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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



-18-

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



-25-

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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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 / 

2.2 基盤的研究
2.2.1 環境系基盤研究

2.2.1.1 環境放射線防護体系構築のための研究
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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。



-46-

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
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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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　平成17年度理事長調整費執行方針に基づき、創造
的事業推進経費の内、次期中期計画において柱とな
るような事業を対象とする創成的研究（１課題当た
り3000万円以下/年）と、将来大きく成長し得る
シーズの創出を目的とした萌芽的研究（１課題当た
り500万円以下/年）の所内公募を実施した。萌芽
的研究は、中期計画との関連性、科学的・学術的重
要性、将来的発展性等の観点から１応募課題につき
3人の所内研究者にレビューを依頼し、その結果に
基づいて応募52課題中28課題を採択した。創成的
研究については採択結果の重要性と配分額の大きさ
を鑑み、所内研究者15人からなる創成的研究課題採

択委員会を組織し、応募数全13課題を書類審査及び
ヒアリングによる審査を行い、5課題を採択した。
戦略的な研究所運営を目的として理事長が特に必要
と認める指定型研究は、9課題を採択した。平成17
年度創成的・萌芽的研究採択課題の研究成果につい
ては、評価ワーキンググループによる厳正な評価を
実施するとともに、平成18年5月に公開報告会を開
催した。これらの研究成果は報告書として取りまと
めた。平成17年度の本研究助成によって得られた
原著論文数は準備中を含め35編(平成16年度は40
編以上)を超える。

2.3　基礎的・萌芽的研究

理事長調整費による創成的研究採択課題一覧

課　　　題　　　名協力者申請者名所　　　属整理
番号

炭素線がん治療用ガントリーの開発研究９人野田　耕司重粒子医科学センター加速器物理工学部1

次世代の健康影響における放射線影響―胎
児・小児―８人島田　義也放射線安全研究センター低線量生体影響

プロジェクト2

ヒト放射線傷害修復経路の精査的探索と放
射線生体影響研究への応用５人塩見　忠博放射線安全研究センター低線量生体影響

プロジェクト第５チーム3

遺伝子解析による重粒子線治療効果・転移リ
スクの予測７人今井　高志フロンティア研究センター放射線感受性

遺伝子研究プロジェクト4

超高感度PETイメージングの基盤技術開発：
小動物用PETなどへの応用18人山谷　泰賀重粒子医科学センター医学物理部5

理事長調整費による萌芽的研究採択課題一覧

課　　　題　　　名協力者申請者名所　　　属整理
番号

循環血清freeDNA（腫瘍）の検出とその臨床
応用に関する研究なし高木　　亮重粒子医科学センター病院治療課1

ガン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２人山田　　滋重粒子医科学センター病院治療課第１治

療室2

脳機能分子ネットワークの生体内動態イメー
ジングなし大林　　茂重粒子医科学センター脳機能イメージン

グ研究開発推進室3

臨床応用に向けたラジオアイソトープ標識テ
ネイシンC抗体のFvフラグメント化と最適抗
体の選択試験－組織再構築の非侵襲的評価
法の開発

なし小高　謙一重粒子医科学センター画像医学部4
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課　　　題　　　名協力者氏　名所　　　属整理
番号

陽電子放出核イオンの治療ビームへの適用なし北條　　悟重粒子医科学センター加速器物理工学部
サイクロトロン運転室5

Characterization of Depleted Uraniumand 
Its Health Effects２人

サフー
サラタ
クマール

緊急被ばく医療研究センター線量評価研
究部微量分析研究室6

放射線を利用したドラッグデリバリーシステ
ムに関する研究３人根井　　充放射線安全研究センター放射線障害研究

グループ第３チーム7

がんの光線力学療法剤を志向した活性酸素
発生剤の開発１人中西　郁夫放射線安全研究センターレドックス制御研

究グループ第１チーム8

高齢化社会に向けた放射線治療開発モデル
に関する研究８人小池　　学放射線安全研究センター放射線障害研究

グループ第４チーム9

アクアバイオセンサーとしてのGFPトランス
ジェニックメダカ系統の開発１人丸山　耕一放射線安全研究センター実験動物開発研

究グループ10

スピードコンジェニック法を用いた遺伝子改
変マウスのコンジェニック化についての研究２人鬼頭　靖司放射線安全研究センター実験動物開発研

究グループ第１チーム11

水晶体被ばく線量の測定評価に関する開発
研究４人高見実智己放射線安全研究センター宇宙放射線防護

プロジェクト第２チーム12

放射線(中性子線)の次世代マウス脳神経
発達影響に関する病理学的・行動薬理学的
研究

３人大野　　康放射線安全研究センター低線量生体影響
プロジェクト第１チーム13

低線量率放射線の発達神経毒性に関するメ
ダカ胚を用いた研究４人石川　裕二射線安全研究センター実験動物開発研究

グループ第１チーム14

脳アミロイド結合性薬剤を用いたアルツハイ
マー病の診断と治療なし樋口　真人重粒子医科学センター脳機能イメージン

グ研究開発推進室15

発がん標的としての組織幹細胞に関する組
織学的研究６人今岡　達彦放射線安全研究センター低線量生体影響

プロジェクト第２チーム16

重粒子イオンによって誘発される細胞核内
ＤＮＡ二重鎖切断およびその末端構造の解
析

４人小西　輝昭研究基盤部　技術支援・開発室17

微生物群集構造に対する極低線量ガンマ線
の効果なし石井　伸昌放射線安全研究センター比較環境影響研

究グループ第２チーム18

作業環境におけるSm-147による被ばく線量
評価２人米原　英典放射線安全研究センターラドン研究グ

ループ第２チーム19

ガンマ線トラッキング同時計数型PET装置の
基礎研究９人吉田　英治重粒子医科学センター医学物理部20

ルミネッセンス線量計材料の共焦点顕微分
光法による３次元飛跡読み出し法の研究なし安田　仲宏放射線安全研究センター宇宙放射線防護

プロジェクト21

肝組織のトポロジー性を利用した３次元超
音波画像とCT画像との位置合わせによる精
密な放射線治療計画法の研究

１人加藤　博敏重粒子医科学センター病院治療課第１治
療室22
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課　　　題　　　名協力者氏　名所　　　属整理
番号

呼吸気道発がん標的細胞の放射線感受性に
関する研究１人山田　　裕放射線安全研究センター内部被ばく影響

研究グループ第２チーム23

放射線によって発現が誘導された新規遺伝
子産物の生物学的機能の同定３人藤森　　亮放射線安全研究センター比較環境影響研

究グループ第１チーム24

呼吸性運動を伴う体幹部腫瘍に対するス
キャニング照射のシミュレーション２人浦壁恵理子重粒子医科学センター医学物理部25

植物における放射線の遺伝的影響を検出す
るための分子指標の探索２人渡辺　嘉人緊急被ばく医療研究センター線量評価研

究部体内挙動研究室26

土壌動物に対する放射線の影響に関する基
礎的研究３人吉田　　聡放射線安全研究センター比較環境影響研

究グループ27

一酸化窒素によるストレス反応と乳癌の誘発
に関する研究２人勝部　孝則低線量生体影響プロジェクト28

理事長調整費による戦略的事業（指定型）一覧

課　　　題　　　名協力者申請者名所　　　属整理
番号

核の初期化機構に関与する遺伝子群の同定３人荒木　良子
先端遺伝子発現研究センター高精度遺伝
子発現プロフィールプロジェクト第１チー
ム

1

フェリチン遺伝子単一レポーターによる
PET/MRI dual in vivoイメージング法の構築７人長谷川純崇重粒子医科学センター画像医学部臨床応

用研究室2

自然起源放射性物質（NORM）への曝露とリス
ク評価に関する研究５人吉永　信治放射線安全研究センター防護体系構築研

究グループ第４チーム3

航空機搭乗時被ばく線量評価システムの開
発研究４人保田　浩志放射線安全研究センター宇宙放射線防護

プロジェクト第２チーム4

マイクロビーム細胞照射装置整備－湯川　雅枝研究基盤部5

第53回国連科学委員会会合に際しての放医
研主催情報交換会開催による料理、飲料、
サービス料等、資料郵送代

－立崎　英夫国際室6

成果発表会－本郷　　修広報室7

HiCEP解析ユニットの設置－安部　真澄先端遺伝子発現研究センター8

米国及びフランス科学アカデミー報告書、世
界保健機関国際がん研究機関報告等、最新
の国際動向に基づいた低線量放射線被ばく
の健康障害に関する論点整理と要約の総括

－土居　雅広放射線安全研究センター比較環境影響研
究グループ第３チーム9
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2.4 外部資金研究等

　文部科学省等の政府機関はもとより科学技術振興
機構、日本学術振興会等の各種団体、民間企業等か
ら外部資金の積極的導入を図る。具体的には、毎年
度、対前年比５％増、あるいは中期計画期間中に独
法化以前に比べ25～30％増の外部資金を獲得する
ことを目標とした。
　平成17年度は前年度からの継続も含め、新規に
「悪性中皮種の早期診断のための臨床データの収
集・高度化」、「単一細胞内遺伝子発現プロフィール
解析システム」、「高精度遺伝子発現プロフィール比
較解析に基づく、多様な環境有害物質の相対リスク
評価手法の開発に関する研究」、「宇宙船内における
中性子線被ばく評価のための開発研究」、「宇宙放射
線による発がんリスクと遺伝要因」等、主要５分野
の研究開発委託事業及び科学技術振興機構等、その
他の資金による研究課題を実施したほか、さらに競
争的資金を獲得して研究を実施するよう努めた。
　また、前年度からの継続分として、「放射能調査研
究費」、「小型加速器実証製作・普及事業」、「三次被
ばく医療体制整備調査」、「緊急被ばく医療に関する
実証及び成果提供等」、「放射性核種生物圏移行パラ
メータ調査」を引き続き実施した。さらに、新規の
政府委託研究・事業として、「放射線防護の基本的な
概念に関する調査」、「最終処分における放射線防護
方策に関する調査研究」、「ステークホルダー関与に
関する調査」、「組織標的化ペプチドを用いた新規脳
PETリガンドの開発と実用化の研究」、「細胞遺伝子
学的手法を用いた宇宙放射線被曝の生物学的線量測
定」を開始したほか、民間も含めたその他の外部金
を獲得して研究・業務を実施するなど、放医研の特
長を生かした受託研究を実施した。
　獲得状況は次の通り。

○競争的外部資金獲得の状況（平成16年度実績）
平成17年度合計額　897百万円（平成16年度実績 
505百万円）

１．特定課題実施
　　　　　502百万円（16年度実績 544百万円）
１）科学技術振興調整費（文部科学省等）
　　　　　　2件　 23百万円（1件　　7百万円）
２） 主要５分野の研究開発委託事業
　　　　　　3件　 57百万円（4件　166百万円）
３） 科学研究補助金（文部科学省、日本学術振興会）
　　　　　 49件  120百万円（28件　104百万円）

４）厚生科学研究費補助金
　　　　　　5件　16百万円（ 6件　 26百万円）
５）がん研究助成金
　　　　　　3件　 3百万円（3件　　 4百万円）
６）地球環境保全等試験研究費
　　　　　　2件   55百万円（2件　　62百万円）
７）科学技術振興機構関係
　　　　　　2件  117百万円（2件　　75百万円）
８）その他
　　　　　　　　506百万円（　　　 58百万円）

２．ポスドク等
　　　　　3百万円（16年度実績 3百万円）
１）二国間交流事業フランスとの共同研究
　　　　　1名   1百万円（6名　3百万円）

３．受託研究等　
　「先進小型加速器の実証製作・普及事業（文部科
学省・電源特会）（648百万円）」、「三次被ばく医療
体制整備調査（文部科学省・電源特会）（90百万円）」、
「沿岸－外洋域における放射性核種の動態の総合的
調査（文部科学省・電源特会）（69百万円）」、「緊急
被ばく医療に関する実証及び成果提供等（文部科学
省・電源特会）（447百万円）」、「放射能調査研究費（文
部科学省・受託事業）（44百万円）」、「低線量域放射
線に特有な生体反応の多面的解析（文部科学省・受
託事業）（67百万円）」、「放射性核種生物圏移行パラ
メータ調査（資源エネルギー庁・電源特会）（156百
万円）」、「放射線防護の基本的な概念に関する調査
（内閣府）（5百万円）」、「気分障害の治療システムの
開発と健勝に関する研究（厚生労働省国立精神・神
経センター）（1百万円）」、「最終処分における放射線
防護方策に関する調査研究（ＮＵＭＯ）（15百万円）」、
「大強度陽子加速器施設建設場所におけるラドン・
トロン濃度の調査（日本原子力研究所）（1百万円）」
「菌根菌バイオレメディエーション技術の開発に関
する研究（環境総合テクノス）（1百万円）」、「次世
代ガンマ線計測システムの開発（東北大学）（3百万
円）」、「MRを用いた肝糖代謝に関する研究（日本たば
こ産業）（5百万円）」、「細胞遺伝子学的手法を用いた
宇宙放射線被曝の生物学的線量測定（JAXA）（2百万
円）」を、受託研究として実施した。
　さらに、民間企業からの受託研究を実施した（9百
万円）。
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2.4.1 競争的資金 
2.4.1.1 科学技術振興調整費（科学技術総合研究委託費）

１．東アジアの地表面ラドンフラックスの評価

(1）研究代表者（所属部課名）
卓　維海（放射線安全研究センター　ラドン研究グ
ループ）

(2）研究の概要（目的）
　近年黄砂や二酸化炭素などの大気汚染物質の広域
輸送について関心が高まり、また大気汚染物質の移
流･拡散や原子力事故に伴う放射性物質の広域拡散
の問題は東アジアの地球環境問題の重要かつ緊急な
研究課題である。汚染物質や放射性物質の広域輸
送・拡散を予測するためには、広域大気輸送の数値
モデルが用いられ、そのモデルの検証にラドンが良
いトレーサとして利用されている。本研究の目的は
､多地点・長期間にわたる地表面ラドンフラックスの
測定可能な方法を開発するとともに、ラドンフラッ
クスの予測モデルの開発・検証を行い、そのモデル
に必要なパラメータのためのデータベースを構築し
て、東アジア域における地表面ラドンフラックスを
評価することである。本研究の成果は中国大陸から
日本への長距離大気輸送問題の解明のための役立つ
情報を提供する。またこの問題の解明は原子力分野
のみならず、グローバルな規模での大気汚染現象の
解明にも貢献することが期待される。　　
　本研究は平成14年度に開始し、前年度までに、地
表面ラドン・トロン濃度のパッシブ測定をベースに
フラックスを評価する方法を確立し、日本・中国・
韓国におけるラドンフラックスの実測、観測データ
などを収集し、土壌水分・ラドンフラックスの予測
モデルを開発･利用してきた。最終年度である平成
17年度は、前年度で開発した地表面ラドンフラック
スの数値モデルを中国の観測サイトにおいて検証し、
モデル計算に必要なパラメータの収集を行い、北東
アジア地域のデータベースを構築し、北東アジアに
おける地表面ラドンフラックスを定量的に評価した。

(3）平成17年度の研究成果
１）ラドンフラックスの数値モデルの再検証
　前年度で開発した地表面ラドンフラックスの数値
モデルを中国での観測サイト（10ヶ所）において検
証するため、各サイトでの土壌サンプルを採集し、
実験室において土壌サンプルの仮比重・全空隙率・
ラジウム含有量およびラドンの発散率(Emanation 

Power)を測定した。測定により求めた各サイトの
土壌パラメータおよび各サイトの気象データ（気温・
降雨量・蒸発量）に基づいて、平成15年度から実測
した各サイトでの季節ごとのラドンフラックスを上
記の数値モデルで計算した。各サイトにおける年間
平均地表面ラドンフラクッスの計算値と測定値は-
22％～+28％範囲内で一致しており、前年度で開発
した水分状態が変化する地表面ラドンフラックスの
数値モデルの汎用性が確認された。そのほか、本研
究で開発した地表面ラドンフラックスモデルは水分
状態・気温などの変化に応じ、季節変化による地表
面ラドンフラックスの変動も評価できる。

２）ラドンフラックス計算に必要なデータベースの
構築
　数値モデルにより地表面ラドンフラックスを評価
するには、①土壌中のラジウム含有量、②土壌の仮
比重、③土性(Texture)、④気象データ（気温・降
雨量・蒸発量）の情報が不可欠である。土壌中のラ
ジウム含有量について、中国と韓国では収集した
データ(中国：7,817個；韓国：285個)に基づいて
100km×100kmグリッドのデータベースを構築し、日
本においても22区域の平均値を収集した。土壌の
仮比重と土性について、中国では約7000個のデータ
を収集し、10km×10kmグリッドのデータベースを構
築した。日本と韓国における土壌の仮比重及び土性、
北東アジア地域における気象データなどはアメリカ
の国立地球物理データセンターにより商用のデータ
ベース(Global Ecosystems Database Version Ⅱ on 
CD-ROM)の情報も取り込んだ。

２．緊急に対応を必要とする研究開発等　アスベス
トによる健康障害対策に関する緊急調査研究　

(1）研究代表名所属部
原田良信（分子イメージング研究センター　運営企
画ユニット）

(2）研究の概要（目的）
　国民的関心を集めているアスベストによる悪性中
皮腫は予後が悪く発症機序も不明であるなど、診
断・治療に対して有効な手段がなく、できるだけ早
期に診断・治療法を開発しなければ更に大きな社会
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問題になりかねない。そこで本研究では、悪性中皮
腫の診断法と治療法について、最先端の分子生物学
的アプローチによる悪性中皮腫の診断法と根治的な
治療法の開発に向けたデータを収集した。
①中皮腫に特異的なタンパク質を探索による早期
診断法、治療法に向けたデータ収集

　中皮腫が疑われた患者と健常ボランティアから血
液を入手し、中皮腫に特異的なたんぱく質の探索を
行った。ヒト血液を遠心分離し、それによって得ら
れた血漿よりマルチプルアフィニティー除去カラム
を用い、アルブミン、IgG, IgA, トランスフェリン、
ハプトグロビン、アンチトリプシンを除去し、除去
後の血漿中のタンパクをトリプシンで消化、1 μg
相当をμHPLCとリニアトラップ型質量分析計を組
み合わせたLC-MS/MSシステムで測定した。測定し
たデータはMSシグナルの保持時間、質量電荷比
(m/z)の補正をし、マッチング作業をおこない、イ
オン強度により発現量を比較した。発現量に変化が
あったシグナルについてMS/MSデータよるタンパク
質の同定結果との結びつけを行った。中皮腫の疑い
のある患者(含中皮腫確定患者1名)と健常人を比
較した結果、健常人で発現の多いタンパク質として
Alpha-2-HS-glycoprotein precursor (Fetuin-A)が、
発 現 の 少 な い タ ン パ ク 質 と し てAlpha-1-
antichymotrypsin precursor (ACT)が予測された。
中皮腫確定患者で低く健常人と中皮腫未確定患者で
高いものとしてApolipoprotein-A1のペプチド断片
LLDNWDSVTSTFSKが予測された。以上のように、タン
パク質を探索によって早期診断法、治療法に向けた
データが収集された。

②中皮腫の増殖を抑制する遺伝子探索による、治
療法開発に向けたデータ収集

　中皮腫増殖抑制遺伝子の探索に適した細胞を選択
するために、中皮腫由来細胞株6種類を入手し、増
殖能を測定した。1細胞株は増殖がかなり悪く実験
に適さないことがわかった。遺伝子導入効率と抑制
効果も重要な条件であるため全6細胞株で検討した。
遺伝子抑制効率が高いことがわかている内在性遺伝
子のsiRNAを導入し3日後にリアルタイムPCRで遺
伝子発現量を測定した。4細胞株では30-40％しか
抑制しなかったが、2細胞株では60-70％と高い抑制
効率がみられた。最終的な目的である個体レベルで
の実証実験に使えるかどうかをヌードマウスへの移
植実験で検証した。1細胞株では1x107細胞を移植
しても30日を越えないと増殖が確認できなかった。
もう1細胞株では移植細胞数が1x107では10日程度
で増殖が確認でき15日後には100mm3の大きさにま

で増殖した。1x106を移植した場合は、30日を越え
ないと増殖が確認できなかったため、移植細胞数は
1x107が適していることがあきらかになった。この
細胞株で、siRNAによる発現抑制で増殖能が抑制で
きるかを検討した。siRNAの濃度、培養期間、細胞
数を振って条件の検討をおこなった。その結果、あ
るひとつの遺伝子のsiRNAは、5nMの濃度で中皮腫
細胞の増殖能を70％程度抑制させることが判った。
以上ように、中皮腫の増殖を抑制する遺伝子が探索
され、治療法開発に向けたデータが収集された。
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2.4.1.2 科学研究費補助金

【基盤研究（Ａ）】
１．高感度・高分解能・高速度の頭部用次世代ＰＥ
Ｔ装置を実現する集約的研究

(1）研究代表者（所属部課名）
村山　秀雄（重粒子医科学センター　医学物理部）

(2） 研究の概要（目的）
　本研究の目的は、高解像度、高感度、広域ダイナ
ミックレンジをもつ頭部用ＰＥＴ装置を実用化する
ことである。感度の向上により、その分検査時間が
短縮し受診者への負担が軽減されるだけでなく、放
射性薬剤の投与量を減らせるために１検査当たりの
被ばく量が減り、診断費用も削減できる。そのため、
多くの人が最新の検査を受けられるようになり、ア
ルツハイマー病などの初期症状を診断して早期に対
処するなど、健康寿命の向上に貢献する。
　従来の技術を打ち破る高感度・高解像度・広域ダ
イナミックレンジの次世代ＰＥＴ装置を実現するた
めには、３次元放射線検出器の実用化が不可欠であ
るが、その潜在能力を引き出すには単に検出器の開
発だけではなく、装置の構成技術を見直して新たな
要素技術を研究開発する必要性があると認識される
に至っている。本研究では、主に人体頭部専用装置
の実用化を想定して、実験室レベルにおいて新しい
３次元放射線検出器を用い、かつ立体計測に適した
検出器配列および新しい高速データ収集法を研究し、
次世代ＰＥＴ装置の検出器校正や画像再構成、吸収
および散乱線・偶発同時計数の補正を総合的に研究
する。さらに、次世代ＰＥＴ装置の実用化に関して
選択すべき各種装置パラメータの最適値、およびそ
の具体案を提示する。
　BGOは検出効率が高く安価で全身用PET装置によ
く用いられるが、発光量が小さく屈折率が大きいた
めDOI検出器の上層に用いると光量がさらに落ちる
と考えられている。光量が少ないと同一エネルギー
のγ線の吸収により得られる光子数の揺らぎが大き
くなり、検出器の結晶判別能が低くなる。そのため、
BGOのみで構成されるDOI検出器開発の試みは少な
く、アメリカのMcGill大学のグループが2層のBGO-
DOI検出器を開発しているのみである。今回2.9 
mm×2.9 mm×7.5mmのBGO結晶素子を用いて、12×12
の2次元配列を4層にした結晶ブロックを作成した。
この結晶ブロックを256ch FP-PMTの中央に光学結合

して性能評価実験を行った結果、良好な結晶判別性
能を確認した。4層BGO-DOI検出器の開発により、
検出器リング径が小さく体軸方向に長いシステムデ
ザインが可能となるため、安価な全身用PET装置の
実現が期待できる。

２．癌細胞を特異的に攻撃する放射線増感剤の研究

(1）研究代表名（所属部課名）
岡安　隆一（重粒子医科学センター・粒子線生物研
究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　今年度は放射線増感剤のうち、癌特異性があると
されるHSP90阻害剤 geldanamycin系薬品の増感作
用について詳しく検討した。これ以外にもBRCA2遺
伝子siRNAを用いた増感を実験中である。
　放射線抵抗性である肺癌細胞、前立腺癌細胞にお
いてHsp90阻害剤17-AAGとの併用により放射線増感
効果が認められた。この原因としてDNA二重鎖切断
修復（DSB）の阻害が両細胞とも照射後6時間以内で
観察された。DSB修復経路の1つであるnon-
homologous end joining （NHEJ）への17-AAGの影響
をNHEJ機構に関わるタンパクの1つであるDNA-
PKcsのリン酸化について調べると、SQ-5細胞におい
て17-AAGの投与によりDNA-PKcsのリン酸化の消失
に遅れが観察された。また、17-AAGは細胞周期にも
影響を及ぼし、DU145細胞においてG2-M期での停止
が観察された。以上から放射線と17-AAGの併用は
放射線抵抗性癌に対してDSB修復阻害に起因した放
射線増感効果を誘導することが示唆された。
　野生型のIGF-IRをHeLa癌細胞に過剰発現させた
細胞(HeLa-IGF-IR)では、野生細胞と比べ放射線抵
抗性であることが示されたが、17-AAGを加えると放
射線感受性になった。17-AAGにより、HeLa-IGF-IR
細胞は成長とspheroid formationが抑制され、アポ
トーシスや老化様増殖停止が促進された。17-AAG
と X線6Gyと併用すると、PARPとIGF-IR発現量は
減少し、γ-H2AX、DNA-PKcs、p-ATMのfoci数が減
少することを確認した。照射後24時間で、細胞は
G2-M期に停止することがわかった。これらの結果
より、IGF-IRを過剰発現しているような腫瘍に対し、
Hsp90 阻害剤は、有効な放射線増感剤になる可能性
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があることを示唆している。

３．ウクライナ国民の微量元素摂取状況と健康影響

(1）研究代表名（所属部課名）
白石久二雄（緊急被ばく医療研究センター・線量評
価研究部・微量分析研究室）

(2）研究の概要（目的）
　チェルノブイリ原子力発電所事故に伴う放射線被
ばくによる健康影響をはじめとし、放射能汚染によ
る地域農産物、畜産物等の摂取制限、ソ連邦崩壊に
ともなう経済的影響による栄養摂取状況の悪化、さ
らに産業廃棄物汚染、地理学的元素分布に由来する
風土病等の問題を総合的に調査・判断をするために、
特に“住民の元素摂取量”に関連した健康影響因子
に関して調査・解明を現地研究者と共同で行う。成
果は汚染地域に住む住民のみならず人類（日本人）
に有効に役立てる。具体的には放射性核種の摂取状
況（内部被ばく線量）と非放射性核種（安定体元素）
の摂取状況を把握することを目的とする。放射性核
種としては137Cs、90Sr、239Pu、U同位体、232Th、226Ra、
40K等を、非放射性核種としては変異原性、がん抑
制元素、風土病原因元素と言われているI、Cr、Tl、
Bi、Se、Mo等の微量元素と微量必須元素を、さらに
参考のために常量必須元素（Na、K、Mg、Ca、P、Fe等）
についても調査・研究対象とした。137Csと134Csは高
度汚染地域において依然と日本の　倍の摂取状況に
あること。I, Zn, Cu, Co, Mnなどの必須微量元素、
特にこの地域の事故後の甲状腺異常の原因となって
いるIの摂取が低い事を明らかにした。

