
 

 

 

 

 

 

Ⅱ．［１］放射線に関するライフサイエンス研究領域 
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 (1) 放射線に関するライフサイエンス研究 
A. 重粒子線がん治療研究 
① 重粒子線がん治療の高度化に関する臨床研究 

 

１．課題代表者 

重粒子医科学センター 

臨床治療高度化研究グループリーダー 

辻 比呂志 

  

２．中期計画 

・他の手法では治療することが困難であり、いま

だ重粒子線による治療法が確立していない疾

患（膵臓がん等）の治療法を開発するための臨

床試験を行う。 

・副作用等のリスクをより低減し、かつ効果的な

治療を行い、一層の生存率向上を図るため、薬

物や手術を併用した治療法による臨床試験を

実施する。 

・より効果的・効率的な治療法を確立するため、

疾患別・部位別に照射手法の最適化を行うと共

に、加速装置や照射装置の高度化研究を推進し、

従来以上に多様な条件に柔軟に対応しうるビ

ーム供給技術と、より複雑な条件を必要とする

患部への照射技術を提案する。 

・治療計画の作成時から実際の治療時までの間に

臓器の位置変動が生じても対応しうる治療計

画の効率の良い修正法を提案する。 

・重粒子線治療の適応の拡大、より低リスク、効

果的、効率的な治療法の開発に資するため、診

断、治療、臨床経過等に関する総合的データベ

ースを開発し、国内外の粒子線治療データと比

較・解析する。 

・重粒子線がん治療の普及促進に向けた治療実績

の拡大を図るため、研究開発を主として行う施

設であることを踏まえつつ、上記の臨床試験及

び高度先進医療を安全、確実に実施するための  

体制を整備し、中期計画期間中に臨床試験と高

度先進医療を併せて年間治療患者数500人を達

成する。高度化のための臨床試験と医療技術の

成熟度の実証となる高度先進医療のいずれも

重要であることから、それぞれ相応の規模を保

って実施するものとし、目安として２～３割程

度を臨床試験に充てるとの考えに立って対応

を進める。 

・高度先進医療の対象患者について、QOL の確保

及び治療コストの観点から相応の治療効果が      

得られたかを調査し、大多数より高い評価を得

ているかを検証する。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）継続的な患者数増加に対応可能な重粒子線治

療体制を整備し、さらに効率化を進める。 

２）肺、肝臓以外の腫瘍における短期照射の臨床

試験、照射後再発腫瘍に対する臨床試験、また

他治療との比較のための臨床研究を立案する。 

３）難治がんに対する臨床試験あるいは他治療と

の併用の臨床試験を継続するとともに新たな

臨床試験として食道がん短期照射を開始する。 

４）引き続き先進医療を推進するともに、治療結

果につき長期観察に基づいた分析を行う。 

５）腫瘍サイズや酸素濃度の観点から、腫瘍の放

射線感受性についてより精度の高い解析を試

みる。 

６）臨床結果に基づいた正常組織反応（障害）の

感受性解析と並行して、マウスを用いた皮膚反

応の分割照射実験を遂行する。 

７）小分割照射の臨床 RBE 設計について検討する。 

８）引き続きドイツ GSI との間で臨床線量分布の

相互変換を推進し、臨床線量分布の兌換性を検

証する。 

９）高速患者ボーラス製造装置により患者ボーラ

スを試作し、試験的に臨床に使用する。 

10）高精度 MLC システムを用いた高精度積層原体

照射の開発を行い、実運用のための基本的な試

験を完了する。 

11）前立腺の動きに関するデータを、4DCT 等を

用いて収集解析し、より詳細な知見を得る。 

12）照射システムの不具合等システム情報をデー

タベース化し、今後のシステム運用の高度信頼

化の一助とする。 

13）電子カルテシステムからがん治療の臨床病歴

を医師が入力し、他の病歴データベースへ情報

がリアルタイムで連携するようにシステムの

改良を図る。 

14）複数システム間での統合された臨床データベ

ースの研究・開発を進める。 

15）重粒子治療に関する総合的なデータベースの

構築を検討する。 

16）画像データベースの利便性の向上を図る。 
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４．平成 20年度・実績 

１）前年度に整備した体制（外来治療）を効率的

に運用し、さらに前立腺がんにおける照射回数

の低減など治療の効率化を図った結果、治療患

者登録数は 684 名と前年度を上回った。 

２）骨軟部腫瘍、直腸がん術後骨盤内再発に対し、

病巣の部位、大きさを限定して短期照射（3週

12回以下）の臨床試験を開始した。 

３）放射線あるいは重粒子線治療後の照射野内再

発腫瘍に対する臨床試験も開始した。 

４）前立腺がんに対しては、高度進行例を対象と

して 3週 12回照射の臨床試験を開始するとと

もに、国内の他粒子線治療施設との共同研究の

ためのプロトコールを立案した。          

５）膵臓がん、下咽頭がん、食道がんに対する抗

がん剤、切除等他治療併用の臨床試験を継続し

た。 

６）頭頸部悪性黒色腫に対する抗がん剤併用治療

ついては臨床試験は終了し、先進医療に移行し

た。 

７）先進医療では新たに頭頸部領域の骨軟部肉腫

を適応に加え、先進医療対象症例数の増加を実

現した。 

８）主要な対象疾患について、長期観察に基づい

た分析を行い、副作用、治療効果のいずれにお

いても極めて優れていることを報告した。 

９）前立腺がんに対する炭素線治療時の尿道障害

について線量分割との関係を解析し、その感受

性を解析することでX線に対する感受性との差

異や腫瘍組織との違いを明らかにした。 

10）小分割照射時の正常組織障害を調べるため、

マウス足掌部皮膚に対して炭素、ネオンビーム

による分割照射実験を行い、早期皮膚反応を調

べた結果、炭素線では一回照射について特異的

に効果が低下する傾向が明らかとなった。 

11）肺がんの一回照射の臨床試験の経過及びマウ

スの皮膚反応の実験結果から、一回照射に関す

る臨 床 RBE は、現在実際の治療に用いている

臨床 RBE と完全には一致しないと推測され、そ

の原因解明が今後の重要な課題であることが

明らかになった。 

12）頭蓋底腫瘍の症例を実例として、ドイツ GSI

での治療計画と当所での治療計画結果を比較

し、 物理線量としての分布には大きな差がな

いことが確認できた。 

13）高速患者ボーラス製造装置（積層ボーラス製

作装置）により患者ボーラスを製作し、現行ボ

ーラスと比較調査並びに耐久試験を実施した。

臨床に利用できると判断しており、平成 21年 1

月に前立腺腺がん症例で臨床使用を開始した。 

14）リーフピッチ 2.5mm の高精度 MLC システムの

性能評価は終了した。運用に向けた設置等の具

体的方法とその検討を実施した。 

15）前立腺の動きに関する 4DCT データの収集と

解析し、固定具を付けた場合の治療中の動きは

ないことを確認した。 

16）治療照射システムの 1997 年からの不具合情

報約 4,000 件をデータベース化し、現在、類型

化などの解析中であり、今後の品質管理等に活

かしていく。 

17）診療データの標準化および集計・統計機能の

高度化として、実際の臨床データ解析に使用可

能なレベルのデータの標準化と解析機能の高

度化（生存率や局所制御率の算出）は達成され

た。今後は、実運用に向けて、ユーザー（主に

治療担当医師）とのコミュニケーションを密に

し、実地利用を推進するような改善を図ってい

く必要がある。すでに、ユーザー会を定期的に

開催している。 

18）施設間連携機能のオープンソース化を推進し、

その一部を公開した。システム間連携機能のメ

タデータを整備し、文書化した。 

19）治療数の増加に伴い、画像検査が飛躍的に増

加した。そのため、画像管理システム（PACS）

の外部記憶装置の増設を行い対応した。また、

可用性を向上するためにシステムの高速化を

行うとともに、安全性向上のため 2重化の準備

を行った。 
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 (1)．A．②  次世代重粒子線照射システムの開発研究 

 

１．課題代表者 

重粒子医科学センター 

次世代照射システム研究グループリーダー 

野田 耕司 

  

２．中期計画 

・多様な条件に柔軟に対応して従来以上に線量を

集中させることができる呼吸同期可能な３次

元スキャニング照射法等の次世代の治療照射

システムの要素技術を確立する。 

・従来の照射法では対応が困難な部位への適用の

ため、任意の方向からの治療照射を可能とする

回転ガントリーに必要な照射技術等の開発を

行う。 

・重粒子線がん治療の均てん化と医療費の軽減を

目指し、中期目標期間を超える開発期間を必要

とする普及型重粒子線がん治療装置のさらな

る高度化や、より先進的な小型化に関する研究

開発についても、他の大学・研究機関等と連携

しつつ、実施を図る。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）スキャニング試験ポートを用いて、制御系、

線量管理系も含めたスキャニング試験を行う。 

 

２）患者ハンドリングシステムの詳細設計を行う。 

 

３）普及型治療計画装置のコミッショニングを行

うとともに、これにスキャニング治療計画を付

加した装置の設計を進める。 

 

４）加速器制御の改良設計を行う。 

 

５）次世代治療と現 HIMAC 治療を統合する医療情

報システムの基本設計を行う。 

 

６）回転ガントリーの構造設計を行う。 

 

４．平成 20年度・実績 

１）スキャニング試験ポートの構成機器を製作し、

性能チェック後、試験ポートを組み立てた。こ

れにより、実機と同じ性能での高速 3次元スキ

ャニング実験を行い、基本性能を検証し、臨床

試験に向けて良好な結果を得た。（図参照） 

高速スキャニング試験ポート。従来の約 100 倍 

のスキャニング速度を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

高速スキャニング法で描いた HIMAC のロゴ。 

 

２）患者ハンドリングシステムの開発 

①患者負担を軽減できるように、治療台（カプ

セル）の形状改善およびロボット型治療台の

動作の効率化設計を行った。患者搬送台車と

ロボット治療台の試作を開始した。 

②患者位置決めには、正則 2方向に配置された

FPD による低被ばくで高品質な X 線画像を使

用できるようにした。 

③新しい位置決め計算ソフトを開発し導入す

ることで、患者位置決めの時間短縮化を図り、

医療スタッフが最終判断をするための補助

機能の評価を行った。 

④胸部、腹部領域腫瘍の患者を 4 次元 CT で撮

影し、呼吸性移動による腫瘍の位置変化と、

外部呼吸センサーとの位置相関性を評価し

た。 

 

３）治療計画装置の開発 

①普及型治療計画装置に関しては、治療計画装

置自身の性能検証と現地コミッショニング  

手法の確立を目的として、HIMAC 既設の普及

型照射装置プロトタイプシステムを用いて
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計画装置用基本データの収集及び線量分布

検証を行った。 

②次世代スキャニング照射治療用の治療計画

装置開発に関しては、治療計画用計算エンジ

ンを開発し、HIMAC 照射実験を通して精度検

証を開始した。並行して、次世代臨床用治療

計画装置として選定した市販放射線治療計

画装置へ の組み込みに関する詳細設計を行

っている。 

 

４）連続ビーム運転およびエネルギー可変化に向

けたシンクロトロン制御系の改造設計を進め、

3段階および11段階のエネルギー可変化試験を

行い、実用化の目途をつけた。 

 

