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（１）放射線安全・緊急被ばく医療研究 

A．放射線安全研究 

   ① 放射線の安全と放射線防護に関する規制科学研究 

 

 

１．課題代表者 

放射線防護研究センター 

規制科学総合研究グループ 

米原 英典 

 

２．中期計画 

・放射線の健康・環境への影響及び緊急被ばく医

療に関連する研究機関、大学等との連携強化に

より、研究成果の共有化を進めて、網羅的な研

究情報ネットワークを構築する。 

・国際機関等の最新の動向に則して、放射線の環

境及び健康への影響について、放医研を中心と

した国内外の研究機関、大学における実験デー

タを保全・管理するアーカイブ型のデータベー

ス、及びその成果を要約した成果概要のデータ

ベースを構築する。 

・制御可能な自然放射線源からの被ばくの健康影

響、医療における被ばくの健康影響、並びに放

射線の環境生態系への影響を評価するため、数

理モデルを開発する。さらに、疫学統計解析を

行うことにより、健康・環境への放射線リスク

を評価する。 

・放射線安全に関するリスク情報を国民に伝える

コミュニケーション事例を収集調査し、社会心

理学的な知見を導入して解析することにより、

放射線安全に対する安心を社会的に構築する

ためのリスクコミュニケーションのあり方を

明らかにする。 

・制御可能な自然放射線源からの影響に関する疫

学統計解析の成果により、これらの線源の管

理・規制の検討に必要な学術情報を提供する。 

 

３．平成 20 年度・計画 

１）放射線リスク情報に関わる研究 

・NORM の産業利用におけるリスク評価に関する

原材料サンプルの収集と濃度測定と被ばく線

量やリスク評価の分析のための調査を継続し

て実施する。 

・放射線リスクに関わる研究のアーカイブ構築

のための情報を継続して収集し、整理する。 

 

２）環境健康影響評価モデル開発 

・個体影響から集団影響を推定する影響評価モ

デルの解析を進める。 

・生物線量評価モデルについて、欧米モデルを

用いて継続して検討を行う。 

・個体ベース発がんモデルの解析を行う。 

 

３）放射線疫学と統計解析に関わる研究 

・中国の高自然放射線地域でのラドン・トロン

の疫学調査を継続して実施する。 

・低線量放射線疫学におけるばく露評価の不確

実性がリスク評価に与える影響について実験

的研究および統計学的研究をさらに進展させ

る。 

・小児の医療被ばくによる二次がんリスクに関

する疫学研究に関する情報の収集と解析を行

う。 

 

４）国際機関や規制行政への対応 

・国際機関や国内外の関連研究機関の情報を網羅

的・効率的に収集し、それをまとめて国民、規

制当局、専門家、研究者にわかりやすく発信す

る機能を強化するための情報システムについ

てソフト面とハード面の検討を行い、実際にシ

ステムを構築する。 

・UNSCEAR 国内対応委員会の事務局として 

UNSCEAR ドラフトへのコメントの取りまとめや

新規報告書テーマの検討を行う。 

・ICRP 新勧告の国内法令への取り入れについて専

門的見地から対応を行う。 

・継続して放射性廃棄物最終処分における放射線

防護方策に関する調査研究を実施する。 

 

５）リスクコミュニケーション手法に関する研究 

・平成 18、19 年度に実施したリスク認知調査結

果を詳細に解析する。 

・放射線被ばくに関するリスク対話事業として、

対話セミナーを開催する。 

・放射線に関して社会的関心の高い科学的事象の

情報収集・整理を行い、対象者別の資料集を作

成する。 
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４．平成 20年度・実績 

１）放射線リスク情報に関わる研究 

・NORM の産業利用におけるリスク評価に関する

原材料サンプルの収集と濃度や被ばく線量測

定調査等リスク評価のための情報を収集する

とともに、すでに公開している NORM データベ

ースの情報を用いて NORM 利用による線量の評

価が Web 上で行えるソフトを開発した。 

・欧米日が共同して構築している長期動物実験

アーカイブ構築のための情報を収集・整理し

た。更に、今までの技術的検討について共著論

文を発表した。 

 

２）環境健康影響評価モデル開発 

・個体影響から集団影響を推定する生態系評価モ

デルとして 2 種系 Lotka-Volttera モデルに

Holling type2 もしくは type3 の効果を加えた

モデルを用い、捕食行動や捕食者への環境収容

力の制限が系の安定性に如何に影響するかを解

析した。また、平行して SIMCOSM を用いて解析

の妥当性を検討した。 

・生物線量評価モデルについて、日本環境におけ

る移行係数のデータベースの構築を開始した。

また、欧米モデルの日本環境に適用した結果を

取りまとめ、学術雑誌に受理された。 

・発がん機構モデルについて個体ベースシミュレ

ーションを解析し、決定論モデルにより詳細な

分析を行った。 

 

３）放射線疫学と統計解析に関わる研究 

・中国の高自然放射線地域でのラドン・トロンと

肺がんの症例対照研究を所内外の研究者との共

同により引き続き実施するとともに、詳細な曝

露評価のための測定調査を実施し、これらの結

果を関連学会および学術誌で発表するための準

備を進めた。 

・ラドン・トロンの疫学研究における曝露評価の

不確実性がリスク推定値へ影響を与える因子に

ついてコンピュータシミュレーションで評価す

るとともに、統計学的な補正法を適用した。ま

た、疫学研究に導入している測定器の特性につ

いて、ラドン療養施設での実験的研究を進め、

空間変動・時間変動が大きいことが示唆された。 

・小児の医療被ばくによる二次がんリスクについ

てメタアナリシスを実施し、その内容が学術誌

に受理された。 

 

４）国際機関や規制行政への対応 

・国際機関や国内外の関連研究機関の情報を網

羅的・効率的に収集し、それをまとめて国民、

規制当局、専門家、研究者にわかりやすく発信

する機能を強化するための情報システムにつ

いてソフト面とハード面の検討を行った結果、

この機能の一部は担う放射線防護のポータル

サイトを設計して、これにリンクするデータベ

ースや新たに作成するコンテンツを検討した。 

・UNSCEAR 国内対応委員会の事務局として、

UNSCEAR ドラフトへのコメントの取りまとめ

や新規テーマの検討を行い、低線量率・低線量

影響に関わるさらなる研究の必要性が出てき

た。 

・国際原子力機関（IAEA）、経済開発機構/原子

力機関（OECD/NEA）など専門家会合に出席して、

放射線防護に関連する国際情勢に関する情報

を入手し、Web で公開するための要約作業を行

った。 

・ICRP 新勧告の国内法令への取り入れについて

専門的見地から ICRP2007 勧告の内容を検討

し、新勧告と 1990 年勧告との比較についてま

とめた。 

・継続して放射性廃棄物最終処分における放射

線防護方策に関する調査研究を実施し、ICRP

や IAEA の放射線防護基準に関する情報や資源

エネルギー庁や NUMO における最終処分に関す

る情報を得た。 

 