【基盤研究（Ｂ）】
４．ＰＥＴによる気分障害患者の病態と治療法の作
用機序に関する研究

(1）研究代表名（所属部課名）
須原　哲也　分子イメージング研究センター・分子
神経イメージング研究グループ

(2）研究の概要（目的）
目的
１．抗うつ薬セロトニントランスポーター占有率と
臨床効果の関係
　うつ病の薬ぶる治療はSSRIなどの薬物の登場に
もかかわらず、その服薬量や服薬回数に関しては経

験に基づくことが多く、科学的根拠に乏しい。健常
者において[11C]DASBをSSRIによる脳内のセロトニ
ントランスポーター占有率を経時的に測定し、服薬
量及び服薬回数の適正化につなげる検討を行ったが、
気分障害患者での各種抗うつ薬についての検討は十
分行われていない。今回、うつ病患者を対象に各種
抗うつ薬のセロトニントランスポーター占有率と臨
床病状の関係を明らかにする。
２．新規ノルアドレナリントランスポーター用ＰＥ
Ｔリガンドの定量法の確立および抗うつ薬のノル
アドレナリントランスポーター占有率の測定
　ノルアドレナリントランスポーター（ＮＥＴ）は
うつ病の病態および治療において重要な神経伝達機
能のひとつであり、近年、(S,S)-[11C]MeNERや
(S,S)-[11F]FD2MeNERなどの新規ＰＥＴリガンドが開
発された。しかし、まだその定量法は確立していな
い。今回、健常者を対象に新規ノルアドレナリント
ランスポーター用ＰＥＴリガンドの定量法を確立し、
in vivo でのノルアドレナリントランスポーターに
親和性のある各種抗うつ薬の in vivo での占有率を
測定する。
成果
　セロトニントランスポーター（5-HTT）をイメージ
ングするため[11C]DASBを用いて健常者を対象に、抗
うつ薬fluvoxamine服用前、服用5時間後、26時間
後、53時間後にPET検査を施行し、経時的に抗うつ
薬による5-HTTの占有率を算出し、同時に血中濃度
の経時変化を測定した。視床に関心領域を設定し、
小脳を参照領域としてMultilinear reference 
tissue model 法を用いて結合能を算出し、服薬前後
の結合能の差を用いて抗うつ薬による5-HTT占有率
を算出した。5-HTTの平均占有率は5時間後で約
73％、26時間後で約50％、53時間後で25％であっ
た。占有率の検討を行った時間内での血中濃度の半
減期は約14時間であった。fluvoxamineの用量用法
の決定の際には血中濃度のみならず脳内5-HTT占有
率の検討も重要であることが示唆された。
　大うつ病性障害の患者を対象に反復性経頭蓋磁気
刺激療法(rTMS)のドーパミン（DA）系への影響を測
定した。検査期間中の服薬はfluvoxamine単剤とし、
投与量は一定とした。rTMSは左側DLPFCに対し、1
回のセッションにつきmotor thresholdの100％の
強度で10Hzの刺激50発を30秒間隔で20回（合計
で1000発）、全10セッション施行した。症状評価に
は、Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD)
とBeck Depression Inventory(BDI)を用いた。PET
検査は患者9名中8名において初回rTMSの前と最終
回rTMSの1日後の2回、健常者16名において1回
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施行した。ドーパミン放出能は[11C]racloprideを
用いて線条体におけるDAD2受容体結合能（binding 
potential; BP）を求めて、競合阻害による結合能の
変化の有無から検討した。rTMSによってHRSDは
17.4±2.6点から10.4±6.0点に、BDIは20.7±6.6
点から13.6±7.7点に減少し（HRSD,P=0.0018; 
BDI,P=0.022）、rTMSがうつ病の治療に有用である
可能性が示唆された。しかし[11C]racloprideのBP
はrTMS前後の比較では有意な変化を認めなかった。
先行研究では健常者のfrontal cortexに1回のみの
rTMSを施行し、5分後にPETを施行したところ
[11C]raclopride BPが有意に減少したと報告されて
いる。この結果と本研究の結果を比較して、rTMSに
誘発されるDAの放出は一過性である可能性、または
rTMSを複数回重ねるうちDAの放出が減弱する可能
性が示唆された。

５.７T400mm級超高磁場MRIによる画像計測技術の
開発と医学的評価

(1）研究代表名（所属部課名）
池平　博夫（分子イメージングセンター・先端生体
計測研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　我々放医研と神戸製鋼所との研究協力によって昨
年度までに開発したサルまでの大型動物の計測が可
能な自己シールド型でかつヘリュウムガスの蒸発を
０にした、この大きさのマグネットでは世界初の性
能を達成した。この7Tesla/400mm/SSマグネットを、
BrukerのMRIコンソールと結合することによって、
7Tesla級の動物実験専用超高磁場MRI装置（内径
400mm）を導入設置し、マグネット部分と測定系の結
合試験を年度前半で終了した。多核種多次元
MRS/MRIの計測基礎評価のための、超高磁場までを
考慮した高周波回路(アンテナ系)の新しい
PAAC(Patch Antenna Alay Coil)アンテナの開発およ
びこれまでに開発を行ってきたTEM（Transverse 
Electro Magnetic）コイル、バードケージ型コイルの
改良と、高周波特性の７Tesla磁場中での実測評価
を行った。
　7Tesla－MRI装置のセットアップは本年度で完成
し、複数の種類のアンテナ開発とその試験的性能確
認を行ったことにより本研究の今年度の目標は終了
した。さらに、システムの画像および多核種MRS計
測のための調整を開始した。また、今年度末には小
形動物用の勾配コイルを導入する予定である。

まとめ
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
作の確認を行い、本研究で使用する7Tesla/400mm級
の多核種多次元MRI計測システムを完成した。
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。

６．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

(1）研究代表名（所属部課名）
入江　俊章（重粒子医科学センター・画像医学部）

(2）研究の概要（目的）
　組織のリモデリングに伴い発現するテネイシンC
をイメージングの標的とし、抗テネイシンC抗体の
低分子化を行う。さらに、臨床応用に向けて、完成
度の高い理想的な標識抗体をつくり、世界に汎用さ
れる製剤を提供する。
　今年度は、遺伝子工学的手法により完成した一本
鎖Fvフラグメント化抗体のテネイシンCへの結合能
が保持されていることを確認した。さらにSPECT核
種を結合するための化学修飾を行った。ラジオアイ
ソトープ標識抗体を尾静注し、臓器分布を調べた。
次年度以降、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、標識条件の検討を継続的に進
めてゆく。
　特許出願のため、研究の終了する平成20年3月ま
での成果公表見合わせを申請しており、学会および
論文発表を控えている。

【基盤研究Ｃ】
７．メラノサイトの分化における細胞間相互作用に
関わる分子の作用機構

(1）研究代表者（所属部課名）
廣部　知久（放射線安全研究センター・放射線障害
研究グループ）
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(2）研究の概要（目的）
　メラノサイトの増殖・分化にはケラチノサイトが
重要な働きをしていると考えられるが、このことを
培養系で検討した。C57BL/10JHir系統のブラック
のマウスを繁殖させ、新生児皮膚より表皮細胞浮遊
液を得て、未分化なメラノブラストを培養した。ま
た、別個に表皮細胞浮遊液からケラチノサイトを無
血清初代培養し、純粋集団になってから培養皿より
トリプシン-EDTAを用いてはがし混合培養した。未
分化なメラノブラストはケラチノサイトによって増
殖が促進されたが、ケラチノサイトの代わりにエン
ドセリンー１を加えて培養してもメラノブラストの
増殖が促進された。同様に新生児皮膚より表皮細胞
浮遊液を得て、分化したメラノサイトをメラノサイ
ト増殖培養液で培養し、別個に表皮細胞浮遊液から
ケラチノサイトを無血清初代培養し、メラノサイト
と混合培養した。この場合もケラチノサイトがメラ
ノサイトの増殖を促進したが、ケラチノサイトがな
くてもエンドセリンー１があればメラノサイトの増
殖が促進されることが分かった。また、メラノサイ
ト刺激ホルモン(MSH)はケラチノサイト存在下でメ
ラノサイトの分化を促進することも明らかになった。
この結果をふまえてケラチノサイトに由来するMSH
と協同作用するメラノサイト分化促進因子について
検討した。分化のマーカーとしては、メラニン量や
メラニン産生に重要なチロシナーゼ, チロシナーゼ
関連タンパク質1および2などの酵素の活性を調べ
た。その結果、エンドセリンー１がケラチノサイト
に由来するメラノサイト分化促進因子の一つである
ことがわかった。また、エンドセリンー１の抗体を
ケラチノサイトとメラノブラスト・メラノサイトの
混合培養に加えたところメラノブラスト・メラノサ
イトの増殖およびメラノサイトの分化が抑制された。
同様な方法を用いて、エンドセリンー２、エンドセ
リンー３，白血病阻害因子、肝細胞増殖因子、幹細
胞増殖因子、顆粒球マクロファージコロニー形成促
進因子等がその因子であることが示された。これら
の結果から、メラノサイトの増殖・分化はケラチノ
サイトによって支配されており、そのケラチノサイ
ト由来因子の候補として、エンドセリンー１、エン
ドセリンー２、エンドセリンー３，白血病阻害因子、
肝細胞増殖因子、幹細胞増殖因子、顆粒球マクロ
ファージコロニー形成促進因子等が考えられる。

８．精巣上皮細胞のNGF受容体に対する一酸化窒素
の影響

(1）研究代表名（所属部課名）
小野田　眞（放射線安全研究センター・レドックス
制御研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　雄性個体における精子形成は視床下部-脳下垂体
からのホルモン（LHRH-FSH／LH）を介して遠隔的に
統御されているばかりではなく，精巣内で産生され
るホルモン（テストステロン）や成長因子（EGF, IGF-
I, TGF-α, NGFなど）によって局所的にも統御され
ている．精巣上皮細胞であるセルトリ細胞は精細管
内で一連の生殖細胞群（精原細胞／精母細胞／精細
胞／精子）と接している体細胞である事から，生殖
細胞に対する看護細胞（nurse cell）と言われてい
る．それゆえに，生殖細胞とセルトリ細胞による細
胞間相互作用（オートクリン／パラクリン作用機構）
は精子形成における一つの重要な機構と考えられて
いる．
　神経成長因子（NGF）とその特異的受容体（NGF-R）
は神経細胞の成長や機能の維持に欠くことの出来な
い要素であるが，最近では，神経系組織／器官での
作用とは別に，非神経系器官における局在性と作用
が注目されている．NGFはその発見以来，多くの研
究成果がもたらされて来ているが，NGFとNGF-Rが
精巣や前立腺といった内分泌系器官などにも局在し，
それぞれの器官内での細胞間相互作用にNGF／NGF-
Rが関わり，局所的な機能統御に携わっている事も
明らかになってきた．
　一酸化窒素（NO）は一酸化窒素合成酵素（NOS）に
よってアルギニンから合成され，様々な生理的／病
理的事象に深く関わっている．NOはラジカルの一
種で，ユニークな生物学的メッセンジャー分子であ
り，色々な細胞（例えば，内皮細胞，上皮細胞，神
経細胞，貪食細胞など）から放出され，その機能も
多岐に渡る．神経系における伝達物質だったり，免
疫系における細胞（細菌）殺傷作用，血管弛緩によ
る血圧調節作用，血小板凝集阻害による血液凝固調
節作用などは良く理解されている．このNO産生を
司るNOSには３種類のアイソフォーム（nNOS, iNOS, 
eNOS）が知られ，様々な細胞や器官／組織に見出さ
れている．最近，雄性生殖器官／副生殖器官におい
てもNOSの局在が報告され，精巣における精子形成
や，あるいは，その補助器官における精子遊走能，
受精能獲得などに対するNOの役割に興味が注がれ
始めた．しかしながら，精巣におけるNGF／NGF-R
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を介した生殖細胞と精巣内体細胞との細胞間のコ
ミュニケーションに対してNOがどのような役割を
果たしているのかは未だに不明である．本研究では，
精巣上皮細胞（セルトリ細胞）のNGF-R発現や生殖
細胞におけるNGF産生／分泌に対してNOがどのよう
な影響を及ぼしているのかを，細胞生物学的，組織
化学的，生化学的，分子生物学的観点から解明する．
＜研究の成果と考察＞
　セルトリ細胞における神経刺激因子受容体（NGF-
R, TRKs）の発現に対してNOがどのような役割を果た
しているのかを検討し，以下の研究成果を得た．
　ラット精巣の免疫組織化学的染色実験，培養セル
トリ細胞のRT-PCR実験ならびにウェスタン解析実
験から，① ラット精巣では生殖系細胞(精母細胞，
精細胞)がNGFを産生している事，② セルトリ細胞
にはNGF-R(p75)，TrkA, TrkB, TrkCの神経刺激因子
受容体が発現している事が明らかになった．また，
培養セルトリ細胞へのNOドナー添加実験から，③ 
NOC18（NOドナー，400μM, 24h培養）処理によっ
て，過剰のNOが共存した時には，セルトリ細胞の
NGF-R，TrkBのmRNAならびにタンパク質の発現が明
らかに減少する事が分かった．その一方で，④ 受容
体リガンドであるBDNF（100 ng/ml）あるいはNGF-
β（100 ng/ml）をセルトリ細胞の培養系に添加した
場合には，いずれにおいてもTrk-pan抗体と反応す
る146kDaタンパク質が明らかに増加した．さらに，
⑤ NOドナーの添加によって惹き起こされるTrkタ
ンパク質（146kDa）の減少は，BDNFやNGF-βが共
存する事によって抑制される事も判明した．
　以上の事から，精巣上皮細胞(セルトリ細胞)は
NGF-R, TrkA, TrkBを発現し，これら受容体からのシ
グナルを介して精子形成の統御に関わっている事が
示された．また，精巣における過剰のNO産生はセル
トリ細胞の神経刺激因子受容体の発現に重篤な影響
を与え，受容体下流のシグナル伝達系制御に変調を
もたらし，精子形成の統御の異常を惹き起こす可能
性も示された．これに対して，受容体のリガンドで
あるNGFやBDNFといった神経刺激因子はNOのこう
した影響を抑制し，精子形成の統御を維持する事が
可能であることが明らかになった．

９．ヒトのメタ記憶を司る大脳部位が果たす認知成
分の機能的MRI法による同定

(1）研究代表名（所属部課名）
桔梗　英幸
分子イメージングセンター

(2）研究の概要（目的）
　Feeling-of-Knowing (FOK) とは自分の記憶してい
ることに関する記憶で、メタ記憶のひとつである。
私たちは今まで、記憶想起の対象として一般常識や
名前を用いてFOKの強さと相関して活動が盛んにな
る部位を検出してきた。一方、心理学の分野では、
FOKの元になっている情報は、想起する手がかり
(cue)または想起する対象(target)のどちらの情報
処理に基づいているかについて約40年に渡り論争
されてきた。この問題に解答を与えるため、昨年度
は、cueとtargetの意味情報を操作しながらFOKは
そのどちらにも由来することを示す認知課題を開発
した。現在は、次のステップとしてFOKがどちらの
意味情報に由来するかによりFOKにどのような性質
に違いがあるかを探索中である。そして、さらに今
年度はcueとtargetに由来するFOKによる脳の活動
がどのように異なるかを調べることを目標とする。
また、昨年に英国エジンバラ大学、精神科に短期留
学し、統合失調症とFOKの関連に関して共同実験を
行う計画を立て、現在も実験が進行中である。同時
に、我々がFOKの部位として特定した部位がFOKの
部位として普遍的に検出できるかどうかを確かめる
実験も行った。そこで、意味を含まない記憶として、
代表として音楽記憶を選択し、第１段階として、言
語と同様な手法を用いて、想起の成功（retrieval 
success）の部位について検出した。FOKの部位では
なく、想起の成功の部位について特定しようとした
理由は、言語を用いた想起の実験はすでに確立され
ており、意味記憶を含まない音楽記憶とFOKの関連
を調べる手始めとして適当と考えからである。その
結果、右海馬、左前頭前野、左右外側側頭葉、右楔
前部が音楽の記憶想起の成功のときに活動すること
を示し、今年の神経科学会で発表予定であり、現在
は論文作成中である。

10．ランダムミュータジェネシスによる遺伝子欠損
モデルラットの開発と系統化に関する研究

(1）研究代表名（所属部課名）
原田　良信（分子イメージング研究センター運営企
画ユニット）

(2）研究の概要（目的）
　実験動物としてのラットにはマウスにはない有用
性があるが、ＥＳ細胞が樹立されておらず、マウス
で行われているようなノックアウト個体の開発はさ
れていない。目的とする遺伝子を不活性化する方法
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は現在のところランダムに遺伝的変異を挿入しそれ
をスクリーニングする方法しかなく、効率良く遺伝
子ノックアウトラットを得るための基礎検討を行っ
た。マイクロアレイによる発現解析によりCyp3a3
遺伝子について遺伝子発現がほぼ完全に抑制されて
いる個体を得た。しかしこの個体はCyp3a3領域の
ゲノムDNAに大きな欠損が観察されないという結果
を得た。その後、0日齢の個体でのCyp3a3の発現を
詳細に調べたところ0日齢でも発現がない個体とあ
る個体があることがわかった。その差は授乳前か後
かに起因するものと推測された。すなわち胎児では
Cyp3a3の発現がないが、授乳後に発現すると推測さ
れた。今回のケースでは誕生直後にサンプリングを
行った個体で解析したため、Cyp3a3が発現していな
いという結果になったと推測される。遺伝子発現解
析ではこのようにゲノムの欠損に起因しないケース
も出てくるため直接ゲノムの欠損をサーチする方法
が必要だと考えた。そこで発がん、薬物代謝、放射
線感受性などに関わる遺伝子を約100個ピックアッ
プし、その第1エクソンと最終エクソン近辺に
primerを設計し定量PCRを行うことを計画した。ま
ずノックアウトマウスで実施したところ正常ホモ、
ヘテロ、ノックアウトホモのゲノム量が定量できる
ことがあきらかになった。次に正常ラットで約200
セットのプライマーで定量PCRを実施したところ雌
雄でX染色体に設計したプライマーで雌：雄＝2：1
と正確にゲノム量が測定できることがあきらかと
なった。そこでミュータジェネシスG1世代約80個
体について定量PCRを実施した。その結果、1個体
についてある遺伝子のゲノム領域が欠損しているこ
とが示唆された。定量PCRによるゲノム欠損領域の
特定は有効な手段であることを明らかにできたが、
全遺伝子を網羅するにはスループットが悪いことが
欠点である。ラットにはヒトのようにゲノム定量ア
レイはないので、発現アレイでゲノム量を測定でき
ないかを検討し、全遺伝子を網羅的に検索すること
を今後は実施していく予定である。

11．放射線による遺伝的影響を分子レベルで検出す
る実験系の開発に関する研究

(1）研究代表者（所属部課名）
低線量生体影響プロジェクト　第4チーム　チーム
リーダー　山内　正剛

(2）研究の概要（目的）
　本研究計画は、実験用マウス系統を用いて、3グ

レイ以下の低線量のX線による生殖細胞突然変異を
サザン法により解析し、X線の継世代影響を定量的
に明らかにしようとするものである。解析用マウス
DNAは、当所の第1期中期計画において実施された
低線量生体影響プロジェクトにおけるマウスゲノム
DNAシークエンシング解析のために調整された試料
を流用した。　約500匹のマウスより抽出精製した
ゲノムDNA試料について、10箇所のSTSマーカー領
域（130568、131443、141035、142454、144547、
161305、178225、185566、186223、225927）、2種類
のゲノム遺伝子領域(Aprt、Hprt)、ならびに１種類
の反復配列領域(Ms-6hm)について、シークエンシ
ング解析と並行してサザンブロット解析を行った。
　サザン解析の結果、STS領域ならびにゲノム遺伝
子領域においては、被ばく親マウスとF1の間で検出
されるバンドパターンに変化はみられなかった。一
方、シークエンシング解析によりSTS領域のひとつ
である178225領域においては、3グレイのX線に被
ばくした父親マウスに由来すると推定される塩基配
列の消失が検出された。シークエンシング解析によ
り検出された変異はサザン解析では検出できなかっ
たものであり、シークエンシング解析による継世代
影響研究の有効性が示された。なお、その他のSTS
領域やゲノム遺伝子領域における変異の発生はシー
クエンシング解析によっても検出されなかった。
　Ms-6hm超可変反復配列においては、非照射対照
群では約5％のF1において、1グレイ照射群におい
てはF1の約7％において、3グレイ照射群において
はF1の約9％において動的突然変異が検出された。
178225において欠失変異が検出されたマウス個体
におけるMs-6hm超可変反復配列の変異は検出され
なかったことから、超可変反復配列の高変異性を利
用することにより放射線の継世代影響を鋭敏に検出
できるが、必ずしもその他のゲノム領域における継
世代影響の発生と相関するものではないと結論付け
られた。

12．重粒子線低線量照射で誘導される生物効果のバ
イスタンダー効果とそのメカニズム解明

(1）研究代表者（所属部課名）
鈴木　雅雄（放射線安全研究センター・宇宙放射線
防護プロジェクト）

(2）研究の概要（目的） 
　粒子線マイクロビームを用いた放射線影響研究は、
比較的原子番号の軽いヘリウムイオンや陽子で確立
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されて、米国や英国を中心に研究が進行している。
そのため、バイスタンダー効果に関しても、これま
でに報告されているのはヘリウムイオンによるもの
が主である。本研究では、ヘリウムイオンよりも原
子番号の大きな核種のイオンビームによって細胞レ
ベル（細胞致死・突然変異）の生物効果にバイスタ
ンダー効果が誘導されるのか否かを明らかにするた
めに計画し、平成16年度と17年度の２年間にわた
り研究を実施した。
　平成17年度は16年度に引き続き、HIMAC中エネル
ギービーム照射室で利用可能な低エネルギーの炭素
イオンと鉄イオン(6MeV/n)を用いて、以下の（①～
④）に示す細胞へのイオンビーム照射プロトコール
に従い、ヒト皮膚由来の正常細胞およびがん細胞の
細胞生存率及びhprt 遺伝子座における突然変異誘
発頻度を求め、バイスタンダー効果の誘導の有無と
そのメカニズムを検証した。
①細胞付着面全体に一定数の炭素イオンを照射
②細胞付着面全体を照射したサンプルと非照射のサ
ンプルを照射後一対一で混合
③細胞付着面の半分のみを照射
④半分のみを照射し、同時にギャップジャンクショ
ンを介した細胞間情報伝達阻害剤を併用
2)-1　炭素イオンビームに対する細胞致死のバイス

タンダー効果
　細胞生存率は、①と③の条件でほぼ等しく、②の
条件で前者より有意に高かった。この結果は、③の
条件で実際にイオンビームのヒットを受けていない
細胞も何等かのメカニズムによって細胞死に導かれ
た事を明確に示すものであり、バイスタンダー効果
が誘導されている、と考える。また、③の照射条件
で同時にギャップジャンクションを介した細胞間情
報伝達を遮断した場合（④）は、細胞生存率は②の
条件の場合とほぼ同レベルまで高くなることがわ
かった。この結果は、接触した細胞同士の情報伝達
が、観察された細胞致死効果に対するバイスタン
ダー効果のメカニズムに重要な意味を持っているこ
とを示唆するものである。
　次に、ギャップジャンクションを介した細胞間情
報伝達がバイスタンダー効果の有力な担い手の一つ
であることを確認するために、細胞間の情報伝達が
正常細胞のように上手く行われていないヒト由来の
がん細胞株を用いて、同様の照射プロトコールに従
いバイスタンダー細胞致死効果を確認した。今回使
用したがん細胞株では、①の照射条件と②、③、④
の照射条件と出細胞生存率が異なり、後者の３条件
で細胞生存率がほぼ同レベル（約80％）で前者の条
件（66％）に対して高くなった。この結果は、正常

細胞で見られたような③の条件で実際にイオンビー
ムのヒットを受けていない細胞も何等かのメカニズ
ムによって細胞死に導かれた様な現象が起こらな
かったことを示している。すなわち、③の条件で実
際にイオンビームのヒットを受けていない細胞には
細胞死が誘導されなかった、ということであり、正
常細胞と同等のバイスタンダー細胞致死効果が誘導
されなかったことを示している。また、③と④の照
射条件による細胞生存率がほぼ同レベルであったこ
とから、もともとギャップジャンクションによる細
胞間の情報伝達能力レベルの低い細胞集団では、炭
素イオン誘発バイスタンダー細胞致死効果が起こら
ないことが実験データとして明確に判明した。この
ことからも、正常細胞で観察された炭素イオン誘発
バイスタンダー細胞致死効果には、ギャップジャン
クションを介した細胞間情報伝達が非常に重要な役
割を演じていることが確認できた。
2)-2　炭素イオンビームに対する突然変異誘発効果

のバイスタンダー効果
　細胞致死効果同様、4つの照射プロトコールに
従って、6チオグアニン耐性クローンを検出する方
法でヒト皮膚由来の正常細胞のhprt遺伝子座にお
ける突然変異誘発効果のバイスタンダー効果を検証
した。突然変異誘発頻度は、細胞致死同様①と③の
条件でほぼ等しく、②の条件で前者より有意に低い
というものであった。この結果は、③の条件で実際
に炭素イオンビームのヒットを受けていない細胞も
何等かのメカニズムによって突然変異に導かれた事
を明確に示すものであり、バイスタンダー効果が誘
導されている、と考える。また、③の照射条件で同
時にギャップジャンクションを介した細胞間情報伝
達を遮断した場合（④）は、突然変異誘発頻度は著
しく抑制されることが判った。この結果は、接触し
た細胞間の情報伝達が、観察された突然変異誘発効
果に対するバイスタンダー効果のメカニズムに重要
な意味を持っていることを示唆するものである。先
に示した細胞致死効果と同様、ギャップジャンク
ションを介した細胞間情報伝達が突然変異誘発効果
における粒子線誘発バイスタンダー効果の有力なメ
カニズムの一つであることは、これまでに報告され
ている238Puから放出されるアルファ粒子やヘリウム
イオンマイクロビームを利用した生物効果のバイス
タンダー効果誘導メカニズム研究の結果と同様であ
る。また異なる生物学的エンドポイントである細胞
致死効果と突然変異誘発効果においてその生物効果
のバイスタンダー効果誘導メカニズムが共通してい
る可能性が示唆される。
　上記の示唆を確認するために、次に炭素イオン
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ビームが直接ヒットして生じた突然変異と直接ヒッ
トではなくバイスタンダー効果によって生じた突然
変異とのDNAレベルの損傷の質的な違いを明らかに
するために、生じた突然変異クローンを単離し、DNA
を抽出して標的としたhprt遺伝子座のエクソン領
域の欠失を多重PCR法によって検出し、直接ヒット
を受けた突然変異クローンに生じたDNA損傷とバイ
スタンダー効果によって誘発された突然変異クロー
ンに生じたDNA損傷の違いを調べた。Partial 
deletion 、all deletion のどちらかの欠失を持った
クローンのうち、①の条件では、partial deletion
が55％でall deletionが45％であり、③の条件では、
partial deletionが35％でall deletionが25％で
あった。一方、③の照射条件で同時に細胞間情報伝
達を遮断した場合（④）では、partial deletionが
33％でall deletionが32％であり、all deletionが
若干増加した。これらの結果から、バイスタンダー
効果によって誘導された突然変異では、誘発突然変
異クローンのDNAレベルの損傷として、大きな領域
の欠失ではなく、点突然変異のような欠失を伴わな
い変化が主な損傷であることが推察できる。
2)-3　鉄イオンビームに対する細胞致死及び突然変

