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総 論

独立行政法人放射線医学総合研究所（以下「放医

研」という。）は、放射線の人体への影響、放射線に

よる人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線

の医学利用に関する研究開発を総合的に行う研究機

関として、国民の大きな期待に応え、もって放射線

に係る医学に関する科学技術の水準の向上を図るこ

とを目的としている。

このため、放医研では、

○患者の身体的負担の少ない放射線診療の実現

○放射線利用に伴う便益、放射線の持つ特性、放射

線の人体への影響等に対する国民の正確な理解の

促進

○放射線人体影響や放射線障害治療に関する研究成

果の世界への発信と緊急被ばく医療体制及び国際

的な放射線防護基準の枠組み整備への貢献

を目標に掲げ、放射線に係わる科学技術分野での国

内唯一の中核研究機関として活発なかつ特色ある研

究活動を実施している。

平成13年度に放医研が独立行政法人として発足し、

定められた中期目標を達成するため、中期計画に基

づいて着実に研究開発を進展させてきた。中期計画

期間中、各年度の事業活動について行われた文部科

学省独法評価委員会の年次評価結果に基づき、研究

開発の一層の効果的進展を期するとともに、独法制

度の定着、研究業務の改革、業務運営の一層の効率

化等を目指し、様々な活動を行い、中期計画の目標

達成を見極める一方、新たな研究開発のシーズを開

拓するなど、次期中期計画の重要研究テーマの創出

をはかり、多くの成果を挙げてきた。

１. 研究の実施状況

研究の実施状況については、２．に詳述するが、

ほとんど全ての研究課題について中期計画どおり又

はそれ以上のペースで順調に研究が進捗し中期計画

が達成された。

特に、重粒子がん治療装置 (HIMAC) によるがん治

療臨床試験については、中期計画以上のペースで順

調に進捗し、平成14年４月に高度先進医療の承認申

請及び病院の特定承認保険医療機関としての承認申

請を行い、平成15年10月には「固形がんに対する重

粒子線治療」が高度先進医療として承認された。重

粒子線治療患者数は増加の一途を辿り、平成６年度

以降実施した重粒子線治療患者数は総計2,600名を超

えた。また、重粒子線治療の普及に向けた治療装置

の小型化研究に関しては必要な設計の最適化と要素

技術の開発を重点的に行い、優れた成果を挙げた。

今後、治療法の高度化と対象疾患の拡大のために臨

床試験を継続するとともに、研究開発の成果を社会

へ還元する意味で、重粒子線がん治療の普及促進に

努める。高度画像診断技術に関しては、次世代PET装

置および４次元CT装置の試験機を作成し人および動

物を対象とした実験を行い、良好な結果を得た。放

射線感受性遺伝子研究では、ヒトの放射線感受性に

関わる遺伝子群を明らかにするとともに診断デバイ

スを開発し、さらに子宮頚がんの試料において化学

放射線治療に特徴的な遺伝子発現パスウェイを明ら

かにした。

放射薬剤の製造・開発並びに測定法の確立に関す

る研究、および脳機能研究は、中期計画を大きく超

える成果を挙げ、平成17年度に発足した分子イメー

ジング研究に発展した。

２. 研究業務の改革・効率化

1) 研究組織の充実

放医研では、独立行政法人化を契機に、放射線

安全研究センター、重粒子医科学センター、緊急

被ばく医療センターとフロンティア研究センター

の４センターを設置し、センター長の裁量権を拡

大し、計画的・効率的な研究開発推進体制を実施

してきた。独法化２年目である平成14年度に国の

原子力防災体制整備の一環として、緊急被ばく医

療センターの放射線計測・開発部門、線量評価に

関する研究部門をより強化・拡充し、緊急被ばく

医療研究センターとする体制整備を行った。

また、平成15年度には、文部科学省21世紀型革

新的ライフサイエンス技術開発プロジェクトが正

式採択となり、このプロジェクトを強力に推進す

る母体として、先端遺伝子発現研究センターを発

足させた。

また、平成17年度には、我が国における分子イ

メージング研究の中核拠点となるべく、分子イメー

ジング研究センターを発足させた。

競争的外部資金による研究や、国からの大型の

受託研究等、時限的でかつより効率的な推進が求

められる研究の実施に当たっては、推進室の設置
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など従来の研究組織の枠を越えた柔軟な研究体制

を整備し、研究リーダーの強力なリーダーシップ

の下、所外からも優秀な人材を集め、大きな成果

を挙げることができた。

2) 研究評価の体制整備

放医研が独自に行う評価では、中期計画におけ

る全ての研究開発課題に対して毎年内部研究評価

を行った。この内部研究評価の評価結果は、研究

開発課題に対する研究資源の配分に反映させると

ともに、研究開発の実施に関する助言ならびに研

究課題の改廃の基礎資料とした。

重点研究課題（プロジェクト研究）に関して内

部評価とは別に、国内外の専門家による評価・助

言組織を設置し、研究開発課題の実績に対し意見

を求めた。例えば、重粒子線がん治療臨床試験に

おいては、平成15年および平成17年に国際助言委

員会を開催し、高い評価並びに貴重な提言を得た。

また、平成16年に宇宙放射線防護プロジェクト助

言委員会を開催した。さらに、平成17年度には、

中期計画全体の進捗状況の評価や次期中期計画の

策定に際し、所外の専門家から助言等を得た。

３. 研究資源の効率的活用

1) 理事長のリーダーシップ

理事長は、研究者の自主性・自立性を尊重する

一方、放医研に課せられた使命を果たしかつ国際

的水準の研究所とするべく、研究活動と業務運営

の効率化、透明性向上にリーダーシップを発揮し

ている。特に、先導的研究や新たな研究シーズと

なる研究を競争的に推進する創成的研究、萌芽的

研究並びに緊急に対応すべき課題等を理事長が指

定する理事長指定研究を実施するため理事長調整

費枠を設け、研究資源の重点的な配分を行い、限

られた資源の効果的かつ効率的な活用を行っている。

さらに、所内の研究施設等の利用についても、

施設利用の現状を的確に把握し、より効率的な利

用を推進するための再配置や、適切な配分を行っ

てきた。

2) 外部研究資金の導入

国の運営費交付金は漸減傾向にある。特に、先

端的かつ競争的な研究開発を行うためには、競争

的研究資金獲得の必要性が高まりつつあり、この

動向は今後も増大すると予想される。放医研にお

いても、新たな先端的研究等の推進にあたっては、

競争的研究資金の導入が重要であるため、平成14

年度に外部研究資金獲得プログラムを策定し、所

員の外部研究資金獲得のインセンテｲブを高め一層

の外部資金の導入を図った。

文部科学省からの受託事業として、平成13年か

ら「先進小型加速器の要素技術の普及事業」を、

平成14年度から「第３次緊急被ばく医療体制整備」

を、平成15年度から「沿岸－外洋域における放射

性核種の動態の総合調査」を、また、平成16年度

から「緊急被ばく医療に関する実証及び成果提供

等」を開始した。競争的研究資金に関しては、文

部科学省の「新規高精度遺伝子発現プロフィール

（HiCEP）法の開発」、「単一細胞内遺伝子発現プロ

フィール解析システム」および「PET疾患診断研究

拠点」（分子イメージング研究）等を、さらに、日

本学術振興会から科学研究費補助金を獲得した。

これ以外に、放射性核種生物圏移行パラメータ調

査（経済産業省）や環境省などの政府機関や民間

からの受託研究資金も獲得した。

４. 研究支援の充実・高度化

研究活動の継続的発展を図るため、研究環境・体

制の整備、研究の支援体制の強化を進めるとともに、

透明性を確保しつつ戦略的な人材登用、高度な技術

者の処遇を改善するため、平成14年度に、新たに「技

術職俸給表」等を規程化して「技術職」制度を創設

した。平成17年度末現在で12名の技術職が放医研の

施設、装置の効率的な運用を推し進め、研究支援体

制の強化に努めている。

平成16年度には、特許等の知財を重視し、外部資

金研究、共同研究等を推進するため、研究交流部を

研究推進部に再編、強化した。また、情報関連部門

を独立させるなど、研究支援体制の整備のための組

織改革・再編を行った。

５. 連携・協力の推進

大学との連携・協力を強化するため、連携大学院

の充実を図った。平成13年度には、２大学院、４研

究科であったが、平成17年度においては千葉大学大

学院自然科学研究科並びに医学薬学教育部（医学薬

学府）及び大学院医学研究部（研究院）、東京工業大

学大学院、東邦大学大学院理学研究科、東京理科大

学大学院理工学研究科及び基礎工学研究科、東京理

科大学大学院理工学研究科及び基礎工学研究科、群

馬群馬大学医学系研究科、横浜市立大学大学院医学

研究科との連携を行っている。その結果、多数の共

同研究が実施されるとともに人材の育成にも貢献し

た。本中期計画期間中に受け入れた連携大学院生は、

延べ75名となった。これ以外にも広島大学、長崎大

学などと包括的な協定を締結した。
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共同研究等は、契約書、覚書等292件の締結、取り