５）リスクコミュニケーション手法開発に関する

研究 

・平成 18、19 年度に実施したリスク認知調査結

果を解析し、｢日本人の原子力/放射線観｣｢看

護師の医療被ばく認知｣｢一般公衆の医療被ば

く認知｣に関する論文を発表した。 

・｢医療被ばくの最適化｣に関するダイアログセ

ミナーを開催した。｢NORM 被ばく｣に関するダ

イアログセミナー(昨年度開催)の報告書をま

とめ、文部科学省・放射線規制室や原子力規制

室をはじめとする所内外の関係部署に広く配

布した。 

・放射線診断の最適化に関する最新動向、がん

検診の正当化に関する科学的知見、低線量放

射線影響の疫学的情報、医療被ばくに対する

市民（団体）の考え方など、医療被ばくに関

する一般公衆対象のリスクコミュニケーショ

ンに必要な情報の収集・整理を行った。 
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 (1)．A．②  低線量放射線影響年齢依存性研究 

 

１．課題代表者 

放射線防護研究センター 

発達期被ばく影響研究グループ 

島田 義也 

 

２．中期計画 

・低線量放射線の影響について、特に、従来研究

成果の乏しい、胎児・小児の放射線リスク評価

基準に資する情報を提供するため、特定臓器

（骨髄、乳腺、肺等）における発がんの感受性

を動物実験によって明らかにするとともに、被

ばく時年齢に依存して変動するリスクの値（年

齢荷重係数）を提示する。 

・中性子線及び重粒子線による幼若期被ばくの発

がんリスクの生物学的効果比を動物実験によ

り明らかにする。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）死亡リスクと発がんリスク実験の観察、解剖、

病理解析 

・平成 19 年度に設定した全ての実験群のマウ

ス、ラットの飼育観察を行い、解剖、病理解

析を進める。 

・B6C3F1 マウス、C3Hマウス（外部委託）に中

性子線（2MeV）年齢依存性実験の設定を終了

する。また、SDラットの実験群（γ線、炭素

線）設定を終了する。 

・Ptct1 マウス、Mlh1 マウスに胎児期から成体

期に X線を照射し、それぞれ脳腫瘍、大腸が

ん、T リンパ腫の感受性時期ならび責任遺伝

子の変異を明らかにする。 

・発生した腫瘍（B6C3F1 マウスの肝がんと胸腺

リンパ腫、SD ラットの乳がん、WM ラットの

肺がん、Eker ラットの腎がん）について、遺

伝子発現やゲノムの変異解析を始める。 

 

２）発生影響 

・ウランのばく露量と腎臓細胞のアポトーシス

誘導の量-反応関係ならびにウランの挙動・

分布と腎毒性発現の関係、マウス初期胚に X

線が与える影響についての研究を進める。 

 

３）突然変異、染色体解析 

・Gpt-delta マウス、Aprt マウスの造血系と腎

臓についてX線による突然変異誘発の被ばく時

年齢依存性のデータを収集し、解析する。T リ

ンパ腫の染色体異常の被ばく時年齢依存性を

明らかにする。 

 

４．平成 20年度・実績 

１）死亡リスクと発がんリスク実験の観察、解剖、

病理解析 

・昨年度以前に設定した全ての実験群の飼育観

察（B6C3F1 および C3H マウス、SD、WM およ

び Eker ラット）を継続し、また解剖および

病理解析を一斉に始めた。 

・B6C3F1 マウス（米国毒性プログラムで使用）

については、1週齢照射群で、肝がんと Tリ

ンパ腫の発生率が高い傾向にあることを明

らかにした。 

・SDラット（乳がん）については、γ線（2Gy）

による幼若期の発がん率が低いことが示唆

された。 

・WMラット（肺がん）では、胸部局所 X線照射

群に誘発された肺腫瘍発生率の線量効果曲

線を、1週齢、5週齢及び 15週齢照射群で比

較したところ、各照射群の間に大きな差異は

認められず、肺腫瘍発生における照射時年齢

依存性は低いことがわかった。また、肺腫瘍

誘発における化学物質（ニトロソ化合物

(BHPN)）と放射線の複合効果について調べた

ところ、相乗的に肺腫瘍の発生率が増加し、

その効果は照射時年齢に依存することを明

らかにした。 

・B6C3F1 マウスの炭素線ならびに 2MeV 中性子

線照射群の設定を終了し、観察中である

（2500 匹）。 

・SDラット（乳がん）のγ線および炭素線照射

の実験群の設定を終了し、観察を継続中であ

る（約 400 匹）。 

・外部委託生産され、クリーン化された C3H マ

ウスを用いて、γ線ならびに中性子線の実験

群の設定を終了し、観察を継続中である。 

・Ptch1 マウス（脳腫瘍）の X線照射線量依存

性、および被ばく時年齢依存性の実験群を設

定した。途中の結果は、新生児に加え、胎児

期被ばくも脳腫瘍の頻度を増加させること、

0.2Gy でも有意な増加があることを示してい
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る。また、Ptch1 遺伝子のセカンドヒットは、

自然発生と高線量放射線誘発で様式が異な

り、0.2Gy では両タイプが混在することや、

約 1000 の遺伝子発現量がこの様式の違いに

連動していることを明らかにした。 

・Min マウス（消化管がん）は、幼若期の被ば

くで消化管腫瘍が高発した。Apc 遺伝子のセ

カンドヒットは、自然発生と放射線誘発、大

腸と小腸で異なることが示唆された。 

・Mlh1 マウス（大腸がん）の被ばく時年齢依存

性の実験群を設定し、観察中である。 

・Mlh1-/-マウスのＴリンパ腫の発生は、X線照

射で有意に増加し2週齢照射群で最も高かっ

た。逆に胎生 17日照射は、Tリンパ腫の発生

を増加しないがBリンパ腫の発生を促進した。

発生した Tリンパ腫では、高頻度に Ikaros

のフレームシフト変異が生じるという結果

が得られた。 

・B6C3F1 マウス T（胸腺）リンパ腫（4回分割

照射）では、アレイ CGH 解析で、p16 や PTEN

のホモ欠失が高いことを明らかにした。 

・SDラット乳がんでは、幼若期のγ線（2Gy）

被ばくによる乳がんで、女性ホルモン受容体

や複数の遺伝子で発現が成体期被ばくと異

なることを観察した。また、ゲノムレベルで

比較的大きな（>15kb）欠失や増幅が低頻度

であることを明らかにした。 

・WMラット肺がんでは、マイクロダイセクショ

ンによる EGFR 遺伝子および K-Ras 遺伝子変

異解析の条件を設定し、分析を開始した。 

・Eker ラット（腎がん）は、γ線 2Gy を胎仔期

から成体期までの時期に照射した実験群に

ついて病理解析が終了し、出生前が最も感受

性が高いことが明らかとなった。TSC2 遺伝子

の予備的解析では、放射線照射の有無に関係

なく LOH 陽性率が低いことを明らかにした。 

 

