患者における有害反応発症関連因子の解析
・多型解析に有効な試料を得るためサンプル収集を
継続し、有害反応が認められた子宮頸がん、前立
腺がん、肺がん、頭頸部がん患者について統計学
的解析を行なう。
２）多型頻度解析
・新たに25種類の放射線感受性遺伝子候補を加え、
合計135種類の遺伝子上のSNPsについてタイピン
グを行い、有害反応グレードの異なる集団毎に頻
度解析を行う。
３）放射線感受性診断デバイスの作成　
・放射線感受性予測に有効なマーカーを選択し、有
害反応発症リスクの予測スコアリングシステムを
構築し、重点協力施設の臨床試料を中心に予測能
の検定を行う。
４）培養細胞株を用いた放射線感受性遺伝子の機能
解析
・放射線感受性遺伝子の発現抑制や多型性による放
射線感受性の変化について解析する。
５) 放射線抵抗性腫瘍における発現遺伝子解析
・放射線治療の効果とがん部における発現遺伝子と
の関係を明らかにするために、子宮頸がん等にお
ける遺伝子発現解析を行う。

研究成果
１) がん患者における有害反応発生関連因子の解析
・今年度末までに合計1,834例のがん患者より血液
試料を収集した。主な内訳は、乳がん699例、子
宮頸がん251例、前立腺がん324例、肺がん206
例、頭頸部がん268例である。追跡期間8ヶ月経
過症例について、臨床情報に関する統計学的解析
を行ない、多型解析適格症例の選択を行った。
２) 多型頻度解析
・135種類の遺伝子上の999SNPsについてMassARRAY
法を用いたタイピングを終了した。乳がん（皮膚
障害）、子宮頸がん（腸管障害）、前立腺がん（排
尿障害）、頭頸部がん（粘膜障害）について有害反
応グレードの異なる集団毎に多型頻度差がある
SNPsを検出した。乳がん症例についてはハプロ

2.1.2 放射線感受性遺伝子研究
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タイプ解析を行い、少なくとも４遺伝子座におい
て、遺伝学的に皮膚障害リスクが高い集団がある
ことを明らかにした。

３) 多型頻度解析
・多型頻度解析の結果を基に、個人における危険ア
レルの組合せについて解析し、特定の危険アレル
を複数持つと有害反応発症リスクが高まることを
明らかにした。この結果から、乳がん、前立腺が
んについて、個人が持つ危険アレルの数によって
有害反応発症リスクを予測するスコアリングシス
テムを構築した。
　DNAアレイを利用した新しいタイピング法を開発
し、スコアリングシステムと連結して、感受性診
断デバイスを作成した。このデバイスではゲノム
DNAを増幅することなく、定温で反応を行い、タ
イピング結果を可視光下で確認できるという特徴
を持つ。
４) 培養細胞株を用いた放射線感受性遺伝子の機能
解析

・229種類の遺伝子についてsiRNAによる遺伝子抑
制実験を行い、29種類の遺伝子は発現抑制すると
放射線感受性が高くなることを明らかにした。ま
た３種類の遺伝子について多型により転写活性が
異なることを明らかにした。
５) 放射線抵抗性腫瘍における発現遺伝子解析
・放射線抵抗性を獲得した、癌細胞由来培養細胞株
における遺伝子変異や発現プロファイルの特徴を
明らかにした。
　子宮頸がん145例から生検材料284サンプルを収
集し、164サンプルについてアレイ解析を行った。
その結果化学放射線治療に特徴的な遺伝子発現パ
スウェイを明らかにした。これらの解析から、簡
便な免疫染色による判定法の確立を目指し、14種
の抗体を用いてタンパク発現を検討したところ、
48例の臨床サンプルで10種の抗体で陽性所見を
得た。

　また、遺伝的背景と放射線感受性の多様性の関連
を証明するための動物実験を行なった。３系統の純
系マウスに、重粒子線の優れた線量分布を応用し、
脳照射実験を行ない、照射後の行動変化を解析した

放射線感受性遺伝子プロジェクトのまとめ
　放医研重粒子医科学センター病院、千葉県がんセ
ンター、千葉大医学部など全国30施設の協力により、
乳がん、前立腺がん、子宮頸がん、頭頸部がん、肺
がんなど放射線適用がん患者1,834例を収集し、統

計学的解析を行い、135遺伝子999SNPsのタイピン
グから放射線感受性（放射線有害反応）と関連した
遺伝子多型を明らかにした。特に、乳がん（皮膚障
害）、前立腺がん（排尿障害）については、有害反応
発症リスクに相関した複数の遺伝子多型を組合せる
ことによって、発症リスクが高い集団を鋭敏に感知
できるスコアリングシステムを開発した。DNAアレ
イを利用した新しいタイピング法を開発し、スコア
リングシステムと連結して、感受性診断デバイスを
作成した。乳がんにおける皮膚障害について詳細な
ハプロタイプ解析を行い、４遺伝子座において皮膚
障害発症リスクが高い（高感受性）ハプロタイプを
持つ集団があることを明らかにした。これらの放射
線感受性に関連した多型を持つ遺伝子の中には、
siRNA法により発現を抑制すると、放射線感受性が
有意に減少する遺伝子があることが分かった。以上
の結果は、個人の体質としての放射線感受性は、複
数の遺伝子の相互作用により決まっていることを示
唆する。
　また腫瘍由来の培養細胞株における網羅的遺伝子
発現解析から、放射線抵抗性細胞株に特異的な遺伝
子発現プロファイルを同定した。この結果は癌にお
ける放射線抵抗性獲得の機構を解析する上で有効で
ある。さらに放射線治療前・中に採取された子宮頸
がん試料の遺伝子発現解析から、治療法に特異的な
放射線応答遺伝子群が単離できた。
　本研究は個人別に、また個々のがん別に、放射線
感受性/抵抗性を遺伝子配列から予測することが可
能であることを示しており、オーダーメイド放射線
治療へ向けた新たな研究展開が可能となった。
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概況
　放医研では中期計画の重点研究領域「放射線人体
影響研究」の課題の一つとして「低線量放射線の生
体影響研究に関する総合的研究」を進めている。
　本研究は（Ⅰ）中性子線の生体への影響に関する
研究（Ⅱ）低線量放射線による発がんリスクの変動
に関する研究、（Ⅲ）低線量放射線による継世代影響
に関する研究、の大きく3つの研究課題について、
研究を進めている。