交わしを行い、この５ヶ年の間に延べ362機関と実施

した。また、国際共同研究等については、中期計画

期間中のべ22件となった。

６. 行政のために必要な業務の推進

放射線に関する国内唯一の総合的な研究機関とし

て、研究活動によって蓄積される知見を行政のため

に生かすべく所要の業務を実施している。特に、緊

急被ばく医療に関しては、国の定める防災基本計画

において、緊急被ばく医療の中核機関として位置づ

けられており、その役割を果たすため、自治体等が

行う原子力防災訓練及び講習会等に積極的に専門家

を派遣した。

また、国内における審議会等にも参加してきた。

平成13年度から平成17年度まで、専門家の派遣およ

び審議会への参加数は500回を上回った。さらに、高

度の専門性を必要とする放射能汚染の除染及び治療

を実施する三次被ばく医療機関の中核機関として必

要な体制整備のための諸事業を文部科学省から受託

し実施した。

放射線による人体への影響、人体の障害の予防、

診断及び治療並びに放射線の医学的利用等に関する

研究者及び技術者等を養成し、及びその資質の向上

を図るために、社会的ニーズや国からの要請に応じ

て必要な研修課程を実施してきた。

このほかにも、文部科学省からの受託調査研究と

して環境放射能調査研究、経済産業省からの委託に

より放射性廃棄物の共通技術に関する調査研究を実

施し、またビキニ被災者の定期的追跡調査及びトロ

トラスト沈着症例に関する実態調査を実施している。

７. 国際協力とリーダーシップ

国際機関への積極的な参画、協力を推進した。国

際連合原子放射線の影響に関する科学委員会（UNSCEAR）

への積極的な対応を進めるための国内対応委員会の

設置や、国際原子力機関（IAEA）への協力、国際放

射線防護委員会（ICRP）等の国際会議の積極的な誘

致等を行った。特に、UNSCEARについては、内閣府原

子力安全委員会に設置された放射線国際専門調査会

に力し、国内専門家の意見の取りまとめを行うとと

もに役職員が日本代表として同会議に参加した。特

に、平成16，17年には、理事長がUNSCEARの議長を務

め、原子放射線に係わる科学的知見の取りまとめを

行った。さらに、平成18年１月にはIAEA の協力研究

センターに認定された。

また、国際共同研究においては、日本政府のアジ

ア原子力利用フォーラム（FNCA）が実施する発展途

上国支援等を目的とした国際共同研究（子宮頚がん

国際共同臨床試験）において中心機関としての役割

を果たした。その他、多くの諸外国研究機関との共

同研究を実施し、成果を挙げてきた。

８. 管理運営業務の効率化

電算化による業務運営の効率化のため、会計シス

テム、総務業務支援システム、個人情報データベー

ス等を順次導入し、システム間連携を図るとともに、

一層のIT化を推進した。また、固定的経費や役務外

注費等の包括的な見直しを行うとともに、コスト意

識の向上、経費削減及び効率的な運用に努めた。

職員の業績評価に関しては、平成14年度に定めた

職員の個人業績評価システムに基づいて、客観的な

基準に拠る個人評価の実施を行いつつ、更なる制度

の改善に努めた。さらに、この個人評価の結果を勤

勉手当、優秀職員の選考などの個人の処遇に反映さ

せた。

一方、研究所の活動や研究開発の成果をより多く

の社会に還元するため、各種講演会の開催、積極的

なプレス発表、ホームページの充実化等の広報活動

にも注力してきた。

平成13年度から平成17年度にわたる第１期中期計

画においては、理事長のリーダーシップの下、中期

目標を達成すべく、業務の効率化をはかりつつ、着

実に研究を進展させてきた。そして、ほとんどの課

題において、中期計画を達成することが出来た。

平成18年度から始まる第２期中期計画においては、

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による独

立行政法人の組織業務の見直しに係る「勧告の方向

性」を踏まえて設定された第２期中期目標を達成す

るため、さらに、効率化を目指しながら、事業を推

し進める必要がある。
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概況

重粒子がん治療研究については、平成15年10月に

は「固形がんに対する重粒子線治療」の高度先進医

療の認可を得るなど中期計画以上のペースで順調に

進捗し、中期目標を達成するとともに国際的にも高

い評価を得ることができた。高度先進医療に移行後

においても高度先進医療、臨床試験の両者を安全か

つ円滑に推進する体制（図１）を確立し、平成17年

度（中期計画最終年度）には高度先進医療として300

名以上、臨床試験と合わせ450名近くに重粒子線治療

を実施した。その結果、これまでの重粒子線治療患

者数は総計2,600名を超えた。（表１）

研究課題名

重粒子線がん治療臨床試験

１. 研究担当者

鎌田 正、辻井博彦、溝江純悦、神立 進、宮本忠

昭、馬場雅行、吉川京燦、加藤真吾、辻比呂志、加

藤博敏、山田 滋、安田茂雄、影井兼司、大野達也、

柳 剛、今井礼子、石川 仁、岸本理和、小松秀

平、江澤英史

２. 目的

・第Ⅰ/Ⅱ相及び第Ⅱ相試験結果を総合的に評価し、

疾患別に重粒子線の最適な照射技術を確立する。

・病巣への高線量集中を可能とする高精度固定法、

治療計画法、３次元原体照射法等を開発し、その安

全性と臨床的有用性を明らかにする。

・重粒子線治療が有効な臓器や組織型を明確にする。

また、低LET放射線（光子線、陽子線）との適応の違

いを明確にする。

・短期観察結果に基づく評価に加え、照射後３年以

上の長期観察結果に基づく評価を行う。

・平成16年度までに、高度先進医療としての承認申

請を厚生労働省に対し行う。

３. 研究経過

代表的疾患における研究経過を記載する。

①頭頸部癌

部位では鼻・副鼻腔腫瘍の進行癌、組織型では腺

癌系（腺癌、腺様嚢胞癌）および悪性黒色腫で良好

な抗腫瘍効果が得られた（高度先進医療に移行）。な

お、悪性黒色腫は局所制御率は良好であるが、遠隔

転移をさらに減少させる必要があると判断されたた

め、「炭素イオン線と抗癌剤併用治療」を行ってい

る。頭頸部の骨・軟部肉腫は第I/II相試験の線量増

加により優れた局所制御が得られつつある。下咽頭

癌においても「炭素イオン線と抗癌剤併用治療」に

よる第I/II相試験を行っている。総治療患者数は350

名を超えた。

②前立腺癌

線量増加試験において、直腸および尿道の耐容線

量はいずれも66GyE/20回/５週であり、この線量は局

所制御を得るためにほぼ十分な量であることが分かっ

たが、さらに解析を進めた結果、局所制御を損なう

ことなく、Grade 2以下の有害反応発生頻度の低減が

得られる可能性のある線量として63GyE/20回/５週に

よる治療を開始した。また、高リスク群（進行癌）：

炭素イオン線照射とホルモン併用療法、低リスク群

（早期癌）：炭素イオン線単独療法に加えて、ホルモ

ン治療を短期間併用する中リスク群を高リスク群（進

行癌）から選び出し、３群に分けて治療を行ってい

る。（高度先進医療）これまでの総治療患者数は430

名を超えた。

③骨・軟部腫瘍：

対象として手術切除が困難な骨肉腫、脊索腫、軟

部組織肉腫など、部位的には骨盤・傍脊椎腫瘍に対

して、70.4GyE/16回で良好な成績が得られた。（図

２）なかでも、骨肉腫と脊索腫は症例数も多く、良

好な成績が得られている。骨・軟部腫瘍は炭素イオ

ン線治療の最も良い適応の一つで、高度先進医療に

移行した。これまでの総治療患者数は300名を超えつ

つある。部位等を選んで短期間での治療も開始して

いる。

④肺癌

手術非適応の早期肺癌（Stage I）のなかでも肺野

抹消型に対して、短期照射（９回/３週、および４回

／１週）の安全性が確認され、その抗腫瘍効果も手

術と同等あるいはそれ以上の成績が得られている。

現在、さらに超短期照射（１日１回で終了）を用い

た第I/II相試験を実施中である。これまでの総治療

患者数は400名を超えた。局所進行癌は、良好な局所

制御が得られており、高度先進医療に移行した。

⑤肝癌

他の治療法では制御困難な腫瘍に対して、照射回

数と期間を15回/５週、12回/３週、８回/２週、４

２．研究開発

2.1 重点研究領域別プロジェクト研究

2.1.1 放射線先進医療研究（重粒子線がん治療研究）

2.1.1.1 重粒子線がん治療臨床試験
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回/１週と減少させてきたが、重篤な有害反応は認め