５）治療の流れに沿って、患者ならびに医療スタ

ッフの動線及び作業を抽出・整理し、それに基

づいて、重粒子治療管理システム（TMS)の基本

設計をおこなった。その上で TMS を実現するた

めの詳細設計、及びその情報表示・操作画面に

ついての検討を進めている。 

 

６）回転ガントリー機械構造の基本設計を行い、

建屋設計に反映した。 

 

７）新治療室棟の建設を開始した。 

 

８）ビームライン機器の設計を終了し、全電磁石

の製作を開始した。 
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(1)．A．③  放射線がん治療・診断法の高度化・標準化に関する研究 

   

１．課題代表者 

重粒子医科学センター 

診断・治療高度化研究グループリーダー 

鎌田 正 

  

２．中期計画    

・粒子線・光子線治療及び放射線を用いた診断に

ついて、その品質管理と保証のための標準的指

標と手法の研究開発を行う。また、線量及びリ

スクの評価及び国内における医療被ばくの実

態の調査により、治療・診断法の高度化・標準

化に資する。  

・各種の画像診断技術を組み合わせ融合画像を作

成し、治療効果の早期判定、予後因子の解析等

を行うソフトウエアを開発する。さらに、得ら

れた融合画像や４次元 CT 等の動態を時間的に

追跡する画像撮影機器を活用することにより、

治療計画の高度化を図る。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）画像融合するモダリティ、症例を追加する。

あわせて、融合の意義について検討する。 

 

２）4次元CT装置を用いた呼吸動態解析の症例を追

加する。結果を治療部門と検討する。  

 

３）重粒子線患者の低酸素組織のPET画像化

（[62Cu]-ATSM）の臨床データ蓄積および基礎的

解析を継続して進める。                

 

４）X線治療における線量の標準的指標の調査の一

環として、アジア諸国を対象とした線量の郵送

調査を実施するとともに、ガラス線量計による

線量調査システムの国際比較に着手する。 

  

５）重粒子線患者における[18F]NaFによる精度の高

い骨転移のPET画像化の臨床検査体制確立と臨

床データ蓄積を行う。  

 

６）重粒子線治療の精度をより向上する目的で、

PETデータのさらなる高精度化の検討を継続し

て進める。 

 

７）重粒子線治療における線量校正値の精度向上

重粒子線治療の線量校正値の精度向上を図るた

め、カロリメータ開発による正確な諸パラメー

タの決定を行う。 

 

８）コバルト60γ線水吸収線量標準場を構築する。 

 

９）厚労省がん研究助成金 鎌田班と協力し、粒

子線施設間の線量相互比較実験に着手する。 

 

10）外部放射線治療における吸収線量の標準測定

法（標準測定法01）のアップデートに着手する。 

 

11）重粒子線治療患者の治療部位以外の臓器組織

線量評価の基礎として、測定器及びファントム

の選定・開発のための実験、また、重粒子線治

療施設における安全管理および被ばく防護に拘

わる基礎実験を継続する。 

  

12）線量及びリスク評価研究では各放射線診療で

基礎となるデータを収集・評価、計算・実測で

の補完を継続する。 

 

13）実態調査では、核医学に関し調査票等により

診療の実態を評価する。 

 

14）X 線検査に関する実態調査のデータ解析を行

う。 

 

４．平成 20年度・実績 

１）一般的には困難とされている腹部臓器の画像

融合を行った。モダリティの違いや、呼吸の違

いによる位置ズレなどがあり、一般的な画像融

合装置では融合の精度が悪く、非線形の融合が

必要であった。非線形の画像融合装置を用いる

ことにより、実用に足りる融合を行うことがで

きた。 

 

２）MRI-CT融合において、臨床上意義のあるMRI

のシークエンスについて検討した。拡散強調画

像により、腫瘍の位置の確定、見逃しを減らす

効果があることが判明した。さらにADC mapを画

像融合に用いることにより、腫瘍の治療効果を

観察でき、再発の予測ができる可能性が示唆さ

れた。 
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３）4次元CT装置を用い、膵がんおよび肺がん症

例における腫瘍の呼吸による位置の変動の解析

を行った。呼吸運動は一般的には直線的なもの

として理解されているが、実際には、ほとんど

の症例でクロソイド曲線状の運動を行っている。

腫瘍の位置も、呼気と吸気で違う経路を通過す

ることがわかった。結果は実際に腫瘍の重粒子

照射の位置決めの時に利用されている。 

 

４）子宮頚がんの重粒子治療患者における低酸素

組織のPET画像化（[62Cu]-ATSM）の臨床検査を継   

続して行った。現時点で18症例、33検査の臨床

データが得られた。一部の症例に関してメチオ

ニンPET との基礎的対比を行い国際学会や国内

学会にて発表した。 

                         

５）さらに膵臓がんの重粒子治療患者を対象に低

酸素組織のPET画像化（[62Cu]-ATSM）を開始した。

現時点で4症例、5検査の臨床データが得られた。 

 

６）線量の郵送調査は、フィリピンに対して平成

21年1月に実施した。また、ガラス線量計によ

る線量調査システムの国際比較をIAEAと行い、

1%以内で一致するという良好な結果を得た。 

 

７）全身骨病変検索検査としての[18F]NaF PETの有

用性に関して、日本核医学会ワーキンググルー

プによる検討メンバーとしてワーキンググル

ープの最終報告を学会におこなった。当初予定

していた放医研での臨床検査実施に関しては

薬剤合成や検査態勢、マシンタイム等、種々の

観点から現在実施体制構築を見送っている。 

 

８）分子イメージング研究センターと協力し、
18FLT製剤による重粒子線治療患者の臨床検査

を実施、順調に症例蓄積が達成された。 

 

９）電離箱法による重粒子線の吸収線量評価の際

に必要となる空気のｗ値をグラファイトカロリ

メータを用いて実験的に評価した結果、IAEAの

推奨値は過小評価されていることが示唆された。 

 

10）試作したコバルト60γ線水吸収線量標準場を

用いて、リファレンス電離箱の校正定数比を実

測し、水吸収線量標準場による電離箱線量計校

正の必要性を明らかにした。 

 

 11）国内の粒子線施設間の陽子線線量相互比較実

験を主導的に計画・実施し、0.4%の標準偏差で

線量の斉一性が確保されていることを明らかに

した。 

 

12）外部放射線治療における吸収線量の標準測定

法(標準測定法01)の見直し及びデータ収集に着

手した。 

 

13）重粒子治療患者（頭頸部がん、子宮頸がん、

膵臓がんなど）におけるメチオニンPETやFDG 

PETに よる種々の検討、オートアクチベーシ

ョンPETに関 する検討などに関し国内外の学

会に発表した。 

 

14）眼球脈絡膜原発悪性黒色腫の重粒子線治療に

おけるメチオニンPETの有用性に関する論文を

海外学会誌に投稿しアクセプトされた（in 

press）。 

 

15）重粒子治療施設の安全管理に関し、施設内の

中性子測定を継続してデータを蓄積している。 

 

16）患者の被ばく線量評価については、低線量肺

がん検診の線量と画質の解析を行った。職業被

ばくでは、ヨウ素125密封小線源治療における

術者線量の測定を継続して行った。リスク評価

では、小児のX線診断のリスクについて、疫学

的手法を含めた方法論の議論を所内外の研究

者と共同で進めている。 

 

17）X線CT検査とX線診断に関するデータの解析を

継続している。また、核医学に関する実態調査

の準備を進めている。 
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 (1)．B．放射線治療に資する放射線生体影響研究 
① 放射線治療に資するがん制御遺伝子解析研究 

 

１．課題代表者 

重粒子医科学センター 

ゲノム診断研究グループリーダー 

今井高志 

  

２．中期計画 

・重粒子線を中心とした放射線治療患者や化学療法

併用患者の生検試料等を収集し、腫瘍の制御効果、

転移、再発の予測診断に有効な遺伝子群を明らか

にする。また、長期生存した症例を対象として、

QOL に大きく関与する遅発性有害反応に関連した

遺伝子多型マーカーを同定し、有害反応発症リス

クの予測法を開発する。 

・細胞・動物実験を用いて、遺伝子間の相互の関連

すなわちパスウェイの解析により、重粒子線治療

の効果や化学療法と併用した場合の複合効果を分

子レベルで解明し、より効果的な治療法を提案す

る。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）放射線治療適用患者における晩期有害反応発症

関連因子の解析 

・治療後6ヶ月以上追跡期間を有する乳がん400例、

前立腺がん100例等における晩期有害に関連す

る臨床因子の解析を開始する。長期間の臨床情

報収集を引き続き行う。 

 

２）多型解析 

・前立腺がん、乳がんを中心に放射線治療後晩期

有害反応発症と相関するハプロタイプについ

ての解析を行う。 

 

３）放射線感受性関連遺伝子の機能解析 

・発現解析および多型解析により選択された放射

線感受性関連遺伝子について、培養細胞株を用

いた機能解析を継続して行う。 

 

４）重粒子線治療効果や併用療法による複合効果 

分子生物学的解析 

・ヒトがん由来の培養細胞株を用いて、X線/重粒

子に対する感受性の違いと関連した遺伝子発現

解析を行う。 

・細胞・動物実験によって得られた放射線抵抗性

に特徴的な遺伝子発現プロファイルから選択し

た分子のマーカーとしての有用性を、臨床試料

を用いて検討する。さらに、併用療法の可能性

について検討する。 

・動物実験における転移巣固有の遺伝子発現プロ

ファイルから転移マーカーとなる分子を探索す

る。 

 

４．平成 20年度・実績 

１）放射線治療適用患者における晩期有害反応発症

関連因子の解析 

 

・乳がん放射線治療症例のうち治療後6ヶ月以上

追跡期間が経過した550例について臨床因子の

解析を行った。治療後6ヶ月の有害反応情報が

得られた394例について、臨床情報と晩期皮膚

有害反応との関連を解析したところ、早期皮膚

有害反応の解析では検出されなかった化学療

法が晩期リスク因子のひとつとして統計学的

に有意であることが解り、遺伝子多型解析にお

いて考慮する必要が示唆された。 

 

・前立腺がん重粒子線治療症例のうち6ヶ月以上 

追跡期間が経過した428例について臨床因子の

統計学的解析を行った。有害反応有り・無し群

の間で、線量等臨床因子による統計学的有意差

は観られなかったので、遺伝子多型関連解析集

団として選択した。 

 

 

２）多型解析 

 

・乳がん放射線治療症例のうち治療後6ヶ月経過

した394例について皮膚有害反応発症リスクと

関連した遺伝子座の探索を行った。対象は128

遺伝子座(1008 SNPs)とし、上記で述べた化学

療法の有無等を考慮したロジスティック回帰

分析を行ったところ糖鎖生合成に関わる遺伝

子上のSNPが関連していることが解った。この

マーカーを含むハプロタイプを推定し、リスク

ハプロタイプを予測した。 

 

・前立腺がん重粒子線治療症例のうち治療後6ヶ

月経過した197例について泌尿器有害反応発症

リスクと関連した遺伝子座のハプロタイプ解
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析を行った。TGFbパスウェイに属する転写因子

ID3、細胞周期停止・アポトーシスの誘導に関

わるSART1遺伝子座においてリスクハプロタイ

プ を 予 測 し た （ 一 部 に つ い て Suga et 

al.IJROBP,2008）。 

 

・ハプロタイプを遺伝統計学的に推定するだけで

はなく、染色体DNAを分子レベルで解析して個人

のハプロタイプを決定することを目的とし、両

親から一本ずつ伝わる二本の染色体DNAの断片

を一分子レベルで単離後、それぞれを10万倍程

度まで増幅し検出する1分子レベル解析手法を

開 発 し た (Michikawa et al. Anal. 