Ⅰ．中性子線の生体への影響に関する研究

１．研究担当者
大町　康、荻生俊昭1、石田有香2、石原　弘3、田中
　泉3、鈴木桂子3、神田玲子4、辻さつき4、鈴木雅
雄5、平岡　武6、濱野　毅6、宮原信幸7、和泉志津
恵8、島田義也（1客員研究員、2テクニカルスタッフ、
3レドックス制御研究グループ、4放射線障害研究グ
ループ、5宇宙放射線防護プロジェクト、6研究基盤
部、7医学物理部、8客員協力研究員）

２．目的
　サイクロトロン10 MeV中性子線照射マウスの長期
動物飼育実験により白血病発生を指標とする生物学
的効果比(RBE)を算出する。また、実験動物を用い、
胎児影響を指標としたRBEを算出する。

３.前年度までの研究経過
　10 MeV中性子線マウス発がん実験が終了し、病理
解析、分子生物学的解析を継続している。平成17年
度は寿命短縮効果、骨髄性白血病発生頻度や固形腫
瘍（ハーダー腺腫瘍など）発生頻度のRBEを算出し、
骨髄性白血病サンプルの分子生物学的解析（2番染
色体欠損、PU.1の変異、内在レトロウイルスIAPの
挿入）を行っている。10MeV中性子線による胎児脳
神経細胞死のRBEは9.8であった。静電加速器照射
環境整備を行っている。

４.平成17年度研究成果
　2660匹のマウスの解剖を終了し、骨髄性白血病の
RBEは、0.94～1.56、ハーダー腺腫瘍のRBEは5～
7となった。なお、良性腺腫と腺癌では線量効果関
係が異った。平均寿命短縮ならびに死亡率の過剰相
対リスクのRBEはいずれも3.3であった。マウス脾

細胞の不安定型染色体異常のRBEは1.6、ヒト正常
細胞の細胞死とhprt 突然変異のRBEは、1.8、4.4
～6.0であった。骨髄性白血病では、転写因子PU.1
のDNA結合領域における点突然変異（235番Argの
変異が主）が2番染色体欠損例に高頻度（80%以上）
に認められた。ガンマ線誘発（5例）ならびに中性
子線誘発（4例）骨髄性白血病に、それぞれ5なら
びに6箇所のIAP のDNA組込み異常について塩基配
列を決定した。静電加速器の照射場が整備され、
2MeV中性子線の胎児脳神経細胞死ならびに急性障
害についてマウスを用いた基礎検討を開始した。

Ⅱ．低線量放射線による発がんリスクの変動に関す
る研究

１．研究担当者
（放射線と生活環境要因の複合効果に関する研究）
島田義也、西村まゆみ、今岡達彦、柿沼志津子１、山
内一己2、（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）辻秀雄、石井洋子、勝部孝則、
東智康、久保ゑい子、古野育子３、野田攸子３、巽紘
一４、武藤正弘４、古瀬健４、原巧４、上野昭子４、田ノ
岡宏４（１リサーチフェロー、２博士号取得若手研究員、
３遺伝子発現ネットワーク研究グループ、４客員協
力研究員）

２．目的
　低線量放射線の閾値の問題に解答を与えるため、
生活環境要因および遺伝的要因による放射線リスク
の変動を定量的に明らかにする。

３．前年度までの研究経過
（複合要因）１）複合（X線→ENU）暴露による胸腺
リンパ腫の発生は、低線量で拮抗的、高線量で相乗
的でIkarosの突然変異解析から、ENUの発がんと似
ていることが示唆された。逆順の暴露群（ENU→X
線）を設定した。２）ラット乳癌において、γ線（0.5
と1Gy）とMNUの複合暴露は、MNUが20mg/kgでは相
乗性を、40mg/kgでは相加性を示し、複合効果はMNU
の濃度によって異なることが示唆された。Hras変
異はMNU(40mg/kg)群で54％、X線照射群で0％、複
合群では62-78％と増加し、MNU発がんの特徴を示し
た。
（遺伝要因）１）scidマウスの放射線誘発胸腺リン

2.1.3 放射線人体影響研究
2.1.3.1 低線量放射線の生体影響に関する総合的研究
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パ腫においてNotch1の変異頻度は線量依存的に増
加し、その変異は不正V(D)J組換え、微小相同配列
対合末端結合、およびそれらの複合経路による欠失
とレトロトランスポゾンのIAPの挿入などであった。
一方、Rag2-KOマウスでは、組換えシグナル配列を
介したNotch1の欠失は生じていなかった。２）全
身照射したAtmヘテロ欠損C3Hマウスにおいてこれ
までに低線量率照射群の30％、高線量率照射群の
50％が死亡し、さらに経過観察中である。

４．平成17年度研究成果
（環境要因）逆順の暴露（ENU→X線）による胸腺
リンパ腫の発生は相加的で、がん抑制遺伝子Ikaros
の変異スペクトルや第１１番染色体のLOHの多発など
は、X線誘発リンパ腫と似ており、複合暴露の順番
により発がん様式が異なることが示された。複合の
暴露順を考慮した発がんの２段階モデルを開発し、
解析したところ、胸腺リンパ腫では放射線は第一段
階に作用することが推測された。ラット乳がんは、
PhIPの複合暴露群を解析した。複合暴露は0.5Gy以
下で相加以上の効果を示した。PhIP誘発がんでみ
られたLOHは、複合暴露がんではみられず、PhIPは
プロモーターとして作用していることが示唆された。
（遺伝要因）Atm-/-マウスおよびAtm-/- Rag2-/-マウ
スにおける胸腺リンパ腫の発生頻度を調べた。
Atm-/-マウスは放射線照射に関係なく胸腺リンパ腫
を高発した。Rag2-/-Atm-/-マウスはAtm-/-マウスに
比べて有意に放射線誘発胸腺リンパ腫の発生頻度が
低く、Atm-/-マウスではRag２依存性および非依存
性の両方の経路により胸腺リンパ腫が発生した。が
ん遺伝子Notch1はV(D)J組換えおよび微小相同配
列介在経路の両方により、約10-６で自然変異した。
Atmへテロ欠損C3Hマウスの高線量率照射による骨
髄性白血病の発症率は、野生系統マウスとの間に差
異はなかった。肝腫瘍については、野生系統マウス
では、高線量率照射は低線量率照射に比べ有意に潜
伏期が短縮したが、Atmへテロ欠損マウスではその
差異に有意差はなく、線量率効果にAtm遺伝子の遺
伝子量が関与することが示唆された。
　　
Ⅲ．低線量放射線による継世代影響に関する研究