られず、局所制御率も良好であった。この結果に基

づいて、肺癌と同じ超短期照射法（２回/２日）を用

いた第I/II相試験を行っていたが、平成17年９月に

登録を終了し、高度先進医療に移行した。これまで

の総治療患者数は200名を超えた。

⑥子宮癌：

局所進行性の扁平上皮癌に対して、最初は全骨盤

照射と局所限局照射ともに線量増加を行ない、第２

のプロトコールでは全骨盤線量を44.8GyE/16回/４週

に固定し、子宮病巣への局所ブースト照射線量（８

回/２週）を段階的に増加するという方法をとった。

その結果、大腸（主にS状結腸）の耐容線量は57.6～

62.4GyEであることが分った。現在、第３の第I/II相

試験を実施中である。炭素イオン線は特に子宮腺癌

について有望である。

⑦膵癌

術前照射と根治照射による線量増加試験を順調に

実施中で、次に抗がん剤を併用した臨床試験を行う

予定である。

４. 研究（開発）成果

①第Ⅰ/Ⅱ相及び第Ⅱ相臨床試験を実するとともに、

頭頸部、眼、肺、肝、骨軟部、直腸術後、前立腺

等において多門照射、縮小照射、呼吸同期照射、

標的体積分割によるパッチ照射、超短期照射技術

等、それぞれの疾患病巣に対して重粒子線のほぼ

最適な照射技術を確立できた。

②以上の技術を確立した結果、病巣への高線量集中

が可能となり、臨床試験を通じて重粒子線治療の

安全性と臨床的有用性を明らかにできた。

③特に腫瘍サイズの大きなものや腺癌系組織、肉腫

等では低LET放射線（光子線、陽子線）では見られ

ない優れた抗腫瘍効果が観察されるとともにより

短期間で安全に治療できることが明らかとなった。

④短期観察結果に基づく評価に加え、照射後３年以

上の長期観察結果に基づく評価を行い、概ね問題

のないことが確認された。

⑤平成15年度には厚生労働省から高度先進医療とし

ての承認を得ることができた。重粒子線治療患者

数は平成17年度には、年間400名を超えた。さら

に、これまでの重粒子線治療患者の総計は、2,600

名を超えた。

表１

図２

重粒子炭素線治療前 治療後
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概況

PETの原理に立ち戻ってその潜在力を見直すと、感

動と解像度をともに改善できるPETの特長を現状の装

置は活かしていない。最初に、この問題を克服する

最重要の要素技術である３次元放射線位置検出器を

新規に開発した。次にこの検出器を120個量産し、そ

の性能が一様であることを確認した。５検出器リン

グをガントリーに実装し。陽電子放出核種点状線源

を同時計数で３次元計測をした結果、視野中心にお

いて感度が100kcps/MBq 以上である事を実証した。

信号処理回路の改良によりエネルギー及び時間特性

が改善した。また、FDG投与によりボランティアの人

体頭部のPET画像を試作機により撮像することに成功

し、放医研で臨床検査に使用しているPET装置（ECAT

HR＋）の画像に比べて高解像度を得た。

研究課題名 次世代ＰＥＴ装置開発研究

１．研究担当者

村山秀雄、山谷泰賀、稲玉直子、吉田英治、長谷

川智之、北村圭司、佐藤允信、津田倫明、折田齊倫

小野祐介、濱本学（医学物理部）、棚田修二（画像医

学部）、次世代PET開発研究班員

２．目的

解像度３mm程度、感度100kcps/MBq及び高計数率

10Mcpsの性能をもつ次世代ＰＥＴ装置の試験機を平

成16年度に完成させる。17年度は装置を改良し、人

を対象とした試験を実施する。

３．研究経過

最重要課題である新しいDOI技術を実現するには、

高性能のシンチレータと受光素子を入手し、これら

を組み合わせる技能の壁に挑戦することが不可欠で

あった。この問題を解決する上で、高品質ケイ酸ガ

ドリニウム（GSO）と新開発256ch フラットパネル光

電子増倍管が国産であることは、大きな意義があっ

た。直接メーカーと相談することが可能なため効率

よく技術を向上していくことができた。2001年の段

階では、光分配方式のみで４層DOI検出器を実現する

のが難しいと思われたので、シンチレータの蛍光減

衰波形が異なる２種類のシンチレータ（GSO : Ce

0.5mol%、GSO : Ce 1.5mol%）を使い波形弁別方式と

のバイブリッド型を採用した。この方式の基礎実験

を進める中で、位置弁別性能を改善する光連結型結

晶ブロックを新たに考案し、2003年には量産に適す

るバイブリッド型４層DOI検出器を開発する事に成功

した。また、膨大な検出器素子を自動弁別し発光量

補正をするため、統計的手法に基づく素子弁別方式

を新たに開発した。これらの計測用ソフトウエアが

整ったことにより、１対の４層DOI検出器と線状線源

を用いて次世代装置の検出器配列に基づいた同時計

数測定を行い、DOI効果を表す画像再構成画像を得る

ことに成功した。この段階で、プロジェクト参加者

の投票により次世代PET試作機を「ｊＰＥＴ－Ｄ４」

と命名した。

2004年より４層GSO結晶ブロックの量産を開始し、

そのブロックと光電子増倍管との光学結合および回

路装着によるDOI検出器量産が軌道に乗った。また、

４層DOI検出器の同時計数に伴う膨大なデータ処理を

簡素化する技術を新規開発し、画質を低下させずに

高速な画像最構成ができるようになった。年末には

24個のDOI検出器から構成される１検出器リングのガ

ントリー内実装が完了し、この検出系による２次元

PETデータ収集方式を装置制御系に組み込んだ。線状

線源および脳ファントムを用いたPET測定の結果、DOI

効果を示すPET画像を出す事に世界で初めて成功した。

2005年８月には、120個の検出器ユニットの製作が

完了した。５検出器リングをガントリー内に実装し

て測定した結果、測定視野の中心における感度が100

kcps/MBq 以上であることを確認した。従来は、光電

子増倍管出力信号を通常素子回路で処理していたが、

アノードごとの増幅度の変動を補正できるように、

10月から１ヶ月かけて特定用途向け集積回路（ASIC）

に差し替える改良を行った。12月初めに時間分解能

の向上が確認され、同時計数の時間窓を14 ns から

10 nsに改善できた。検出器調整が一段落したので、

脳ファントムによる測定でシステム調整状況を確認

した後、12月19日にボランティア測定を試行した。

これらの測定データは、新規DOI方式で得られる画像

の定量性を向上する研究に利用される。図１に、

「jPET-D4」のガントリーおよび検出部構成を示す。

「jPET-D4」では最大リング差を79まで拡大できるが、

現状では6に制限して画像再構成を行った。今後、本

格的なDOI３次元画像再構成ソフトウエアを確立し

て、パラメータを調整すれば更なる画質の改善が見

込まれる。

2.1.1 放射線先進医療研究（高度画像診断研究）

2.1.1.2 高度画像診断技術の研究開発 イ）次世代ＰＥＴ装置の開発
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４．研究成果