２）発生影響 

・1、3、10 週齢の Wistar 雄性ラットを用いてウ

ラン投与群を設定した。ウランの腎臓移行を解

析したところ、ウランが近位尿細管下流部位に

選択的に蓄積し、部位特異的にアポトーシスを

生じること、その影響に年齢依存性があること

を明らかにした。 

・マウス初期胚については、指標となる細胞数、

死滅細胞について非照射群にて条件設定を行

い、低線量域での照射線量、照射時期を決定し    

た。 

 

３）突然変異、染色体解析 

・B6C3F1 の Aprt ヘテロマウスに、生後 1、7週

に 1Gy×1回、4Gy×1回、1Gy×4回の照射（X

線と中性子線）を行い、腎臓細胞においては、

被ばく年齢が若く、被ばく線量が高いほど、

突然変異頻度が上昇する傾向を示唆する結果

を得た。 

・Tリンパ腫の染色体解析を進め、炭素線照射群

では転座や欠失が増加すること（遺伝的不安

定性）を明らかにした。 

 

４）日本人こどもの被ばく線量の調査

・日本人こどもの医療被ばくの実態調査につい

て今年は藤田保健衛生大学、千葉大と協議し、

CT被ばく患者の線量評価に関し検討した。ま

た、こどもの医療被ばくについて WHO の

global initiative 作成委員会に参加した。 
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 (1)．A．③ 放射線規制の根拠となる低線量放射線の生体影響機構研究 

 

１．課題代表者 

放射線防護研究センター 

生体影響機構研究グループ 

根井 充 

 

２．中期計画 

・放射線規制の妥当性を検証する観点から、放射

線の生体影響（発がん、突然変異、発生・分化

異常）の機構を明らかにし、規制科学に必要な

科学的知見を提供する。 

・線量放射線に対する生体応答及び情報伝達に関 

与する遺伝子を同定し、その機能を明らかにす

る。これにより低線量放射線に特有なリスク修

飾因子を決定する。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）発がん修飾因子に関する研究 

胸腺移植系を用いて発がんにおける放射線

の間接効果を調べる。 

 

・低線量域における間接効果の有無を検証するた

め、0.1Gy～1Gy 照射した scid マウスに非照射

野生系統マウスの胸腺を移植し、間接効果の動

物実験を継続する。 

 

・放射線の間接効果が照射による骨髄細胞の減少

に起因するかを調べるために、胸腺移植系に骨

髄移植を導入した実験系を確立する。 

 

 

２）DNA 修復遺伝子に関する研究 

NHEJ 関連変異細胞の表現型および NHEJ 関連

遺伝子産物の局在と修飾を解析し、規制の根

拠となり得る基礎的知見を集積する。 

 

・NHEJ に関与する遺伝子の欠損細胞の放射線感受

性を引き続き他研究チームとの連携により解

析すると共に、DNA 損傷/修復関連分子の動態を

解析する。また DSBs 修復に関連し、低線量放

射線影響を修飾する新規遺伝子を同定するた

めに NHEJ に関与する遺伝子の欠損細胞におけ

る遺伝子発現プロファイルによるスクリーニ

ングを行う。 

 

・NHEJ 関連遺伝子産物について、その局在制御に

関わる領域、特に、損傷 DNA との相互作用に関

与する領域を探査する。 

 

３）発生分化異常に関する研究 

メラノサイトの機能発現を指標にして低線量

域放射線による胎児神経冠細胞の分化に対す

る影響ならびに低線量域放射線によるマウス

の発生への影響を引き続き解析する。 

 

・マウスの白斑を指標にした神経冠細胞への低線

量域放射線の影響を解析する。 

 

・低線量域放射線によるマウスの発生異常の解析

を行う。 

 

４）低線量放射線に対する生体応答に関する研究 

引き続き放射線適応応答等、低線量放射線に

対する生体応答条件下で特異的に発現変動

する因子を解析するとともに、低線量放射線

応答への関連が示唆される因子については、

遺伝子ノックダウン法等により関与を解析

する。そのために以下を実施する。 

 

・マウス胎児における放射線適応応答について

は、胎児マウス指趾原基細胞培養系で数個候

補遺伝子をノックダウンして、放射線適応応

答における役割を検証する。そしてその結果

を基づきノックアウトマウス作製の意義を

検討する。 

 

・ヒトリンパ芽球由来培養細胞における放射線

適応応答については、平成 19年度に明らか

にした 0.02 Gy の priming dose によって発

現変動する遺伝子について、遺伝子ノックダ

ウンの実験系を構築し、遺伝子抑制の効果に

ついて解析を開始する。 

 

・低線量放射線に対する感受性の修飾について

は、インスリンの放射線感受性修飾作用の機

構をさらに解析するため、マイクロアレイに

よりインスリンカスケード関連因子の放射

線応答を網羅的に解析する。 
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４．平成 20年度・実績 

１）発がん修飾因子に関する研究 

 

・DNA の非相同末端結合修復が不全の時、低線

量放射線による発がんに間接効果があること

を示唆する結果が、低線量を含む 0.1Gy～1Gy

のγ線照射を行った scid マウスに野生系統

マウスの胸腺を移植する実験から得られた。

皮下移植の場合、有意差はないものの 0.1Gy

照射 scid マウスに移植した胸腺にリンパ腫

が発生し、1Gy 照射のものでは有意に発生し

た。更に腎臓被膜下に移植した場合、0.5Gy

で胸腺リンパ腫は発生した。 

 

・胸腺移植系に骨髄移植を導入する実験系を確

立した。野生系統胸腺を移植した scid マウス

に野生系統骨髄細胞を腹腔内投与すると、移

植胸腺は移植骨髄由来細胞により置換され、

移植胸腺由来の胸腺リンパ腫の発生が抑制さ

れた。この結果より、放射線の間接効果（体

内環境の変化）による発がんは、損傷した骨

髄における Pre-T 細胞の産生の不全による移

植胸腺内の細胞数の減少に関連しているとい

う可能性が見出された。 

 

２）DNA 修復遺伝子に関する研究 

 

