
 

 

Ⅲ. 受託外部資金研究等 
            1. 分子イメージング研究プログラム 

(ＰＥＴ疾患診断研究拠点) 

 

１． 課題代表者 

分子イメージング研究センター長 

菅野 巖 

 

２．研究計画 

 本事業では、生体の分子間反応のメカ二ズムの解

明に向けた基礎的研究を行うとともに、臨床利用に

適した安全で品質の高い分子プローブの多種類か

つ高頻度の生産を可能にする自動合成技術の開発

を行うなど、疾患診断応用研究の基礎となる多様な

技術開発を行う。また、我が国の疾患診断研究の中

核拠点として、様々な分野の研究者等が拠点を活用

し疾患診断研究を行うための研究支援体制の構築

を図るとともに、個別研究開発課題の実施機関との

連携研究および、疾患診断応用研究を外部研究機関

と連携しつつ推進する。さらに、拠点が実施する分

子イメージング関連の高度な専門的人材の育成に

ついては、東北大学と連携して実施する。 

 

３．平成 20年度・計画 

①PET基盤技術開発研究 

１）分子プローブライブラリーの構築に関する研究 

臨床研究を行うために必要なプローブの要望を含

め、作製した分子プローブデータベースを基に、既

知分子プローブの製造法や評価を実施し、開発中の

新規分子プローブもライブラリーに加え、分子プロ

ーブライブラリーをより一層充実させ、疾患診断研

究への展開を図る。 

 

２）分子プローブの高比放射能化に関する研究 

これまでに 18F、11C や 13N などで標識した様々な

分子プローブの超高比放射能化を、化学的な手法に

より世界最高水準の成果を達成したことから、平成

20年度はそれを利用した応用研究に重点を移す。 

また、同位体濃縮法による理論比放射能達成に関

する研究について、平成 20年度は、質量分離部の試

作を行い、ソフトランディング技術について文献検

索を基にその方策を検討する。 

 

３）中半減期核種の自動製造法開発に関する研究 

これまでに設置した垂直照射システムの改良、最

適化を図ってきたことから、平成20年度は 76Br, 124I

等の中寿命核種の実生産に向けた開発・改良を行う。

特に蛋白、ペプチド、核酸などの中寿命核種での自

動合成技術の開発を行う。 

 

②創薬候補物質探索拠点との連携研究 

１）薬物の動態予測のための薬物トランスポーター

プローブの開発とリソース化 

薬物の動態予測は創薬および疾患診断のために非

常に重要である。放医研では排出型トランスポータ

ーの P糖タンパクと BCRP、また TICなどの機能評価

を行うための分子プローブ開発およびリソース化を

行い、理研との連携をより一層進めることで疾患へ

の応用を加速する。 

 

２）プローブライブラリー／リソースの強化充実 

放医研では主にこれまでに世界中で開発され、論

文発表された分子プローブの標識法に関する総合的

な文献ライブラリーを作成し、分子プローブの効率

的な開発に資することを目的とする。平成 20年度中

にフォーマットを定め、ライブラリーの作成に着手

する。 

 

３）タミフルの脳内動態及び毒性標的部位の解明 

放医研ではこれまでにタミフルの生体での挙動解

明に PETを利用した研究が極めて有用であることを

示してきた。平成 20年度は理研と連携して脳など体

内動態解析や脳への作用解明に取り組む。 

 
③分子イメージング分野の人材育成 

分子イメージング分野における高度な専門的人材

の育成を行うため、東北大学と締結した分子イメー

ジング研究のための連携基本協定に基づき、引き続

き共同研究を通じ、人材育成の推進を図る。 

 

④個別研究開発課題への支援 

研究拠点としてこれまでに整備した施設・設備と

支援体制を活用するとともに、引き続き個別研究開

発課題に対応した設備の整備を行い、実施機関の拠

点利用を支援することで、課題シーズの臨床研究へ

昇華を図る。 

 

⑤プロジェクトの総合的推進 

プロジェクト全体の連携を密としつつ円滑に運営

していくため、運営委員会の開催等、参画各機関の
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連携・調整にあたる。特に、プロジェクト全体の進

捗状況を確認しつつ計画の合理化を検討し、必要に

応じて調査あるいは外部有識者を招聘して意見を聞

くなど、プロジェクトの推進に資する。プロジェク

トで得られた成果については、積極的に公表し、今

後の展開に資する。 

また、オールジャパンの研究者間のネットワーク

形成や人材交流、情報交換を促進するために、シン

ポジウム等を開催するとともに、外部機関との研究

協力体制を整備する。 

 

４．平成 20年度・実績 

①ＰＥＴ基盤技術開発研究 

１）分子プローブライブラリーの構築に関する研究 

平成２０年度は有用な標識分子プローブライブラ

リー構築の一環として、以下に記す１５種の分子プ

ローブについてのフィジビリティスタディーを行っ

た。 

1. [11C]DAC  

2. [18F]FEAC  

3. [18F]FEtDAC  

4. [13N]Thalidmide 

5. [11C]MBF  

6. [11C]FTIMD 

7. [11C]Clopidogre 

8. [11C]JP1302  

9. [11C]GF120918 

10. [11C]NYM 

11. [18F]FEtPE2I 

12. [18F]MPPF 

13. [11C](+)Verapamil 

14. [18F]FAZA 

15. [11C]化合物 A 

これらのうち、脳・中枢機能を特異的に捉えるプ

ローブが９種、腫瘍特性の評価プローブが２種、中

枢と腫瘍の両者を対象とするプローブが４種であ

る。今年度は従来からの末梢性ベンゾジアゼピン受

容体やアドレナリン受容体等の機能を標的とする

プローブに加え、イミダゾリン受容体、P2Y12 受容

体、腫瘍壊死因子（TNF）等の新たなターゲットも

追加した。また [18F]FAZA については、前臨床評価

評価を終え臨床使用可能レベルに至っている。 

 

２）分子プローブの高比放射能化に関する研究 

 理論比放射薬剤生成のための同位元素分子濃縮用

質量分離法の開発では、キャピラリー管内で短パル

スレーザーを照射し分子イオンを高効率で生成する

「キャピラリー型イオン源」により、目標とする電

離率（＞30％）、解離率（＜30％）がほぼ達成できる

見通しが得られた。平行して検討したイオンのソフ

ト回収装置とともに、既存の磁場型質量分離装置に

組み込んでヨウ化メチル濃縮の性能評価と実用化の

課題を次年度に探る。 

 

３）中半減期核種の自動製造法開発に関する研究 

垂直照射システムを用いて 124Ｉの製造法の検討

を行った。その結果 20μＡまでの電流値で収量を

低下させずに照射することが可能であった。また
76Br についても照射条件の検討を開始した。 

 