１．研究担当者
（放射線による次世代への影響に関する研究）山内
正剛、（放射線の生殖細胞への影響に関する研究）　
塩見忠博、高萩真彦、塩見尚子3、鬼頭靖司2

（１重点支援研究協力員、２実験動物開発研究グルー
プ、３テクニカルスタッフ）

２．目的
　マウスを用いて、被ばく雄の生殖細胞に発生した
突然変異を、特定座位におけるDNA塩基配列(１線
量当たり1000万塩基対以上)の変化を指標に検出し、
放射線による突然変異の特徴の有無と突然変異率の
線量依存性を明らかにする。

３．前年度までの研究経過
（次世代影響）3 Gy照射群から検出された8箇所の
突然変異候補ならびに1 Gy群において検出された突
然変異候補1箇所については、その確実性が保障さ
れないものがあり、前年度に低線量域における放射
線誘発突然変異の発生頻度における非直線性を示唆
した。
（生殖細胞影響）生殖細胞突然変異を定量的に測定
するため、体外受精法を用いて遺伝的に均質で週齢
のそろったマウス集団（１匹のgpt-deltaマウス雄
精子由来のF1マウス雄40匹）を得た。これを、非
照射、1, 2.5, 5Gy照射の４群にわけ、精原細胞期で
のgpt遺伝子の誘発突然変異を検出したところ、そ
れぞれ0.36,　0.39,　0.53,　1.05　x 10-5で体細胞
の約1/3程度であった。精細胞期での誘発突然変異
を検出測定している。

４．平成17年度研究成果
（次世代影響）3 Gy X線照射群F1マウス28個体な
らびに1 Gy 照射群F1マウス22個体についてHprt
遺伝子領域のシークエンシング解析を実施したが、
いずれにおいても新規な突然変異の発生は検出され
なかった。したがって、ゲノム遺伝子領域における
放射線誘発突然変異の発生頻度は本実験規模では検
出限界以下であったことが明らかとなった。
（生殖細胞影響）
　減数分裂後の精細胞(spermatid)期に照射(1, 
2.5, 5 Gy)された精子を採取し、gpt遺伝子の誘発突
然変異を検出したところ、2.5 Gy、5 Gy照射で0.60、
1.03x 10-5で、精原細胞(spermatogonia)期照射で得
られた値(0.53 と1.05 x 10-5)とほぼ同じであった。
　非照射マウス精子で得られた自然突然変異gpt遺
伝子（42個）の塩基配列を決定し、体細胞の自然突
然変異遺伝子と突然変異のスペクトラムを比較検討
した。生殖細胞ではG:CからA:Tへのトランジショ
ンが顕著に多かったが、体細胞でみられるG:Cから
T:Aへのトランスバージョンは非常に少なかった。
　精細胞期に5 Gy照射して得られた誘発突然変異
gpt遺伝子（69個）はG:CからA:Tへのトランジショ
ンが非常に多く、誘発突然変異のスペクトラムも体
細胞とは大きく異なっていることがわかった。
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概況
　物理部門と生物部門が共存・協力し、宇宙放射線
防護という共通目的のため研究を続けてきた。　物
理部門では宇宙飛行士や航空機搭乗者が遭遇する宇
宙放射線場を正確に理解するために、線量計の開発
および実測を行い、航空機乗務員の被ばく線量をモ
デルにより推定し提示した。生物部門では重粒子線
低線量・低線量率照射実験研究の結果、高LET放射
線照射後特有の生物影響、その機構解明が進んだ。
また宇宙線被ばく後の防護剤の研究も進み、宇宙放
射線の骨代謝への影響、重粒子線による長期影響の
解析が行われた。

１.宇宙放射線計測と防護に関する研究(物理部門）

宇宙放射線計測に関する研究（物理部門I）

研究担当者
高田真志、内堀幸夫、安田仲宏、北村　尚（テクニ
カルスタッフ）、中村尚司（客員研究員）、柏木利介
（客員研究員）、蔵野美恵子（研究補助）、宗大路
（研究補助）、西川正子（研究補助）、小平　聡（早
大 研究生）、浅枝真行（早大 研究生）、太田周也（早
大 研究生）、大竹奈緒美（東邦大 実習生）

目的
　宇宙環境放射線の被ばく環境の正確な理解と宇宙
環境の複雑な放射線場で使用可能な放射線線量計の
最適化を目指す。　世界各国の宇宙機関所有の宇宙
放射線モニターの相互比較を地上、及び宇宙で実施
し、信頼性を高める。また航空機被ばくに対する計
測器、特に高エネルギー中性子のスペクトル計測可
能な検出器を開発し、航空機搭乗者の被ばく線量の
正確な理解に役立てる。

研究経過
　国際宇宙ステーション・ロシアサービスモジュー
ル内の数箇所に搭載した線量計のデータを企業との
共同研究により解析した。新しい飛跡検出法である。
蛍光飛跡検出法を米国企業と共同で開発した。宇宙
環境における放射線モニタリング機器をHIMACの
ビームで相互比較する実験（ICCHIBAN）の第7、8回
目を実施した。

研究成果
　国際宇宙ステーションにおける各国の線量計の比
較実験を世界で初めて推進し報告書にまとめた。　
蛍光飛跡検出法の開発により、次世代線量計として
発展の可能性を示した。第10回WRMISS (Workshops 
for Radiation Monitoring in the International 
Space Station)を主催、約40名の外国人を含む80
名の参加があり、宇宙放射線線量計測・評価、宇宙
環境モデリングなどの活発な議論が行われ、放医研
主催のICCHIBAN実験は非常に高い評価をえた。
　カナダＲＭＣとの協力研究などにより、国際路線
の線量計測を行い、計算コードの改良に結びつけ、
その結果の一部は国際会議等で報告した。

宇宙放射線防護に関する研究　（物理部門Ⅱ）

研究担当者
保田浩志、金原　進、高見実智己（ポスドクフェ
ロー）、中村尚司（客員研究員）、石橋敬子（技術補
助）、藤高和信（客員協力研究員）

目的
　航空機乗務員が宇宙放射線により受ける被ばく線
量をモデル計算し、任意の地点への飛行に伴う線量
を国民自ら推定することを可能にする。加えて航空
機搭乗者用線量計の開発を狙いとして、機内におい
て宇宙線による被ばく線量を適切かつ簡便に測定評
価できる新たな素材を開発する。