・HCT116 細胞由来の XRCC4-/-細胞、Artemis-/-細

胞について、放射線やタイプの異なる DNA 損傷

を誘導する種々の薬剤に対する感受性(生存

率)を比較検討した結果、DNA 二本鎖切断を修復

する NHEJ には、Artemis 依存性と非依存性の 2

つの経路があることを示す結果を得た。また、

MDC1-/-細胞における DNA 損傷/修復関連分子の

動態解析の結果、X 線(1Gy)照射 30 分後の

ATM(S1981)、DNA-PKcs(S2056) および DNA-PKcs 

(T2609)のリン酸化が親株HCT116細胞のそれに

比べて著しく低下しており、MDC1 は ATM や

DNA-PKcs の活性化を司る因子の一つであるこ

とが示された。さらに、MDC1-/-細胞を用いて低

線量放射線影響を修飾する新規遺伝子を同定

するために、遺伝子発現プロファイルを DNA ア

レイにより解析中である。 

 

・NHEJ 関連遺伝子産物である Ku80 の局在制御に

関わる DNA 結合領域が、XRCC4 の損傷 DNA への

集積に重要である事を明らかにした。 

３）発生分化異常に関する研究 

 

・鉄イオン線(500 MeV/n, LET=220 keV/μm)を妊

娠 9 日目の C57BL/10JHir 系統マウスに低線量

域を含め様々な線量で照射し、皮膚の神経冠細

胞の分化異常によって生ずる腹部白斑を指標

にして低線量域放射線の影響を調べた。その結

果、γ線に比べて重粒子線では高頻度に神経冠

細胞の分化異常を引き起こすことがわかった。

また、照射 9 日後の胎生 18 日に帝王切開で胎

児を取り出し、神経冠細胞分化後の成熟細胞で

ある皮膚の毛球メラノサイトの数は、0.1 Gy 照

射群から背側も腹側も有意に減少し、線量に応

じてさらに減少していることがわかった。一方、

個体の発生に対する影響を調べた結果、0.3 Gy

から出産率が低下した。γ 線照射では 1 Gy ま

で出産率の低下が見られなかったので、鉄イオ

ン線は γ 線に比べてかなり致死効果が強いこ

とがわかる。また、離乳率も 0.4 Gy 照射群で

低かった。γ線照射ではこのような離乳率の低

下は 1 Gy までみられなかった。 

 

・照射 9 日後の胎生 18 日に帝王切開で胎児を取

り出し、生存胎児数、体重、発生異常等につい

て調べた。鉄イオン線照射個体では 0.75 Gy で

一腹あたりの胎児数が減り、体重も 0.5Gy 照射

群から減少した。四肢の奇形や尾の折れ曲がり、

小眼、尾や四肢の付け根の内出血等の発生異常

は 0.1 Gy からみられ、線量に応じて増加した。

これらの結果から、鉄イオン線は低線量域でも

マウスの発生に影響を与え、四肢、尾、眼、血

管等の形成異常や神経冠細胞の分化抑制を引

き起こすと示唆される。 

 

４）放射線適応応答および情報伝達に関する研究 

 

・マウス胎児の放射線適応応答については、胎児

マウス指趾原基細胞培養系の樹立に成功し、in 

utero と同様の放射線適応応答が再現できるこ

とを確認した。現在、Csf1、Cacna1aおよびTead3

等の適応応答関連候補遺伝子をノックダウン

した際の放射線適応応答の検証を行っている。 

 

・ヒトリンパ芽球細胞を用いた放射線適応応答に

ついては、TK6 細胞および AHH1 細胞において重

粒子線による突然変異誘発を指標とした放射

線適応応答がX線および重粒子線によって誘導
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されることを明らかにした。そしてこれが細胞

周期制御やアポトーシスによるものではなく、

DNA 二本鎖切断の早い修復に関連していること

を示唆した。AHH1 細胞における適応応答条件下 

での遺伝子発現変動を解析したところ、「中心

体」、「ミトコンドリア」、「タンパク質アミノ酸

脱リン酸化」等の機能に関連した複数の遺伝子

が、類似の変動パターンを示していた。また、

適応応答条件下で顕著な発現変動を示す遺伝

子として、M 期の進行制御に関与し、骨髄性腫

瘍の発症に関わることが最近明らかにされた

が ん 抑 制 遺 伝 子 DIDO1 （ Death 

Inducer-obliterator 1）が含まれていた。DIDO1

の発現をノックダウンしたところ、放射線適応

応答は観察されなくなった。しかしネガティブ

コントロールの細胞で突然変異頻度が顕著に

高くなっていることから、プラスミド導入の効

果を検討する必要性が示唆された。 

 

・低線量放射線に関わる情報伝達については、イ

ンスリンの放射線作用修飾機構を明らかにす

るため、インスリン関連情報伝達系分子の発現

変化をマイクロアレイで解析した。その結果、

放射線照射後、インスリン非存在下のみで発現

上昇する分子を数種見出した。 
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 (1)．A．④ 放射線安全・規制ニーズに対応する環境放射線影響研究 

 

１．課題代表者 

放射線防護研究センター 

環境放射線影響研究グループリーダー 

吉田 聡 

 

２．中期計画 

・最新の環境防護の国際動向を踏まえつつ、放射

線の環境生態系への影響について、指標となる

生物種を対象として、被ばく線量の評価及びそ

の生体影響を明らかにする。 

・環境中に広く存在するウラン・トリウム・ラド

ン等による被ばくや航空機搭乗中の高高度飛

行に伴う宇宙放射線被ばく等の制御可能な自

然放射線源による被ばくの実態・メカニズムの

解析を行い、これらの被ばくの管理手法を開発

する。 

・原子力産業等に関連する重要核種でありながら、

現在まで十分なデータが蓄積されていない数

種類の放射性物質について、生態系における挙

動、化学形態、同位体比等、線量評価やモデル

化に必要なデータを提示する。当該研究の実施

に当たっては、原子力安全委員会による次期

「重点安全研究計画」の策定状況を踏まえ、那

珂湊支所を中心とした現行の研究体制につい

て、より効率的な研究体制への移行を検討し、

結論を得る。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）環境生物・生態系に対する放射線の影響に関

する研究 

 

・選定した生物種において、放射線の急性照射

に加えて、新たに運用が開始されたγ線照射

室の装置を活用して連続照射の影響試験を

実施する。また、植物、トビムシ、藻類に加

えミミズの放射線応答遺伝子の探索を行う。

γ線以外の放射線の影響に関する予備実験

を開始する。 

 

・マイクロコズムに放射線を長期連続照射し、

群集構造に対する影響を明らかにする実験

に着手する。また、土壌細菌群集へのγ線照

射に反応する細菌の系統分類的帰属の決定

を試みる。 

 