②創薬候補物質探索拠点との連携研究 

１）薬物の動態予測のための薬物トランスポーター

プローブの開発とリソース化 

BCRP の機能評価用の 11C/13N ダントロレンの合成

に成功した。またその他[11C]Gefitinib をはじめと

した P-gp, BCRP の薬物トランスポータに対する数

種類の分子プローブを評価した。 

 

２）プローブライブラリー／リソースの強化充実 

本年度は基本となるデータベースの骨格の構築お

よび PET分子プローブ製造の分野において主要な５

誌 （ Journal of Nuclear Medicine, Applied 

Radiation Isotopes, Nuclear Medicine Biology, 

Journal of labeled compounds, European Journal of 

Nuclear Medicine and Molecular Imaging）につい

て 2002 年 1月から 2008 年８月までに発表された論

文約3200のうちからPETプローブの合成および標識

反応に関する文献を抽出・精査し、280 件のレコー

ド数を持つβ版のデータベースを作成した。 

 

３）タミフルの脳内動態及び毒性標的部位の解明 

[11C]オセルタミビルを用いた霊長類（マカクサル、

マーモセット）PET 結果により、オセルタミビルが

脳内に分布する可能性が示唆された。その脳内分布

は、霊長類、特にマーモセットの場合、年齢が幼若

であるほど多く分布する年齢依存性を示した。その

結果は、血液―脳―関門の発達期における成熟度合

を反映しているものと解釈された。 

 

③分子イメージング分野の人材育成 

平成１９年度までに締結した東北大学大学院医

学系研究科、薬学研究科、工学研究科の連携講座に

関する協定書に基づき、連携大学院客員教授、准教

授として分子イメージング研究コース修士・博士課
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程講義「分子イメージング概論 I・II」「分子イメ

ージング特論」の２回分を担当した。またその他、

学部学生についても薬学部にて「画像診断薬物学」

の講義を行った。さらに、東北大学分子イメージン

グ連携合同セミナーとして「分子プローブ・放射薬

剤合成技術の研究開発」として講義を行った。この

講義はインターネットスクールとして配信された。

平成１９年度に引き続き平成２０年度にも新たに

１名の大学院生の受入を実施し研究指導を行って

いる。 

 

④個別研究開発課題への支援 

モデル動物等小動物特に遺伝子組み換え等拡散防

止措置レベル P2A対応までの飼育・実験環境を追加

整備した。 

また、個別研究開発課題については研究の進捗状

況に応じて個々に対応した。 

 

１）順天堂大学 

前年度は、順天堂大学が新たに開発した中皮腫腫

瘍マーカーのひとつである ERC/mesothelin に対す

るモノクローナル抗体(IgG)での動物モデルでのイ

メージングに成功した。今年度は、臨床応用を目指

し、IgGを小分子量化(Fab)し、放射性標識し、細胞

レベル、動物レベルで評価を行った。IgG に比べる

と腫瘍への集積は下がったが、腫瘍／血液比が大幅

に改善し、投与後短時間で、高い腫瘍・バックグラ

ウンド比が得られることを確認した。そこで、感度・

定量性に優れる PET応用に向けて、分子認識グルー

プで製造した中半減期ポジトロン核種である Cu-64

での標識の検討と評価を開始した。 

 

２）京都大学 

タウ病変および神経免疫反応を可視化する新規

PET プローブを確立し、タウオパチーモデルマウス

のタウ病変を生体で検出することにはじめて成功し

た。研究基盤として P2A 基準の拡散防止施設を整備

し、京都大学でタウワクチン投与を行ったタウオパ

チーモデルマウスの神経免疫 PETを施行した。京都

大学の病理解析の結果と照合し、ワクチン単回投与

後に軽度ながら持続的な神経免疫反応が惹起される

ことで、タウ病変の形成が抑えられることを明らか

にした。 

 

３）ジェイファーマ（株） 

ジェイファーマより提示された候補化合物を 18

Ｆで標識する方法を検討した。従来のクリプトフィ

ックスを用いた方法ではフッ素-18 標識反応は進

行せず、適切な触媒を使用しマイクロウェーブを反

応に使用することで１－２％の収率で目的物を得

ることができた。また、ジェイファーマより提供さ

れた腫瘍細胞を用いて腫瘍モデルマウスの作成を

行った。この腫瘍モデルマウスを用いて PET 撮像を

行った。 

 

⑤プロジェクトの総合的推進 

プロジェクト全体の連携を密としつつ円滑に運

営していくことを目的として、拠点運営委員会の開

催、その他参画各機関の連携・調整を図るために研

究の進捗状況にあわせて個別研究開発課題機関と

報告・検討会を行った。また、拠点間連携において

拡大運営委員会への参加、特に平成 20 年度は合同

研究討論会において研究担当者等若手の研究者も

交えて有意義な議論を交わすことできた。これによ

り、重点を置くべき研究項目の見直し、連携の強化

がはかられた。 

成果の普及のための合同シンポジウムや分子 イ

メージングサマースクールを創薬候補物質探索拠

点と共同で開催した。また、分子プローブライブラ

リーの WEB 公開の準備として所内 HP にテストアッ

プを行った。 
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2. 単一細胞内遺伝子発現プロフィール解析システム 

 

 

1. 課題代表者        

重粒子医科学センター 

先端遺伝発現研究グループ    

安倍真澄 

 

２．研究計画 

HiCEP 法は、我々のグループが開発してきた

マイクロアレー法とは原理の異なる遺伝子発現

プロフィール技術です。未知転写物や低発現転

写物の網羅的且つ定量的観察を可能とし、また

解析に先立ち遺伝この塩基配列情報を必要とし

ないため全真核生物を解析対象とすることがで

きます。本開発では、本技術のもう一つの開発

の柱となる方向性、解析に必要な細胞数を出来

るだけ少なくする、に集中して取り組んでいま

す。即ち、HiCEP 法を基にした単一細胞内遺伝

子発現プロフィール解析システムの構築に挑ん

でいます。これにより、個々の細胞毎の違いを

研究対象とする「単一細胞生物学」とでもいえ

る新しい研究手法が樹立される可能性がありま

す。又同時に、解析適応範囲も飛躍的に広がり、

疾患原因遺伝子の検索、モニタリングが必要な

全ての分野の状況を一変させることが期待され

ます。 

 

３．平成２０年度・計画 

微量 HiCEP 技術の開発 

 浮遊細胞においては、20 細胞を用いた解析

を可能にする。また単一細胞においては 5000

ピーク以上の解析を可能にする。 

 マイクロダイセクションによって切り出し

た組織において、数十細胞が可能な手法を確

立する。 

 