研究経過
　世界の主要都市を結ぶ日本発着の国際路線につい
て、航空機搭乗時に受ける保守的な実効線量を
CARI-6コードで計算、日本人乗務員の被ばく管理の
要否について考察した。CARI-6コードには、大気中
でカスケード反応により二次的に発生する中性子の
輸送計算に大きな不確かさがあることから、中性子
生成の二つのエネルギーピークのうち不確かさの大
きい高エネルギー側について量子計算を進めた。
　航空機搭乗者に適用できる線量計の開発に関して
は、皮膚がんや白内障の原因の１つとされる紫外線
に対して可逆的な呈色反応を示すことが知られてい
るフォトクロミック酸化チタンゲルに着目し、放射
線照射時の色変化及びラジカル生成の様子をESR測
定により調べた。

2.1.3.2 宇宙放射線による生体影響と防護に関する研究
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研究成果
　航空機被ばく防護用の計算では、日本発着の主要
な国際線航空路（63路線）について、CARI-6コード
を用いた被ばく線量計算を系統的に実施し、11年分
（太陽活動の1サイクル相当）の月別平均線量値を
データベース化した。また、そのデータベースを基
に、簡便な操作で国際線搭乗時の被ばく線量を知ら
せるインターネットツール「航路線量計算システム：
JISCARD」を開発し、放医研ホームページで一般向け
に公開した。　当該ツールは数多くのマスメディア、
業界誌等で取り上げられ、半年間で30,000件近いア
クセスを記録した。
　輸送計算については、宇宙線による二次中性子生
成反応の断面積について定量的に有望な結果を得た。
今後更に計算を高度化し、既存の輸送計算コードへ
の組み入れについて検討する。
　線量計開発に関しては、合成した酸化チタンゲル
にエネルギーレベルの異なる光子（Ｘ線、γ線及び
紫外線）を照射したところ、紫外線で照射したゲル
は濃青色を呈したのに対し、Ｘ線及びγ線で照射し
た場合には着色は観察されなかった。ESR測定の結
果から、紫外線を照射した場合には着色に寄与する
電子トラップが主に生成し、Ｘ線及びγ線で照射し
た場合には着色には寄与しないホールトラップが主
に生成すること、またゲルを室温に放置した場合、
生成したラジカルは徐々に消失するが、消失の速度
は電子トラップとホールトラップでは異なること等
が分かった。合成した酸化チタンゲルは、その着色
特性を利用して紫外線用線量計素子として応用可能
であり、またESR線量計素子として利用する場合に
は、両トラップの分割及びフェーディング補正が必
要となるものの、電離放射線と紫外線の識別が可能
な線量計としての応用が期待できる。

宇宙放射線の生体影響とその防護（生物部門）

低線量宇宙放射線照射の生物影響（生物部門I）

研究担当者
岡 安 隆 一、鈴 木 雅 雄、野 島 久 美 恵、Sergey 
Druzhinin (ポストドク),　鶴岡千鶴（テクニカルス
タッフ）、岡田真希（テクニカルスタッフ）、中台妙
子（技術補助）、関田恵子（技術補助）、坂東暦子
（技術補助）、河野幸雄（技術補助）、野口実穂（連
携大学院生）、岡部篤史（研究生）

目的
　宇宙放射線、特に宇宙環境に近い低線量による生

物影響を、個体（マウス、ラット）、ヒト・哺乳類培
養細胞を用いて観測し、宇宙放射線防護研究に寄与
する。

研究経過・成果
　脳機能への影響として、マウスを用い水迷路によ
り炭素線、鉄線学習記憶障害を照射後2年間にわた
り観察、データをまとめた。　遺伝性腎癌のモデル
ラット実験では、発ガンのLET 依存性に加えて、分
子レベルでの解析が進み、データが纏められた。
　ヒト正常細胞を低線量・低線量率のガンマ線、中
性子線、ヘリウム、炭素イオンで照射後、X線1.5Gy
により誘発された 突然変異率は、炭素線前照射後の
みで有意な上昇が見られた。ヒト正常細胞において
細胞致死効果、突然変異誘発効果の核種・LET依存性
の結果が纏められた。さらに突然変異クローンの遺
伝子欠損のデータが解析された。 
　ヒト正常細胞、ヒト及びハムスターDNAニ重鎖切
断修復欠損〈非相同末端結合欠陥〉細胞を用い、高
LET重粒子線の生物影響を比較的低線量でX線と比
較した実験では高LET粒子線照射後、DNA修復系へ
の影響が大きく、特に鉄線では修復不能なDNA損傷
を創生しているのみならず、修復蛋白への影響も強
かった。さらにヒト細胞を極低線量・低線量率照射
後1回照射の実験後、高LET放射線特有の老化現象
が観測された。

放射線と微小重力の相互作用および予防医学的検討
（生物部門Ⅱ）

研究担当者
福田　俊、池田瑞代（重点研究支援）、中村麻利子
（役務）川崎智子〈技術補助〉

目的
　動物実験を用い、宇宙放射線の影響を軽減するよ
うな防護剤を開発する。微小重力と放射線の相互作
用の生物影響を解明し、宇宙予防医学に貢献する。

研究経過・成果
　フリーラジカルスカベンジャー、Thalassaemia治
療薬Deferiprone(L1)の放射線防護効果を検討した。
ラットに高線量8Gyの全身照射30分前、及び照射後
に200mg/kg-400mg/kgのDeferiproneを経口投与し
17日間、体重減少および血液性状を観察した結果、
有効な効果は認められなかった。
　宇宙環境における放射線被ばくと微小重力の相乗
効果およびそれに対するMilk basic protein(MBP)
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の効果を検討した。ラット後肢片側の大腿骨神経切
断による不動性処置、X線(3, 6Gy)の全身照射、こ
れらを組み合わせた群を作成、それぞれに1％MBP混
合飼料を３ヶ月間投与した。不動性処置および放射
線照射、それらの組み合わせ群で海綿骨の骨密度の
減少がみられた。MBP投与群では、骨密度の有意な
効果はみられなかったが、放射線、不動処置、これ
らの組み合わせ群に比べ、骨細胞活性マーカーの上
昇、吸収抑制を示すPyridinoline低下が認められた。
また、卵巣摘出によって骨減少が進行した老齢犬に
おけるMBPの効果をまとめた。
　重粒子線とＸ線(0.25~1Gy)の全身照射後の長期
影響では、成人モデルとして12ヶ月齢時に照射した
雌ラット群では卵巣、肺、脾臓の癌が増加し、重粒
子線照射群では線量依存した乳腺腫の増加がみられ
た。重粒子線およびX線照射群のいずれも、寿命短
縮がみられた。これらの結果は、８週齢で照射した
群の結果と比較が行われた。

