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概況
　中期計画の最終年度で、原子力・放射線利用等人
間の活動に伴い環境へ放出される放射能による被ば
くの一連の過程、すなわち「線源―環境―人」ネッ
トワークの各要素について広範な分野の研究者が、
それぞれの専門の切り口から研究を進めた。核燃料
物質使用制限による一部計画の縮小、留学、研究員
の退職等々若干の戦力低下はあったが、中期目標達
成に向け順調に研究を進展させた。中でも海洋関係
や短期的な成果を得ることが困難な疫学関係の課題
において多くの原著論文が発表されたことは特筆し
てよい。また、放影協、SPring-8、NCI、IAEA等国
内外の機関との共同研究、協力関係を進め、積極的
な交流を図り、概ね中期目標を達成することができ
た。

１．研究担当者
防護体系構築研究グループ：西村義一、吉本泰彦、
吉永信治、日下部正志、山田正俊、青野辰雄、鄭建、
石井紀明、中原元和、松葉満江、渡部輝久、横須賀
節子、黒澤明子、帰山秀樹
線量評価研究部：白石久二雄、サフー･サラタ･ク
マール、渡辺嘉人、武田志乃、仲野高志、松本雅紀、
榎本宏子、藤元憲三
研究基盤部：湯川雅枝

２．目的
　水圏及び人まわりの環境における放射線・放射線
源のレベル、挙動の把握、生体内での放射性核種の
挙動の理解を通じて、原子力施設の線量評価に必要
なパラメータの創出を行い、放射性核種による環境
影響評価、人への被ばく線量・影響評価方法を開発
する。以下を達成目標とする。
・新たな核種のテルルやTh, U, Pu, Sr, I について
同位体比を用いて土壌から食品への移行パラメー
タを収集する。
・空間ガンマ線・宇宙線・ラドン・医療被ばくによ
る国民線量を推定するとともに、線量評価に必要
な情報の取得並びに被ばく線量評価の全国的な標
準化を図る。
・疫学的手法により、低線量放射線影響の解明及び
平常時・事故時における原子力発電所周辺地域住
民の健康影響を評価する。

・生物濃縮の変動要因を検出し、特定金属元素の生
物濃縮に関わる機能を担う分子の種類や細胞内で
の局在を明らかにする。

３．研究経過と研究成果
１）人まわりの放射線・放射線源のレベルと挙動
　チェルノブイリ汚染地域の土壌試料及び地下水を
収集し、ウランの同位体比（234U/238U，235U/238U，
236U/238U）をTIMS法で、関連元素（Sr,Th,I）をICP-
MSで測定した。236Uの値を精度良く測定することに
成功し、235U/238Uの比が自然界より大きく、事故の影
響であることを確認した。土壌中のヨウ素濃度が自
然界よりも少ないことを確認した。又、ウクライナ
国を構成する25行政区域別に食事試料を収集し、そ
の元素分析（約20元素）を完了した（約300試料）。
本年度は最終年度であり、これまでの総括の主な結
果として、137Csに関しては一部の汚染地域に於いて
依然と高い摂取を継続していた。ウクライナ国民の
安定体ヨウ素の摂取量が極めて低い事を証明した。
これはチェルノブイリ事故後に放射能汚染地域の子
供達に甲状腺異常の発生が高いことに関連している。
必須微量元素（Zn, Cu, Co, Mn）の摂取量が低い傾向
にあることも明らかにした。主要元素（Na. K. Mg、
Ca等）に関しては他の国民と比べても大差がなかっ
た。今後、食物連鎖における元素間の関連について
検討を加える。

２）内部被ばく
　U、Cs、Mo、Snなどの元素の微細な挙動解析を可能
にするため、これら元素の主要スペクトルの検出が
可能な高エネルギー領域の蛍光Ｘ線分析を試みた。
環境汚染物質であるトリブチルスズを投与したラッ
ト精巣の精子に微小ビームを照射し、スズの検出に
成功した。X線照射によって引き起こされるメダカ
臓器中の必須金属バランスの変化をPIXE法で調べ
た。共通して観測された現象はP及びSの増加とMn
の減少であり、照射後２週間の経過観察によっても
元の状態への復帰は見られなかった。今後、雌雄を
区別するために例数を増やし、統計的に有意な結果
を導き出すとともに、バランスシフトの回復を観察
する必要がある。放射性核種による環境汚染で影響
を受けやすい植物の胚発生過程における放射線の影
響を調べた。スギ胚性細胞の増殖阻害は、数mGy / 
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hrの低線量率照射でも発生することを明らかにし
た。特に高感受性である胚発生初期における影響を
調べるために、タバコ小胞子を用いたインビトロ植
物胚発生系を用いた解析手法を開発した。

３） 環境放射線の被ばく線量評価およびその高度化
　線量評価の手法の高度化を目指して今年度は前年
度までに達成した成果を基礎として、内部被ばく線
量評価手法に関する相互比較を実施するため、
BOMAB型ファントムを用いて日本原子力研究所東海
研究所及び核燃料サイクル機構東海事業所（いずれ
も現日本原子力研究開発機構）の体外計測装置で測
定を行い、放医研の測定結果と良い一致を見た。更
に線量評価研究部と共同で２次被ばく医療機関３カ
所で同様な測定を行い、体外計測法の標準化におけ
る問題点を検討した。また昨年度作製した各組織の
等価線量の計算評価が可能なMONDAL3のプログラム
･データの検証をおこない、プログラムを整理して
公開できる形に完成し、CDROMを作製した。今後こ
のバージョンの普及に努める。さらに、医用画像を
利用した胸部計測用数学ファントムを開発するため
ボランティアのMRI画像の解析・加工を行い肺と肋
骨の一部を描出した。

４） 放射線疫学と放射線リスク
　診療放射線技師コホート調査では、1969-98年の
非がん疾患を含む死亡率の詳細な解析を行い、リン
パ・造血組織悪性腫瘍と前立腺がんの増加が初期の
職業被ばく群で示唆された。また、被ばく線量推定
のための数値シミュレーションを行い、X線撮影1
回当りの被ばく線量が数～数十μSv、その重要な変
動要因が管電圧とターゲット素材であると確認され
た。原発周辺の潜在的放射線リスク研究では、
1972-97年の全リンパ・造血組織悪性腫瘍と非消化
器系固形がんの死亡率の解析を行い、これら死亡率
の全国6地方ブロック別標準化死亡比の経年変動は
比較的安定していることを確認した。選ばれた100
市町村の解析では原発所在地区のこれら死亡率の見
かけ上の増加あるいは減少が成人期、特に女性で確
認された。この原因として年齢別死亡率および高齢
者がん死亡数の経年変化を指摘した。他方、生涯リ
スク（フォールアウト問題を含む）及び屋内ラドン・
航空機乗務員宇宙線被ばく問題の疫学的知見に関し
てレビューを行った。原子力施設従事者等の職業被
ばくに関して国内外の研究協力も継続した。

５）海洋における放射性物質の分布とその変動
　海洋における放射性物質の分布と変動を把握する

ため、海底堆積物・沈降粒子中のPu同位体比の測定
を継続するとともに、その分析結果を総合的に解析
した。また、海水中での粒子による移行・ 循環過程
の解析も進めた。東シナ海から採取した沈降粒子中
のPu同位体比は、グローバルフォールアウト比の
0.18に比べ、有意に高いことがわかった。北部日本
海・オホーツク海・東シナ海などの日本周辺海域か
ら採取した海底堆積物中のPu同位体比の分析結果
を解析し、ビキニ核実験起源のPuが東シナ海で約
50％、北部日本海で約20％、オホーツク海で約10％
堆積していること、ビキニ核実験起源のPuの移行に
北赤道海流・黒潮・対馬海流などの海流が重要であ
ることを明らかにした。さらに、放射性核種と粒子
状物質の挙動から海水中での物質の輸送過程の解析
を行い、北太平洋、東シナ海や太平洋赤道域などの
海域毎の特徴を明らかにした。

６）海産生物による放射性物質の濃縮及びそのメカ
ニズム
　原子力施設から海洋に放出された放射性核種の環
境（水、底質、餌）から水圏生物（藻類、プランク
トン、無脊椎動物、魚類）への、あるいは食物連鎖
における生物間での移行経路、移行速度等について
検討した。また海洋環境試料中における放射性核種、
安定同位体の濃度も測定した。前年度に確立した
99Tcの簡易・迅速分析法を海洋環境試料に適用して
青森県六ヶ所村にある日本原燃㈱再処理工場の本格
操業前の99Tcのバックグランド値を調べた。その結
果、99Tcは海藻からだけ有意な値として検出され、
なかでも緑藻オオハネモは最も高い濃度である
0.693 Bq/kg 乾を示した。この値は、英国セラフィ
－ルドで採取された褐藻Fucus vesiculosus に比べ
ると1/136,000であった。青森産のチガイソなどの
海藻中の99Tc濃度は他の県の海藻と同程度の値で
あった。海洋生物中のアルファ核種の簡易・迅速分
析測定法を開発し、セラフィ－ルド産の海藻に適用
した結果、報告値と一致した値が得られた。　擬似
生態系を室内に構築して環境水、堆積物、植物、動
物間における放射性核種の分配・移行について検討
した結果、淡水魚における放射性セシウムの濃縮係
数が海水魚と比べて高い値を示す主な原因として底
質の寄与率の違いが関与していることが分かった。

７）海洋における放射性物質の環境汚染評価
　海洋環境における放射能汚染評価あるいは環境モ
ニタリングに利用し得る生物指標（生物検出器）を
探索するために、沿岸海域の着生生物（藻類、軟体
類）についてその放射性核種濃度および安定元素組
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成を調べてきた。褐藻類、ウミトラノオの99Tc、緑
藻類、ハネモ類のラジウム、軟体類肝臓（中腸腺）
の108mAgなど、生物検出器として適用し得るある特定
の生物と放射性核種の組合せについては既に報告し
た。本年度は本研究計画期間中に採集した試料の放
射性核種濃度および安定元素濃度データを再吟味し、
生物による物質の特異的濃縮現象について検討を加
えた。ここでは得られた濃度値についてSmirnov検
定を用い特異的濃縮の生物と元素の組合せとして探
索した結果、対象とした試料に該当するものが多く
見出された。これらにはワスレガイのMn、ソデイカ
肝臓のCu、Zn、Ag、Cdやハネモ類のSr、Baなどが
含まれ、濃度分布の中央値の数十倍から100倍高い
値を示すものがあった。これらの元素には原子力産
業で生成される放射性同位元素もあることから、こ
れらを濃縮する生物を生物検出器として環境モニタ
リングに利用することは意味あることと考えられた。
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概況
　人の健康や環境に影響を与える可能性のあるリス
ク源は環境中に数多く存在するが、異なる種類のリ
スク源がもたらす影響の程度を相互に比較評価する
方法は確立されていない。本研究の目的は、種々の
環境有害物質（放射性物質、重金属等）について、
環境中での動態から生物・生態系への影響を相互に
比較・相対化するための適切な手法を開発すること
である。リスク認知の規準化や相対化を行うことに
より、異なる産業が環境・生態系へ及ぼす影響を相
互に比較することも可能となる。
　本年度は5年計画の最終年度にあたり、下記の4
チーム編成で、生体影響、生態系への影響、数理モ
デル、環境動態など、多方面からの研究を実施する
とともに研究のまとめを行った。
　第１チーム（DNA損傷を指標とした環境有害物質
の相対的危険度の比較）： DNA損傷関連遺伝子の発現
が放射線とヒ素によって変動する事を明らかにし、
DNA損傷の指標として特定遺伝子の発現変動の有用
性を検証した。また、放射線およびその他の環境有
害物質が引き起こす間期死を指標として放射線と環
境有害物質の細胞毒性機序の相違を明らかにする実
験を行った。
　第２チーム（生態評価のためのバイオマーカー及
び手法の開発）：生態系影響指数（EEI）が50％とな
るときの有害因子の用量（ED-50）を影響評価の定量
的比較尺度とし、これまで実施してきた様々なマイ
クロコズム負荷実験の結果に適用してその有効性を
示した。また、マイクロコズムを用いたγ線長期連
続照射実験を行うとともに、サブシステム（構成生
物種）の利用による影響発現の要因解析を行った。
　第３チーム（複雑系解析手法による評価指標の開
発）：モデル生態系個体群動態シミュレータの開発を
終了し、放射線や化学物質への曝露を模擬して、各
生物集団の増殖・環境収容力への影響、生物種間相
互作用による影響を推定した。また、生態影響評価
の数理尺度として絶滅確率による持続可能性の低下
を定量的に評価する手法の検討を行った。
　第４チーム（有害物質の高精度分析技術の確立と
環境挙動に関する研究）：プルトニウムとウラン同位
体の分析技術の開発及びウランとヨウ素についての
化学形態評価法の開発を行い実環境のデータを蓄積
した。また、土壌-植物系における放射性核種と安
定元素の移行パラメータを収集し、これまでのデー

タを実環境の標準値として整理した。

１．研究担当者
比較環境影響研究グループ：吉田　聡、佐藤　宏、
久保田善久、藤森　亮、武田　洋、宮本霧子、柳澤
啓、府馬正一、石井伸昌、土居雅広、川口勇生、田
上恵子、坂内忠明（以上研究員）、孫　学智、末冨勝
敏（リサーチフェロー）、中森泰三（客員研究員）

２．目的
　放射性物質等の環境有害物質の生体及び生態系影
響（環境負荷）を相互に比較・相対化する適切な手
法（比較尺度）を開発し、リスク認知の規準化、相
対化により、原子力等のエネルギー生産システムが
環境・生態系へ及ぼす影響を比較する。以下を達成
目標とする。
・放射線と環境有害物質の相対的な危険性をDNAの
損傷を指標に比較する。特に現在、環境汚染で問
題となっている重金属３種類、化学物質５種類に
ついて相対危険度を決定する。
・多種類の生物種から構成される実験生態系等を用
い、放射線、重金属等による個体数変化および生
理活性機能（光合成等）への影響に関する比較尺
度を求める。
・個体ベースモデルによる仮想計算機生態系シミュ
レータを開発する。また、生態影響比較の共通リ
スク評価指標を開発するため、シミュレーション
により、生態系の擾乱や絶滅リスクを支配する因
子を提示する。
・実環境生態系（森林生態系、農業生態系等）にお
けるセシウム、テクネチウム、ヨウ素等の微量元
素の挙動パラメータを求め、化学形態を考慮した
比較解析を行う。また、プルトニウム、ウラン等
の同位体分析に関して、より簡易で精度の高い分
析技術を開発する。

３．研究経過
　これまでの4年間は、比較影響評価に必要な技術
と手法を確立するとともに、放射性核種や環境有害
物質の環境中での挙動、生態系への影響、相対危険
度の解明に向けて研究を進めた。
　その結果、DNA二重鎖切断とその修復を指標とし
た放射線と環境有害物質の複合影響評価、細胞毒性
に対するグルタチオンの影響、マイクロコズムの生

2.2.1.2 放射線等の環境リスク源による人・生態系への比較影響研究
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物個体数変化を指標とする放射線等の有害因子の影
響評価、生態系への影響を定量的に評価するための
影響指数（EEI）の開発、生態系内の機能的変化を評
価するための13Cトレーサー法の開発、微生物実験生
態系への負荷による個体群動態を評価するための数
理モデル開発、絶滅確率の増加による持続可能性の
低下を影響の尺度とするためのアルゴリズムの作成、
捕食関係による間接影響評価モデルの開発、ユーグ
レナの重力走性を指標とした影響評価、長半減期核
種等の分析技術の高精度化と環境データの蓄積、ヨ
ウ素等の環境移行に果たす微生物の役割、等に関し
て多くの成果を得た（原著論文67報）。
　今年度は、これらの研究の継続とまとめを行い、
以下に示す研究成果を得た（原著論文8報）。

４．研究成果
１）DNA損傷を指標とした環境有害物質の相対的危
険度の比較：
　ヒトの正常繊維芽細胞へのX線照射で誘導される
遺伝子群を網羅的遺伝子発現解析法によって抽出し、
いくつかの遺伝子については定量的PCR法により線
量に依存した発現増加を確認した。また、DNA二重
鎖切断を促進することが示唆されてきたヒ素が
CDKN1A(p21)遺伝子の発現を誘導することを網羅的
遺伝子発現解析法及び定量的PCR法によって確認し、
特定の遺伝子発現がDNA損傷の評価に有用であるこ
とを示した。
　細胞の間期死を指標として放射線と環境有害物質
の相対的な危険度を明らかにするために、放射線、
ヒ素、パラコートによるマクロファージのアポトー
シスを比較し、それぞれ異なる機序により細胞死が
誘導されることを明らかにした。
２）生態評価のためのバイオマーカー及び手法の開
発：
　生態系への影響を評価するために開発した生態系
影響指数（EEI）が50％となるときの有害因子の用
量（ED-50）が放射線とその他の有害因子を比較評価
するための定量的尺度となることを、マイクロコズ
ム実験の結果に適用して実証した。
　マイクロコズムやその構成生物へのガンマ線連続
照射実験を行い、連続照射による影響は必ずしも線
量率依存性を示さず、また大腸菌が最も放射線抵抗
性であることなど、急照射の影響とは異なる現象を
見いだした。一方、より現実的な低線量率（約0.5 
mGy/日）での連続照射によるユーグレナや大腸菌へ
の影響についても検討し、低線量率の放射線がユー
グレナの増殖率を促進させることを示唆する結果を
得た。

３）複雑系解析手法による評価指標の開発：
　モデル生態系個体群動態シミュレータ（コード名：
SIMCOSM）を開発し、生産者藻類、消費者原生動物、
分解者バクテリアの3種微生物生態系の個体群・群
集動態の数理解析が可能になった。また、この技術
仕様を公開した。
　SIMCOSMを用いた個体群動態シミュレーションに
より、放射線の急性照射、連続照射、化学物質の曝
露等による個々の個体レベルの急性致死、代謝低下、
遊泳速度低下によって、各生物集団、群集構造への
影響を推定、評価した。
　集団の持続可能性の評価指標として、上記のシ
ミュレーション結果から、集団の内的増殖率と環境
収容力を測定して、絶滅リスク（集団存続時間）を
計算する数理解析プロトコルを選定した。
４）有害物質の高精度分析技術の確立と環境挙動に
関する研究：
　ウランとプルトニウム同位体を分析するための前
処理法を改良して、ICP-質量分析装置を用いた短時
間かつ高精度の分析法を確立し、環境中の濃度と同
位体比に関するデータを蓄積した。また、微量元素
の分析を進め、土壌-植物系における移行パラメー
タを収集するとともに、水圏、土壌、植物等に関し
てこれまでのデータを実環境の標準値として整理し
た。
　土壌中のウランを存在形態別に抽出する手法を開
発し、存在形態別の同位体比の違いを明らかにした。
また、溶液中の無機ヨウ素を化学形態別に分析する
ための手法を開発し、環境中でのデータを蓄積した。
　ヨウ素、セレン、セシウム等の環境移行にはたす
微生物（菌類やバクテリア）の役割に関して研究を
進めた。また、担子菌及び土壌動物（ミミズとトビ
ムシ）に対する放射線の影響に関する研究を進めた。
５）その他の成果：
　本研究課題は、近年国際的に注目されている放射
線の環境防護の問題と関連しており、研究担当者が、
新設されたICRP第5委員会のメンバーに選出される
とともに、OECD/NEAの委員会のメンバーとして活動
し、ICRP及びIAEA主催の国際会議にも数多く参加
して、国内外の議論に貢献している。

５．まとめ
　5年間の研究により、有害物質の環境挙動を明ら
かにし、生物及び生態系に対する影響を物質同士で
比較し、かつ、生態系影響を数理モデルで解析する
一連の手法が確立された。即ち、実生態系での異な
る汚染物質の動きを相互に比較しながら解析し、放
射線と他の有害物質のリスク認知の基準化に役立つ
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「比較尺度」の開発に関しては、毒性学的およびモ
デル実験生態系において成果が得られ、特にモデル
実験生態系においては「影響指数」という定量的な
指標を開発した。加えて、モデル生態系の現象を再
現し生態系の撹乱や絶滅リスクを評価するための数
理モデルを開発した。これは異なる分野が連携する
ことによって初めて得られた成果である。
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概況：
　平成17年度は、5カ年の中期計画の最終年度であ
る。このため、中国黄土高原を中心に積極的に進め
ていたフィールド調査の結果を取りまとめるととも
に、この調査過程でより明らかになったトロンに起
因する測定・線量評価・影響評価上の様々な問題に
ついて検討を行った。その成果を国際学会や国際会
議にて報告することにより、ラドンの動態解明から
線量評価および被ばく影響の解明に貢献した。特に、
2005年から開始された国際保健機関WHOの国際ラド
ンプロジェクトに対して積極的に参画するなど、得
られた科学的知見の成果提供に努めた。

