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[3] 基盤技術の研究 
A.基盤技術の研究 

 

１．課題代表者 

基盤技術センター 

研究基盤技術部長 

今関 等 

   

２．中期計画 

下記の共通的な基盤技術の開発等に関する研究

を行い、放射線に関するライフサイエンス研究

領域及び放射線安全・緊急被ばく医療研究領域

の研究に関する専門的能力を高め、基盤的な技

術を提供する。 

・放射線医科学研究に利用する実験動物に関する

研究 

・放射線の計測技術に関する研究 

・放射線の発生、利用並びに照射技術に関する研

究 

 

３．平成 20年度・計画 

[1]放射線に関するライフサイエンス研究領域及

び[2]放射線安全・緊急被ばく医療研究領域の研

究に関する専門的能力を高め、基盤的な技術を提

供するため、下記の基盤技術に関する研究を行う。 

 

①放射線医科学研究に利用する実験動物に関す

る研究 

・CAR bacillus の伝搬に抵抗性を示したマウス系

統について、菌伝搬防御機構の解明の一環とし

て、マウスに菌を接種して、リンパ球の動態を

検索する。 

・Clostridium difficile が消化器障害を誘発す

るメカニズム解析として、免疫応答に着目し、

無菌マウスに菌接種して検索する。 

 

②放射線の計測技術に関する研究 

１）リアルタイムのビームプロファイル計測技術

の確立 

 

・プロトタイプ検出器の性能評価を基に、シミ

ュレーションにて中型検出器CROSS-IIの設計

しデザイン（サイズ、物量、素材）を決定す

る。また、CROSS-II に使用する各種パーツの

性能を評価する。 

 

 

・多チャンネルシリコン半導体検出器の回路系

を開発する。 

 

２）低線量重粒子ビーム生物照射実験への線量デ

ータの提供 

 

３）中性子計測の高度化 

・低線量棟中性子ビームの生物照射実験に必要

なエネルギースペクトルの計測を行う。 

・企業と協力して、ポータブル中性子線量計に

利用されている素子の特性評価を行う。 

 

４）蛍光飛跡顕微鏡法の確立 

・荷電粒子に対する電荷分解能およびダイナミ

ックレンジを確定する。 

・企業との共同研究を開始し小型の読み出しシ

ステムを完成する。 

・他材料(例えばガラス線量計)での可能性を探

る。 

 

③放射線の発生、利用ならびに照射技術に関する

研究 

１）マイクロビーム細胞照射装置 SPICE 

・バイスタンダー効果研究等を他のセンターと

共同で開始する。 

・マイクロビーム国際ワークショップを放医研

で 11月中旬に行う。 

 

２）NASBEE 

・低エネルギー中性子の生物効果について、in 

vivo だけでなく in vitro の系について所内研

究Ｇと共同で開始する。 

・Liイオンターゲットの製作を行い、基礎デー

タを取得する。 

 

３）PIXE 

・分析試料中含有元素の定量化のための開発を

すすめるとともに、液滴 PIXE 検出器の検出面

の改造による高感度化の技術を開発する。ま

た、測定～データ処理自動化システム技術を

開発する。 
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４）ラドン棟 

・ラドン標準場内のアクティブ測定器による空

間分布の測定を自動化する技術を開発する。 

・既存のラドン標準場の制御手法を変更し任意

のラドン濃度が設定可能な技術を開発する。 

 

４．平成 20年度・実績 

①放射線医科学研究に利用する実験動物に関す

る研究 

・BALB/c-nu/+マウスとA/JマウスにCAR bacillus

菌を感染させ、経時的に肺組織中のサイトカイ

ン量を測定した。BALB/c-nu/+マウスで液性免

疫、A/J マウスで細胞性免疫に関与するサイト

カンの変化が認められた。この変化は菌の伝搬

防御の相違を示唆するものと考えられる。なお

いずれの感染マウスにおいても、肺組織中には

細胞性免疫および液性免疫に関与するリンパ

球を免疫組織学的に確認した。 

・3系統(C3H/He,C3H/He-scid,IQI)の無菌マウス

の準備に時間がかかったため実験開始が遅れ

たが、現在、3系統の無菌マウスに Clostridium 

difficile を接種し、次世代まで維持した際の

マウスの菌定着と免疫系の状態を確認する実

験を実施中である。 

・マウスの代表的なアウトブレッド系統である

CF1系について帝王切開法により清浄化され

た雄マウス30匹とDBA/2系マウスの交配を開

始し、F1世代を得ている。また、ddY系につい

ても交配準備を進めている。 

 