１）シンチレータ試作：GSO (Ce) 結晶にMg, Ta,

Zr などの元素を微量添加することにより、600ns

減衰時定数成分を20%から10%に減じるだけでなく、

発光量の改善が見込めることを初めて明らかにした。

２) 従来、深さ情報（DOI）検出器の良好な位置弁別

性能は、エネルギー情報の犠牲の上に得られてい

たが、シンチレータ及び反射材の光学的最適化を

行うことにより、エネルギー情報を犠牲にするこ

となく４段の優れた深さ位置弁別特性を得られる

方法を新たに考案し、試作に成功した。DOIエネル

ギー補正、および結晶素子ごとのエネルギー補正

法を確立し、自動化ソフトウエアを新たに開発し、

検出器の全素子1024個に対するエネルギー分解能

を40％から18％に高めることに成功した。

３）PET装置の5検出器リングに必要な120個のDOI検

出器ユニットの量産を完了した。DOI検出器の性能

評価法を確立し全検出器の性能を検定した結果、

エネルギー分解能のばらつきが1.5％以下を達成す

るなど、作成した検出器ユニットの性能の均一性

が確認できた。

４）試作したＡＳＩＣ回路を通常回路と交換し、エ

ネルギー弁別性能が向上した。波形弁別用回路定

数の最適化を行い、同時計数装置パラメータの調

整を行うことで、システムの性能向上が図られ、

検出器素子感度の安定した校正が行えるようになっ

た。

５）検出器ユニットをガントリーに取り付けて、同

時計数のリストモード・データを収集し、試作装

置の解像度、感度等の物理的基本性能を測定した。

１検出器リング実装の装置で、線状線源及び脳模

型を用いて、検出視野全域に渡り３mm内となるこ

とを明らかにし、世界で初めてDOI検出器を使用し

た画像改善の効果を実証した。

６）４層DOI検出器に対する応答関数実験を体軸方

向、深さ方向それぞれに行った。22Na線源から鉛

こりメータで直径１mmの消滅放射線ビームを出し、

0.5 mmピッチでスキャンしながら4層DOI検出器に

照射した。

７）120個の DOI 検出器ユニットをガントリーに設

置し、高速信号処理回路および同時計数回路に接

続して、リストモード・データ収集のための調整

試験を行った。すなわち検出器すべてについて、

波形弁別が正常に行われていることを確認し、ガ

ンマ線の一様照射で得られる結晶素子ごとの位置

弁別情報をFPGAのLUTに書き込みを行った。結晶素

子ごとのエネルギー分布を測定してエネルギー信

号補正を行うと同時に、各結晶ごとのエネルギー

閾値をFPGAのLUTに書き込んだ。検出器間の時間信

号差を測定して時間調整を行い、同時計数の時間

窓を10 ns に設定した。

８）５検出器リング（120個の DOI 検出器ユニット）

をガントリーに設置し、線状線源を視野内に数カ

所固定してデータ収集を行い３次元画像再構成を

行った結果、シミュレーションにおける推定通り

視野周辺で解像度の劣化を生じないことを実証で

きた。Hoffman 脳ファントムを用いたデータ収集

に関して、ECAT HR plus の画像と比較した結果、

解像度に優位性が認められた。

９）人体脳模型を用いたFDGの測定を行い、３次元画

像再構成画像における高感度・高解像度を確認し

た。３次元画像再構成法の試行に成功したので、

５検出器リングを実装し全検出器を装備した状態

で、ボランティア測定を12月19日に行った。DOI方

式を考慮した３次元画像再構成法を用いて収集し

たリストモードデータを処理し、FDGの頭部３次元

分布を画像を得る事に成功した。

10）DOI検出器をPET装置用として実用化する際に、

受光素子間の隙間を検出素子で埋めて、感度とサ

ンプリングの低下を防ぐ方法を検討した。（出願番

号 特願2005-282866）８層DOI検出器が実現可能

であることを、GSOを用いた３次元結晶配列ブロッ

クと256ch FP-PMTを用いて試作し実験室の段階で

実証した。

図１ ガンとリー外観と検出部の構成
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概況

本研究課題は、本来の中期目標課題である「４次

元CT装置の研究開発」と独法成果活用事業「４次元

ビューアの開発」から構成され、その目標は10cm

厚 50cm直径のボリュームを1mm程度の解像力で、0.5

秒の時間間隔で連続撮影する４次元CT試験機を開発

することであった。本目標は、以下に示すように達

成され、心臓などのいくつかの部位で、臨床試験が

行われた。

１．研究担当者

遠藤真広、森 慎一郎、角尾卓紀（医学物理部）、神

立 進（病院）、棚田修二（画像医学部）、客員協力

研究員、４次元CT研究班員

２．目的

1973年のCTの登場以来、動く臓器のダイナミック・

ボリュームイメージングはこの分野の究極の夢と考

えられてきた。ダイナミック・ボリュームイメージ

ングを、３次元画像に時間の次元を加えるという意

味で４次元CTと呼ぶ。４次元CTは診断利用だけでは

なく、インターベンション治療にも新たな応用を切

り開くものと考えられる。

ボリュームデータ（３次元データ）は、コーンビー

ムを１回転させるコーンビームCTにより収集できる

から、コーンビームを連続回転することにより、ダ

イナミック・ボリュームデータ（４次元データ）を

得ることができる。本研究は、新たな２次元検出器

と超高速の画像再構成装置を製作し、それをもとに

４次元CT装置を開発することを目的としている。

表１は４次元CT装置の目標仕様を示したものであ

る。表に示すように検出器と画像再構成装置の性能

は従来の装置の数十倍のものが要求されている。４

次元CT装置の開発は、このような装置を平成16年度

までの４年間で開発し、その後、臨床的な有用性を

評価するものである。

また、平成14年度より開始された独法成果活用事

業「４次元ビューアの開発」は、４次元CT装置で生

成される４次元データをリアルタイムに表示する装

置を開発するものである。これは、４次元CT装置の

開発とペアとなるものであり、生体の動きの研究や

インターベンション治療への応用に不可欠のものと

いえる。表２はその目標仕様を示している。

表１．４次元CT装置の目標仕様

表２．４次元ビューアの目標仕様

３．研究経過

４次元CT装置の開発については、平成13年度に最

大のキーコンポーネントである912 256素子の２次

元検出器の開発を行った。また、平成14年度には他

のキーコンポーネントである超高速再構成装置の開

発を行った。これらの開発研究の成果をもとに、平

成15・16年度の２ヵ年で装置の設計、製作を行った。

また、４次元ビューアについては、平成14-16年度の

３ヵ年で装置の設計、製作を行った。平成17年度に

これらの装置の評価を行った。評価としては、①４

次元CT装置の物理的な画質評価、②４次元CT装置を

用いた心臓の造影検査や肺腫瘍の呼吸移動に関する

臨床試験を行った。試験の方法や結果を次節に示す。

2.1.1 放射線先進医療研究（高度画像診断研究）

2.1.1.2 高度画像診断技術の研究開発 ロ）４次元CT装置・ビューアの開発

スキャンモード
コーンビーム連続回転（４次元）

ヘリカル・コーンビーム
（大視野３次元）

検出器
912 x 256 素子

1mmx1mm 素子サイズ
18 bits, 900ビュー/秒

スキャン時間 0.5秒/回転 (最大60秒間連続)

再構成マトリックス 512x512x512

コントラスト分解能 0.5%以下

再構成時間
512x512x128に対して

1秒以下

スキャン領域 25-50cm 直径x13cm厚/回転

リアルタイム３次元表示

(ボリュームレンダリン

グおよび３断面表示)

ボリュームサイズ：
512x512x256

入力データレート：
10ボリューム/秒

表示画像サイズ：
512x512

画像生成レート：
10フレーム/秒

シネレビュー３次元表示
（ボリュームレンダリング

および３断面表示)

ボリュームサイズ、表示画
像サイズ、画像生成レート
はリアルタイム表示と同
じ。入力データレートを
0-10ボリューム/秒で可変

とする。
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４．研究成果

１）４次元CT装置の画質評価

本装置の性能をファントムにより検討したが、空

間分解能は0.7mm 0.8mm 0.8mmであり、また低コン

トラスト解像力などの画質は、商用装置並みか、そ

れ以上であることが分かった。また、本装置は、表

１に示すスキャン領域およびスキャン時間の目標を

達成した。

２）機能試験機による評価

本装置を用いて、心臓の造影検査や肺腫瘍の呼吸

移動に関する臨床試験を行い、その有効性を確かめた。

心臓の造影検査については、正常人（１例）の試

験後、虚血性心疾患の既往例または強く疑われる症

例を対象とした。抹消静脈よりヨウ素造影剤を急速

注入して、冠状動脈が造影される時相で撮影を行っ

た。また、心筋が濃染される時相の撮影も行った。

この結果、心電図に非同期の撮影でも冠状動脈造影

が可能であると同時に、心臓全域を１回のスキャン

で撮影できるため不規則な心拍の影響を受けにくい

ことがわかった。また、心筋の灌流量の差により、

造影剤による濃染に差があることが観察され、心筋

の灌流量の測定に使える可能性も示唆された。図１

および図２に正常人の心臓造影検査の結果を示す。

肺腫瘍の呼吸移動の撮影については、重粒子線治

療患者を対象に病巣部位を中心として１呼吸位相に

ついてシネ撮影（４次元撮影）を行った。この結果、

病巣の呼吸移動が鮮明に撮影され、放射線治療の際

のマージン設定に参考となるデータが得られた。ま

た、肺の運動を解析することにより将来の動態追跡

照射（４次元照射）への展開が図れるものと考えら

れた。図３に肺腫瘍の呼吸移動画像の１例を示す。

図１．心臓の３次元表示画像

図２．心臓の断面画像（拡張期と収縮期）

図３．肺腫瘍（矢印）の呼吸移動を示す画像
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１. 研究担当者