特記事項
保田浩志：文部科学大臣表彰、放医研業績表彰
中村尚司・保田浩志・高田真志：宇宙フォーラム外
部資金採択
岡安隆一：日経サイエンス論文監修と宇宙関係オリ
ジナル記事寄稿
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Ⅰ　高線量被ばくの病態生理に関する研究
研究担当者
被ばく医療部：明石真言、中山文明、蜂谷みさを、
高井大策、富永隆子、田村泰治、朴　相姫、渡辺恵
子、須藤　誠、山本哲生、川名亜紀子
放射線障害研究グループ：小池　学、潮見友江、渡
邉恵理子、菅谷公彦、本郷悦子、王　冰、田中　薫、
村上正弘、森　雅彦、中島徹夫、根井　充、臺野　
和広
低線量生体影響プロジェクト：島田義也、東海林裕，
柿沼志津子，谷口英樹
放射線感受性遺伝子研究プロジェクト：原田良信、
野田秀平、辻　厚至

目的
　急性放射線障害治療の基礎とするために、高線量
被ばくが細胞内シグナル伝達へ与える影響と、その
シグナルが細胞間で伝播する機構について解明する。
また、高線量被ばくによる皮膚障害と関連した遺伝
子を同定し、試験管内での放射線皮膚障害の遺伝子
治療のモデル系を確立する。

研究経過・成果
(1）ヒト繊維芽細胞では放射線によりH2O2を消去す
るMnSODが 誘 導 さ れ る が、AT (ataxia- 
telangiectasia)細胞ではこの誘導がみられない。
放射線によるMnSODの誘導にはNFkBの活性化が必
要であり、これはAT原因遺伝子の正常な機能によ
り調整されていることを明らかにした。
(2）白血病細胞株U937をTPAでMacrophageへ分化
させると、時間に依存して細胞内活性酸素種
（Reactive Oxygen Species, ROS）量やCD11b発現
量は増加し、カタラーゼmRNA量は減少した。細胞
培養液中に抗酸化酵素であるカタラーゼ及びNAC
を投与すると細胞内ROS量、CD11b発現量、貪食能
の減少がみられた。以上の結果から、活性酸素種
のH2O2を分解することにより細胞の分化を抑制し
ていると考えられ、H2O2が細胞分化においてシグ
ナル伝達物質としての役割をもつ可能性を示して
いる。
(3）DNA損傷修復欠損株を含む複数の細胞株より
GFP-polの安定発現株を分離することを目指し、
RNAポリメラーゼIIの特異的阻害剤であるαアマ
ニチンと、RNAポリメラーゼII分子上に同定され

ているαアマニチン耐性の変異を利用して、GFP
で標識され、かつ機能的なRNAポリメラーゼIIを
安定に発現する細胞株を選抜した。これまでに野
生型細胞と非相同末端結合修復反応に異常を有す
る変異株より目的のGFP-pol発現株を樹立できた。
(4）C57BLバックグランドのMlh1-/-マウスを用い、
生後2と10週にX線２Gy全身照射した後72時間
まで経時的に小腸の病理標本を作成した。10週
齢マウスでは、Mlh1+/+もMlh1-/-も，同様のアポ
トーシス誘発パターンを示した。一方，2週齢
Mlh1+/+マウスは、照射後3-6時間後にピークを示
し， Mlh1-/-マウスは3-6時間にピークをむかえ、
さらにその後24時間に２つめのピークを示した。
次に、2週齢マウスにおいて、放射線によって誘
導されるp53タンパクの蓄積のタイムコースを調
べたところ、Mlh1+/+マウスではアポトーシスに先
立ち，照射後３時間をピークとし、その後減少し
た。Mlh1-/-マウスは、照射後6-12時間をピークと
し、持続的に発現していた。２つめのピークは、
この持続的なp53によると考えられた。
　　放射線照射により、細胞は細胞周期を一時的に
とめることが知られている。照射1.5時間後にG2
期の細胞は10％から20％へ増加し，3時間以降減
少し，12時間で元に戻った。照射直後にG２ブ
ロックにより，M期の細胞は３時間後まで見られ
なくなるが6時間後には観察された。S期は，３
時間後には減少したが，６時間後には回復した．
G2期、M期、S期ともにその後の分布のタイムコー
スにMlh1欠損の影響はなかった。
　　Mlh1-/-マウスはMlh1+/+マウスに比べ消化管の
腫瘍がはやく発生するが、2Gy照射による腫瘍の
発生は，１０週齢照射で顕著であったことから、
アポトーシスの感受性と腫瘍発生の感受性は一致
しないことが示唆された。
(5）マウスにおいて20Gy被ばく後にC57BL/6J系統
では4週から肺線維化がみられ、C3H/HeMs系統で
は24週までみられなかった。この2系統間での遺
伝子発現を10Gy照射後1、12、72時間後の肺でマ
イクロアレイを使って比較し、得られた被ばく後
生体反応関与候補遺伝子が実際に被ばく時に防護
反応に関わっているかを実証するために、RNA干
渉によりそれぞれの遺伝子の発現を抑制し、被ば
く後の生存率を測定した。その結果、CCNG1, 
CDKN1A, EPHX1, FOLR1, LTF, PER2の6個の遺伝子