 

分取装置の開発 

 要素技術の開発 

・ガラス（石英）チップ電気泳動による 

1 本鎖 DNA の分離能向上のための条件  

検討 

・ガラス（石英）チップ電気泳動分取に 

による 1 本鎖 DNA の分離能向 

・ガラス（石英）チップ電気泳動による 

2 本鎖 DNA の分離能向上のための条件 

検討 

・ガラス（石英）チップ電気泳動分取に 

よる 2 本鎖 DNA の分離能向上の 

ための条件検討    

・ポリマーの充填・洗浄ステップの機械 

化の検討 

装置製作 

    ガラスチップ電気泳動による分取装

置のプロトタイプ製作 

 

自動反応装置の開発 

昨年度に製作した試作機の各モジュールの

動作確認、耐久性の評価を基にハード面およ

びソフト面での改良を含めた量産型の試作を

開始する。 

 

高精度 PCR 装置 

 昨年度より製品化のための設計を継続し、

当該年度内での販売開始を行う。 

 

４．平成２０年度の実績・成果 

微量 HiCEP 技術の開発 

 HiCEP解析技術は当初約1000万細胞を用いて

開発された。本プログラムでこれまでに細胞数

100 個以下での解析を可能にした。これはトー

タル RNA にするとピコグラムオーダーである。

今回、更に 10 細胞以下を用いた解析技術の開発

を試みた。これはトータル RNA100 ピコグラム以

下に相当する。今回この目的の為、T7RNA 増幅

システムを解析系に組み込んだ。その結果：  

１）T7RNA 増幅システムを組み合わ 

せることで１０細胞の解析が可能となっ

た。 

 ２）以前不可能だった１０コピー/ 

細胞以下の低発現遺伝子の解析も可能と

した。

よる 1 本鎖 DNA の分解能向上のための 

条件検討 
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更に、微量サンプル、ピコグラムオーダーのトータル RNA による遺伝子発現プロファ

イリング技術の開発が進んできた。そこでこれらの技術を実際の解析に用いる為に、以

下のような、典型的なアプリケーションを検討した。その結果、微量 HiCEP 技術はこれ

らのアプリケーションに十分使用可能であることが示された。 

 ○ マイクロダイセクション法を用い 

たサンプル（数十細胞）解析 

 ○ 胚盤胞の解析 

 

 

分取装置の開発（北大と共同） 

近接した 1base 差ピークの分取に

成功。分取後シークエンスを行った

結果、遺伝子同定に十分のクオリテ

ィが得られる画分である。 

 

 

 

 

自動反応装置の開発 

（アステックと共同） 

従来どおり実験者がマニュアルで

HiCEP 反応を行う場合、ほぼ１０サ

ンプルの処理に３日が必要である。 

また、このことは現実的に困難であり、実験者によってそのデータの質が有る程度異

なる。大量処理を可能にし、反応ごとの違いをできるだけ小さくする為に、９６サンプ

ルを処理する自動 HiCEP 反応装置の開発を行なってきた。本年度は試作 2 号機の耐久テ

スト、改良を重ねてきた。 

cont

500 cells

10 cells

T7 transcription

10 cells

T7 transcription
10 cells

cont
10 cells

3O

3X

ｱｸﾘﾙｱﾐ
ﾄﾞ

(4inch)

(4inch)

3O
(4inch)

・Mus musculus similar to serine/ threoninekinase 11 interacting protein 
(LOC100047492), mRNA 
→E14データベースと一致
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その結果、確実に安定して反応 

の遂行が可能な装置に仕上がっ 

てきた。４８サンプルを一度に 

処理した結果を示す。この実験 

の場合、４８サンプル中４７サ 

ンプルの反応が予定通りに遂行

されていた。又得られたデータ

は高い再現性を有していた。主

に行った改良点は以下である。

 

１）ソフトウェアの改良について    

・使用するチップの減量化。ビーズの洗

浄時に使用するチップの数を減らす。 

・分注の方法の変更。マグネットビーズ

を分注する際に効率よく吸引できるよ 

う何度かピペッティングで撹拌した後

に吸引するようにした。 

・プロトコルの任意のステップから動作

を開始できるように任意のステップ番 

号を入力し、スタートできるようにし

た。 

 

２）ハードウェアの改良について 

・制御のコントローラーの変更により細

かいモーター制御が行えることで動作

時間の短縮ができる。 

・製作上の加工の簡素化や電気配線の見

直しを行い、製造コストを軽減する。

・チップラックの問題点。チップのロッ 

ト間の差と思われるがふたが外れない 

（固い）ものがあるため、装置でふた

を外すことができない。 

→ふたを外すときにラック自体を押える

ことができるように装置の改良を行う。 

→チップ（ラック）を他のメーカーのも 

のに変えることが出来ないかの検討。 

２号機で基本的な性能に加え、販売に

向けた現実的な機能に目処が付いたと考

え、最終的な装置として、３号機の作成

に取りかかった。本機種は実際の販売を

強くイメージしたものにしている。具体

的には 

３）３号機について設計の重点項目 

・小型化。本体横幅を 1,700mm→1,500mm

にする。 

→設置場所、搬入経路の選定幅が拡がる。 

・プレートや試薬の設置を容易にするた

めに各ユニットのレイアウトを直線的 

 

高精度 PCR 装置の開発（アステックと共 

同） 

進捗状況） 

  市販されているPCR装置はウェル間で

0.5度の温度差がみられるため、高精度定

量解析であるHiCEP反応を正確に行うこと

は不可能であった。HiCEP反応を確実に行

うために各ウェルの温度制度をターゲッ

ト温度に対し±0.1度内に制御可能な高精

度PCR装置の開発 

を行なってきた。基礎技術の開発を終了

し、今年度は発売に向けた大量生産システ

ムの構築を行なった。その結果、図に示す

ようなほぼ±0.06度の精度を有するPCR装

置の生産、そして最終年度の発売の目処が

ついた。

に配置する。 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A

B
C

D
E

F
G

H

代表的なScatter Plot（r = 0.991）

平均r値 : 0.98±0.01

Plate position

1サンプルTemplate作製失敗

lot1

lo
t2
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3．三次被ばく医療体制整備調査 

 

１．課題代表者 

緊急被ばく医療研究センター長 

明石 真言 

 

２．研究計画 

・ 万が一の放射線事故・原子力災害の発生に適

切に備えるための全国的な緊急被ばく医療の

体制整備のため、国の委託事業等の外部資金

も含め、放射線・原子力安全行政に協力・支

援する。 

・ 国の委託事業等により喫緊の行政ニーズへの

対応を着実に実施する。 

 