・水槽サイズのモデル生態系においては、モジ

ュール化や多様化を図り、様々な用途に対応

可能なものとする。 

 

・選定した生物種を中心に、周辺環境からの重

要核種及び関連元素の取り込みに関する研

究を継続すると共に、生物個体や生態系の適

切な被ばく線量評価法の開発を開始する。 

 

２）制御可能な自然放射線源による被ばくに関す

る研究 

 

・アジアを中心とした高自然放射線(ラドン)地

域での被ばくの実態調査をトロンの動態調査

とともに継続する。 

 

・我が国で利用されている建材や一般消費材中

に含まれる NORM の放射能濃度を測定し、EUで

用いられている安全評価方法を利用して我が

国の被ばくの実態を把握する。 

 

・太陽フレア時の線量評価に有用なモニタリン

グシステムを開発し、航空乗務員の宇宙線被

ばく管理への応用を図る。 

 

・放医研で開発した宇宙線専用測定器を用いて

モデル計算による線量評価の精度を検証する。 

 

３）海洋における重要放射性核種の動態に関する

研究 

 

・ICP-MS を用いて海水中の安定ヨウ素を化学形

態別に高精度に分析する手法の開発を完了し、

青森県および岩手県沖合海域における安定ヨ

ウ素の化学形態別鉛直分布のデータを取得す

る。 

 

・海水中でのプルトニウム同位体の深度分布と

表面海水における全球的分布を明らかにする

ために、インド洋において海洋観測と試料採

取を行う。また、日本周辺海域におけるデー

タの取得を継続する。 

 

 

４．平成 20年度・実績 

１）環境生物・生態系に対する放射線の影響に関
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する研究 

 

・選定した生物種について放射線の急性照射の

線量-効果関係を明らかにするための研究を

継続すると共に、植物に関しては連続照射の

影響試験を開始した。植物、トビムシ、ミミ

ズ、藻類、微生物群集について放射線に応答

する遺伝子の探索を開始・継続した。重粒子

線の影響に関する予備実験をミミズとメダ

カで開始した。また、β線が植物に与える影

響に関する実験を開始した。 

 

 
図：トビムシに対して HiCEP を適用する       

ことにより、γ線の線量に依存して発現量が増

加する遺伝子を見出すことができた。Nakamori et 
al., Environ. Sci. .Technol. 42, 6997-7002 (2008) 

 

・放射線の長期連続照射がマイクロコズムに与

える影響に関する実験の準備を行った。また、

土壌をγ線照射した際に反応が見られた細菌

の系統分類的帰属を分子生物学的手法で決定

することを試み、その一部を明らかにした。 

 

・藻類、ミジンコ、小魚類等が共存する 2室ま

たは 3室の水槽サイズのモデル生態系の開発

に 着手し、生物種の組み合わせによる安定性

と再現性を解析した。 

 

・選定した生物種について、周辺環境からの重

要核種及び関連元素の取り込みおよび体内分

布に関する研究を継続し、体内分布を考慮し

た被ばく線量評価法および放射線の線種と生

物種の放射線感受性を考慮した生態系実効線

量の概念の検討を開始した。 

 

 

２）制御可能な自然放射線源による被ばくに関す

る研究 

 

・中国黄土高原やハンガリーを中心とした高自

然放射線(ラドン)地域でのラドン調査を継続

した。併せて、トロンやトロン壊変生成物の

調査も行い、被ばくへの寄与を検討している。 

 

・建材サンプルを収集し、その中のウラン、ラ

ジウム等の天然放射性核種の濃度をICP-MSや

ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した。

またEUで用いられている安全評価方法を用い

て、我が国に流通している建材中の天然放射

性核種濃度による評価を行ったところ、一部

の建材で使途によっては基準値を上回ること

が判明した。 

 

・平成 19年度に開発した新しい粒子輸送モデル

を取り込んだ、国内外の任意の航路について

航路線量を計算するプログラムを開発し、放

医研のホームページで一般に公開した。また、

規制科学総合研究グループと共同で航空機乗

務員の被ばく管理を支援する活動に取り組ん

だ。 

 

・大気の薄い富士山頂の観測施設（旧富士山測

候所）において、放医研で開発した高エネル

ギー中性子弁別測定装置等を用いて宇宙線を

実測し、線量計算の精度を検証した。 

 

 

３）海洋における重要放射性核種の動態に関する

研究 

 

・海水中の安定ヨウ素を化学形態別に高精度に

分析する手法を開発し、極少量の海水で分析

が可能となった。表層海水ではヨウ素酸イオ

ンが約 70％を占めていた。 

 

・1980 年代と 1990 年代の日本海の試料につい

てプルトニウム同位体を測定し、鉛直分布の

時間変化を明らかにした。また、東シナ海お

よび中国長江河口域から採取した堆積物中

のプルトニウム同位体とアメリシウム-241

の鉛直分布の分析を行った。共同利用研究船

白鳳丸の航海中止に伴い、インド洋での試料

採取は延期となった。    
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 (1).B．緊急被ばく医療研究 

     ① 高線量被ばくの診断及び治療に関する研究 

 

 

１．課題代表者 

緊急被ばく医療研究センター 

被ばく医療部長 

明石 真言 

 

２．中期計画 

・高線量被ばく患者の治療法を開発するため、高

線量被ばくした細胞や組織の生存、修復、機能

保存等に関連する因子を明らかにし、その成果

に基づき消化管または皮膚の障害を中心に臨

床応用を目指した治療剤となる物質の開発を

行い、治療効果を実験動物で検証する。 

・高線量被ばく患者に対する正確な診断法を開発

するため、細胞や血液等侵襲の少ない方法で採

取できる試料に含まれる生体分子から、治療方

針の検定の指標となる遺伝子、タンパク質、そ

の他の生体を構成する物質を明らかにして、そ

の実用性を実験動物で検証する。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）FGF1 の物質としての不安定性を克服するため、

融合蛋白を作成し、放射線腸障害に対する治

療効果をさらに改善する。 

 

２）In vitro 皮膚モデルの再構築を進めると同時

に、新たに開発した in vivo 抜毛皮膚モデル

で、FGF の放射線皮膚障害に関する効果の解

析を開始する。 

 

３）放射線被ばくによるアポトーシス誘導を、TNF

αを中心に解析する。 

 

４）TNFαk/o マウスを用い臓器ごとの、放射線障

害における TNFαの役割とその機構の解析を

進めるとともに、TNFα抗体を wtマウスに投

与し影響を調べる。 

 

５）実験動物や培養細胞を用いて、リチウムの治

療薬としての有効性やその作用機序につい

て検討する。 

 

６）PIDD の C末側 145 アミノ酸を細胞に取り込ま

せ、放射線誘発細胞死に対する影響を解析す

る。 

 