異誘発のバイスタンダー効果
　鉄イオンに対する細胞致死効果と突然変異誘発効
果は、炭素イオンの結果とは異なり、バイスタン
ダー効果が起こらないか、起こっても炭素イオンに
比べて小規模である傾向であった。この結果から、
イオンビームによって誘導される生物効果のバイス
タンダー効果には、照射に用いるイオンの核種とエ
ネルギー(LET)に依存することが示唆される。

13．フリーラジカルに対する生体防御物質の開発研
究

(1）研究代表者（所属部課名）
伊古田暢夫（レドックス制御研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　生体が放射線や紫外線などの外的要因によるスト
レスに曝されると活性酸素などのフリーラジカルが
生成する。それらは、スーパーオキシド、ヒドロキ
シルラジカル、ペルオキシルラジカル、一酸化窒素
などのラジカル種である。また呼吸や炎症など内的
要因においてもフリーラジカルは生成する。通常、
生体は消去システムを持っているため損傷・障害は
起こらない。しかし、生体で放射線被ばくなど一時
的に多量のフリーラジカルが発生し、消去しきれな

い場合生体障害が生じる。これらによる生体成分の
損傷は、核酸塩基の酸化、蛋白質の酸化や不活性化、
脂質過酸化であり、これらが蓄積すると種々の障
害・疾病が生じる。本研究では、種々のフリーラジ
カル種に対する消去化合物を探索した。本年度は主
としてスーパーオキシドやヒドロキシルラジカルの
消去能について、電子スピン共鳴法によるスピント
ラッピング法によって、またin vivo評価において
は致死量の放射線(7-8Gy)に対するマウスの30日間
生存率を調べ有効性を調べた。今回用いた消去剤は、
水溶性ビタミンE誘導体であるTMG(1)、ニトロキシ
ド誘導体(2)である。
　１のフリーラジカル消去能を調べるとトロロック
スと同等のスーパーオキシド消去能があり、またヒ
ドロキシルラジカル消去能はトロロックスより高
かった。放射線照射に対するマウスを用いた防護能
は、化合物１は放射線照射前および後投与において
有効であったが、２は照射前投与でしか有効でな
かった。ニトロキシド類(2)で3位にメトキシカル
ボニル基、カルバモイル基、およびヒドロキシメチ
ル基を有するものを使用したが、このなかでヒドロ
キシルメチル基を有するものが最も効果があり、投
与後の血中、および骨髄のニトロキシド類の濃度を
調べるとヒドロキシル体が最も高く分布濃度の差が
防御能に反映されたと考えられる。マウスによる
TMG(650Mg/Kg、腹腔投与)の放射線防御効果に関し
ては、7Gy照射前、または後投与では生存率80％(対
照群約25％)で、照射1時間後投与においても50％
の生存率であった。

14．痴呆疾患に対する活動型ミクログリアの生体内
定量による早期診断

(1）研究代表名（所属部課名）
鈴木　和年（分子イメージング研究センター・分子
認識研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　活性型ミクログリアの定量化によって、細胞障害
の結果ではなく、変性過程を直接に観察しえること
が期待できる。さらにミクログリアの活性化に伴い
ミクログリア上に存在する末梢型ベンゾジアゼピン
受容体密度が特異的に増大することから、この受容
体密度を測定することで間接的に活性型ミクログリ
アを定量することが可能となる。軽度から中等度の
アルツハイマー型認知症患者において、 末梢型ベ
ンゾジアゼピン受容体に対して特異的に結合する放
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射性薬剤である[11C]DAA1106を用いたＰＥＴ検査を
施行し、同年齢の健常被験者群と比較を行った。

研究方法）
　NINCDS-ADRDAにおいてアルツハイマー型認知症
の基準を満たす患者10名および患者の年齢と同程
度の正常被験者11名に対して、10分のトランス
ミッション後、[11C]DAA1106静注後90分間脳内の放
射能を測定した。またPETによる定量測定のための
補助的形態情報を得るためMRIによる頭部撮像も合
わせて実施した。MRI頭部画像を参照し関心領域を
小脳、前頭葉、外側側頭葉、内側側頭葉、頭頂葉、
後頭葉、前部帯状回、視床、線条体において設定し、
動脈血血漿中の放射能量を用いた３コンパートメン
トモデルを用い各領域の受容体結合能を求めた。得
られた受容体結合能の差異を患者および健常被験者
間で比較を行った。

主な研究結果）
　アルツハイマー型認知症患者の脳内末梢型ベンゾ
ジアゼピン受容体結合能は測定した領域のすべてで
有意に増加していた。さらにその変化は比較的認知
障害の軽度であるか、発症後間もない症例において
も顕著であった。末梢型ベンゾジアゼピン受容体測
定を介した活性型ミクログリアの定量化により、神
経細胞が障害された結果にとどまらず、神経の変性
過程自体をとらえることが可能になると考えられ、
神経細胞の障害が顕著になる以前に病的過程の存在
を判断しえる可能性が示唆された。

15．生体内分子イメージングによるサル薬物依存の
脳内可塑性の分子機構の解明

(1）研究代表名（所属部課名）
大林　茂（分子イメージング研究センター・分子神
経イメージング研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　統合失調症などの精神疾患は、多元的（脳の器質
的・機能的あるいは心理的・社会的）要因により発
症し社会適応が困難になる。精神病は「学習・記憶
の病気」という見方もできるのではないだろうか。
状況・文脈に合致しない条件付けや過去の記憶の異
常想起として妄想、幻覚が繰り返し現れるといった
remodelingと考えられるからである。コカインや
覚醒剤、麻薬といった薬物中毒は精神依存、幻覚・
妄想、逆耐性や履歴現象といった経験と記憶の特殊

な関係の現象を惹起する。本研究では精神疾患をも
たらす異常可塑性の生体内分子機構を理解するため、
サル精神疾患モデルを用いてPETと侵襲的手法とを
相補的に研究展開する。慢性覚せい剤投与による逆
耐性モデル形成過程において、経時的に全脳レベル
での脳内変化を [11C]標識各種トレーサーを用いた
経時的PET受容体研究（ドーパミン受容体密度：線
条体外D1受容体密度は[11C]NNC112、D2 受容体密度
は[11C]FLB457）を推進し生体内での逆耐性の脳内神
経機構を解明するための研究を進行中である。行動
解析としてビデオ撮影により投与前後のoral 
dyskinesiaを観察した結果、投与3回目より出現、
投与回数とともに増加を示し投与8回でほぼプラ
トーに達した（200回/分）。自律神経反応モニター
として心拍数や皮膚コンダクタンス(GSR)を経時的
に測定した結果GSRでは投与10回目頃より投与前か
ら上昇傾向を示した。受容体PET研究では、薬物依
存との関係が示唆されている前頭葉皮質（主溝周辺）
でのドーパミンD1受容体密度が覚醒剤投与を重ね
るにつれ減少していくことが示唆された。一方、
ドーパミンD2受容体は視床で密度が増加傾向にあ
る可能性を示している。

16．放射線等のストレスにより上昇する唾液腺アミ
ラーゼの病理・生化学・分子生物学的機構の研究

(1）研究代表者（所属部課名）
明石　真言　（緊急被ばく医療研究センター被ばく
医療部）

(2）研究の概要（目的）
　放射線による血液中のアミラーゼ活性の上昇、及
びそのメカニズムを調べるため、動物に全身照射す
ると、血液中のアミラーゼレベルは上昇し、その上
昇は唾液腺由来によるものであった。そのときの唾
液中アミラーゼレベルは、唾液量と比例し減少を示
した。アミラーゼ産生を、ヒト耳下腺細胞株および
マウスよりの初代培養細胞で調べたが、産生の上昇
は観察されなかった。Amylaseの産生の増加は、交
感神経、副交感神経を介した、CaやATPによること
が報告されており、心理的ストレスは血液、唾液中
どちらのアミラーゼレベルも増加させる。これに対
して、生理的ストレスは、血液中のアミラーゼを減
少させることが報告されている。今回の放射線に対
する結果は、どちらとも異なり、血液中のアミラー
ゼレベルは増加し、唾液中では減少が見られた。　
これまでに耳下腺細胞において、放射線によりアポ
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トーシスが増加するという報告もあるが、我々の結
果はこれに反して、増加は見られなかった。増加す
るという報告も、アポトーシスの割合はたいへん低
く、これにより血液中への逸脱は考えられない。ま
た、外分泌への導管も障害は見られなかった。これ
に対し、耳下腺の腺房細胞では照射により、間質腔
が広がり浮腫が見られ、分泌顆粒の減少も観察され
た。さらに、外的に投与したヒトアミラーゼの血液
中への流出、電顕によるマーカーの観察により、TJ
が破綻されていることが示された。これらのことよ
り、放射線による血液中のアミラーゼ活性の上昇は、
耳下腺細胞のアミラーゼ産生の増加、apoptosis　
ではなく、細胞間のtight junction機構が破綻し細
胞間隙の漏出したアミラーゼが血液中に逸脱する可
能性が示唆された。また、血液及び唾液中のアミ
ラーゼレベルが線量に依存することより、また、心
理的ストレスや、生理的ストレスと異なる増減を示
すことから、被ばく線量のマーカーになりうる可能
性が示された。

17．線質を異にする放射線被ばくの細胞遺伝学的指
標（フィンガープリント）探索の研究

(1）研究代表名（所属部課名）
神田　玲子（放射線安全研究センター・放射線障害
研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　全身照射したマウスの末梢血あるいは脾臓からリ
ンパ球を分離し、染色体分析に適当な試料を作成す
る条件設定を行なった。その結果、マウスの末梢血
中にはリンパ球の細胞分裂を阻害する因子があるた
め、通常法である全血培養では染色体分析に必要な
分裂中期細胞が得られないことがわかった。そこで
ヒトリンパ球分離用遠心チューブを利用し、マウス
末梢血からリンパ球を分離・培養する方法を開発し
た。開発した末梢血分離リンパ球培養系および脾臓
細胞の培養系の各々について、分裂中期細胞を十分
量得るのに適した細胞分裂刺激剤の組み合わせや染
色体凝縮剤の濃度を決定した。
　上記培養系を用いて、放射線誘発染色体異常の線
量効果関係について調べた。その結果、マウスの染
色体は全てピンセット型のため、単純ギムザ染色で
二動原体型異常を同定することが難しいこと、また
環状染色体型異常の放射線誘発頻度はヒトの場合に
比べて極端に少なく、低線量域の線量効果関係を調
べるには適さないことがわかった。そこで、８週令

のC3Hマウスを全身照射し、過剰断片を指標として
10MeV中性子線のRBEを求めた（対照群はCoガンマ
線照射）。その結果、脾臓細胞の過剰断片頻度が１
の線量域ではRBE=1.6であった。
　ヒト末梢血リンパ球のin vitro照射実験も行ない、
二動原体+環状染色体を指標としてRBEを求めた。
その結果、二動原体+環状染色体頻度が１の線量域
で10MeV中性子線のRBEが1.6であり、マウス全身
照射実験で得られた値と一致した。
　現在、重粒子線治療およびＸ線治療を行った子宮
頸がん患者あるいは東海村臨界事故時の中性子線被
ばく患者等in vivo 被ばく者の染色体異常分析結果
を解析し、既存のパラメータよりもLET依存性が顕
著なパラメータを抽出するなど、フィンガープリン
トの新規候補を探索している。

18．電離放射線によるミトコンドリアゲノムDNA二
重鎖切断損傷の修復機構に関する研究

(1）研究代表名（所属部課名）
小池　学（放射線防護研究センター・生体影響機構
研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　ゲノムDNA中の変異が発癌や老化変性疾患の原因
と考えられるが、各疾病の原因となる損傷ゲノムが
核ゲノムなのかミトコンドリアゲノム（mtゲノム）
なのかについては明らかになっていない。また、電
離放射線によるmtゲノムDNA二重鎖切断損傷を修復
する機構として、核内に存在する2つの修復機構（非
相同末端結合機構と相同組換え機構）がミトコンド
リアに存在するか否かも明らかにされていない。と
ころで、核ゲノムの非相同末端結合機構で働く蛋白
質は、Ku70等の６種が知られている。また、相同組
換え機構で働く蛋白質としては、ATM, Rad50, 
Mre11,H2AX等が知られている。他方、mtゲノムDNA
上に二重鎖切断損傷が誘発できたか否かを確認する
方法がこれまで確立されていない。本年度は、生細
胞中で観察可能な自家蛍光蛋白質融合蛋白質として
発現する様に蛍光蛋白質遺伝子の下流にDNA二重鎖
端に結合するRad等を融合した遺伝子発現ベクター
を構築した。次いで、これらの発現ベクターから発
現する融合蛋白質の細胞内の局在を調べるために、
ヒト培養細胞に発現ベクターを導入して細胞内の局
在の解析を順次進めている。同時に、それらの細胞
でミトコンドリアの位置を特定するために、生きた
ミトコンドリアを染色し、共局在の有無の検討を
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行っている。また、恒常的に蛍光顕微鏡下でmtゲノ
ムの損傷の有無を可視化するための細胞株を樹立す
るために必要なcDNAの末端にミトコンドリアに局
在化するようにミトコンドリア局在化シグナルを付
加した遺伝子発現ベクターの準備を進めている。こ
れまでに、この発現ベクターから作られた蛍光蛋白
質が、生細胞のミトコンドリアに局在することを確
認した。

19．悪性腫瘍の遺伝子治療法高度化に向けた低線量
放射線応答性遺伝子治療ベクターの開発

(1）研究代表者（所属部課名）
根井　充（放射線防護研究センター・生体影響機構
研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　遺伝子治療は悪性腫瘍に対する主要な治療戦略で
ある。治療遺伝子を放射線応答性のプロモーターの
制御下に置き、腫瘍を放射線照射することで腫瘍部
位のみで治療遺伝子を発現させる方法が試みられて
いるが、これまでに試みられてきた方法は１回当た
り2Gy以上の高い放射線量を要することが難点で
あった。p21WAF1遺伝子のプロモーターは多様な細胞
種において1Gy以下の低線量放射線に応答して活性
化されることが知られているが、我々はこれまでに
アデノ随伴ウイルスベクターを用いることによって
その高い低線量放射線応答性を遺伝子発現ベクター
上に再現できることを見出している。本研究は、
p21WAF1遺伝子プロモーターの高い低線量放射線応答
性を利用して遺伝子治療ベクターを開発することを
目的とする。
　本年度はまずプロモーターの最適化を行うため、
p21WAF1遺伝子上流2.4kbの領域に種々の欠失を導
入してレポーターコンストラクトを作製することに
より0.5 Gy程度の低線量放射線応答における機能エ
レメントの同定を行った。アデノ随伴ウイルスベク
ターを用いてヒト乳がん由来細胞MCF7に導入した
結果、転写開始部位から-1958bp/-1679bpおよび-
1398bp/-839bpの領域は低線量放射線応答に必要な
エレメントを含んでいることを明らかにした。一
方、-1678bp/-1399bpを欠失しても放射線応答性に
は特に影響しないことを明らかにした。次に
p21WAF1遺伝子プロモーターに治療遺伝子としてヘ
ルペス単純ウイルス由来チミジンキナーゼ（HSV-tk）
遺伝子を接続し、アデノ随伴ウイルスベクターを用
いてMCF-7細胞に導入した。RTPCRを用いてHSV-tk

遺伝子の発現を調べたところ、X線照射後5時間で
明らかな誘導を確認した。5時間の間隔をおいて
1GyのX線を１日２回、連続５日照射した場合、10
μg/m1ガンシクロビル存在下でHSV-tk遺伝子導入
細胞の放射線感受性が顕著に高まることを確認した。
これによって、p21WAF1遺伝子プロモーターにHSV-tk
遺伝子を接続したアデノ随伴ウイルスベクターがが
んの遺伝子治療に有効である可能性が示唆された。
今後は実験動物を用い、移植腫瘍におけるrAAV-
PtkSの遺伝子治療ベクターとしての有効性を検証
することを予定している。具体的にはヌードマウス
あるいはSCIDマウスにrAAV-PtkSを感染させた、あ
るいはさせないMCF7細胞を移植して腫瘍形成後、毎
日２回ガンシクロビルの投与と放射線照射（1Gy程
度）を行いつつ腫瘍の大きさを測定する。これによ
り、本ベクターの遺伝子治療ベクターとしての有効
性をin vivoで検討する。

20．悪性腫瘍に対する放射線治療後の２次がん発生
に関する疫学的、分子生物学的特徴に関する研究

(1）研究代表名（所属部課名）
大野　達也（重粒子医科学センター病院）

(2）研究の概要（目的）
　放射線治療の進歩によりがん治療後の長期生存者
が増えるほど、第2次がんの発生は問題となってく
る。しかし、本邦では2次がんに関する報告は極め
て乏しい。本研究の目的は、子宮頸癌患者2000名以
上の放射線治療後の長期追跡調査データベースを活
用する事により疫学的な２次がんリスクを明らかに
すること。さらに、２次がん組織におけるp53遺伝
子変異の有無、慢性炎症や低酸素状態に影響を受け
る各種蛋白の発現およびDNAのメチル化を１次がん
組織と比較することで放射線による２次がん発生に
関わる分子機構の特徴(radiation signature)を解
明することである。
　今年度は主に疫学的解析をおこなった。まず、子
宮頚癌の放射線治療後発生した２次がんのリスクを
検討した。対象は、1961年から1986年に放射線治
療を施行した子宮頚癌2167名である。放射線単独
治療群が1702名（平均60歳）、術後放射線治療群は
465名（平均49歳）であった。治療後の追跡調査か
ら再発・転移の有無、有害反応、２次がん、生死、
死因などの情報を得た。追跡不明は60名，死因不明
は82名であった．自然発生癌の期待値は、大阪府立
成人病センター調査部作成の癌罹患率全国推計値を
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利用し，２次がんの相対リスクは，人年法を用いて
求めた。10年生存者は1063名、20年生存者は717
名、30年生存者は245名であった。2,167名の合計
は25,771人年であった。計210名の２次がんの発生
が認められた．全例の相対リスクは1.24（95％信頼
区間：1.08-1.42）であった．これまでの欧米人を対
象とした調査では10-30％のリスクが増加すること
が報告されているが、本研究により類似したリスク
が日本人でもみられることが明らかとなった。２次
がん全体の累積発生頻度は、15年で10.9％、25年で
19.8％であった。累積発生頻度についてはこれまで
に国際的にみても報告がなく、放射線治療後の長期
経過観察における2次がんスクリーニングの重要性
が明らかとなった。

21．ヒト腎細胞癌における第５染色体長腕増幅と予
後との関連およびその機構について　

(1）研究代表名（所属部課名）
吉田　光明（緊急被ばく医療研究センター・線量評
価研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　ヒト腎細胞癌は病理組織学的に非乳頭型と乳頭型
の2つに大きく分類される。非乳頭型腎癌では第3
染色体短腕(3p)の欠失と共に第5染色体長腕(5q)
の部分トリソミーが高頻度に認められる。また,乳
頭型腎癌は染色体のトリソミーが頻発する癌で，3p
欠失は認められないが，第5染色体のトリソミーも
認められており,第5染色体長腕の増幅は病理組織
型を問わず腎細胞癌に高頻度に認められる染色体異
常の一つである。とくに非乳頭型腎がんにおける
CGH(Comparative Genomic Hybridization)法の解析
では第5染色体長腕の共通増幅領域がq31-q33であ
ることもわかっている。本研究の目的は腎癌の発生
あるいは進展過程における5q増幅の役割を解明す
ることである。我々のこれまでの解析では5qの数
が4コピー以上持つ症例は予後が不良であること，
とくに解析した全てのがん細胞の染色体数が近4倍
性である症例では,その約半数は転移を有する症例
で極めて生存期間が短いということが明らかとなっ
た。さらに，3コピー（トリソミーあるいは部分トリ
ソミー）の症例において,術後5年間の生存率を見
ると，統計学的に明らかに有意とは言えないが2コ
ピーを持つ症例よりも比較的予後が良好である傾向
が認められている。そこで，5qが1コピー増加した

腎癌は何故予後が良好であるのか，その生物学的意
義を検証するために，第5染色体を2本持つ培養が
ん細胞に微小核細胞融合法を用いて第5染色体を1
本導入し，人工的にトリソミーを作成することに
よってがん細胞の増殖に与える影響の解析を試みた。
これまでに病理組織型が異なる2種類の腎がん細胞
株（非乳頭型腎癌と乳頭型腎癌）に導入した結果，
乳頭型腎癌において第5染色体を3本持つクローン
を得ることが出来た。現在，これらのクローン細胞
の細胞生物学的特性を解析中である。一方,非乳頭
型腎癌では導入した第5染色体が断片化しており，
1本全体が導入されたクローンは現段階では得られ
ていない。これらのクローンについては5qのマイ
クロサテライトマーカーを用いて導入された領域の
確認を行なっている。

【特定領域】
22．重粒子線治療の生物学

(1）研究代表名（所属部課名）
安藤　興一（重粒子医科学センター・粒子線治療生
物研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
【目的】本研究の目的は，加速器粒子線照射による
細胞損傷機構について解析し、そこで新たに得られ
た知見に基づいて患者個別のがん情報を得る方法を
開発することにある．即ち，先ずヒト由来悪性黒色
種と扁平上皮がんを主とした，同一組織型の複数の
培養細胞を用いることにより，組織特異的な粒子線
感受性表現型を細胞生存率曲線のパラメータとして
抽出する．次に，細胞感受性と対応する放射線感受
性遺伝子の発現群を絞り込んで検出する．さらに，
これらの培養細胞をヌードマウスに移植し，腫瘍感
受性を早期検出する方法を創出する．予想される結
果として，粒子線感受性と下記遺伝子発現との関係
が明らかとなるであろう：DNA損傷修復遺伝子（DNP-
PK, Ku 70/80, ATM, ATR），アポトーシス関連遺伝子
（bcl-2ファミリー，カスパーゼ），低酸素関連遺伝
子（HIF-1, VEGF）およびサイトカイン遺伝子（bFGF, 
EGF）．また，腫瘍組織のDNA合成能と低酸素細胞の
二重計測法が治療効果の早期判定法として有効であ
ることを示すことが出来るであろう．
【成果】
１．悪性黒色腫細胞6株（92-1, MeWo, Colo679, HMV-
I, HMV-2, C32TG）に2 Gy照射し、オリゴDNAアレー
により遺伝子発現を非照射細胞と比較した。結果、
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照射１時間後では炭素線の方がX線よりも変動し
た遺伝子数が多く、またこれら変動した遺伝子群
中には、CDKN1A，GADD45A，FOS，NFKB1Aなどが多
くの細胞で共通して含まれていた。

２．腫瘍のみを炭素線照射した担ガン（NFSa線維肉
腫）マウスに2-[14]C-Thymidineを静脈注射し，
その腫瘍集積率を解析した。照射12時間後の早
期に，照射線量およびLETに依存した集積率の低
下が認められた。この集積率低下は，腫瘍体積を
指標にした増殖遅延に極めて近似していた。

３．腸管炭素線照射後におけるbFGFの発現を調べ
ることを目標とした。結果、分割照射中における
クリプト近辺におけるbFGFの局所発現と，その受
容体は異なる経時的発現動態を示し，両因子が伴
に腸管近傍に発現しているときに，放射線耐性を
示していることが推察された。

４．炭素線により生ずる高次脳機能障害発現につい
て，マウス脳を照射した。結果、虚血脆弱性部位
である海馬の毛細血管密度の低下が，壊死を引き
起こし，その影響が非照射領域および脳全体の壊
死を誘発することが明らかになった.