Biochem.,2008, Michikawa et al. Sensors, 

2008、プレス発表)。 

 

・マイクロサテライト多型マーカー21,000種類を

用いた全ゲノム網羅的放射線感受性遺伝子探索

により絞り込んでいた159マーカーについて検

討し、Semaphorin 3A遺伝子の転写開始点上流

1500bpに位置する2塩基繰り返し多型マーカー

を同定した。Semaphorin 3AをsiRNAによって発

現抑制したところX線に対し抵抗性を示したこ

とからこの遺伝子の多様性は放射線感受性に関

連することが示唆された。 

 

 

３）放射線感受性関連遺伝子の機能解析 

 

・細胞周期制御に関連したPTTG1とMAD2L2遺伝子 

プロモーター領域にあるSNPsは、それぞれ乳が

ん放射線治療早期皮膚有害反応発症リスクとの

関連が示唆されたので（IJROBP,2007報告済）、

これらのアレルと転写活性との関連をレポータ

ーアッセイにより解析したが、共にアレル間で

転写活性の違いは検出できなかった。このため

新たに両遺伝子のプロモーター領域、エクソン

領域について皮膚有害反応発症有り・無し群の

塩基配列を解析し、SNPsの探索を行い継続中で

ある。またこれまでに有害反応発症リスクとの

関連が示唆されたCD44、LIG3、RAD9Aについても

対象症例での塩基配列解析を行ない、合計4種類

の新しいSNPマーカーを同定し、日本DNAデータ

バンク(DDBJ)に登録した。現在これら新しい

SNPsの機能解析を継続中である。 

・放射線肺炎発症の分子メカニズムを解析するた

めに、これまでの研究成果から焦点を充てたTNF

とIL-6 についてノックアウトマウスを用いた

解析を行った。各々のマウスにおいてガンマ線

照射後の肺の炎症、CD44、Bak分子の発現を解析

し、IL-6分子が肺胞の急性障害に重要な役割を

果たしていることを示した(Sakai et al. JRR, 

2008)。 

 

・ヒト培養細胞株においてRAD18遺伝子を破壊し、

RAD18はDNA損傷乗越え修復だけではなくS期で

のDNA単鎖切断修復にも重要な働きを示すこと

を報告しているが(NAR, 2007報告済)、ここで用

いたHCT116細胞はhMLH1遺伝子に変異を有しミ

スマッチ修復能を欠損していることから、遺伝

学的解析を複雑にしていた。そこでRAD18 欠損

細胞及び親株の変異hMLH1遺伝子を正常遺伝子

と置換し、ミスマッチ修復能を正常化すること

によって、RAD18遺伝子の機能を確認した。 

 

・これまでのオリゴDNAマイクロアレイを用いた網

羅的遺伝子発現解析から放射線感受性に関与し

ていることが示唆された細胞間コミュニケーシ

ョン／組織マトリックス関連分子11種類に焦点

を充て(CBT, 2007報告済)、子宮頸がん放射線治

療前・中の生検試料79例について免疫染色によ

りさらに検討した。その結果FGF2分子の放射線

応答性と治療前標本におけるlaminin分子の発

現パターンが予後と統計学的に関連することを

確認した。 

 

・子宮頸がん臨床サンプル発現解析中に、重粒子

医科学センター病院、癌研究所病理部との共同

研究で子宮頸部腺がんの新規診断マーカーを発

見した。予後不良である子宮頸部腺がんは、発

生頻度が増加しているが、その病理診断は、体

部腺がんとの鑑別や腺扁平上皮がんに代表され

る混在型の存在、などから非常に難しいとされ

ている。子宮頸部がんのゲノム解析中、扁平上

皮がんでは、欠失、腺がんでは、2コピー保持さ

れている領域を見いだし、その領域内のvillin1

が、両者を判別する上で非常に有効なマーカー

であることを示した（特許申請、論文投稿中）。 

 

 

４）重粒子線治療効果や併用療法による複合効果の

分子生物学的解析 

・ヒトグリオーマ細胞株11種類についてX線、炭素

線に対する生存曲線を求め、44K-オリゴDNAマイ
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クロアレイを用いて、各々の放射線応答遺伝子

群と放射線感受性パラメータとの関連について

解析した。6種類の細胞株ではX線、炭素線に対

して良く似た発現応答プロファイルを示したが、

5種類の細胞では非常に異なっており、この重粒

子線応答の特徴を示す遺伝子群の解析中である。 

 

・ヒト正常線維芽細胞における重粒子線誘発バイ

スタンダー効果について群馬大院医、原子力機

構マイクロビームグループと共同実験を行った。

担当したオリゴDNAマイクロアレイを用いた遺

伝子発現解析の結果、照射細胞とバイスタンダ

ー細胞では全体の発現プロファイルは大きく異

なり、特に照射細胞ではp21Waf1経路とNF-kB経

路、バイスタンダー細胞ではGタンパク質/PI-3

キナーゼ経路の活性化が示唆された(Iwakawa 

et al.  Mutat. Res.,2008)。 

 

・腫瘍と転移巣の遺伝子発現プロファイルでは免

疫系反応を惹起する遺伝子群の発現が特徴的で

あったため、免疫療法併用が更なる抗腫瘍効果

を示すのではないかと仮定し、マウス腫瘍モデ

ルを用いた解析を行った。マウス下肢に移植し

た 腫 瘍 細 胞 に 対 し て 炭 素 線 照 射 後 に

α-galactrisylceramideを局注し、樹状細胞を

介してNK/NKT細胞を活性化する免疫療法を併用

したところ、遠隔転移である肺転移数は減少し

た。したがって炭素線治療と免疫療法の併用は

転移抑制に有効であることが示唆された。 

 

・マウス下肢に移植した腫瘍モデルを用いて肺転

移に対する局所炭素線の効果をガンマ線照射と

比較し、また遺伝子発現プロファイルを解析し

たことを報告した(一部のデータについて

Nojiri et al. Exp. Biol. Med. 2008)。今年度

はこれらの遺伝子発現プロファイルの解析を進

め、局所腫瘍と転移腫瘍では発現が異なる転移

マーカー候補群を見出した。転移腫瘍では、炭

素線照射、ガンマ線照射群を比較すると全体的

には類似したプロファイルを示したが、転移マ

ーカー候補の中には両群間で発現量の大きく異

なる分子も存在し、それらの発現の違いを免疫

染色により確認した（論文投稿中）。 
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 (1)．B．②  放射線治療の向上に関する生物学的研究 

 

１．課題代表者 

重粒子医科学センター 

粒子線治療研究グループリーダー 

岡安 隆一 

  

２．中期計画 

・治療プロトコールごとの腫瘍制御率と正常組織

反応を求めること等を目的とした臨床試験デ

ータの解析のために必要な生物実験データを

提供する。 

・細胞・動物実験のデータと患者の線量分布の理

計算等から、腫瘍殺傷力と正常組織障害のリス

ク・ベネフィットを推定する。また、重粒子線

治療と他の放射線治療法において、それらを比

較するとともに、より効果の高い照射法を提案

する。 

・細胞・動物実験により、重粒子線に対し増感効 

果あるいは防護作用のある薬剤候補の探索、他

の放射線に強い抵抗性を示す低酸素がんに重

粒子線が有効であるメカニズムの解析、及び放

射線に照射された細胞以外の非照射細胞が受

ける間接的影響（バイスタンダー効果等）につ

いて研究し、治療の有効性を高め、新しい治療

法を開発するために必要な生物学的知見の集

積を図る。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）炭素線局所照射による誘発腫瘍の解析を行う

とともに、人為的に作成した感受性不均一腫

瘍の生体内での放射線感受性を検討する。 

 

２）分割照射に対し、正常細胞と腫瘍細胞の照射

効果の違いを利用した重粒子線療法最適化を

検討する。(臨床治療高度化研究グループと共

同研究) 

 

３）前年度の遺伝子発現解析の結果に基づき、特

に放射線（重粒子線）との関連が新たに明ら

かになった遺伝子に対し、RNA 干渉やノック

アウト等の手法を適用し、それらの機能解析

を開始するとともに、放射線治療への応用を

考案する。 

 

４）がん細胞特異的な増感剤の発掘とＸ線治療・

重粒子線治療への応用を踏まえた基礎実験を

続け、その細胞分子機構を検討する。 

 

５）In vivo, in vitro における細胞生存率の酸

素効果を比較する。 

 

６）抗酸化剤の反応速度解析をもとにした新たな

防護剤候補化合物の検索を続け、それらの細

胞レベルおよび in vivo での作用効果検討お

よび機構解析を行う。 

 

７）EPR 酸素濃度測定法をマウスに適用し、放射

線照射等による組織酸素濃度変化を明らかに

する。また、重粒子線によるレドックス状態

変化をモデル系で示す。 

 

８）バイスタンダー効果の線量・線質依存性に関

して継続してデータを蓄積する。 

 

９）重粒子線治療における数種類の移植がん組織

の分子病理的変化の違いを調べる。 

 

 

４．平成 20年度・実績 

１）局所照射の実験では、腫瘍誘発率が炭素線

15KeV/μm ではガンマ線と比べて低く、45 

KeV/μm ではガンマ線とほぼ同様であるこ

とを確認した (下図)。人為的に作成した感

受性不均一腫瘍の実験では、10%の感受性腫

瘍の影響が、増殖遅延に大きく影響してい

ることが示された。（影響学会で発表） 

 

 

 

 

 

 

２）皮膚反応を観察する正常組織分割照射の実験

では、線量/分割と総線量の逆数でプロット

すると、ガンマ線では直線になるのに対して、

炭素線では LET が高くなるほど、少数分割粋

で非直線的になり、このタイプの解析法は高

LET では不適であることが示された。(臨床治

療高度化研究 G と共同研究)（影響学会で発
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表） 

 

３）HiCEP を用いた網羅的遺伝子発現解析の結果

に基づき、これまで放射線（重粒子線含む）

との関連が明らかでなかった遺伝子（ASPM：

右図で緑の島が ASPM 蛋白）を新規に同定し

た。同遺伝子については、放射線との関わり

を明らかにするため、ノックアウトマウスの

作製にとりかかった。同様にして選ばれた放

射線応答遺伝子のなかから、RNA 干渉を行う

ことにより、放射線治療増感剤として放射線

治療への応用が可能な遺伝子標的候補をい

くつか見出した。(一部を BBRC 誌に発表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）がん細胞特異的な増感剤候補として、スルフ

ォラファン、BRCA2 siRNA 等に着目し、これ

らと X線・重粒子線との併用で生存率や DNA

修復阻害への影響を観察し、増感の分子機構

について解明した。（一部を BBRC 誌に発表、

一部は Int. J. Cancer で印刷中）脊索腫細

胞株を米国財団より入手し、放射線感受性に

関する実験を始めた。光子線と比べて重粒子

線がなぜ有効かについての原因のひとつが、

細胞周期上での感受性の制御にあることを

確認し、その分子機構の解明を始めた。(一

部の内容で論文執筆中) 