研究担当者：
山田裕司、米原英典、福津久美子、床次眞司、石川
徹夫、卓　維海、Csaba Nemeth, V. Parami（外国人
特別研究員）、山内正剛、秋葉澄伯（鹿児島大、客員
協力研究員）、下　道國（藤田保衛大、客員協力研究
員）、山崎敬三（京大、客員協力研究員）、沖　雄一
（京大、客員協力研究員）、安岡由美（神戸薬大、客
員協力研究員）、飯本武志（東大、客員協力研究員）、
森泉　純（名大、客員協力研究員）、古川雅英（琉球
大学、客員協力研究員）石森　有（サイクル機構、
客員協力研究員）、真田哲也（日本分析セ、客員協力
研究員）、石川幸治（㈱化研、客員協力研究員）、住
谷邦博（㈱化研、客員協力研究員）、小泉　彰（㈱サ
イエンスサービス、客員協力研究員）、杉野雅人（群
馬医短、研究生）、細田正洋（中医技専、研究生）、
N.M. Rahman（名大、実習生）、長田直之（京大、研
究生）、篠崎和佳子（㈱千代田テクノル、研究生）

目的：
　自然放射線による公衆被ばくの約1/2を占めるラ
ドンによる被ばく影響を明らかにするため、環境中
のラドン動態調査研究や曝露による生物影響研究を
通して、被ばく影響リスクを総合的に評価する。以
下を達成目標とする。（中期計画より）
・子孫核種粒径分布測定法を開発し、各種環境中の
ラドン・トロン子孫核種の性状・挙動を明らかに
する。
・気道沈着粒径別測定法を開発し、これを用いて一
般公衆に対するラドン・トロンの線量を沈着部位
別に算出評価する。
・ラドン除去技術（特許出願中）について実用化試

験を実施し、その除去性能を実証する。
・ラドン・トロンによる細胞障害について、細胞生
存率や遺伝子突然変異頻度などを指標として、そ
の影響を解明する。

研究経過：
　平成17年度は、以下に示す3つのテーマに大きく
分けて研究経過を示す。
１）ラドン・トロンの動態に関する研究
　実環境におけるトロンの動態については情報が少
ない。特にその壊変生成物の情報が少ないため、本
年度も積極的にデータ収集に努めた。トロンは半減
期が約1分しかないため、発生源からの距離に強く
依存することは既に知られているが、時間的変動も
大きいことがアクティブ測定による詳細調査により
明らかになってきた。
２）濃度から線量評価に向けての基礎研究
　測定した濃度から被ばく線量の算出評価は容易で
はなく、その線量換算係数については線量学的な手
法と疫学的な手法とでは差異が小さくない。本課題
では、これまでにラドン壊変生成物の線量換算係数
について、その粒径依存性などの検討を行ってきた。
今年度はトロン壊変生成物についてもその検討を拡
大した。
３）ラドン曝露影響の検索
　曝露影響については、前年度に引き続いて細胞レ
ベルでラドン曝露およびトロン曝露を実施してデー
タを積み重ねた。ラドンについては気管上皮細胞の
小核形成率を指標にして、線量率依存性についても
調べた。遺伝子突然変異については、突然変異の発
生頻度と線量との関係が単純ではないため、突然変
異の種類の特定など更なる解析を進めた。

研究成果：
１）生活環境中のトロン
　前年度より継続で生活環境におけるトロンの挙動
に関する研究を行った。土壁から散逸するトロンで、
室内のトロン濃度は大きな変動幅を示すが、トロン
壊変生成物についての空間分布の情報はほとんどな
い。本年度は、トロン濃度が高い部屋と比較的低い
部屋において、沈着モニタにより、トロン壊変生成
物の空間分布を測定した（図1参照）。その結果、い
ずれの環境においても、統計的なばらつきが大きく、
論理的に予想されるような一定の濃度は得られな

2.2.1.3 ラドンの環境中における動態と生物影響に関する研究
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かった。原因としては、濃度が低いことや、僅かな
空気の動きによる沈着速度の変化などによる測定器
の誤差の可能性もある。一般環境でもトロン濃度が
高い場所も見いだされており、今後その被ばく線量
評価は重要となると考えられる。そのような場所で
の正確な線量評価を行うために、今後さらに知見を
蓄積して、変動の原因を特定する必要がある。

図1　土壁のある和室における調査

２）ラドン・トロン壊変生成物に関する線量換算係
数の比較
　ラドン・トロン壊変生成物による曝露量を線量に
換算するためには、これらの量を関連付ける線量換
算係数が必要である。UNSCEAR 2000において、ラド
ン壊変生成物の換算係数は9 nSv/Bqhm-3と評価され
ている。またトロン壊変生成物の換算係数としては、
ラドンの換算係数（9 nSv/Bqhm-3）と、線量評価モデ
ルで計算されたラドン・トロンの線量換算係数の比
を用いて、40 nSv/Bqhm-3という値が評価されている。
しかしながら、ここで使用された線量評価モデルは、
1987年に発行されたICRP 50を基礎にしている。線
量評価モデルに関しては1994年にICRP66が発行さ
れたものの、これを使ったトロン壊変生成物の線量
換算係数の計算はあまり行われていなかった。
　そこで本研究では、ICRP 66モデルに基づいて、ト
ロン壊変生成物に関する線量換算係数を計算し、ラ
ドン壊変生成物の換算係数との比較を行った。さら
に代表的な環境パラメータを用いて、ラドン・トロ
ン壊変生成物の線量換算係数の代表値を算出した。
これを用いて実際のフィールド調査で得られたラド
ン・トロン壊変生成物濃度から、線量の相対的な比
較を行った。高トロン濃度地域では、トロン壊変生
成物による被ばく線量は、ラドン壊変生成物からの
線量に匹敵する場合もあることが示された。
３）ラドン・トロン粒径分布測定
　壊変生成物の粒径については、ラドンとトロンの

両方が存在する混在場においても弁別評価できるよ
うに測定・解析手法の最適化を図った。その結果、
混在場であってもラドンは単独場と同じ5分の短時
間サンプリングで良いこと、また、トロンも従来考
えられていた長時間サンプリングは必要なく、30分
程度でも十分であることなどが明らかになってきた。
なお、混在場ではキャリアエアロゾルが共通である
ことから、壊変生成物の粒径においてラドンとトロ
ンとの間には特に差異は認められていない。
４）ラドン・トロンによる生物影響に関する研究
　気相－液相培養下でのラドンあるいはトロン曝露
実験により、ラットの気管上皮細胞における小核形
成を指標にした線量－効果関係曲線を描くための
データを積み重ねた。低線量率で長期被ばくがラド
ン被ばくの特徴でもあることから、解析では曝露時
の線量率に注目してその依存性を調べた。その結果、
1 mGy/h以上の線量率になると小核形成率が上昇傾
向を示した。この線量率は一般の屋内環境のラドン
濃度105 Bq/m3に相当する。このデータは曝露が週単
位で得られた結果であることから、極めて高濃度で
も曝露が短期間であれば小核形成には影響を及ぼさ
ないことを意味する。
　遺伝子突然変異については、マウスのFM3A細胞を
用いたラドン曝露を実施してHprt 遺伝子における
その発生頻度を調べた。10 mGy以下の曝露群では6
－チオグアニン（6TG）耐性変異株の出現頻度は自然
発生の頻度と有意差は見られなかったが、300 mGy
の曝露群では10～100倍に上昇した。この突然変異
の種類をPCR法で解析したところ、1 mGy以下の曝露
群においても欠失変異が有意に検出された。ただし、
線量が高くなるとこの欠失変異は逆に低下した。高
線量率では細胞生存率が低下するため見かけ上、変
異の出現率が低下することも考えられるが、その作
用機序は複雑であり今後の解析が待たれる。
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１．概況
　本研究グループは、放射線によって生成する生体
内ラジカルに関する研究、および活性酸素や活性窒
素などによって生じる種々の障害やそれらに対する
防御に関する研究を、レドックス制御の観点から
行っている。平成16年度で竹下啓蔵第二チーム主
任研究員が崇城大学薬学部教授に栄転した。一方、
松本謙一郎主任研究員(NIHのNCI, Radiation 
Biology Branchより)が新たに加わった。放射線に
対するレドックス制御に関する研究のなかで、本年
度は生体内活性酸素生成評価系の開発研究において
は、ex vivo スピントラップ法の抗酸化剤の評価を
引続き、さらにアシル保護ヒドロキシルアミンプ
ローブの生体内還元活性評価に関する研究を行った。
放射線による自己変異遺伝子および誘導性遺伝子の
制御機構の解明では、放射線障害とゲノム不安定化
の関連を明らかにするため特殊レポーター遺伝子を
導入した細胞で、放射線障害過程における内在レト
ロウイルスの転写・逆転写を解析した。またレポー
ター遺伝子RNA測定技術や生体内ラジカル除去酵素
遺伝子を改変した細胞の機能を解析し、細胞内レ
ドックス状態変動を測定するシステムの構築を行っ
た。放射線起因NOラジカルによる生体障害と制御
に関する研究では、ラット乳腺のＸ線照射による
NOSの活性化について、照射線量依存性、誘導時間
に関する研究を実施した。放射線による生体障害と
レドックス制御物質に関する研究では新規カテキン
誘導体の開発、およびニトロキシド類のペルオキシ
ルラジカル消去機構の解明を行った。

２．研究担当者
伊古田暢夫（グループリーダー）、第一チーム：中西
郁夫、第ニチーム：安西和紀（チームリーダー）、松
本謙一郎、第三チーム：小野田眞、第四チーム：鈴
木桂子、石原　弘、田中　泉、稲野宏志（客員研究
員）、盛武　敬（学振特別研究員）、薬丸晴子（客員
技術員）、池　翠萍（客員技術員）、田中亮子（神奈
川大学、客員技術員）、西澤千穂（千葉大学大学院、
研究生）、川島知憲(共立薬大大学院、研究生）、林
大輔(芝浦工大、実習生）、川口久美子(共立薬大、
実習生）

３．目的
　放射線防護への貢献を目的として、放射線による

生体障害を、活性酸素・フリーラジカルの関与を通
して、分子、細胞、組織及び個体レベルで明らかに
し、活性酸素・ラジカルに対する消去化合物の探索
を行う。以下を目標としている。(1)放射線による
活性酸素・フリーラジカル生成のin vivo 評価法を
確立し、活性酸素・フリーラジカルの生成と障害と
の関係を明らかにする。(2)極微量核酸成分定量技
術を利用して、放射線・活性酸素に対する内在レト
ロウイルスのゲノム不安定化に対する寄与、および
誘導性遺伝子であるHO-1の制御機構を明らかにす
る。(3)放射線起因一酸化窒素が内分泌系器官に与
える影響、特に放射線発癌の修飾因子を明らかにし、
予防を可能とする。(4)放射線により生じる活性酸
素・フリーラジカルの生体成分への障害機構を明ら
かにし、それらに対するレドックス制御物質を開発
する。

４，５　研究経過・成果    
１）生体内で生成する活性酸素・活性窒素・フリー
ラジカルをin vivoで 評価する方法の開発研究。

　本年度は、放射線により生成する活性酸素、ラジ
カル生成評価法としてのex vivo スピントラップ法
において、本法を用いた抗酸化化合物評価を継続す
るとともに、活性酸素生成と放射線障害との関係を
明らかにする研究、ならびにアシル保護ヒドロキシ
ルアミンプローブを用いて得られたイメージの詳細
を明らかにするためのin vitro実験を行った。
　ラットの腹部照射によるヒドロキシルラジカルの
生成をex vivo スピントラップ法で観察する系にお
いて、スピントラップ剤としてPBNよりもPOBNを用
いた方がシグナルが大きくなることを見出した。し
かしながら、Ｘ線照射によるシグナル増大は個体の
バラツキ幅に比較してそれほど大きくなく、抗酸化
物評価にそのまま用いることは難しいことが判明し
た。また、皮膚に対するＸ線照射で、アスコルビン
酸ラジカルの増加が観察され、これが脂質過酸化と
対応していることを明らかにした。X線照射マウス
と未照射マウスからそれぞれ肝ホモジネートを調製
し、ACPの保護基がはずれたCPの還元速度と、CPの
ヒドロキシルアミン体であるCPHの酸化速度をin 
vitroで比較したところ、マウスのX線照射はCPH
の酸化速度には影響せず、CPの還元速度を減少させ
た。これらのことから、X線照射マウスと未照射マ
ウスの間で見られたESRシグナル強度変化の違いは、

2.2.2 生物系基盤研究
2.2.2.1 放射線に対するレドックス制御に関する研究
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肝におけるニトロキシルラジカルの還元活性の違い
によるものと考えられ、アシル保護ヒドロキシルア
ミンプローブの投与により生体内の還元活性を評価
できる可能性を示した。

２）放射線およびレドックス状態の変動による自己
変異遺伝子および誘導性遺伝子の制御機構の解明。
　本年度は、放射線障害過程における内在レトロウ
イルスの転写・逆転写の解析から、放射線障害と内
在レトロウイルス媒介ゲノム不安定化の関連を明ら
かにすること、また独自開発したレポーター遺伝子
RNA測定技術を用い、天然抗酸化剤によるHO-1遺伝
子の転写制御機構の解明、ならびに生体内ラジカル
除去酵素遺伝子を改変した細胞の機能を解析し、細
胞内レドックス状態変動を測定する生体応答解析シ
ステムの構築を行った。
　逆転写レポーター遺伝子を安定導入して樹立した
血液系細胞において、IAPのレトロウイルス性ゲノ
ム変異過程における逆転写中間産物を検出すると同
時に、細胞当たりの逆転写物の量を正確に測定する
real-timePCR技術の開発に成功した。さらに、X線
照射（3Gy）後24時間以降の当該細胞における、IAP 
cDNA量は3～5倍に持続性に増加した。内在突然変
異原であるIAP cDNAの放射線障害細胞における増量
は、ゲノム不安定化に寄与することを強く示唆して
いた。また、正常個体におけるIAPの挙動を解析す
るために、逆転写レポーターを組み込んだトランス
ジェニックマウスを作出・系統樹立し、末梢血液に
おけるIAP RNAおよびcDNA量の変動をreal-time 
PCRで追跡できる分析系の確立に成功した。また骨
髄系細胞におけるHO-1 mRNA誘導を指標として、同
程度の還元能を持つ種々のカフェイン酸(CA)エス
テル類および類似の天然抗酸化剤の影響を比較測定
した。30倍以上のHO-1誘導活性はCAのエチルまた
はフェネチルエステルにのみ見られ、他のCAエステ
ル類は非CA性抗酸化物質と同様に5倍以下であった。
このことから、CAエステルの強力なHO-1誘導機構
は還元能よりもその化学構造に依存することが判明
した。また、昨年度完成したレポーター遺伝子RNA
測定技術を利用して抗酸化物質応答性モチーフを
HO-1遺伝子上流1.3kbに見出した。生体内ラジカル
除去酵素に核内移行信号ペプチドを連結したトラン
スジーンを安定導入・強制発現させたRAW264.7細胞
において、放射線照射による増殖阻害の回避される
ことが示された。

３）放射線起因ラジカルによる生体障害（内分泌系
器官の障害）と制御の相関に関する研究。

　本年度は、ラット乳腺組織におけるX線照射によ
るNOS発現に関して，X線線量ならびにNOS(NO合成
酵素)誘導時間などを明らかにすること、ならびに
HC11細胞を用いてNOによる細胞間接着装置関連タ
ンパク質のリン酸化に関する研究を行った。
　ラット乳腺組織におけるiNOS発現とX線線量との
関係やiNOS発現経時変化について，乳腺組織の培養
実験系を用いて検討し、iNOS発現量は線量依存性
(0-20Gy)があること、iNOS誘導は照射後6-24時間
まで増加傾向で、培地中のNO量とiNOS発現量に相
関があった。以上より、ラットの乳腺ではX線線量
に応じてiNOSが誘導され、長時間発現するため過剰
のNOが放射線誘発乳腺腫瘍の発生要因の一つと
なっている事を明らかにした。また，下垂体ホルモ
ンの一種であるプロラクチン（PRL）が乳腺における
iNOSの誘導を惹起し，過剰のNO産生をもたらすこ
と事も見出した。これは放射線誘発乳腺腫瘍の発生
要因の一つにPRLが深く関わっている可能性を示唆
した我々の既報とよく符合する。即ち，PRLが高発
現している妊娠後期や授乳期は特に放射線感受性が
高く，乳腺腫瘍発生頻度は高くなるが，その発症要
因の一つが，乳腺組織で局所的に過剰に産生された
NOであることを示す事ができた。PRLによってNO産
生が亢進している妊娠後期や授乳中のラット乳腺組
織では，放射線によって産生されるNOも加わって，
強い癌化イニシエーションを受けると考えられる。
NO発生剤（NOC5, 12,18）を乳腺上皮細胞（HC11）
の培養系に添加し，細胞間接着関連タンパク質（オ
クルジン，ZO-1）におけるリン酸化を検討したが，
チロシン、セリン，スレオニン残基の何れにおいて
も，明瞭なリン酸化亢進は起こらなかった。

４）放射線による生体障害とレドックス制御物質に
関する研究。
　本年度はニトロキシル類のラジカル消去機構の解
明と、これまで蓄積したフェノール系物質の抗酸化
反応機構情報を基に、新規カテキン誘導体を開発し、
そのラジカル消去活性の評価を行った。
　ニトロキシル類の抗酸化能を比較し、ニトロキシ
ルのペルオキシルラジカル消去機構を検討した。そ
の結果、消去機構はラジカルカップリングでは無く、
ニトロキシルからペルオキシルラジカルへの一電子
移動によることを初めて明らかにすることができた。
さらに、これまでに得られたフェノール系物質のラ
ジカル消去機構解析情報を基に、種々の平面型カテ
キン誘導体を合成し、フリーラジカル消去活性の評
価を行い、天然型カテキンの5-10倍の活性を有する
新型カテキンを開発した。
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概況
　放射線の生体影響に関し、放射線障害機構の解析、
程度の予測、防御機構などについて個体、組織、細
胞、分子レベルで総合的に解析して放射線のリスク
評価およびリスク低減化に関する知見を得ることが
本研究課題の目的である。イラン・タルビアトモダ
レス大学からSaghirzadeh Mojtabaが3ヶ月間、イラ
ン・原子力機構からMehdi Jafar Ahmadpoorが2ヶ
月間滞在して共同研究を実施した。　

生物学的線量推定に関する研究
１．研究担当者　
神田玲子、古川　章、村上正弘、辻さつき、南久松
真子*、吉田光明**（*客員研究員、**併任）
２．目的
　染色体異常による20cGy以下の低線量放射線の線
量推定法の確立及び高LET放射線の生物学的効果比
(RBE)を決定する。
３．研究経過
　染色体標本自動作製装置および顕微鏡オートス
テージ・分裂細胞自動検出システム汎用型プロトタ
イプがほぼ完成し、このシステムとこれまでに放医
研で開発した培養法、染色体標本作成法を用いて、
中国高自然放射線地域住民の染色体異常解析を行
なった。その結果、二動原体と環状染色体を指標に
用いると、蓄積被ばく線量が20cSv以下の線量域で
の線量推定が可能であることを明らかにした。また
原子間力顕微鏡による染色体異常解析により、これ
まで光学顕微鏡では同定できなかった環状染色体上
の動原体や近距離に存在する複数の動原体が確認で
きることを明らかにした。マウス末梢血リンパ球を
用いた染色体異常解析法を開発し、全身被ばくによ
る高LET放射線の生物学的効果比（RBE)に関する実
験系を確立した。
４．研究成果
　前述の分裂細胞自動検出システムの特許申請を行
い、業者(選定済み)と製品化について検討を行
なった。In vivo被ばく者およびin vitro照射実験
の解析結果より、環状断片/二動原体の比および過
剰断片/二動原体の比が、線質を異にする放射線被
ばくの細胞遺伝学的指標として有望であることがわ
かった。また低線量プロジェクトおよび宇宙プロ
ジェクトと共同でヒトリンパ球の染色体異常頻度を
指標とした中性子線(10MeV) とC, Fe, Neイオンの

RBEを求めた（順に1.6、1.4、2.3、2.3）。コルセミ
ド等薬剤処理を行なわない条件下で、原子間力顕微
鏡による染色体損傷部位の観察を行なうことを目的
として、卵母細胞の標本作成法を検討し、解析用の
試料を作成した。

放射線急性障害の発生機構および修飾要因に関する
研究
１．研究担当者　
相沢志郎、田中　薫、王　　冰、Guillaume Vares*、
吉田和子**、大山ハルミ***、能勢正子***、北川昌伸***、
藤田和子***、長谷川真紀****、古橋舞子*****（*博士号
取得若手研究員、**客員研究員、***客員協力研究員、
****研究生、*****実習生）
２．目的
　アポトーシス、DNA・染色体損傷などの生物学的指
標により、放射線による細胞・組織障害の線質差及
び修飾要因の作用機序を解明する。
３．研究経過
　マウス形態形成期において、放射線適応応答現象
の存在が認められた。適応応答の誘導にはp53遺伝
子が必須である事がわかった。適応応答の誘導にお
ける低線量前照射の線量率効果が認められた。発生
過程での適応応答に関して、適応応答で生まれたマ
ウスは健康でない事がわかった。放射線誘発奇形発
生においてp53依存性アポトーシスは重要な役割を
果たしている事がわかった。放射線の催奇形成にお
いて発生段階における放射線線量率効果が認められ
た。
　フレンドウイルス感染による急性放射線障害の亢
進効果にはp53遺伝子が重要な役割を持つが、Atm
遺伝子は必ずしも必要でないことが生死の結果と併
せ、血液動態の解析でも明らかとなった。フレンド
ウイルス感染による急性放射線障害の亢進効果を細
胞学的に解析し、遺伝学的なバックグラウンドや感
染から照射までの期間に関して限られた範囲内で、
フレンドウイルス感染が造血細胞の放射線感受性を
高める事がわかった。
４．研究成果
　放射線誘発奇形発生において、p53とカスペース
の阻害剤による、放射線誘発アポトーシスへの一時
的な抑制作用は有ったが、放射線の催奇形性への抑
制作用は見られなかった。p53上流信号伝達経路の
阻害剤は、放射線誘発アポトーシスと催奇形性への