今井高志、村田 啓、原田良信、岩川眞由美、道川

祐市、三枝公美子、伴貞幸、相良雅史、辻 厚至、

野田秀平、松井芳文、石川敦子、石川顕一、大塚好

美、木村 智、川井聖子、神田将和、鈴木英幸、古

野亜紀、安田香央里、須堯 綾、須藤仁美、太田美

由紀、大月まり香、太田敏江、後藤美也子、北沢知

佐、李 玲華、田中裕子、寺田政世、荻生延子、小

川由利子、寺内郁美、田原小由里、北脇ムツ子、松

本智子、有田恵美子、雪田美由紀、萩原悦子、権玉

花、許斐千佳、櫻井亜希子、阿左見真紀、足立和子、

石井華世、辻直子、豊住武司、藤村朋也、加瀬智子、

青木弘美

２. 目的

がんは、日本人の死亡原因第一位であり、その克

服は医学における重要課題のひとつである。がんの

放射線治療は、外科手術に伴う痛みや化学療法に見

られる吐き気・気力の低下などの症状もなく、臓器

や機能の温存性に優れ、高いクオリティオブライフ

が期待できる、身体に優しい治療法である。しかし

ながら放射線治療においても希に副作用があり、放

射線照射後に皮膚、腸管、肺、筋肉などに障害が発

生する場合がある。原因としてさまざまな可能性が

示唆されているが、大きな要因のひとつは遺伝子の

違いであろう。すなわち副作用の発生した患者さん

は遺伝的な要因でもともと放射線に対して感受性が

高く、その結果として副作用が起こってしまったか

もしれない。放射線感受性を治療前に予測できれば、

患者さんには利益が期待できる。すなわち放射線感

受性が高く重篤な副作用が予測される場合には、よ

り慎重な対策を考慮することができるようになる。

このような個人の体質に応じたテーラーメイド放射

線治療の確立には、まず、個人毎に異なる遺伝的な

放射線感受性を予測診断する検査方法の開発が必要

である。本研究では、放射線感受性に関与する遺伝

子多型と放射線感受性との相関関係を解析し、放射

線感受性の遺伝的要因を検出する技術の開発を目的

とした。

３. 研究成果

基本戦略 有害反応発症にかかわる遺伝子配列を

同定するための研究戦略は大きく分けて次のような

３本の柱から構成した（図１）。

１）がん治療患者を放射線治療の臨床情報などを中

心に有害反応の判定によって分類すること、

２）網羅的な遺伝子発現解析によって放射線感受性

の分類に有効な遺伝子候補を見つけること、

３）これらを統合して、有害反応発症群に特異的な

遺伝子型を遺伝統計学的に同定すること。

図１ 副作用発生に関わる遺伝子型を同定するため

の基本戦略

放射線治療患者

本研究に関する遺伝子解析の同意が得られ、放射

線治療が適用となった乳がん699例、子宮頸がん251

例、前立腺がん324例、その他560例、合計1,834例の

血液試料を全国30医療施設の協力を得て収集し、DNA

を抽出した。血液の一部はEBウイルスを用いてB細胞

の株化を行った。

副作用の評価法は、３ヶ月以内の早期反応はNational

Cancer Institute-Common Toxicity Criteria (NCI/

CTC) 共通毒性基準を用い、3ヶ月時、6ヶ月時の晩期

障害については、Radiation Therapy Oncology Group

(RTOG) /The European Organization for Research

and Treatment of Cancer (EORTC) 遅発性放射線反

応評価基準および、Late Effects of Normal Tissues

(LENT); Subjective, Objective, Management and

Analytic (SOMA) を用いた。これらは有害反応を5

段階に評価しているが、多型頻度解析は各grade間の

偏りを考慮して各々の障害別に２群に分類して行った。

臨床情報はがん種に応じて項目を選択し、例えば

乳がんでは年齢、喫煙、飲酒、合併症、家族病歴、

TNM分類、病理検査、化学療法、照射方法、再燃・転

移等について統計解析し、標準化を行ない、多型頻

度解析の適格症例を選択した。

2.1.2 放射線感受性遺伝子研究



－ 11 －

放射線感受性遺伝子候補の検索

ヒト培養細胞株の解析：放射線感受性の異なる細

胞株を遺伝子発現プロファイルで分類することがで

きれば、このプロファイルの特徴を示す遺伝子の発

現量や活性に影響を与える遺伝子多型は、有効なマー

カーになると仮定した。まず、ヒトゲノムの全塩基

配列情報から予測した21,000遺伝子より特異的な配

列を選択し、オリゴアレイを作成した。次に60種類

のヒト培養細胞株の線量-生存率曲線を求め、感受性

の異なる32細胞株を選択してX線照射前後の遺伝子発

現プロファイルを細胞間で比較し、D10、Dq、 ／ な

どのパラメータ別に細胞株の分類に有効な遺伝子を

同定し、感受性遺伝子候補とした。この中には細胞

増殖、細胞周期調節、レドックス、DNA損傷修復など

に関わる遺伝子が含まれていた。

マウス系統差の解析：放射線感受性の異なるA/J,

C3H/HeMs, C57BL6Jの３系統について、皮膚・肺・腸

管等各種臓器における放射線照射後の損傷／修復過

程を判定した。また同時にマイクロアレイを用いて

対象臓器別に放射線照射後の遺伝子発現プロファイ

ルを比較し、系統差に関連すると考えられる遺伝子

群を抽出した。これら遺伝子のヒトホモログを感受

性遺伝子候補とした。この中には、シグナルトラン

スダクション、アポトーシス、免疫関連の遺伝子が

含まれていた。

副作用発症に関連した遺伝統計学的解析

候補遺伝子上の多型マーカーに関する配列情報は

JSNP DB (http://snp.ims.u-tokyo.ac.jp/), dbSNP

(http : //www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/) から得た。

健常人集団を用いてこれらマーカーの多型頻度を解

析し、マーカーの選択を行った。次に、副作用判定

によって分類した集団に対してタイピングを行った。

タイピングは質量分析計をコアとするMassArrayシス

テムにより行った。135候補遺伝子上の1,025SNPsに

ついてタイピングを行ったところ、有効なマーカー

は999種類で、対象集団において多型性を示したマー

カーは、がん種毎に異なり延べ約600種類であった。

遺伝子型頻度解析は、追跡期間８ヶ月経過症例を対

象とした。副作用は、乳がん患者は皮膚障害、子宮

頸がん患者では腸管障害（下痢）、前立腺がん患者で

は膀胱・尿道障害（排尿障害）を対象とした。また

各障害別に放射線治療開始から３ヶ月未満、３ヶ月、

６ヶ月での判定結果により解析を行った。それぞれ

の障害、時期別に9-17種類のSNPサイトにおいて遺伝

子型頻度が異なっていた。放射線感受性に関わる遺

伝子は組織特異的な遺伝子、時期特異的な遺伝子、

また組織を超えて共通な遺伝子、発症時期に関わら

ない遺伝子があった。これらの遺伝子の中には、siRNA

法を用いて発現を抑制すると、放射線感受性が有意

に減少するものもあった。

診断デバイス

副作用発症と関連した遺伝子型を２種類同時に持

つ場合には、相対危険率が高くなることが分かった

ので、複数のマーカーを組み合わせてROCの判定か

ら、予測に有効なマーカー（危険アレル）を選択し

た。一人の患者が持つ危険アレルの数を、副作用発

症グループと発症しなかったグループで比較した例

を図２に示す。

図２ 副作用（排尿障害）発症と危険アレル数

縦軸は危険アレルの数、青は副作用を発症しなかっ

た症例数、赤は副作用を発症した症例数を示す。危

険アレルを3-4本持つ症例では、発症する症例の割合

が高くなっている。

次にこれらの予測に有効なマーカーだけを迅速、

簡便にタイピングするため、DNAアレイを利用した新

しいタイピング法による診断デバイスを開発した。

図３ 放射線感受性診断デバイスの原理

特殊加工した基板上に合成したSNPの配列が患者

DNAの配列と一致した場合にのみDNA合成反応が進み、

ラベルされたヌクレオチドが取り込まれる。このデ

バイスは定温で反応を行い、結果は可視光下で判定

できる。

まとめ

本研究では放射線治療における副作用リスクを遺

伝子配列から予測することが可能であることを示し、

診断デバイスを作成した。今後は、予測に有効であっ

たSNPマーカーの生物学的意義について個々の障害と

関連した機能解析が必要である。また年単位での晩

期障害発症予測や、腫瘍の放射線感受性解析・予測

システムの構築により、テーラーメイド放射線治療

へ向けて展開することが重要である。
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概況

近年、CTやPETなどの医療被ばくを含め低線量放射

線の発がんと次世代への影響に対する関心が高まっ

ている。本研究では、疫学調査で得ることのできな

い中性子線の生物学的効果比（RBE）、そして低LET放

射線（X線， 線）による発がんと次世代（遺伝的）

影響の低線量問題に動物実験ならびに大規模ゲノム

解析法を用いて取り組んだ。得られた以下の結果は、

低線量放射線防護規制に、新たな情報を提供した。

Ⅰ．中性子線の生体への影響に関する研究

線に比べて生物影響が大きいと考えられている中

性子線（10MeV）のリスクは、死亡率で3倍であるこ

と、骨髄性白血病発生はさらに小さく1.5倍であるこ

とが明らかとなった（図１）。

Ⅱ．低線量放射線による発がんリスクの変動に関す

る研究

放射線と他の化学発がん物質との複合曝露におい

て、高線量から低線量への直線外挿は過大評価にな

る場合があること（Tリンパ腫）、遺伝的に発がん感

受性が高い個体は放射線によって発がんが促進され

ることが明らかとなった。上記の研究から、造血系

の腫瘍にPU. 1、Ikaros、Notch1など分化に重要な転

写因子の変異が高頻度で見つかり，「発がんは分化の

異常である」という説を支持している（図２）。

Ⅲ．低線量放射線による継世代影響に関する研究

父親被ばくによって生じる遺伝的影響は、低線量

放射線では増加率は小さいこと（図３）、また、生殖

細胞は体細胞に比べ突然変異がおきにくいことが明

らかとなった。

Ⅰ．中性子線の生体への影響に関する研究

１．研究担当者

荻生俊昭、大町 康、濱野毅、石田有香、中田由起

子、平岡 武

２．目的

JCO事故において、中性子線の人体影響、特に，発

がんリスクや胎児影響が問題となった。サイクロト

ロン10 MeV中性子線を照射したマウスを長期飼育し、

中性子線の効果を示す生物学的効果比 (RBE) を白血

病発生ならびに胎児影響を指標として算出する。

３．研究成果

10MeV中性子線のマウス全身被ばく実験を行い，

線と比較して生物学的効果比（RBE）を求めた。ま

ず、死亡率の過剰相対リスクのRBEは３であった。発

がんでは、骨髄性白血病の生物学的効果比（RBE）は

1.4、ハーダー腺腫瘍のRBEは5～7であり、組織によっ

て異なることが明らかとなった。染色体異常のRBEは

1.6と小さく、白血病のRBEの値が小さいことと一致

する。90％以上の骨髄性白血病に、第２番染色体の

欠失が観察され、欠失領域にマップされる転写因子

PU. 1のDNA結合領域における点突然変異（235番Arg

の変異が主）が高頻度（80%以上）に認められた。ま

た、骨髄性白血病にレトロトランスポゾンであるIAP

のDNA組込み異常を発見した。なお、中性子誘発白血

病と 線誘発白血病でPU. 1変異に大きな差が無かっ

たので、同じメカニズムでがん化すると考えられる。

また、胎児脳神経細胞死の線量効果関係には閾値は

無く，また中性子のRBEは10と従来の報告より高く、

低線量の中性子被ばくによる脳障害は今後の問題で

ある。

Ⅱ．低線量放射線による発がんリスクの変動に関す

る研究

１．研究担当者

島田義也、西村まゆみ、今岡達彦、柿沼志津子、渡

辺健一、桑原義和、山内一己、辻秀雄、石井洋子、

勝部孝則、東智康、古野育子、野田攸子、久保ゑい

子、巽 紘一

２．目的

放射線の発がんリスクは、生活環境中の他の化学

発がん物質との複合曝露や、個人の遺伝的な放射線

感受性によって修飾される。低線量放射線の発がん

リスクが化学発がん物質との複合曝露や遺伝的要因

によってどのように変動するかを明らかにする。

３．研究成果

（環境要因－複合曝露）ニトロソ化合物やヘテロサイ

クリックアミンは、強力な化学発がん物質であり、T

リンパ腫や乳がんなどを誘発する。中線量放射線

（1Gyを４回分割照射）をエチルニトロソ尿素（200ppm、

2.1.3 放射線人体影響研究

2.1.3.1 低線量放射線の生体影響に関する総合的研究
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単独で20%Tリンパ腫発生）と複合曝露すると、Tリン