 

５）マウスの扁平上皮がんを用いた酸素効果の実

験では、その生存率において、in vivo 環境

下での酸素効果が in vitro に比べて、小さ

くなることが示された。(影響学会等で発表) 

 

６）X 線によるマウスの骨髄死防御に有効な化合

物が、炭素線によるマウス骨髄死も同様に防

御することを見出した。ブラジル産プロポリ

ス由来の抗酸化物質の化学修飾により、フリ

ーラジカル消去活性を約 8 倍増強(右図がそ

の化合物)することに成功した。メラトニン

やその代謝物の AFMK の前投与により、放射

線照射後のマウス脳海馬歯状回における神

経細胞再生阻害が、緩和されることを明らか

にした。（J.Pineal Res.誌に発表） 

 

 

 

 

 

 

７）常磁性酸素濃度プローブ（LiNc-BuO）をマウ

ス大腿部筋肉中に植え付けたESRスペクトル

線幅を L-band in vivo ESR で測定、大腿部

筋肉中の酸素濃度の変化を経時的に測定す

る実験系を確立し、放射線防護剤のアミフォ

スチン投与により組織酸素濃度が減少する

ことを見出した。ニトロキシルラジカルとグ

ルタチオンを含む水溶液に放射線を照射し

た時にニトロキシルラジカルが消失する反

応を利用し、照射によって生じるフリーラジ

カル生成をESR法あるいはMRIで検出する方

法を確立した。 ESR スペクトル－空間画像の

簡便なデータ取得法を新たに考案し、ESR 画

像化装置で3次元 ESRスペクトル－空間画像

を 再 構 成 す る こ と に 成 功 し た 。

（J.Magn.Reson.誌に発表） 

 

８）バイスタンダー効果の線量・線質依存性に関

して、放医研 SPICE（陽子線）、原研高崎 TIARA

（炭素線・アルゴン線）、物構研 PF（軟 X線）

のマイクロビームを用いてデータの蓄積を

行い、 粒子線では強く見られるバイスタン

ダー効果が、X線では同等 の線量の照射であ

っても検出が困難である事が判った。（影響

学会で発表・総説発表） 

 

９）X線照射によるヌードマウス移植ヒト大腸が

んの病理組織学的変化及びがん幹細胞への

影響を調べ、X線と比較し炭素線照射後は、

ほぼ完全な腫瘍制御が観測されるとともに、

幹細胞マーカーのCD133発現も X線照射では

増強されるが、炭素線照射後は抑制された。

(影響学会で発表･論文執筆中) 

 

 

OH
HO

OH
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 (1)．B．③  網羅的遺伝子発現解析法の診断・治療への応用に関する研究 

 

１．課題代表者 

重粒子医科学センター 

先端遺伝子発現研究グループ 

安倍 真澄 

 

２．中期計画 

・網羅的遺伝子発現解析法（HiCEP 法）の高度化

を進め、血液等の臨床サンプルにも適用可能な

方法を確立する。 

・上記の解析法を用いた新しい腫瘍の診断法や治

療効果の評価法を開発する。また、放射線によ

る正常組織の障害発生に重要な役割を果たし

ている幹細胞の機能を遺伝子発現の観点から

明らかにする。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）扁平上皮がんの解析とマーカー探索 

 

・昨年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する

倫理審査委員会の承認を受けた食道がん臨床

試料の遺伝子発現量解析を開始する。 

・倫理審査過程で上の研究課題とは別に扱うこ

ととなった血液試料解析についても倫理審査

委員会の承認を得て解析作業を開始する。２）

肺、肝臓以外の腫瘍における短期照射の臨床

試験、照射後再発腫瘍に対する臨床試験、ま

た他治療との比較のための臨床研究を立案す 

る。 

 

２）新規幹細胞特異的遺伝子の機能解析 

 

・生殖系幹細胞機能に関与する遺伝子の単離を

試みる。 

・生殖系幹細胞の純化を試みる。 

・精巣の成熟度を一目で確認できる技術の完成。 

 

３）遺伝子発現解析で得られた候補遺伝子の遺伝

子改変マウスを用いた機能解析 

 

４．平成 20年度・実績 

１）扁平上皮がんの解析とマーカー探索  

 

①環境整備；委員会による承認、研究エリアの

構築また共同研究基盤の強化。 

・実験計画について、委員会の承認を得た。

また食道がん患者の血液サンプルの解析

も合わせ行うことの重要さが関係者より

指摘され、 この計画の承認も得た。 

・千葉大学との間で、各ステップへの担当者

の確認など責任体制整備を中心に共同研

究基盤の強化を図った。 

・ヒト検体解析用に関係部署の協力を得て、

DNA 解析棟をヒトサンプル解析可能なエリ

アとして設定できた。 

・患者さんへインフォームドコンセントを得

る為等の説明用パンフレット及び組織の

構築を行った。 

・ヒト情報の匿名化システムを構築した。 

 

②ヒト検体解析へのチューニング 

 

 a)大量解析システム構築（HiCEPer と 3730 

シーケンサーの評価） 

・96穴プレートを用いた HiCEP 自動反応機の

耐久テストと改良を重ねることで、多数検

体の一括処理シーケンスにおけるどの検

体間でもきわめて高い再現性の鋳型調製

が実現し、実際にヒト検体への適用目処が

立った。従来機である ABI3100 型に加えて

3730 型シーケンサーの適用についてもデ

ータ処理方法の改善を進め、測定精度を維

持したまま従来機の3倍に相当する測定ス

ループットを得ることに成功している。 

 

b)ヒトサンプルでのパイロット実験 

・マウス血液による予備実験を踏まえて、さ

らにヒト血液による予備試験をおこない、

実際のヒト血液からの安定した HiCEP 適用

品質の全 RNA 抽出手順を確立した。1ミリ

リットルの血液採取で複数回の発現解析に

十分な量の試料が得られ、提供者の負荷を

軽減して網羅的発現解析を実施することが

可能となった。 

 

③食道がん臨床サンプル解析に備えた食道が

ん細胞株の放射線応答性解析 

・元株および造腫瘍性が昂進した亜株の 2系

統の食道がん細胞株について、X線照射によ
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り発現変動する34個の放射線誘導性遺伝子

を同定した。本解析結果と実際の生検試料

を比較することにより、生検試料解析を加

速する。 

 

 

２）新規幹細胞特異的遺伝子の機能解析 

 

①生殖系幹細胞機能に関与する遺伝子の単離

を試みる。 

・前年度までに作製した精子幹細胞に高発現

する遺伝子ノックインマウスを用いて、幹

細胞画分を集めて網羅的遺伝子発現解析

（HiCEP）を行った。その結果、既知幹細

胞マーカーを含む200個の候補遺伝子が同

定できた。In situ hibridization 等によ

る絞込みの結果、有望な転写因子１つを同

定し、更なる解析のため、ノックアウトマ

ウス作製中である。当初の目標どおり順調

に進んでいる。 

  

②生殖系幹細胞の純化を試みる。 

・上記「生殖系幹細胞機能に関与する遺伝子

の単離を試みる。」に記述。精子幹細胞特

異的な遺伝子の発現を指標に、精子幹細胞

を精巣から純化することに始めて成功。そ

の機能を探索中。 

 

③精巣の成熟度を一目で確認できる技術の完

成。 

・組織幹細胞の分化を正確に簡便に観察でき

るシステムの重要性は、血液幹細胞の研究

で明らかである。我々は、フローサイトメ

ーターによる、精子幹細胞分化観察システ

ムの構築に成功した。 

 

④間葉系幹細胞から骨格系細胞への分化、決定

に関わる分子の単離と機能解析 

・HiCEP 法によって単離した遺伝子の絞り込み

として 

a) 網羅的発現解析法として in situ 

hybridization in sections も行い、

骨格原基に特徴的に発現する分子群を

同定した。 

b) それらを発現するアデノウイルスベク

ター、レトロウィルスベクターを構築し

た。 

c) 一部のものはトリ胚肢芽を用いたエレ

クトロポレーションによる、骨格原基へ

の遺伝子導入を行い、骨格形成に影響を

及ぼすものを見いだした。 

 

・分化に関わる分子として PRDC の機能を明ら

かにした(論文 2)。 

 

・機能解析手法としての技術の改良を行った。 

 

 

３）遺伝子発現解析で得られた候補遺伝子の遺伝

子改変マウスを用いた機能解析 

 

①上記精子幹細胞に高発現する遺伝子の、高発

現トランスジェニックマウスを作製し、3ファ

ウンダー樹立した。本遺伝子を高発現するこ

とにより、精巣機能に大きな異常は見られな

いことが明らかになった。更なる解析を行っ

ているところである。 

 

②本研究室で作製した、早老症関連遺伝子のノ

ックアウトマウス（胎児）の染色体解析を行

った結果、-/-マウスにて優位に染色体異常が

観察された。現在個体数を増やして解析を行

っている。 

 

③概日リズム関連遺伝子のノックアウトマウス

を作製し、概日周期、光応答性を測定した。

個体数を確保することに時間がかかったが、

-/-マウスにおいて概日リズムにおける異常

は検出されなかった。 
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(1)．B．④ 成果の普及及び活用 

 

 

１．課題代表者 

重粒子医科学センター運営企画室長 

伴 貞幸 

 

２．中期計画 

重粒子線によるがんの臨床研究や放射線治療

効果の向上に関する生物学的研究の成果をも

とに、重粒子線治療の研究を行っている他の研

究機関とも共同して、重粒子線の臨床的生物効

果比（RBE）の国際基準を提案する。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）国内外でのシンポジウム、研究会、出版物、

関連学会、外部視察、研究交流、一般公開講

座、プレスリリースなどにより、積極的な広

報活動を行う。 

 

２）連携医療機関で医療情報を共有するシステム

の設計開発およびオープンソースソフトウ

エアの開発を進める。さらに、医療情報の監

査システムも同様にオープンソースソフト

ウエアで公開する準備を行う。 

 

３）国内外の粒子線治療を計画している施設を支

援する。 

 

４）放射線治療の品質管理に資するため、全国規

模の線量外部監査制度の確立のため技術支

援を行う。 

 

５）重粒子線治療のRBE等に関するICRU/IAEA報告

書作成に貢献する。 

 

６）IAEA/RCAのトレーニングコースや、医学物理

士の訓練、内外よりの研修生の受け入れ等を

通じて、外部に放医研の知識経験を提供する。 

 

７）医学利用放射線の線量評価および医療被ばく

の実態調査などを公表することにより、医療

における線量最適化に貢献する。 

 

８）国連科学委員会（UNSCEAR）の医療被ばくに

関するアンケート調査に協力すると共に医   

療における被ばく測定データを提供し、報告

書作成に貢献する。 

 

 

９）粒子線治療施設の防護に関するICRP報告書作

成に貢献する。 

 

10) 放医研で行われている遺伝子多型解析の成

果を世界に発信するために、IAEA 

Cooperative Project (CRP E3.30.25) : 