2.2.2.2 放射線障害に関する基盤的研究
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抑制作用が認められた。マウス形態形成期において、
適応応答で出生したマウス新生仔では、脳などの器
官損傷、発育延遅、行動異常等が生じていること、
また寿命短縮があることを明らかにした。適応応答
で生まれたマウスの終生観察は終了した。腫瘍罹患
率については、得られた組織の病理解析を完了した。
　C3Hマウスがマウスレトロ（フレンド）ウイルス
に感染すると、非致死線量の3Gy照射によっても急
性障害により死亡するようになる（造血死）。この亢
進効果はp53遺伝子機能に依存性である。致死量照
射をしたマウスとウイルス感染+亜致死線量を照射
したマウスの造血幹細胞の減少の程度の比較を行っ
た結果、造血幹細胞（CFU-S）、末梢血の血球数とも、
致死量照射をしたものと同程度にまで減少している
ことがわかった。

放射線応答遺伝子とその分子機構に関する研究
１．研究担当者
根井　充、中島徹夫、菅谷公彦、本郷悦子、森　雅
彦、呉　健羽*、臺野和弘** (*重点研究支援協力員、
**客員協力研究員)
２．目的
　放射線障害の発生に関し、その機構を分子・細胞
レベルで解明することにより、放射線のリスク評価
の科学的基盤を確立する。
３．研究経過
　p53と協調してp21(WAF1)遺伝子の低線量放射線
応答に機能する転写因子を検索した。また、胸腺リ
ンパ腫における低線量放射線誘導性のPKCカスケー
ドの関連タンパク質を調べるとともに低線量による
アポトーシス調節シグナルの探索を行った。さらに
ヌクレオチドアナログを用いたin vivo測定により
生細胞内の転写反応に及ぼす電離放射線照射の影響
を調べるとともに、DNA非相同末端連結修復（NHEJ）
系に関与する遺伝子群について遺伝子改変細胞を作
製し、細胞レベルでの電離放射線感受性に関する解
析を行った。
４．研究成果
　0.2-2Gyの線量域の放射線によるp21 遺伝子誘導
にはp53の他に、転写因子Oct1が関与することを示
唆した。また、胸腺リンパ腫細胞における放射線に
よるアポトーシス誘導においてAtm依存性のPKCδ
の活性化経路が関与することを見出すとともに、低
線量放射線により誘起されるAtm非依存性PKC依存
性アポトーシス経路の存在も明らかにした。さらに、
修復反応欠損細胞株を対象に電離放射線の転写反応
に与える影響を、高酸化ストレス条件下でヌクレオ
シドアナログの取り込みで解析したところ、対照と

した紫外線照射ほど顕著な活性の変動はないことを
明らかにした。一方、NHEJの因子の一つであるDNA-
PKcs遺伝子の破壊を試み、遺伝子座の一つを破壊す
ることに成功した。今後はもう一方の遺伝子座の破
壊を試みる。

増殖・分化に対する放射線の影響に関する研究
１．研究担当者
廣部知久、笠井清美、小池　学、大場　基**、朝長
啓造**、生田統悟**、潮見友江***、照沼絵美*（*研究
生、**客員協力研究員、***客員技術員）
２．目的
　本研究の目的は細胞の増殖・分化に対する放射線
の影響の機構を、様々な実験系で明らかにすること
である。
３．研究経過
　紫外線によるメラノサイト増殖・分化異常に関与
するケラチノサイト由来因子の細胞培養系での解析
を行ってきた。γ-H2AX抗体を用いて、重粒子線に
よるDNA障害とその修復を解析し、Ｘ線と比較して
きた。また、Ku80タンパク質について、放射線感受
性関連機能領域の放射線感受性以外の機能への関与
の有無や放射線誘導性アポトーシスの分子機構や細
胞増殖機構、細胞内局在へ及ぼす影響等について検
討してきた。
４．研究成果
　紫外線による色素斑の形成に顆粒球マクロファー
ジコロニー形成促進因子(GMCSF)が重要な役割を果
たしていて、それがケラチノサイトから供給される
ことを明らかにした。色素斑を形成しているケラチ
ノサイトは対照に比べGMCSFのmRNAの発現量が多
かった。これらの結果から紫外線により遺伝子レベ
ルでGMCSFの発現が制御されていると考えられる。
　γ-H2AX抗体を用いて、重粒子線によるDNA障害
とその修復を解析したところ、γ-H2AX抗体の
フォーカスはX線では照射後30分で最大となった後
減少するが、鉄イオン線では出現ピークが持続し、
数時間後にも残存するものが多いことを明らかにし
た。
　Ku80蛋白質のこれまでに同定した放射線感受性
関連機能領域の細胞レベルでの役割を細胞分子生物
学的手法で解析し明らかにした。さらに、この感受
性領域が抗癌剤の感受性にも直接関与することが明
らかになったので、これらの機能領域情報はヒト細
胞の電離放射線による放射線障害に関する分子機構
を明らかにするための重要な知見であるばかりでな
く、新薬開発の知見としても活用されることが期待
される。
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研究担当者
荒木良子、野田攸子、斎藤俊行、安倍真澄

目的
中期計画５年間の目標
　マウス、ヒト細胞における放射線応答の機構を解
明する手段として、質の高い遺伝子発現プロフィー
ル解析技術を確立する。これを用いて放射線防御機
構に関与する遺伝子群を網羅的に同定することによ
り、それらの遺伝子発現情報を獲得する。得られた
遺伝子を破壊した細胞を作出し、遺伝子作用相互の
関係を系統的に明らかにする。
　以下を具体的な達成目標とする。
・改良ＡＦＬＰ法による全発現可能遺伝子の８割を
カバーする遺伝子発現プロフィール解析技術を完
成する。
・マウス、ヒトにおける放射線応答性遺伝子を同定
（100種類以上）する。
・放射線応答遺伝子を破壊した細胞株（５種類以上）
を樹立し、遺伝子間ネットワークにおける遺伝子
相互の関係を明らかにする。

平成17年度の具体的目標
１．16年度に行ったHiCEPによる遺伝子発現解析を
もとに、幹細胞における放射線応答遺伝子（ある
いは転写物）を単離する。
２．HiCEP法を用いた放射線応答性遺伝子データの
収集を行う（放射線安全研究センターとの共同研
究）。

３．発現プロフィール解析技術を用いRecql4遺伝
子産物の機能を解析する。

研究経過及び結果
　上述の「平成17年度の具体的目標」１～３それぞ
れについて以下に述べる。

　目標１について：HiCEP法は、ストレス応答など微
妙な遺伝子発現変動の解析に特に有効であることが
示され始めている。今回、マウス胚性幹細胞（ES細
胞）において低線量X線照射によって発現が誘導さ
れる転写物の同定を試みた。その結果、5cGy照射に
より、発現が増加するもの：20個、減少するもの：
17個　を見出した。これらの転写物の中には、　更
に低線量である２cGy照射により、発現が増加する

もの：2個、減少するもの：5個が含まれていた。2cGy
発現誘導が最も顕著なものを解析したところ、この
転写物が0.5cGy照射においても有意に誘導される
ことが示され、その遺伝子産物が関与するシグナル
パスウェイが明らかになった。これまで見出されて
いなかった１cGy以下の照射における遺伝子発現変
動がES細胞において始めて明らかになった。また
その機能も明らかとなり、これらがES細胞特異的で
あることも示された。この結果は、極低線量影響の
機構研究に大きく貢献するだけではなく、幹細胞の
放射線応答の理解へも生産的な情報を与えた。

　目標２について：体細胞であるヒト線維芽細胞株
を用い、極低線量（１cGy電離放射線）照射におい
て変動する遺伝子群の同定を試みた。藤森、岡安、
高橋博士を中心に研究が遂行され順調に推移してい
る（「2.4外部資金研究等」-p102参照）。

　目標３について：RecqL4遺伝子を相同組み換え技
術を用いて破壊したES細胞株を２種類作成した。
これらRecql4-/-ES細胞2株とR1細胞（野生型）に
おける遺伝子発現をHiCEP法にて比較し、－／－細
胞株で共通に誘導される転写物を44個、抑制される
転写物を４個発見した。

2.2.2.3 放射線応答遺伝子発現ネットワーク解析研究
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概況
　平成17年度は中期計画の最終年度で、２報の論文
発表を行うなど順調に成果が得られた。
　クロラムブシルによるメダカのミュータジェネシ
スにより、昨年度得られた１系統（８０２）に加え、
新たに１系統（１１０８）の放射線感受性メダカを
樹立した。
　ラット繁殖効率を向上して放射線影響研究に役立
てるために、初期胚採取のための過排卵処理条件の
設定や初期胚操作条件についての設定を行った。
呼吸器病原細菌に対して感受性の異なるマウス系統
を用い、菌感染と病変部のリンパ系細胞の動態を検
索して病態を明確にした。
　呼吸器感染等の遺伝子診断について、開発した方
法を実用化に向けて改良した。
　先端遺伝子発現研究センター等との共同研究によ
り、新規に同定された放射線感受性遺伝子群に由来
する、遺伝子改変マウス１系統の作出に成功した。
　実験動物の生理データ収集に関し、当所で生産し
ているマウス３系統の解剖学的データを公表した。
　なお、石川は日本医科大学にて神経解剖学の非常
勤講師を、また松下は東邦大学理学部で実験動物学
の非常勤講師を務めた。また、平成17年４月より丸
山耕一を博士号取得若手研究員として採用した。
　５年間の中期計画においては、原著論文32報を発
表するとともに、特許１件、データベース構築３件
を行い、放射線感受性メダカ２系統、放射線感受性
遺伝子群由来の遺伝子改変マウス２系統を樹立する
など、中期計画を達成できた。

研究課題名
　放射線影響研究のための実験動物の開発に関する
研究

研究担当者
放射線安全研究センター　実験動物開発研究グルー
プ　松下　悟、石川裕二、鬼頭靖司
研究基盤部　実験動物開発・管理室　岡本正則、
小久保年章、池田　学

目的
　新規の放射線関連遺伝子改変動物や放射線高感受
性動物を作成し、遺伝学的及び微生物学的に統御さ
れた実験動物系統を樹立する。以下を達成目標とす

る。
・メダカのミュータジェネシス（突然変異誘発）技
術を確立し、放射線感受性メダカを少なくとも１
系統樹立する。
・顕微受精を用いた遺伝子改変動物作成方法と精子
凍結保存法を確立し、未受精卵培養法を用いた新
規発生工学技術を確立する。
・実験動物感染症の診断技術について分子生物学的
方法を用いて高度化するとともに、新規開発・既
存動物の生理・病態に関するデータを収集・公表
する。

研究経過
・これまでの研究により確立したクロラムブシルに
よるメダカのミュータジェネシス技術を用い、放
射線感受性メダカ系統の樹立にむけて、候補とな
る系統の収集、調査をすすめている。
・ラットの性周期検定法、過排卵処理の応用、系統
間の胚卵数の調査などを行い、初期胚採取法を確
立した。
・ラット２細胞期胚を用いて低酸素及び、ウシ血清
アルブミンの有無が体外発生に及ぼす影響につい
て調べた。
・呼吸器病原細菌に対して感受性の異なるマウス系
統を用い、菌感染と病変部のリンパ系細胞の動態
を検索して病態を明確にしている。
・呼吸器感染等の遺伝子診断について、開発した方
法を実用化に向けて改良する。
・放射線感受性関連遺伝子群等の新規遺伝子改変マ
ウスの作出に関し、遺伝子発現ネットワーク研究
グループ及び先端遺伝子発現研究センターとの共
同研究を行い、３種の新規遺伝子に由来する生殖
系列キメラマウス及び遺伝子改変マウスを作出す
る。
・近交系マウス６系統の体格・解剖学的データを収
集し、集計用データベースソフトでとりまとめて
いる。

研究成果
１．メダカのミュータジェネシスに関し、クロラム
ブシルによる突然変異誘発後の第３世代で、2Gy
のX線照射（正常のメダカ胚では影響の出ない線
量）で、放射線感受性スクリーニングをさらに進
めたところ、昨年度得られた１系統（８０２）に

2.2.2.4 放射線影響研究のための実験動物の開発に関する研究
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加え、新たに１系統（１１０８）の放射線感受性
メダカ系統を得た。この形質は次世代以降にも遺
伝した。

２．Wistar系ラット２系統（Slc:WI及びCrlj:WI）に
て性周期調査をインピーダンス計法およびスメア
法とで比較し、スメア法がより確実に性周期を把
握できることがわかった。また自然排卵数は、
Slc:WIで9.7±0.3個、Crlj:WIで13.8±0.4個で
Crlj:WIの方が有意に多かった。また過排卵誘起
ホルモンに対する反応性については、Slc:WIでは
全く見ら無かったが、Crlj:WIでは12匹中5匹に
見られ、採卵数は42.8±6.2個であった。

３．低酸素とウシ血清アルブミンの胚盤胞期胚への
発生への影響は系統により異なり、Slc:WIは、酸
素濃度に感受性が高く、Crlj:WIではアルブミン
に感受性が高いことが示された。胚盤胞期胚核数
に関しては、96時間培養後に両系統共に、低酸素、
アルブミンの影響が顕著になる傾向が見られた。
両系統において低酸素濃度、アルブミン添加条件
下での培養にて、胚盤胞期胚の核数が一番多かっ
た。しかしながら、体内発生卵胚に比べると発生
率も遅く、核数も少ない。

４．呼吸器病原細菌Pasturella pneumotropicaに
関し、放医研分離菌と標準株２株、P.haemolytica
標準株の同定を細菌培養法とPCR法で行い、放医
研分離株がP. pneumotropicaの性状に近いこと
を確認した。

５．呼吸器病原菌CAR bacillusの感染実験を行い、
免疫組織化学による肺病変部リンパ球動態の質的
解析を行った。その結果、病理組織学的に
BALB/c-nu/+(高感受性)とA/J(低感受性)では菌
接種21日を経過して以降は同質の病変(気管周囲
リンパろ胞過形成)が認められ、リンパ球表面抗
原であるCD4、CD8陽性細胞の出現頻度において両
系統間に質的差異は認められなかった。CD4およ
びCD8陽性細胞の出現頻度はCD4がCD8を上回っ
ていた。系統間におけるCAR bacillusの感受性の
差異は免疫担当細胞の反応性というより、粘膜局
所における感染抵抗性機構の関与が重要と考えら
れた。

６．呼吸器感染等の遺伝子診断の実用化への改良に
関し、鼻腔スワブの採取素材を改良した。その結
果、生存状態でのスワブ採取が可能となった。ま

た新たに開発した２分割ケージ蓋が検疫に有用で
あることを、CAR bacillusの感染実験による遺伝
子診断で明らかにした。

７．昨年度に引き続き、先端遺伝子発現研究セン
ター及び遺伝子発現ネットワーク研究グループと
の共同研究を実施し、発現プロファイル研究によ
り同定された遺伝子群等を改変した新規遺伝子改
変マウスの作出実験を行った。作出方法は、これ
までに私達が確立した安定して効率良くES細胞
と宿主胚のキメラマウスが作出出来る簡便な凝集
技術による実験系を用いた。その結果、非遺伝子
改変の対照区において凝集胚からの産子作出成績
は29.8％、この内、毛色キメラ雄個体は33.6％
(83匹/247匹)、ＥＳ細胞が生殖細胞系列へ寄与
したキメラ雄個体は20匹/83匹（交配テスト供試
数）となった。３種類の新規遺伝子(Ra、Sn、Te)
においてキメラ雄個体作出成績は、各々
Ra:43.5％(20/46)、Sn：75.0％（27/36)、Te：25.5％
(13/51)であった。この内、野生型個体（B6マウ
ス）とのテスト交配実験の結果、ＥＳ細胞が生殖
細胞系列へ寄与したキメラ雄個体は、各々Ra:0匹、
Sn：6匹、Te：2匹となった。以上より、新規に同
定された３遺伝子に由来の毛色キメラ及び生殖細
胞系列キメラ個体が多数作出できた。本年度は、
共同研究の下、Sn遺伝子に由来する新規遺伝子改
変マウス１系統（+/-）の作出に成功し共同研究の
推進に寄与した。

８．実験動物の生理的データの収集に関し、実験動
物開発・管理室と共同で生産マウス６系統の基礎
的解剖データについて収集・データベースによる
とりまとめを行い、マウス３系統のデータを公表
した。
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概況
　低レベル酸化プルトニウム吸入曝露ラットに誘発
された肺腫瘍について、線量効果関係を確立し、X
線誘発肺腫瘍と比較した線量反応、組織形態、がん
関連遺伝子変異等に関するデータをまとめた。クエ
ン酸プルトニウム注射投与マウスに誘発された骨肉
腫およびリンパ腫について、MNU投与あるいはγ線
照射により誘発された腫瘍と比較した線量反応をも
とめ、組織形態、がん関連遺伝子変異等に関する
データをまとめた。上記発がん効果の特異性に関す
る全実験データの集約および病理標本の保管等を含
む記録資料を作成して公表し、中期計画の目標をす
べて達成して本研究課題を終了した。

研究課題名
　プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効
果に関する研究

１．研究担当者
早田　勇、山田　裕（内部被ばく影響研究グループ）、
小木曽洋一（客員協力研究員）、中村慎吾、廣内　篤
久（研究生）

２．目的
　本中期計画では、低レベルのプルトニウム吸入曝
露及び注射投与による発がんリスクとその特異性を
動物実験により解析することを目的として、１）酸
化プルトニウムのラットへの吸入被ばくによる肺が
んリスクを実証し、線量効果関係を明らかにするこ
と、２）可溶性クエン酸プルトニウムのマウスへの
注射内部被ばくによる発がんとその特異性を明らか
にすることを達成目標として行われてきた。最終年
度ではその目標達成のため、１）生涯飼育実験群に
よる発がんおよび非がん病変の解析を継続・完遂し、
２）これまでに樹立あるいは供与されたラットの気
道細胞株について、増殖・癌化の各段階ごとにがん
関連遺伝子の変異・発現を比較解析して、さらに３）
発がん効果の特異性に関する全実験データの集約と
病理標本保管等の記録資料作成を完遂して、その成
果を公表することを目的として行った。

３．研究経過
　プルトニウム内部被ばく発がんのリスクとその特
異性の解明のため、以下のような動物実験群の生涯

飼育と、それぞれの死亡個体の病理学的・細胞分子
生物学的解析研究を行ってきた。
　ラットに誘発される肺腫瘍について、低レベル酸
化プルトニウム吸入曝露群600匹および対照群200
余匹のデータから、原発肺腫瘍発生率の線量効果に
関して、肺線量0.16Gy近辺での悪性癌発生率は対照
群のそれと有意差はなく、閾値様線量域のあるLQ型
線量反応を示すことが明らかにされた。肺腫瘍の組
織型では腺腫および腺癌が全体の約76%であり、免
疫組織学的検査により、その起源はII型肺胞上皮細
胞あるいはClara細胞であることが判明した。酸化
プルトニウム吸入曝露群、全身(分割)および胸部
(1回) X線照射群（対照群含む720匹）それぞれに
発生した肺腫瘍発生率の線量効果曲線を比較した結
果、とくにX線胸部照射による癌腫と比較した酸化
プルトニウム吸入による癌腫は、直線部分の傾きと
50%発生率の肺線量に約10-11倍の差異（すなわち生
物学的効果比）があること、また癌腫病変の発生数
においても酸化プルトニウム吸入では約2倍高いこ
とが明らかにされた。また、X線誘発肺腫瘍におい
ても組織型ではII型肺胞上皮あるいはClara細胞由
来の腺腫・腺癌が主体であり、酸化プルトニウム誘
発肺腫瘍との大きな差異はみとめられなかったこと
から、標的細胞（起源）は同一であるが、その発生率・
発生数等程度において線質差が存在することが明ら
かにされた。
　98例の肺腫瘍組織から抽出したDNAのPCR-SSCP 
解析およびdirect sequenceによるがん抑制遺伝子
p53の突然変異率は約13％であり、Exon5および6に
おけるCpGサイトの点突然変異（G to AないしC to T）
であることが明らかにされた。一方、X線誘発肺腫
瘍（33例）、あるいはネプツニウムやラドン等アル
ファ核種吸入による肺腫瘍（それぞれ23例および15
例；仏DRR/CEAとの共同研究）の抽出DNAとの比較
解析では、X線あるいは他のアルファ放射線源によ
る突然変異率はきわめて低く、発生機構の違いが示
唆される結果を得た。マヤック作業従事者において
プルトニウム吸入により誘発された肺腫瘍（腺癌）
に高頻度に見られた、腫瘍抑制遺伝子p16のメチル
化について、ラットのプルトニウム誘発肺腫瘍で解
析したところ、16例中5例（31％）でメチル化が生
じていた。組織型で分けると腺癌では6例中4例
（67％）、扁平上皮癌 では3例中1例（33％）にお
いてメチル化を示したが、腺扁平上皮癌では7例す