５．[18]F-FDGと[14]C-FDGとを用いたDual Tracer 
Autoradiography法によりインビボにおける糖の
取込み過程（早期画像）とヘキソカイネースによ
るリン酸化の過程（後期画像）をNFSa線維肉腫の
同一切片上で比較した。結果、両者の間に極めて
大きな乖離がみられた。

６．金属ターゲットを用いた[61、62]Cu製造の最適
照射条件、分離精製条件を決定し，腫瘍内の低酸
素領域に集積することが推察される[61、62]Cu-
ATSMの最適標識合成条件を確立した。

23．抽象的認知能力の脳機能局在と機能分子イメー
ジング

(1）研究代表名（所属部課名）
大林　茂（放射線医学総合研究所分子イメージング
研究センター・分子神経イメージング研究グループ）
(2）研究の概要（目的）
　本研究課題では、サル類のポジトロンCT（PET）
を用いた機能画像研究により「論理思考」や「時間
感性」といった抽象認知能力に関連する機能地図を

手がかりに、その関連脳領域間での分子レベルの変
化をマイクロダイアリシス法で定量し神経伝達物質
と抽象認知との関係についてサル類を用いて明らか
にすることを目的とした。
　本年度は、サルに時間的ズレを評価・識別させ行
動に反映させる課題を学習させその課題遂行中の局
所脳血流をPETで計測した。ズレ時間設定を変更し
ズレ時間が長くなるにつれ局所脳血流の増加する脳
内部位を抽出した結果、背外側前頭前野皮質、高次
運動野、線条体、頭頂葉皮質、小脳などが関連する
ことが示唆された。時間を脳内表象し、微妙な時間
的差異を感じそれを行動に反映する、抽象的かつ高
度な能力をサルも獲得できること、この課題に含ま
れる要素は、「間合い」（空間・時間の係わりのバラ
ンスをはかる微妙な感性に基づくもの）や「時間感
性」を操る能力の基礎となるのではないかと期待し
た。我々の報告(2004)した「論理思考」（順序だて
て段階的に問題解決する能力）課題に関連する脳機
能地図ともよく一致したことより、サルにおいて論
理思考や時間感性といった抽象認知能力には、上記
の共通した脳皮質連関が重要な役割を果たしている
可能性が示唆された。また、論理思考課題遂行中に
PETで局所脳血流増加の認められたサル背外側前頭
葉皮質（主溝周辺）から同一課題遂行中の細胞外ドー
パミン濃度をマイクロダイアリシス法にて予備的に
定量している。課題遂行開始直後にphasicな増加
の可能性が示唆された。また、訓練サルでは定常状
態（basal level）も増加している可能性が示唆され
現在詳細に検討中である。これらpreliminaryな結
果から、抽象認知機能局在とドーパミンとの関連性
が示唆される。ヒトの前頭連合野の発達に果たす
ドーパミンの重要性が指摘されていることからもサ
ルの学習による高次脳機能発達とドーパミンの関係
性は大変興味深いと考えている。

【萌芽研究】
24．放射線による脳皮質発達障害の分子機構：神経
細胞遊走障害とCR細胞特定遺伝子の関連

(1）研究代表名（所属部課名）
孫　学智　放射線防護研究センター・規制科学総合
研究グループ

(2）研究の概要（目的）
　胎児の脳は発生学的な特徴から放射線に最も感受
性が高い器官であり、ヒトの被ばく後に問題となる
のは精神遅滞をともなう脳皮質発達障害である。そ
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の原因のひとつは神経細胞死と神経細胞の遊走障害
と考えられる。しかし、神経細胞の遊走障害の分子
機構、特に神経細胞遊走障害と脳皮質層状構造の形
成と神経細胞遊走の役割を果たしているCR細胞の
特定遺伝子の関連についてはまだ解明されていない。
本研究はTgマウスを用いて、放射線による大脳皮質
形成障害、神経細胞遊走異常に関して免疫組織化学
的な検索と、CR細胞の特定遺伝子の変動を解析し、
放射線のもたらす神経細胞の遊走障害の分子機構を
明らかにすることを研究目的としている。現在、マ
ウスにおいてCR細胞に主に発現するmGluR2遺伝子
のプロモーターに、GFP/hIL-2Rをマーカーとして結
合させ、GFP-Tgマウスを作製し、PCR及びサザンハ
イブリダイゼーション法によりGFP/hIL-2Rをゲノ
ムに挿入されるか否か、Tgマウス（ファウンダー、
F及びファウンダーの子孫、F1）の検出と大脳皮質の
層形成障害や神経細胞遊走異常の免疫組織化学的な
検索を行っている。

【若手研究B】
25．PETによる[11C]DAA1106を用いた脳内活性型ミ
クログリアの非侵襲的定量

(1）研究代表者（所属部課名）
分子イメージング研究センター・先端生体計測研究
グループ　生駒洋子

(2）研究の概要（目的）
　近年開発された末梢性ベンゾジアゼピン受容体リ
ガ ン ド(N-5-fluoro-2-phenoxyphenyl)-N-(2,5-
dimethoxybenzyl)acetamide (DAA1106)は、従来の
末梢性ベンゾジアゼピン受容体リガンドに比べて高
集積の放射能画像が得られ、活性型ミクログリアの
脳内分布の観察に役立つものと期待されている。し
かしながら、 [11C]DAA1106の定量解析法は確立され
ていない。そこで本研究では、[11C]DAA1106を用い
たPET動態計測において、生体内活性型ミクログリ
アの定量評価を行うための手法を確立することを目
的とした。まず、シミュレーションを行い、
Nonlinear Least Squares法 (NLS) で受容体結合能 
(BP) および分布容積 (DV)を、Graphical Analysis
法 (GA)、Multi Linear Analysis法 (MA) でDVを求め、
ノイズと推定精度の関係を調べた。その結果、GA、
MAに比べてNLSはノイズの影響を受けやすく、ノイ
ズの増加に伴いパラメータの標準偏差が増大するが、
バイアスが小さく、前頭葉等の比較的広い領域では
精度良くBPを推定できることが分かった。一方、GA、

MAは、ノイズの増加とともに推定値が過小評価ある
いは過大評価され、バイアスが大きくなることが分
かった。また、GA、MAの式は平衡に達した場合にの
み成り立ち、用いるデータ範囲によって推定値が大
き く 変 わ る た め、平 衡 に 達 す る の が 遅 い
[11C]DAA1106には適さないことが分かった。次に、
健常者の[11C]DAA1106の PET画像において、前頭葉、
頭頂葉、小脳などの関心領域を選択し、NLSでBPお
よびDVを、GA、MAでDVを推定し、各手法による定
量値を比較検討した。その結果、DVは各手法間で良
い相関を示したが、実際に結合能評価に用いられる
BPとDVは、どの方法においても相関が見られな
かった。DVは動脈と脳組織間の移行を表すK1、k2と
BPを含む複合パラメータであり、K1、k2の個人差等
の影響を受ける。以上より、 [11C]DAA1106を用いた
末梢性ベンゾジアゼピン受容体の結合能の定量には、
NLSでBPを求めるのがよいと思われる。

26．統合失調症の活性型ミクログリアに関する脳機
能画像を用いた研究

(1）研究代表名（所属部課名）
高野　晶寛（分子イメージング研究センター・分子
神経イメージング研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　脳損傷や神経疾患における神経変性などにおいて
重要な働きをするミクログリアは微小な病理変化に
対応して活性化されるが、その活性型ミクログリア
の脳内局在をPETを用いて、生体脳内における微小
な炎症や神経変性を同定、診断することができると
期待されている。これまで機能性疾患と考えられて
いた精神疾患においてもその変化が注目されている。
統合失調症ではその発症要因の仮説として神経発達
障害やウイルス感染などがあり、活性型ミクログリ
アの変化を検討することにより、統合失調症の病態
の解明につながると考えられる。また、統合失調症
の患者では薬物療法により、幻覚妄想が軽減し、社
会復帰が可能になる一群と薬物療法にもかかわらず、
意欲低下や認知機能の障害が残存し、社会復帰が困
難となる一群があり、その差異の要因としてミクロ
グリアの関与の可能性がある。
　本研究では活性型ミクログリアの生体内脳内分布
を検討するため、活性型ミクログリアに選択的に分
布する末梢型ベンゾジアゼピン受容体のＰＥＴ製剤
[11C]DAA1106を用いて、統合失調症患者および、そ
の対照健常者に対し、ＰＥＴ検査を施行した。また、
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同日にＭＲＩ検査および精神症状評価尺度、神経心
理学的検査を施行し、臨床症状、認知機能の評価を
行った。
　昨年度の症例にさらに症例を追加し、統合失調症
患者17名（発症早期4名、慢性期13名）および対
照健常者11名に関して動脈連続採血とともにＰＥ
Ｔ検査を施行した。予備的な解析では統合失調症患
者と対照健常者の間で統計学的に有意な差のある領
域は認められなかった。

27．アルツハイマー病の早期発見：軽度認知機能障
害の臨床的病因論的多様性の検討

(1）研究代表名（所属部課名）
丸山　将浩（分子イメージング研究センター・分子
神経イメージング研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　アルツハイマー病（AD）は臨床症状が現れる10年
以上も前から特徴的な病理学的変化が始まっている
ことが知られている。ADの臨床診断基準をまだ満
た さ な い 軽 度 認 知 障 害：mild cognitive 
impairment(MCI)の段階では臨床症状に乏しいので、
MCIからADへの予測診断精度を向上させるためには
客観的診断アプローチが必要である。
　本研究はMCIからADへ進行する患者の、臨床的お
よびバイオマーカー上の特徴を明らかにし、さらに
進行を予測診断する際に有用なバイオマーカーを確
立することを目的とする。バイオマーカーとして特
に有望視されているAD病理の画像診断に着目し、AD
の病理変化を生体で早期から検出できるかどうかを
検討し、客観的予測診断システムとしての有用性を
評価することにある。
　そこで、平成17年度は新規診断マーカーの探索や
治療効果の客観的評価を行ない論文報告した。

27－1．病因論に基づく軽度認知機能障害およびア
ルツハイマー病の診断法開発

　軽度認知機能障害（MCI）からアルツハイマー病
（AD）に至る分子機構として、アミロイド（Aβ）
を分解する酵素であるネプリライシン（NEP）が脳内
で低下することが剖検検討やモデル動物実験により
示されている。そこで脳脊髄液中NEP値を評価した
ところ、MCIの段階ですでに低下しており、NEPの低
下がADの発症に寄与することを生体レベルで証明
した。本研究は理化学研究所脳科学総合研究セン
ターの樋口真人、岩田修永、西道隆臣氏らとの共同

研究により行われたものである（Ann Neurol. 
2005.）。
　脳脊髄液検査は精度の高い客観的なAD早期診断
アプローチではあるが、侵襲性などの問題点から必
ずしも総ての患者が受けられないのが現実である。
そこで新しい診断法の開発に取り組んだところ、AD
に特徴的な病理学的変化である神経原線維変化に特
異的に結合する化合物を開発することに成功した。
この候補化合物をポジトロンCT（PET）などに応用
することにより非侵襲的診断法を確立できると期待
される。本研究はビーエフ研究所の澤田徹氏、福祉
村病院長寿医学研究所の赤津裕康氏らとの共同研究
により行われたものである（J Neurosci. 2005.）。

27－2．発症分子機構に基づく治療法の評価
　ADの病理変化を食い止める治療法としては、in 
vitro実験において、リチウム投与によりAD病理学
的変化を抑制できることが他施設から報告されてい
る。そこで患者承諾のもと、3名のAD患者に少量か
らリチウム投与を開始し投与前および3ケ月後で臨
床症状および脳脊髄液マーカーの評価を行ったが明
らかな改善を認めなかった。（Geriatr Gerontol 
International. 2005.）。

　脳脊髄液マーカーによるAD予測診断アプローチ
は脳脊髄液中にAD病理学的変化の構成蛋白を検出
する為、それゆえ診断精度は高い。しかし腰椎穿刺
は侵襲性を伴うため、必ずしも総ての被検者に検査
を遂行出来るとは限らない。そこで本年度は、モデ
ル動物を用いてPETやMRI、蛍光イメージングシス
テムなどによりAD病理学的変化を画像化する基礎
的研究を介して、脳脊髄液診断に代わる新規客観的
AD診断システムの確立を目指す所存である。

28．微量生体内物質イメージングのための高感度な
小動物用PET装置の研究

(1）研究代表名（所属部課名）
山谷　泰賀（重粒子医科学センター・医学物理部）

(2）研究の概要（目的）
　マウスやラットなどの小動物を対象にした
Positron Emission Tomography (PET)計測は、分子
レベルの生体機能解明や遺伝子発現の画像化を可能
にするため、ポストゲノム研究を推進する有力な手
法として期待を集めている。小動物イメージングで
は、ターゲットの物質が微量であるため、小動物体
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内の微量物質の空間分布および時間変化を追跡する
ダイナミックイメージングを実現するためには、装
置感度が十分に高いPET装置が不可欠である。しか
し、従来の小動物用PET装置は、装置感度を犠牲に
して高解像度のみを追求しており、分解能と感度を
共に両立する小動物用PET装置は存在しない。これ
は、消滅γ線は高いエネルギー（511keV）をもつた
め、検出能力を高めようと検出素子を厚くすると、
斜め入射のγ線に対する検出位置精度が劣化してし
まうというPETの本質的な性質による。
　これに対して放射線医学総合研究所では、検出素
子の深さ方向のγ線相互作用位置(depth-of-
interaction, DOI)を計測する新たな3次元放射線
検出器(DOI検出器)を開発している。DOI計測に
よって、分解能を劣化させることなく、検出素子を
厚くすることができる。そこで研究では、DOI検出
器を応用して、高解像度と高感度を共に実現する新
たな小動物用PET装置を実現することを目指し、要
素技術の開発を行う。2年計画の1年目にあたる平
成17年度は、①小動物用DOI-PET検出器の試作およ
び性能評価、②高精度画像再構成手法の開発を行っ
た。

・小動物用DOI-PET検出器の試作および性能評価
　1.4mm角4.5mm厚のLYSO結晶を12×12×4段に組
み上げた結晶ブロックの底面に、位置弁別型の光電
子増倍管（PMT）を光学結合させ、検出器ブロックを
試作した。ガンマ線を検出した結晶位置は、複数の
PMT信号から計算される重心点により判定されるが、
層によって重心点が変化ように、結晶間に挿入する
反射膜のパターンを層毎に変えている。そして、各
結晶位置が正しく弁別できること、4層構造が時間
分解能やエネルギ分解能を劣化させないことを実験
的に示した。また、PETイメージングに影響する検
出器性能である応答関数を測定した結果、半値幅に
て約1.5 mmの良好な平均位置分解能が得られること
を示した。

・高精度画像再構成手法の開発
　高精度なイメージングを現実的な計算時間で実現
するために、近似化した観測モデルを提案し、精度
を維持したまま約1/200の計算時間削減が可能であ
ることを示した。一方、検出器の分解能性能を劣化
させるガンマ線の検出器内散乱については、再構成
像の画質を最大化する観点から、結晶位置と対応づ
けするPMT信号の重心点の範囲を最適化する方法を
開発した。

29．アクアバイオセンサーとしてのGFPトランス
ジェニックメダカ系統の開発

(1）研究代表名（所属部課名）
丸山　耕一（放射線安全研究センター・実験動物開
発研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　本研究の目的は、生体が放射線等の有害な因子に
暴露されたときにGFPレポーター遺伝子を発現し、
リアルタイムに生きたままその影響をおっていける
メダカ系統を開発することである。まず、候補遺伝
子としてGADD45αに焦点をさだめ実験をおこなっ
た。その理由は、１）GADD45α遺伝子は、ヒト培養
細胞の系で低線量の放射線で照射後数時間後には発
現が増大することが確認されていること、２）通常
時ではほとんど発現が見られないこと、３）ヒトな
どの哺乳類で発現転写調節領域が詳細に解析されて
いること、などが挙げられる。
　GADD45α遺伝子は未だメダカではクローニング
されていない遺伝子なので、そのクローニングをお
こなった。哺乳類などで取られているGADD45の配
列を元に、メダカのゲノムデーターベースを検索、
メダカGADD45αのゲノム構造を予想し、メダカゲノ
ムDNAからPCR法でGADD45α全長をクローニングし
た。メダカGADD45αはヒト同様４つのエキソンか
ら成り、ヒトとのホモロジーは約80％であった。
　次に、このGADD45αがメダカで実際に放射線照射
後に発現が増大するかどうかを調べた。その結果、
ヒト同様照射後数時間で発現が増大すること、また
線量依存的に発現が増大することが観察された。
　これまでのヒトなどの知見で知られている発現に
必要不可欠と言われている領域をメダカで予想し、
GFPベクターに挿入したいくつかのコンストラクト
を作製した。それらコンストラクトをメダカ受精卵
にマイクロインジェクションし、5-10GyのＸ線を照
射し、GFPレポーター遺伝子の発現を観察している
が、これまでのところ顕著にGFPの発現する系統は
とられていない。現在新しい別のコンストラクトを
作成中である。
　これらの知見は2005年度の日本動物学会、小型魚
類研究会で発表をおこなっている。

30．塩基による電子移動触媒作用を利用した強力な
新規抗酸化物質の開発

(1）研究代表名（所属部課名）
中西　郁夫（放射線安全研究センター・レドックス
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制御研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　天然抗酸化物質よりも強力で毒性の低い新規抗酸
化物質を開発するため、比較的安定なDPPH (2,2- 
diphenyl-1-picrylhydrazyl)ラジカルやガルビノ
キシルラジカルを用い、フェノール性天然抗酸化物
質のラジカル消去機構を速度論的手法により検討し
た。溶媒にはフェノール性水酸基と水素結合を形成
しないアセトニトリル等の非プロトン性溶媒を用い、
嫌気性条件下、ストップトフロー分光測定装置を用
いて反応を追跡した。結果を速度論的に解析するこ
とにより、ラジカル消去の反応速度定数(kHT)を決
定した。得られたkHT値によって抗酸化物質のラジ
カル消去活性の評価を行った。次に、この反応系に
マグネシウムイオン(Mg2+)等の金属イオンを加え、
反応速度への効果を調べた。その結果、緑茶の成分
である(+)-カテキンの場合には、Mg2+の添加によっ
てkHT値が顕著に増大し、ラジカル消去反応が電子
移動を経由して進行していることがわかった。一方、
ビタミンＥモデル化合物の場合には、Mg2+を加えて
もkHT値が変わらず、１段階の水素原子移動機構で
反応が進行していることが明らかとなった。また、
後者の場合でもアルコール等のプロトン性溶媒中で
は、Mg2+による加速効果が観測され、反応が電子移
動経由になることがわかった。次に、ラジカル消去
が電子移動経由で進行する反応系に注目し、ラジカ
ル消去速度に対する塩基の効果を検討した。その結
果、反応系にピリジン類を加えると、反応が顕著に
加速されることがわかった。今後は、サイクリック
ボルタンメトリーやセカンドハーモニック交流ボル
タンメトリー等の電気化学的手法により、抗酸化物
質の一電子酸化電位(E0ox)に対する塩基の効果につ
いても検討し、得られた結果をkHT値やE0ox値、およ
び用いた塩基のpKa値とともに系統的にまとめ、新
規抗酸化物質の設計および合成を行う予定である。

31．新規化合物による脳アミロイド病変形成阻害効
果の解析

(1）研究代表名（所属部課名）
樋口　真人（分子イメージング研究センター・分子
神経イメージング研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
概要および目的：
　アルツハイマー病モデルマウス(アミロイド前駆

体蛋白トランスジェニックマウスおよびタウ蛋白ト
ランスジェニックマウス)において、新規化合物
FSBを定期的に投与し、アルツハイマー病の主要な
病理変化である脳アミロイド（老人斑や神経原線維
変化）の形成が抑えられるかどうか、あるいは既に
形成されたアミロイドが減少するかどうかを調べる。
アミロイドの量は、マウス頭部用超高分解能MRIお
よび小動物用マイクロPETを用いて非侵襲的に評価
する。

成果：
(1）神経変性疾患モデルマウスの繁殖
　放射線医学総合研究所においてモデルマウスの導
入と繁殖を実施した。アミロイド前駆体トランス
ジェニックマウスおよびタウ蛋白トランスジェニッ
クマウスの繁殖が、本研究の遂行に必要な数だけ行
えている。また、神経細胞のみならずグリア細胞に
アミロイド病理が出現するマウスの開発にも成功し
た こ と よ り (Higuchi et al. Journal of 
Neuroscience 2005)、同マウスの繁殖も計画に加え
ることとした。
(2）MRIおよびPETによる脳アミロイドの可視化
　MRIによるマウス脳老人斑の生体画像化は、アミ
ロイド結合性フッ素化合物FSBと、高磁場・高分解
能フッ素MRIにより実現できることが明らかになっ
た (Higuchi et al. Nature Neuroscience 2005）。さ
らにPET用のアミロイドトレーサーである[11C]6-
OH-BTA-1と、小動物用高分解能PET装置を使用する
ことで、高感度にマウス脳老人斑を検出できること
が判明した。

(3）モデルマウスへのアミロイド結合性化合物の反
復投与

　タウ蛋白トランスジェニックマウスに対してアミ
ロイド結合性化合物FSBの静脈内投与を２週おきに
計６回実施した後で、脳および脊髄を摘出しアミロ
イド病理を解析した。組織化学的および生化学的検
査により、神経原線維変化の形成がFSB投与により
抑制されることが示された。

32．血管新生因子を標的とした治療の放射線療法へ
の応用関する基礎的検討

(1）研究代表名（所属部課名）
石川　　仁（重粒子医科学センター・治療課）
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(2）研究の概要（目的）
　血管新生因子を分子標的とした治療を放射線療法
と併用することを目的とした臨床応用の可能性を模
索するため、放射線照射時の腫瘍細胞・血管内皮細
胞の細胞応答のメカニズムの解明および照射効果の
向上のための効率のよい血管新生阻害剤の選択・併
用時期について検討する

Ａ．子宮頸癌放射線治療のマイクロアレイ解析
　子宮頸癌31例（X線単独治療11例、化学放射線
治療13例、炭素イオン線治療7例）の治療前/中の
生検材料を用いてマイクロアレイ解析を行った。治
療法別に放射線照射に応答する遺伝子は種類・数が
異なっており、ANOVAによるクラスター解析では、
約300の遺伝子を用いることで各治療法別に群別化
できた。治療に特有な遺伝子発現パターンを同定す
ることで、その治療に重要なシグナル伝達経路を見
出すことが可能と思われた。現在は、マイクロアレ
イによる治療効果予測について研究中である。
Ｂ． 子宮頸癌p53およびp73蛋白の放射線治療効果
に対する役割
　子宮頚癌47例の放射線治療前/中の生検材料を用
い、p53、p73発現と放射線誘発アポトーシスの関係
を免疫組織化学染色法で検討した。照射1週後のア
ポトーシスは約2％の細胞で確認された。照射後の
p53発現は36例で増強したが、11例では低下してい
た。p53発現の増強した症例では1週後のp53陽性
細胞の多い群で有意にアポトーシスが誘発された。
一方、p53発現の低下した症例では、照射1週後の
p73陽性細胞が多い群でアポトーシスの誘発が顕著
であった。以上から、p73は子宮頸癌症例の放射線
誘発アポトーシスにp53機能を補う役割があること
が示唆された。
Ｃ． 子宮頸癌放射線誘発アポトーシスに対する
COX-2の影響
　子宮頚癌47例の放射線治療前/中の生検材料を用
いて、COX-2発現と局所効果・アポトーシス・局所
制御率に与える影響を検討した。全例の治療前の
COX-2発現率は46.1％であった。COX-2発現と照射
1週時のアポトーシス出現率の相関係数(r)は -
0.52、寄与率(r2) 0.27と有意な相関が認められた
(p=0.0002)。COX-2発現率50％以上の症例をCOX-2
陽性（22例）、50％未満をCOX-2陰性（25例）とし
た場合、アポトーシス出現率は陽性群1.6±0.3％、
陰性群2.5±0.9％と差が認められた(p=0.0002).局
所効果に関しては、陽性群のCR率59％に対して陰
性群では80％、治療後の局所制御も陽性群で77％に
対して、陰性群で96％といずれもCOX-2陰性群で良

好な結果であった。2年局所制御率は陽性群66.8％、
陰性群96.0％と陰性群で良好な結果であった
(p=0.06)。

【特別研究員奨励費】
33．粒子線の悪性脳腫瘍細胞に対する治療効果比向
上に関する研究

(1）研究代表者（所属部課名）
盛武　敬（重粒子医科学センター粒子線生物研究グ
ループ放射線効果修飾研究チーム）

(2）研究の概要（目的）
　放射線の治療効果は、腫瘍に対する効果と正常組
織に対する傷害の比、すなわち「治療効果比」によっ
て判定されるが、膠芽腫は難治性脳腫瘍であり放射
線感受性が極めて低く、従来の低LET光子線による
治療だけでは充分な治療効果は得られていない。
いっぽう高LETの炭素線に対しては感受性が高いこ
とが放医研より報告されている。放射線の主たる
ターゲットは細胞中のDNAであり、水由来のラジカ
ル種であるヒドロキシルラジカル（OH・）、水素原子
（H・）、水和電子（eaq-）などによりDNAは酸化損
傷を受けるが、これらラジカル種のなかでOH・の組
織傷害活性が最も強く、生物効果の主体とされてい
る。そこでまず、高LET炭素線で生じるOH・をESR法
で直接観察し、さらにDNAの酸化損傷を8-OHdGを指
標として観察することで、OH・の細胞傷害への寄与
を明らかにする。この観察によって、炭素線により
生じるOH・の深度方向に関する特性を得ることがで
きるため、治療の際の腫瘍周辺正常組織防護の為の
有用な情報となると期待出来る。すなわち高LET炭
素線の通過領域の傷害を防ぐことで「治療効果比」
の向上が期待できると考えている。本年度はその可
能性に対して細胞レベルでの理論的証明を行った。
さらに、患者に施される一連の医療行為での被曝低
減努力が、最終的には放射線治療の「治療効果比」
向上につながると考えており、そのための臨床用被
曝線量測定装置の開発も終了し臨床治験を開始した。

34．アスベスト暴露に伴う悪性中皮腫の早期診断法
の開発

(1）研究代表名
辻井　博彦（放射線医学総合研究所　重粒子医科学
センター・センター長）
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(2）研究の概要（目的）
　本研究は不特定多数のアスベスト暴露群から効率
的に中皮腫の疑いのある者あるいは罹患者を早期に
発見する診断システムを開発するため、血液診断法
と画像診断法を組み合わせた早期診断システムにつ
いて検証し、その有効性を確認すると共に血液診断
の基準値（カットオフ値）やPETによる診断基準な
どを決定することを目的に研究を行ったものである。
　アスベスト・悪性中皮腫の問題は、平成17年６月
29日、長年にわたりアスベストを取り扱ってきた株
式会社クボタ神崎工場の従業員および周辺住民に悪
性中皮腫が高頻度に発症していることが報告されて
以来大きな社会問題となっている。厚生労働省、文
部科学省、国土交通省、経済産業省、環境省などが
中心になり、その対策を急いでいるが、医学的な研
究は文部科学省と厚生労働省が担当することとされ
ている。今後、両省における関係研究機関によって
悪性中皮腫の診断法や治療法に関する研究が開始さ
れると思われるが、本研究はこれらに先んじて行っ
たものであり、最終的にはこれらの研究結果に統合
され、我が国全体の総合的な診断・治療体制の構築
に大きく寄与するものである。
　まず、「中皮腫早期診断研究委員会」の開催により
本研究を実施する上で不可欠な研究組織体制の構築
から始まり、臨床試験プロトコールや、細かい作業
手順についてのマニュアル等の作成を行った。次に
この研究プロトコールに従って、実際の患者登録と
血液診断、PET画像診断、病理診断を行った。
　血液診断では、順天堂大学が開設した「アスベス
ト・中皮腫外来」を受診した患者や中皮腫の疑いが
ある患者および健常ボランティアについて、同大学
が開発した血液診断キット（ELISA法）を用いて、
特異的なタンパク質（Erc/mesothelin）の濃度を計
測した。Erc/mesothelinタンパク質のN末付近を認
識する抗体を用いた検査結果では、同大学において
中皮腫と確定診断された患者９名の値は全て健常ボ
ランティアの値を上回った。この結果は、本診断
キットを用いれば中皮腫患者と正常ボランティアを
明確に分離する基準値（カットオフ値）が存在する
可能性を示した。PET画像診断研究においては、FDG
とメチオニンを用いたPET診断を行った。中皮腫と
確定診断された2症例に関しては、FDG、METともに
軽度の集積が認められた。しかし、参考症例である
中皮腫術後再発の患者についてみると、FDG、メチオ
ニンともに強い集積が認められた。これらのことか
ら、中皮腫診断においては、腫瘍のサイズや病理学
的分化度などがPET画像に大きく影響を与える可能
性が考えられた。本研究では13症例について検討