2.1.4 放射線障害研究
2.1.4.1 緊急被ばく医療に関する研究
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を抑制すると被ばく後の生存率が有意に低下した。
　　LECラットは正常ラットでは障害がみられない
低い線量でも骨髄や腸管の障害により死亡する。
このラットは被ばく時に働く重要な遺伝子が欠損
していると考えられる。LECラットは多くの遺伝
子の発現量が正常と異なり、特に3遺伝子につい
ては反対方向へ遺伝子発現が変化することがわ
かった。LECラットの高感受性に関わっているゲ
ノム領域を挿入したプラスミドをLEC由来細胞に
導入したところ、被ばく後生存率とDNA障害が正
常レベルまで回復することがわかった。この領域
にはひとつの既知遺伝子と3つのESTが報告され
ているがいずれも被ばく時感受性には関係なかっ
た。しかし我々が同定した未報告のひとつ遺伝子
の発現がLECラットではほとんどないことがわか
りその上流にイントロンレスリボゾーマルRNAが
挿入されていることがわかった。
(6）放射線誘発胎児死亡と奇形形成に対するアポ
トーシス阻害剤の、放射線防護剤としての効果及
び作用機序を調べた。低線量（0.5Gy）照射した妊
娠12日目マウスにNa3VO4（1mg/kg）を単独、或
いは他のアポトーシスの阻害剤との併用投与を行
い、胎児発生期の放射線障害軽減効果について検
討した。また、放射線誘発アポトーシスを高頻度
で起こすラットの胸腺細胞におけるオルガネラ構
造解析の試料作製のために、ラット胸腺細胞の
パーコール密度勾配遠心分離法による分画の実験
条件をより詳細に検討した。Na3VO4の単独投与
により、新生児発育遅延の軽減が見られた。また、
Na3VO4にｐ５３阻害剤とカスペース阻害剤の両
方を同時併用した場合では、新生児の発育遅延に
対して、さらなる軽減効果が認められた。
(7）DMSO (dimethyl sulfoxide)は、OHラジカル消
去能を持ち、細胞によっては分化誘導能を持つこ
とが知られている。我々は、DNA二重鎖切断損傷
修復経路の一つである非相同末端結合(NHEJ)経
路の因子の一つXRCC4遺伝子を破壊したヒト細胞
を用いて電離放射線に対するDMSOの防護効果の
実証を試みた。XRCC4欠損細胞に対してDMSO防護
効果がほとんど見られないことから、DNA二本鎖
切断に対する防護効果は低いと考えられる。一方、
酵母では、DMSO処理をおこなうと細胞膜合成系の
遺伝子発現が高くなる。これは、DMSOによる細胞
膜ダメージに対する応答と考えられる。そこでヒ
ト細胞においても同様な応答あるは異なる応答が
みられるのか特に細胞膜合成に関与する遺伝子群
の発現レベルの変動を指標に評価することにし、
指標となる遺伝子の絞り込みをおこなっている。

(8）治療薬導入法に関してはこれまでにリポフェク
ション法によるsiRNAの効果が放射線により抑制
されることを放射線による細胞死制御に関わる２
種類のプロテインキナーゼについて示した。本年
度においてはsiRNAと他の遺伝子製剤の場合を比
較するためアンチセンスオリゴヌクレオチド（AS-
ODN）を用いたRNAのダウンレギュレーション法に
おける被ばく影響を見た。その結果、タンパクレ
ベルでの発現の減少がみられるAS-ODNの効果が
５Gyの照射を受けた細胞では完全に抑制される
ことを明らかにした。siRNAだけでなくAS-ODNを
用いたタンパク質の発現抑制法でも被ばく細胞で
はその作用が阻害されることが明らかとなり、被
ばく後治療における遺伝子製剤の使用にはさらに
詳細な検討が必要であることが実証された。
(9）前年度まで行った放射線障害人工皮膚モデルの
解析から得られた知見により、関連する抗酸化酵
素とプロテオグリカンの糖転移酵素遺伝子を見出
した。それらの相互の関係を実証するため、皮膚
角化細胞に抗酸化酵素を強制発現させたクローン
を樹立し、解析を進めた。その結果、抗酸化酵素
の一種であるcatalaseがヘパラン硫酸プログリ
カンの発現を誘導することを見出した。さらに、
その発現誘導の機序として、数種の糖転移酵素遺
伝子が関与していることが明らかになった。特に、
プロテオグリカンに共通な４糖鎖からヘパラン硫
酸鎖を特異的な合成を開始するGlcNAcT-Iがよく
誘導される知見が得られた。これらの糖転移酵素
は、放射線障害の病態形成に関与する可能性を持
つとともに、その障害を評価する疾患マーカーに
もなりえると考えた。今後、プロテオグリカンの
放射線障害治療への応用の可能性を、その関連増
殖因子であるFGFと絡めながら探索する。
(10)前年度までに同定した放射線誘導性遺伝子の生
体皮膚での発現誘導を確認するために、高線量放
射線被ばくさせたマウス皮膚を材料に、既知の放
射線誘導性遺伝子産物p53の発現変化をコント
ロールに解析を行った。高線量被ばく時にp53の
発現と同様に候補遺伝子の少なくとも一つがマウ
ス皮膚の幹細胞を含む Basal Layerに接する細胞
で特に顕著に時間依存的に誘導・増加することが
明らかになった。放射線皮膚障害のモデル系を確
立するために、高線量放射線被ばく（-40Gy）後の
皮膚細胞内の分子レベルでの解析をモデル皮膚の
各分化層の指標や放射線誘導性遺伝子産物p53の
修飾変化を指標にヒト再生皮膚モデルとマウス個
体を材料に解析を行った。その結果、ｐ53 Ser18
のリン酸化が、電離放射線被ばく後のマウス生体
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皮膚で起こることが明らかになった。また同様の
誘導が、X線被ばく後のヒト再生皮膚モデルの上
皮細胞内で起こることを示した。これらの試験管
内での放射線皮膚障害モデル系を使用して得られ
た結果は、電離放射線被ばく後のヒト皮膚細胞内
でマウス皮膚と同様の分子レベルの変化が起こり、
そのシグナル伝達に重要な影響を与えることを示
唆している。

Ⅱ　体内除染剤研究
研究担当者
宇宙放射線防護プロジェクト：福田　俊、池田瑞代
被ばく医療部：明石真言

目的
　核燃料物質の体内摂取事故医療において障害低減
を目的とした体内除染剤の開発、選択そして臨床適
用方法の最適化を行う。

研究経過・成果
(1）ウランの化学形の相違による毒性を比較するた
めに、劣化ウラン溶液のpHを1, 3, 5, 7, 10に調
整した後、8週齢雄ラットに8mg/kgを筋肉内投与
し、3週間観察した。ウラン投与6-10日後にpH3, 
7, 10群で死亡がみられ、pH10群の死亡率60％
(3/5頭)が最も高かった。実験終了時の腎機能障
害 マ ー カ ー で あ る 尿 中N-acetyl-β-D-
glucosaminidase /creatinine (NAG/Cre)値 はpH
が高くなるにつれて増加した。同様に、ウラン投
与部位の筋肉、腎臓、肝臓、脾臓、大腿骨の総ウ
ラン濃度もpHが高くなるに伴って増加し、pH7群
とpH10群で最高値を示し、とりわけpH5群とpH7
群の筋肉、pH10群の腎臓のウラン濃度が最も高か
いことが注目された。腎臓の組織所見では、pHが
高くなるにつれて腎皮質の構造破壊、萎縮線維化、
壊死の重度化が明確に観察された。得られた結果
からウランは体内（pH7）で多様な化学形が形成さ
れ、毒性が強くなることを認めた。
(2）異なる化学形に対する除去剤の効果の相違を検
討するために、溶液のpHを変えた（pH 1, 3, 5, 7, 
10)劣化ウランを8週齢雄ラットの腹腔内に投与
し、各pH群を240mg/kgCBMIDA、10mg/kgEHBP投与
群、非除去剤投与群に分けて、効果を比較した。
各pH群のCBMIDA投与グループではpH７群以外の
すべての群において体重減少はみられなかったが、
EHBP投与グループの体重は非除去剤投与グルー
プとほぼ同程度に減少した。糞尿中への総ウラン
排泄率は、pH1群、pH5群、pH10群のCBMIDAおよ