2.2.2.5 プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効果に関する研究
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べてで非メチル化を示し、組織型特異的な傾向がみ
られた。このことより、プルトニウム誘発肺腫瘍に
おいて、主に腺癌の発生においてはp16のメチル化
が関与していることが明らかにされた。
　マウスに誘発される骨・リンパ造血系腫瘍につい
て、クエン酸プルトニウム注射投与群（対照群含む
C3H, C57BL, BC3F1の3系統630匹）にのみ特異的に
誘発される骨肉腫の発生時期は全て早期（投与後
200-600日）に出現し、その発生率はいずれの系統も
骨線量2-3Gy（投与量500-1000Bq）で50-63％をピー
ク値とする線量効果反応を示すことが明らかにされ
た。これら骨肉腫の原発部位はいずれの系統でも大
部分骨梁骨・類洞が発達し骨髄成分に富む骨格に頻
発することが明らかにされた。しかしながら、これ
ら骨肉腫症例から選んだ新鮮凍結試料の抽出DNAの
PCR-SSCPによりp53、K, H, N-ras等がん遺伝子突然
変異を解析したところ、1例のp53異常(Exon7)を除
き、全て正常（野生型）であり、少なくともこれら
がん関連遺伝子の変異と骨肉腫発生との相関関係は
薄いことが示唆される結果を得た。また、頻度は低
いものの、プルトニウム5000Bq以上の高レベル投与
群で、リンパ腫が投与後180-300日の早期に発生し、
免疫組織学的検索によThy1-, CD3-, CD5-, CD19-, 
CD79b-かつB220+の表現型を有する非T細胞性・B
前駆細胞リンパ腫であることが明らかとなった。こ
れに対しアルキル化剤MNU注射投与マウス（上記と
同じ3系統各60匹計180匹）に急性発生したリンパ
腫では、いずれの系統においてもThy1+, CD3+, 
B220-のT芽細胞性リンパ腫であり、Pu投与群に誘
発されるリンパ腫との違いが明らかにされた。
　アルファ線特異的細胞応答については、ラット気
道上皮由来の不死化細胞株（SV40T2）にアルファ線
(241Am)あるいはX線を照射し、小核形成率を生物学
的指標として線質比較を行い、線量評価に必要な
RBEの算出を行ったところ、約4.3という値が得ら
れた。一方、標的細胞レベルでの応答遺伝子発現と
がん関連遺伝子変異等を検討するための材料として、
プルトニウム投与動物に発生した腫瘍組織から培養
細胞の作出を試みたところ、酸化プルトニウム吸入
曝露ラットの肺腫瘍（腺癌）およびクエン酸プルト
ニウム注射マウスの骨肉腫各一例から継代可能な培
養細胞株を確立した。肺腫瘍から樹立された細胞株
(PuD2)をヌードマウス皮下に移植すると、定着・腫
瘤形成し（癌原性）、再度培養後移植しても同様で
あった。また、骨肉腫から樹立された細胞株(mOS)
をヌードマウス皮下に移植すると、定着・腫瘤を形
成し、組織学的にも類骨・骨梁骨を形成することが
わかり、発がん機構を調べるために利用しうる細胞

株を確立することができた。
　肺腫瘍の誘発過程におけるp16の関与を調べるこ
とを目的として、PuD2細胞と、種々の増殖・発癌過
程にある、ラット気道上皮由来のウイルス不死化細
胞株(SV40T2)、γ線誘発形質転換細胞株(RTiV3)、
あるいはベンツピレン誘発形質転換細胞株(BP, 
BP(P)Tu, BP130, BP270)の癌原性とp16メチル化状
態を比較検討した。その結果、ラット肺腫瘍形成過
程において、p16メチル化と発現抑制は比較的初期
の段階で生じていること、またp16そのものの欠失
も腫瘍誘発に関与していることを明らかにした。

４．研究成果
１）生涯飼育実験群による発癌および非がん病変解
析の継続および最終的総括のため、γ線照射群
（対照群含む3系統600余匹）マウスについて、
腫瘍等死因の病理組織および免疫組織学的検索を
すべて終了した。系統によって若干の差はあるが
リンパ腫（T細胞性・B細胞性等多様）と骨髄性白
血病が多発し、その他の固形腫瘍として卵巣腫瘍、
肺腫瘍、肝腫瘍に加えて、皮膚・乳腺腫瘍やハー
ダー腺腫瘍等、γ線照射に特有でプルトニウム注
射群にはみられなかった腫瘍が誘発されることが
明らかにされた。
２）肺腫瘍の増殖・癌化の各段階におけるがん関連
遺伝子の変異・発現を調べることを目的として、
ラットの気管および肺から分離され初代培養した
正常上皮細胞に放射線を照射し、上皮細胞増殖因
子非依存性に増殖する形質転換細胞のp16メチ
ル化状態を検討した。その結果、形質転換細胞は
いずれもアガロース培地で増殖性を示さなかった
が（接着依存性）、p16はメチル化しておりその発
現も抑制されていることがわかった。このことよ
り、ラット肺上皮細胞のp16メチル化と発現抑制
は、照射後、増殖因子非依存性の形質を発現する
ような初期の段階で生じていることが明らかに
なった。
３）プルトニウムと他の発がん要因により誘発され
た腫瘍の比較解析について、γ線照射マウス実験
群に関するデータを追加し、全実験群の個体別病
理診断結果一覧と、細胞・DNA試料を含む腫瘍の病
理組織標本（パラフィンブロック・薄切標本スラ
イド・ディジタル画像等）のアーカイブをまとめ
てデータベースを作成し、研究所のホームページ
に公開するとともに、印刷物 (Pathological Arc-
　hives of Life-Span Animal Studies on Carcinoge-
　nesis Following Internal Exposures to Plutoni-
　um Compounds; NIRS-M-186)としても刊行した。
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概況
　臨床試験において良好な成果を挙げつつある重粒
子線治療の有効性を踏まえ、重粒子線治療の普及に
向けて治療装置の小型化に必要な設計の最適化と要
素技術の開発研究を実施している。

研究課題名
高効率線形加速器の開発

１．研究担当者
岩田佳之、山田　聰、村上　健、山本和男（博士研
究員）、小川博嗣（客員技術員）、藤沢高志（客員研
究員）、宮原信幸、野田耕司、本間壽廣、坂本幸雄、
北條　悟、高田栄一、河野耕二、佐藤眞二、村松正
幸、吉本光男、杉浦彰則、佐藤幸夫、北川敦志、熊
田雅之、金澤光隆、取越正己、古川卓司（博士研究
員）

２．目的
　放医研の重粒子線がん治療装置（HIMAC）を用いて
行われてきた臨床試験は良好な成績を収め、高度先
進医療の認可を得るに至った。その臨床実績から重
粒子線がん治療の有効性が認めら、更に重粒子線が
ん治療の全国的な普及が待ち望まれている。しかし
ながら、既存のがん治療装置は大型であるため、普
及を推進する上で装置の小型化及び低コスト化が必
要不可欠である。
　重粒子線がん治療装置は重イオン加速器と照射装
置に大別され、更に重イオン加速器はイオン源、線
形加速器及び主加速器により構成される。特に
HIMACで用いられている線形加速器は全長32mを超
えるため、極めて大型である。

図１　小型RFQ線形加速器。全長2.5m、直径40cmと
大幅な小型化を実現している。炭素イオンを
核子あたり0.6 MeVまで加速する。

図２　APF方式IH型DTL。直径40cm、全長3.5mと
小型である。炭素イオンを核子あたり4.0 
MeVまで加速する。

　線形加速器の全長は加速器自身の製作コストのみ
ならず、施設のサイズを左右することから施設全体
の建設コストに大きな影響を与える。そのため、小
型かつ省電力（高効率）な線形加速器の開発は重粒
子線がん治療装置全体の小型化および低コスト化を
進める上で最も重要な位置を占めると考えられる。
以下では高効率小型線形加速器の開発について述べ
る。

３．研究経過
　今回、開発した高効率線形加速器は小型RFQ線形
加速器とAPF方式IH型DTLにより構成される。新た
に設計した小型RFQ線形加速器は全長が2.5m、直径
約40cmであり、HIMACのRFQ線形加速器（全長7m、
直径60cm）と比べて大幅な小型化が実現されている
（図１）。これは共振周波数をHIMACのRFQ線形加速
器の2倍である200 MHzで設計したことと、炭素加速
に最適化したことで可能となった。また所要電力も
約110 kWと省電力な設計であり、必要な高周波増幅
器及び電源の小型化や低コスト化に大きく貢献して
いる。この小型RFQ線形加速器は平成17年夏に完成
し、ビーム試験を行った。その結果、設計通りの
ビーム品質を得ることができている。
　次に後段の線形加速器はHIMACのアルバレ型DTL
にかわり、APF方式IH型DTLを新たに採用した。IH
型DTLの原理は1950年代に提唱され、高効率で小型
として知られてきたが、今日まで余り実用化されて
いない。それは共振器内に発生する電磁場分布を既
存の2次元電磁場計算コードで求めることができず、
共振器の設計が大変困難であったためである。しか
しながら、近年の計算技術の発展にから3次元電磁

2.2.3 重粒子線治療に関する基盤研究
2.2.3.1 重粒子線がん治療装置の小型化に関する研究開発
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場計算コードが開発され、IH型DTLの電磁場分布が
直接計算可能となってきた。我々はこの3次元電磁
場計算コードを用い、IH型DTLの電磁場計算及び共
振器の詳細な設計を行った。

図３　APF方式IH型DTLの高周波波形（上段）とファ
ラデーカップのビーム電流波形（下段）。RF
のパルス幅は1 ms。

　また、3次元電磁場計算コードの精度評価や設計
の妥当性、共振器の製作性を検証するため、平成16
年度にIH型モデル共振器を製作し、電場測定を行っ
た。その結果、計算コードの精度は良く、十分実機
の設計が可能であることがわかった。
　線形加速器の設計において、加速途中のビームを
いかに収束させるが重要な課題となる。アルバレ型
DTLなど従来の線形加速器では電極内部に四極磁石
などの収束要素を組み込み、ビーム収束を行ってい
る。しかしながら、共振器の大幅な小型化に伴い収
束要素を組み込むことが困難となってくる。この問
題を解決し、かつ更なる小型化を実現するため、高
周波加速電場のみでビームの加速と収束を行うAPF
方式を採用した。APF方式の原理はIH型DTLと並び
1950年代に提唱されていたが、同期位相の設計が困
難であるため、これまで全く実用化されていなかっ
た。我々は詳細なビーム光学計算を行うことで、同
期位相の最適化に成功した。

図４　測定された炭素四価のエネルギー分布。中心
エネルギーは核子あたり4.0 MeV。エネル
ギー分散はΔE/E=±0.4％である。

 

図５　HIMAC線形加速器と今回開発した高効率小型
線形加速器のサイズ比較。HIMACの線形加速
器は約32mに対して、高効率小型入射器の全
長は6m。

　IH型DTLとAPF収束を組み合わせて、今回、世界
で初めてAPF方式IH型DTLを開発に成功した（図２）。
これにより共振器の全長は3.5m、直径40cmと極め
て小型である。
　また、IH型共振器を採用したため、所要電力が約
350kWと大変省電力である。そのため、HIMACアルバ
レDTLで必要であった1MWクラスの3台高周波増幅
器が500kWクラスの増幅器一台で済む。高周波増幅
器は高価であるため、省電力であることは製作費削
減にも繋がる。APF方式IH型DTL実機は平成17年末
に完成し、小型RFQ線形加速器と共に放医研サイク
ロトロン棟に設置されている。

４．研究成果
　平成17年度末には小型RFQ線形加速器とAPF方式
IH型DTLを組み合わせた高効率線形加速器の炭素
ビーム加速総合試験を実施した。その結果、治療で
必要なビーム強度見積値の倍である380eμA（12C4+）
のビーム電流を得ることができた（図３）。また、エ
ネルギー分布の精密測定から、エネルギー分散はΔ
E/E=±0.4％と、設計通りの結果が得られた（図４）。
APF方式を採用したIH型DTLはこれまで例がなく、
その加速成功は世界初の快挙である。APF原理が実
証されたことは、今後、加速器科学の分野における
APF方式線形加速器の発展に大きく貢献すると思わ
れる。
　開発に成功した小型RFQ線形加速器とAPF方式IH
型DTLから構成される高効率小型線形加速器は全長
で6mとHIMAC線形加速器に比べ全長で1/5以下と大
幅な小型化が実現された（図５）。線形加速器の小型
化は加速器自身の製作コスト削減のみならず、がん
治療装置全体の建設コスト削減に大きく貢献する。
この成果は、普及型がん治療装置の全体設計を大き
く前進させるものである。
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概況
　重粒子線の体内での線量分布の良さと生物効果の
高さにより現在の重粒子線治療では非常に期待され
る結果を残している。現治療での照射の空間的及び
線量精度は全体的には±５ｍｍ、±５％程度と考
えられる。重粒子線治療の治療部位を広げ、成果を
さらに高めていくためには照射精度を高めていくこ
とが最も重要であると考えられる。以上の正確な治
療のために、正確な治療計画、正確な患者位置決め、
正確な照射、正確な照射部位の把握などの技術開発
を進めていく。
　以上の中期目標のもとで、いくつかの研究課題に
分けて全体的に重粒子線治療の治療精度が向上する
ように研究を集約している。

研究課題　積層原体照射法の臨床応用

目的
　放医研の重粒子線治療では、多門での隣り合う角
度の照射では、ターゲット外で100％の線量が重
なってしまう部分が生じる。この線量を減らすため
に、拡大した炭素ビームを用いて３次元的に線量を
集中させることのできる積層原体照射法を開発して
きた。ここでは照射中にさまざまの機器が運動し、
連動することで照射野が作られることから、治療照
射を安全に行うためのシステムの開発が必要となる。

研究経過
　積層照射を臨床応用するための総合ＱＡ試験を行
い、６月に実現した。合計９患者20ポートの臨床試
験を実行した。

研究課題　眼の水平治療照射の実現

目的
　眼の治療照射において、水平照射を加え、正常組
織障害を減ずる照射法の確立する。

研究経過
　垂直ポートによる眼の治療照射に加え、170Ｍｅ
Ｖ／ｎ水平ビームを用いた眼の治療照射システムを
完成させた。また、新たに開発した汎用治療計画装
置に粒子線機能を付加したシステムを適用すること
に成功した。

研究課題　高精度な患者毎線量推定法の開発研究

目的
　モニタ・プリセット値の決定は患者照射条件での
標準電離箱による測定を基本にしている。測定結果
のＱＡや測定を省略した治療実現のために２％以内
での誤差での患者毎の物理線量推定法を確立するこ
とが目的である。

研究経過
　線量推定システムの基礎データを収集については、
終了し、測定結果をベースにして２％以内で推定で
きる患者の線量推定をシステムを確立した。線量の
照射野依存性について、経験的解析方法を開発して
きた。

研究課題　患者位置決めの誤差の定量的解析

目的
　現在の治療では、患者体内での動きは、ほとんど
無視をして治療が行われてきている。粒子線治療で
は、治療マージンが極力抑えられていることから、
患者体内での動きは治療精度に重要な因子になって
いる。これらの実体を把握することが目的となる。

研究経過
　気管支粘膜の照射線量を評価するために仮想内視
鏡画像上に線量分布を表示するシステムを開発した。
作成したアプリケーションソフト上では、仮想内視
鏡をインターラクティブにリアルタイムで操作でき、
気管支内部から計画した線量マップを3次元的に観
察することができた。実際の内視鏡画像を、その位
置に対応する仮想内視鏡上の線量マップと比較する
ことで治療計画の妥当性を確認するとともに、照射
後の気管支内面での腫瘍及び正常組織反応と線量の
関係が解析可能となる。
　呼吸で運動する臓器の動体解析方法として、肺気
管支のトポロジー性を利用した動体定量化法を開
発・提案し、ファントム実験での評価を行った。こ
れまでは患者の肺に埋め込んだ金属マーカの動きで
肺内の呼吸性運動を計測していたのに対し、本方法
ではマーカレスでかつ任意の点での動きを定量化で
きる。

2.2.3.2 照射方法の高精度化に関する研究開発
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研究課題　重イオンＣＴ装置の開発

目的
　粒子線治療で最も誤差の大きい過程は、ＣＴ値か
ら、水等価厚へ変換する過程である。重イオンＣＴ
装置は、変換過程を詳しく検討するために開発して
いるＣＴ装置である。

研究経過
　重イオンＣＴの解析方法、データ取得高速化など
の改良を行い、生体物質のＣＴ値をＸ－ＣＴ値と比
較できるようになった。これにより、現在採用して
いるＣＴ値変換方法がほぼ水等価厚を再現している
ことがわかった。
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概要
　効率的な重粒子線治療を行っていくためには、重
粒子線の生物学的効果を予想し、重粒子線治療に最
適な重粒子線の種類、また、最適な治療法（１回線
量・全治療期間など）を発見していく必要がある。
従って、治療エネルギー領域における重粒子線の物
理量をおさえ、生物学的効果の評価・予測を可能と
することが必要である。このための重粒子線の詳細
な物理量を測定していくことを目標とする。また、
同時に線量の絶対測定を可能にするために、光子・
電子・中性子・陽子・重粒子線を含めた総合的な医
療用標準線量と線量のトレーサビリティーを確立す
ることを目標とする。

研究課題名
　患者体内における線質の評価と生物効果評価手法
の検討

目的
　放医研の重粒子線治療臨床試行のなかで、治療線
量の決定や、分割回数の決定などが行われてきた。
これらの臨床試行結果を一般化して重粒子線治療の
結論を出していく必要がある。重粒子線の線質の評
価を系統的におこなうことが目的となる。

研究経過
１）空間線量／線質分布の測定
　治療に用いられている12C-290MeV/n、400MeV/n
ビームについて、人体を模擬した水標的を通過した
後のビームのエネルギー・粒子種組成の空間分布を、
ΔＥ－Ｅ及びＬＥＴカウンタによって測定した。そ
の結果から、空間分布を精度よく再現可能な理論モ
デルを構築した。
　今年度は、構築された空間線質分布モデルの有効
性を検証するため、入射粒子の種類、エネルギー、
標的の種類を変えての検証実験を行った。その結果、
粒子線治療領域ではエネルギー依存性を組み込むこ
とで治療ビームの空間分布を0.5mm以内の精度で再
現できることを確認した。

２）臨床線量測定器の開発
　臨床線量測定器を開発し、精度や定義に関する解
析を行う。また、ドイツＧＳＩとの方式の違いを具
体的に検討する。放医研とドイツ重イオン研究所の

生物効果評価手法の差異を明確にするため、種々の
条件下で相互比較を行う。
　今年度は、直径2mmの領域を測定できるSi検出器
を作成し、ＬＥＴスペクトル測定を行って検出器の
性能を検証した。以上のように、微小なＳｉ検出器
を使用した臨床線量分布の測定に成功した。

　細胞核をさらに分割した領域でのエネルギー吸収
を測定した量から細胞の生残率を計算するＨａｗｋ
ｉｎｓのモデルを使用し、臨床線量導出の試みを
行った。陽子から鉄までのＺの異なる粒子に対する
生残率の予測を１μｍの大きさの領域でのエネル
ギー吸収で大まかに予測することが出来た。このよ
うに、Rossiカウンタを用いた重粒子線生物効果の
推定が、ＨＳＧ細胞実験の結果とよく一致すること
を確認した。

　実際にＧＳＩの臨床試験で用いられた治療線量分
布データから、放医研方式での臨床線量分布を推定
することに成功した。その結果、脊索腫・対向二門
照射の場合、標的領域で放医研とＧＳＩのRBEは約
20％異なっていることが判明した。

研究課題
　カロリメータ・線束測定による線量測定

目的
　重粒子線の線量測定は通常電離箱を使用して行わ
れている。電離箱による線量測定の手段以外にもっ
と直接的な線量測定を行い、電離箱法との違いを検
討することを目的とする。特に、カロリメータを開
発して電離箱の校正自体を校正することを目的とす
る。

研究経過
　グラファイトカロリメータの試作を行った。

研究課題
　治療線量トレーサビリティーの確立

研究経過
　放医研のコバルト60照射線量標準場における校
正定数測定の不確かさを評価すると同時に、放射線
治療用リファレンス線量計のデータベース化を図っ

2.2.3.3 重粒子線および標準線量測定法の確立に関する研究開発



-51-

た。また、ルース型およびアドバンストマーカス型
電離箱に対する校正定数比および線質変換係数を評
価し、線量評価プロトコルのアップデートを図った。

研究課題
　治療における中性子の寄与を評価する。すなわち、
粒子線治療場での生成中性子による被ばくの影響を
評価することがを目的としている。

研究経過
　実験室環境で中性子成分を計測するための手法を
検討した。その結果、ボナー球を用いることで熱～
100MeVの中性子を測定可能であることを確認した。
測定結果から、線量当量の換算も試験的に行った。
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概要
　国内で現在稼動中の粒子線治療施設、及び建設・
計画中の施設を含めると、日本は世界で最も粒子線
治療施設の多い国であり、その臨床成果は世界が注
目しているところである。臨床結果は、粒子線その
ものの物理・生物学的特長に依存するのみならず、
治療行為そのものの品質管理（ＱＡ／ＱＣ）の程度
に依存するところが大きい。特に、治療装置の品質
管理は重要である。粒子線の普及推進という観点か
ら考えると一般的な治療装置の品質管理ガイドライ
ンを確立し、標準的な治療装置の守るべき基準を示
すことが必要である。また、それを運用していく人
材の育成も必須となり、非常に重要な要素である。