３．平成 20 年度・計画 

行政の要請に応じて必要な調査研究等を実施

するとともに、専門的能力を必要とする各種業務

に協力する。 

① 原子力防災業務 

1) 平成20年10月に一部改訂された「緊急被ばく

医療のあり方について（原子力安全委員会原

子力施設等防災専門部会）」をはじめとし、「原

子力施設等の防災対策について（原子力安全

委員会）」、平成20年2月に一部修正された「防

災基本計画」、「武力攻撃事態等における国民

の保護のための措置に関する法律」等に謳わ

れている放医研の責務を果たす。 

2) 緊急被ばく医療を的確かつ効率的に実施する

ため、緊急被ばく医療ネットワークを適切に

運営する。同時に、生物学的線量評価及び物

理学的線量評価に関するネットワークも着実

に運営し、我が国の緊急被ばく医療体制を推

進する。また、三次被ばく医療機関として、

地域被ばく医療に関する全国的な緊急被ばく

医療ネットワークを構築するとともに、地域 

  の三次被ばく医療機関の広島大学との連携強  

化にも努める。さらには各地域の中心的な役   

割を担うリーダーの育成を目的としたセミナ 

 

ーを実施する。 

② その他緊急被ばく医療に関する業務 

各地で開催される緊急被ばく医療に関する訓

練や講習会等に専門家を派遣し、指導・助言

を行う。 

また、前年度導入した緊急被ばく医療ダイヤ

ル24時間対応システムの一層の充実を図る。 

 

４．平成 20 年度・実績 

①原子力安全委員会被ばく医療分科会への参加 

 内閣府原子力安全委員会原子力施設等防災

専門部会に属す被ばく医療分科会において、

構成員として定例会議をはじめとする諸々の

活動に参加した。特に、平成 20 年 10 月に行

われた「緊急被ばく医療のあり方について（原

子力安全委員会原子力施設等防災専門部会）」

の一部改訂においては、その検討会構成員と

して一連に関与し、我が国の緊急被ばく医療

に関する技術的・専門的事項の調査審議に貢

献した。 

 

②緊急被ばく医療に関する訓練、講習会、会議等

への参加 

各省庁、及び地方公共団体等が主催する原

子力防災訓練、緊急被ばく医療訓練、緊急被

ばくに関する講習会等において、関係者に対

する指導及び助言を行った。各地での防災・

被ばく医療訓練への参加は合計 10 回（派遣人

数延べ 16 人）、緊急被ばく医療に関する講習

会等への講師派遣は 34 回（派遣人数延べ 40
人）、また、緊急被ばく医療に関する各種委員

会出席は 50 回であった。 
なお、同様の活動は国内のみにとどまらず、

海外においても展開された。WHO・インドネ

シア保健省主催「3rd International Training on 
Emergency and Disaster Management」（於：ス

ラバヤ・バリ、インドネシア）や日本原子力
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研究開発機構主催「インドネシア原子力庁

(BATAN) 『放射線事故緊急時対応コース』」

（於：ジャカルタ、インドネシア）への講師

派遣をはじめとし、我が国が構成メンバーで

ある Global Health Security Action Group 主催

「Global Health Security Initiative (GHSI)/閣僚

級会合及び関連会合」（於：ブリュッセル、ベ

ルギー）、国際放射線単位測定委員会（ICRU）

等へも会議出席の要請を受け、専門家を派遣

した。 
 

③ 国の原子力防災訓練への参加、及び所内訓練 

平成 20 年 10 月 21 日～22 日に実施された

国の原子力総合防災訓練（発災想定地：福島

県）において、放医研は本訓練のみならず、

事前の訓練シナリオ作成の段階から協力した。

訓練当日は、原子力安全委員会本部へ線量評

価専門家を 1 名、福島県オフサイトセンター

（大熊町）医療班および県の第二次緊急時医

療施設に緊急被ばく医療チームとして医師を

それぞれ 1 名ずつ派遣した。第二次緊急時医

療施設に派遣された医師は、被ばく・汚染患

者と放射線管理要員とともに千葉市消防ヘリ

に搭乗し、放医研への搬送に同行した。その

後、引き続き同患者を緊急被ばく医療施設へ

受け入れ、搬送患者の除染や線量評価等の実

践的な所内訓練を実施した。この訓練の模様

は、緊急被ばく医療ネットワーク委員および

プレスへ公開した。 

 

④ 被ばく医療に関する地域との連携 

1) 地域緊急被ばく医療機関等との連携協議会の

開催 

 この会議は、地域防災計画を検証し、実際

の事故に対応出来る実効的なものにすること

を目的として行われている。東日本ブロック

８道県（北海道、青森、宮城、福島、新潟、

茨城、神奈川、静岡）の所管担当者及び被ば

く医療機関に対して、地域の被ばく医療機関

が有する機能に応じた患者受入や搬送体制に

ついての具体的な検討を行った。 

地域の二次被ばく医療機関との連携協議に

ついて平成 20年度は、国立病院機構仙台医療

センター（宮城県）、国立病院機構水戸医療セ

ンター（茨城県）、福島県立医科大学附属病院

（福島県）、新潟県立がんセンター新潟病院

（新潟県）において、汚染・被ばく患者の受

入方針、放医研からの支援内容等の具体的な

協力内容（患者搬送機関との連携等）を協議

した。また、福島県、新潟県、青森県、北海

道、神奈川県では、事故を想定し地域防災計

画に示された被ばく医療施設のうち、汚染の

状況や合併する傷病の程度により、どの施設

に搬送するか等に関して、緊急被ばく医療関

係者、搬送関係者、事業所関係者合同による

患者搬送・受入に関する机上演習を実施した。 

2) 地域緊急被ばく医療連携協議会全体会議の開

催 

 この会議は、被ばく医療を実施する地方公

共団体が被ばく医療体制の整備状況を報告し、

課題や問題点を議論することを目的としてい

る。東・西日本ブロックの原子力施設立地・

隣接道府県の緊急被ばく医療機関、地方公共

団体所管担当部署、被ばく医療・線量評価専

門家、文部科学省、防衛省他関係省庁等の関

係者が参加し、東京で開催した。各地方公共

団体からは緊急被ばく医療体制整備で今年度

重点的に行った事業、今後の課題の報告がさ

れ、また、放医研と広島大学からは地域の三

次被ばく医療機関が果たす役割及び支援体制

について説明した。その他、総務省からの勧

告を踏まえた患者搬送体制の整備について、

自衛隊を含めたヘリでの搬送体制を重点に各

都道府県との意見交換を行った。 

 

⑤ 緊急連絡網の充実強化 

これまでも医療及び防災関係者向けの緊急

被ばく医療ダイヤルを設置し、放射線事故・

-80-



 