Resource Sparing Radiotherapy for Breast 

Cancer 開発途上国における進行性乳がん治 

療法の比較試験における付随遺伝子研究に

参加する。 

 

11) 放医研で行われている遺伝子多型解析の成

果を臨床研究分野に発信するために、日本臨

床腫瘍研究グループの「T1-2N0M0声門がんに

対する放射線治療の加速照射法と標準分割

照射法のランダム化比較試験」の付随遺伝子

研究解析に参加する。 

 

12) アジア諸国を対象とした線量の郵送調査を

実施するとともに、ガラス線量計による線量

調査システムの国際比較を実施する。厚労省

がん研究助成金 鎌田班と協力し、粒子線施

設間の線量相互比較実験に着手する。外部放

射線治療における吸収線量の標準測定法（標

準測定法01）のアップデートに着手する。 

 

13) その他、重粒子医科学センターの領域におけ

る展開に資する活動を行う。 

 

 

４．平成 20年度・実績 

１）国内外でのシンポジウム、研究会、出版物、

関連学会、外部視察、研究交流、一般公開講

座、プレスリリースなどにより、積極的な広

報活動を行う。 

 

①シンポジウム、研究会、関連学会等の学術的

会合：下記を含む 9件 

・7月 12日：財團法人張榮發基金會 重粒子

線醫療研究院 2008 学術講演会（台北）参加

者 276 名。  

・平成21年3月16－17日：NIRS-ETIOLE Joint 

Symposium on Carbon-ion Therapy (Lion) 

参加者 125 名 

・重粒子医科学センター研究交流会：8回  
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・重粒子線治療ネットワーク関連会議：150

回 

・関連学会講演：43件  

 

②出版物：2件 

・放射線医学総合研究所演講、張榮發基金会

重粒子線醫療研究院協賛 

「2008 學術演講會 會議手冊」（7月 12日、

重粒子線醫療研究院、台北） 

・丹羽太貫：粒子放射線科学に関する助言委

員会報告、放射線科学第 51巻、第 7号、 

2008 年． 

 

③外部視察（広報課、国際係との連携） 

・国外からの視察・見学者数：222 人 

（所内全体での実績。大多数が 重粒子医科

学センターを視察・見学している） 

・国内の視察・見学者数：4,333 名 

（所内全体での実績。大多数が重粒子医科学

センターを視察・見学している） 

 

④研究交流 

・台湾 財団法人張榮發基金会との「研究・医

療協力に関する取決め」締結 

・中国 科学院近代物理研究所［IMP］との研究

協力を含む包括的協力協定締結 

・コロラド州立大学との包括的研究協力協定締

結 

・以下、協定締結準備中 

a)中国科学院高能物理研究所［IHEP］との包

括的協力協定 

b)カロリンスカ研究所との「放射線診断およ

び放射線治療の分野における研究協力協 

定」 

・平成 20年度グローバル COE に千葉大と放医

研にて共同提出した「免疫システム統御治療

学の国際教育研究拠点」が採択された。 

 

⑤一般講演会：2件 

・7月 9日：放医研 第 10回一般講演会「重粒

子線治療と放射線防護」(於 東京) 

・11 月 5日：第 11回一般講演会「重粒子線が

ん治療と海洋環境放射線」(於 水戸市） 

 

⑥プレスリリース：7件 

（研究成果関連） 

 

・11 月 20 日：両親由来の染色体 DNA 断片

を個別に増幅する技術の開発に成功， 

ゲノム診断研究グループ 

・平成 21年 2月 26 日：遺伝性小頭症遺伝

子 ASPM、放射線の照射によって遺伝子発

現が減少，粒子線生物研究グループ            

 

（協定・講演会関連） 

・4月 11日：「粒子線がん治療の臨床上の

諸問題」に関する放医研と MDアンダー

ソン癌センターとの合同シンポジウム

開催                    

・6月 11日：放医研第 10回一般講演会「重

粒子線がん治療と放射線防護」を開催   

・8月 8日：放医研第 13回公開講座「緊急

被ばく医療と重粒子線がん治療」を開催 

（千葉県政記者クラブのみ） 

・10月 16 日：放医研第 11回一般講演会「重

粒子線がん治療と海洋環境放射能」を水

戸市で開催 

・11月 11 日：放医研、国際オープンラボ

ラトリーを開設 

 

⑦外国からの医療相談：国際係を通して 30

件の問い合わせがあった。 

 

２）連携医療機関で医療情報を共有するシステ

ムの設計開発およびオープンソースソフ

トウエアの開発を継続中である。さらに、

医療情報の監査システムも同様にオープ

ンソースソフトウエアで公開する準備と

して、基本機能の洗い出しを行っている。 

 

３）オープンソースソフトウエアを開発中で

あり、施設連携用のソフトウエアは、IHE

のXDSの仕様に合致したものを開発終了

し、今後は、XDS.bの仕様のソフトウエ

アを開発している。また、システムのロ

グを集積して監査上アラームを発する

システムの開発を準備している 

 

４）群馬大学重粒子線照射施設建設への各種支

援 

 

５）佐賀県「九州先端医療がんセンター（仮称）」

事業推進委員会への委員派遣 
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６）神奈川県 重粒子線治療装置基本構想策定

委員会への委員派遣    ･･･等 

 

 

 

７）放射線治療の品質管理に資するため、郵送

用蛍光ガラス線量計の照射野に対する応

答特性を取得し、照射適用範囲を5×5～25

×25cm2まで拡大することを可能にした。 

 

８）引き続きICRU報告書作成に向けた協力を行

い、ドイツ・ハイデルベルクにて治療計画、

臨床結果に関する作業会合をもった。また、

RBEに関するIAEAの報告書は今年TRS461と

して上梓された。 

 

９）重粒子医科学センターへの研修生受入：19

名 

 

10）線量評価研究として、診断関連では肺がん

について検診時の被ばく線量を測定し、報

告した。放射線治療では、陽子線及び炭素

線治療場での中性子線量を測定した。また、
125I 密封小線源治療時の術者の被ばく線

量を測定し、報告を行った。実態調査では、

X線CT・X線診療の実態調査結果について、

報告に向け解析を進めている。 

 

11）UNSCEARは既に提出されている日本を含め

た世界各国からのデータに基づき報告書

を作成中であり、UNSCEAR国内対応委員会

メンバーとして、報告書ドラフトの医療被

ばくに関する項目についての議論に協力

した。 

 

12) 昨年度まで行われた厚労科研費「重粒子線

治療等新技術の医療応用に係る放射線防

護のあり方に関する研究（主任研究者：放

医研辻井理事）」の報告書の英訳作業をメ

ンバーで分担して行い(総記として学術雑

誌に公表した)、ICRPへ情報提供ができる

よう準備を進めている。 

 

13) 放医研で行われている遺伝子多型解析の

成果を世界に発信するために、IAEAとの共

同プロジクトとして、開発途上国における

進行性乳がん治療法の比較試験における

付随遺伝子研究を行う基盤を整備した

（IAEA Cooperative Project (CRP 

E3.30.25) : Resource Sparing 

Radiotherapy for Breast Cancer）。各国

参加施設において倫理委員会により本研

究が承認され、現在までに、160症例の登

録が行われている。 

 

14) 遺伝子多型解析の成果を臨床研究分野に

発信するために、JCOG放射線治療グループ

と共同で、JCOG0701「T1-2N0M0 声門がん

に対する放射線治療の加速照射法と標準

分割照射法のランダム化比較試験」の付随

遺伝子研究解析を行う基盤を整備した。こ

れまでに臨床研究計画書に対応した遺伝

子研究計画書（案）を作成した。 

 

15) フィリピンに対する治療線量の郵送調査

を実施した。ガラス線量計による線量調査

システムの国際比較の一環として、IAEA と
60Co－γ線線量相互比較実験を実施し、1％

以内で一致することを確認した。国内の粒

子線施設間の線量相互比較実験を実施し、

0.4%の標準偏差で線量の均一性を確立し

た。外部放射線治療における吸収線量の標

準測定法（標準測定法 01）の見直しに着手

した。 

 

16) 年度計画に沿った具体的活動を実施して国

内外に研究成果を発信し、その活用を促す

活動を行っている。
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(1)．C．分子イメージング研究 
 ①  腫瘍イメージング研究 

 

１．課題代表者 

分子イメージング研究センター 

分子病態イメージング研究グループリーダー  

佐賀 恒夫 

 

２．中期計画 

腫瘍に特異的に発現する分子を検出する放射 

性分子プローブの開発を行い、腫瘍の分子特

性や遺伝子発現を定量的に評価する方法を確

立し、腫瘍の治療に対する反応性や転移可能

性等、腫瘍の性質の評価を含めた早期がんの

診断法を開発し、複数のがん種について臨床

応用を図る。それにより、重粒子線がん治療

の成果向上に貢献する。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）放医研にて使用可能な腫瘍 PET プローブを用

いた臨床研究 

・ 現 在 施 行 中 の 臨 床 研 究 (FLT-PET 、

Cu-ATSM-PET)を継続し、症例数・フォロー

アップ期間を増やすとともに、その臨床的

有用性についての初期成果をまとめる。 

・新規イメージングプローブ（チオチミジン）

の安全性・変異原性試験を行い、その結果

を受けて臨床応用を開始する。 

 

２）疾患(腫瘍)モデルを用いたイメージングプロ

ーブの前臨床評価 

・乳がん骨転移モデルの開発・確立を行い、そ

れを用いたプローブ評価、治療薬の評価の

検討を開始する。 

・これまで確立したモデル動物を用いて、標識

プローブ(FLT、FDG、Cu-ATSM など)の評価を

行い、疾患の病態解明、治療抵抗性と腫瘍

内低酸素との関連、治療効果評価における

有用性を検討する。 

 

３）新しい腫瘍分子イメージングプローブの開発

に向けた基礎研究 

・悪性腫瘍患者で高発現している血中タンパク

について、より多くのサンプルでの検証を行

い、候補タンパクの中からイメージング標的      

に適したマーカーを選択し、その機能評価を

行う。 

・機能スクリーニングから見いだした中皮腫

増殖関連遺伝子の機能解析を進め、イメー

ジングおよび治療標的としての基礎検討を

行う。 

・放射性標識抗体プローブ(抗 c-kit、EGFR、

HER2 抗体など)の研究を継続し、臨床応用に

向けた改良(高親和性抗体の導入、低分子量

化、SPECT/PET 核種での標識法の最適化及び

その動態解析、イメージング)を行う。 

・RGD ペプチド誘導体を用いる新生血管および

腫瘍のPET/SPECTイメージング基礎研究(標

識法の最適化、モデル動物での分布実験な

ど)を行う。 

・EGFR 活性化を特異的に検出するプローブを

作成し、そのインビトロ・インビボでの動

態を検討する。 

 

４）アスベストによる中皮腫がん細胞およびその

発がん機構の解析による、中皮腫イメージン

グに応用可能な特異的な分子の探索 

・中皮腫がん細胞およびその発がん機構に関

する研究を継続し、その中からイメージン

グの標的となりうる分子の検索を行う。 

・中皮腫特異抗体プローブの改良(投与量・標

識法の適正化、腫瘍集積性検討など)を行う。 

 

 

４．平成 20年度・実績 

１）放医研にて使用可能な腫瘍 PET プローブを

用いた臨床研究 

 