　本課題研究では国内の粒子線治療の普及推進とそ
の治療技術の品質管理を目標として、治療装置、シ
ステム、データ記載形式などの標準化をはかる。物
理的・技術的な面から粒子線治療装置のＱＡ／ＱＣ
について研究し、そのガイドラインの明文化をおこ
なう。
　また治療担当の医学物理研究者の人材育成をはか
るとともに、粒子線治療施設間相互の治療技術の伝
達をはかる。

研究課題
　粒子線治療用のＱＡガイドラインの検討

目的
　粒子線の普及推進には、第１に良好な治療結果を
示すことにある。この良好な治療結果には、粒子線
治療のもつ科学的な優位性で証明されるものである
が、同時に間違いのない治療をすべての施設が行っ
ていくことも良好な治療結果に直接つながるもので
ある。治療装置が満たすべきガイドラインを示して、
各自の施設のどこに問題点があるのかを自ら検討す
ることは良好な治療結果に結びつく重要なポイント
である。そこで、まず粒子線治療装置の物理的・技
術的ガイドラインを作り治療にとって装置の満たす
べき条件を示すことが第１の目的となる。

研究経過
　昨年度までに、研究は終了した。

研究課題
　重粒子線治療のQA方法の開発

目的
　重粒子線治療を安全で正確にまた効率よく行って
いくためには、日常のＱＡの方法を高精度化し、効
率化していく必要がある。このための開発を目的と
する。

研究経過
(1）眼治療照射に関連して、H17年度後半から臨床
利用開始となった新システム（Xio-Cによる眼照
射用治療計画、眼専用水平（側方）ビーム照射ポー
ト、ＤＲＲ基準の高精度眼用患者位置決め）にお
いて、適切な受け入れ試験・コミッショニングの
あり方を議論しつつ、実際にその手順にそってＱ
Ａ的な評価をおこなった。その結果が臨床利用開
始に結びついたというだけでなく、昨年度にまと
めたＱＡガイドラインの考えに沿った手順の実行
とその問題点を検討できた。
(2）重粒子線治療計画用のＣＴ装置が、最新のＭＤ
（Multi-detector）－ＣＴに更新される際に、治
療計画に適したＣＴの観点から、ＱＡ的な評価を
おこない、後期からの臨床運用を実現した。この
課程で、従来のシングルＣＴとは異なったＱＡ評
価基準を設ける必要があることがわかった。ＭＤ
－ＣＴ用のＣＴ値-水等価厚変換用ＱＡファント
ムを開発・製作した。またＭＤ－ＣＴではスライ
ス間でのＣＴ値の評価も必要であり、多量のデー
タ取得・解析を短時間で実現できるように、ＣＴ
値のＱＡ評価用ソフトウエアを開発作成（プログ
ラムは内部で開発）した。これによって治療計画
に用いるＣＴ値の定期的なＱチェックが、短時間
で可能になった。
(3）平成17年6月に重粒子医科学センター内に「放
射線治療品質管理室」が発足したのに伴い、本研
究課題で検討してきたＱＡ項目は、研究的位置づ
けからそれらを日常的に運用する業務へとなった。
従って統合的なＱＡについては、それを組織とし
てどう運用するかという観点から品質管理室にお
いて継続的に検討されている。

2.2.3.4 重粒子線治療の普及促進に関する研究
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概況
　中期計画最終５年度目の実行にあたり，①目標の
認識を徹底し，①オープンな情報交換，および③成
果集約を達することを実施した．その結果，略95％
の目標は達成できた．更に，この課題から派生した
萌芽研究でも新しいアイデアが創成され，平均年齢
20歳台である若い研究者集団の長所を出すことが
できた．千葉大学連携大学院生2名のうち１名は理
学博士号を取得し、博士号取得研究員〔ポスドク〕
として放医研に就職した。また、グループが自動解
散するため、客員研究員2名が千葉県と長崎県の薬
学部にそれぞれ助手と助教授となって転職した。　
他研究機関との共同研究については、国内で筑波大
学との間でマウス腸管や培養細胞にたいする陽子線
照射実験を行うともに、海外ではドイツGSI研究所
にマウスを持ち込み、加速器炭素線照射実験を行っ
た。若い研究者が活発に研究成果を揚げ，国際的感
覚をはぐくむことができたことは誇りに思っている．
尚、当該課題責任者は年度当初に放射線影響協会よ
り放射線影響研究功績賞を受賞したことを付記する。

１．研究担当者
安藤　興一，古澤　佳也，鵜澤　玲子、高井　伸彦
〔客員研究員〕、小池　幸子〔客員研究員〕、扶川　
武志（客員研究員），平山　亮一（連携大学院生），
松本　孔貴（連携大学院生）、渡辺　雅彦（研究生）

２．研究目的
　重粒子線の生物効果特性とその機序を調べる基礎
実験研究により、最適な分割照射法とその理由を　
明らかにする。限られた資源としての重粒子線治療
装置を効率的に用いるため、治療効果の高い腫瘍を
選別する研究を実施する。以下を達成目標とする．
・LET/粒子種と生物効果の関係、重粒子線RBEを決
定する細胞内因子、腫瘍治癒に寄与する因子、正
常組織反応の特徴について研究を進め、炭素線治
療効果を最大にする照射方法を明らかにする．
・放射線抵抗性低酸素がんの治療効果を予測する方
法を開発する．

３．研究経過
　平成17年度末までの中期計画目標の100％を達成
することを本年度の到達点とする。そのため、下記
の5項目を本年度に達成するよう努めた。

１）次期治療ビーム選定:ヒト由来腫瘍細胞の感受
性差
 ・炭素線誘発遺伝子の検索とタンパク発現から重粒
子線感受性因子を推定する。
２）正常組織への照射効果
・炭素線により集ずる高次脳機能障害の発現につい
て毛細血管密度の意義を明らかにする。
・腸管X線照射後におけるbFGFの発現を調べ、炭素
線と比較する。
３）細胞致死損傷の機構
・重粒子線誘発DNA損傷修復の酸素依存性をX線と
比較する
４）国内外施設治療用粒子線の生物効果
・ドイツ重イオン研究所での生物実験データ取得を
終了し、HIMACとの比較を行う。
５）放射線抵抗性低酸素がんの検出法
・移植腫瘍を用いて、放射線感受性を反映する核酸
誘導体・低酸素マーカーの組み合わせを求める。

４．研究成果
１） 次期治療ビーム選定:ヒト由来腫瘍細胞の感受
性差：
・悪性黒色種6細胞株について炭素線とX線２Gy照
射後の遺伝子発現を比較したところ（１）X線に
比べ炭素線の方が全体的な遺伝子発現の抑制が認
められ、（２）炭素線では多くの遺伝子が6細胞全
てで同じ発現変化を示し、（３）炭素線では細胞間
の相関係数が高い、ことが判明した。また、特定
機能が未知な遺伝子の発現低下が，腫瘍感受性に
関連していることが明らかになったが、NFKBIA, 
TNFRSF6, GADD45A, CDKN1A, ATF3 などの遺伝子発
現は，炭素線感受性との相関は認められなかった。

２）正常組織への照射効果
　脳幹を除く全脳に炭素線を局所照射することによ
り，マウスおよびラットに空間認知の獲得障害が，
晩発性に生じることをこれまで報告してきたが，そ
の要因として，注意力の低下が記憶に重要な海馬領
域の脳内毛細血管密度の低下と密接に関わっている
ことが明らかになった．また炭素線10-30Gyを照射
した場合，照射領域の毛細血管密度の低下は，経日
的に非照射領域にも広がり，脳全体の機能の低下を
招く可能性が示唆された．これらの要因が重なり，
晩発期における認知（空間認知）障害が生じること

2.2.3.5 粒子線治療の生物効果に関する研究
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を明らかにした．

　マウス腸管に対してX線１Gy の多数回反復照射
を行い、ウェスターン解析用サンプリングを行った。

３） 細胞致死損傷の機構
　重粒子線（290MeV/u炭素線80keV/μm）とＸ線で
無酸素下及び常酸素下でCHO細胞中に生成される
DNA切断とその再結合（修復）を調べた。両放射線
における大気下および低酸素下照射において、DNA
損傷は線量の増加とともに増え、修復後の残余DNA
損傷は修復時間の増加に伴って減少した。
　炭素線大気下照射における単位線量あたりに生成
する初期DNA損傷量は低酸素下照射時に比べ約2倍
であり、Ｘ線照射による結果（約6倍）とは異なっ
た。炭素線の場合は修復による残余DNA損傷の減少
は大気下および低酸素下照射でほぼ同じであり、こ
れもX線の場合とは異なった。つまり、炭素線照射
では低酸素性がん細胞に対する抵抗性がX線の約
1/3（2倍/6倍）であることがわかり、放射線治療
に効果的な線質で有ることがわかった。また、DNA
損傷修復が照射時の酸素の有無に関わらないことか
ら、炭素線照射によって同じようなDNA損傷が生成
されていることが示唆された。
　これらの結果は、重粒子線治療（炭素線）が低酸
素性がん細胞に効果的であることを放射線生物学的
の観点から裏付けるものであり、今後の臨床応用に
おいても重粒子線治療が有効であることを示唆した。

４）国内外施設治療用粒子線の生物効果
　放医研HIMACと比較するため，ドイツGSIシンク
ロトロン炭素線290MeV/uについて6CM SOBPを作成
し、マウス腸管クリプト細胞に対する3分割/3日照
射を行った。また、前年に行った炭素線１回照射の
結果を検討した結果、放医研の生物効果とGSIの生
物効果の違いは線量比で１％以内であることが判明
した。

５）放射線抵抗性低酸素がんの検出法
　放射線抵抗性低酸素ガンの検出と，炭素線治療効
果の判定可能なトレーサーの選定および開発を行っ
てきた結果，核医学による腫瘍診断について下記の
問題点が明らかになった．1)腫瘍内の局所血流量
が，極めて不均一であり，腫瘍の成長（体積の増大）
に伴い，局所血流トレーサー（IMP）を用いた結果，
腫瘍に到達する血流が著明に低下しており，腫瘍内
圧の亢進に伴い血流が低下したことが推察された．
２）炭素線照射12時間以降からIMPを用いた局所血

流量は，有意に増加する．トレーサーの集積は，血
流に大きく依存していることから，核医学による腫
瘍診断において，腫瘍の血流分布および動態を補正
しながらの集積の解析が最も重要であり，現時点で
それらを補う補正プログラムやシステムが，市販さ
れているヒト用PETまた動物用PETにない現状を，
解決する必要性があることが判明した。
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概況
　臨床試験で得られた画像情報・治療効果・有害事
象等のあらゆる診療情報を利用して重粒子線治療の
定量的評価を行い、さらにその高度化に寄与するこ
とを目的として、データベースを整備・規格化し、
一元管理して利用する方法を確立する。放射線医学
総合研究所において診療に用いられている医用画像
（CR,CT,MRI,PET,SPECTなど）の医療情報を統合的
に利用し、定量的・客観的に治療効果や副作用の判
定を行えるパラメータを抽出した。今後、重粒子治
療を行っている施設とWEB会議システムを利用して
重粒子線治療の成果を互いに共有するシステムを開
発した。

１．研究担当者
安藤　裕、向井まさみ、上村幸司(重粒子線医科学
センター・医療情報室)
吉川京燦、神立　進、宮本忠昭、生駒洋子(重粒子
医科学センター)
細田順一(研究生)

２．目的
　正確なデータ入力を行うため、臨床研究・高度先
進医療に対応した倫理委員会提出用の書類作成ツー
ルの充実・実用化を行う。また、医療情報システム
間連携を進め、情報の集約を図った。
　蓄積されたデータを解析するために、検索・集計
機能を充実させ高速な集計機能を実現した。また
データマイニング法の開発・改良を継続した。
　画像データを用いた治療評価法を改善するために、
多種画像間の位置合わせ、融合法の開発を行うとと
もに、PET画像による定量解析法を開発した。
　重粒子治療スケジュール管理システムの拡充を行
うと共に、病院情報システム・診療データベースシ
ステムとのデータの連携を図った。
　WEB会議システムの改良を行うと共に、公開運用
を目的に機能の追加・改善を行った。

３．研究経過
　情報をより正確に蓄積するためには、情報の発生
源でデータを入力し、人手を介することを出来るだ
け少なくすることが肝心である。引き続き、倫理委
員会に提出する書類の作成過程で登録が出来るよう
にするとともに、オーダリング、重粒子治療スケ

ジューラ、重粒子治療計画DBと自動連係を計って、
データ蓄積ができるようになった。また、蓄積され
たデータを利用する場合にレスポンスが悪い部分を
集計専用のデータベースを新たに構築し、速度の飛
躍的な改善を行った。

４．研究成果
・倫理委員会提出用の書類作成ツールの使い勝手を
良くし、登録をしやすくした。また、その際、自
動的に生成される倫理委員会に提出する書類(患
者病歴表、適格性確認表、説明および同意書など）
の書式を、ユーザがhtm1の機能を用いて自由に変
更できる機能を見直した。今まで、対象臓器やプ
ロトコルによって異なっていた書式にあわせた書
類の作成が可能となった。
・昨年度に続き、病院情報システム、治療計画DB、
重粒子治療スケジュール管理システムなどが持っ
ている検査・治療情報を診療情報データベースに
自動的に取り込むシステム間連携を充実させた。
さらに多くの情報の発生源取得が可能になった。
将来の電子カルテ導入に対応できるように、所
見・自覚症状・抗腫瘍効果・正常組織反応など、
現在自動的にデータベースに取り込まれない、か
つ医師が判断する情報を、医師が業務の流れの中
で簡便に記入可能なシステムを検討した。
・蓄積されたデータの検索・集計機能をより使いや
すく改良した。評価部会やネットワーク委員会に
提出されている集計結果などを自動的に作成が可
能とした。今後は、この集計結果が正しいか評価
を行う予定である。また、患者基本情報・治療法・
腫瘍情報・効果・副作用など、様々な条件をもと
に詳細な検索ができる機能の検討を行った。得ら
れた一覧表は、Excelデータに変換することがで
き、今後の統計解析ソフトによる解析を可能とし
た。
・SPSSのシンタツクスファイルによるバツチ処理
機能を用いた、ネットワークを介したWEB統計解
析システムを開発し、SPSSを有さないクライアン
トの統計解析をサポートできるようにした。
・異なるモダリティ、異なる時期に撮影した画像の
位置合わせ法についてさらに検討を行った。同一
患者の肺癌画像における、PETの集積やCTによる
腫瘍サイズなどの経時的な変化量を定量的に評価
する方法を開発した。

2.2.3.6 重粒子線がん治療臨床試験評価のための情報処理に関する研究
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・医用画像を患者などに手渡す場合に、画像の個人
情報保護のために患者氏名を画像に入れない代わ
りに、すかし固有情報（ＩＤ）を画像に埋め込み、
画像の真正性を担保する方法を研究した。その結
果、CTやＸ線画像に電子透かしを埋め込み、すか
し固有情報（ＩＤ）を正しく読み出し、患者や検
査施設の情報を確認することができた。また、画
像処理に対するすかしの耐性を検討し、画質劣化
とすかしの強度を検討した。

・WEB会議システムのセキュリティを確認し、改良

を行った。会議の表示形式を検討し、ユーザに使
いやすいよう改良すべき問題点を抽出した。共有
ポインター機能や音声会話機能の検討を行った。
・放射線治療分野におけるデータベースの標準化、
放射線治療用XMLモジュールの整備・改良を継続
しておこない、他施設とのデータのやりとりの準
備を行った。

　現在連携しているシステムを下図に示す。
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　HIMAC共同利用研究は、HIMACを用いて、重粒子線
がん治療臨床試験に関連した研究や、HIMACの有効
利用のために、所内外の研究者の共同研究を進める
ためのシステムである。毎年、所内外から研究テー
マを公募し、放医研外の専門研究者で構成される重
粒子線がん治療装置等共同利用運営委員会、課題採
択・評価部会で審議された結果に基づき課題の採択
が行われる。放医研の研究者だけが参加する場合で
も同様な審議が行われる。更に年度末に報告書を提
出すること、発表会に出席して前年度の研究の進捗
状況を報告することが、原則、全ての課題に義務付
けられている。課題採択・評価部会ではこれらの資
料を基に毎年度評価を行い、課題毎に4段階の評価
をすると共にコメントをつけて研究者に対する助言
を行う。
　平成17年度は公募により、治療及び診断関係9課
題、生物関係53課題、物理・工学関係67課題が採
択された。6申請が不採択となったほか、多くの課

題で追加資料の提出が求められた。これらの課題は、
放医研と全国の研究機関の研究者との共同研究で実
施されている例が多く、参加した研究者は所外577
人、所内151人であった。
これらの研究を実施するために、HIMACのマシンタ
イムとして延べで約5600時間が利用された。
　平成17年度の研究成果として、原著論文108編、
国際会議等のプロシーディングス45編、口頭発表
250編、その他（著書、学会誌への寄稿、学位論文等）
64編が報告されている。
　課題採択・評価部会の各課題に対する評価結果は
以下の通りである。
　治療及び診断班、S：1課題、A：7課題、B：1課
題、F：0課題、
　生物班、S：3課題、A：46課題、B：4課題、F：0
課題、
　物理工学班、S：7課題、A：59課題、B、F：0課
題、装置共用のため評価対象外が1課題。

2.2.3.7 HIMAC共同利用研究

平成17年度HIMAC共同利用研究課題一覧

【治療・診断】
慈恵会医科大森　　豊Fusion画像による重イオン線の局所肺傷害の定量的評価に関する研究17C035
放医研、病院岸本理和前立腺癌の高速撮影法SENSE(sensitivity encoding)を用いた拡散強

調画像
16C040

放医研、病院馬場雅行中心型肺癌に対する炭素イオン線治療における3次元治療計画の研究17C043
放医研、病院山田　滋重粒子線がん治療における新しい腫瘍マーカーとしての血中サイトカイ

ン値の動態に関する研究
17C044

放医研、病院吉川京燦メチオニンPETによる鼻腔悪性黒色腫の重粒子線治療前後評価と予後判
定研究

17C045

放医研、病院石川　仁子宮頸癌重粒子線治療におけるCOX-2発現の予後との関連とCOX-2阻害
剤の臨床応用に関する研究

17C046

東京理科大中井浩二ポルフィリン誘導DDS型癌医療のための基礎研究17C047
放医研、病院今井礼子骨軟部腫瘍における重粒子線治療後のQOLに関する研究17C048
千葉大、薬荒野　泰癌の重粒子線治療効果を早期に判定する放射性薬剤の開発15D011

【生物】
大阪大、医手島昭樹重粒子線照射によるがんの転移と血管新生抑制機序の解明16B132
奈良県立医科大大西武雄p53非依存的重粒子線誘導アポトーシスを標的とした基礎的研究15B137
放医研、治療生物安藤興一重粒子線治療の最適化のための生物学研究-Ⅲ腫瘍の感受性とLET15B140
放医研、治療生物古澤佳也混合ビームの生物効果15B141
千葉県がんセンター大賀　優Gliomaに対する放射線/低酸素増感promoterを用いたp53遺伝子治療

と重粒子治療の併用効果の実験的検討
16B145

千葉大、医藤澤武彦重粒子線治療における肺癌腫瘍の至適分割法の研究：低酸素下加速分
裂細胞の放射線感受性と血管誘導および低酸素関連遺伝子発現につい
て

16B146

千葉大、医北林宏之食道癌に対する重粒子線と血管新生阻害因子NK4の併用効果の検討16B147
群馬大、医中野隆史重粒子線による細胞死の分子機構と重粒子線治療の有効な分割照射法

に関する放射線生物学的研究
16B148
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【生物】
群馬大、医中野隆史重粒子線によるがん細胞の細胞死におけるシグナル伝達経路の役割－X

線との比較－
17B151

放医研、病院山田　滋扁平上皮癌における重粒子線の治療効果比に関する研究17B152
放医研、病院成島一夫食道癌扁平上皮癌における重粒子線と抗血管新生薬の併用効果に関す

る研究
17B153

放医研、宇宙放射線野島久美恵脳の正常組織と高次生体機能に対する重粒子線の影響解析16B223
大阪大、医大和谷厚重粒子線による中枢神経障害発症における神経性アミノ酸の役割15B235
放医研、放射線障害廣部知久メラノサイトの増殖・分化に対する重粒子線の影響16B238
放医研、低線量生体今岡達彦胎児とこどもにおける重粒子線誘発乳腺発癌の研究17B239
放医研、低線量生体柿沼志津子重粒子線によるマウス発がん研究-胸腺リンパ腫の発生の系統差と被ば