びEHBP投与グループで非処置グループより高
かった。腎臓、肝臓、骨の総ウラン濃度は、pH7群
のCBMIDAおよびEHBP投与グループ、pH10群の
EHBP投与グループ以外は低値であった。また、
CBMIDAグループの血清BUNやCreatnine値はpH7
群以外で非劣化ウラン（対照）群とほぼ同値であっ
た。得られた結果から、CBMIDAのウラン除去効果
はEHBPよりも高いこと、しかしpH7のウランには
いずれの除去剤も効果がないことが認められた。
したがって、除去剤の高い効果を得るには体内摂
取されたウランの化学形が変化する前のできるだ
け早期に投与することが重要である。
(3）他疾患治療目的で長期間人に投与されている除
去剤のうち、地中海貧血症に使用されている鉄除
去剤のDeferiprone(L1)および国内で合成された
５種類の除去剤についてウラン除去効果を検討し
た。その結果、L1および4,6-dimethyl-1-
　hydroxypyrimidin-2(1H)-oneに尿中へのウラン
排泄促進効果がみられたが、総排泄率を有意に高
めるまでには至らなかった。しかし、腎障害軽減
の効果の可能性が示唆された。経口投与できる利
点も含め、今後ウランの排泄促進および適用方法
の改善の検討を進める。

Ⅲ　放射線障害低減化研究
研究担当者
レドックス制御研究グループ：伊古田暢夫、上野恵
美、安西和紀、石原　弘、中西郁夫、稲野宏志、池
　翠萍、田中　泉、鈴木桂子
宇宙放射線防護プロジェクト：岡安隆一、岡田真希
粒子線治療生物研究グループ：安藤興一、高井伸彦
放射線障害研究グループ：吉田和子
被ばく医療部：明石真言

目的
　放射線障害を軽減・防護するため、被ばく線量の
推定、被ばく障害マーカーの同定、放射線障害軽減
化剤、及び放射線防護剤の探索・開発を行う。

研究経過・成果
(1）放射線防護剤の探索・開発のため、細胞レベル、
ならびに個体レベルで研究を行っている。細胞レ
ベルでは正常ヒト線維芽細胞に、防護剤としてシ
スティンプロテアーゼであるブロメラインをX線
照射16時間前に投与し、細胞生存率曲線を調べる
と、0.14mg/ml以上で防護効果が見られた
(0.28mg/ml時が最大)。しかし、0.28mg/ml以上
では、細胞接着因子阻害の影響で、X線非照射時
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のPlating Efficiencyが著しく低下していた。ブ
ロメラインの防護剤としての有用性は示唆された
が、適切な濃度・処理時間等の確認が必要である。
CHO細胞を炭素線で照射しその直後にNACを加え
ると、細胞生存率には変化が見られなかったが、
0.5 mM, 5 mMで濃度依存的に顕著な突然変異率低
下が観測された。個体レベルでは化合物として
TMGやTroSeMを用い、放射線防護能をX線照射C3H
マウスの30日生存率から評価した｡水溶性ビタミ
ンＥ誘導体であるTMGの場合には、マウス全身照
射(7Gy）直前、直後、ならびに60分後にTMG (
約650mg/kg)を腹腔内投与した。照射直前ならび
に直後投与場合の30日生存率は約80％前後で、
対照群の約25％と比べて有意に高かった。TMGは
照射後60分投与においても有効であり、約50％
の生存率が得られた。照射直後投与のDRFは約
1.18であった。セレノメチオニン含有トロロッ
クス誘導体であるTroSeM（約30mg/Kg）を照射
（7.5Gy）30分前にマウス腹腔内に投与すると30
日生存率は60％であり、照射直後投与では40％で、
対照群(0-10％ )に対して有意に生存率が高かっ
た。またカテキンの１つであるPolyphenon 
E(Poly-E、高純度カテキン（含有率約90％）)が
放射線被ばくによる骨髄性白血病の低減化出来る
か調べた。Polyphenon E を0.5％飼料に入れ照射
直後（３Gy全身１回）よりマウスに給餌し骨髄性
白血病が減少するか検討した。3Gy照射群では通
常食群での骨髄性白血病の発症率は21.1％であ
るのに対し、PolyE給餌群では17. 3％と減少傾向
を示し、骨髄性白血病の累積発症率はPolyE給餌
群で遅れて発症する傾向が認められた。
(2）皮膚の放射線防御法開発に資するため、高線量
被ばく時に変化する酸化ストレスマーカーとして
の生化学的指標やラジカル生成を検討した。Ｘ線
をヘアレスマウスに50 Gy局所照射後1-2週で照
射部位の皮膚における誘導型一酸化窒素合成酵素
（iNOS）のmRNAおよびタンパク質の増大、iNOS
由来の一酸化窒素（NO）量の増大、およびビタミ
ンＣラジカルの増大を見出した。ビタミンＣラジ
カルとNOの増大に相関性があり、皮膚反応には過
剰なフリーラジカルや酸化ストレスが関与してい
ると予想された。また、照射後48時間でBaxおよ
び活性型caspase-3の増大を見出し、マウスの皮
膚障害の初期反応にアポトーシスが関与している
ことが示唆された。
(3）作用機序に基づく放射線防護剤の選別方法の標
準化研究では、PETを用いた放射線被ばく早期に
おける被ばく線量計測技術の開発を行った。2-