・核酸代謝プローブ FLT を用いた PET による

重粒子線治療効果判定に関する臨床研究を

継続、症例を蓄積(肺がん 21 例、48 回、頭

頚部がん 9例、15回)するとともに、その有

用性の評価を行った。肺がんの重粒子線治

療においては、治療 3 ヶ月後に FLT 集積が

有意に低下するが、放射線肺臓炎により集

積が影響を受けること、FLT 集積により、治

療後の再発・転移を予測できる可能性があ

ることを国際学会で報告した。また、肺が

んに対する FLT-PET にて偶然に胃がんの発

見された症例を論文報告した。また、

FLT-PET により重粒子線照射領域の骨髄の
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活動性の変化を鋭敏に評価できることが明

らかとなった。FLT-PET 検査を受けた被験者

に対するフォローアップ検査のプロトコー

ルを新たに開始した。 

 

・低酸素マーカーの Cu-ATSM の共同研究を継続

して行った。放医研では、子宮頚がん治療予

定患者(重粒子または Linac)を対象に、これ

まで 17例、32回、膵がん治療予定患者を対

象に、これまで 4例、4回の検査を行った。

Cu-ATSM の腫瘍集積性(腫瘍・筋肉集積比)と

治療効果との関連を評価中である。 

 

・直腸がん再発患者に対するメチオニン PET が

重粒子線治療の早期効果判定に有用である

との評価結果を論文報告した。 

 

・新規低酸素プローブ FAZA を用いた PET の臨

床研究を開始すべく、癌研病院、千葉大と協

議した。癌研病院との共同研究に関しては、

12 月に治験等審査委員会の承認を得ており、

これから開始の予定である(対象：局所進行

直腸がんに対する術前放射線化学療法、肺が

んに対する根治的放射線治療)。 

 

・順天堂大学との共同研究として、アスベスト曝

露患者の中で、腫瘍マーカー高値を示す高リス

ク群を対象としたFDG-PETによる中皮腫2次ス

クリーニングの臨床研究を開始した。 

 

 

２）疾患（腫瘍）モデルを用いたイメージング

プローブの前臨床評価 

 

・本年度、新たに乳がん骨転移モデルを確立し

た。X線写真、CT、FDG、F-、発光による骨転

移イメージングの基礎検討を行ったところ、

X線写真、CT、発光がその検出に適している

ことがわかった。 

 

・肝臓移植の急性拒絶の非侵襲的診断法の基礎

検討として、ラット肝移植モデル動物におけ

る FDG集積性の経時変化組織像の比較検討を

行い、FDG-PET が急性拒絶の早期診断のみな

らず、免疫抑制剤による拒絶の治療効果判定

にも有用であることを論文発表した。 

 

 

 

・これまでに確立した中皮腫モデルマウス(上

皮型、肉腫型)を用いて、重粒子線治療の可

能性を探るとともに、その治療効果判定を

PET で評価可能かどうか、[3H]FLT と[14C]FDG

の照射前後の腫瘍集積の経時的変化を評価

している。 

 

 

３）新しい腫瘍分子イメージングプローブの開

発に向けた基礎研究 

 

・前年度のプロテオーム解析により、中皮腫

患者で高発現しているスポットを発見した

が、中皮腫特異的タンパクでは無いことが

判明した。そこで、より効率的な標的探索

に向けて、細胞株を使った細胞膜タンパク

の比較を Lc-Ms/Ms で行い、上皮型、肉腫型

それぞれに高発現しているタンパクが発見

された。 

 

・機能スクリーニングから見いだした抗アポ

トーシス作用を有する中皮腫増殖関連遺伝

子に対し、siRNA で抑制した細胞でのアポト

ーシス関連分子の発現などを解析した。ま

た腫瘍モデルにおいてもアポトーシスを誘

導し、腫瘍増殖を抑制することを明らかに

した。正常中皮細胞での増殖抑制はあまり

なく、有望な治療標的であることが示唆さ

れた。 

 

・消化管間質腫瘍の腫瘍マーカーである c-kit

に対する抗体プローブの開発を継続して行

った。IgG での検討に加え、今年度は血中ク

リアランスの改善に向け Fab での評価を行

った。また、新たにヒト抗 EGFR 抗体を用い

た検討をスタートした。さらに、SPECT イメ

ージングから PET イメージングへの展開に

向けて、中半減期 PET 核種である 64Cu 標識
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法の基礎検討を行い、バッファーを最適化

することにより、抗体活性を保持できるよ

り温和な条件下で高い標識効率を実現した。 

 

・共同研究先とともに放射性 Cu標識のためのキ

レート構造を持つ RGDペプチド誘導体を合成、

標識条件を検討した。この結果に基づいて誘

導体の改良を進めている。さらに、RGD モノ

マーおよびマルチマーのインテグリンへの

結合特性を検討し、αvβ3以外のインテグリ

ンイメージングの可能性を探っている。 

 

・EGFR の活性化を特異的に in vivo でイメージ

ングするプローブについての検討を進め、

EGFR のアダプタープロテインである Grb2 の

SH2 ドメインがプローブの基本構造として有

効であることを明らかにした。プローブの生

体内での安定性・取り込み率の向上のための

検討を続けている。 

 

・放医研での 63Zn 製造システムの完成を受け、

Znキレート剤を用いる Zn代謝に基づいた腫

瘍イメージング法開発の可能性について検

討している。 

 

 

４）アスベストによる中皮腫がん細胞およびその

発がん機構の解析により、中皮腫イメージン

グに応用可能な特異的な分子の探索 

 

・昨年度の微量元素解析研究により、中皮腫細

胞で Mnの濃度が高いこと、およびこの現象

に Mn-SOD が関与していることを明らかとし

たが、これらを標的とするイメージング法の

可能性について検討を進めている。これまで、

培養細胞レベル、および担がんマウスモデル

で有望な結果を得ており、現在、特許申請の

可能性について調査中である。 

 

・中皮腫細胞内の微量元素解析を行いイメージ

ング標的として応用可能な微量元素を探索

している。この過程でいくつかの中皮腫細胞

ではMnやCuの細胞内濃度が中皮細胞に比べ

上昇していること、Mn 濃度の変化に Mn-SOD

が関与していることが明らかになった。 

 

・中皮腫マーカーの ERC/mesothelin を認識する

抗体イメージングの検討を継続した。20年度

は、低分子量の Fab 抗体の細胞および担がん

マウスでの腫瘍集積性を検討した。IgG に比

し早期に高い腫瘍・バックグラウンド比が得

られることが確認され、PET への応用の可能

性が示された。 
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(1)．C．② 精神・神経疾患イメージング研究 

 

 

１．課題代表者 

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リーダー  

須原 哲也 

 

２．中期計画 

・神経系の相互作用を含む脳内分子間反応の基礎

的研究を行うとともに、精神・神経疾患におけ

る脳機能障害のメカニズムの分子レベルでの

解析を通じて、病態診断や薬効評価の分子指標

を開発する。それによって、アルツハイマー病

の発症前診断等革新的診断法の開発や、PET 分

子イメージングの特長を活かした薬理学的解

析手法の高度化による、新たな薬効評価手法の

確立とその臨床応用を図る。 

 

３．平成 20年度・計画 

（脳病態研究チーム） 

１）ドーパミン D2 レセプター測定用のアゴニス

トリガンド[11C]MNPA の正常人における動態測

定および定量法の開発を行う。 

 

２）新規の末梢性ベンゾジアゼピンレセプター測

定用のPETリガンド[11C]AC-5216の正常人にお

ける動態測定および定量法の開発を行う。 

 

３）セロトニン作動性神経系の神経伝達機能に関

する正常データベースの作成、整備と高次脳機

能との関連について神経心理学的指標を用い

て評価する。 

 

４）ドーパミン作動性神経系のシナプス前後の各

種神経伝達機能分布と高次脳機能との関連に

ついて神経心理学的指標を用いて評価する。 

 

５）[11C]DAA1106 を用いたうつ病におけるミクロ

グリア機能の評価をする。 

 

６）[11C]DOPA を用いた統合失調症における抗精神

病薬服薬後の脳内ドーパミン生成能変化につ

いての解析を行う。 

 

７）抗精神病薬投与によるドーパミン D2 レセプ

ター遮断作用が記憶機能へ及ぼす影響につい

ての機能的 MRI を用いて評価する。 

 

８）FTDP-17 認知症の無症候性保因者における脳

内アセチルコリン作動性神経系機能、ドーパミ

ン作動性神経系機能、ミクログリア機能の評価

をする。 

 

（分子生態研究チーム） 

１）精神疾患モデルマウスのモノアミン神経伝

達異常と行動異常の相関解析に基づき、行動

異常を薬理学的に是正する治療法を検索する。

また、PET と電気生理検査を組み合わせること

によっても、モノアミン神経伝達を制御しう

る薬物治療に関する研究を行う。 

 

２）アルツハイマー病モデルマウスの生体イメ

ージングシステムを複数の 18F 標識新規アミ

ロイドプローブの評価に応用し、早期診断と

治療薬評価に有用なプローブの確立を目指す。

非アルツハイマー型の認知症とアルツハイマ

ー病の鑑別に有効なプローブの開発を進める。 

 

３）末梢性ベンゾジアゼピン受容体と関連分子

を主軸として、グリア細胞の機能性分子の役

割を明らかにし、グリア細胞機能制御による

精神神経疾患治療法の開発を行う。 

 

（システム分子研究チーム） 

１）サルを用いて高次脳機能のうち学習・適応

に焦点を当てその局在とドーパミンとの関係

について研究する。 

 

２）情動・報酬系脳内神経ネットワーク機構解

明へ向けて、サルを用いた脳機能画像と神経

生理学・神経薬理学的手法との融合的実験シ

ステムの構築を行う。 

 

３）サルを用いてコカインへの精神依存に伴う

異常可塑性と関連脳領域でのドーパミン受容

体機能変化を評価する。 
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上図：New York Times の紹介記事 

右図：Science の月間閲覧ランキングで３位 

 

 

４．平成 20年度・実績 

（脳病態研究チーム） 

１）ドーパミン D2 受容体アゴニストリガンド

[11C]MNPA と新規の末梢性ベンゾジアゼピン受

容体リガンド[11C]AC-5216 の正常人における

動態測定および定量法の開発は、データ収集お

よび解析を終了し、臨床研究における最適な定

量法についての論文を投稿した。    

 

２）新しいグラフプロット法による脳神経伝達機

能定量測定法の開発については、その開発およ

び臨床 PET データ・シミュレーションでの妥当

性に関する論文を投稿した。 

 

３）セロトニン作動性神経系の神経伝達機能に関

する正常データベースの作成、整備と高次脳機

能との関連については、現在データ収集を終了

し、正常データベースが完成し、高次脳機能と

の関連について解析中である。 

 

４）ドーパミン作動性神経系のシナプス前後の各

種神経伝達機能分布と高次脳機能との関連に

ついては、今年度はドーパミン D1 および D2

受容体と認知機能との関連について検討し、高

次脳機能とドーパミン D1 受容体との二相性の

関係が明らかとなった。また fMRI を用いて嫉

妬などの社会機能を司る脳領域に関してもそ

の領域を明らかにすると共に、性差や状況によ

る 賦 活 部 位 の 違 い を 見 い だ し た

(Science,2009;IF36.372)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）[11C]DAA1106 を用いたうつ病におけるミクロ