が行われ、うち３例が中皮腫と診断された。また、
他施設で中皮腫と診断されたものの本研究で行われ
た診断で線癌との診断がついた症例もあり本研究で
決定した中皮腫診断プロトコールは有効であること
が示唆された。今後さらに多くの症例について検討
し、中皮腫の診断基準を確立する必要があると思わ
れる。
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2.4.1.3 その他の競争的資金

【先端計測分析技術・機器開発事業（科学技術振興
機構）】
１．「ESRスペクトル情報取得への感応点法の適用」

(1）研究代表者（所属部課名）
安西　和紀（放射線安全研究センター　レドックス
制御研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　小動物のESRイメージングにおいてスペクトル-
空間イメージング法で空間上の各部位のスペクトル
情報が得られるが、実験によっては局所部位のスペ
クトル情報だけを素早く取得することが重要な場合
がある。このために、感応点法を適用して目的とす
る小領域のみからESRスペクトル情報を得る方法を
開発することを目的とする。
　当研究所で所有するESRイメージング装置を用い、
外部ファンクションジェネレーターからの出力をア
ンプに入力することにより１次元交流磁場勾配を発
生できるように改良した。磁場勾配アンプの電流を
周期的に振動させた場合の勾配磁場の変動を、試料
台の上にピックアップコイルを置いて誘導電流をオ
シロスコープにて測定した結果、位置に応じた直線
的な勾配磁場の付与が確認されたが、振動の周波数
が大きくなると実際にかかる磁場はかえって小さく
なることがわかった。
　安定ラジカルとしてDPPHを用いて測定用のファ
ントムを作成し、１次元交流磁場勾配を用いた場合
のスペクトルを実験的に検討した。その結果、試料
が中心位置から2 mmずれると線幅が広がり、線幅の
広がりの程度は中心位置からのずれの大きさに比例
することがわかった。
　離れた２点に異なるラジカル種を置き、感応点法
を適用してESRスペクトルを取得した。磁場変動が
生じない中心に15N-CarbamoylPROXYL、19.2 mm離れ
た場所にDPPHを置く場合と、磁場変動が生じない中
心に15N-CarbamoylPROXYL、23.9 mm離れた場所に14N-
CarbamoylPROXYLを置く場合を試みた。中心におい
たサンプルの直径（2mmと6 mm）に関係なく線幅が
増加し高さが減少したが、面積は一定であった。ま
たハイパーファイン結合定数は23.1 Gで一定であっ
た。
　得られた結果をまとめると、
１）磁場勾配を強くすれば異なる場所にあるラジカ

ルを分離してスペクトルを取得できる。
２）しかし、目的部位のスペクトルの線幅が広がる
ので、線幅の情報を必要とする測定（例えば酸素
濃度）には使えない。
３）一方、積分強度や結合定数は不変なので、それ
らの情報を必要とするもの（ラジカル濃度やラジ
カル存在環境）には使用できる可能性がある。
　以上より、直線ではなく高次の磁場勾配が使用で
きれば、局所のよりよいスペクトル情報が得られる
と期待される。

２．単一細胞内遺伝子発現プロフィール解析システ
ム

(1）研究担当代表者
安倍　真澄（重粒子センター・先端遺伝子発現研究
グループ）

(2）概　況
　平成17年度より科学技術振興機構（JST）「先端計
測分析技術・機器開発事業」を5年計画でスタート
した。目標は10細胞以下を出発材料とするトラン
スクリプトーム解析技術の開発である。従来法では
困難な未知遺伝子の検出、更には低発現遺伝子（数
コピー/細胞）の検出を達成する。
　平成17年度は、まず現在の限界より１オーダー少
ない100細胞解析が直面する問題について詳細に検
討し、どの反応ステップにその問題が存在するかを
明らかにした。

(3）目　的
　5～10コピー/細胞以上の低発現転写物の検出が
可能な、100細胞を用いた解析技術の開発を行う。

(4）研究経過
　HiCEP解析に必要な細胞数の限界は、現在のとこ
ろマウス、ヒトなどの体細胞において1,000細胞で
ある。この数が出発材料として調製できれば、再現
性のある結果が得られる。しかしながら100細胞以
下になるとデータに著しい質の低下が観察される。
　そこで、まず100細胞解析に集中し、核酸の
チューブ、プレートなどへの吸着を極力抑え、効率
的な回収など、各ステップの改良を繰り返した後、
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どのステップで問題が起きているかを注意深く検討
した。具体的には、全反応過程を、RNA抽出、HiCEP
特有の酵素反応による基質作成、プレ増幅および選
択増幅の４つの過程に分割し、検討を加えた。

（RNA抽出）
　他の研究グループからも、数細胞由来のRNAを用
いた定量PCRの成功例が多数報告されている。この
ことは、100細胞解析においても、RNA調製自身には
問題がないことを強く示唆している。HiCEP解析の
RNA抽出系において同様の確認を行った。
　現在用いているプロトコールにて抽出したRNAを
段階的に希釈し、定量PCRを行い、どの範囲まで定
量性があるかを、5種類の遺伝子に着目し検証した。
その結果、いずれの遺伝子に関しても、10分子の
RNAにおいて再現性の良い結果が得られた。これら
の結果から、多くの転写物に関して、現在用いてい
るRNA調製法で、10細胞による解析が可能であるこ
とが示された。しかしながら、このような少数細胞
を用いた定量PCR解析では、ほとんどの場合、あま
り少なくはない転写物を対象としており、転写制御
因子遺伝子など、低コピー転写物の検出については、
今後の詳細な詰めが残っている。

（プレ増幅および選択増幅）
　次に、基質作成後の増幅過程の反応達成度を検討
した。正確に反応が進んでいることが確認された基
質を連続的に希釈し、100，10及び1細胞分の基質を
調製た。これらを用い、「プレ増幅および選択増幅」
ステップの検討を行った。再現性を確認するため、
それぞれ独立の３回の実験を行ったところ、ロット
間の相関係数（再現性の指標）は、10,000細胞、100
細胞、10細胞、1細胞で、それぞれ0.975、0.963、
0.888、0.665であった。２ロットの再現性（図１A）、
および、３ロットの再現性（図１B）を図に示す。細
胞数をX軸、反応の再現性を示す「R値」をY軸（図
１B）。

（図１A：３ロットのうち任意の２lot間における
ピーク高の分散）
 

（図１B：３ロット間の相関係数と基質量の関係）
 
　これらの実験は、「プレ増幅および選択増幅」ス
テップも、10細胞の解析に十分耐えうることを示し
ていた。また10細胞以下の解析でさえも、発現変動
幅の精度のある程度の低下を覚悟すれば、解析が可
能であることを示唆しているように見える。一方で、
1細胞分の基質のハンドリングも夢ではないことを
示せたのは大きな収穫だった。
　検討した二つの反応ステップが、10細胞の解析を
行うポテンシャルを有していることは、現在我々が
直面している問題そのものが、「HiCEP特有の酵素反
応による基質作成」過程に存在することを強く示唆
していた。そこで、現在、磁気ビーズへの非特異的
吸着の抑制、アダプター結合の効率化、プレート及
びチューブへの核酸吸着の抑制など、このステップ
の改良を種々の観点から試みている。

(5）研究成果
「HiCEP特有の酵素反応による基質作成」工程での
ロスが示唆された。一方で、10細胞までの解析の可
能性も示唆された。
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【主要５分野の研究開発委託事業（ＲＲ２００２）】
【ナショナルバイオリソースプロジェクト（共同研
究）】
３. メダカ近交系の収集・保存・提供および生物学
的特性調査

(1）研究代表者名（所属部課名）
石川　裕二（放射線安全研究センター　実験動物開
発研究グループ）

(2）研究概要（目的）
　有用なメダカ近交系を収集・保存し、それらの生
物学的特性データと共に国内外に責任をもって提供
する体制を構築することを目的とする。

(3）平成17年度の研究成果
　(a）収集
　　　なし
　(b）保存

放医研で作成されたクロメダカ（wild）7種
類、ヒメダカ4種類、アルビノ2種類を含む，
ＨｄｒＲ、ＳＯＫ、ＨＮＩなどのメダカ近交系
（計13系統）を個体で系統維持すると共に、放
医研外で作成された２系統のメダカ近交系（Ｃ
ａｂおよびＡＡ２）を加え，総計15系統を個体
で保存した。保存には，屋外池（面積約550㎡，
80池，井戸水，自然飼育）および屋内飼育施設
水生舎（床面積約370㎡，飼育室数-7室、顕微
鏡室-1室、自動飼育装置・小水槽-176個、大水
槽-60個、実験・飼育・繁殖用水槽-約450個）
を使用した。産卵促進のため室内の空調は25
℃±2℃、照明は14時間明・10時間暗に維持し、
井戸水を使用した。

　(c）提供
外部研究機関（Mayo Clinic Rochester USA、新
潟大学、信州大学、大阪バイオサイエンス研究
所および京都大学）と５件のＭＴＡ契約を結ん
で、近交系ＨＮＩ卵50、ＨｄｒＲなど５系統、
成魚総計42尾の提供を行った。

　(d）その他
Ｈ17年11月13－16日に名古屋大学で開催
された国際シンポジウム「メダカ生物遺伝資源
の標準化に関する国際シンポジウム」にて、メ
ダカ近交系および生物学特性調査の結果を発表
した。具体的には以下のとおりである。

１．Yuji Ishikawa: Medaka inbred strains: past, 
present and future.

２．Kouichi Maruyama, Yuji Ishikawa: 

Development of a genetic monitoring system 
for medaka inbred strains.

３．Mitsuru Sakaizumi, Yuji Ishikawa: 
Definitions of and nomenclature for medaka 
strains.

　 また、分子生物学的手法による近交系メダカのモ
ニタリングシステム構築を進展させた。

４．日本人由来不死化細胞の寄託

(1）研究代表名（所属部課名）
今井　高志（フロンティア研究センター・放射線感
受性遺伝子プロジェクト）

(2）研究の概要（目的）
　当プロジェクトで収集し、株化した日本人由来細
胞は生物遺伝資源（バイオリソース）として非常に
貴重なものである。そこで、提供者の許可を得た細
胞株については理研バイオリソースセンターへ寄託
し、人類共有の財産としてライフサイエンス研究の
発展に資することを目的とする。

(3）平成17年度の研究成果
　ボランティアの日本人健常者から提供された血液
サンプルをリンパ球分離用試薬を用いて分離し、
PBSで２回洗浄後に得られたリンパ球の沈殿に
Epstein　Barr Virus(B95-8株)溶液を加えて振盪
培養した。cyclosporinAを添加した培養液を追加
し24ウェルプレートで３～６週間培養後、増殖が確
認されたサンプルをフラスコに移し、細胞数が10の
７乗に達するまで培養を継続後、５本ずつ液体窒素
タンクで保存した。その後、保存した細胞株の再培
養を行い、増殖が確認されたサンプルについて登録
した。増殖確認の際にはマイコプラズマの感染検査
を行い、陰性のサンプルのみを寄託した。
　このようにして株化した日本人健常者由来細胞を、
平成17年度には11月から２月まで73株を寄託した。
安全性を考えて寄託は４度に分け、輸送の際はドラ
イシッパー（輸送可能な液体窒素タンク）を用いた。

【地球環境保全等試験研究（環境省）】
５．放射性核種をマルチトレーサーとした海洋表層
での二酸化炭素循環メカニズムに関する研究

(1） 研究代表者（所属部課名）
日下部　正志　放射線安全研究センター那珂湊支所
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(2）研究概要
（目的）
　海洋に吸収された二酸化炭素は植物プランクトン
の光合成により有機物となり、その一部は海洋深部
に粒子として運ばれ、一部は分解して再び無機の炭
素になる。これら一連のプロセスは、いくつもの物
理的、化学的、生物学的過程の影響も受けている。
本研究の目的は、海洋表層における炭素循環に関連
するこれらの諸過程に関わるパラメータを明らかに
して、相互の関係を定量的かつ総合的に把握するこ
とである。実際には、各々の過程で行動を共にする
と考えられる化学的性質の違う４種類の放射性同位
体（Th、Ra、P、Be）の存在量、移動量、変化量を見
積もることにより、それを行う。

（研究実績）
　学術研究船白鳳丸によるKH05-2次航海「中部北太
平洋域における生物地球化学的プロセスの南北断面
観測」に参加し、西経160度線に沿った赤道から北
緯50度までの南北方向の海域で海洋観測を行った。
現場型超大容量海水濾過装置を用いて海洋表層中の
放射性核種をその存在状態別（溶存、大粒子、小粒
子）に濃縮・捕集した。また、全リンやラジウム同
位体を定量するため、採水器を用いて海水試料の採
取も行った。
　現場型超大容量海水濾過装置により採取した粒状
試料及び溶存態試料については、目的成分に応じた
前処理法を適用し、さらに化学分離や精製を行い、
上記４種の放射性核種の同位体の定量を行った。粒
状有機物中の炭素や窒素の分析も行った。また、海
水試料については、リン、ラジウム同位体の定量を
行った。
　今回得られた放射性リンとベリリウム同位体の分
布から、北太平洋の各緯度における栄養塩の循環に
関する解析を行った。また、トリウム同位体の分布
等からは下方への粒状有機物輸送量の変化量につい
て推定を行った。更に、本年度までに得られたデー
タを使い、北太平洋における炭素とそれに関連する
物質の移動、変質過程の定量化を行い、これらをコ
ントロールしている要因について考察した。

６．高精度遺伝子発現プロフィール比較解析に基づ
く多様な環境有害物質の相対リスク評価手法の開
発に関する研究

(1）研究代表名（所属部課名）
藤森　亮（放射線安全研究センター・比較環境影響

研究グループ）

(2）研究の概要
（目的）
　現代は、医療をはじめさまざまな分野での放射線
の利用がすすむことにより、業務従事者でなくても、
多くの人が放射線に被ばくする機会が増大している。
航空機の利用に伴う宇宙放射線への被ばくや密閉度
の高い家屋でのラドンによる被ばくなどの自然放射
線源による被ばくの増大も懸念されている。さらに、
放射線単独の影響が無視できるとしても、さまざま
な産業や技術の発達にともなって発生する新しい生
活環境と複合的に影響する可能性について正しく評
価する必要が生じる。そのためには、これまで十分
に研究されていなかったレベルの低線量放射線が生
体にもたらす変化を正確に把握することが大切であ
る。これを目標に、我々はこれまでの低線量（100 
mGy程度）といわれてきた放射線のレベルをはるか
に下回る10 mGy環境下での生体変化を、細胞の遺伝
子発現を鋭敏に検出できる新しい遺伝子発現解析技
術（HiCEP法）によって網羅的に探索した。

（経過）ヒト胎児肺繊維芽細胞の初期培養系
(HFLIII)を用い、これに10 mGyのX線（線量率60 
mGy/min）を照射した。照射しなかった細胞と照射し
た細胞のそれぞれからトータルRNAを抽出し、これ
らに高精度遺伝子発現プロフィール比較解析（HiCEP
法）を適用した。約23,000の遺伝子転写産物のスク
リーニングにより、照射後１時間までに２倍以上発
現シグナルが上昇した10個の遺伝子に着目した。
これらの塩基配列を決定して由来する遺伝子を同定
したところ、ほとんどが、分泌蛋白（うち３つはCXC
ケモカイン）をコードする遺伝子であることが明ら
かになった。

（成果）今回の成果は、10 mGyというわずかなレベ
ルの放射線に関して、実験的に再現可能な生体影響
の発見に成功したことである。細胞によっては必ず
しも同様の応答が観察されないが、このCXCケモカ
インの極低線量による一過性発現促進は、実験的に
他の細胞の増殖などに間接的に影響を及ぼすことが
できることを報告した（Cancer Research 65: 10159-
10163, 2005）。また、今回検出された遺伝子を応用
した「生物における低線量放射線被ばくを検出する
方法」については特許を出願中である。こうして、
高精度網羅的遺伝子発現解析技術（HiCEP法）を用
いて探索された遺伝子発現を、放射線に限らず他の
環境～生活レベルの微量化学物質等の検出に応用で
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きる可能性が示唆された。
観察された事実は、これまでに知られた高い線量の
放射線に対する生体影響が、低いレベルの放射線に
対しては機構的に必ずしも同様でないことを示して
おり、今後の低線量放射線メカニズム研究への新た
な一歩として期待される（放医研プレス発表、2006
年11月）。

【受託研究（日本宇宙フォーラム）】
７．粒子放射線低密度照射が及ぼす遺伝的影響に関
する研究

(1）研究代表者（所属部課名）
鈴木　雅雄（放射線安全研究センター・宇宙放射線
防護プロジェクト）

(2）研究概要（目的）
　これまでに行われてきた低線量放射線の生物影響
研究では、放射線被曝した細胞と被曝していない細
胞との混合細胞集団を一つの被曝集団として解析し、
もたらされる生物影響は被曝した細胞に起因するも
のであり、直接被曝していない細胞は現れた生物影
響に寄与しないものであるとする大前提のもとに、
解釈されてきた。しかしながら、近年粒子放射線マ
イクロビームを用いた粒子線の照射場所と照射個数
をより精密に制御した照射実験によって、直接被曝
した細胞から二次的・三次的な何等かのメカニズム
によってその近傍に存在する被曝していない細胞に
も同様の影響が生じると言うことを仮定しなければ
説明の付かない生物影響研究の結果が報告されてき
ている。
　より現実化する人類の宇宙空間への進出にとも
なって問題となる宇宙放射線に対する宇宙環境や高
高度飛行における宇宙船・航空機内での人体影響は、
地球環境科学や宇宙環境科学の分野において大きな
関心事の一つである。このような放射線源に対する
生物影響研究で特に問題となってくるのは、低線
量・低線量率の照射効果であり、特に宇宙放射線に
よる生物影響を考える時、全放射線に対する存在比
で約90%を占める陽子線と、存在比では約10%であ
るが生物学的効果比(RBE)が大きな陽子線以外の粒
子放射線の低密度・低線量率被曝による生物影響を
明らかにしなければならない。この様な放射線被曝
条件下では、時間的・空間的に直接放射線被曝した
細胞と被曝していない細胞との混合集団であること
は間違いなく、それを一つの細胞集団として解析し
た時は正確な放射線被曝の人体リスク評価を行うこ

とは不可能である。すなわちより正確な放射線影響
リスク評価を行うためには、粒子放射線低密度照射
に対して、
①直接被曝した細胞への直接的な生物効果
②被曝した細胞の近傍に存在する被曝していない細
胞への間接的な生物効果
③さらに被曝した細胞としていない細胞との相互作
用機序の解明
が、必要不可欠になると考える。
　本研究課題は、スペースシャトルや宇宙ステー
ションで被曝する可能性の高い高LET粒子放射線と
中性子線の低密度照射に対する生物影響を明らかに
し、宇宙ステーションでの長期滞在や火星への長期
の宇宙飛行を目指すために不可欠な宇宙放射線によ
る人体影響を明らかにすることを目的として計画し
た。

(3）研究実績
　イオンビーム低密度照射実験として、HIMAC炭素
イオン(290MeV/n; 13.3keV/μm)、ヘリウムイオン
(150MeV/n; 2.3keV/μm)のfaint beamを用いてイ
オンを直接低密度(約1mGy/8h)であらかじめヒト皮
膚由来正常細胞に照射し、引き続きＸ線(200kV; 
1.5Gy)を急性照射して、そのＸ線に対する細胞致死
感受性と誘発突然変異を調べた。中性子線低線量率
照射実験として、241Am-Be 線源を用いて1mSv/8hとな
る照射点および線質係数を仮定したときの吸収線量
Gy換算での1mGy/8hとなる照射点でそれぞれ中性子
線の低線量率前照射を行った。対照実験として、
137Csガンマ線源を利用して1mGy/8hの前照射を
行った。細胞致死効果は、コロニー形成法による細
胞の増殖死を指標とした。突然変異誘発効果は、
hprt遺伝子座を標的として、6チオグアニン耐性コ
ロニーの出現頻度から突然変異誘発頻度を算定した。
3)-1　細胞致死効果
　細胞致死効果は、Ｘ線急性照射単独で1.5Gy照射
した時の細胞生存率に比べて、ガンマ線、中性子線
（1mSv、1mGy）、ヘリウムイオン、炭素イオンそれぞ
れ低線量（率）/低密度前処理を施した細胞集団の
Ｘ線致死感受性に有意な差は現れなかった。
3)-2　突然変異誘発効果
　突然変異誘発効果は、ガンマ線低線量前処理をし
た場合は、X線急性照射単独の場合と比べて変化は
なかったが、ヘリウムイオン低密度照射前処理を
行った場合は対照群に比べて1.9倍、炭素イオン低
密度照射前処理の場合は4.0倍高頻度に突然変異誘
発が増強された。しかしながら、中性子線低線量率
前処理では誘発頻度は非照射コントロールと同等で
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全く誘発されず、逆にＸ線照射単独で誘発突然変異
が抑制される結果を得た。
　以上の結果から、粒子線の低密度照射前処理に
よって、それに引き続くＸ線急性照射に対する突然
変異誘発効果の定性的な関係において、ヘリウムイ
オンと炭素イオンが同等の効果をもたらすことが明
確に判ったが、突然変異誘発頻度という定量的な関
係においては、ヘリウムイオンよりも炭素イオンの
方が約2倍高頻度に増強されるという事実から、突
然変異誘発効果に見られる粒子線低密度照射の増強
効果には、粒子線の核種またはエネルギー(LET)依
存性が存在することが示唆される。一方、中性子線
低線量（率）前処理を受けた細胞集団については、
それに引き続くＸ線照射に対する突然変異誘発を抑
制するような適応応答が細胞集団に誘導されている
事が示唆され、電磁波放射線、中性子線、イオン
ビーム、それぞれ細胞に対するエネルギー付与構造
の異なる、いわゆる線質の異なる、放射線において、
低線量率/低密度照射に対する細胞の応答が全く異
なっていることが推測される。

８．宇宙船内における中性子線被ばく評価のための
開発研究

(1）研究代表名（所属部課名）
中村　尚司、保田　浩志（放射線安全研究センター・
宇宙放射線防護プロジェクト）

(2）研究の概要（目的）
　リソースの限られた宇宙船内でエネルギーの高い
（>20MeV）中性子を測ることは未だ困難な課題であ
る。本研究では、宇宙船内で有効かつ簡便に利用で
きる、搭載性や操作性に優れた省電力で小型の高エ
ネルギー宇宙線中性子測定装置の開発に取り組んで
いる。
　測定装置の開発を進める上で、宇宙船内と宇宙線
環境や電源等の制約条件が似通っている航空機内で
の測定は必要不可欠である。そこで、2006年2月に、
市販の機器も含め様々な放射線測定装置を航空機に
搭載して宇宙線の測定実験を行い、開発目標とすべ
き装置の性能や仕様等を明確にする上で有用な情報
を得た。また、高高度の宇宙線環境をより精緻に再
現するモデル計算技法の開発に取り組み、航空機利
用実験の飛行高度・ルートにおける宇宙線中性子の
エネルギースペクトル及び線量を計算した。今後、
実測値とモデル計算値との比較検討を行い、測定技
術や計算手法の精度について考察を深める。その他、

アンフォールディング技術の調査、データ処理部の
基盤設計を行った。初年度であるため契約事務に時
間を要し、全体の計画に対する達成度は20%程度で
あるが、当初の計画に沿って着実に進展している。

９．宇宙放射線による発がんリスクと遺伝要因

(1）研究代表名（所属部課名）
島田　義也（放射線安全研究センター・低線量生体
影響プロジェクト）

(2）研究の概要（目的）
　宇宙放射線被ばくによる発がんの個人差・民族差
などの遺伝要因のリスク評価のため、発がん感受性
の異なるB6およびC3HマウスをＸ線または炭素線で
0.3-2.0Gy (×4回)の分割照射の実験群を設定した
（1線量あたり40匹、計480匹）。胸腺リンパ腫の発
生は、炭素線照射においてもX線照射と同様にB6マ
ウスは発がん感受性で、C3Hマウスは抵抗性であり
系統差が認められた。胸腺リンパ腫発生が終了後、
胸腺リンパ腫発生の生物学的効果比(RBE)決定し、
RBEの遺伝要因依存性を明らかにする。
　また、既に得られている1.6Gy×4回照射で誘発し
たX線および炭素線誘発胸腺リンパ腫の分子解析を
行い、B6マウスではC3Hマウスに比べて、Ikarosの
発現タイプではスプライシングおよび発現抑制タイ
プが多く、IL9Rの発現量が高い点で系統差が認めら
れた。さらに複数の遺伝子（Kras, p53, p15, Ikaros
など）の詳細な変異解析を行い、宇宙放射線特有の
標的遺伝子の変異の特徴を明らかにする。
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2.4.2 その他の外部資金研究
2.4.2.1 放射能測定調査研究

効果を実際の高濃度家屋等を利用して検証する。
４）国際校正試験の実施：分析センターによる調査
で用いられているラドン測定器の品質保証のため、
海外の国際標準機関において比較校正実験を行う。
図1には校正実験に使用するパッシブ型ラドン・
トロン弁別測定器(ラデュエット)の概要を示す。

(3）結果
１）屋内ラドン高濃度化の要因分析
　広島県呉市及び香川県高松市周辺の環境中で、
NaIシンチレータを用いた空間ガンマ線線量率測定
及び、土壌、岩石等の環境試料採取を行った。土壌
などの環境試料については、実験室内でゲルマニウ
ム半導体検出器によるU-238系列核種及びTh-232系
列核種の測定を実施するとともに、シンチレーショ
ン・セル法による実験系を用いたラドン散逸率測定
を実施した。表1にその結果を示す。

１．ラドンの低減に関わる対策研究
床次　眞司、石川　徹夫、高橋　博路、小林　羊佐
岩岡　和輝、谷田部慶憲

(1）目的
　自然放射線源による被ばく線量のうち、ラドンに
よる被ばくがかなりの割合を占めることは共通の認
識である。わが国においては、「ラドン調査等の今
後の進め方について」(平成15年6月　ラドン調査
等専門家会合)に、従来のラドン濃度の水準及び地
域差を把握する調査の段階から、ラドン対策のため
の基礎調査の段階に移行することが妥当であると記
載されている。本研究は、わが国の今後のラドン調
査の基本方針･計画の一つである、「我が国の建屋の
特性を踏まえた低減化方策及びその効果を明確化す
るための調査」と位置づけられ、わが国の住宅構造
に適した、効果的な屋内ラドンによる被ばくの低減
法を確立することを目的とする。