く時年齢依存性-
17B241

放医研、放射線障害王　　冰ラット精子形成細胞における粒子線の影響に関する研究（Ⅱ）17B245
放医研、治療生物高井伸彦重粒子線治療の最適化のための生物学研究-I.正常組織障害15B247
放医研、治療生物古澤佳也重粒子線治療の最適化のための生物学研究-II.損傷修復と分割照射15B248
順天堂大、浦安病院溝田　淳重粒子線による誘発ERGの基礎的研究15B249
千葉大、医斉藤正好中枢神経に対する重粒子線照射がラット生殖機能（性行動）におよぼす影

響
16B250

奈良県立医科大長谷川正俊重粒子線のRBEと治療可能比の検討；放射線抵抗生腫瘍と正常組織の比
較

17B251

放医研、宇宙放射線鈴木雅雄重粒子線低線量率照射が及ぼす生物影響に関する研究16B328
放医研、宇宙放射線鈴木雅雄粒子線低密度照射による細胞死・突然変異・染色体損傷誘発のバイスタ

ンダー効果に関する研究
17B332

広島大、病院澤尻昌彦重粒子線の骨代謝におよぼす影響15B335
弘前大、医柏倉幾郎ヒト巨核球・血小板造血におよぼす重粒子線の作用16B336
放医研、治療生物古澤佳也重粒子線の細胞致死作用における線量率効果17B337
千葉大、医川田哲也粒子線照射された線維芽細胞における染色体異常の細胞周期依存性に

関する研究
17B338

キリンビール㈱植物開
発研究所

岡村正愛植物の突然変異誘発への重イオンビームの効果に関する研究17B340

立教大、理檜枝光太郎ブラックピーク近傍の重粒子イオンを用いたイオン特異的なDNA損傷の
誘発と修復

16B413

東海大、工伊藤　敦DNA酸化損傷の細胞内生成のLET依存性16B424
放医研、安全研究セン
ター

盛武　敬膠芽腫に対する重粒子線の治療効果比向上に関するラジカル反応の研
究

15B439

放医研、宇宙放射線鈴木雅雄突然変異およびクロマチン損傷誘発に対する重粒子線のLET・加速核種
依存性

16B446

放医研、宇宙放射線岡安隆一重粒子線によるDNA二重鎖切断・修復機構の解明17B452
広島大、理井出　博重粒子線により生じるDNAクラスター損傷の解析15B455
放医研､放射線障害笠井清美DNA障害部位認識抗体を用いた重粒子線誘発DNA切断部位の可視化15B457
放医研､放射線障害村上正弘マウス卵形成過程における重粒子線誘発DNA、染色体損傷とその修復機

構の原子間力顕微鏡による解析
16B460

名古屋大、熊谷　純重イオン照射で生成する長寿命ラジカルの化学腫の解明と突然変異・遺
伝的不安定性との関係

16B461

Univ. Paris SudLe Sech, C.STUDY of DAMAGES of DNA LOADED with HIGH-Z ATOMS by ATOMIC IONS16B462
German Aerospace 
Center DLR

Moeller, R.Gene activation of heavy ion treated Bacillus subtilis 168 (DSM 
402) endospores during germination involved DNA-repair

17B463

放医研、フロンティア岩川眞由美マウス腫瘍の重粒子線照射効果関連遺伝子群の網羅的解析17B464
新潟薬科大西田浩志重粒子線によるDNA損傷応答反応におけるSchisandrinの作用に関する

研究
17B466

京都工芸繊維大古澤壽治カイコの胚発生期における低線量重粒子線感受性17B516
Univ. Federico ⅡDurante, M.Influence of the Shielding on the Space Radiation Biological 

Effectiveness (Experiment Shield)
15B517

(独）産業技術総合研
究所

岩橋　均重粒子線による酵母およびイネの遺伝子発現プロファイル16B527
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【生物】
愛知県がんセンター研
究所

石崎寛治ヒト不死化細胞株に対する重粒子線による遺伝的影響の解析16B528

Atomic Institute of 
the Austrian Univ.

Furweger, C.Correlation of Radiation induced cellular Signal Transduction 
Events with LET-selective Thermoluminescence Dosimetry,Part 2

16B529

長崎大高辻俊宏重荷電粒子によるタマネギ小核および染色体異常の発生断面積17B530
Lawrence Berkeley 
Nat. Lab.

Kohwi, Y.The effects of heavy-ion radiation on translational regulation of 
circulatory homeostasis in the hypothalamus.

17B531

放医研、宇宙放射線岡安隆一重粒子線低線量（率）照射による遺伝的不安定性の研究17B532
慶応義塾大、理工松本　緑プラナリア全能性幹細胞の再生、分化に関わる重粒子線の影響17B533
福井医科大松本英樹重粒子線癌治療におけるNOラジカルの役割16B612
東海大、病院吉岡公一郎重粒子線を用いた根治的不整脈治療の開発16B625

【物理工学】
放医研、医学物理金井達明重粒子線治療照射法に関する総合的研究16P005
放医研、物理工学佐藤幸夫重粒子線の生物効果初期過程における基礎物理研究16P009
大阪大、理松多健策偏極不安定核ビームによる核モーメント及び固体物性16P026
放医研、物理工学野田耕司がん治療用加速器の総合的研究16P028
東京大、総合文化小牧研一郎結晶場による多価重イオンのコヒーレント共鳴励起16P032
Lawrence Berkeley 
Nat. Lab.

Miller, J.Light Ion Fragmentation Studies with Large Angular Acceptance and 
Multiple Particle Resolution

17P037

神奈川工科大、工松尾　崇高電離重イオン衝撃による原子・分子の電離過程の研究15P045
放医研、物理工学金澤光隆二次ビームの医学利用に関する基礎研究15P054
放医研、医学物理金井達明ブロードビーム重イオンCTの応用に関する研究15P057
放医研、物理工学松藤成弘重粒子ビームの線質測定に関する研究15P060
Colorado State Univ.Borak, T.軽い重イオンのマイクロドジメトリー（Microdosimetry of Light Ions）16P065
神奈川大、工柏木利介重粒子入射に対する新しい半導体検出器の応答16P066
KEK、加速器大森千広重粒子加速器のビーム高品質化のためのビーム力学の研究、および新型

空胴とビームチョッパーの開発研究
17P087

大阪大、理福田光順重粒子線による核反応断面積の研究15P093
宇宙航空研究開発機構久保山智司半導体素子の放射線の影響に関する研究15P095
早稲田大、理工総研宮地　孝PZTを基礎材とする音響型放射線検出器15P105
KEK、放射線科学佐々木慎一重荷電粒子に対する気体のW-値に関する研究16P111
放医研、宇宙放射線内堀幸夫Intercomparision for Cosmic-ray with Heavy Ion Beams At NIRS16P113
福島県立医科大中川公一重粒子線で生ずるL-α-アラニンとスクロースのラジカルのESRによる

研究
16P121

北里大学 医療衛生丸山浩一炭素線治療における線量集中性阻害要因の解明と対策17P132
理研、重イオン核物理須田利美高エネルギー重粒子に対する無機シンチレーターの応答関数測定17P136
神戸大学 海事科学山内知也高分子材料中重イオントラックに沿った損傷分布17P138
東京大、工勝村庸介重粒子線による水分解生成物の収量評価17P141
広島大、原医研遠藤　暁重粒子放射線治療場の深部RBEと2次粒子線の寄与の評価15P143
早稲田大、理工総研小平　聡固体飛跡検出器CR-39を用いたFe核同位体弁別実験15P146
千葉大、工久下謙一CR39と写真乾板を用いたハイブリッド飛跡検出器の開発15P149
Institute of Modern 
Physics,

Li, QiangResearch on biological effects of radioactive ion beam15P150

名古屋大、理丹羽公雄宇宙・医療分野へのエマルションチェンバー技術の応用のための研究15P152
Eril Research, Inc.Benton, E.BEAMS: Benchmark Evaluations and Analysis of Materials for 

Shielding
15P153

横浜国大、工小林憲正重粒子線照射による模擬宇宙環境下での有機物の生成15P157
放医研　物理工学松藤成弘治療ビームの中性子・荷電粒子フラグメントによる生物効果に関する研究15P158
筑波大、物理工学高田義久粒子線による平坦な照射野形成の研究15P159
KEK、放射線科学松村　宏中高エネルギーハドロン誘起反応における軽核生成反応率の測定15P160
Oklahoma State Univ.E. YukiharaOptically Stimulated Luminescence Studies of the HCP Response of 

Al2O3 for use in Space Radiation Dosimetry
15P161
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【物理工学】
横浜国大、工片寄祐作結晶シンチレータを用いた全吸収型カロリメータの重粒子線検出性能に

関する研究
15P162

九州大、工若林源一郎フラグメント生成反応研究のための検出器開発15P164
放医研、物理工学取越正己電離箱用材料の基本特性の調査と試験15P165
放医研、宇宙放射線安田仲宏固体素子の組み合わせによる積算型複合検出器の開発と評価16P167
Institut de 
Reacherches 
Subatomiques

Barillon, R.Improvement of the radiation dosimetry of heavy ions, assessing 
the mechanisms of track formation and scintillation in polymers

16P168

Atomic Institute of 
the Austrian Univ.

Hajek, M.LET Calibration of TL Response and Efficiency of Selected TL 
Materials for Radiation Dosimetry in Heavy-Ion Fields

16P169

KEK、放射線科学斎藤　究放射線誘起表面活性現象を利用した放射線検出器の開発16P171
日本原子力研究開発機
構

遠藤　章インテリジェント中性子モニタを用いた数百MeV中性子に対する線量測
定法の開発

16P172

東京工大、原子炉研長谷川　純プラズマ阻止能における強結合効果の実験的検証16P175
東京工大、総合理工河野俊之核破砕反応により生成される陽電子崩壊核を利用した照射野確認システ

ムに関する研究
16P177

高知工科大、工百田佐多生入射核破砕片の生成メカニズムの研究16P178
京都大、理坂口治隆不安定核陽子弾性散乱のためのビームラインカウンター系のテスト16P179
都立産業技術研究所中川清子アルコール溶媒中ヒドロキシフタルイミドの放射線照射におけるLET効果

の検討
16P180

東北大、理小林俊雄重RIビーム粒子識別用検出器の開発16P181
放医研、医学物理金井達明重粒子線治療におけるマイクロドシメトリー的手法を用いた生物効果推定16P182
放医研、医学物理小森雅孝普及型炭素線治療施設における照射システムに関する研究16P183
早稲田大、理工総研濱　義昌高エネルギー重イオンビームによる高分子材料への照射効果　－化学

構造変化の局所性と耐環境性
16P186

宇宙航空研究開発機構平賀純子BP-1ガラス製微細コリメータの製作と天体X線観測用CCDの詳細診断16P187
Univ. Federico ⅡDurante, M.Biophysical Studies of Heavy-Ion Nuclear Fragmentation for 

Hadrontherapy and radiation protection in space( Experiment 
BINFRA)

16P188

早稲田大、理工総研寺沢和洋位置有感比例計算管の重イオンに関する応答17P189
三菱電機、電力・社会
システム

原田　久粒子線がん治療におけるスポットスキャニング照射方法の開発17P190

宇宙航空研究開発機構松本晴久中性子線量モニタの重イオン飛跡に対する応答関数の導出17P194
Chalmers Univ. of 
Technology

Sihver, L.Measurements of alpha production and target fragmentation cross 
sections of C, O and Ne in Al, tissue and bone equivalent materials 
for bench making of the heavy ion transport code PHITS.

17P196

Landauer, Inc.Akselrod, M.Investigation of a novel  AI2O3:C,Mg Fluorescent Nuclear Track 
Detector

17P197

放医研、物理工学取越正己多葉コリメータの試験17P198
宇宙航空研究開発機構高島　健高放射線環境下における粒子イメージング装置の開発17P199
茨城県立医療大阿部慎司増感紙-CCDカメラシステムを用いた重粒子線治療のQC17P201
名古屋大、太陽地球環
境研

増田公明高エネルギー重イオンに対するプラスチックシンチレータと光電子増倍
管の応答特性

17P202

埼玉大、理山口貴之A＝3体系鏡映核の相互作用半径の測定17P203
東京大、理国分紀秀電子陽電子対消滅撮像検出器の衛星軌道上における応答特性17P204
筑波宇宙センター村井　正宇宙放射線個人被ばく線量計測におけるCR-39感度の酸素分圧影響評

価
17P205

放医研、病院野田真永ゲル線量計による重粒子線照射の3次元線量分布解析17P206
甲南大、理梶野文義宇宙ステーション暴露部で使用する高感度紫外線検出器の重粒子線に

よる影響
17P207
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概況
(1）本研究課題は、生体機能を画像化するための分
子イメージング法を開発し、その臨床利用を推進
することにある。本年度は、中期計画の最終年度
に当るため、過去4年間の成果を取りまとめると
ともに一層の研究成果を達成した。具体的には、
多様な放射薬剤の製造・合成システムに対応する
開発として、11C用多用途自動合成装置の開発を行
い、商品化を目指した。18F標識化合物の超高比放
射能化を複数の薬剤で達成した。76Br生成の核反
応の励起関数に関してその測定を終了した。低酸
素細胞イメージングでは、ガンの低酸素状態にお
ける血管新生に深く関与しているチミジンフォス
ホリラーゼ（ＴＰ）は多くの固形ガンで過剰発現
しているため、PET及びSPECT核種による標識の
ための前駆体合成を行った。NMDA受容体イメー
ジングでは、Acetyl-[11C]L-703,717の臨床評価を
健常人（６名）で行った。Acetyl-[11C]L-703,717
の臨床評価を可能とした。汎用性の高い脳アセチ
ルコリンエステラーゼ活性測定薬剤として有望な
18F-標識薬剤であるN-[18F]fluoroethylpiperidin-
　4-ylmethyl acetateに関し、サルを用いた動態解
析による評価を行った。組織のリモデリングに伴
い発現するテネイシンCの分子イメージング剤と
して有望な抗テネイシンC抗体（4F10）の一本鎖Fv
フラグメント化抗体についてさらに検討を進めた。
酸化ストレスの可視化をめざし、脳内の酸化／還
元の状態に応答性を示すリード化合物の開発に成
功した。また、脳内アミロイド測定薬剤（11C-PIB）
による臨床PET研究を開始した。さらに、科学研
究費補助金などの外部資金の獲得に一層努めた。

１. 研究担当者
棚田修二、鈴木和年、原田平輝志、福村利光、鈴木
　寿、豊原　潤、中尾隆士、根本和義、鈴木正幸、
入江俊章、福士　清、菊池達矢、小畠隆行、村山秀
雄（医学物理部）、吉川京燦、伊古田暢夫、小高謙一、
遠藤卓哉、寅松千絵、El Azoney、Hao Guiyang、網
谷美里、篠遠　仁、舘野之男、福田　寛、井上　修、
山田俊幸、青墳章代、黄田常嘉、田所裕之、田中典
子、天野良平、岩田　錬、中西友子、松村　潔、高
橋和弘、Szelecsenyi Ferenc、Zoltan Kovacs、佐藤
康一、白石哲也、大矢智幸、岡村敏充、張　明栄、
熊田勝志、他

２. 目的
　神経伝達及び生理・代謝などの機能を生体分子機
能イメージング法でとらえるため、その中枢基盤と
なるPET及びSPECTの放射薬剤の製造、開発並びに
測定法（計測、解析を含む）の確立及び臨床応用に
ついての研究を総合的に進める。以下を達成目標と
する。
(1）遺伝子、分子機能を捕える新しい放射薬剤のプ
ロトタイプを開発する。
(2）分子イメージング法の計測、解析法を確立する。
(3）精神神経疾患及びがんの生理・病理機能の測定
法を確立する。

３. 研究経過及び研究成果
１）ループ方式による11C用多用途自動合成装置に
ついて、その商品化を図る目的で、合成条件など
の最適化、結果の再現性、装置の耐久性などの試
験を繰り返した。その結果、収量や純度、自動洗
浄・乾燥機能（自動繰り返し製造）などについて
は所期の目的を達成することができた。しかし、
30回以上合成を繰り返すと、反応ループの気密性
に問題が生ずることが判明した。現在ループ材質
を変更して再試験を実施中である。
２）18Ｆ標識化合物について、比放射能の低下を引き
起こす要素の探索とその除去方法について検討を
重ね、[18F]FetSP以外にも最終製剤の形で
[18F]FTyrを200Ci/μmol程度の超高比放射能を
達成することができた。既に市販している多目的
自動合成装置について、その適用範囲を広げるべ
く新たに、広く利用されている18F-DOPAや11C-
WAY100637の自動合成ユニットの開発を行い、そ
の性能評価と最適化を行った。
３）76Br生成の核反応の励起関数に関して、その測定
を終了し、天然Seを用いた場合の核種純度に関し
て最適エネルギー領域を確定した。照射容器、分
離精製装置について設計・試作段階にある。
４）方法が76Brと共通するため、３）と同様の状態
にある。
５）細胞増殖・分化のPETプローブとして、チミジ
ンフォスホリラーゼ（ＴＰ）は多くの固形ガンで
過剰発現し、ガンの低酸素状態における血管新生
に深く関与している。またガン患者の予後との相
関が報告されていることから、TPのPETイメージ
ング剤は新しいガン診断薬としての可能性を持つ。

2.2.4 画像診断に関する基盤的研究
2.2.4.1 PET及びSPECTに関する基盤的研究
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本年度はTP選択的な候補薬剤を選択しPET及び
SPECT核種による標識のための前駆体合成を行っ
た。
６）NMDA受容体のイメージングについて、小脳NMDA
受容体（NR1/NR2Cサブタイプ）に選択的なPETリ
ガンドとして開発したAcetyl-[11C]L-703,717の
臨床評価を健常人（６名）で行ったところ、小動
物で観察された小脳への相対的な高集積をヒトで
も確認できた。しかしながら、臨床応用のために
は脳移行性の更に高いPETリガンドの開発が必要
であることも判明した。代謝型NMDA受容体のPET
リガンドの候補化合物を選択しコールド合成を
行った。
７）新しい生体分子機能測定のPET/SPECT放射薬剤
の開発について：
(1）汎用性の高い脳アセチルコリンエステラーゼ活
性測定薬剤として有望な18F-標識薬剤であるN-
[18F]fluoroethylpiperidin-4-ylmethyl acetate
に関し、サルを用いた動態解析による評価を行い、
大脳皮質の酵素活性を解析的に推定できることが
示された。
(2）脳ブチリルコリンエステラーゼ活性測定のPET
薬剤に関し、肺における薬剤の迅速な代謝分解を
回避できる候補薬剤の選択を行った。
(3）組織のリモデリングに伴い発現するテネイシン
Cの分子イメージング剤として有望な抗テネイシ
ンC抗体（4F10）の一本鎖Fvフラグメント化抗体
について、テネイシンCへの結合能を保持するこ
とを確認し、さらにSPECT核種を結合するための
化学修飾を行った。今後、化学修飾された一本鎖
Fvフラグメント化抗体の結合保持性、標識条件の
検討も行う。

(4）酸化ストレスの可視化をめざし、脳内の酸化／
還元の状態に応答性を示すリード化合物の開発に
成功し、化学置換基と応答性の構造活性相関に関
する基礎評価を行い、最適化に向けた有用な知見
を得た。
８）放射薬剤の測定法と臨床応用に関する研究につ
いて：
(2）11C-MP4A/PETおよび11C-MP4P/PETを用いた治療
薬の治療効果や痴呆性疾患における病態研究を継
続的に行う中で、二つの方法の特性の検討を行い、
脳内の酵素活性の異なる部位での、活性推定にお
ける信頼性（精度や偏向性）を明らかにした。
(3）11C-MP4A/PET によるAD治療薬の効果の評価研究
を行う中で、血中の治療薬濃度から脳の酵素阻害
（薬効）:IC50推定を可能とした。また、前臨床で
酵素阻害型AD治療薬の薬効を評価する方法論と

して、サルと11C-MP4A/PETを用いる前臨床評価系
を確立した。
(4）脳内アミロイド測定薬剤（11C-PIB）による臨床
PET研究を開始した。

４．その他の特記事項
１）棚田修二
　科学研究費補助金（基盤研究（B））　2,800,000円
「新しいがんのソマトスタチン遺伝子治療併用内部
照射ターゲッテイング療法の開発」（継続課題）
２）入江俊章
　科学研究費補助金（基盤研究（B））　7,700,000円
「臨床応用に向けたラジオアイソトープ標識抗テネ
イシンC低分子化抗体の開発」
３）棚田修二
　IAEAとの技術協力契約の更新：8,000米ドル
「Tumor imaging using radioisotopes」
４）前年度に引き続き、18FDGの受託分析業務を遂行
した。国内におけるPET施設数の増加に伴い、依
頼件数も急増した。前年と比べ、検査依頼件数が
47から70件に、サンプル数が144から215件に、
施設数が35から61に、金額が1350万円から1823
万円に増加した。
５）PET測定の基となる放射能測定に関し、キュー
リメータの精度管理とそのトレーサビリティーを
確保するため、線量評価研究部計測技術開発室、
日本アイソトープ協会、産業総合研究所の協力を
得て、18FDG、11CO2, 62Zn, 61Cu等のポジトロン核種を
用いた評価試験を開始した。
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概況
　基盤研究および独法成果活用事業として、脳機能
評価および腫瘍診断研究を中心に、高速計測、微量
計測並びにNMRスペクトロスコピーなどの計測法の
開発研究と臨床的評価に関する中期目標を終了した。
また、独法成果活用事業では７T400mm級自己シール
ド型マグネットを利用した超高磁場MRI多核種多次
元NMR計測システムを完成した。