パ腫の発生率は20％から90％に増加し、相乗効果を

示した。一方，低線量放射線とエチルニトロソ尿素

の複合曝露では，発がん率が10％へと減少し、拮抗

効果を示した。低線量と高線量では放射線の効果が

異なり，高線量から低線量への直線外挿は必ずしも

正しくないことを示唆した。本研究においてTリンパ

腫の原因遺伝子としてIkarosを同定したが、変異パ

ターンが放射線とエチルニトロソ尿素とでは異なる。

特に、放射線で誘発したリンパ腫では，野生型の

Ikarosアリルがなくなることが多く，エチルニトロ

ソ尿素の場合、野生型のアリルが残る。複合曝露の

場合は、エチルニトロソ尿素と同様のIkaros変異パ

ターンを示し、放射線はエチルニトロソ尿素による

発がんを促進したと推測できる。一方，乳がんでは、

Tリンパ腫とは異なり、低線量放射線とニトロソ化合

物、ヘテロサイクリックアミンとの複合曝露におい

て、相加性もしくは相乗性を示した。H-rasの変異解

析から，放射線は化学物質発がんのプロモーターで

あることが示唆された。

（遺伝要因）２本鎖DNA切断の修復酵素の１つである

DNA-PKcsを遺伝的に欠損するscidマウスの放射線に

よるTリンパ腫の発生率は、低線量放射線によって増

加した。胸腺リンパ腫においてNotch1の遺伝子欠失

頻度は線量依存的に増加し、その変異は不正V (D) J

組換え、微小相同配列対合末端結合、およびそれら

の複合経路による欠失とレトロトランスポゾンのIAP

の挿入などであった。また、点突然変異も頻度も高

く、Notch1遺伝子の活性化がTリンパ腫発生に重要で

あることを明らかにした。また、放射線被ばくする

前の正常Tリンパ球において既に100万個に１細胞Not-
ch1変異を持っていることも明らかとなり，放射線

は、すでに自然に発生したこのような変異細胞のが

ん化を促進すると考えられた。Atmノックアウトマ

ウスもリンパ腫は増加したが、骨髄性白血病のリス

クは高まらなかった。また、ヒトの家族性大腸腺腫

や大腸がんの原因遺伝子であるAPCやMLH1を欠損

するマウスは、放射線によって腸管腫瘍の発生が促

進することが明らかとなった。

Ⅲ．低線量放射線による継世代影響に関する研究

１．研究担当者

森明充興、山内正剛、東 智康、本郷悦子、呉 健

羽、塩見忠博、高萩真彦、塩見尚子

２．目的

ショウジョウバエやマウスを用いた実験では、次

世代への影響（継世代影響）は観察されているが、

原爆被爆者ではそのような影響は認められていない。

そこでマウスを用いて、放射線被ばく雄の生殖細胞

に発生した突然変異を、特定座位におけるDNA塩基配

列の変化を指標に検出し、放射線による突然変異の

特徴の有無と突然変異率の線量依存性を明らかにする。

３．研究成果

C3Hマウス雄に３Gyまでの放射線を照射し正常雌を

交配し、生まれたF1マウスのゲノム150座位（各線量

あたり500万塩基対）について配列を決定した。精子

期被ばくでは、非直線性を示す線量効果関係が得ら

れ、低線量の遺伝的影響のリスクの大きさは高線量

の直線外挿では過大評価になることが示唆された。

一方，精原細胞期被ばくでは、その8分の1と低い値

が得られ、被ばく時の生殖細胞の分化段階が重要で

あることが示された。得られた突然変異は全て欠失

タイプであった。

Gpt-deltaマウスを用いて放射線により生殖細胞に

発生する点突然変異を検討した。その結果，精子期

でも精原細胞の時期でも放射線により誘発される点

突然変異頻度は同じ（2x10-6/Gy）であった。生殖細

胞の変異頻度は、線維芽細胞や脾臓細胞のそれに比

べ約3分の1である。また、生殖細胞の突然変異は、

G : CからA : Tへのトランジションが顕著に多かった

が、体細胞ではG : CからT : Aへのトランスバージョ

ンが多かった。G:CからA:Tへのトランジションが、

自然突然変異の変異スペクトルと似ていることを考

えると、生殖細胞は放射線による突然変異が誘発さ

れにくいと考えられた。
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概況

物理部門と生物部門が共存・協力し、宇宙放射線

防護という共通目的のため研究を続けてきた。物理

部門では宇宙飛行士や航空機搭乗者が遭遇する宇宙

放射線場を正確に理解するために、線量計の開発お

よび実測を行い、航空機乗務員の被ばく線量をモデ

ルにより推定し提示した。生物部門では重粒子線低

線量・低線量率照射実験研究の結果、高LET放射線照

射後特有の生物影響、その機構解明が進んだ。また

宇宙線被ばく後の防護法の研究も進み、宇宙放射線

の骨代謝への影響、重粒子線による長期影響の解析

が行われた。

１. 宇宙放射線計測と防護に関する研究(物理部門）

宇宙放射線計測に関する研究（物理部門Ⅰ）

研究担当者

藤高和信、高田真志、内堀幸夫、安田仲宏、北村尚、

中村尚司、柏木利介、蔵野美恵子、宗大路、西川正

子、小平聡、浅枝真行、太田周也、大竹奈緒美

目的

宇宙環境放射線の被ばく環境の正確な理解と複雑

な放射線場で使用可能な放射線線量計の最適化を目

指す。 世界各国の宇宙機関所有の宇宙放射線モニ

ターの相互比較を地上、及び宇宙で実施し、信頼性

を高める。高エネルギー中性子のスペクトル計測可

能な検出器を開発し、航空機搭乗者の被ばく線量の

正確な理解に役立てる。

研究経過

国際宇宙ステーション・ロシアサービスモジュー

ル内に搭載した線量計のデータを企業との共同研究

により解析した。蛍光飛跡検出法を米国企業と共同

で開発した。宇宙環境における放射線モニタリング

機器をHIMACビームでIHIH相互比較する実験

（ICCHIBAN）の第７、８回目を実施した。

研究成果

国際宇宙ステーションにおける各国の線量計の比

較実験を世界で初めて推進し報告書にまとめた。

当チーム研究の１例としてプラスチック検出機（ス

テーションで10ヶ月暴露）の顕微鏡写真を下に示す。

蛍光飛跡検出法の開発により、次世代線量計とし

て発展の可能性を示した。第10回WRMISS (Workshops

for Radiation Monitoring in the International

Space Station) を主催、約40名の外国人も参加し、

宇宙放射線線量計測・評価、宇宙環境モデリングな

どの活発な議論が行われ、同期に行われた放医研主

催のICCHIBAN実験は非常に高い評価をえた。

カナダとの協力研究等により、国際路線の線量計測

を行い、計算コードの改良に結びつけ国際会議等で

報告した。

宇宙放射線防護に関する研究（物理部門Ⅱ）

研究担当者

保田浩志、金原進、高見実智己、中村尚司、石橋敬

子、藤高和信

目的

航空機乗務員が宇宙放射線により受ける被ばく線

量をモデル計算し、任意の地点への飛行に伴う線量

を国民自ら推定することを可能にする。航空機搭乗

者用線量計の開発を狙いとして、機内において宇宙

線による被ばく線量を適切かつ簡便に測定評価でき

る新たな素材を開発する。

研究経過

世界主要都市を結ぶ日本発着国際路線について、

航空機搭乗時に受ける実効線量をCARI-6コードで計

算、乗務員の被ばく管理の要否について考察した。

CARI-6コードには、大気中で発生する中性子の輸送

計算に不確かさがあることから、中性子生成の二つ

のエネルギーピークのうち不確かさの大きい高エネ

ルギー側について量子計算を進めた。

航空機搭乗者に適用できる線量計開発に関しては、

皮膚がん等の原因とされる紫外線に対して可逆的な

呈色反応を示すフォトクロミック酸化チタンゲルに

着目、放射線照射時の色変化及びラジカル生成をESR

測定により調べた。

2.1.3.2 宇宙放射線による生体影響と防護に関する研究
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研究成果