②放射線の計測技術に関する研究 

１）リアルタイムのビームプロファイル計測技術

の確立 

・多層型放射線検出器CROSS-miniを用いて、新

たに提案した「放射線源から放出される放射線

を測定する革新的な計測方法」を実証し、

Radiation Research, Rapid Communicationとし

て発表した。本計測方法に関して、新たに2件特

許申請を行い

（PCT/2008/058431,PCT/2008/061586）、プレス

発表を行った。また、高速多素子回路2ndシステ

ムは、設計を完了し現在開発中である。これら

の研究成果を基に、大型外部資金の採択を得、

次世代診療装置のプロトタイプ2号機CROSS-II

の開発に着手した。 

 

２）低線量重粒子ビーム生物照射実験への線量デ

ータの提供 

・低線量重粒子ビーム生物照射実験へ線量デー

タを提供し、生物研究者によりその成果が放射

線影響学会等で発表された。   

 

３）中性子計測の高度化 

・低線量棟中性子ビームの生物照射実験に必要な

エネルギースペクトルを計測できる検出器の

準備を進めた。 

・ポータブル中性子線量計に利用されている素子

の荷電粒子に対する特性として、Funneling 現

象を明らかにし、IEEE Trans. NS に発表した。

この現象を組み込んだ線量計の特性評価のた

めのシミュレーションの開発に着手した。 

 

４）蛍光飛跡顕微鏡法の確立 

・蛍光飛跡顕微鏡法において共焦点光学系に関連

する特許申請を行った。外部資金により蛍光飛

跡顕微鏡法による線量測定のための小型読み

取り装置をデザインした。荷電粒子に対するダ

イナミックレンジを評価し、宇宙放射線環境で

使用可能であることを確認した。 

・他材料としてガラス線量計について検討したが、

励起光に対する蛍光の応答が酸化アルミ材よ

りも 1000 倍程度遅いことが分かり、画像化を

目的とするこの目的には別のアプローチが必

要であることを確認した。 

 

③放射線の発生、利用ならびに照射技術に関する

研究 

１）マイクロビーム細胞照射装置 SPICE 

・SPICE は、照射制御プログラムの高度化により

細胞内照射を自動で毎分 400 細胞にシングル

イオンを確実に照射できるようにした。さらに

ビーム取り出し部の改良をおこなった。これら

の成果を国際会議（ICNMTA）にてポスター発表

（2件）を行った。さらに、2μｍまでマイク

ロビームを絞ることに成功し、重粒子医科学セ

ンター等にマシンタイムを供給開始した。 

・11月にマイクロビーム国際WSを主催し、ビー

ムライン改良、ビーム取出し窓改良、照射照

準システムの高度化、生物データについて、

口頭発表（1件）とポスター発表（5件）を行

った。 

 

２）NASBEE 

・低線量中性子照射装置（NASBEE）においては、
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コンベンショナル照射室における in vitro 生

物実験のために、照射方法及び照射環境整備を

すすめ、中性子線による細胞致死の基礎データ

の取得に成功した。NASBEE の性能、照射場、細

胞致死結果を国際会議（APSRC）で発表した。

SPF 照射室において 1,430 匹のマウス照射を行

った。コンベンショナル照射室においてもマウ

ス照射の行える環境整備を行い、マウス照射を

開始した。 

 