１．研究担当者
　池平博夫、棚田修二、須原哲也、小畠隆行、遠藤
真広、吉留英二、中田　力、秋根良英、金沢洋子、
伊藤公一、石濱正男、田村　充、齊藤一幸、三木孝
史、中島　巌、青木尊之、新海　浤、橋本謙二、大
須賀敏明、楢崎美智子、平野好幸、高梨潤一、西　
幸雄、柏倉健一、奈部谷章、渡辺淳也、福田吉宏、
武田真一、多田弘子、小野光弘

２.目的
　生理・代謝機能の非侵襲的解析を行うため、機能
的MRIを用いた最適賦活法及びそのデータ解析法の
開発を行う。また、人体からの多核種スペクトロス
コピーを可能にする計測法の開発を行う。達成目標
は、高速計測について、頭部、躯幹部とも10～
30ms/スライス程度のリアルタイム画像による診断
を可能にし、心電図同期法などによる3次元計測画
像から血管内血流速度、圧力分布などの4次元解析
法を確立へ展開する。さらに、グラム、ミリメート
ル単位の組織内代謝の計測を確立することを目的と
する。

３.研究経過
基盤研究
１）高速計測
　血管および血流解析に関しては、血管構造のス
ケールに合わせて格子サイズを適合させ、血管分岐
構造に対応できる数値計算手法を開発した。数世代
の血管構造に対する血流解析手法を開発し、2次元
血管モデルに適用し数世代の分岐を含む血流解析が
低計算負荷で可能となることを示し、MRIによる
Image-based シミュレーションへの導入を行った。
さらに、粒子モデルを用いたミクロ血流解析のため
の数値計算手法の検討を行い、血液中に含まれる有
形成分の粘弾性の性質を考慮した拡張個別要素法

DEMによる有形成分モデルを考えた。有形成分モデ
ルにより、血管内に狭窄部がある場合、血管の形に
沿うように有形成分が変形しながら狭窄に接近し、
狭窄部通過後は回転しながら流れることが分かった。
追加研究として血管から管腔臓器の形態運動解析の
ための予備研究を行った。食道から直腸にいたる消
化管は不規則的蠕動や嚥下運動を行い、通常は閉じ
ていることが多く、MRIでの動態観察は困難である
が、放射線被曝がないこと軟部組織のコントラスト
が良いなどMRIの有効性を生かすことが可能な領域
でもある。非破壊非接触で安全に消化管の画像診断
が可能となれば内視鏡や造影X線検査に頼っている
現状から考えると患者さんにとっては優しい検査法
となろう。血管血流解析からさらに進んで今後管腔
臓器のMRI診断への展開を試みたいと考えている。
２）微量計測
　PET計測のための画像重ね合わせの支援研究は従
来どおり脳研究グループを中心としたPET研究グ
ループに装置の提供を行い継続して研究を行ってい
る。
　13C-MRSの人体計測については、これまで1.5Tesla
の臨床研究用MRIシステムを用いて、ボランティア
の計測と評価を行い、Glycogen蓄積・分解の速度は
個人差があることが明らかとなった。また、肝臓に
おけるグリコーゲンの蓄積・分解は糖代謝パラメー
タの動きと連動していることを示唆する結果が得ら
れ、糖代謝異常を呈する糖尿病患者では健康人とは
異なるグリコーゲンの蓄積・分解パターンを示す可
能性が予測された。今年度は3Teslaシステムの導
入に伴い、当該装置での13C-MRS計測に関する基礎的
検討を行った、基礎検討は3Teslaでの人体計測用の
アンテナの開発を行うとともに、それによる13C-MRS
信号取得法の最適化に関する初期的検討である。
・独法成果活用事業
　独法成果活用事業として本年度でシステムのセッ
トアップが完了したことにより当初の目標は終了し
た。さらに、システムの画像および多核種多次元
NMR計測のための基本的調整を終了した。また、17
年度末には小形動物用の勾配コイルを導入した。
ａ．システムの完成
　昨年度行ったマグネットと勾配コイルをシステム
と結合することに成功した成果を受けて、９月末ま
でに送信側4ch受信側4chのＭＲ計測システム装置
を本体に結合し、すべてのチャンネルでの基本的操

2.2.4.2 NMRに関する基盤的研究
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作の確認を行い、本事業の当初目的である多核種多
次元計測システムは完成した。
ｂ．システムおよびコンソールの調整
　イメージングに関して、炭素、フッ素、酸素など
の多核種スペクトルからの画像化を行うための条件
設定を行い、各核種でのMR画像の作成に成功した。
 

左水の水素MRI、右水の酸素MRI

ｃ．小形動物用勾配コイル
　本事業の計測目標はサルであったため大型勾配コ
イルでの計測評価を行ったが、非常に強い信号の画
像が得られるため、ラット・マウスなどの小形動物
への応用の希望が高まり、今年度末にはさらに高い
空間分解能やコントラスト分解能が期待できる小形
動物用勾配コイルの導入を行う予定である。
・その他の成果
　ＮＭＲ関連研究として合計39課題の研究を行っ
た。
　独法成果活用事業の完成について記事となった、
また完成を記念して国際シンポジウムを行った。
外部資金として、文部科学省科研費として池平の基
盤研究（B）が新規採択され、今年度400万円の研究
費を獲得した。
　ＭＲＩ自主事業費を行なう予定、収入金額は未定。
　研究協力を行っている千葉大学の医工学センター
の大須賀助教授と池平が日本人工臓器学会のJSAO-
Grantを受賞した。

４．中期計画の達成状況
中期計画達成状況と中期計画の内容との対応
総括的目標
　生理・代謝機能の非侵襲的解析を行うため、機能
的ＭＲＩを用いた最適賦活法及びそのデータ解析法
の開発を行う。また、人体からの多核種スペクトロ
スコピーを可能にする計測法の開発を行う。以下を
達成目標とする。
　総括目標に関しては、特に独法成果活用事業にお
いて多核種多次元計測システムの開発を完了し、臨
床研究用MRシステムにおいても炭素およびフッ素

などの多核種計測法の開発を完了した。
以下の個別目標に関しては
・高速計測について、頭部、躯幹部とも10～30ms/
スライス程度のリアルタイム画像による診断を可
能にする。
　全身血管計測さらに腹部においては胆管、膵管な
どのリアルタイムイメージング（超高速撮影では
30ms／スライス以上の高速計測が可能となり、中期
計画の目標を達成）から、心電図や呼吸に同期する
方法による3次元画像、さらには4次元画像に展開
し、立体情報の時間軸方向への展開すなわちリアル
タイム的な血管血流の画像化に成功しその診断を可
能にすることができた。
・心電図同期法などによる３次元計測画像から血管
内血流速度、圧力分布などの４次元解析法を確立
する。
　上記で達成した高速撮影法の開発とともに、当該
手法により得られた4次元画像データから、心電図
同期法とマイクロイメージング法を駆使することに
よって、mmの空間解像度で撮影された脳表面微細血
管の４次元的各パラメータの解析法を確立した。
・グラム、ミリメートル単位の組織内代謝の計測法
を確立する。
　マイクロイメージング法の開発によって、頭部に
おいてはMRI画像において最小イメージング単位で
0.5g、mmオーダー(画素レベルではサブミリ)の解
像力を達成した。
　これら当初の中期計画の目標を達成するとともに、
最終年度である17年度では、さらにサブミリの空間
分解能の達成、多核種を対象とした画像化、心電図
などに同期することができない不規則的運動を行う
腹部臓器の4次元的画像化など次世代MRイメージン
グの可能性について基礎的検討までおこなった。
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概況
　２つの単色Ｘ線を用いる２色X線ＣＴの電子密度
情報の定量性の確認を引き続き行うとともに、豚の
臓器を試料として電子密度画像並びに実効原子番号
画像の医学診断への有効性を探った。更に、単色Ｘ
線ＣＴの臨床への実用化を目指しX線管球使用の可
能性を探るため、２色から多色への拡大による定量
測定法の開発を進めている。これら研究は、国内放
射光施設を利用して行った実験を基礎としている。

１．研究担当者
（加速器物理工学部）取越正己、大野由美子、熊田 
雅之、野田耕司、山田　聰、（北里大学）夏堀雅宏、
粕谷新音、（東京大学）孟　　徳

２．目的
　体内の電子密度分布は、重粒子がん治療の治療計
画の高精度化に重要な役割を果たすことから、２色
X線ＣＴによる電子密度の定量的測定法の開発を重
点的に研究した。更に、２色X線ＣＴ(DXCT)画像が
従来のCT画像とは異なる情報、構成要素の原子番号、
が得られるため、新たな医療情報の抽出を目的とし
て生物臓器を撮影する等予備的な検証を行った。

３．研究経過
　単色X線CTの実験は除高輝度光科学研究センター
(SPring-8)及び高エネルギー加速器研究機構蓄積
リング(PF-AR)で共同利用実験の枠内で実施してい
る。これまで、１次元CT(1DCT)による定量評価の後、
高フレームレート２次元(2D)X線検出器を開発し、
今年度は大型被写体を視野に入れ、拡大照射野によ
るDXCTを実施した。
　2D検出器にて生体試料のDXCT撮影を実施した。
特にラットの胸部（肺）の画像にて、DXCTの特徴を
明確に示すことができた。
　DXCTの高度化した形態である多色X線CTは、主に
PF-ARでの実験を中心に研究を進め漸く画像取得に
成功した。

４．研究成果
４．１　２色X線CT実験の定量性の向上
１）大型被写体を目標としたCT撮影技術の検討と
確立：より大型被写体撮影を目指し、単色X線照
射野の拡大を図った。照射野拡大方法として非対

称反射法を用いた。非対称反射面を持つSi(311) 
の200mm×70mm大型結晶を用いて、縦方向に最大
約50mmに拡大した。これにより縦50mm×横
300mmの照射野を実現した。非対称反射法は2結
晶の角度調整に高度な技術と、時間を要す。
　　これら拡大照射野を用いて、主に豚の臓器の
DXCT撮影を実施した。拡大照射野では散乱線に
よると見られる定量性の低下が見られた。これに
対し、被写体－検出器間距離を離すことは効果は
大きいが、更に補正による対応も必要である。
２）絶対値測定技術確立を図るため、２次元検出器
感度特性に着目し、阻害要因の定量的解析、補正
法を開発した。また、被写体-検出器間距離を
取っているものの、拡大照射野の様に広い照射野
では散乱の影響が顕著となる。定量測定であるた
め、散乱線の影響は例えば減弱係数測定値から直
接分かり、その影響の評価が比較的容易にでき、
より定量的な補正方法の検討が可能である。
３）原子番号情報の独立性の確認を、密度可変な試
料により証明した。密度可変な試料として「粉」
を用いた。圧縮することにより、物性値を変える
ことなく密度のみを変化させた試料を用い、DXCT
で得られる実効的原子番号が密度に依存しないこ
とを実験的に確認した。

４．２　多色X線CT
　エネルギー弁別可能なCdTe検出器を用いたCT技
術開発を進めている。多色X線CT開発はDXCTの２
色技術を更に発展させ、２色以上の複数の単色X線
を用いる方法であり、更に、通常のX線源を疑似単
色X線源としての利用を可能とする。
　実験はPF-AR放射光装置を用いて実施した。
30keVを基底のエネルギーとし、Si(211)結晶で分光
した際に得られる高調波60、90、120keV X線を使っ
た撮影を行った。特性確認のための水等の基本試料
に加え卵、ソーセージ等を撮影した。定量性につい
ては未だ改良の余地があり、特に、撮影中に光源の
エネルギースペクトルを変えないことが極めて重要
である。一方、エネルギースペクトルの変化を前提
にしたシステムを検討する必要があることも重要で
ある。

2.2.4.3 放射光を用いた単色X線CT装置の研究開発
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概況
　医療被ばくは被ばくする個人に直接利益がある為
線量制限を設けないというのがICRPなどの基本的
な考え方となっているが、充分な診断能を有する画
質と放射線量とが釣り合う、最適線量が考えられる。
一方、周辺機器や検査方法の発展により、最適線量
を低減させる可能性もある。また、近年特殊なX線
検査法の発展により医療従事者の被ばくも注目され
ている。本研究室はこれらの観点から、医学利用放
射線からの患者・被検者及び医療従事者の被ばくの
可能性と線量を評価し、その低減を図ると共に医療
における放射線利用の頻度、傾向の解析を継続的に
行った。
　本年度は一層の多列化と応用が進むマルチスライ
スコンピュータ断層撮影装置(MDCT)による患者の
被ばく線量評価、および放射線治療に関する実態調
査を行った。また、前年度より引き続きIVRにおけ
る患者及び術者の被ばく線量評価法の検討を行った。
　本研究室の目的である、臨床の場での線量評価と
線量低減の研究のために、種々の医療施設において
線量測定の実施や診療放射線使用実態に関する調査
などにご協力を頂いた。

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

研究担当者
西澤かな枝、赤羽恵一、岩井一男(客員協力研究員)、
丸山隆司(客員研究員)

目的
　被検者・医療従事者の被ばく線量を評価し、正当
化・最適化解析の基礎資料とするとともに放射線利
用の頻度、傾向の解析を継続的に行い、他の線源と
の比較、損害の評価の基礎資料を得て、線量低減に
資する研究を行う。以下を達成目的とする。
・特殊放射線検査における患者／医療従事者の被ば
く線量の評価を行う。
・Ｘ線診断、核医学診断・治療、放射線治療、歯科
Ｘ線診断について調査し、日本における医療被ば
くの実態を把握する。
　

研究経過
１）医学利用放射線の線量評価と防護
・種々の4列以上の検出器を擁するいわゆるMDCTに
よる検査時の被検者の臓器組織線量を成人及び幼
児用人体型組織等価ファントムを用いて測定した。
　MDCTの発達と普及は著しいものがあり、17年秋に
はすでに2600台を超す装置が普及している。今
のところ4列がおよそ45％を締めているが16列
が増加傾向にあり、64列、256列装置が市販され
始めている。MDCTは撮影条件の組み合わせが多
様に選択でき、被検者の被ばく線量には大きな差
が出る。臨床上の必要性と最適な画質・線量を検
討するための共同研究を行った。線量測定には小
型線量計（ガラス線量計・熱ルミネッセンス線量
計）を用い、測定結果により実効線量を評価した。
・CT装置が胸部集団検診に応用されて久しく、今日
ではMDCTが検診へ応用されることが増加してい
る。健常者が多く受けるかも知れない集検におい
て、各実施機関が適切な検査法を確保するため、
医療放射線に関する３学会協力の下にMSCTに関
するQA/QCマニュアルを作成した。当研究室は線
量評価の部分を担当した。
・CTによる患者の簡易的被ばく線量評価を実効線
量との関連に於いて設定する為の線量指標（CTDI）
評価をマルチスライスCTに適用するための基礎
実験を継続した。
・CTDIから患者の線量を推定するため、PMMAファン
トムとボクセルファントムを用いたコンピュータ
シミュレーションを継続し、条件の異なる撮影時
の定量的関係データを蓄積した。
・IVR時の患者と術者の被ばく線量をガラス線量計
によるモニター法を採用し測定を継続した。これ
は医療機関との協力の下に行っている。IVRは医
療の中では高線量被ばくを伴う方法で、時に重篤
な皮膚障害をもたらす可能性があり、迅速で精度
高い線量評価が求められる。このため、頭頸部を
中心に測定システムの一般化の為の共同研究を
行っている。
・核医学における内部被ばくに関し、ボクセルファ
ントムを用いて、99mTc-MDPを投与された患者の線
量をシミュレーション計算により評価した。
・医療放射線防護システムに関し、スウェーデン放
射線防護研究所にてスウェーデンにおける線量評

2.2.5 医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評価及び防護に関する研究
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価方法及び防護体系を調査した。
２）医療被ばくに関る実態調査
　本年度は放射線治療についての調査を行った。全
国で放射線治療を行っている医療施設は800であり、
全数調査とした。
　放射線照射器具（Ra針等の密封線源）による治療
および放射線照射装置（X線、コバルト、加速器）
による治療の患者に関し、性別、年齢、治療部位、
使用放射線の線質などについて１ヶ月間の詳細と１
年間の総数を郵送方式によるアンケート調査を行っ
た。800施設のうち、すでに治療を中止した施設な
どもあり、回答率はおよそ60％であった。

研究成果
１）CT検査は、装置および条件選定により、同じ部
位の検査でも受診者の被ばく線量に数倍の違いが
ある。健常人が受診する可能性のある検診では医
療被ばくといえども、より低い線量で良好な画質
が望まれる。昨今のMDCTの普及で検診において
も導入が広がっているが同様の問題が残っている。
　　同一機種において線量に有意な違いがあるか否
か確認するため、検診において最も普及している
4列MDCTについて比較測定を行った。これらは導
入年に3年の開きがあった。C装置が最も後で、
設置されてから2年である。
　　表１に使用した検査条件を示す。条件１は通常
の胸部検査に用いられる条件、2は集団検診に用
いられる条件で、違いは管電流とピッチである。
表2にそれぞれの条件における主な臓器組織線量
を示す。条件１と2では線量が約1/5以下に低減
された。いずれの装置でも同様の傾向であった。
一方、条件１における臓器組織線量ではA装置と
C装置に30～35％程の違いがあった。実効線量で
は33％の違いであった。条件2でも同様の傾向で

あった。
　　装置間の違い30％は現在CTが胸部検診に応用
され、通常の約1/5の線量で検査が行われている
折り、有意でないとは言い難い。導入時期の違い
は、装置機構の改良が行われたとみられるが、導
入済みの機種に対しても改良が反映されることが
望まれる。
　　X線CT検査における患者の被ばく線量の指標で
あるCTDI評価では、数学ファントムのモンテカル
ロシミュレーションにより評価した。X線スペク
トルなど、線量に影響を与える条件を組み込んだ
計算コードを開発中である。また、核医学検査に
おける患者の被ばく線量評価として、ボクセルタ
イプ数学ファントムのモンテカルロシミュレー
ションにより、MIRD型ファントムとの違いを評価
し、不確かさ解析の基礎となるデータを得た。ス
ウェーデンにおける医療放射線防護体系の調査研
究では、法令の構成が日本と異なっており、診断
参考レベルの考え方が実際の防護体系に取り入れ
られている。診断標準線量と呼ばれる線量が測定
･評価されるが、その責任を医学物理士が担って
いる。線量測定･評価手法、医療放射線防護に関
し、非常に有用な知見を得た。

表２　　臓器組織線量の装置比較（mGy）
21条件

CBACBA装置臓器組織

0.740.921.025.747.147.79　赤色骨髄
1.972.432.9216.921.223.7　肺　
1.742.153.0714.517.022.4　胃  
1.471.992.3312.115.022.5　乳房
1.691.992.8513.716.922.5　肝臓
1.912.543.0016.319.023.3　食道  
2.833.933.7622.230.230.9　甲状腺 

1.121.411.728.9911.213.3Male　実効線量
1.121.411.718.9611.113.3Female　（mSv）

2.112.493.2815.019.123.8　皮膚平均

表1　　胸部検査条件
21条件

120120kV管電圧
30200mA管電流
0.750.75sec/rot照射時間
27.520mm/rotFeed
11.2514.2sec全scan時間
2016mmビーム幅
1.3751.25ピッチ
5mm*44mmｘ4mm x 列使用検出器
30cm30cm全肺野撮影範囲
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１）神経イメージング研究
須原哲也、伊藤　浩、大林　茂、樋口真人、高野晶
寛
・統合失調症における[11C]DAA1106を用いた末梢性
ベンゾジアゼピン受容体の検討：　統合失調症17
例、正常対照群11例で[11C]DAA1106を用いたPET
検査を施行した。統合失調症では脳内の末梢性ベ
ンゾジアゼピン受容体密度が局所的に上昇する傾
向がみとめられ、重症度との間の相関も示唆され
た。さらに、本リガンドの臨床利用を促進するべ
く18F標識のDAA1106による末梢性ベンゾジアゼピ
ン受容体の定量解析法も確立した。
・統合失調症患者における抗精神病薬による大脳皮
質ドーパミンD2受容体占有率についての研究：　
新規の抗精神病薬であるパリペリドンによる大脳
皮質ドーパミンD2受容体占有率を測定し、最適な
臨床用量を確定した。また、パリペリドンにおい
ては大脳皮質領域におけるドーパミンD2受容体
占有率は線条体における占有率とほぼ同等である
ことが示された。
・抗うつ薬によるセロトニントランスポーター占有
率についての研究：　正常被検者およびうつ病患
者において抗うつ薬によるセロトニントランス
ポーター占有率の測定を行い、薬物投与量および
薬物血中濃度と占有率との関係を明らかにした。
また患者において占有率と臨床症状評価指標との
関係から抗うつ薬の至適投与量を推定する試みを
行った。
・血液脳関門の薬物トランスポーターであるP糖蛋
白によって排出される[11C]verapamil を用いたP
糖タンパクを介する薬物相互作用や加齢の影響に
ついての研究：　正常被検者において血液脳関門
薬物トランスポーター機能の定量評価法を確立し
入力関数測定に起因する誤差の評価を行った。ま
た薬物トランスポーター機能と遺伝子多型との関
連についても解析したが有意な差は見いだせな
かった。さらに、P糖タンパクの基質であるクラ
リスロマイシン投与による薬物トランスポーター
機能の変化を、正常被検者において測定したが有
意な変化はみられず、常用量のクラリスロマイシ
ンは血液脳関門薬物トランスポーター機能に影響
しないことが示唆された。
・新規リガンドの開発：NK1受容体リガンドを標識
合成が確立したことにより、リガンド結合の種差