(2）方法
　わが国の住宅構造に適した、効果的な屋内ラドン
による被ばくの低減法を確立するため、次の項目に
従って研究を進める。
１）屋内ラドン高濃度化の要因分析：住居内の高ラ
ドン濃度化の原因となりうる建材、土壌、地下水
(井戸水)等からのラドン散逸率や各種試料中の
ラドン濃度を評価し、散逸率を支配するパラメー
タを調べる。
２）ラドン壊変生成物の性状分析：効果的なラドン
被ばく低減法を適用するため、実際の家屋におい
て直接の被ばく要因となるラドン壊変生成物の物
理的性状を調べる。併せて、高濃度家屋の分類を
進めるため、平衡ファクタも評価する。
３）屋内ラドン低減法の検討：諸外国のラドン低減
法に関する情報収集を元に、各種ラドン低減法の

図1　パッシブ型ラドン・トロン弁別測定器

表1　空間ガンマ線量率及びラドン・トロン散逸率測定結果の平均値

Rn散逸率
(μBq/kg/s)

Th series
(Bq/kg)

U series
(Bq/kg)

空間線量率
(nGy/h)

17.085.652.3108 ± 12広島県呉市

9.048.120.199 ± 16香川県高松市

1.820.510.356 ± 5鹿児島県垂水市
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２）ラドン壊変生成物の性状分析
　被ばくへの影響を考える上では、ラドンのみなら
ず壊変生成物の測定が重要である。同一の部屋で空
気清浄機を動作させた場合と動作させない場合での
壊変生成物の濃度を図２に示した。空気清浄機の
ON・OFFでラドン濃度はほとんど変化ないが、壊変生
成物の濃度は空気清浄機ONで格段に少なくなって
いることがわかる。

　空間線量率と比放射能、ラドン散逸率はいずれも
広島県呉市の方が高くなった。参考値として鹿児島
県垂水市のデータを示すが、空間線量率とウラン系
列核種の含有量が高いほど、ラドンの散逸率が高い
ことがわかった。両者の関係を議論するためには、
今後、さらにデータを増やす必要がある。

図２　空気清浄機のON・OFFによるラドン濃度（左）、壊変生成物濃度（右）
（太線：空気清浄機ON、細線：空気清浄機OFF）

いる場合、○：浴室用以外の生活用水を地下水から
供給している場合、×：地下水を全く使用しない場
合（水道水のみ使用）の各部屋のラドン濃度を示し
ている。地下水の利用を減らすことにより、屋内ラ
ドン濃度が低減される様子がわかる。

３）屋内ラドン低減法の検討
　地下水にはしばしば高濃度のラドンが含まれてい
る場合がある。このような地下水を生活用水として
使用している家屋で測定した屋内ラドン濃度を図３
に示す。●：生活用水の全てを地下水から供給して

図３　地下水利用の減少による屋内ラドン濃度の低減
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た。表２には今回の実験で得られたパッシブ型ラド
ン・トロン測定器の濃度換算係数を示す。これらの
値は国内で校正を行った結果と比べてもほぼ同じ値
を示しており、調査結果の信頼性を国際的にも担保
した。

４）海外における比較校正実験
　現在分析センターが実施しているラドン測定器の
品質保証のため、海外の標準機関（ニューヨークＥ
ＭＬとドイツＰＴＢ）の2機関において、ラドン・
トロンそれぞれに関する国際比較校正実験を実施し

表２　ラデュエットによるラドン・トロン濃度換算係数（2005年度現在）

トロン
tracks cm－2 kBq－1 m3 h－1

ラドン
tracks cm－2 kBq－1 m3 h－1ラデュエット

0.032.5低換気型

1.52.3高換気型

図４　ラドン曝露期間中のラドン濃度推移

(5）今後の調査研究計画・方針
　平成15年度よりラドンの低減に関わる対策研究
として、高ラドン濃度家屋の要因調査と効果的な低
減法の検討を進めている。今後も引き続き分析セン
ターによる調査で見つかった家屋を中心にその要因
分析、被ばくの実態の把握、低減効果の検証を進め
る予定である。

(4）過去の調査研究の経過と経緯
　平成14年度まで生活環境中のラドン濃度調査と
して、各種環境中におけるラドン濃度レベル調査を
中心に調査を進めてきた。さらに平成15年度より
本研究課題「ラドンの低減に関わる対策研究」を実
施している。
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２．生態系のトリチウム安全評価モデルとデータ
ベース構築

(1）研究代表名（所内部課名）
宮本　霧子（放射線安全研究センター　比較環境影
響研究グループ）

(2）研究の概要
（2-1）目的
　3H（トリチウム、半減期12.4年）は、水素の同位
体であるが、原子力施設から放出される際の化学形
が主として水素ガス、水蒸気、水であるため、環境
中での拡散性が高く、気圏、水圏、地圏を経て生物
圏に移行した後、環境生態系を循環する。本来は宇
宙線が大気中窒素と衝突して生成される宇宙線生成
核種であるため、地球上に常時微量に存在するが、
1950年代からの核実験で大気圏に大量に放出され
地球規模で拡散し、一時は環境中の濃度がそれまで
の100倍のレベルまで上昇した。そのフォールアウ
ト3Hが減少した現在では、重水冷却型原子力発電所、
核燃料再処理施設、核兵器原料製造施設、3H標識化
合物工場、放射性廃棄物処分場などが主な放出源で
ある。日本では、稼動試験に入った青森県六ヶ所村
の大型再処理施設が近い将来の潜在的な放出源であ
る。また、フランスに建設が決まった国際共同開発
核融合実験炉ITERでは、燃料として一度に1018Bqの
3Hを利用する計画である。本研究では、3Hが施設か
ら定常的に、また一時的（緊急時）に放出された場
合について、環境生態系移行を定量的に予測し、ヒ
トの被ばく線量を評価し、防護対策を提言すること
を目的とする。

（2-2）方法
　2001（平成13）年度より、ランダムウォーク型大
気拡散プログラムを3H用に変換して（Tritium-
EESAD）、放医研の環境・人体核種移行評価システム
（Tritium-ERMA）に組み込み、線源から人体までの
3H移行量と線量をパーソナルコンピュータで評価・
計算するための体制構築に着手した。その後システ
ムは、IAEA主催の環境モデル国際共同事業である、
BIOMASS（BIOsphere Modelling and ASSessment 
program、生物圏モデル化評価、1996年～2000年）、
及 び 後 継 事 業 で あ るEMRAS（Environmental 
Modeling for RAdiation Safety、放射線安全のため
の環境モデル化、2003～2007年）の「生物と人へ
の3Hと炭素14移行モデル作業部会」から提供され
るシナリオを用いて、プログラムコード及びパラ
メータの不都合部分を順次改変する、検証・改訂作

業を進めてきた。BIOMASSシナリオは、重水炉開発
や兵器製造によって3Hの環境レベルが高い、カナダ、
フランス、ロシア等から提供された、放出量、気象、
環境3H濃度等のデータセットである。計算参加国
は、提供されたデータを基に各自のモデルを用いて
3Hの環境濃度を予測計算し、その結果を参加者相互
に、また実際の測定値と比較し、議論し、モデルを
検証する。
　放医研は、長年にわたり本放射能調査研究によっ
て東海村で蓄積したデータと、日本原子力研究開発
機構が提供した研究用重水冷却型原子炉のトリチウ
ム放出量と気象観測のデータから、「松の木シナリ
オ（Pine Tree Scenario）」を作成しEMRASに提供し
た。各参加国は、放出点から１ｋｍ圏内の評価地点
における、大気中水蒸気、降水、松葉水分、松葉有
機物及び松年輪有機物に含まれる3Hの月平均濃度を
推定計算し、実測値と比較し、各国間のモデルの特
徴や相違について議論し、モデルを検証する。放医
研のTritium-EESADモデルについても、大気水蒸気、
降水の濃度予測について、他国が主に採用している
ガウスプルームモデルと相互比較を行い、その能力
実証のための議論を行っている。このシナリオが
EMRASで採用されたことによって、今後、松葉水分
の3H（TFWT）及び同有機物の3H （OBT）が、再処理
施設等のモニタリング試料として利用されることの
意義が確認され、またモニタリング結果の信頼度と
限界についての議論がまとめられることになる。

（2-3）結果
　Tritium-EESADで計算したPine Tree Scenarioの
計算例を図１に示す。Tritium－EESADの計算値は、
月間平均濃度の実際の変動をよく再現した結果と
なっており、未だ議論中のため図示できないが、他
国のガウスプルーム法を採用した計算結果よりも、
観測値に近い結果であった。

(3）過去の調査研究経過・経緯
　1969（昭和47）年より全国の原子力発電所、茨城
県東海村、青森県六ヶ所村においてフォールアウト
や施設起源の3Hの環境レベルや局地動態を調査し、
環境中の3Hに関するデータベースを作成し、データ
を解析した。その知見を総合することによって3Hの
環境移行モデルを構築した。2001年度より、環境生
態系を構成する種々の動植物に移行する3H核種の動
態モデルと、それに関わるデータベース構築の高度
化に焦点を定めて、新たな研究を開始したが、2005
（平成17）年度を最後に本調査研究を終了すること
となった。
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３．ICP-MSによるウラン同位体比迅速測定法の開
発および環境モニタリングへの適用に関する研究

(1）研究代表名（所属部課名）
吉田　聡（放射線安全研究センター　比較環境影響
研究グループ）

(2）研究の概要
（2-1）目的
　ウランは環境中にごく普通に存在する自然放射性
核種の１つであり、その濃度は試料によって大きく
異なる。従って、ごく微量のウランの人為的付加を
濃度のみから検出することは困難である。一方、天
然ウランの235U/238U同位体比はほとんど一定である。
このため、ウランの同位体比の変化を測定すること
は濃縮ウラン或いは劣化ウランによる汚染を検出・
モニタリングするために非常に有効である。本研究
の目的は、原子力施設周辺の環境試料中のウラン同
位体比測定を環境モニタリングの一環とすることを
念頭に、ICP-MSによるウラン同位体比の迅速測定法
を開発することである。

（2-2）方法
　茨城県東海村等の土壌に関して基本的な物理化学
的特性の分析を行なった。分析項目は、陽イオン交
換容量、交換性カルシウム及びカリウム、総炭素及
び総窒素、有機態炭素である。
　土壌・植物中のウランの全量と同位体比の測定法
は、前年度までに検討した手法を基本とした。即ち、

土壌・植物を乾燥、粉砕の後、HNO3、HF、HClO4 を用
いて湿式分解した。これを一旦乾固し、最終的に元
の試料量に対する希釈倍率が100 - 10,000倍になる
ような硝酸溶液に調整した。ウラン同位体の分析に
は、四重極型ICP-MS（Agilent 7500）或いは二重収
束型ICP-MS（Finnigan MAT ELEMENT）を用いた。
　土壌に付加された濃縮（劣化）ウランを土壌から
選択的に抽出するための手法開発には、バッチ法を
用いた。即ち、一定重量の風乾細土を50 mLポリプ
ロピレン製遠沈管に採取し、各種の抽出液を加えて、
一定時間振とうした。振とう後の上澄みをろ過し、
ろ液中のウラン濃度と235U/238U同位体比を二重収束
型ICP-MSにて測定した。
　試料中のウランを簡便に分離・濃縮するための手
法を開発する目的で、UTEVAレジン（Eichrom 
Technologies）等によるウランの分離試験を行った。
ごく微量の濃縮ウランを含む土壌の分解溶液をあら
かじめコンディショニングしたUTEVAレジンに通し、
各種の分離・洗浄溶液を順に流し、各段階の流出液
を回収した。各流出液中のウランの濃度と同位体比
をICP-MSにて測定し、ウランの回収率とウラン同位
体比の値を確認した。
　土壌からのウランの抽出とUTEVAレジンによる分
離工程を組み合わせ、ウランの回収率及び同位体比
を測定し、環境試料中のウラン同位体比の異常を感
度良く検出するための簡便な手法としての有効性を
確認した。

図１　評価地点付近における大気水蒸気3H濃度の実測値（実線）とTritium－EESADによる計算値(点線)
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（2-3）結果
　ごく微量の濃縮ウランが付加された土壌から抽出
されるウランの量と同位体比は、用いる溶液の種類
によって異なる。１N、１時間の抽出条件では、抽
出されたウランの量は硝酸＞炭酸水素アンモニウム
＞酢酸アンモニウムの順に大きく、235U/238U同位体比
は酢酸アンモニウム＞炭酸水素アンモニウム＞硝酸
の順に大きかった。
　一般的に、抽出液の濃度が高いほどウラン抽出量
は増加した。一方で、235U/238U同位体比は土壌を全分
解した時の値よりも大きく、土壌中から濃縮ウラン
が優先的に抽出されることが示された。即ち、適当
な抽出条件を使うことで、付加された濃縮ウランを
選択的に抽出し、汚染の有無を感度良く検知するこ
とができる。235U/238U同位体比は抽出液の濃度が低い
ほど大きい傾向が強かった。抽出時間が長くなると
抽出されるウランの量が増加し、235U/238U同位体比が
減少する傾向が見られた。
　以上の結果から、高い235U/238U同位体比が得られる
条件でウランを抽出することで、環境中に付加され
たごく微量の濃縮ウランを感度良く検知出来ること
が示唆された。一方で、この条件で抽出されるウラ
ンの量は一般的に少なく、ウラン分析の観点からは
不利となる。このため、試料中のウランを簡便に分
離・濃縮するための手法開発を進め、UTEVAレジン等
の分離用樹脂を用いることで、試料溶液中のウラン
を濃縮し、しかも分析の妨害になるような共存元素
を除去する事を検討した。
　土壌試料を酸で全分解した溶液を用いて、UTEVA
レジンによるウランの回収率と同位体比の精度を検
討した結果、ほぼ100％のウランの回収率を得ると
ともに、溶液を直接測定した場合とほぼ同じ235U/238U
同位体比を得る事ができた。235U/238U同位体比の繰り
返しの分析精度は、四重極型ICP-MSよりも二重収束
型ICP-MSの方が優れているが、四重極型ICP-MSで
も相対標準偏差2.5％以内で測定可能である事が実
証された。
　加えて、硝酸による抽出とUTEVAによるウランの
分離・濃縮を組み合わせた一連の分析手法に関して、
ウランの回収率と得られる235U/238U同位体比を検討
したところ、環境中に付加された濃縮ウランを高感
度で検出する手法として利用できる事が明らかとな
り、分析に要する時間も大幅に短縮する事ができた。
　また、植物中のウラン濃度は土壌に比べて1/100
程度であるが235U/238U同位体比は同じ地点の土壌に
比べて高い事が明らかとなった。これは、土壌中の
ウランのうち、植物に吸収されやすいものの方が
235U/238U同位体比が高いことを示している。この傾

向は土壌抽出実験の結果と一致しており、付加され
た濃縮ウランの化学形態を知るうえで重要な情報で
ある。

(3）過去の調査研究経過と経緯
　本調査研究では、土壌試料に関して、ウランの濃
度と235U/238U同位体比の分析方法を検討するととも
に、土壌の物理化学特性について分析を行なった。
また、幾つか提案されている重金属元素の抽出法を
もとに、ウランに適用できる選択的抽出法の検討を
行った。また、微量のウランの同位体比をより正確
に測定するための簡便な分離・濃縮法の検討を行っ
た。加えて、植物中のウラン同位体の分析も開始し
た。最終年度の平成17年度はウランの選択的抽出
法と分離・濃縮法を組み合わせ、環境試料中のウラ
ン同位体比の異常を感度良く検出するための簡便な
手法を確立した。
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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

１．低線量域放射線に特有な生体反応の多面的解析
（原子力試験研究委託費）

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

2.4.2.2 その他の受託研究
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（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

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
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

（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。

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
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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、
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3、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
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急被ばく医療体制に関するパンフレットを作成した。

(1）三次被ばく医療機関としての地域との連携
(1-1）地方自治体等で開催される講習会等への参加
　被災者の救出・救助・医療処置などに携わる地域
の医療従事者、消防関係者などの緊急被ばく医療関
係者には、原子力災害及び放射線事故に伴う、放射
線被ばくや放射性同位元素等で汚染された被災者が
発生した際の対応に必須な知識として、救命救急処
置、除染、放射線の測定、健康影響等の基礎的知識
を習得し、更にこれらを応用して、被災者の搬送、
除染実習などの実際的な対応を経験していくことが
必要である。地方自治体では、年１回以上の原子力
防災訓練を計画する他、関連する講習会を開催し、
原子力防災関係者の知識・技術の維持・向上を図っ
ている。
　放医研は、地方自治体が緊急被ばく医療体制の整
備の一環として行っている防災関係者への知識普
及・教育に対して、専門家の派遣などを行い、被ば
く患者の診療に対する無用な不安を払拭させ、円滑
かつ迅速に患者の診療などが出来る体制の構築を支
援している。
　平成17年度は、国及び地方自治体の原子力防災訓
練に際して、緊急被ばく医療の専門家を現地のオフ
サイトセンター等に派遣し、助言・指導を行った。
また、地方自治体等の緊急被ばく医療訓練、緊急被
ばく医療に関する講習会等の実施に際して、専門家
等を派遣し、救護所に参集する関係機関・関係者に
対して、原子力防災訓練の事前講習、本訓練対応の
レベルアップを図るため、放射線測定・除染法、放
射線防護・管理法など技術的対応の基礎から応用に
至る内容の講義･講習を行った。

抗性等に注目して明らかにした。今後、これらの変
異型Ku80融合蛋白質を発現させたKu80欠損細胞に
DNA二重鎖切断損傷が生じさせると、その細胞内の
損傷が生じている領域に緑色蛍光蛋白質融合Ku80
変異型蛋白質が集合するか解析を行う予定である。

２．三次被ばく医療体制整備調査
原子力発電施設等防災対策等委託費
（原子力発電施設等緊急時対策技術調査等委託費）

＜所属機関・役職・研究担当者＞
緊急被ばく医療研究センター　被ばく医療業務推進
ユニット・ユニット長・明石真言、同ユニット推進
室長・近江谷敏信

＜研究テーマ名＞
三次被ばく医療体制整備調査

＜事業概要＞
　緊急被ばく医療とは、放射線の線量評価、放射線
防護に支えられた医療であり、その特殊性は非常に
症例が少ないこと、被ばくによる症状が現れるまで
に時間がかかることから、予後の予測や治療方針の
決定に迅速かつ正確な線量評価が不可欠とされてい
る。しかし、線量評価とそれに基づく予後の予測や
治療方針の決定には高度の専門的知識と技術が要求
される。これらの専門的知識や技術を維持するには、
日常の研究及び教育・研修、事例の追跡調査とその
解析等の業務が必要となる。
　放医研は、国の三次被ばく医療体制を構築するた
め、平成17年度事業において継続事業の他に新規事
業を推進した。従来からの事業としては、緊急被ば
く医療に関する地域との連携、緊急時に備えた緊急
被ばく医療ネットワークの運用、物理学的線量評価
ネットワークの運用、染色体ネットワークの運用に
関する事業、緊急被ばく医療に関する原子力防災研
修事業を確実に実施した。新規事業としては、地域
三次被ばく医療機関である放医研と広島大学が連携
して迅速な被ばく患者受入と技術的支援の展開を可
能とする全国規模の緊急被ばく医療体制の構築を目
指すための協議を実施した。更に、全国19道府県の
緊急被ばく医療に関わる医師、地方自治体担当職員、
専門家が一堂に会した地域緊急被ばく医療連携協議
会全体会議を開催し、「地域三次被ばく医療機関が
地域の緊急被ばく医療に果たす役割」を紹介するな
ど、地方自治体が構築する緊急被ばく医療体制に必
要な情報提供と相互の意見交換を行った。また、緊

場　所派　遣　先人
数訓　　練

東京都
千代田区

文部科学省
非常災害センター1文部科学省

（机上訓練）

茨城県
ひたちなか市

茨城県原子力
オフサイト
センター

４茨城県原子力
総合防災訓練

北海道
岩内郡
共和町

北海道原子力
防災センター２北海道原子力

防災訓練

平成17年度　原子力防災訓練に
おける指導のための専門家派遣実績
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場　所派　遣　先人
数講習会・講演会

千葉県
印旛郡

日本医科大学
附属千葉北総
病院

２緊急被ばく医療
ＮＷ協力機関講習

新潟県
新潟市

新潟県庁行政
庁舎３新潟県

緊急時医療講習会

平成17年度　緊急被ばく医療関係講習会・
講演会へ講師派遣実績
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防災訓練
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新潟県
柏崎市他

新潟県
柏崎刈羽原子力
防災センター

８原子力
総合防災訓練

福島県
双葉郡
大熊町

福島県
原子力
災害対策センター

２福島県
原子力防災訓練

鹿児島県
薩摩川内市　
他

鹿児島県
原子力
防災センター　他

４鹿児島県
原子力防災訓練

福井県
三方郡
美浜町

福井県
美浜原子力
防災センター　他

２
福井県
国民保護
実動訓練

東京都
千代田区

文部科学省
非常災害センター
他

1文部科学省
原子力防災訓練

静岡県
御前崎市

静岡県
浜岡原子力
防災センター

3静岡県
原子力防災訓練

場　所派　遣　先人
数講習会・講演会

鹿児島県
薩摩川内市

川薩
保健所３鹿児島県

原子力救護研修会

佐賀県
唐津市

虹ノ松原
ホテル３

佐賀県
緊急被ばく医療
対策講習会

福島県
双葉郡
大熊町

福島県原子
力災害対策
センター

２
福島県
緊急被ばく医療活動
講習会

静岡県
静岡市静岡県庁別館１静岡県

原子力行政研修会

(1-2）地域緊急被ばく医療連携協議会の開催
　原子力安全委員会が取りまとめた「緊急被ばく医
療のあり方について」（平成13年６月）、「地域の三
次被ばく医療機関が担う役割等について」(平成14
年４月) 及び「緊急被ばく医療体制における地域ブ
ロック化のあり方について」(平成15年７月) の提
言に基づき、東日本ブロックでは放医研が、西ブ
ロックでは広島大学が地域の三次被ばく医療機関に
選定され、わが国の被ばく医療体制が明確になった。
これを受け、放医研は地域の三次被ばく医療機関の
中心的機関としての役割を果たすととともに、地域
の三次被ばく医療機関としては、地域の緊急被ばく
医療の初期及び二次被ばく医療機関等との連携を図
り、実効性のある地域の緊急被ばく医療体制を構築
することが求められた。放医研は、東日本ブロック
の原子力施設等が立地する８道県（北海道、青森県、
宮城県、福島県、新潟県、茨城県、神奈川県、静岡
県）が整備する地域の緊急被ばく医療体制と機能的
な連携を図るため協議会を開催し、①地域緊急被ば
く医療の初期・二次被ばく医療機関の位置付け・役
割の把握、②命の視点を最重要視した患者受入・搬
送を基本にした患者搬送フローの構築などの具体的
な協議を実施した。

(2） 染色体線量評価ネットワークの整備
　緊急時において染色体による線量評価を迅速かつ
正確に実施するためネットワークの推進を図るとと
もに、染色体線量評価の研究・技術の後継者育成を
推進していくことを目的として染色体ネットワーク
会議を設置している。平成17年６月29日、平成17
年度第１回染色体ネットワーク会議を開催した。会
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議では、標本作成、評価方法の統一的基準をマニュ
アル化すること、また同一画像を見て同じ判定が出
来るように訓練していくことも重要であるとの染色
体ネットワーク会議技術検討会の報告があった。緊
急時の染色体線量評価の必要性については、その線
量評価法の確認、推定線量の再評価及びその値の確
定を行うこととし、染色体ネットワーク会議委員の
研究機関で行った線量評価に関する総合的な評価方
法の確立は今後の課題とされた。
「緊急時における染色体ネットワーク会議の線量評
価業務等の協力に関する覚書（案）」については所属
機関事務担当に諮り、覚書締結が可能か、また条文
の表記等について見解を把握し、事務局へ連絡する
こととした。
　広島大学は、地域三次被ばく医療機関に指定され
たことを受けて、オブザーバーとして、ネットワー
ク会議、技術検討会に参加することになった。
　平成17年11月７日、平成17年度第２回染色体
ネットワーク会議を開催した。会議では、緊急時の
線量評価業務等の協力について「染色体ネットワー
ク会議委員の緊急時における線量評価業務等の協力
（案）」が了承され、平成18年７月に行う委員委嘱
の継続手続きと同時に行うこととし、被ばく線量評
価における精度管理については、γ線で照射したヒ
ト末梢血リンパ球の染色体標本（５機関に配付済み）
を用いて各機関でそれらの細胞について染色体異常
を判定し、その結果を基に染色体ネットワークとし
ての線量推定のための線量効果標準曲線を作成して
いくこととした。さらに、解析に用いる細胞の選択
基準および異常染色体の判定基準を統一化し、解析
マニュアルの作成に入ることとした。トレーニング
ソフトについては、非照射と低線量照射サンプルを
オートメタフェーズファインダーにて検出した選別
前の画像4000画像と新たに各照射線量領域のサン
プル画像の取込みによりトレーニングソフトの高度
化を図ることにした。
　平成18年３月７日、平成17年度染色体ネット
ワーク会議・技術検討会を開催した。後継者育成に
関する取組については、三次被ばく医療体制を整備
するという観点から、国のバックアップのもと後継
者育成に関するカリキュラムを作成していく必要が
ある等の意見が出された。染色体異常分析マニュア
ル作成、トレーニングソフトの高度化、及び線量効
果標準曲線作成の進捗状況について報告がなされた。
以下のような総括がなされた。
１）緊急時における委員対応の迅速化については、
「染色体ネットワーク会議委員の緊急時におけ
る線量評価業務等の協力（案）」を取りまとめた。

委員の所属機関長の承諾の下、迅速な線量評価
の実施と協力機関の円滑な初期対応が可能な体
制構築を目指すこととする。
２）被ばく線量評価手法の標準化については、被
ばく線量評価における精度管理の一環として、
異常染色体分析機器が整備された６機関で行わ
れる線量評価値に機関間の誤差を最小限に止め
るため、異常染色体の判定基準の統一化が重要
課題である。また、線量効果標準曲線に係る照
射線量毎の異常染色体分析が行われており、着
実な情報収集・蓄積があった。これらの成果は、
次年度の線量効果標準曲線の作成及び染色体線
量評価マニュアルの作成に貢献できる。