 

汚染患者発生等の緊急時対応を行ってきたが、

平日夜間及び休祭日も含めた２４時間受付対

応を行うため、昨年度に引き続き担当者への

転送を行うシステムで緊急連絡網の充実強化

に努めた。また、被ばく医療情報共有システ

ムを導入し、原子力防災訓練情報、患者搬送

フロー図など関連情報の管理と関係者への迅

速な情報提供に関する調査を行った。 

 

⑥ ３つのネットワークの運営 

緊急時に備え、被ばく医療協力機関や専門

家との連携を円滑に行うべく、染色体ネット

ワーク会議、物理学的線量評価ネットワーク

会議、ならびに緊急被ばく医療ネットワーク

会議を開催し、各ネットワークの運用を行っ

た。 

染色体ネットワークでは、国の原子力総合

防災訓練にあわせて線量効果訓練を実施した。

また、米国で開催された生物学的線量評価の

国際ネットワークに関する会議「WHO Bio 
Dose Net 1st Coordination and Planning 
Meeting」と「Bio Dose 2008」にて、我が国の

染色体ネットワークの活動を報告し、海外関

係機関に向けて情報を発信した。さらに、ア

ジアにおけるネットワークの構築のために、

11 月 26 日～28 日に国際科学技術センター

(International Science and Technology Center, 
ISTC) 及び世界保健機関（ World Health 
Organization, WHO）と共に「NIRS Workshop on 
Cytogenetic Biodosimetry for Asia」を開催し、

アジア諸国やヨーロッパ、アメリカ等からの

専門家に対して同ネットワークの活動紹介を

行うとともに、複数の染色体ネットワーク委

員による講演が行われた。 
物理学的線量評価ネットワークでは、被ば

く医療機関の線量評価、汚染評価機能の調査

結果及び線量評価訓練結果の検討を行うとと

もに、島根県、岡山県、鳥取県、北海道、鹿

児島県、佐賀県、長崎県、静岡県、愛媛県の

二次被ばく医療機関に設置されたホールボデ

ィーカウンタ（WBC）の線量評価精度調査を実

施した。 

緊急被ばく医療ネットワークでは、３つの

ネットワーク関係者の参集の実効性を図るた

め、原子力総合防災訓練に合わせて、メンバ

ーの参集可否を問う通信連絡訓練を実施した。

また、関係者による放医研で実施した緊急被

ばく医療訓練を視察し、改善事項などの指摘

を行った。また、放医研が今年度対応した被

ばく事故・事件についての報告も行った。 

 

⑦ 地域の三次被ばく医療機関間との連携構築 

放医研と広島大学は、東・西日本ブロックの

地域三次被ばく医療機関として、全国規模の医

療体制構築を目指し、各地域の体制整備への対

応についての検討及び関連情報の共有を行い、

２回の連携会議の開催を通じて連携強化に努

めた。 

 

⑧ 緊急被ばく医療に関する原子力防災研修 

各地域の中心的な役割を担うリーダーの育

成を目的に、高度で専門的な知識と技術の習得

を目指す原子力防災研修を実施した。 

緊急被ばく救護セミナーは、消防、警察、海

上保安庁、原子力施設の放射線管理要員等を対

象に、事故現場から被災者の救助、救急、放射

線管理、搬送（プレホスピタル）に必要な知識

と技術の総合的な習得を目的として実施した

（4回/年、116 名）。 

緊急被ばく医療セミナーは、医療機関に搬送

された汚染・被ばく患者の診療（ホスピタル）

に携わる医師、看護師、保健師、診療放射線技

師を対象に、安全を確保した上で最良の医療を

行うために必要な知識の習得を目的として実

施した（3回/年、60名）。なお、このセミナー

ではアジア諸国から講師を招聘して、研修の充

実を図った。 

緊急被ばく医療放射線計測セミナーは、地域
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の被ばく医療機関に設置されているＷＢＣの

担当者を対象に、地域の被ばく医療施設で求め

られる迅速かつ正確な線量評価支援業務が遂

行できるように内部被ばく患者の体外計測法

と線量推定方法の習得を目的として実施した

（1回/年、8名）。 

また、平成 20 年度に我が国の緊急被ばく医

療の発展・継承に寄与するため、緊急被ばく医

療に関する協力協定を締結した青森県の弘前

大学医学部保健学科の関係者に対し、緊急被ば

く医療セミナーを実施した。 

放医研が実施する緊急被ばく医療分野にお

ける教育活動は、海外からも高く評価されてい

る。韓国からは、韓国原子力医学院（Korea 
Institute of Radiological and Medical Sciences, 
KIRAMS）の依頼を受け、「韓国医療従事者向

け緊急被ばく医療トレーニングコース（NIRS 
Training Course for Korean Medical Professionals 
on Radiation Emergency Medical Preparedness 
2008）」を開催し、同国からの参加者は 25名

に上った。この研修は平成 17年度以降要請を

受け実施しており、今回の研修会は 3回目とな

った。また、アジア 11ヶ国からの専門家等が

放医研に集って開催された会合「NSC/NIRS 
workshop on medical response to nuclear accidents 
in Asia」では、アジア諸国の被ばく医療従事者

より、緊急被ばく医療分野における放医研の積

極的な教育活動等が強く求められた。 

 

⑨ その他特筆すべき活動 

1) 平成20年 7月 7日～9日に開催されたG8北海

道洞爺湖サミットにおいて、厚生労働省の依

頼に基づき核テロ等の緊急時発生に備えた専

門家の派遣や資機材と治療薬の配備を行い、

万が一における放射線による武力攻撃事態等

における要人の保護に貢献した。 

2) 平成 20年度中に発生した放射線線源等に起因

する事件（イリジウム線源盗難時：4月、同線

源発見時：5月、ラジウム 226 大量放置：9月）

に関して、放医研ホームページや各種メディア

を通じて情報を提供するとともに、寄せられた

問い合わせについても対応を行い、国民の安

心・安全確保に寄与した。 

3) 5 月に中国で発生した四川省大地震において、

現地での救助活動に従事した救助隊員の希望

者に対し、汚染検査を行い国民の安心・安全確

保に寄与した。 

-82-



 

4. 緊急被ばく医療に関する実証及び成果提供等 

 

 

１．課題代表者 

緊急被ばく医療研究センター長 

明石 真言 

 

２．研究計画 

・放射線の人体への影響に関する専門研究機関と

して、放射線、原子力に関する国民の安全・安

心の確保に貢献する。 

・万が一の放射線事故・原子力災害の発生に適切

に備えるための全国的な緊急被ばく医療の体制

整備のため、国の委託事業等の外部資金も含め、

放射線・原子力安全行政に協力・支援する。 

・国の委託事業等により喫緊の行政ニーズへの対

応を着実に実施する。 

 