３）PIXE 

・マイクロビームスキャニング PIXE 装置では、

プロトタイプのビームモニタの開発に成功し、

国際会議（ICNMTA）で発表を行った。さらに、

抗がん剤に含まれる白金等の重元素検出に有

利な CdTe ダイオード検出器を導入し、重元素

を高感度で分析可能な新規 X線検出システム

の開発に着手した。PIXE 分析装置の開発に関

して、HPGe 検出装置による測定立体角、分解

能ならびに X線測定レンジの向上を行った。 

・PIXE 分析装置（PASTA）の共同研究の推進に関

して 1）東京大学（DDS 化抗がん剤の細胞内分

布解析に関する研究）、2）順天堂大学(頭髪の

微量元素定量と異同比較)、3）千葉大学(消化

器がん、特に肝臓がんにおける組織中微量金属

の発がん作用に関する研究)、4）東京学芸大学

(PIXE分析法による水生生物の体内元素分布の

解析に関する研究)、5）神奈川大学（スギ花粉

表面への大気汚染物質の吸着に関する研究）、

6）秋田県健康環境センター(大気エアロゾル粒

子及び海・陸水の気中照射 PIXE 法による超微

量多元素同時分析の技術開発に関する研究)、

7）秋田大学（多目的 PIXE 照射システム用標準

物質の開発）、8）ポーラ化成工業株式会社（表

皮内カルシウムイオン濃度勾配の関係の研究）

をおこない、原著論文 6件の報告を行った。更

に気中照射 PIXE(droplet-PIXE)において

droplet-PIXEⅡの開発を進めた｡ 

 

４）ラドン棟 

・ラドン棟では計算機制御によるラドン濃度の多

段化の制御システムを構築し、設定精度の確認

ならびに再現性を引き続き確認している。ラド

ン空間濃度分布測定装置の設計製作を終えア

クティブ測定器による測定を開始した。 
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[3]．B 共同研究 

 

１．中期計画 

・放射線に関するライフサイエンス研究領域及び

放射線安全・緊急被ばく医療研究領域における

中核的研究機関として、持てる人材・施設・設

備を活用し、他の大学、研究機関等と共同研究

を行って、我が国における当該研究分野の発展

を担う。 

・人類の繁栄と国家間の協調を目的とした研究課 

題につき、他の国際組織、研究機関等と共同研

を行って、科学技術の発展と当該分野の人材養

成に貢献するとともに、我が国の国際的な地位

の強化に資する。 

 

２．平成 20年度・計画 

１）国内の研究機関（公的機関、大学、企業）と

100 件程度の共同研究を行う。我が国におけ

る当該研究分野の指導と発展を担う。 

 

２）宇宙放射線線量計国際比較実験国際宇宙ステ

ーションでの ICCHIBAN 実験の推進 

・新しく第 3回目の宇宙環境国際宇宙ステーショ

ンにおける国際比較実験を推進実施する。 

・地上の加速器による比較実験を実施する。 

・これまでの実験結果をとりまとめ、および、総

括する。 

 

３）HIMAC、医用サイクロトロン、静電加速器 PIXE

分析装置(PASTA)など放医研として特徴ある

装置を用いた共同研究を推進するとともに、

共同研究成果報告会を開催する。 

  

 

３．平成 20年度・実績 

１）国内の研究機関と 109 件の共同研究を行うた

めの支援をした。 

① 共同研究契約 

・119 機関(内訳：公的機関 34、大学 55、企業

30)と 109 件の共同研究に関する契約書、覚

書を締結した。 

② 国内研究機関との研究協力協定の締結 

・弘前大学、佐賀県と包括的研究協力協定を締

結した。 

③ 研究交流 

・(独)日本原子力研究開発機構との定例懇談会 

 

 

および(財)環境科学技術研究所との研究協

力会議を開催した。 

 

２）宇宙放射線線量計国際比較実験国際宇宙ステ

ーションでの ICCHIBAN 実験の推進 

 

・第 3回目の国際宇宙ステーションにおける国際

比較実験として、ロシアサービスモジュールに

12 機関の線量計をつめたパッケージを搭載し

長期計測を実施し、地上に回収後、各研究者に

配布、現在解析中である。 

・新たにHIMACの重イオンビームを各機関のCR-39

検出器に様々な条件で照射した。現在、各機関

において解析が行われている。 

・これまでの宇宙環境での国際比較実験の解析の

一部を国際会議 WRMISS で報告した。また、国

際宇宙ステーションにおける一連の実験結果

をまとめ報告書を作成し、一部を外国人特別研

究員(JSPS)らとともに論文報告した。 

 

３）HIMAC、静電加速器 PIXE 分析装置の共同研究

を推進するとともに、共同研究成果報告会を開

催した。 
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[3]．C. 萌芽的研究・創成的研究 

 

１．課題代表者 

別紙のとおり 

 