７）消化管障害に有効な新規合成および既存医薬

品の検索ならびに炎症制御技術の開発を進

め、致死線量の被ばく評価の指標となる生体

成分を検索する。 

 

８）体内除染剤の研究は､臨床応用と基礎開発に

限定して行う。 

 

４．平成 20年度・実績 

１）放射線障害治療薬として有効な線維芽細胞増

殖因子 FGF1 は、生体温度で不安定な物質であ

ることから、それを克服するため融合蛋白を

作成した。その結果、in vitro でより安定な

物質が得られ、しかもヘパリン非依存性にFGF

レセプターを発現した細胞を増殖させること

を見出した。また、in vivo においても FGF1

より優れた防護効果を示した。 

 

２）皮膚障害は、高線量照射を要し、短時間での

変化に乏しいため、マウス個体で放射線皮膚

障害を評価することが困難だった。この度、

抜毛により毛周期を成長期に誘導すること

で毛のう角化細胞を細胞分裂させ、放射線照

射後、アポトーシスをマウス皮膚で容易に観

察することに成功した。また、放射線照射に

より成長期から退行期に毛包が変性してい

ることが観察され、放射線脱毛の疾患モデル

としても有用であることが見出された。 

 

３）放射線被ばく時の炎症性サイトカイン TNFα

の発現にかかわる経路を解析した。細胞に照

射すると、TNFαの発現に関与する初期増殖

応答タンパク質 1（Egr-1）の発現上昇及びサ

イクリックAMP応答配列結合タンパク質CREB 

のリン酸化が観察されたが、照射前に MEK, 

p38MAPK, PI3K, JNK の各阻害剤を処理する

ことによりそれらの活性は抑制された。また、

阻害剤によりアポトーシスも抑制された。こ

のことから、放射線被ばく時の TNFαの発現
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には MEK, p38MAPK, PI3K, JNK 経路が関与し

ていると示唆された。 

 

４）照射したTNFαノックアウト（k/o）マウスは

正常型マウスに比べ、有意な血清鉄値の上昇、

不飽和鉄結合能の減少を示した。さらにTNF

α k/oマウスにTNFαを投与すると、照射後

の、赤血球系造血障害、血清鉄値、そして生

存率が改善した。以上の結果から、TNFαは

放射線による赤血球系造血障害に重要な役

割を果たしていることが示唆された。また、

放射線による消化管障害において、内因性の

TNFαがインターロイキン1（IL-1）の産生を

促進させリポポリサッカライド（LPS）など

の放射線防護効果をより増加させる可能性

も示唆された。 

 

５）実験動物や培養細胞を用いた実験により、リ

チウムが放射線誘発アポトーシスを阻害して

小腸の放射線障害を抑制することを見出した。

更に、リチウムによる抗アポトーシス作用は

PI3K/Akt 経路と MEK/ERK 経路依存的な

caspase-9/caspase-3 活性化の阻害によると

いう作用機序の一端を明らかにした。 

 

６）11個の連続したアルギニンの配列（11R）は、

細胞膜透過性シグナル配列として働く。IEC6

細胞においても、11Rを付加した GFP タンパク

質を細胞培養液に添加することにより、細胞

内に取り込まれることが確認できた。そこで、

アポトーシス誘導に関与する PIDD

（p53-induced protein with a death domain）

の C末側 145 アミノ酸に 11R を付加した

PIDD(773-917)-11R を精製し、これを放射線照

射した IEC6 細胞に添加した。その結果、

PIDD(773-917)-11R が細胞内に取り込まれ、放

射線照射後の Caspase-2 の活性化が抑制され

た。 

 

７）分子量 17ｋDの Survivin はヒト IAP ファミ

リーに属し、アポトーシス抑制作用を有する。

ラット小腸上皮細胞（IEC6）で Survivin を過

剰発現させたところ、放射線照射後の

Caspase 9 の活性化が抑制された。このこと

は、高線量放射線障害による腸管上皮細胞障

害を抑制する治療薬としての可能性を示唆し

た。 

８）消化管障害の治療薬検索のためのマウス生死

判定を指標とする下半身照射モデル系を構

築し、既存の医薬品の効果を比較した。交感

神経α1受容体刺激薬、副交感神経抑制薬、

平滑筋弛緩薬が消化管障害からの再生に寄

与し、交感神経抑制薬、副交感神経刺激薬、

抗不安薬が再生を阻害することを示した。ま

た、概日リズムが末梢血液の放射線応答RNA

量に影響することを示した。 

 

９）キレート剤の一種で除染剤として用いられる

DTPAの基本錯形成部位であるイミノ二酢酸

基を、多孔性のGlycidyl methacrylate

（GMA)-Ethylene glycol dimethacrylate

（EG）共重合体へ導入する方法を確立し、さ

らに効率よく機能させるため、物理的・化学

的構造を比較検討した。0.4〜0.6 

mmol/g-resinのCu2+, Co3+, Sr2+を吸着する

樹脂を開発し、Sr2+については、85Srで、迅

速な吸着を確認した。 

 

10）ベンジルEDTA誘導体の一つであるp-アミノベ

ンジルEDTAは、放射性コバルトを摂取したマ

ウスにおいて、D-ペニシラミンの２量体と同

等以上の除染効果を示した。 

 

11）DTPA を健常成人に吸入投与し、静脈投与後と

比較した。吸入投与は静脈投与の半分以下の

効果であることが判明した。 
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 (1)．B．② 放射線計測による線量評価に関する研究及びその応用 

 

１．課題代表者 

緊急被ばく医療研究センター 

被ばく線量評価部長 

山田 裕司 

 

２．中期計画 

・より迅速で正確な外部及び内部被ばく線量を評

価するため、新しい測定方法を開発するととも

に計測及び測定機器の精度向上を行う。また、

放射線被ばくに関するシミュレーション研究

等を行い、計算手法による新しい被ばく線量の

評価方法を提案する。 

・放射性核種とその代謝経路から体内除染効果の

ある物質を探索し、上記の計測法によりその効

果を評価するとともに臨床応用を目指す。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）高線量外部被ばく線量評価に関する研究 

 

・染色体異常分析による線量推定法の誤差要因

を引き続き調べる。また、局所被ばくに対応

できる生物学的線量評価法を探る。 

・爪を試料とする ESR 法については分析時間短

縮と測定下限の低減を図り実用性を高める。 

 

２）α核種による内部汚染事故対応に関する研究 

 

・吸入摂取量の評価に不可欠なエアロゾル粒径

情報入手方法の開発に取り組む。 

・体外計測法においては日本人体型の肺ファン

トムによる効率及び胸壁厚影響評価を行う。 

・バイオアッセイ法では便・尿試料の前処理時

間短縮と Pu 分析用 ICP-MS の運用を進める。 

・ウラン治療薬の臨床応用の 適化および U-Pu

混合汚染の治療方法を検討する。 

 