３．平成20年度・計画 

これまでに得られた技術的手法及び研究成果を

用いて、被ばく医療のための治療モデル及び評価シ

ステム等に関して、具体的な実効性を検証しつつ、

地域の医療機関に対して成果提供を行う。また、海

外の被ばく医療機関の情報収集及び放射線事故医

療データベースの構築を行う。 

 

４．平成20年度・実績 

当該事業は三次被ばく医療機関としてこれまで

の研究で得た技術的手法及び研究成果を活用して、

地域の初期並びに二次被ばく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、地域の

被ばく医療機関に対し、効率のよい成果提供を図

り、緊急時の医療に役立てることを目的としてい

る。また、国内のみでは被ばく件数が少ないため、

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行い、地域

の被ばく医療機関がこのデータベースを利用する

ことで迅速かつ円滑な医療を行うことを目的とし

ている。本年度はこれまでに得られた技術的な手法

及び研究成果を加工し、地域の医療機関へ専門知識

を付与するとともに、治療モデル構築に必要な基盤 

整備を行った。また、被ばく医療に関する海外被ば

く医療機関等の活動体制、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

を収集した。 

 

１．高線量被ばく時の治療決定と治療法の標準化 

（１）高線量被ばく時の治療方針モデルの作成 

消化管障害を中心とした高線量被ばくの病

態解明の基礎となる治療モデルと血管障害の

診断と治療方針の基礎モデルについて、標準化

を図り、臨床応用のためのデータを加工し、提

供する。さらに高線量被ばくの治療モデルを再

構築し、地域の医療機関が複合障害の治療を迅

速かつ円滑に行うことが出来るモデルを提示

する。当該年度は、TNFαによる高線量被ばく

による血液障害や消化管障害の治療への有効

性の実証、他の治療医薬品であるリチウムを用

いての小腸障害に対する治療モデルの検討、及

び細胞の生死決定に関わるPIDD のアダプター

タンパク質を標的とした小腸障害治療薬の実

証を行い、モデルの標準化を行った。 

（２）放射線障害の高度な治療法の標準化 

症例の多い外傷及び熱傷などとの比

較、また重症な各臓器不全の治療を基盤

に、より高度な放射線障害の治療法の標

準化を図ることを目的としている。当該

年度は、放射線による小腸障害の治療方

針の基礎モデルの標準化構築のために、

Fibroblast growth fator 1(FGF 1)とFGF 

2を結合して創成したキメラタンパク質

が治療薬になりうることをクリプトア

ッセイにより検証した。また、生着性の

高いヒト培養皮膚を用いての重症熱傷

感染治療モデルの標準化を行った。 

 

２．体内除染薬剤等の投与法等の標準化 

体内除染に用いる薬剤の人体への安

全な投与法等について、医師が安全性と

臨床的効果及び測定機器の限界のバラ

ンスを判断できるような構造が似た薬

剤との比較から標準化を図る。また、α
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核種を念頭に置き、爆発などで体内に圧

力で押し込められた体内汚染の除去に

関する成果、国内ではまだ承認されてい

ないプルトニウムの除染薬であるDTPA

の吸入による投与に関する成果を、フラ

ンスや米国など使用経験の多いデータ

とともに提供し、緊急時に医療施設が対

応できるように体内除染剤の投与法の

標準化を図ることを目的としている。当

該年度は、ウランの皮内及び皮下汚染時

の治療に、ウランの体内挙動の特徴と、

汚染部位に対する体外排泄剤CBMIDAの

局所療法によって体外排泄促進と汚染

部位の酸熱傷の緩和効果があることと、

利尿剤や輸液剤にはウラン排泄効果が

ないことを実証した。また、体内除染薬

剤としてのDTPAと同等のキレート生成

部位を導入した内服用高分子吸着剤の

効果、さらにアミノベンジルーEDTAを用

いた放射性コバルトの除去効果の実証

を行って体内除染薬剤等の投与法等の

標準化を行った。 

 

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 

ビタミン類や酵母類などを中心に医

薬品として承認されている薬剤の防護

作用に関しての成果の検証を行うとと

もに、投与法の標準化を図り、天然物質

などの放射線防護剤の基礎モデルを作

成する。さらに、重症症例に関して、過

去の事例と動物実験から得られたデー

タから治療剤の選択に関する成果を提

供することを目的としている。当該年度

は、平滑筋弛緩薬やステロイド類に放射

線による消化管障害軽減効果の高いこ

とを薬剤の致死率に対する効果により、

並びにクルクミン類似体の放射線防護

効果を小腸のクリプト数評価法により

実証し、その投与法の標準化を行った。 

 

４．汚染放射性核種の同定と線量評価技術の標準化 

α核種を中心に限られた試料から放射

性核種を同定できる評価システムにつ

いて、医療現場に適切な測定結果を提供

できるよう標準化を図ることを目的に、

下記の項目を実施した。 

（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 

染色体異常からの被ばく線量を算定

する評価システムの標準化については、

局所被ばく部位の低侵襲・迅速・簡便な

特定を行うために、毛根細胞へコメント

アッセイを適用し、毛根細胞に起こる 

DNA損傷を指標とした被ばく部位の線

量評価を実証するとともに、生物線量評

価をより確実・簡便に判定できるように

するために、抗CENP-A抗体染色が、通常

のFISH法に比べて短時間に二動原体部

位を標識が可能になることを実証した。

また、鼻スメア法の有用性については、

鼻スメア試料にαスペクトロメトリを

適用することの優位性を実証した。さら

に、ストロンチウムーレジンと液体シン

チレーションの組み合わせにより、1日

以内に尿試料中のストロンチウム-90を

分析可能であることを実証するととも

に、他のレジン(TRU-レジン、UTEVA-レ

ジン)を利用することにより、ウラン、

トリウム、アメリシウムのα線核種の迅

速分離が可能であることを実証した。 

 

（２）生活物質からの緊急時測定システムの

適化 

放射線汚染事故時に、比較的入手の容

易な試料（皮膚など）から放射性物質の

同定、放射能測定など線量評価の基礎と

なる情報を得るための放射線測定法や

測定器についてのモデルを作成し、 適

な緊急時測定システムを提供すること

を目的として、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

型甲状腺モニタとしてバックグラウン

ドの高い現場で緊急時用として使用可

能であることを実証した。NaIシンチレ

ーションカウンタにスペクトル分析機
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能を付加したNaIスペクトロサーベイメ