グリア機能の評価については、明らかな脳内ミ

クログリアの活性化はみられないことが判明

した。 

 

６）[11C]DOPA を用いた統合失調症における抗精神

病薬服薬後の脳内ドーパミン生成能変化につ

いてはデータ収集を終了し現在解析中である。 

７）抗精神病薬投与によるシナプス前機能の変化

についての研究については、データ収集および

解析を終了し、またドーパミン D2 受容体占有

率測定における精度評価および測定の最適化

に関する研究についてはデータ収集および解

析を終了し、その最適化条件を明らかにした。 

８）認知症の一つである FTDP-17 無症候性保因者

における脳内アセチルコリン作動性神経系機

能、ドーパミン作動性神経系機能、ミクログリ

ア機能の評価については、データ収集および解

析を終了し、FTDP-17 無症候性保因者において

は脳内ドーパミン生成能は低下、一部のミクロ

グリアの活性化傾向が示唆された。 

 

(分子生態研究チーム) 

１）alpha-CaMKII 欠損マウスのオートラジオグラ

フィーによるモノアミン神経伝達異常の網羅

的解析を完了し報告した（Molecular 

Brain,2008）。同マウスの生体 PET イメージン

グではセロトニン 1A受容体の異常がオートラ

ジオグラフィーとは独立したパターンを示す

ことを明らかにし、そのメカニズム解明が精神

疾患治療に結びつきうることより、分子薬理学

的手法で解析中である。 

 

２）ドーパミン神経伝達とグルタミン酸神経伝達

の相関については、代謝型グルタミン酸受容体

5型(ｍGluR5)がドーパミントランスポーター

へ作用し、同トランスポーターの異常に基く精

神症状をｍGluR5 阻害により是正しうること

を、PET・マイクロダイアリシス・電気生理実

験による多角的解析より明らかにした(J 

Neurosci,2009;IF 7.490)。 

 

３）アルツハイマー病の老人斑に対する 18F 標識新

規アミロイドプローブとして、東北大学との共

同研究で開発した[18F]FACT に加え、米国 Avid

社との共同研究で[18F]AV-45 の特性評価を、老

人斑モデルマウスと microPET により実施した。

その結果、神経変性と結びつきが強い病的老人

斑（cored plaque）を検出する感度は、

[18F]FACT・[18F]AV-45 ともに従来の 11C 標識プ

ローブに匹敵することが判明した。アルツハイ
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マー病と非アルツハイマー型認知症を鑑別す

る PET プローブとして、タウ蛋白病変に対する

新規プローブを開発し、モデルマウスを用いて

世界初のタウ病変生体 PET イメージングに成

功した。 

 

４）末梢性ベンゾジアゼピン受容体が、グリア細

胞の亜型であるミクログリアとアストロサイ

トに発現し、その発現パターンによってグリア

細胞が神経保護作用と神経毒性のどちらを発

揮しているかを知ることが可能で、同受容体の

分子マーカーとしての新たな意義が明らかに

なった（J Neurosci,2008;IF 7.490）。また、

同受容体を高発現するミク

ログリアがケモカイン放出

を介して周囲の細胞に機能

障害をもたらすことと、同

受容体の阻害によりこの機

能障害をくい止めてアルツ

ハイマー病などの病態を改

善しうることを、モデルマ

ウスに対するミクログリア

移植により実証した。さら

に同受容体は神経細胞にも

発現しうることを発見し、

その意義について検討を進

めている。 

 

 

(システム分子研究チーム) 

１）サルに視覚運動適応学習課題を訓練し、小脳

後葉皮質における機能的境界（視覚と触覚に応

答する bimodal 細胞、両側性か否か、が 6葉で

明確に分かれる）の存在を明らかにした。 

 

２）「意欲」関わる側坐核、眼窩前頭葉皮質を中

心とする局在を同定した。 

 

３）サルを用いた静脈内自己投与実験でコカイン

に対する精神依存の機能局在を同定し、それら

領域におけるドーパミン神経伝達機能に関し

複数個体での一貫性と再現性を中心に検討中

である。さらに、その中枢のひとつとされる側

坐核への DBS（深部電気刺激）を検討中であり、

その抑制効果を評価中である。 
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(1)．C．③  分子プローブ・放射薬剤合成技術の研究開発 

 

１．課題代表者 

分子イメージング研究センター 

分子認識研究グループリーダー   

菅野 巖 

 

２．中期計画 

・上記①、②に必要な疾患特異的な評価ができる

多種類の分子プローブ（６０種類以上）の設計・

開発、利用目的に応じた最適の核種による標識法

の開発、極めて高い比放射能を有する薬剤の製造

法の開発等を、国の委託事業等の外部資金も活用

して推進する。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）腫瘍の悪性度診断や治療反応性予測を目的 

する放射薬剤（分子プローブ）開発。 

・チミジン誘導体を中心とした腫瘍イメージン

グプローブの開発。 

・新規機能評価の標識プローブの設計・評価。 

  

２）酸化ストレスおよび防御システムに関連す 

機能を捉える放射薬剤（分子プローブ）開発。 

・脳／血液排泄輸送系機能 Glutathione/GST 還

元系機能を捉える分子プローブの開発につ

いて、動物を用いた機能測定の評価と検証や

標識合成と動物による評価研究を継続的に

行う。 

 

３）心臓疾患の治療法の非侵襲的評価法の構築、

脳機能測定薬剤の有効性評価のためのマイ

クロダイアリシスを応用した放射能動態測

定法の開発などを進める。 

 

４）11C-PIB および 11C-MP4A/MP4P による PET 臨床

データについて、定量法および疾患への適用

の有用性を検討する。 

 

５）超高比放射能を有する 18F /11C 標識分子プ 

ーブを利用した結合実験を引き続き行う。 

 

６）放射性標識中間体[11C]アセチルクロライド、

[13N]アンモニア、[11C]ニトロメタン、[18F]

フルオロエチルブロミド等による標識合成

を引き続き行う。 

７）末梢性ベンゾジアゼピン受容体をはじめ、受

容体とトランスポーターのイメージング剤

を開発し、評価を継続的に行う。 

 

８）固体照射による、中寿命核種生産の最適化・

実用化を図る。 

 

９）マイクロダイアリシス radio-LC システムの

更なる超高感度化を推進し、内在性生理活性

物質とPETプローブの同時計測への適用を行

う。 

 

 

４．平成 20年度・実績 

１）腫瘍の悪性度診断や治療反応性予測を可能 

すると期待された4′-[methyl-14C] 

thiothymidineの安全性試験に関し委託試験

により遺伝毒性が確認された。 

 

２）脳／血液排泄輸送系機能のひとつであるMRP1

活性の定量測定を可能にするプローブをノ

ックアウトマウスにより検証し、世界で初め

て脳／血液排泄輸送系の定量測定を可能に

する方法論に基づくプローブの開発に成功

した。また、Glutathione/GST還元系機能を

捉える分子プローブ開発の基礎検討におい

て、有望な候補プローブを見出した。 

 

３）心筋梗塞後のテイネシンＣ発現に対する顆粒

球刺激因子（G-CSF）の効果を検討するため、

心筋梗塞モデルラットに111In標識抗テイネシ

ンＣ抗体を投与したところ、G-CSF投与群と

対照群で差が見られ、継続実験中である。 

 

４）11C-PIBおよび11C-MP4A/MP4PによるPET臨床デ

ータについて、これまでに無く独創的かつ

有用な定量法の開発に成功した。 

 

５）100Ci/μmol以上の超高比放射能を有する炎

症のPETプローブ[11C]DACを使用し、虚血動物

モデルのPETイメージングを行い、脳内にお

ける梗塞部位を検出することができた。一方、

通常の比放射能(1Ci/μmol)では、梗塞部位

を発見することができなかった。 
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６）[11C]アセチルクロライドを使用し、抗インフ

レンザ薬[11C]タミフルの標識合成と動物実

験を行った。また、[13N]アンモニアを用い、

[13N]ウレア及び[13N]カルバメート誘導体の

簡便な標識合成法を確立した。 

 

７）末梢性ベンゾジアゼピン受容体のPETプロー

ブを合成し、脳機能に対する評価を行った。

その中から、18Fで標識した3種の新規なトレ

ーサが有用であることが明らかとなった。ま

た、抗がん薬である[11C]イレッサがP糖蛋白/

乳がん耐性因子の機能を測定できることを

見出した。 

 

８）酸化テルルを用いてターゲットの冷却方法な

どの検討を行い15μA、30分間の照射で約

9mCiの124Iの製造を行うことができた。 

 

９）超高感度検出（検出限度1 Bq）を達成すると

ともに、サンプリング・分析の自動化・複数

部位の同時計測・内在性物質との同時測定を

実現し、従来は困難であったL-[11C]DOPAのラ

ット脳内動態のリアルタイムモニタリング

を可能とした。 
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 (1)．C．④ 次世代分子イメージング技術の研究開発 

 

１．課題代表者 

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リーダー 

菅野 巖 

 

２．中期計画 

・対象とする組織の機能を定量的かつ高精度にイ

メージングすることができるPETと核磁気共鳴

画像等の先端的生体計測技術の研究、複数の画

像化手法の融合等、次世代分子イメージング技

術の開発研究を進める。 

 

３．平成 20年度・計画 

（計測システム開発チーム） 

１）感温性リポソームを使用したマウス腫瘍モデ

ルでのDDSの可視化を開発し、100ミクロンの

空間分解能でのモニターを可能とする。造影

剤および薬剤の薬剤送達効果、造影効果、抗

腫瘍効果など多角的な評価系を実現する。 

 

２）量子ドットの応用により、蛍光と MRI の両方

で計測可能な複合ナノプローブ開発を行う。

また、MRI と ESR（電子スピン共鳴）の両方

で使用可能な造影剤の開発を行う。 

 

３）マンガン造影剤による免疫細胞標識法を用い

て、免疫細胞標識を、虚血性疾患モデルに対

して適用、移植細胞の追跡を行う。また、蛍

光およびSPECTなどマルチモーダルによる細

胞標識を検討する。 

 

４）MRIとPET/SPECT、CTで、測定対象の位置を正

確に保ったまま計測でき、画像の歪み等を補

正可能な計測クレードルを設計・製作する。 

 

 

（機能融合研究チーム） 

１）水拡散・T2緩和分離用シーケンスを作成し、

拡散強調下のfMRI信号源の探索を行う。 

 

２）昨年度までに作り上げたプロトン・炭素MRS

プロトコルを実際の糖代謝研究に応用して

いく。 

 

３）前立腺がんを対象に、水拡散異方性を利用し

たMRI腫瘍診断法の評価を行う。 

 

４）二光子励起に対する脳組織または腫瘍組織の

光学的特性を計測し、組織バックグランドに

対する蛍光指示薬の最適化を行う。 

 

５）レーザ顕微鏡法あるいは光学計測法を用いて

脳神経機能活動と脳微小循環動態の蛍光イ

メージングに有効な蛍光分子標識法を探索

する。 

 