３）α、β、γ混合未知核種事故への迅速対応に

関する研究 

 

・高弁別能力をもつ統合型計測システムの弁別

実証データを引き続き収集するとともに、実

用化に向けて小型化の可能性を探る。 

・内部被ばく線量評価コードについてはバージ

ョンアップ準備を進める。外部被ばくについ

ては、評価コードのユーザーインターフェイ

スの設計・試作を行う。 

 

 

４．平成 20年度・実績 

１）高線量外部被ばく線量評価に関する研究 

 

・染色体異常分析による線量推定法の誤差要因

として、性差、年齢差、線質差、あるいは個

人間における放射線感受性を検討している。

0～5Gyの範囲で同一血液サンプルを Cs-γ線、

Co-γ線、X線で照射し染色体異常の頻度を解

析した結果、明らかに有意な差は検出されて

いないが、今後、解析するサンプル数をさら

に増やして精度の向上を目指す。一方、局所

被ばく線量評価に関しては毛根細胞へのコ

メット法を適用したところ、放射線による

DNA 損傷を指標とした線量評価法の可能性が

示唆された。しかし、損傷は過渡的な現象で

あるため、被ばく後の時間経過とともに検出

し難くなり、毛根を単細胞化しない方法では、

3-8 Gy 範囲で被ばくの有無の検出に留まった。

定量性と検出感度の向上を目指して、現在、

単細胞化の方法を酵素的な方法から機械的

に毛根をすりつぶす方法に変えるなどの検

討を進めている。 

 

・爪による ESR 線量法の開発をしてきたが、現

在のプロトタイプの線量推定法は、結果が出

るまでに 3-4 週間必要であった。このため実

用性の観点で大きな問題であったが、洗浄爪

の照射後の保存温度を室温から45度に上げる

ことによってフェーディングを早めることが

出来た。この結果、試料入手から線量推定ま

で所要時間を従来の 3分の 1に短縮でき、爪

を試料とした ESR 分析による線量推定法の実

用性を高めることが出来た。 

 

 

２）α核種による内部汚染事故対応に関する研

究 

 

・吸入による内部汚染事故時における鼻スメア

関連の実験研究については、内ばく棟使用停

止により全面停止となった。このため、数値

シミュレーションによる模擬実験に切り替え、
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過去の実験データの解析を進めた。その結果、

Puのα線エネルギースペクトル形状が粒子状

と溶液状とでは大きく異なったこと、また、

この差違が自己吸収を考慮した数値シミュレ

ーションで説明できることが分かった。この

結果は線量の不確定幅を縮小させる有用な情

報である。また、肺深部と鼻腔部沈着との関

係解析から、事故直後の鼻スメア情報から摂

取量の 大値を推定する係数が示され、この

値は米国の被ばく事故解析の結果と矛盾して

いない。 

 

・体外計測については、Am肺を内蔵するリバモ

アファントムと放医研で自作の日本人体型の

Am肺とファントムとの比較測定を実施した。

両者の肺形状に相当する差違は認められたが、

肺モニタによる計測値への影響は大きくなか

った。全身計測の校正に用いる BOMAB ファン

トムと日本人体型の比較を行っている。両者

は体重ではほぼ一致するが、厚さでは個人差

が大きいという結果が出ている。体格による

検出効率の違いを明らかにするため、4才児、

10才児、成人女性、成人男性、95パーセント

タイル男性のBOMABファントムにK-40を同量

封入した計測実験を進めた結果、身長と体重

に強い相関があること分かった。身長は WBC

の走査時間で補正されるため、体重で補正す

ることが適切であると示唆された。 

 

・バイオアッセイ法については、尿中の U、Am

に対し抽出レジンカラムを使用することによ

って、1日程度に分析時間を短縮できた。また、
90Sr は抽出レジンカラムと液シンの組み合わ

せにより 1日程度で分析可能となる。実際、

10月に実施された原子力防災訓練に伴う尿分

析のブラインド訓練においても、0.03 Bq/cc

という低レベルの 90Sr の検出・定量に成功し

た。なお、Pu分析用ICP-MSの運用については、

内ばく棟の使用停止により大幅に遅れている。 

 

・体内除染については、過去の Pu体内摂取事故

では創傷の 40%および皮膚汚染の 11%で、発生

頻度が全体の 50%を超えている。そこで、皮膚

損傷に伴うU汚染の障害や治療効果を調べるた

めに、Uの侵入部位の深さが異なるモデルを作

成し、投与後の体内挙動や排泄、臓器機能障害

とその診断指標の変動について検討した。Uの

除去剤 CBMIDA の全身および汚染部位への局所

投与、経口投与に効果について検討した結果、

480-720 mg/kg の CBMIDA を局所に U投与 2時

間以内に投与すると、非治療群に比べ排泄率を

約 4 倍に増加させ、臓器濃度は数％に減少し、

皮膚障害も著しく緩和する効果がみられた。経

口投与法によっても効果は低下するが、有意な

排泄効果が認められた。 

 

・汚染患者に対する被ばく医療対応時などでは二

次汚染が危惧されているが、この問題について

汚染空気の気流解析シミュレーションを実施

し、どのような条件下で二次汚染が生ずるのか、

また、その対策法を定量的な数値とともに示し

た。 

 

・α核種による体表面汚染事故が発生した場合、

計数効率がどこまで低下するのか、人体皮膚を

模した豚皮上に硝酸 Am溶液による表面汚染実

験を実施した。その結果、皮内への浸透に加え

て皮膚表面の皺や毛穴が計数効率に影響を与

えることなどが明らかになった。 

 

 

３）α、β、γ混合未知核種事故への迅速対応に

関する研究 

 

・未知核種事故で BG線量率が高い場合、既存の

計測器では十分な検出感度を確保できない場

合がある。高純度 Ge検出器にコンプトンサプ

レッサーを組み合わせた可搬型甲状腺モニタ

を試作した。高 BG場での特性試験の結果、逆

同時計測法でのサプレッション係数は1.7であ

り、Pb遮へい体を用いた場合の係数の 1.13 よ

りも BGは低減されており、NaI(Tl)シンチレー

ション検出器と逆同時計測法が遮へい体とし

て十分な機能を持っていることが確認できた。 

 また、不均等外部被ばく線量評価を目的として、

様々なγ線エネルギーに対応した吸収線量を

正確に測定できる組織等価近似検出器も開発

した。検出部はシリコンウエファ上に 3mm 角の

シリコンダイオードチップを実装した超小型

検出器であり、さらに電荷積分型アンプを設け

たことで、遠隔からでも検出位置における二次

電子のエネルギー分布情報の取得が可能とな

った。KEK のフォトンファクトリーを利用した

単色 X線スペクトルによる応答関数評価で

10keVから1MeV以上までのエネルギースペクト

ル確保が可能であることまで確認した。 
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・内部被ばく線量評価支援コードについては、新