ータの検出部をLaBrに切り替えたスペ

クトロサーベイメータが緊急被ばく医

療現場向けに有効で実用的な測定器で

あることを実証した。さらに、超ウラン

元素の肺中放射能量を精度良く測定す

るために従来のリバモアファントムに

代わる日本人標準体型肺モデルを導入

し、体型が異なっても精度良く測定でき

ることを実証した。 

 

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について、各

国の医療機関が協力し情報の交換を行

うことが重要である。諸外国の関係機関

から被ばく医療に関する技術及び活動

の情報を収集するとともに、各国の放射

線事故例を中心に入手した情報でデー

タベースの充実を図り、我が国の経験と

知識を普及するためのシステムの基礎

部分を構築した。 

 

（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  

ファイルドキュメンテーションシステムに第 

五福竜丸を始めとする放射線事故例の資料を保

存した。WHO/REMPANのデータベースとの互換性

を極力担保しながら、データベースの基本部分

を構築及び修正し、ロシアなどの諸外国からの

放射線障害の治療症例データの情報を順次入力

した。 
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5．放射性核種生物圏移行評価高度化調査 

 （放射性廃棄物共通技術調査等委託費） 
 

 

１．課題代表者 

特別上席研究員 

内田 滋夫 

 

２．研究計画 

本研究は、 

（１） 沿岸域における核種挙動評価 

（２） TRU 廃棄物処分に係わる重要核種（C-14、       

I-129 など）移行挙動評価 

（３） ラドン挙動評価を中核に据え、平成 14

年度から平成 18 年度までに（独）放射線医

学総合研究所が実施した、「放射性核種生物

圏移行パラメータ調査」で得られたデータベ

ース等の成果も活用しつつ、我が国の生物圏

における核種移行評価の高精度化に資する

ため、我が国の生物圏における核種移行パラ

メータの整備・拡充を行う。 

 

３．平成 20年度・計画 

（１）沿岸域における核種挙動評価 

河川の河口から沿岸域を対象に、海水（汽水を

含む）、堆積物、海産生物等の海洋試料中の元素

や化学成分の濃度を取得し、海産生物等への移

行に関するパラメータを得る。 

① 河口−沿岸域における海洋環境の調査 

② 沿岸域の移行パラメータの整備に関する調

査 

 

（２）TRU 廃棄物処分に係わる重要核種（C-14、

I-129 など）移行挙動評価 

主に生物圏におけるC-14の物理化学形態変化と

濃度に関するデータを取得する。また、同じく

TRU 廃棄物処分に係る安全評価において重要核

種である I-129 の生物圏における挙動を把握す

るため、ヨウ素の土壌中挙動のデータを収集す

る。 

① C-14 に関するデータの取得 

② C-14 の移行モデルの開発 

③ I-129 に関するデータの取得 

 

（３）ラドン挙動評価 

ウラン廃棄物の処分に係る安全評価上最も重要

な核種であり、自然放射線源として公衆への被

ばく源としても寄与が大きいラドンの環境移行 

 

パラメータを収集する。 

① 土壌中のラドン実効拡散係数推定法の開発 

② 土壌中のラドン散逸率評価手法の開発 

 

（４）生物圏移行パラメータ推定法開発およびデ

ータベースの高度化・拡充 

環境媒体中の元素濃度等に関する既往の測定

データ及び生物圏移行パラメータに係る既往

のデータベースを活用し、これらを推定するモ

デルを構築する。また、分析の高度化を行うと

ともにデータベースの拡充を図る。 

 

４．平成 20年度・実績 

(１）沿岸域における核種挙動評価 

① 河口−沿岸域における海洋環境の調査 

・石狩川、関川、江ノ川の河口-沿岸域での調

査および相模川の河口-沿岸域における海洋

環境の定期調査を実施した。 

 

② 沿岸域の移行パラメータの整備に関する

調査 

・上記の河口-沿岸域において収集した試料（水，

堆積物および海産生物）中の元素等の分析を

行い，移行パラメータ（濃縮係数や分配係数）

を取得した。 

・Alの分析法の検討を行い、キレート樹脂カ

ラムで分離濃縮し，ICP-MS により定量する

方法を確立した。 

 

（２）TRU 廃棄物処分に係わる重要核種（C-14、

I-129 など）移行挙動評価 

① C-14 に関するデータの取得 

・水田土壌(灰色低地土)を用いた水稲カラム栽

培試験を行い，C-14 の水稲穂部への土壌-作

物移行係数を求めた。 

・ 前年度開発した実験方法を用いて，C-14 の

土壌からのガス化率および土壌−土壌溶液

分配係数を求めた。 

・ 土壌溶液に添加した酢酸の経時変化を調べ

た結果，酢酸は１−２日程度で土壌に吸着さ

れるか，もしくはガス化してしまう可能性が

高く，土壌溶液中にはとどまらない事がわか

った。  
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② C-14 の移行モデルの開発 

・土壌実験結果を解析し，環境コンパートメン

ト間の移行パラメータを設定した。得られた

移行パラメータを昨年度構築した水稲全体

モデルに組み込み試解析を行った。 

 

③ I-129 に関するデータの取得 

・日本の水田土壌の I-の分配係数を求めた。 

 

（３）ラドン挙動評価 

① 土壌中のラドン実効拡散係数推定法の開発 

・模擬土壌中および実土壌（関東ローム）中のラ

ドンの実効拡散係数の評価を行った。 

 

② 土壌中のラドン散逸率評価手法の開発 

・岐阜県，沖縄県本島および宮古島において散逸

率の測定を行った。 

・重回帰分析を行った結果，ラドン(トロン)散逸

率の推定にはラジウム(トリウム系列)濃度，散

逸係数，土中温度および体積含水率が特に重要

であることがわかった。 

 

（４）生物圏移行パラメータ推定法開発及びデー

タベースの高度化・拡充 

・土壌および農作物試料中のヨウ素濃度分析，玄

米および白米のウラン濃度分析を行い，データ

ベースを拡充した。 

・Niの分配係数推定法の開発を行った。 
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事業名 研究課題名 委託元
研究代表者氏名
研究代表者所属

実績（単位：千円）

キーテクノロジー研究開発の推
進：分子イメージング研究プログ
ラム

ＰＥＴ疾患診断研究拠点
文部科学省　研究振興局  研究振興戦略
官付

菅野　巖(分)
分子イメージング研究センター長 434,241

ＥＳＲスペクトル情報取得への感応点法の適用
九州大学(科学技術振興機構　先端計測技
術推進室)