６）脳神経活動あるいは脳微小細胞外組織に各種

刺激法を導入し、刺激に誘発される脳微小循

環反応を計測する。さらに薬理学手法を利用

し、各種血管刺激に対する脳微小循環調節を

担うメディエータ分子を探索する。 

 

 

（画像解析研究チーム） 

１）MAP推定およびパターン認識手法の併用によ

る参照領域を必要としない神経受容体定量

画像化アルゴリズムを開発する。 

 

２）統計的学習理論や平面交差法に基づいたPET

定量分子イメージング無採血化アルゴリズ

ムの実用化を図る。 

 

３）MAP推定並びに統計的アプローチによるグラ

フィカルプロット法の新規アルゴリズムを

開発する。 

 

４）小動物に対するPET分子イメージング定量系

を構築する。 

 

 

（イメージング物理研究チーム） 

１）測定対象部位の両側にリング状に検出器を配

置する Open PET に関して基礎的研究を行う。

特に、画像再構成法に関して検討を行う。 

 

２）PET画像の画質向上を目的として、次世代PET

に装備したDOI 検出器で得られる放射線の

位置、エネルギー、時間情報を活用した信号
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処理法を開発する。 

 

３）次世代PETの高速高解像力検出器として、シ

ンチレータ素子配列に対して受光素子配列

が3次元的光学結合をするシステムに関する

位置弁別特性を分析する。 

 

 

４．平成 20年度・実績 

(計測システム開発チーム） 

１）感温性リポソームを多機能化し、高磁場MRI

と蛍光の両方において、腫瘍集積と薬剤放出

の可視化に成功した。更に腫瘍に対し強い治

療効果が得られることを確認した（ISMRM 

2008で口頭発表）。 

 

２）量子ドットの応用により、蛍光とMRIの両方

で計測可能なプローブ開発が進められ､in 

vitroにて細胞内外への集積が確認された

（Bioconjug Chem. 2008で出版）。 

 

３）マンガン増感MRI法と高分解能マウスコイル

を使用して、脊髄損傷におけるグリオーシス

発生の可視化に成功した。マンガン造影剤に

よる免疫細胞標識をラット下腿筋虚血モデ

ルに適用し、in vivoでの移植細胞の追跡に

成功した。また、蛍光標識およびSPECTと比

較し、一致が見られた（World Molecular 

Imaging Congress 2008で報告）。 

 

４）MRIとESR（電子スピン共鳴）の両方で使用可

能な造影剤ニトロキシドの開発を行い、脳血

液関門を通過する動態を高磁場MRIで可視化

した（Chem Commun. 2009）。本研究は「見

える抗がん剤」として、読売新聞、NHKラジ

オ等のメディアで紹介された。 

 

 

 

 

 

 

 

(機能融合研究チーム） 

１）水拡散・T2緩和分離用シーケンスを作成し、

信号源の分離に成功した。 

 

２）小児のプロトンMRSの臨床研究に向けて、プ

ロトン濃度が大人と異なる小児脳でも定量

測定を行うことが出来るようにするための

基礎的解析を神奈川県立こども医療センタ

ーと共同で進めた。 

 

３）腫瘍内の水拡散異方性を画像化する腫瘍スト

ラクチャーイメージングを行い、正常組織で

は見られない、構造変化を観測した。 

 

４）二光子励起レーザー顕微鏡を用いた脳組織計

測のための蛍光指示薬最適化を行い、皮質深

部の安定した微小循環測定を可能とした。 

 

５）二光子励起レーザー顕微鏡を用いた脳神経機

能活動及び脳微小循環動態の各種計測方法

（3次元構造観察、2次元ダイナミック形態解

析法、局所動静脈画像法）を確立した。 

 

６）脳神経活動時の血管形態及び赤血球動態のダ

イナミック計測により血管拡張が賦活周辺

に限定された動脈であることを確認した。 

 

 

(画像解析研究チーム) 

１）参照領域省略の前提となる PET データ中の雑

音低減のために、Wavelet 変換に基づいた雑

音低減アルゴリズムを提案し論文発表した。

またPETデータの非等時間間隔性を考慮した、

主成分分析を用いての雑音低減手法を検討

した結果、雑音低減性能は満足できるものの、

動態解析手法および薬剤の動態に依存して

アルゴリズムの性能が変わることが判明し

た。 

 

２）アデノシン A1 及び A2A 受容体用リガンド及

びβアミロイド描出用プローブを中心に、無

採血化法の精度検証を実施し、採血法と同等

の性能が発揮されることを確認した。 

 

３）神経受容体定量画像化アルゴリズムの定番の

Logan plotの問題点であるPETデータ中の雑

音による過小評価を解決するためのアルゴ

リズムを提案した。Logan plotは、薬物動態

に対する制限が少なくかつ高速のアルゴリ

ズムであることから、その改良はPET定量分

子イメージングの可用性を拡大するもので

-41-



 

 

ある。 

 

４）齧歯類に対する定量PET分子イメージングの

実現に向けて、1μLの微少量採血およびこの

中の微量放射能を測定するためのシステム

の設計を行い、開発に着手した。また小動物

用PET装置のQC維持のための諸作業を、定常

的に実施した。 

 

 

(イメージング物理研究チーム） 

１）測定対象部位の両側にリング状に検出器を配

置する Open PET に関して、拡張した開放空

間を画像再構成できる検出器配列法を考案

した。 

 

２）次世代 PET に装備する DOI 検出器において、

層ごとにシンチレータの種類を変えること

により散乱成分の軽減が可能で画質が向上

できることを、シミュレーションで立証した。 

 

３）次世代PETの高速高解像力検出器として、シ

ンチレータ素子配列に対して受光素子配列

が3次元的光学結合をするクリスタルキュー

ブ 検出器を新規に提案し、一面に受光素子

を配列した検出器を試作して、位置弁別を最

適化する受光素子配列法を発見した。 
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 (1)．C．⑤  分子イメージング研究成果の普及及び応用 

 

１．課題代表者 

分子イメージング研究センター 

運営企画ユニット長  菅野 巖 

 

２．中期計画 

・分子イメージング研究で得られた成果につき、

他の機関との役割分担を考慮しつつ、その活用、

普及を推進する。 

 

３．平成 20年度・計画 

・分子イメージング研究によって得られた成果の

効率的な普及・活用を可能にする制度を設計し、

実施可能な部分について実施する。 

 

４．平成 20年度・実績 

（企画・研究推進室） 

 

１）学会等における広報活動 

・ 5月 22日－23日 第3回日本分子イメージン

グ学会（JSMI）場所：埼玉県さいたま市 

・ 6月 29 日－30日 第 24 回 DDS 学会 場所：

東京都港区 

・ 6月 14日－18日 第55回米国核医学会（SNM）

場所：アメリカ ニューオリンズ 

・ 7月 2日－4日 第7回国際バイオフォーラム 

場所：東京都江東区 

・ 10月 24日－26日 第48回日本核医学会 場

所：千葉県千葉市 

 

２）分子イメージング研究センター要覧 日本版

の全面改訂 

研究成果や設備・施設を大幅に更新し、より

内容の充実を図った。 

 

３）公開シンポジウムの開催 

・ 第 3回分子イメージング研究センターシンポ

ジウム 

・ ｢脳科学における分子イメージングの将来

像｣ 

・ 文科省分子イメージング研究プログラム 

放医研・理研 合同シンポジウム 

・ 「飛躍を迎えた創薬・疾患診断研究」 

 

４）画像診断セミナーの開催 

・第 3回 平成 21年 2月 27、28 日 

今年度より、(中)日本核医学会認定医 (専門

医) 資格更新制度に関する学術集会の認定

（3   点）および、核医学専門技師認定申

請・更新のための研究会・研修会の認定（5

点）を受けた。 

 

５）センターミーティングの開催 

平成 20年度は計 7回開催した。研究進捗状

況の周知のみならず、刻々と変化する研究環

境に関する講演会や若手受賞者講演会を企

画して研究者の意識向上やシーズの発見を

目指し、センターが一丸となって研究を推進

できるよう情報共有を図った。 

 

６）外部機関との共同研究等の推進 

国内外機関における共同研究、受託試験等の

円滑な契約のための交渉や支援を行った。 

研究企画・産学連携に関わる専門コーディネ

ーター業務確立のための研修に参加した。 

 

７）放射薬剤に関する普及のための制度設計を行

った。 

 

８）被験者放射線防護研究会の開催 

放射線防護研究センター、重粒子医科学セン

ター他、理研、医薬品開発支援機構とともに

研究会を立ち上げ、放射性同位元素を用いる

医学研究における被験者防護に関する調査

を実施した。 

 

９）所内見学対応等（所内見学対応平成 20年度

末実績） 

件数：127  のべ人数：1,383 

講義回数 回数：12 のべ人数：231 

 

（臨床研究支援室） 

PET および MRI 等を用いた臨床研究を安全か

つ円滑に施行するための支援業務として以

下の業務を行った。 

１）PET や MRI 等の検査を安全かつ円滑に施行す

るため、検査用消耗品や検査用器具の整備を

行った。 
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２）ボランティア管理データベースシステムの整

備および試験的運用を開始した。 

 

３）臨床研究データの適正な処理・解析に必要な

ソフトウェアとして、PET データ解析および

科学技術計算用ソフトウェアの整備、更新を

行った。 

 

４）治験等審査委員会提出書類の確認作業を行っ

た。 

 

５）臨床研究施行における実施計画の公開の手続

きへの対応として、臨床試験登録システムへ

の研究計画の登録についてセンター内研究

者への助言を行った。 

 

６）CRC 等の臨床研究に必要な人材の育成として、

CRC1 名を海外研修へ派遣した。また、臨床研

究支援室の医師、CRC および神経心理検査担

当者が研修のため国内外の関連学会へ出席

した。 

 

７）外部の共同研究機関との研究打ち合わせを行

った。 
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[1]．(2) 知的財産の権利化への組織的取組み強化 

 

１．課題代表者 

企画部広報課知的財産室長 

原田 良信 

 

２．中期計画 

・ライフサイエンス分野の前中期計画中特許出願

年平均 25件以上を目指すとともに、出願済特

許の実施許諾による実施料収入を従来の実績

に比べ増加させる。 

・将来の実用化の可能性を適時適切に見極め、権

利化された知財の維持を見直す仕組みを含め

特許戦略の構築とその実施に努める。 

 

３．平成 20 年度・計画 

１）ライフサイエンス分野の前中期計画中特許出

願年平均 25件以上を目指すとともに、出願

済特許の実施許諾による実施料収入を増加

させる。 

 

４．平成 20年度・実績 

１） ライフサイエンス分野出願件数 49件（うち

分子イメージング分野 21 件）である。実施

許諾による実施料収入は、1,227,514 円であ

った。 

 

２） 平成 19年 9月にまとめた「知的財産権に係

わる当面の取り組みについて」に基づき、重

粒子線がん治療普及推進室、分子イメージン

グ研究センター運営企画ユニットなど関係

部署と、知的財産に関する打ち合わせの場を

随時設け、課題解決に向けた打ち合わせを行

った。 

 

３） 放医研単独出願の公開又は登録されている

特許について、技術移転等の仲介を行って

いる民間企業に公開特許情報による実用化

の可能性についての調査依頼基準の検討を

行った。また、知財の維持を見直す仕組み

について委員会の設立を念頭に検討を行っ

た。 
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