(3）物理学的線量評価ネットワークの整備
　原子力施設等で発生した放射線被ばく及び放射性
核種による汚染を伴った傷病者に対し、物理学的線
量評価の専門機関と有機的な連携を図り、迅速かつ
正確に線量評価を行う体制を構築するとともに、線
量評価技術の維持・向上を図る目的として、物理学
的線量評価ネットワーク会議を設置している。
　当ネットワーク会議は、事故時に被ばく患者の適
切な治療方針の決定に必要な線量評価実施機能の迅
速化を図るため、放射線防護協力機関等において実
効的な線量評価体制の構築・運用を図っている。
　平成17年12月５日、第１回物理学的線量評価
ネットワーク会議では、本物理学的線量評価ネット
ワーク会議の方針、ホールボディカウンタ（ＷＢＣ）
による線量評価精度管理調査の必要性及び物理学的
線量評価ネットワーク会議と各地域の二次被ばく医
療機関との連携について検討した。その結果、ＷＢ
Ｃの実情調査については全国の二次被ばく医療機関
等のＷＢＣの調査を実施する。ＷＢＣの機種は４社
あるため、各々について、ＢＯＭＡＢファントムを
現地に運搬し、校正することなども含めて調査する。
ただ、医療機関のマンパワーの状況によっては、測
定データの取得のみが可能で、線量評価までは不可
能なところもある。また、原子力関連事業所では、
放射線管理能力を持っているところもあるので、事
業所と病院間のネットワークをいかすことも一案で
あるとされた。
　物理学的線量評価ネットワーク会議と各地域の二
次被ばく医療機関との連携については患者が多く発
生した場合を考えると、甲状腺の内部被ばく評価の
ためのサーベイメータを使用したスクリーニング法
の検討を行った。
　当ネットワーク会議に参画する日本原子力研究所、
核燃料サイクル開発機構（平成17年10月１日付で
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次被ばく医療機関が有するＷＢＣを標準ＢＯＭＡＢ
ファントムにて実測し、標準ファントムに基づく補
正係数を提示していく。なお、原安協では、それぞ
れの基準ソースを用いてＷＢＣを校正しており、線
量評価のための精度管理の調査は実施していない旨
報告があった。　

(5）緊急時の原子力防災研修の実施
　平成17年度は地域の緊急被ばく医療に参画する
医療機関、搬送機関、地方自治体等の関係者に対し
て、各々の役割業務を迅速かつ実践的に処理する能
力が発揮できるよう下記の研修等を実施した。
(1）緊急被ばく救護セミナー
　消防・警察・海上保安・放射線管理要員・医師・
看護師・保健師・防災行政関係者などが相互に連携
をして被災者の救助・救急・搬送、放射線管理及び
医療活動を適切かつ円滑な対応がなされることを目
的とする。

統合し、独立行政法人日本原子力研究開発機構を設
立）、日本分析センターと機関間の協力協定を平成
16年度に締結し、事故時に物理学的線量評価を実施
する上で必要な人材、資機材、施設の提供、測定協
力などを円滑に実施し得る被ばく線量評価業務体制
を構築した。

(4）緊急被ばく医療ネットワークの整備
　緊急時の緊急被ばく医療機能の強化など緊急被ば
く医療業務に関する支援が円滑に機能する体制を構
築するため、被ばく医療、線量評価等の専門家及び
協力医療機関が参画する緊急被ばく医療ネットワー
クの構築・運営を目的として、緊急被ばく医療ネッ
トワーク会議を設置している。なお、緊急被ばく医
療ネットワーク会議の参画機関である学校法人杏林
学園（杏林大学医学部附属病院）と放医研は、平成17
年３月１日付けで「緊急被ばく医療業務実施に関す
る協力協定」を締結した。杏林大学医学部附属病院
は、協力協定に基づき、放医研が受け入れた重篤な
汚染患者に特定の治療が必要とする場合は受入れる
ことになっている。
　そのため、患者受入時の汚染確認、医療従事者に
対する医療現場の安全を確保するために必要な各種
サーベイメータ（１式）を杏林大学医学部附属病院
に配備した。
　平成17年12月20日､緊急被ばく医療ネットワー
ク会議を開催し、再処理施設の現状及び事故対応、
ＤＴＰＡの現状及び放医研の対応について及び放医
研緊急被ばく医療に関する活動について報告された。
　再処理施設の現状及び事故対応について、日本原
燃㈱から、現在体内除染剤を配備しているが、その
使用マニュアルの整備を検討中であるとの報告が
あった。なお、ＤＴＰＡ投与のタイミングについて
は、建家内にてネブライザ-を用いて15分～30分吸
入すること、投与の判断基準としては、鼻スミアで
２mSv超えた場合（安全側）と考えているとのこと
であった。ＤＴＰＡの使用は、Pu核種のみではなく、
再処理工場の精製建屋、ウラン脱硝建屋ではU核種
も対象となる旨報告された。委員長よりＤＴＰＡの
取扱いについては、原子力安全委員会の場で議論し
たい旨の発言があった。米国でのＤＴＰＡの取扱い
の現状と放医研での投与試験結果報告及びＤＯＥに
よるゴイアニア事故後周辺住民に対するモニタリン
グ調査等を実施した事例について説明があった。Ｄ
ＴＰＡが、他の分野（公衆衛生等）で使用された例
はないと報告があった。
　放医研は緊急被ばく医療に関する活動報告として
ＷＢＣの線量評価精度管理調査という観点から、二

その他
消防
・
警察

医 療 関 係
受講
者数
(計)

回
(実施期間)

6名11名

1名医師

24名
第56回
(H.17.5.23
～5.27)

3名看護師

3名診療放射線
技師

8名14名

0名医師

30名
第57回
(H.17.10.3
～10.7)

3名看護師

5名診療放射線
技師

7名12名

2名医師

29名
第58回
(H.18.1.30
～2.3)

4名看護師

4名診療放射線
技師

平成17年 開催実績

(2）緊急被ばく医療セミナー
　緊急被ばく医療に対応する可能性のある医療施設
の医師・看護師などに対して、被ばくないし汚染を
伴う被災者の受入に必要 な知識と技術の習得を目
的とする。なお、第20回は広島大学と共催で実施し
た。
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より、地域の緊急被ばく医療機関・自治体・消防機
関・事業所等との連携強化が円滑に進むことを目的
として作成した｡

＜事業期間＞
平成14年度～平成18年度

３．沿岸－外洋域における放射性核種の動態の総合
的調査
原子力施設等防災対策等委託費
（海洋環境放射能総合評価委託費）

＜所属機関・役職・研究担当者＞
　放射線医学総合研究所　那珂湊支所長　日下部正
志

＜研究テーマ名＞
　沿岸－外洋域における放射性核種の動態の総合的
調査

＜事業概要＞
　海岸に隣接している原子力関連施設から日常的に
放出される放射性核種の量はきちんと把握されてい
て、近隣の住民にその安全性が説明されている。し
かし、存在量として基準値以下だとしても、その海
域の環境や放出量が変わった場合、その存在量はど
のように変化するかを予測することは、非常に難し
い。従って、海洋にもたらされた放射性核種が海水
でどの様な動態を示すのかを明らかにすることは、
排水等による近隣の海洋環境への影響を予測し、コ
ントロールする上で極めて重要であるばかりではな
く、不測の事態が発生した場合その影響の範囲、程
度を予測し、被害を最小限にとどめ、住民の安心・
安全を担保するためにも重要である。
　本調査研究では、沿岸－外洋境界域において、放
射性核種の海洋での挙動に関わる低次生態系生物の
役割りの解明のための、現場海域におけるプランク
トン等の放射性核種の濃度調査及び室内実験を行う。
更に、再処理施設等原子力施設の沿岸海域から外洋
への海水混合による放射性核種の移動過程及び粒子
による除去過程等に関わる基礎データの収集を行い、
海洋中の放射性核種の動態を総合的に把握する。
　以下に平成17年度の事業内容を示す。

(1）調査海域における観測と試料採取
　青森県再処理施設周辺海域において、６月／７月
と10月の２回、10日間ずつの調査航海を行った。

その他
大　学
病　院
関係者

国公立
･私立
病　院
関係者

職　種
受講
者数
(計)

回
(実施期間)

0名2名4名医師

18名
第18回 
(H.17.5.9
～5.11)

0名1名2名看護師

0名1名8名診療放射線
技師

2名1名4名医師

21名
第19回
(H.17.10.24
～10.26)

1名1名5名看護師

1名4名2名診療放射線
技師

0名1名3名医師

20名
第20回
(H.17.11.30
～12.2)

2名2名0名看護師

1名2名9名診療放射線
技師

0名1名 3名医師

16名
第21回
(H.18.2.13
～2.15)

 2名0名4名看護師

1名0名5名診療放射線
技師

平成17年度 開催実績

(3）緊急被ばく医療放射線計測セミナー
　被ばく医療機関等に求められる放射線計測に関わ
る技術水準を確保し、迅速かつ正確に線量評価の支
援業務が機能することを目的として実施した。

第２回開催　平成17年７月20日～22日
　　　　　　受講者数15名（診療放射線技師）

(6）緊急被ばく医療体制に関するパンフレットの作
成

　三次被ばく医療機関に位置付けられる放医研は、
緊急被ばく医療ネットワーク、物理学的線量評価
ネットワーク及び染色体ネットワークを組織し、そ
の運用を適切に図り、三次被ばく医療機関の機能充
実を行っている。地域三次被ばく医療機関としては、
地域の被ばく医療機関に対する支援、地域で開催さ
れる防災訓練・講習会への専門家派遣、治療が困難
な被ばく患者の受入等様々な役割を担っており、そ
の実際的な連携協力の運用を図るため、地域の緊急
被ばく医療関係機関と協議を行っている。
　本パンフレットは、国が整備する緊急被ばく医療
体制における放医研の役割とその機能を中心に取り
まとめ、地域の関係機関への理解増進を図ることに
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４．緊急被ばく医療に関する実証及び成果提供等
原子力施設等防災対策等委託費
（原子力発電施設等緊急時対策技術調査等委託費）

(1）研究担当者（所属部課名）
明石真言（被ばく医療部）

(2)事業概要
　三次被ばく医療機関の中核機関に位置付けられる
放医研は、従来より「防災基本計画」及び「防災指
針」に基づき、緊急被ばく医療に関するプロジェク
ト研究を推進し、中期目標の研究成果を取りまとめ
る段階にある。これまでの研究で得られた技術的手
法及び研究成果を活用して地域の医療機関への専門
知識の付与に必要な治療モデル及び評価システム等
に関する具体的な実効性などを検証のうえ、医療機
関に対し効率の良い成果提供を図ることを目指す。
また、被ばく医療に関する海外被ばく医療機関等の
活動、技術等の情報システムの構築及び放射線事故
の医療的側面に関するデータベースの構築を目指す
ため下記の業務が行われた。

１)高線量被ばく時の治療方針決定と治療法の標準
化
①高線量被ばくの治療方針モデルの作成
　高線量被ばく患者の診断・治療を迅速かつ円滑に
行うため、消化管、皮膚障害を中心に高線量被ばく
の病態解明の基礎となる治療モデル系を構築のため
に動物臨床実験、文献等の情報を集積した。更に、
頭頸部被ばくの症状についても診断と治療方針の基
礎モデルの検証が行われた。
②放射線障害の高度な治療法の標準化
　症例数の多い熱傷及び化学熱傷放射線熱傷を医学
的側面からの比較検討、また、皮膚移植による高度
な放射線障害の治療法などについて標準化に必要な
基礎的臨床データなどの成果が取りまとめられた。

２)体内除染薬剤等の投与法等の最適化
　動物実験を基礎に確立される体内除染として用い
る薬剤の人体への安全な投与法等について、α線放
出核種のプルトニウムに適しているキレート剤
DTPAについては、これまでの副作用を中心とした臨
床実験等の結果を集約し、標準化に必要とされる取
扱量の安全性、臨床的効果などの指針に沿った基礎
データの分類作業が行われた。

同海域において、現場型超大容量海水濾過装置を使
用して、海水中の人工及び天然の放射性核種を存在
状態別に捕集・濃縮した。同時に一般海洋観測も行
い、海域特性を把握した。また、現場型懸濁粒子計
測装置を用いて、懸濁粒子のサイズ別分布を観測し
た。

(2）海洋試料中における放射性核種の分離精製およ
び定量

　現場型超大容量濾過装置によって捕集された粒状
試料、吸着剤によって濃縮された海水試料やプラン
クトン試料等の海洋試料は、Th,Pu,の同位体及び
99Tc等の放射性核種別に分画を行い、定量を行った。

(3）生物サンプルの採取および分析
　上記航海で採取した動物プランクトンについて分
類群ごとに元素濃度を測定した。安定元素濃度
（Co, Cs, Sr等）はこれまで報告されている値とほ
ぼ同じレベルであった。ただし、Sr濃度は、サンプ
ル間において大きな濃度差が観察され、特に端脚類
で高濃度であった。238Uの濃度は、一般の海洋生物の
硬組織と同じレベルであった。232Th濃度は238U濃度 
の1/30 - 1/650と非常に低い値であった。
　青森県六ヶ所村沿岸に生息する海洋生物について
人工放射性核種の濃度は、チガイソなどの海藻類中
の99Tc濃度ではtrace - 25 mBq/kg-生の範囲にあっ
た。この値は、六ヶ所村沿岸以外の日本各地で採取
した海藻と同レベルである。一方、軟体類について
は、可食部に137Csが13 - 32 mBq/kg-生、肝臓に108mAg
が14 - 71 mBq/kg-生の範囲で含まれていることが
分かった。

(4）プランクトンによる放射性核種の濃縮
　プランクトンによる放射性核種の濃縮実験を行い、
海産珪藻類2種について54Mn ,57Co,および 137Csの濃
縮の経日変化を明らかにした。珪藻による放射性核
種の体積濃縮係数は137Csは1～10、54Mnおよび57Co
は10～100のオーダーで変動することが明らかと
なった。しかし、珪藻類による濃縮過程は死滅期の
前後で異なり、死滅期における細胞表面への吸着が
重要であることが示唆された。

＜事業期間＞
平成15年～平成19年
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(3）事業期間
　平成16年度～平成20年度

５．放射性核種生物圏移行パラメータ調査
電源立地等推進対策委託費
（放射性廃棄物共通技術調査等委託費）

概況
　平成14年度から開始した本事業は、我が国におけ
る様々な環境移行パラメータの収集を行い、データ
ベース構築を目指すとともに、水田における核種移
行予測モデルの開発などを行うものである。
　今年度は、全国の30地点から土壌及び農作物を採
取し、元素濃度測定を行い、土壌から農作物への移
行係数(TF)を求めた。
　昨年までに開発したマッピングシステムに地力保
全断面データを取り込めるようにシステムを改良し
た。その結果、本調査研究や論文で発表されていた
値に加え、土壌深度方向への土壌特性データ等の新
たなデータベースが利用できるようになった。
　一方、土壌への収着に関しては、土壌有機物の主
要成分であるフミン酸へのセレン（Se）の収着に関
する基本的な情報を収集するため、収着量に関する
初期Se濃度およびフミン酸の固液比の影響、等につ
いて検討した。

(1）研究担当者
武田　洋1，内田滋夫，田上恵子1，石井伸昌1，中丸
康夫，セルゲイ・トルマチョフ，石川奈緒、荻生延
子，寺田美奈子，小林　貴子、若江奈生，田部井健2，
小磯寛之2，平井育子2

（廃棄物技術開発事業推進室）
１：比較環境影響研究グループ
２：東京ニュークリア・サービス株式会社

(2）目的
　原子力発電によるエネルギー生産に伴って発生す
る放射性廃棄物の地層処分に係わる安全評価では、
放射性核種が地下処分場から人間の生活環境を含む
生物圏に到達する移行プロセスとこれによる被ばく
経路についてモデル化を行い人間への影響を評価す
ることが必要である。生物圏においては、その移行
パラメータはその地域の環境や人間活動に大きく影
響される。本調査は、特に、土壌生態圏に焦点を絞
り、日本の風土、農業活動などを反映した種々の環
境パラメータを収集し、データベース構築、および
放射性核種の環境挙動に影響を及ぼす重要因子の抽

３)放射線防護剤の効果及び作用機序に基づく投与
法の標準化
　放射線による障害を出来る限り低減化し、放射線
防護剤の選択並びに投与法に関する標準化を確立す
るため、放射線により体内で産生されるフリーラジ
カルを除去する物質として有効である承認医薬品や
ビタミン、ポリフェノールを用いて防護作用に関す
る臨床実験棟の成果を検証した。

４)汚染放射性核種の同定と線量評価技術の標準化
①生物試料の形態に応じた検出器等を用いた評価シ
ステムの標準化
　被災者の血液、尿、便などの生物試料を測定対象
にした場合、測定精度の障害となる不純物を除去す
る前処理法が必要である。この作業の簡便化につい
ても文献・実験等で比較検討が行われた。また、適
切な検出器で構成された放射線測定装置のシステム
改良が重要である。本年度は、改良した全核種を同
時に検出可能な機器、また、短時間(1秒)予測可能
なサーベイメータの検証を行った。
②生活物質からの緊急時測定システムの最適化
　放射線汚染事故時には、生活空間にある資料(衣
類、金属等)から放射性物質の同定、放射能測定な
ど線量評価の基礎情報を得る最適な放射線測定法を
確立するため、放射能測定分析システムの構築、放
射能量算出システムの開発などに必要な基礎データ
を集積し、最適化情報の分析・検証が行われた。

５)被ばく医療に関する情報システムとデータベー
スの構築
①海外被ばく医療機関等の活動及び技術等に関する
情報システムの構築
　症例の少ない放射線障害の情報については、各国
の医療機関と連携し、医療情報の交換を行うことが
不可欠である。本年度は、主にフィリピン、中国、
アメリカ、アイルランド、フランス、アルゼンチン
の医療機関等において実践されている医療処置技術
及び医療活動状況に関する情報交換を行って、貴重
な情報を収集した、国内の被ばく医療機関の医療関
係者には、逐次、分類・整理した情報の提供に努め
た。
②放射線事故の医療的側面に関するデータベースの
構築
　第5福竜丸を始めとする日本国内の事故事例の医
療情報を保存するとともにロシアからの被ばく事故
辞令の医療情報を集積した。
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出などを行うものである。

(3）研究経過
　平成14年度から16年度において、全国から水田
土壌、畑土壌およびそこに生育している農作物を収
集し、土壌から農作物への放射性核種移行を予測す
るパラメータである移行係数を求めた。平成17年
度も引き続き、全国から試料を収集し、安定元素お
よび放射性核種分析を行い、移行係数を求めた。ま
た、昨年度に検出できなかった元素についても、分
析法の改良を行い、測定可能とするように努めた。
　マッピングシステムに地力保全断面データを取り
込めるようにシステムを改良し、土壌深度方向への
土壌特性データ等の新たなデータベースが利用でき
るようになった。
　水田のように還元状態が発達する環境においては、
放射性核種の存在形態が変化するものもあるが、存
在形態の変化は、放射性核種の環境挙動を左右する
重要な因子の一つである。今年度は、Tcに着目し、
湛水した水田土壌の表面水のTcの存在形態の変化
をトレーサ実験により究明した。

(4）研究成果
　平成17年度は、以下の研究を行った。
(1）分析法の検討
　本年度は、誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-
MS）でのヨウ素の分析法と元素分析装置を用いた炭
素の定量方法について検討した。ICP-MSを用いた
ヨウ素分析法についてはこれまでにも報告がある。
しかしながら、河川水のようなヨウ素濃度が極めて
低いと考えられる試料中の測定において、どのよう
に保存し、どのくらいの長期に渡って測定できるの
かどうかは不明であった。検討の結果、採取後濾過
したものを冷蔵保存しておくことで、少なくとも1
年間は定量結果に変化がないことが明らかになり、
河川水試料をまとめて測定することが可能となった。
　農作物と土壌試料中のヨウ素濃度定量については、
これまで提案された方法よりも簡便かつ多数の試料
を取り扱える分析法であるTMAH抽出法について検
討を行った。その結果、小型密封テフロン容器を用
いることで、植物試料中のヨウ素を含むハロゲン元
素を損失することなく全て抽出し、ICP-MSで定量で
きることが分かった。また土壌試料については、同
方法で、ヨウ素の定量が可能であることが示された。
本法を用いることにより、一度に20-30試料を取り
扱え、分析開始から定量までに２日間と短時間で定
量が可能となった。

(2）環境パラメータ取得
　TFは、土壌中に存在する放射性核種がどの程度農
作物（可食部）に移行するかを予測するパラメータ
であり、次式で表される。

　　　　　農作物（可食部）中の放射性核種
　　　　　　　　濃度（Bq kg-1-dry）
　TF＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　土壌中の放射性核種濃度
　　　　　　　　　（Bq kg-1-dry）

　TFは、農作物摂取に伴う被曝線量予測を行う際の
重要なパラメータの１つである。欧米諸国に較べ、
わが国におけるTFの研究は、比較的限られた核種に
ついてのみ行われており、多くの核種に関する調査
は充分とは言えない。そのような観点から、本調査
では、フィールドにおけるTFデータの収集および
データベース構築を主要テーマの一つと位置づけ、
平成14年度からデータ収集に努めてきた。
　本年度は、全国の30地点から土壌（水田土壌：13
試料、畑土壌：17試料）およびそこに生育している
農作物を採取した。平成14年度から開始した土壌
および農作物の採取は、本年度分を含め総数は土壌
で112地点、農作物では118種となった。これらの
試料中の元素分析を誘導結合プラズマ発光分光分析
装置（ICP-OES）および誘導結合プラズマ質量分析装
置（ICP-MS）を用いて行った（Al、Fe、Mn、Co、Ni、
As、Rb、Sr、Mo、Cd、Sb、Cs、Ce、Pb、ThおよびU、
等の44元素）。データベース構築のため、土壌では
このような安定元素の分析だけでなく、その物理化
学的特性の測定を行っている。
　これらの測定結果を用いて土壌から農作物への元
素移行パラメータである移行係数（TF）を求めた。
　平成17年度は、平成16年度採取試料の微量元素
分析や、さらに、これまで測定できなかった土壌中
のCとN、また植物体中のCl、Br及びIの元素分析
を新たに行った。これらの元素分析結果も含め、平
成14年度より採取してきた土壌と農作物のすべて
試料中の元素分析の結果に基づいて、各採取地点で
の各元素に対する移行係数（TF）を求めた。その結
果、高いTF（幾何平均値で10-1オーダー）が見られ
た元素は、N, P, Clを除くと、玄米では、Mg, K, Cu, 
Zn, Rb及びMo、白米では、K, Zn及びMo、その他の
農作物では、Mg, K, Ca, Cu, Zn, Rb, Mo及びCdで
あった。TF値の変動幅については、その他の農作物
で大きく、max/min比が1000を越えたのはNa, Ca, 
Cu, I, Tl, Th及びUであった。これは、その他の農
作物として様々な作物群（可食部）を含めているた
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６．放射線防護の基本的な概念に関する調査

土居雅広（比較環境研究グループ）

　原子力安全委員会事務局管理環境課からの受託研
究として、ICRP勧告における基本的な概念の変遷と、
新しいICRP勧告案ドラフトの概要、ICRPの基本的
なデータベースである原子放射線の影響に関する国
連科学委員会の最新の動向について、調査を行った。
　現在のICRPが検討を進めている次期ICRP勧告ド
ラフトについては、日本原子力研究機構、放射線医
学総合研究所などの研究機関のほか、日本保健物理
学会の国際対応委員会などで検討され、問題点等が
明らかになっている。これらの機関、学会等でICRP
勧告ドラフトを検討してきた専門家に集まっていた
だき、論点を整理するため、「ICRP勧告検討会」を
開催し、その要点をとりまとめた。「拘束値のもと
での最適化」「個人中心の防護」「線量概念」「環境の
防護」等について、検討を要する項目が明らかに
なった。
　国連科学委員会（UNSCEAR）の第53回会合（ウィー
ン、2005年9月）において審議されるために、加盟
国（日本、中国、米国、英国、アルゼンチン、ブラ
ジル、スウェーデン、フランス、ドイツ、など21カ
国）の代表に事前送付されてきた報告書ドラフトの
内容を精査し、学術的な検討を行った。放射線影響
に関する専門家120名国内対応委員会（委員長・丹
羽太貫・京都大学原子炉実験所教授）による学術コ
メントをとりまとめ、UNSCEAR事務局、各報告書附
属書ドラフト執筆者に送付することにより、
UNSCEAR報告書における問題点と、今後の方向性を
明らかにした。又、結果的に、わが国における放射
線影響研究成果が多く引用されてきており、わが国
における研究成果の国際的な存在感を高めることに
も貢献した。
　UNSCEARによる学術的な放射線影響に関するデー
タベース構築を基盤として、放射線防護のための考
え方、枠組みを構築する国際的な活動を行う機関が、
国際放射線防護委員会（ICRP）である。ICRPのこれ
までの活動を最も古いところから解き起こして、特
に線量限度として永年用いられている50mSv/年の
根拠を、当時のICRP委員に対する対面方式の調査に
よって調べた。耐容線量、許容線量といった限度の
考え方の変遷を含めて、歴史的な経緯が明らかに
なった。

めと考えられた。玄米だけの結果では、max/min比
が1000を越える元素はなく、ほとんどで変動範囲が
２桁以内であった。したがって、農作物群ごとに仕
分けして移行係数を求めていく必要があることが判
明した。

(3）マッピングシステムおよびデータベース
　これまでに収集・測定したデータをデータベース
として入力し、平成14年度から平成15年度にかけ
て開発したマッピングシステム「MdSoiL」を用いる
ことで、データを視覚的にとらえるようにすること
ができるようになっている。これはデータの整合性
や地域特性を見るためには非常に重要な手段である。
平成16年度では、さらに知力保全代表断面データを
取り込めるようにシステムを改良したことで、本調
査研究や論文で発表されていた値に加え、土壌深度
方向への土壌特性データ等の新たなデータベースが
利用できるようになった。

(4）セレンの土壌有機物への収着挙動
　フミン酸へのSeの収着動態は、The pseudo-
second order reactionモデルで表すことができ、こ
のことはフミン酸へのSeの収着メカニズムが非常
に複雑であることを示唆している。また、初期Se濃
度、固液比によるSe収着量の影響を定量化し、初期
Se濃度と固液比からSe収着量を求めることができ
ることを明らかにした。さらに、収着等温線から、
フミン酸へのSeの分配係数はSe濃度に依存して変
化することを示し、Kdの変動要因については溶存態
フミン酸による可能性も示唆された。