安西　和紀(重)
粒子線生物研究グループ 3,900

iPS法と核移植法の比較による初期化機構の解明
荒木　良子（重）

先端遺伝子発現研究グループ 33,531

情動的意思決定における脳内分子メカニズムの解明
高橋　英彦（分）

分子神経イメージング研究グループ 6,487
産学協同シーズイノベーション
化事業：顕在化ステージ

交流超伝導技術を用いた重粒子線がん治療装置の高
機能・小型化

科学技術振興機構　産学連携事業本部技
術展開部　イノベーション創出課

野田　耕司（重）
物理工学部 325

超高感度広エネルギー領域ガンマ線検出器ＣＲＯＳＳ
の開発

文部科学省　研究開発局　原子力計画課
中村　秀仁（基）
研究基盤技術部 9,997

適応症例の適正な選択に資する診断法の開発
京都大学（文部科学省　研究開発局　原子
力計画課）

佐賀　恒夫（分）
分子病態イメージング研究グループ 3,658

放射線規制と放射線生物学の最新情報調査
北海道大学（文部科学省　研究開発局　原
子力計画課）

酒井　一夫(防)
放射線防護研究センター長 106

社会的合意形成要因分析のための基礎資料の整理
静岡大学（文部科学省　研究開発局　原子
力計画課）

酒井　一夫(防)
放射線防護研究センター長 866

各課題
文部科学省、（独）日本学術振興会(分担金
含む）

- 130,912

各課題 厚生労働省(分担金含む） - 32,650

がん助成金 各課題 厚生労働省(分担金含む） - 18,770

助成金 各課題 助成金 - 3,471

806,357

三次被ばく医療体制整備調査
文部科学省　科学技術・学術政策局　原子
力安全課　防災環境対策室

明石　真言(緊)
緊急被ばく医療研究センター長 81,865

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　研究振興局  研究振興戦略
官付

明石　真言(緊)
センター長 197,437

沿岸－外洋域における放射性核種の動態の総合的調
査研究

文部科学省　科学技術・学術政策局　原子
力安全課　防災環境対策室

青野　辰雄(防)
那珂湊支所 17,398

放射性核種生物圏移行評価高度化開発
経済産業省　資源エネルギー庁　電気・ガ
ス事業部　原子力政策課　放射性廃棄物
対策室

内田　滋夫
特別上席研究員 151,696

粒子線がん治療に係る人材育
成プログラム

粒子線がん治療に係る人材育成プログラム（放射線医
学総合研究所重粒子医科学センターにおけるOJT）

文部科学省　研究振興局  研究振興戦略
官付

北川　敦志（重）
物理工学部 919

都市エリア産学官連携促進事
業

腫瘍特異的画像診断薬の開発
千葉県産業振興センター
（文部科学省　研究振興局　研究環境・産
業連携課）

佐賀　恒夫（分）
分子病態イメージング研究グループ 4,000

精神・神経疾患研究委託事業 気分障害の治療システムの開発と検証に関する研究 厚生労働省　国立精神神経センター
須原　哲也(分)

分子神経イメージング研究グループ 1,100
二国間交流事業共同研究・セミ
ナー

線量計測・郵送線量調査の相互比較 （独）日本学術振興会
金井　達明（重）

物理工学部 1,003

放射線防護に関する国内外の研究動向に関する調査 内閣府　原子力安全委員会事務局
酒井　一夫(防)

放射線防護研究センター長 18,002

組織標的化ペプチドを用いた脳移行性薬剤および診断
薬の開発

プロテウスサイエンス（株）
須原　哲也(分)

分子神経イメージング研究グループ 2,500

乗務員の宇宙線被ばく線量評価に係る支援 全日本空輸（株）
保田　浩志(防)

環境放射線研究グループ 3,266

乗務員の宇宙線被ばく線量評価に係る支援 日本貨物航空（株）
保田　浩志(防)

環境放射線研究グループ 1,364

乗務員の宇宙線被ばく線量評価に係る支援 （株）日本航空インターナショナル
保田　浩志(防)

環境放射線研究グループ 1,307

最終処分における放射線防護方策に関する調査研究
（その４）

原子力発電環境整備機構
米原　英典(防)

規制科学総合研究グループ 17,603

酸化アルミ蛍光飛跡検出器の特性評価と個人線量へ
の応用

（財）日本宇宙フォーラム
安田　仲宏（基）
研究基盤技術部 619

悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発
の開発

（株）島津製作所（新エネルギー・産業技術
総合開発機構）

村山　秀雄（分）
先端生体計測研究グループ 13,283

細胞遺伝子学的手法を用いた宇宙放射線被曝の生物
学的線量測定その４のイ

（独）宇宙航空研究開発機構
早田　勇(防）

生体影響機構研究グループ 4,217

MRS法を用いた肝糖代謝に関する研究 日本たばこ産業（株）
小畠　隆行（分）

先端生体計測研究グループ 1,741

バイオレメディエーション技術の開発に関する研究 （株）環境総合テクノス
吉田　聡（防）

環境放射線研究グループ 300

超伝導線材の耐放射線性に関する調査研究 中部電力（株）
宮原　信幸（基）
研究基盤技術部 504

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

（独）日本原子力研究開発機構
床次　眞司(防)

防護技術部 983

ウレタン塗膜によるラドン抑制効果に関する研究
保土谷建材（株）
（株）DVC

床次　眞司(防)
防護技術部 200

ラドン・トロン測定器の性能評価 メジャーワークス（株）
床次　眞司(防)

防護技術部 193

カナダチョークリバーにおけるラドン/トロン/トロン娘核
種測定

カナダ原子力公社
床次　眞司(防)

防護技術部 31

カナダチョークリバーにおけるラドン/トロン/トロン娘核
種測定２

カナダ原子力公社
床次　眞司(防)

防護技術部 498

カナダにおけるラドン/トロン/トロン娘核種測定 カナダ保健省
床次　眞司(防)

防護技術部 875

カナダにおけるラドン/トロン/トロン娘核種測定２ カナダ保健省
床次　眞司(防)

防護技術部 86

その他外部資金小計 525,484

総　　　　　額 1,331,841

平成２０年度　外部資金研究等一覧

競
争
的
資
金

先端計測分析技術・機器開発事
業

単一細胞内遺伝子発現プロフィール解析システム 科学技術振興機構　先端計測技術推進室
安倍　真澄(重)

先端遺伝子発現研究グループ 127,443

戦略的創造研究推進事業：さき
がけ

科学技術振興機構　戦略的事業創造本部

原子力基礎基盤戦略研究イニ
シアティブ

2,494

エネルギー対策特別会計

受託研究

科学研究費補助金

競争的資金小計

そ
の
他
外
部
資
金

原子力試験研究費（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 文部科学省　研究開発局　原子力計画課
根井　充(防)

生体影響機構研究グループ
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