２．中期計画 

・研究所を活性化し、行うべき業務をより効果的

に実施するとともに、次世代の研究のシーズを発

見し、育成することを目的として、研究者の自由

な発想により、既存の枠組みを超えた融合新興分

野の研究、あるいは、従来を超える成果を得るた

めの新しい手法を用いた研究を行う。具体的には、

理事長の裁量により、研究所内の競争的資金を適

正に運用し、研究助成を行う。 

 

３．平成 20 年度・計画 

研究の活性化を図るため、理事長の裁量による研

究（理事長調整研究）を実施する。課題は理事長

が指定あるいは所内公募により競争的に選定す

る。研究所の今後の柱となると考えられる研究、

将来大きく成長しうるシーズの創出のための研

究、早急な資源の投入が必要と判断される研究等

に資金を投入する。問題提起探索型の基礎研究の

充実にも配慮し、新たなプログラムを理事長の裁

量の下に実施する。 

 

４．平成 20 年度・実績 

・今後の放医研の柱と成り得る研究・技術開発を

対象とする創成的研究（1課題5,000万円まで）

については12課題の応募があり理事長調整費

専門部会、内部評価委員会による厳正な評価の

結果、3課題を採択した。また将来大きく成長

しうるシーズ創出のための萌芽的研究（1課題

200万円まで）は中期計画との関連性、科学的・

学術的重要性、発展性の観点を重視し、3名の

研究者のレビュー結果を参考に応募83課題中

36課題を採択選定した。 

 

・これらの研究成果は、評価者による厳正な評価

を実施するとともに、平成21年4月15日に公開

報告会を開催した。 

 

・本年度の最大の特徴として、放射線に関連する

医学・生物学・物理学・化学・工学等戦略的に

重要な研究分野において、海外のトップレベル

の研究者の支援の下に、若手研究者が国際レベ

ルの先進的な研究等を行う環境を整備するこ

とにより、放医研全体のレベルアップを図るた

め、センター横断的な複数のユニットからなる

「国際オープンラボラトリー」を理事長の裁量

の下に立ち上げ、先端的3課題を実行に移した。 
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整
理
番
号

所 属 申請者名 課 題 名

1 重粒子医科学センター物理工学部 蓑原　伸一
治療期間中の腫瘍及び周辺臓器の変形に対応した照射シ
ステム構築のための基礎研究

2
分子イメージング研究センター先端計測研究グ
ループ

山谷　泰賀 OpenPET装置の調査研究、要素技術開発および設計研究

3
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

古川　高子
がん幹細胞の「低酸素戦略」を標的とする診断・治療に
関する研究

整
理
番
号

所 属 申請者名 課 題 名

1 基盤技術センター研究基盤技術部 塚本  智史 卵子・受精卵の品質管理とオートファジーに関する研究

2 基盤技術センター研究基盤技術部 小久保年章
放医研で分離されたPasteurella pneumotropica の抗菌
剤による排除および抗菌剤の放射線研究に及ぼす影響に
関する基礎研究