航空機被ばく防護用の計算では、日本発着の主要

な国際線航空路について、CARI-6コードを用いた被

ばく線量計算を実施、11年分（太陽活動の1サイクル

相当）の月別平均線量値をデータベース化した。そ

れを基に、簡便な国際線搭乗時の被ばく線量を知ら

せるインターネットツール「航路線量計算システム：

JISCARD」を開発、放医研ホームページで一般に公開

した（下図）。当該ツールは多くの反響があり、半年

間で30,000件近いアクセスを記録した。

輸送計算については、宇宙線による二次中性子生

成反応の断面積について定量的に有望な結果を得た。

線量計開発に関しては、合成した酸化チタンゲル

にエネルギーレベルの異なる光子を照射したところ、

紫外線で照射したゲルは濃青色を呈したのに対し、

Ｘ線及び 線で照射した場合には着色は観察されな

かった。ESR測定の結果から、紫外線を照射の場合は

着色に寄与する電子トラップが主に生成し、Ｘ線及

び 線で照射した場合には着色には寄与しないホール

トラップが主に生成すること、またゲルを室温に放

置した場合、生成したラジカルは徐々に消失するが、

消失の速度は電子トラップとホールトラップでは異

なること等が分かった。合成酸化チタンゲルは、そ

の着色特性を利用して紫外線用線量計素子として応

用可能であり、ESR線量計素子として利用する場合に

は、電離放射線と紫外線の識別が可能な線量計とし

ての応用が期待できる。

２．宇宙放射線の生体影響とその防護（生物部門）

低線量宇宙放射線照射の生物影響（生物部門Ⅰ）

研究担当者

岡安隆一、鈴木雅雄、野島久美恵、Sergey Druzhinin,

鶴岡千鶴、岡田真希、中台妙子、関田恵子、坂東暦

子、河野幸雄、野口実穂、岡部篤史

目的

宇宙放射線、特に宇宙環境に近い低線量による生

物影響を、個体（マウス、ラット）、ヒト・哺乳類培

養細胞を用いて観測し、宇宙放射線防護研究に寄与

する。

研究経過・成果

脳機能への影響として、マウスを用い水迷路によ

り炭素線、鉄線学習記憶障害を照射後２年間にわた

り観察、データをまとめた。 遺伝性腎癌のモデル

ラット実験では、発ガンのLET 依存性に加えて、分

子レベルでの解析が進み、データが纏められた。

ヒト正常細胞を低線量・低線量率のガンマ線、中

性子線、ヘリウム、炭素イオンで照射後、X線1.5Gy

により誘発された 突然変異率は、炭素線前照射後の

みで有意な上昇が見られた。ヒト正常細胞において

細胞致死効果、突然変異誘発効果の核種・LET依存性

の結果が纏められた。さらに突然変異クローンの遺

伝子欠損のデータが解析された。

ヒト正常細胞、ヒト及びハムスターDNAニ重鎖切断

修復欠損〈非相同末端結合欠陥〉細胞を用い、高LET

重粒子線の生物影響を比較的低線量でX線と比較した

実験では高LET粒子線照射後、DNA修復系への影響が

大きく、特に鉄線では修復不能なDNA損傷を創生して

いるのみならず、修復蛋白への影響も強かった。鉄

線照射後の修復阻害の度合いを次の図に示す。さら

にヒト細胞を極低線量・低線量率照射後１回照射の

実験後、高LET放射線特有の老化現象が観測された。

放射線と微小重力の相互作用および予防医学的検討

（生物部門Ⅱ）

研究担当者

福田俊、池田瑞代、中村麻利子、川崎智子

目的

動物実験を用い、宇宙放射線の影響を軽減するよ

うな防護剤を開発する。微小重力と放射線の相互作

用の生物影響を解明し、宇宙予防医学に貢献する。

研究経過・成果

宇宙環境における放射線被ばくと微小重力の相乗
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効果およびそれに対するMilk basic protein (MBP)

の効果を検討した。ラット後肢片側の大腿骨神経切

断による不動性処置、X線 (3,6Gy) の全身照射、こ

れらを組み合わせた群を作成、それぞれに1%MBP混合

飼料を３ヶ月間投与した。不動性処置および放射線

照射、それらの組み合わせ群で海綿骨の骨密度の減

少がみられた。MBP投与群では、骨密度の有意な効果

はみられなかったが、放射線、不動処置、これらの

組み合わせ群に比べ、骨細胞活性マーカーの上昇、

吸収抑制を示すPyridinoline低下が認められた。ま

た、卵巣摘出によって骨減少が進行した老齢犬にお

けるMBPの効果をまとめた。

重粒子線照射後に走行運動（15m/分、90分/日, 35

日間）させたラットの脛骨近位骨幹端の形態計測法

による骨組織量を観測した。非走行群に比べて、走

行群の組織量は増加することが示された（下図）。
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概況

所内の横断的なプロジェクトであり、 急性放射

線障害治療の基礎とするための高線量被ばくの病体

生理研究、 新しい体内除染剤のための体内除染剤

研究、 測定機器と線量評価システムの開発、 緊

急時の環境影響に対するマニュアル作成、 被ばく

影響の低減化のための放射線障害低減化研究 (治療

剤) からなる。

この研究は、生物学・生化学・分子生物学、医学、

動物学、電気工学、機械工学、物理学、放射線科学

などの非常に広い分野からなること、開発や制度の

構築などを含むこと、社会の要請に基づいて行われ

る事など特殊なプロジェクト研究である。また、他

の施設では行わない点に注目しているなど特異的な

研究である。

１. 研究担当者

明石真言、中山文明、蜂谷みさを、渡辺恵子、須藤

誠、富永隆子、田村泰治、川名亜紀子、坂口奈賀

子、平間敏靖、近藤久禎、川村砂織、高井大策、朴

相姫、野田 豊、安斎尚之、川口利華、高田康成、

腰高由美恵、山本哲生、青山千裕、原田和美、堀本

恵梨、角谷幸記、近藤玲奈、小池 学、二宮康晴、

大野 香、山内友江、小池亜紀、大場 基、福田

俊、飯田治三、Yan Xueming、隈元芳一、佐藤眞二、

早田 勇、南久松真子、神田玲子、古川 章、鈴木

晴子、川瀬淑子、近藤玲奈、伊古田暢夫、安西和紀、

石原 弘、稲野宏志、相澤志郎、吉田和子、田中

薫、藤元憲三、白石久仁雄、サフー・サラタ・クマー

ル、木村真三、西村義一、渡辺嘉人、石榑信人、仲

野高志、松本雅紀、黒瀧克己、阿部由美、Yan Y、潮

見友江、河野眞美、生田統悟、鈴木敏和、矢島千秋、

金 ウンジュ、吉田光明、石原文子、吉田 顕、弥

吉直子、中西郁夫、池 翠萍、上野恵美、村上正弘、

武田志乃、榎本宏子、渡邉理子、菅谷公彦、本郷悦

子、王 冰、森 雅彦、中島徹夫、根井 充、臺野

和広、島田義也、東海林 裕、柿沼志津子、谷口英

樹、原田良信、野田秀平、辻 厚志、池田瑞代、岡

安隆一、岡田真希、高井信彦、白川芳幸、荒野 泰*、

秋澤宏行*、上原知也*、中山守雄**、原武 衛**、小

野正博**、猪口貞樹***、梅澤和夫***、關 知子***

*千葉大学大学院薬学研究院

**長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

***東海大学医学部

２. 目的

急性放射線障害治療の基礎とするために、高線

量被ばくが細胞内シグナル伝達へ与える影響と、

そのシグナルが細胞間で伝播する機構について解

明する。また、高線量被ばくによる皮膚障害と関

連した遺伝子を同定し、試験管内での放射線皮膚

障害の遺伝子治療のモデル系を確立する。

新しい体内除染剤 (APDA、CBMIDA、3,4,3-

LIHOPO、L1-Deferiprone、Bis Phosphonate等) に

ついて、その安全性、除去効果を動物実験により

明らかにする。既存の体内除染剤 (DTPA、プルシ

アンブルー) について、動物実験にデータに基づ

き、安全で効果的な投与方法のマニュアルを作成

する。

測定試料の前処置が容易な低バックグラウンド

放射線測定装置を開発し、緊急時の被ばく者の迅

速かつ精密な線量評価方法を開発する。

被ばく後に用いる放射線障害低減化医薬品 (防

護剤) を実験動物レベルで同定し、その効果を明

らかにする。また、遺伝子変異マーカーを持つマ

ウスを用いて、防護剤が晩発影響に与える効果を

定量的に明らかにする。

研究機関における小規模なRI汚染被ばく、紛失

線源、線源紛失事故及びそれによる被ばく、RI輸

送中の事故など、これまで想定されていないタイ

プの放射線事故において、環境中の放射性物質の

濃度測定、住民への線量等の評価、汚染地域の同

定を迅速化するために、事故シナリオと緊急時の

環境測定法のマニュアルを作成する。また、道路

や普通の地面を測定する方法技術を開発し、公表

する。

３. 研究経過

・高線量被ばくが細胞内signal伝達へ与える影

響と、そのsignalが細胞間で伝播する機構につい

て解明するために、①高線量被ばくにより細胞内

に生じるROSが細胞内 signal 伝達を介して、細胞

の形質転換、遊走、分化、増殖、mtDNAへの障害な

どに関与していることを見いだし、②ATM遺伝子が

定常状態及び放射線照射後の ROS 消去に重要な役

割を果たしていることを見出した。③被ばくによ

り好中球が動員される機構を解析するために、放

射線によって好中球で変動する遺伝子を探索し１

９の候補を得た。

2.1.4 放射線障害研究（緊急医療対策研究）

2.1.4.1 緊急被ばく医療に関する研究
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高線量被ばくによる皮膚障害と関連した遺伝子