たな消化管モデルや代謝モデルのパラメータ

に基づくデータベース更新の準備を行ってい

るが、ICRP では各元素のモデルパラメータや線

量係数の更新・公開が遅れている。摂取条件(エ

アロゾル粒径 AMAD、活動レベル等)による線量

評価の誤差要因についても検討した。一方、外

部被ばく線量評価支援コードについては、1cm

線量当量定数等のデータを収集し、ユーザーイ

ンターフェイスの設計・試作を行った。 
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(1). B. ③ 実態調査 
 

 

 

1. ビキニ被災者実態調査 

立崎英夫、梅田 諭、中山文明、蜂谷みさを、明石

真言（被ばく医療部） 

吉田光明（被ばく線量評価部） 

 

 昭和29年３月１日太平洋上ビキニ環礁で行われた

米国による核実験で、放射性降下物により静岡県焼

津市の第五福龍丸の乗組員23名（当時18～39歳）が

放射線に被ばくした。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

を調査するものである。数は23名と多くはないが、

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。被ばく様式は実験当日の

急性被ばく及び帰港までの約2週間にわたる亜急性

被ばくである。また、推定線量は文献より1.7～6.9 

Gyであったとされている。死因について、最近では

平成20年に2名が大腸癌及び大動脈瘤破裂で死亡、こ

れまでに死亡したのは14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2名、心不全

１名、大動脈瘤破裂1名、交通事故１名）。 

 平成20年度の調査は焼津市立総合病院の協力の下

に６名の健康診断により行われた。上部消化管内視

鏡にて１名に胃粘膜の病変を認め、精密検査が勧め

られた。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ＣＴ検査などでは今回の受診者には肝細胞癌など

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

性が高い。肝機能については地域の病院で診療を継

続している。 

 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う予定である。 

 

 

 

 

2. トロトラスト沈着症例に関する実態調査 

立崎英夫、中山文明、梅田 諭、松嵜志穂里、蜂谷

みさを、明石真言（被ばく医療部） 

吉田光明（被ばく線量評価部） 

 

 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 20 年度には調査対象が 2名となり、そのう

ち 1名が入院し検診を受けた。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。 
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Ⅱ．[2]．(2) 放射線に関する知的基盤の整備 

 

１．課題代表者 

放射線防護研究センター長   酒井 一夫 

緊急被ばく医療研究センター長 明石 真言 

 

 

２．中期計画 

・放射線安全及び緊急被ばく医療に関する研究

成果、関連学術情報を、関連する既存のデータ

ベースとの連携確保を図りつつ、データベース

化し、成果の普及と放射線影響への国民の理解

を促進する。また、これらの成果を規制行政庁

や国連科学委員会等の国際機関等に提供して、

成果の活用促進を図る。 

 

３．平成 20年度・計画 

１）NORM の被ばく実態調査のデータベース化 

・産業利用される鉱物の原材料サンプルを網羅的

に収集し、その放射能濃度を測定した結果につ

いて、それぞれの原材料の種類ごとに放射能濃

度分布が把握できるようなデータベースの構

築を行う。 

 

２）放射線リスクに関する実験動物研究のアーカ

イブ 

・収集した情報を、検索できるように整理し、デ

ジタル化する。 

 

３）放射線リスクに関する情報収集 

・専門家や一般公衆、規制者がそれぞれ利用でき

るデータベースのあり方や全国の研究機関や

国際的なデータベースの連携について、検討す

る。 

 

４）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 

・放射線事故の医療的側面に関するデータベース

を構築する。 

 

 

４．平成 20年度・実績 

１）NORM の被ばく実態のデータベース化 

・昨年度安全研究成果情報データベースの一部と

して登録した国内の産業で用いられるNORM（鉱

物、岩石の原材料）に関するデータベースの情

報を追加した。 

・NORM の濃度の情報を用いて、それを利用した場

合の被ばく線量を簡単に推定できる「線量推定

ツール」を開発した。 

 

・昨年度開発・運用開始した自然起源放射性物質

データベース（NORM DB）の英語版を新規に設

計・開発し所内外に公開した。 

 

・自然起源放射性物質（NORM）による線量評価シ

ステムの外部公開に向けて、Web 版のシステム

の開発に着手した。 

 

・所外に公開している放射線安全研究成果情報デ

ータベースについて、「原子力施設周辺の環境

トリチウム濃度データ（六ヶ所村）」、「原子力

施設周辺の環境トリチウム濃度データ（東海

村）」の 2 種類のデータベースを新規に開発し

た。 

 

 

２）放射線リスクに関する実験動物研究のアーカ

イブ 

・大津・古瀬・野田らが行ってきた C3H マウス低

線量率ガンマ線照射実験の病理診断結果を、標

本番号別（個体別）に照射時週齢、線量、線量

率、生存日数、試料保管場所等のデータをExcel

形式の DBに取りまとめると共に、関連する病

理診断カルテ 3500 枚を電子ファイル（PDF）化

し、上記標本番号とリンクを行った。 

 

・平成 20年にかけて欧米において調査・構築が

進められてきた長期動物放射線ばく露実験の

DB及びサンプルバンクに関する詳細情報の入

手を行い、その内容構成、関連研究機関などを

検索可能なキーワードを含めた概要情報とし

て整理し、前記 Excel DB に関連情報として登

録した。 

 

 

３）放射線リスクに関する情報収集 

・昨年度まとめた米科学アカデミー・BEIR VII 報

告やフランス医学・科学アカデミーなどの報告

書と、原子力施設労働者や屋内ラドンなどを対

象にした疫学調査の統合解析研究に関する情

報を情報システム上でアクセスできるような
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システムに関する検討を行い、プロトタイプの

放射線防護情報ポータルサイトで実際にシス

テムの改善を実施した。 

 

 

４）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 

・海外の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 

国際科学技術センター（ISTC）と共催で WHO

の協力を得てワークショップを開催し、染色

体による被ばく線量評価システムの諸外国

における情報の入手を行った。また、平成 21

年 2月に原子力安全委員会と共催したアジア

の専門家とのワークショップから、アジアに

おける各国の被ばく医療システムを把握し、

情報システムの構築を行った。 

 

・放射線事故の医療的側面に関するデータベース

の構築 

継続して第五福竜丸乗組員のカルテと関係

する資料の収集を行い、ロシア等の外国の事

故における被ばく患者の医療データの入力

を行った。 
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