3 重粒子医科学センター病院治療課 山田　　滋
腹部悪性腫瘍に対する重粒子線治療の適応拡大のための
低侵襲スペーサー開発と有用性に関する研究

4 重粒子医科学センター病院治療課 柿本　吉堂
重粒子線治療における三叉神経障害の客観的評価と耐容
線量の解析

5 重粒子医科学センター物理工学部 北條　　悟 陽電子放出核イオンの治療ビームへの適用

6 重粒子医科学センター物理工学部 白井　敏之
電子ビーム冷却による重粒子ビームの強度増大に関する
研究

7 重粒子医科学センター粒子線生物研究グループ 松本 孔貴
マウス悪性黒色腫由来細胞の高転移能に対する重粒子線
の効果

理事長調整費による創成的研究採択課題一覧

理事長調整費による萌芽的研究採択課題一覧

創成的・萌芽的研究

これらの研究成果は報告書として取りまとめた。本制度によって得られた研究成果は、次期中期計画等において活用される
ことが期待される。

7 重粒子医科学センタ 粒子線生物研究グル プ 松本 孔貴
の効果

8 重粒子医科学センター粒子線生物研究グループ 中西　郁夫
カロテノイド系天然抗酸化物質の活性酸素・フリーラジ
カル消去メカニズムの解明

9 重粒子医科学センター粒子線生物研究グループ 関根絵美子 新たな抗腫瘍薬の開発及びそのメカニズムの解明

10 重粒子医科学センター粒子線生物研究グループ 于　　冬
スルフォラファンを用いた放射線増感による抗腫瘍効果
の研究

11
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

荒川　亮介
薬理特性を考慮した抗精神病薬の新規脳内動態モデルの
検討

12
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

伊藤　　浩
脳神経シナプス間情報伝達機構についてのPETを用いた
基礎的検討

13
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

高野　晴成 老年者の精神機能とPET画像の健常データベースの作成

14 緊急被ばく医療研究センター　被ばく線量評価部 鈴木　敏和
MRI・CT・PET 画像のレジストレーション手法と評価用
動物Voxel ファントムの開発

15
分子イメージング研究センター先端計測研究グ
ループ

正本　和人
加齢と脳血管機能変性：血管新生因子による血管機能、
血流制御、血管外細胞機能への影響

16
分子イメージング研究センター先端計測研究グ
ループ

川口　拓之
マルチスライス3次元MRI計測における空間分解能向上の
ためのパルスシーケンスと画像再構築アルゴリズムの開

17
分子イメージング研究センター先端計測研究グ
ループ

國領　大介
播種性・多発性腫瘍に対する薬剤送達イメージング治療
システムの開発　―温度感受性リポソームと集積後加温
による多点同時薬剤放出―

18
分子イメージング研究センター先端計測研究グ
ループ

Zhivko
Zhelev

生体適合性を持つ多機能量子ドットの独自開発による大
腸癌へのin vivo標的選択・磁気共鳴イメージング
Target-selective Magnetic Resonance Imaging of
Colon Cancer in Experimental Animals Using
Originally Synthesized Multifunctional
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19
分子イメージング研究センター分子認識研究グ
ループ

小高　謙一
虚血性疾患治療における体外画像診断を用いた移植細胞
の動態評価法の開発

20
放射線防護研究センター環境放射線影響研究グ
ループ

石井　伸昌
RT-PCRを利用したDGGE法による細菌群集構造解析法の検
討

21
放射線防護研究センター環境放射線影響研究グ
ループ

中森　泰三
放射線による腸内細菌とホストのバランス変化

22
放射線防護研究センター環境放射線影響研究グ
ループ

田上　恵子 植物によるC-13とC-14取り込み比に関する研究

23
放射線防護研究センター環境放射線影響研究グ
ループ

久保田善久 放射線がタンパク質合成を阻害する生化学的経路の解明

24
放射線防護研究センター環境放射線影響研究グ
ループ

鄭　　建
長崎西山における土壤中の原爆残留放射性核種PuとAmの
フラクショネーションに関する研究

25
放射線防護研究センター規制科学総合研究グルー
プ

川口　勇生
日本環境における生物線量評価のための環境移行パラ
メータの導出と適用

26
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

飯塚　大輔 放射線誘発乳がんに特徴的なmiRNA発現を捉える

27
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

武田　志乃 微小ビーム分析による組織中レアメタル分布の解析

28
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

山田　　裕 中性子線の実験動物局所照射方法の開発

29
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

高畠　貴志
放射線誘発髄芽腫のエピジェネティックなゲノム異常と
非コード領域の乱れ

30
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

今岡　達彦
「メタボリック症候群と放射線乳がんリスクの関連　～
テーラーメイド防護に向けて～」

31
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
次世代ゲノムシーケンサーを利用した放射線影響解析に
関する予備的研究

32
放射線防護研究センター生体影響機構研究グルー
プ

菅谷　公彦
スプライシング反応が関与するゲノム安定性維持機構の
解析

33
放射線防護研究センター防護技術部環境放射能調
査支援室

反町　篤行
呼吸気道内における微小粒子の沈着分布の評価手法の開
発

34
放射線防護研究センター防護技術部環境放射能調

床次 眞司
ウラン残土埋設地域における天然放射性核種による環境

34
放射線防護研究センタ 防護技術部環境放射能調
査支援室

床次 眞司
ウラン残土埋設地域における天然放射性核種による環境
への影響評価手法の検討

35
放射線防護研究センター防護技術部先端動物実験
推進室

鬼頭　靖司
WMN/Nr 近交系ラットにおける繁殖生理学および発生工
学に関する基礎研究

36
放射線防護研究センター防護技術部先端動物実験
推進室

丸山　耕一
メダカTILLING法による放射線高感受性メダカの作出
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