図１　農作物（玄米、白米）へのCsとFeの移行係
数の確率度数分布
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８．菌根菌バイオレメディエーション技術の開発に
関する研究
受託研究（委託元：株式会社関西総合テクノス生物
環境研究所）

(1）研究代表名（所属部課名）
吉田　聡（放射線安全研究センター・比較環境影響
研究グループ）　

(2）研究の概要（目的）
　植物に菌根菌が共生することによって重金属元素
等の取り込みがどのように変化するのかを明らかに
し、菌根菌を利用した有害元素の回収・固定技術を
開発することを目的とする。研究は、野外での調査
と実験室でのモデル実験に大別され、放医研では、
得られた土壌と植物について、ウラン・トリウム及
び各種金属元素を分析した。これにより、植物への
元素集積の程度を種類別に明らかにし、集積におけ
る菌根菌の役割とその集積機構を推定するための基
礎データとした。
　本試験では，多元素分析装置である誘導結合プラ
ズマ質量分析法（ICP-MS）及び、ICP-発光分光分析
法（ICP-AES）を主な手段として、植物、土壌中の元
素を分析した。分析のための試料の前処理方法及び
分析条件は放医研において確立されたものを基本と
した。分析の対象とした試料は、１）鉱山跡地で採
取された植物と土壌、２）温室で育苗された植物と
その土壌、である。
１）鉱山跡地で採取された植物と土壌
　数ヶ所の鉱山跡地において植物41試料と対応す
る根圏土壌を採取した。（ここまでは委託元にて実
施。）放医研ではこれらの試料に関して元素分析を
行った。土壌について44元素、植物について37元
素を定量した。この結果、植物と土壌中の元素濃度
の特徴が明らかになるとともに、特定の元素を特異
的に集積する植物が複数種見いだされた。
２）温室で育苗された植物とその土壌
　上記１）の試験においてカドミウムの濃縮が見い
だされた植物１種を土壌で育苗し、根に菌根菌を摂
取して菌根を形成させた。土壌にはカドミウムとと
もに異なる濃度の肥料を添加した。一定期間育苗後
に、植物地上部と土壌を採取した。（ここまでは委
託元にて実施。）これらについて上記１）と同様の元
素分析を放医研にて実施した。この結果、菌根菌の
摂取によって、植物中のカドミウム濃度が変化する
事が見いだされ、菌根菌により植物中の金属濃度を
制御できる可能性が示唆された。

平成17年度ＮＵＭＯ受託研究
７．最終処分における放射線防護方策に関する調査
研究

　原子力環境整備機構（NUMO）からの受託研究とし
て、地層処分等、高レベル放射性廃棄物の最終処分
対策において、考慮すべき放射線防護方策の在り方
について、最新の国際放射線防護委員会の動向と、
放射線防護の考え方の最新の国内外の状況について
調査した。
　具体的には、高レベル放射性廃棄物の処分事業の
有する特性について検討し、関連の深い現行の放射
線防護体系の考え方（特に国際放射線防護委員会第
81, 82報告書など）を適用するうえで、考慮すべき
事項を明らかにし、要点を抽出して取りまとめた。
　又、国際放射線防護委員会は、2006-2007年に新
しい勧告を出すべく、勧告案の検討を進めていると
ころである。新しい放射線防護の考え方として提案
されようとしている勧告案について、特に従来の考
え方と異なる項目を抽出し、地層処分等の事業にお
いて考慮すべき放射線防護方策を列挙し、具体的に
検討を進めるために必要な事項をとりまとめた。
　新しい考え方を最終処分の安全確保のために適用
するために、放射線防護の枠組み、基準をどのよう
に構築していけばよいかについて、考え方を整理す
る。
　また、これらの検討を深めるため、各分野の専門
家を招聘して、最終処分に関する放射線防護検討会
を開催した。
　ICRPの新勧しい告等の動向調査としては、ICRPが
2006-2007年に採択を予定している新しい勧告、関
連するICRP報告書の検討案（基本文書ドラフト）に
ついて、最新の動向を把握し、これらの新しい考え
方を地層処分に適用しようとする際に検討すべき項
目について、検討・整理を行った。特に、ICRP第4委
員会関連項目（個人の防護レベル、防護の最適化、
規制除外、潜在被ばく、等）、第５委員会関連項目
（環境防護）などの項目について、1990年勧告から
変化した部分を中心に意味合いを検討し、取りまと
めた。
　地層処分等の具体的な事例への放射線防護体系の
適用するために検討が必要な項目について、実際の
具体的事例について、操業段階から、超長期にいた
る期間毎の特性に応じて、長期予測に基づいた放射
線防護方策の健全性を担保し、安全性を実証するた
めの検討項目について取りまとめた。
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９．陽電子消滅線計測用シンチレータ材料の高度化

(1）研究代表名（所属部課名）
澁谷憲悟（分子イメージング研究センター・先端生
体計測研究グループ）

(2）研究の概要（目的）
　浅井圭介（東北大学・大学院工学研究科・教授）
を代表者とする、（独）科学技術振興機構の大学初ベ
ンチャー推進事業「革新的ガンマ線計測システムの
開発」では、半導体結晶の評価等に用いられる陽電
子寿命測定装置の開発と事業化を目指している。ま
た、当該装置は陽電子消滅放射線を高い時間分解能
で計測する技術に基づくため、一対の消滅放射線の
計測時刻の差を画像再構成に用いる陽電子断層撮像
装置、いわゆるTOF-PET装置の開発にも結びつく。
このようなタイミング計測技術の高度化を、東北大
学、東京大学、（独）放射線医学総合研究所、応用光
研工業㈱、大栄無線㈱の共同研究により推進する。
　平成17年度は、放医研ではリニアック棟地下１階
旧ラルストロン治療計画室に垂直ブリッジマン炉を
設置し、タイミング特性にすぐれたシンチレーター
結晶の開発を行った。研究代表者は、制作した結晶
の評価と放射線検出器への搭載に関する実験のため、
（独）高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学
研究所に計9日間、東京大学大学院工学系研究科・
原子力工学研究施設に計9日間、それぞれ依頼出張
を行いプロジェクト事業の推進に務めた。また、陽
電子寿命測定装置の開発に関する助言のため、東京
大学大学院総合文化研究科に計4日間の外勤を行っ
た。

(3）研究の成果
［口頭発表］
1.K. Shibuya, H. Murayama, M. Koshimizu, and K. 
Asai:“Quantum Confinement Effects in 
Semiconducting Scintillators”, IEEE Nuclear 
Science Symposium & Medical Imaging Conference 
2005, OCT 2005, San Juan, Puerto Rico.

［ポスター発表］
1.K. Shibuya, N. Inadama, E. Yoshida, T. Yamaya, 
H. Murayama, H. Saito, M. Koshimizu, and K. 
Asai:“Low-Dimensional Semiconducting 
Materials in Developing Ultra-Fast 
Scintillators”, The 4th JAPAN-KOREA Joint 
Meeting on Medical Physics, SEP 2005, Kyoto, 
Japan.

［特許出願］
１．越水正典，澁谷憲悟，斎藤晴雄，浅井圭介，本
多庸郎：高計数率シンチレーター，2005．

10．大強度陽子加速器施設建設場所におけるラド
ン・トロン濃度の調査

日本原子力研究開発機構委託費

＜所属機関・役職・研究担当者＞
放射線医学研究所　企画部企画課調査役
床次　眞司

＜事業概要＞
　日本原子力研究開発機構・Ｊ－ＰＡＲＣセンター
の委託により、同センターに建設中の大強度陽子加
速器施設におけるラドンおよびトロン濃度の調査を
行った。
　本調査は、昨年度（16年度）から継続して行なっ
ているものであり、目的は、近接する常陸那珂火力
発電所（石炭を燃料とした）からのラドンおよびト
ロンの影響をあらかじめ把握し、発電所による環境
影響と同施設の稼動による影響を弁別することであ
る。
　測定点は、発電所からの排ガスの拡散と風向を考
慮して、地理的にほぼ直線上にある４ポイントとし、
モニタリングポストを設置した。
　まず、パッシブ型測定器による長期間の測定を実
施した。測定器は、ラドンとトロンを弁別できるラ
デュエット（Raduet）を使用した。各ポストに３セッ
トずつ設置し、四半期ごとの平均ラドン濃度を求め
た。
　上記の長期間測定のデータの信頼性を担保するた
め、パルス型電離箱（AlphaGuard）を使って、１時
間ごとの測定を行ない、ラドン濃度の時間変動や温
度や湿度、気圧も併せて測定した。
　ラドンの線量評価を行なうためは、平衡ファクタ
の評価が必要である。それを求めるために、ラドン
濃度を併せて、平衡等価濃度の測定も行なった。測
定には、積算型ラドンEEC（平衡等価濃度）モニタ
を併置した。この測定器は小型ポンプを使って空気
をサンプリングし、フィルタ濾紙上に集められたラ
ドン壊変生成物（子孫核種）が放出するアルファ線
をCR-39（アルファ線固体飛跡検出器）に記録する
ものである。本調査では、平衡等価濃度値の信頼性
を確保するために、グラブサンプリング（間欠式捕
集）によるラドン壊変生成物の個別濃度も同時に測
定した。これは、表面障壁型シリコン半導体検出器
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を用い、ラドン壊変生成物をフィルタ濾紙上に集め
ながら測定、捕集後さらにもう１回測定を行なう
Tremblay法を採用した。
　調査結果として、日変動でみたラドン濃度につい
ては、大気循環が弱まる夜間･明け方に濃度が上が
り、逆に日中は、太平洋からの海風が強まることも
あり低くなったと推測できる。長期のラドン・トロ
ン濃度測定では、夏季よりも秋季･冬季の方が高い
傾向が出た。これは、前年度の結果でも見られた。
　線量評価上必要となる平衡ファクタについては、
夏季の測定では0.2－0.3で、秋季・冬季について
は、0.4－0.6であった。国連科学委員会などが示
している屋外の代表値は、0.6－0.8である。平衡
等価濃度については、すべての測定点において、ト
ロン／ラドン比は５％以下であった。
　以上の結果から、今回二期目にあたる調査で、対
象地のラドン濃度レベル、ラドン濃度の日変動・季
節変動等の傾向がみえてきたが、火力発電所からの
寄与の可能性については、引き続きさらなるデータ
の蓄積と解析が必要である。

＜事業期間＞
平成16年度～

11．気分障害の治療システムの開発と検証に関する
研究
分担研究課題　「難治性うつ病のバイオマーカーに
関する研究」

厚生労働省精神・神経疾患研究委託費　分担研究

(1）分担研究代表名（所内部課名）
須原　哲也　分子イメージング研究センター・分子
神経イメージング研究グループ　

(2）研究の概要（目的）
　難治性うつ病ではＳＳＲＩをはじめとする抗うつ
薬による薬物療法では十分な治療効果があがらず、
ドーパミン系薬剤の追加投与や、ＥＣＴ療法などの
治療を行う必要があり、その病態が他のうつ病と異
なる可能性がある。ECT療法に関してはラットなど
の動物実験ではＥＣＴ前後でのセロトニン(5HT)２
Ａの減少１）やヒト血小板での5HT2A受容体の増加２）
など、神経伝達系の異常が示唆されるが、患者生体
内での脳内神経伝達機能の変化に関する検討はこれ
まで十分に行われていない。今回、難治性うつ病患
者に対し、ECT治療前後における神経伝達機能の変
化を検討し、コルチゾールや甲状腺等の内分泌系の

変化や臨床症状の変化との関連を明らかにし、 ECT
の作用機序の解明および難治性うつ病の病態の解明
を目的とする。さらには難治性うつ病のバイオマー
カーとしての可能性を検討する。
方法
　本研究は放射線医学総合研究所倫理委員会の承認
を得て実施し、対象者全員に十分な説明を行い、文
書にて同意を得た上で行った。対象は大うつ病性障
害で、抗うつ薬による薬物療法に十分反応せず、ECT
治療の適応となった9名（年齢47.6±12.1才）であっ
た。　ECT装置はSOMATICS社のTHYMATRON DGxを用い、
矩形波によるm-ECTを１クール症状改善まで、週2-
3回の間隔で合計6-7回施行した。PET検査は5HT1A
受容体用リカンド[11C]WAY100635を用いてECT治療
前後に施行した。またECT治療前後にハミルトンう
つ病評価尺度（HAMD）を用いて症状評価を行った。
　画像解析MRIT1画像とcoregistrationした上ＰＥ
Ｔ画像上で左右海馬に関心領域(ROI)を設定し、小
脳を参照領域として設定した。定量法としては
Simplified reference tissue modelを用いて結合能
(binding potential：BP)を算出した。
結果
　9名全例においてECT前後でHAMDは減少した。
ECT前の左右平均海馬でのＢＰは6.0±1.8、ECT後
のＢＰは6.4±1.4でECT後に一部上昇傾向は認めた
が統計学的には有意な変化とは認められなかった。
考察
　今回は予備的検討として関心領域を設定するＲＯ
Ｉ法を用いて海馬での変化を検討したが、今後、脳
内全体についてpixel by pixelでの詳細な検討や健
常者との比較を加えて最終的な結論を出していく予
定である。

12．組織標的化ペプチドを用いた新規脳PETリガン
ドの開発と実用化の研究

株式会社テッシュターゲッテングジャパン受託費　

(1）研究代表名（所内部課名）
須原　哲也　（分子イメージングセンター・分子神経
イメージング研究グループ）

(2）研究の概要（目的）　
　Positron Emission Tomography（PET）により脳機
能をイメージングするため、PETリガンドを脳に導
入する場合、血液脳関門を通過させて脳実質へ運ぶ
ことが大きな障壁となる。N-methyl-D-asparate
（NMDA）受容体のリガンドであるL-703,717は、ラッ



-126-

出のための測定パラメータ（観測帯域、積算回数、
ラジオ波の送信パワーなど）の最適化を行う。

２．3T MR装置による肝臓内13C 信号の測定
　健常ボランティアによる、肝臓内のグルコースお
よびグリコーゲンの13C 信号検出を試みる。

【期待される研究成果】
　肝臓内13C 信号の経時変化を観測することにより、
糖尿病患者の糖代謝異常の早期発見などが可能にな
る。また、新規診断法および治療法への応用が期待
される。

【本年度の結果】
　グルコース水溶液ファントムにより、3T MR装置
におけるグルコースおよびグリコーゲン検出のため
の測定パラメータの検討を行うことができ、ヒト肝
臓においてグリコーゲンおよびグルコース由来の信
号を得ることができた。炭素（C）中の13C の天然
存在比は1.1 ％ と低いため、経時変化の推移を測定
することは困難であった。

ト摘出脳切片を用いたex vivo 実験においては小脳
特異的な結合が見られるが、尾静脈注射ではイメー
ジングに十分な脳移行性がないためPETによる脳機
能イメージングに用いることができない。そこで、
株式会社ティッシュターゲティングジャパンが持つ
「脳標的化ペプチド」を利用して、L-703,717の脳移
行性を高めて脳機能イメージングをおこなうための
新規なPETリガンド開発をおこなうことにした。

平成17年度の成果
　[18F]SFBを用いることで、ペプチド配列中に存在
するアミノ基に[18F]フルオロベンゾイル基を導入
することが可能になった。また、ペプチドにフルオ
ロベンゾイル基とL-703,717を両方結合させるため
にペプチド構造を変化させた結果、両者とも結合さ
せることが可能になった。
　アミノ酸配列が異なる2種類の脳標的化ペプチド
について、ラット尾静脈から投与し、PETカメラに
て撮像して評価をおこなった。その結果、弱いなが
らも脳の領域から一定量のシグナルが得られた。さ
らに、1種類のペプチドについて[18F]フルオロベン
ゾイル基とL-703,717を結合させた分子を作製し、
ラット尾静脈から投与し、PETカメラにて撮像して
評価をおこなった。その結果、L-703,717の結合が
多いと予想された小脳を含め、脳の領域から一定量
のシグナルが認められた。

13．ＭＲを用いた肝糖代謝に関する研究
日本たばこ産業委託費

(1）研究代表名（所内部課名）
池平　博夫（重粒子医科学センター・画像医学部・
分子情報研究室）

(2）研究の概要（目的）
【研究目的】
　3T MR装置を用いた13C MRS の測定法の確立を行う。
さらに、経口ブドウ糖負荷後に13C-MRS法を用いた
ヒト肝糖代謝パラメータ（グリコーゲンおよびグル
コース）を測定し、健康人および高血糖患者におけ
る糖代謝の違いを検討する。

【研究内容】
１．3T MR装置による肝臓内13C 信号を得るための
セットアップ

　C-1位が13Cで標識されたグルコース水溶液ファ
ントムなどを用いて、3T MR装置における13C信号検

Fig.1サラダ油および[13C-1]グルコース水溶液
ファントムの13C スペクトル．中心周波数 
32.12 MHz、帯域 8000 Hz、繰り返し時間 1 秒、
積算回数 16 回、サンプリング数 1024 ポイン
ト、パルス照射時間 270 μs
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②ヒト肝臓内のグルコースおよびグリコーゲンの
13C 信号を観測することができた。

【研究のまとめと考察】
①3T MR装置を用いた13C 信号検出のための測定パ
ラメータは、概ね最適化することができた。

Fig.2　 ヒト肝臓13C 信号測定．a）皮下脂肪由来の信号（30、65付近、135、180ppm）の強度が大きい．
b）グルコースおよびグリコーゲンの信号．80-125ppmを拡大．　　　　　　　　　　　

    a.       　　　　　　　　　　　　　　　　                      b.

(2）目的
　宇宙飛行士の被曝線量を推定するため、染色体解
析により低頻度高エネルギー粒子線の影響を検出で
きる方法を開発すること

(3）研究経過と成果
培養と標本作成
　放医研とロシアの染色体標本作成法を比較検討す
るため、表１に記した合計10種類の培養方法で血液
細胞の培養し染色体標本を作成して標本の質を比較
した。培養５と６はロシアの方法で、それ以外は放
医研の方法である。染色体スライド標本は、ロシア
の基本法および放医研の基本法と培養時間やPCC誘
導試薬の処理時間を短くした方法に従って血液細胞
（リンパ球）を培養し、培養した細胞を低張液で膨
張させた後に酢酸アルコールで固定し、エアドライ
装置（HANABI）でスライドグラス上に伸展させ、ギ
ムザ液またはFISH法で染色して作成した。

14．細胞遺伝子学的手法を用いた宇宙放射線被曝の
生物学的線量測定

宇宙航空研究開発機構委託研究

概況
　平成19年度より日本人宇宙飛行士の宇宙におけ
る長期滞在が始まる。現在ISS長期滞在の被曝管理
には物理線量計測による値が用いられているが、正
確なリスク評価のためには個人の放射線感受性を反
映した線量推定法（バイオドシメトリ）を併用する
ことが重要である。そのため放医研では宇宙航空研
究開発機構の依頼を受けて本年度より宇宙飛行士の
線量推定研究を実施することになった。
　平成17年度は宇宙飛行士の染色体解析の経験が
あるロシア人研究者を招聘し、ロシアで行っている
染色体標本作成方法と放医研が低線量放射線の影響
を解析するために開発した方法とを比較し、両者の
長所を取り入れた線量推定用の最適方法の開発を試
みた。

(1）研究担当者
早田勇,南久松真子（放射線安全研究センター放射
線障害研究グループ）、Alexandra Bogomazova  
（Russian Scientific Center of Roentgenology and 
Radiology）
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表１．本実験で試行した培養方法の要約

放射線照射の影響
　分裂細胞頻度と染色体形態について、染色分体が
お互いに接しているものをＡ型、離れているものを
Ｂ型とし、それぞれの方法で培養した結果を比較し
た。分裂頻度についてコルセミドのみを加えて48
時間培養したサンプルで放射線を３Gy照射したサ
ンプルと非照射サンプルを比較すると、照射サンプ
ル で は10.8±1.2％、非 照 射 サ ン プ ル で は
18.7±2.2％であり、放射線照射により頻度が著し
く低下していた。この低下は主にＢ型の分裂細胞の
低下、すなわち放射線被曝により細胞分裂の開始が
遅れたためであると考えられる。
　同様にコルセミドの存在下でカリキュリンＡを
30分間作用させて48時間培養したものについて、
放射線を３Gy照射したサンプルと非照射サンプル
の分裂中期細胞の合計を比較すると、照射サンプル
では12.8±1.4％、非照射サンプルでは11.3±1.3％
であり、差は見られなかったが、Ｂ型が放射線照射
によってより多く低下していた。PCCのG2細胞でも
合計では差が無かったが、Ｂ型が有意に少なく、放
射線被曝により細胞分裂の開始が遅れたことを示し
ていた。
培養時間の影響
　培養時間の6時間延長により分裂頻度の合計は
1.6 ± 0.4％から1.8 ± 0.5％となり、特にＡ型が時
間延長によって上昇する傾向が認められたが、有意
差は無かった。
全血培養の分裂頻度
　ロシアの方法で作成した染色体標本における分裂
頻度は放医研の方法に比べて著しく低かったが、分
析可能な分裂中期Ａ型細胞中の頻度は第２回目の分
裂期細胞も含まれているため放医研の方法によるも
のより高かった。第１回目の分裂期細胞に限れば、
ロシアと放医研の分裂頻度の差はさらに大きくなる
と考えられる。

FISH法による染色体着色
　PCCのG2染色体は動原体部分が不明瞭であるため
2動原体の判定が出来なかったが、染色体着色法で
蛍光染色することで放射線による染色体異常である
交換型の染色体異常が検出可能であった。
結論
　放医研の方法はリンパ球を分離する作業が増える
がロシアの方法は蛍光＋ギムザ法の作業が増えるた
め、両者の作業量はあまり変わらなかった。放医研
の方法では末梢血２mlからリンパ球を分離してコ
ルセミドを培養開始時から加えて培養し、標本を作
成すると細胞分裂頻度が極めて高く、低線量放射線
の影響解析に必要な数千の分裂中期細胞を十分に分
析することが出来る染色体標本が確実に作成できた
が、ロシアの方法ではコンスタントに多数の分裂細
胞を得ることが出来なかった。培養時間の最後の
15から30分間にカリキュリンＡを加えPCCを誘導
することにより、放射線を被曝して細胞分裂周期が
停止した細胞についてもギムザ染色標本で環状染色
体異常などが観察できた。この方法では染色体の形
態、特に動原体部分が不明瞭になるが、染色体着色
法を用いることにより交換型染色体異常の検出が可
能であった。

培養時間
（時間）

コルセミド
処理時間（時間）

カリキュリンＡ
処理時間（分）

照射
線量血液培養

4848

０
０

分離
細胞

１
30２
０

３
３

30４

48３
００

全血
５

０３６

4848
０

０分離
細胞

７
15８

5454
０９
3010



-129-

2.5.2 トロトラスト沈着症例に関する実態調査

明石真言、中山文明、富永隆子、田村泰治（研究生）、
蜂谷みさを（被ばく医療部）
吉田光明（線量評価部）

　二酸化トリウムを主成分とする造影剤トロトラス
トは1930年にドイツのハイデン社により製品化さ
れた血管造影剤で、我が国では主として1932年から
1945年にかけて戦傷者を中心に使用された。その
数は、10,000-20,000人と推定される。この調査の
目的は、血管内に注入後、長期生存しているトロト
ラスト沈着例について232Th沈着量の推定と臨床症状、
特に悪性腫瘍との関係を明らかにし、長期内部被ば
くの人体に与える影響を解明しようとするものであ
る。平成17年度には1名が入院し検診を受けた。貧
血があるが、症状の進行なく経過観察している。た
だし、患者の高齢化等により現在では極めて限られ
た患者の調査となりこの種の調査・研究の限界が考
慮される。一方、本年度は、他院でフォロー中のト
ロトラスト沈着患者が、別の医療機関で沈着部の摘
出手術をうけたため、その後の安全管理について一
件相談を受けた。放射線安全課の協力のもと、現地
に赴き指導した。現在の医療現場でトロトラストに
対する知識は風化してきているが、患者が存在する
以上、その取り扱いに窮する場合があることを強く
認識させられた。

2.5.1 ビキニ被災者実態調査

明石真言、中山文明、富永隆子、田村泰治（研究生）、
蜂谷みさを（被ばく医療部）
吉田光明（線量評価部）

　昭和29年3月1日ビキニ環礁で行われた核実験で
放射性降下物により静岡県焼津市の第五福龍丸の乗
務員23名（当時18～39歳）が被ばくした。この実
態調査はこれら被ばく者の健康状態を長期的に観察
し、晩発性放射線障害を調査・研究するものである。
50年近くに及ぶ被ばく例の調査追跡は世界でも稀
であり貴重なデータである。被ばく様式は混合及び
亜急性被ばくであり、推定線量は1.7～6.0Gyで
あった。最近では平成15年5月に1名が肝癌で死亡、
これまでに死亡者12名となった（内訳は肝癌6名、
肝硬変2名、肝線維症1名、大腸癌1名、心不全1
名、交通事故1名）。
　平成17年度は放医研3名、焼津市立総合病院の協
力の下に5名、計8名の健康診断を行った。上部消
化管造影検査にて1名、胃に異常影を認め、内視鏡
検査を行ったが悪性所見は認めなかった。また、上
部消化管内視鏡検査にて1名に逆流性食道炎、胃潰
瘍瘢痕を認め、焼津市立総合病院で加療継続中であ
る。眼科検査にて、白内障術後の後発白内障が1名、
高血圧性変化を1名に認め、眼科にて加療中である。
その他年齢相当の水晶体混濁を数名認めた。皮膚障
害については1名に上肢に基底細胞上皮腫を疑う所
見を認め、焼津市立総合病院皮膚科にて加療継続と
なっている。甲状腺腫、甲状腺機能の異常は認めな
かった。肝機能異常が多くの例に認められ肝炎ウイ
ルスの検査では、陽性率が非常に高い。しかし、腹
部造影ＣＴ検査などでは肝細胞癌などの悪性腫瘍の
所見は認めなかった。被ばく当時、全員が骨髄抑制
や凝固異常に対して全血もしくは血漿の輸血を受け
ており、このことが一因となった可能性がある。肝
機能については地域の病院で診療を継続している。
さらに、1名にＣＥＡの上昇があり、直腸癌の再発
の可能性があったため、焼津市立総合病院外科にて
経過観察の継続をしている。
　被災者は高齢化に伴い、糖尿病、高血圧症、高脂
血症、高尿酸血症、心疾患、脳血管障害等に罹患し
ている例が多い。今後も地域の病院と密接に連携し
患者の病態に応じた調査を行ってゆく。

2.5 実態調査
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