や脳内での結合特異性を定量的に評価できるよう
になった。ドーパミンアゴニストリガンドの標識
合成が可能になったことより、内因性ドーパミン
放出の変化をPETで正確に定量するための基盤が
確立された。ノルエピネフリントランスポーター
リガンドは合成条件を検討中である。
・パーキンソン病（PD）モデルラットを用いた機能
再生研究：6-OHDA処置ラットをPDモデルとして用
いることにより、障害を受けた線条体ドーパミン
神経伝達機能は胎児細胞移植により一部回復する
ことが治療後のPET評価で明らかになった。また
ドーパミン神経伝達機能が一部回復するのみでも
運動機能は十分な回復が得られることがPETと行
動解析との組み合わせにより証明された。
・PDモデルサルを用いた高次認知機能研究：　PDの
高次認知機能障害について脳内神経伝達異常の観
点から理解することを主眼に置いた。PD群の高
次認知機能に関して、ある運動学習（探索的餌獲
得課題）の学習曲線をPD群と健常群で比較し、さ
らに両群でPETを用いて線条体外ドーパミンD2受
容体、トランスポーター密度を計測、比較した。
PD群では健常群と比べ、明らかに学習初期（学習
開始―1週間）、中期（1週間―1ヶ月）で特異的
に運動学習障害が認められたが後期には健常群レ
ベルに達した。このことから、PD群も時間をかけ
れば少なくとも今回使用した課題学習も可能であ
るが学習スピードは有意に低下していることが示
唆された。[11C]FLB457を用いた線条体外ドーパ
ミンD2受容体密度を計測したPET研究結果から、
PD群では前頭葉皮質（9/46野）、視床などにおい
てもドーパミンD2受容体密度が有意に減少して
いることが明らかになった。今後、脳内受容体変
化と高次脳機能障害の関係を詳細に検討していく。

２）神経ジェネティクス研究
石川裕二
　脳機能障害に関連するメダカ突然変異体act 
(albino with cloudy tectum) の原因遺伝子の同定し、
またその機能を確定する研究を行った。脳発生異常
遺伝子のクローニングを継続し、act突然変異体の
原因遺伝子をリンケージグループ15にマップし、
act locusをはさむ最近傍のマーカーからBACライ
ブラリーによるウオーキングを行ったところ原因遺
伝子から0.68cMまで接近できた。また、新規メダカ

2.2.6 脳機能研究
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突然変異体tac （tacobo） の原因遺伝子を同定し、ラ
ミニンに関連するlamγ1であることを示した。ラ
ミニンの異常によって、脳形成に関わるシグナル分
子が場所的および濃度的に機能不全になり、そのた
めに障害が起きることが確定された。

３）神経トキシコロジー研究
久保田善久、孫学智
　HIMACを利用した重粒子線脳局所照射法を確立し、
胎児や成体における放射線誘発脳障害の発生機構と
脳保護剤投与よる脳障害保護効果について検討して
きた。放射線誘発脳障害の予防法としてラジカルス
カベンジャー（MC-PROXYL）の脳障害保護効果を検討
し、照射前投与により神経症状の軽減、浮腫の抑制、
運動機能障害の改善、神経細胞死の減少等、脳障害
保護効果が認められることを明らかにした。

４）遺伝子発現イメージング研究
安西和紀、齋藤俊行、山内正剛
　外来刺激で発現がコントロールされるiNOSプロ
モーターとD2受容体遺伝子をつないだ発現ベク
ター系を用いた細胞および個体レベルで遺伝子発現
を捉える試みを行ってきた。D2R遺伝子にiNOSプロ
モータをつないだ発現ベクターと蛍光タンパク質
（EGFP）遺伝子とD2R遺伝子の両方にiNOSプロモー
タを繋いだ発現ベクターを作成し、それぞれラット
グリオーマ細胞株（C6）およびマクロファージ細胞
株（Raw264.7）にトランスフェクトし、LPSおよび
INF-γに応答する細胞株をクローニングした。
Raw264.7細胞株でiNOSプロモータを介したEGFPの
発現を蛍光顕微鏡およびフローサイトメーターで測
定した結果、LPSおよびINF-γ刺激後24時間で蛍光
強度が2-5倍増大した。一方、ラットへの移植実験
を考慮したC6グリオーマ細胞では、D2RのmRNA発現
をRT-PCRで、またタンパク質発現をウェスタンブ
ロッティングで調べたが、大きな発現亢進は観察さ
れなかった。従って昨年度までにテトラサイクリン
依存性のD2R発現を見たようにこの組み込み細胞株
を個体へ移植してPETでiNOSプロモータを介した
D2R発現を見ることは現時点では困難であることが
わかった。
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研究担当者
荒木良子、斎藤俊行、安倍真澄

　HiCEPセンターでは、従来のマイクロアレー法と
は原理の異なる遺伝子発現プロフィール解析法
（HiCEP法）を開発してきた。基本技術は既に完成
し、現在、その後の普及の柱となる二つの開発「ハ
イスループット化」「微量解析技術」の開発を行って
いる。

　平成17年度・年度計画は以下であった。
１） ハイスループット化：反応工程および情報処理
工程のオートメーション化及びそのハイスルー
プット化。

（ア）反応工程（RNA調製、cDNA合成、HiCEP反応
及びPCR）：自動反応装置試作2号機の開発。96反
応 /3日 、オートメーションの高度化、耐久性の
向上、ソフトウエアの充実。

（イ）情報処理工程：HiCEP遺伝子発現プロフィー
ル比較ソフト（発現変動ピークを網羅的に同定し
うるソフトウエア）の開発。

２）微量試料HiCEP解析系の確立：50から100細胞
による微量試料解析技術の開発を行い、一方で
1,000細胞（トータルRNA 10ナノグラム）のルー
チン化を目指す（ルーチン化として当初の1／
500）。

研究経過及び結果
　上述の「平成17年度の年度計画」１～２それぞれ
について以下に述べる。

１）ハイスループット化： 
（ア）反応工程（RNA調製、cDNA合成、HiCEP反応
及びPCR）
　機械化のためのプロトコール検討を行い、自動反
応装置試作２号機を作成した。本機は１号機に比べ、
下記の点で優れている。
　・全反応時間が短縮
　・ソフトウエアの変更が容易
　・形状の変更（小型化および、密封化）

（イ）情報処理工程
　異なる電気泳動間におけるピーク合わせアルゴリ
ズムはほぼ完成した。

２）微量試料HiCEP解析系の確立：
　マウス初期胚では8細胞、 培養細胞株では50細
胞による解析技術を確立した。
　1,000細胞でのルーチン化を果たした。

2.2.7 高精度遺伝子発現プロファイリング法のハイスループット化
及び微量試料を用いた解析技術の開発
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概況
　平成16年度より5ヵ年計画で放医研を幹事機関と
して東北大学、近畿大学、理化学研究所、日本原子
力研究所、環境科学技術研究所、国立医薬品食品衛
生研究所、国立感染症研究所、が共同で行う新クロ
スオーバー研究『低線量域放射線に特有な生体反応
の多面的解析』が実施されている。その分担研究課
題として放医研では以下に記載する「染色体異常の
解析」、「mRNA、蛋白の解析」、「DNA修復酵素の挙動の
解析」を実施している。本年度は11月に日本放射線
影響学会との共催で第１回アジア放射線研究会を実
施し、各研究班の方向性と班相互の協力体制を確か
なものにし、同時に国内外の関連研究機関との連携
体制を確立できた。研究に当たっては、生物指標の
検出方法の確立を行い、化学物質と放射線を被ばく
させたマウスを解析した。また、放射線適応応答に
関わる遺伝子発現解析を開始するとともに、マウス
の低線量率長期連続照射の解析も始まり、来年度に
かけて多くのデータが得られる予定となっている。

染色体異常の解析
１．研究担当者　
　吉田光明a，穐山美穂a,3，神田玲子ｂ，南久松真子
ｂ,1，Guillaume Varesｂ,2，王　　冰ｂ，吉田和子ｂ,1，
早田　勇ｂ：a線量評価研究部，ｂ放射線障害研究グ
ループ、（１客員研究員，２博士号取得若手研究員，3

テクニカルスタッフ）

２．目的
　当該年度は、染色体異常解析用標本の組織細胞の
決定，作成法および染色法について継続して試行す
ると同時に末端部特異的DNAプローブと動原体特異
的DNAプローブを併用したFISH法を試行し，より精
度の高い検出法の開発を試みる。また，化学物質
（突然変異原物質）と放射線照射の複合処理を受け
たマウスにおける染色体異常の解析，ならびに低線
量率放射線によって長期間照射されたマウスにおけ
る染色体異常の解析にも着手する。これらの解析結
果から照射マウスにおける染色体異常の線量効果関
係の解明をさらに進展させる。さらに染色体異常の
出現頻度と突然変異、応答遺伝子発現、適応応答条
件との比較解析も目標とする。

３．研究経過と成果
３－１．適正組織・細胞の決定および染色体解析

方法の確立と改良
　昨年度，本研究において脾臓リンパ球が染色体異
常を解析する上で現段階では最適であるとの結論を
得たことから，この手法により化学物質と放射線の
複合処理マウスおよび低線量率放射線による長期照
射マウスの染色体異常の解析に着手した。また，市
販のpan-telomericならびにpan-centromeric DNA 
プローブを用いたFISH法を試みたが明瞭なシグナ
ルが得られておらず，現在，実験条件の検討を行
なっている。しかしながら，これまでの状況では染
色体標本の出来具合により，染色性に差が出ること
はあるがヘキストーキナクリン二重染色法で解析が
十分遂行できることも確認した。また，複合処理マ
ウスおよび長期照射マウスの染色体を解析した結果，
異常のタイプに応じてpan-telomericならびにpan-
centromeric DNA プローブによるFISH法を併用して，
テロメアおよび動原体の状態を確認しなければなら
ないものが有り，現在，条件設定を急務としている。

３－２．化学物質と放射線の複合処理マウスの脾
臓リンパ球における染色体異常

　低線量の放射線（0mGy/h, 0.5mGy/h, 1.0mGy/h, 
1.5mGy/h）で31日間照射し，照射中にニトロソアミ
ンの1種であるNNK:4-(methylnitrosaminno)-1-(3-
pyridyl)-1-butanoneで処理したマウス24頭の脾臓
リンパ球を培養し，染色体異常の解析を行なった。
NNK処理の対象として生食水処理をしたマウス24頭
についても同様に染色体異常の解析を試みた。脾臓
リンパ球を培養後，染色体標本を作製し解析した結
果，NNK処理群では24頭中13頭（0mGy/h：3, 0.5mGy：
4,　1.0mGy/h:3，1.5mGy/h：3）において，対象群で
は 16頭（0mGy/h：4, 0.5mGy：4,　1.0mGy/h:4，
1.5mGy/h：4）において解析に十分な染色体中期像を
得ることが出来た。観察された染色体異常の模式図
を図１に示すが，マウス染色体は全て動原体を末端
部にもつアクロセントリック染色体であるため，染
色体の端部側で切断が生じ融合する異常のタイプが
典型的な二動原体染色体として判定される（図２）。
また，明確に判定されたわけではないが，動原体同
士，動原体と端部側が近接しているタイプ，端部同
士が近接しているタイプで，いわゆるtelomeric 
association様の異常も観察された。これらの染色

2.2.8 原子力試験研究委託費（新クロスオーバー研究）
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体異常はテロメア近傍が切断され融合している可能
性（pseudo-dicentric）も考えられる。さらに，こ
れらの異常以外にもギャップ（gap），切断(brekage)，
動原体融合（centric fusion）等も観察された。 現
在，各マウスに関して約200細胞までの解析を終了
したが，さらに細胞数を増やして解析を継続中であ
る。

図１．複合処理マウスおよび長期照射マウスの脾臓
リンパ球に認められた染色体異常の模式図

図２．複合処理マウスの脾臓リンパ球に認められた
典型的な二動原体染色体と染色体断片，dic:
二動原体染色体，F：染色体断片

３－３．低線量率放射線の長期照射マウスにお
ける脾臓リンパ球の染色体異常

　本研究では，また，低線量率放射線（0mGy/d, 
0.04255mGy/d, 0.858mGy/d, 16.56mGy/d）を483日間
照射したマウス（総線量，0mGy，20mGy，400mGy，8Gy）
における脾臓リンパ球の染色体異常の解析にも着手
した。各線量において♂♀それぞれ5頭，計40頭の
脾臓リンパ球を培養し，染色体標本を作成して解析
した結果，0mGy：♂4頭，♀2頭，20mGy：♂3頭，
♀4頭，400mGy：♂5頭，♀4頭，8Gy：♂4頭，♀
2頭，合計28頭において解析に十分な染色体像が得
られた。観察された異常は複合処理マウスと同様の
染色体異常(図１)であった。これらについても現
在，各個体約200細胞までの解析が終了しているが，
さらに細胞数を増やして解析を行なっている。

３－４．染色体異常を指標とした適応応答現象
の解析

　妊娠マウス（胎齢11日目）に0.3Gy(0.34Gy/min,

2.5Gy/min,4.2Gy/min),0.5Gy(0.34Gy/min),1.0Gy
(0.34Gy/min)を照射し，翌12日目に2.5Gy(1.8Gy/
min)を照射して胎児の生存率および奇形の出現率
を調べると，0.3Gy(0.34Gy/minと4.2Gy/min)を前
照射した群において適応応答現象が認められている。
そこで本研究ではこれらの照射実験を行い，適応応
答が認められる群と非応答群から，それぞれ生産し
てきたマウスにおける脾臓リンパ球の安定型染色体
異常の解析を行ない，比較検討する予定である。現
在，2回の照射実験を行なった妊娠マウスから生産
してきたマウスの脾臓からリンパ球を採取，保存す
ると同時に解析方法の確立を行なっている。 

mRNA、蛋白の解析
１．研究担当者　
根井　充、王　　冰、中島徹夫、Guillaume Vares１、
放射線障害研究グループ（１博士号取得若手研究員）

２．目的
　本研究は、p53と協調して低線量放射線照射後の
遺伝子発現制御に機能する転写因子を同定すること、
および胎児の奇形発生における適応応答の分子機構
を解明することを目的としている。

３．研究経過と成果
　マウス発生において器官形成期は放射線高感受性
であり、高頻度に胎内死亡あるいは奇形（たとえば
四肢の異常）が発生する。しかし被ばくの１日前に
予め0.3Gyの低線量放射線を照射することにより、
胎内死亡率が低下するとともに奇形発生頻度も低下
する。また、この放射線適応応答は、0.34Gy/minお
よび4.2Gy/minの２通りの線量率付近に限られて誘
導される。放射線適応応答条件下（線量率/線量率：
0.3Gy/0.34Gy/minおよび0.3Gy/4.2Gy/min）および
非条件下（0.3Gy/2.5Gy/min、0.5Gy/0.34Gy/minおよ
び1Gy/0.34Gy/min）で照射した妊娠マウスから胎児
RNAを採取し、cDNAマイクロアレイの解析を行い、
適応応答条件下で特異的に変動する遺伝子の検出を
試みた。
　用 い た ア レ イ はAmersham Biosciencesの
CodeLink Mouse 20Kであり、本実験系において13982
個の遺伝子の発現が検出、定量された。照射により
多くの遺伝子の発現が変動したが、有意（p<0.05）
な変動を示した遺伝子のうち、放射線適応応答条件
下と非条件下で変動率が異なる遺伝子群861個を同
定し、AR遺伝子と名付けた。次にGene Ontologyあ
るいはKEGG molecular pathways等のデータベース
に基づきAR遺伝子の機能を解析した。その結果、
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Signal transduction mechanismsの 他、WD-repeat 
proteins、Glycoproteins with signal peptide、
Transmembrane proteins, G-protein signaling、
Phosphorylation, protein kinases、Replication, 
recombination and repair、Lipid metabolism、
Transmembrane proteins, ion channel、
Intracellular transport、Transcription、ATPase 
activity、Chromosome organization、Protein 
catabolism, peptidases、Oxidative 
phosphorylation、Cellular protein metabolism、
Mitochondrial membrane proteins等、17通りの機能
分類がAR遺伝子の中で特に多いことが明らかと
なった。一方、p53関連遺伝子104個について調べ
たところ、26個のAR遺伝子（24％）が見出された。
解析した全遺伝子数に対するAR遺伝子の割合
（6.2％）に比べて顕著に多く濃縮されていたことが
分かった。
　マウス胎児の放射線適応応答時に特異的に発現変
動する遺伝子群の中には、Signal transduction 
mechanismsを含む17個の機能に関連する遺伝子が
多く含まれることがわかったことは、本実験系にお
ける放射線適応応答にこれらの機能が深く関与して
いることを示唆している。放射線適応応答において
中心的な役割を果たすと考えられていたDNA修復機
能については、本解析では特にAR遺伝子との相関は
見られなかった。しかしこのことは少数（あるいは
単独）のDNA修復遺伝子が放射線適応応答に決定的
な機能を果たしている可能性を排除するものではな
い。一方、やはりこれまでに多くの研究から示唆さ
れてきたp53の重要性については、p53関連遺伝子
の中に特にAR遺伝子が多く濃縮されていたことが
分かったことから、p53の重要性をあらためて確認
した。今後は更に情報生物学的解析を進め、放射線
適応応答に機能するmolecular pathwayを明らかに
するとともに、遺伝子のタンパクレベルでの発現変
動の解析も行う予定である。

DNA修復酵素の挙動の解析
１．研究担当者
小池　学、小池亜紀１、菅澤　純２、放射線障害研究
グループ（１テクニカルスタッフ、２業務補助員）

２．目的
　低線量被ばくの生物影響について細胞や組織で解
析を行うための指標を得るために、中・高線量域で
発現変動を示す放射線応答性RNA分子や蛋白分子に
ついて、X線照射したヒト及び齧歯類皮膚細胞を材
料に、免疫細胞染色法、ウエスタン法やRT-PCR法に

より低線量被ばくの分子マーカー（発現変動する
RNAや蛋白分子）のスクリーニングを継続して行う。
これまでに得られた候補については、低線量放射線
による誘導性についてRT-PCR法や免疫細胞化学法
を用いて、細胞を用いた検証を行う。特異抗体を用
いた免疫細胞染色法により、X線照射したヒト細胞
内（正常細胞及び、修復機能低下細胞）でのDNA損
傷修復関連蛋白質の挙動解析を行う。また、蛍光蛋
白質 ( GFP)と融合させ可視化したDNA修復酵素の細
胞内での挙動解析を行う。細胞内でのDNA損傷修復
メカニズムの解析をヒト培養細胞を材料に開始する。

３．研究経過
　中・高線量域で発現変動を示す放射線応答性RNA
分子について、X線照射したヒト及び齧歯類細胞を
材料に、RT-PCR法等により低線量被ばくの分子マー
カー（発現変動するRNA）のスクリーニングを低線
量X線を照射したヒト培養細胞を材料に継続して
行った。また、DNA二重鎖切断損傷修復機構で働く
DNA修復酵素（蛋白質）の生細胞内での挙動を正確
に解析するために、緑色蛍光蛋白質とKu80蛋白質
の Ku70結合領域等のアミノ酸を置換した変異型を
融合した蛋白質を発現する様にコンストラクトした
遺伝子発現ベクターを導入し、薬剤耐性をマーカー
に選択を行い生細胞内の変異型Ku80蛋白質を蛍光
倒立顕微鏡下で観察可能にした細胞株を複数樹立し、
細胞特性の解析と挙動の解析を開始した。

４．研究成果
　DNA二重鎖切断損傷修復機構で働くDNA修復酵素
（蛋白質）の生細胞内での挙動を正確に解析するた
めに、昨年度までに樹立したDNA二重鎖切断損傷修
復機構で働くDNA修復酵素（蛋白質）Ku80の生細胞
内での挙動と比較解析する変異型Ku80発現細胞株
の樹立を試みた。Ku80の Ku70結合領域等のアミノ
酸を置換した変異型Ku80を融合した蛋白質を蛍光
倒立顕微鏡下で生細胞で観察可能にした細胞株を薬
剤耐性をマーカーに選択を行い複数樹立できた。ま
た、これらの細胞株の特性を明らかにするために、
これらの細胞株で発現する融合蛋白質と野生型
Ku80の機能の差違を融合蛋白質の発現、Ku70蛋白質
との結合とその安定化、細胞内局在、DSBs誘導剤抵
抗性等に注目して明らかにした。今後、これらの変
異型Ku80融合蛋白質が発現する細胞にDNA二重鎖切
断損傷を誘導した時に、損傷が生じた領域に緑色蛍
光蛋白質融合Ku80変異型蛋白質が集積するか否か
解析を行う予定である。
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