14C-Thymidineおよび6-3H-Tymidineの腸管におけ
る集積動態の線量依存性を検証し、また血流量変
化を調べた。炭素線全身照射12時間後では、2-
14C-Thymidineの方が，線量依存性を明確に示すこ
とが実証された。PETを用いる場合の放射線被ば
く線量推定には，芳香環の2位をポジトロン標識
した2-11C-Thymidineが使用可能であることが推
定された。照射84時間後では腸管血流量が線量
依存的に昂進することが，14C-IMP取り込み実験か
ら明らかとなった。被ばく後に時間経過した場合
には2-11C-Thymidineトレーサーの他に局所血流
量を同時計測することが必用であることを明らか
にした。
(4）細胞内在性の放射線障害低減化の分子機構の解
析および遺伝子製剤の開発研究に関しては、初期
炎症反応を制御する治療遺伝子の制御ユニットの
研究を行った。致死線量の放射線で被ばくしたマ
ウス個体では多様な生体反応が惹起されると同時
に炎症反応が亢進する。被ばく直前および直後の
マウス個体に炎症促進剤および炎症抑制剤を異な
る組み合わせで投与し、末梢白血球中の炎症性サ
イトカインRNA量および個体生存率を比較するこ
とにより、初期炎症反応の制御が生存率増加に寄
与することを明らかにした。初期炎症反応を制御
する治療遺伝子の制御ユニットとして、HO-1遺伝
子の還元性薬剤誘導性プロモーターおよびFra2
遺伝子の放射線誘導性プロモーターを利用するた
めに、両遺伝子の発現制御領域をマウスゲノムか
ら単離して、独自開発したレポーター遺伝子RNA
アッセイにより誘導性プロモーターの機能解析を
進めている。

Ⅳ　緊急時精密測定・評価システムの開発
研究担当者
線量評価研究部：鈴木敏和、金　ウンジュ、矢島千
秋、吉田光明
研究推進部：白川芳幸
放射線障害研究グループ：早田　勇、古川　章
比較環境影響研究グループ：吉田　聡

目的
　測定試料の前処置が容易な低バックグラウンド放
射線測定装置を開発し、緊急時の被ばく者の迅速か
つ精密な線量評価方法を開発する。

研究経過・成果
　体内に摂取された未知の核種を物理的手法に基づ
いて早期に同定する放射能測定システムを開発した。
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これはウエル型NaIシンチレータと液体シンチレー
タを電気-光学的に結合させた4π同時計測法を基
本とするもので、全線種を同時に検出可能である。
液体シンチレータ中で検出されたα線とβ線は波形
弁別により識別され、それぞれNaIシンチレータで
検出されたγ線に対し時間相関が求められる。その
結果、試料に含まれる任意核種が同定される。又、
早期の汚染検査を目指し、予測型サーベイメータを
開発した。これは実応答を滑らかに近似する曲線を
リアルタイムで求め，直近の2点値から最終値を予
測するものである。スキャン操作速度，時定数の組
合せにおいて、1秒で安定した予測が可能であるこ
とを実証した。バイオアッセイにおいては、より迅
速且つ高感度のプルトニウム分析を目指してマイク
ロウェーブ分解法を確立した。これにより土壌換算
で10gの試料を処理していた分析を1gで行うことが
可能となり、前処理時間が大幅に短縮された。
　全身被ばく線量の推定に用いる染色体異常を0.1
～5.0Gy血液を照射し，各線量について染色体異常
の安定解析が可能であることを確認した。局所被ば
く線量の推定法としては上皮細胞を用いた手法の確
立を試みた。通常、上皮細胞の培養は数週間かかる
のが新生児マウスの上皮ケラチノサイトを単離細胞
にして培養する方法を用いることにより、培養時間
を含めて３日間で染色体解析が出来た。一方、培養
リンパ球のエアドライスライド標本を用いてFISH
法によるX染色体のみの蛍光染色を試みた。分裂間
期の核に観察される蛍光塊の数を計数すると約
80％のX染色体が検出可能であり、2Gyの被ばくが
あった場合は100細胞当たり約5細胞に3個以上の
蛍光塊が観察可能となる。従って、皮膚や毛根細胞
を低張液処理で膨張させてエアドライ標本化可能で
あれば、局所被ばくの簡便な検査指標として使用出
来ることがわかった。

Ⅴ　緊急時環境汚染対応研究
研究担当者
線量評価研究部：藤元憲三、仲野高志、白石久仁雄、
松本雅紀、サフー・サラタ・クマール、榎本宏子

目的
　研究機関における小規模なＲＩ汚染被ばく、紛失
線源、線源紛失事故及びそれによる被ばく、ＲＩ輸
送中の事故など、これまで想定されていないタイプ
の放射線事故において、環境中の放射性物質の濃度
測定、住民への線量等の評価、汚染地域の同定を迅
速化するために、事故シナリオと緊急時の環境測定
法のマニュアルを作成する。また、道路や普通の地

面を測定する方法技術を開発し、公表する。
研究経過・成果
　放射性物質による汚染事故時に線量評価の基礎と
なる情報を得るために、内部被ばくしている人直接
や人の代謝物、排泄物等の試料から放射性物質を同
定し、放射能量を得るための放射線測定法や測定機
器の最適化、迅速化や開発を行なった。吸入した超
ウラン元素の量を推定する肺モニターでは低エネル
ギーのLX線を精度良く測定しなければならない。
肺モニターの校正には従来体格の大きな欧米人を元
にしたローレンスリバモアファントムが用いられて
きたが、体格の違いが測定結果に大きく影響を与え
るため、日本人の体格に合わせたより小型の胸部モ
デルを設計し、その肺に相当する部分の241Am体積線
源を作製した。
　人の爪を使用して、ガンマ線（60Co）被ばくを想定
したＥＳＲ線量推定法を検討した。２人の男性の爪
による基礎実験結果から、照射線量（０～40Gy）と
ESRシグナルは比例することを確認した。さらに方
法の一般化のために個体数を増やしたところ、爪中
のラジカルのフェーデングに個人差があることを見
つけた。原因の解明は線量推定法の確立に必須であ
り、原因の１つとしてアミノ酸構成に着目して検討
を進めている。また尿試料のバイオアッセイ試料作
りに置いて時間のかかる共沈操作をマイクロウエー
ブ法で分解処理することで時間単位にまで短縮する
ことができた。
　簡易型ガンマ線入射方向検出器の性能試験を行っ
た。汚染源同定の性能を持たせても、依然として持
ち運び出来る重量内に留めた。複数の汚染源を同時
に精度良く12分程度の短時間で同定することが出
来ることが確認された。また放医研の外部向けホー
ムページに緊急被ばく医療に関するマニュアルとし
て、IAEA TECDOC-1092（緊急事態モニタリングの一般
手順）, TECDOC-1162（緊急事態の評価および対応の
ための一般手順）を翻訳し、掲載した。
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