を同定し、試験管内での放射線皮膚障害の遺伝子

治療のモデル系を確立するために、放射線による

皮膚の線維化を試験管内での３次元培養皮膚を用

いて再現することに成功した。この系を用いて、

放射線により誘導されるプロテオグリカン合成に

関わる酵素を特定した。

・電離放射線照射したヒト表皮細胞を材料に、

高線量被ばくによる皮膚障害と関連した遺伝子の

探索を、遺伝子発現変動を指標にDNAチップ法によ

る1次スクリーニングを行い得られた候補遺伝子に

ついて、発現変動の特徴を精査に確認するために、

Northern法やRT-PCR法による２次スクリーニング

（被ばく後の遺伝子発現への線量効果や時間依存

性）を行った。

・プルトニウム投与ラットの発癌や寿命短縮に

対する動物実験により、除去剤DTPA・CBMIDAを投

与した結果、骨肉腫発生の抑制、および寿命延長

効果が認められた。

・プルトニウム摂取時にその体外排泄促進の増

加効果を目的として、副作用が低いZn-DTPAの投与

量と投与回数を増加した結果、プルトニウム摂取

直後に１日２回の投与で排泄効果がみられたが、

Ca-DTPAと差はなかった。

・Ca-及びZn-DTPAを健常人へ投与し、微量元素

への影響を調べた。

・放射性コバルトをマウスに投与したところ、

血液、肝臓、腎臓、膵臓に早期に観察され、肝臓

では放射能滞留が観察された。

・放射性ストロンチウムの消化管等からの体内

吸収を防ぐため、経口可能な吸着剤の開発のため、

不活性高分子（PGMA-EG）の合成をした。

・線バックグラウンドの寄与を極力抑えて、迅

速かつ簡便に体内放射能量を同定することを目的

としてきた。その手法は体外計測とバイオアッセ

イに大別されるが、本研究はそのバイオアッセイ

の部分を担っている。緊急被ばく医療時に要求さ

れる迅速性を主眼に、簡便な前処理のみで ・ ・

線を短時間に同時計測可能なシステムの原理構築

を行った。

・蒸しタオルで皮膚を加湿して暖めた後、体毛

を静かに抜くと、どの部位の体毛からも効果的に

毛根細胞を得ることができる技術が確立できた。

・改変小核試験による定量性の高い放射線障害

検定系を確立し、放射線防護剤および抗酸化性食

品成分等の障害防護程度を測定した。

・放射線に対する防護物質探索のため一次スク

リーニング系としてSK-N-SH細胞（神経芽細胞）を

用い、X線照射後の生存率を MTT (3- (4,5-dimet-

hyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrasolium

bromide) 様物質を用い放射線照射24時間後の生

存率を求める系を構築した。

・放射線防護薬剤として各種スピントラップ剤

(PBN, POBN, DMPO)、MC-PROXYL (スピンラベル

剤）、カルコン誘導体、LBC (乳酸菌死菌体）、等を

用い、マウスのX線全身照射に対し30日間生存率を

指標として、防護能を評価した。ビタミンＥ誘導

体であるTMGが、マウスにおけるＸ線照射直後投与

において有意な放射線防護作用を示すことを明ら

かにした。

・カテキン (GTE) の放射線誘発骨髄性白血病の

発症に対する影響を調べている。３Gy照射・対照

食群と照射後GTEを投与した群では両者とも約９％

であるが、照射前からGTEを投与した群での発症率

は約６％と現在のところ低減化傾向を示している。

・GTEよりcatechin純度の高いPolyE投与群を被

ばく後投与し、放射線誘導骨髄性白血病が発症に

対する影響を調べたが、変化は認められなかった。

環境中の放射性物質の濃度測定、住民への線量

評価、汚染地域の同定を迅速化のための測定機器

の開発、環境測定法のマニュアルを作成した。ま

た、道路や地面を測定する技術を開発し、そのマ

ニュアルを作成した。更に汚染源同定のための 線

入射方向計測簡易システムを開発し、その性能検

査を行った。

４. 研究 (開発) 成果

・高線量被ばくにおけるmtDNAの役割、ATMの障

害おけるNFkBとMnSODの関与、また過酸化水素は被

ばく時に細胞生存へのシグナルを送っていること、

また被ばく時に細胞増殖と周期に遅延が起こる機

構には過酸化水素が関与していることを明らかに

した。

・人工的な皮膚モデルは確立した。放射線によ

り皮膚で増加する16遺伝子と減少する遺伝子59遺

伝子を得た。高線量放射線被ばく時の皮膚でｐ53

蛋白質のSer15/18とH2AXのリン酸化が誘導され、

両蛋白質のシグナルカスケードが活性化されるこ

とが示唆された。

・動物実験によりウラン等の放射性物質の除去

効果を、CBMIDA、3,4,3-LIHOPO、DTPAなどの除去

剤で評価できた。またDTPAに関しては人への投与

データも集積し、マニュアルを作成する基礎がで

きた。

・新しい内部除染剤開発のため、放射性コバル

トにおいては実験動物により体内動態、蓄積排泄
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量等の基礎データを得た。また、放射性ストロン

チウムにおいては内服用吸着剤として消化管等で

十分な吸着性能を有している高親水性の多孔質高

分子母体にアミノメチルホスホン酸を導入した樹

脂を合成できた。

・迅速性を主眼に、簡便な前処理のみで ・ ・

線を短時間に同時計測可能なシステムの原理構築

を行った。ESR線量法による線量評価で、40Gyまで

は 爪中のラジカル生成量と吸収線量に相関関係の

あることなど今後の線量評価につながる成果が得

られた。

・局所線量評価法として、体毛からも効果的に

毛根細胞を得ることができる技術を確立した。

・被ばく障害低減化剤としてカテキン、ビタミ

ンE (TMG)、セレン含有化合物、ビタミンC誘導体

など確実に効果のあるものを同定した。Polyphenon

E (高純度カテキン) が放射線誘導白血病の発生

を低減化することも明らかにした。遺伝子変異マー

カーを持つマウスを用いた防護剤の効果は、いい

モデルが得られず断念した。

・緊急時対応および測定機器類マニュアルにつ

いては、原子力災害訓練による経験を踏まえ、放

医研の外部向けホームページに緊急被ばく医療に

関するマニュアルの一つとして掲載している。IAEA

TECDOC-1092（緊急事態モニタリングの一般手順）、

TECDOC-1162（緊急事態の評価および対応のための

一般手順）を翻訳し、同じくホームページに掲載

した。
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【目標】

水圏及び人まわりの環境における放射線・放射線

源のレベル、挙動の把握、生体内での放射性核種の

挙動の理解を通じて、原子力施設の線量評価に必要

なパラメータの創出を行い、放射性核種による環境

影響評価、人への被ばく線量・影響評価方法を開発

する。以下を達成目標とする。

・新たな核種のテルルやTh, U, Pu, Sr, I について

同位体比を用いて土壌から食品への移行パラメー

タを収集する。

・空間ガンマ線・宇宙線・ラドン・医療被ばくによ

る国民線量を推定するとともに、線量評価に必要

な情報の取得並びに被ばく線量評価の全国的な標

準化を図る。

・疫学的手法により、低線量放射線影響の解明及び

平常時・事故時における原子力発電所周辺地域住

民の健康影響を評価する。

・生物濃縮の変動要因を検出し、特定金属元素の生

物濃縮に関わる機能を担う分子の種類や細胞内で

の局在を明らかにする。

【研究課題名】

１ 人まわりの放射線・放射線源のレベルと挙動に

関する研究

白石久二雄、サフー・サラタ・クマール

チェルノブイリ汚染地域の土壌試料及び地下水を

収集し、ウランの同位体比（234U/238U, 235U/238U,
236U/238U）をTIMS法で、また関連元素（Sr, Th, I）

も測定した。新たにU-236の値を精度良く測定するこ

とに成功し、235U/238Uの比が自然界より大きく、事

故の影響が確認した。土壌中のヨウ素濃度が自然界

よりも少ないことを確認した。またウクライナの25

行政区域の全区域の食事試料ならびにベラルーシの

チルノブイリ汚染地域の食事試料を収集し、試料前

処理と放射性核種と関連安定元素の分析をほぼ完了

した。

２内部被ばくに関する研究

西村義一、渡辺嘉人、武田志乃、湯川雅枝

ICRP体内動態モデルを検証、改良するため、パラ

メータが不足している放射性テルルについての動物

実験を行い、年齢依存性、胎仔移行、母乳移行を明

らかにした。新たな線源器官としての唾液腺への取

り込みを3H、65Znなどの核種で観察しこれらの結果を

元に線量評価を行った。また、ナノビーム蛍光Ｘ線

分析に取り組み細胞選択的な測定手法を確立した

（図）。タバコ小胞子を用いたインビトロ植物胚発生

の手法を確立するとともに放射線高感受性植物に放

射線照射することによる細胞死が動物のアポトーシ

スと類似していることを明らかにした。

2.2 基盤的研究

2.2.1 環境系基盤研究

2.2.1.1 環境放射線防護体系構築のための研究
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精子に取り込まれた微量スズの検出

生体多量元素により妨害を受ける元素の高感度検出

３. 環境放射線の被ばく線量評価およびその高度化

に関する研究

仲野高志、松本雅紀、榎本宏子

被ばく線量評価の全国的な標準化を図るため、体

外計測装置での測定の標準となるファントムを開発

し相互比較を開始した。また、複雑なICRP体内動態

モデルの計算を進め、多くの人に簡便にその結果を

使用して線量評価できるようにデータベースを整備

し、グラフ化した物を放医研のホームページで公開

した。さらにデータベースを利用してモニタリング

量から線量評価出来るパソコン用ソフトウエアを開

発し用法や操作法の普及に努めた。

MONDAL-3の計算例

BOMABﾌｧﾝﾄﾑを用いた体内放射能測定手法の標準化

４. 放射線疫学と放射線リスクに関する研究

吉本泰彦、吉永信治

低線量放射線影響の解明のため、国外の医療放射

線作業者のがんリスク評価やWEBアンケート作業歴質

問票の試作・Ｘ線撮影被ばく数値計算と供に、診療

放射線技師コホートの拡大死亡追跡データの解析を

進めた。一方、原発周辺住民の潜在的放射線リスク

研究のため、日本全国の死亡率の暦年・地域変動や

原発所在地区・対照地区の死亡率の解析を、白血病、

悪性リンパ腫、消化器系がんについて行った。また、

事故時を想定し、地理情報システムを併用した小地

域単位によるリスク評価法の開発を行った。

Z-direction = -81 ～ -61 [cm]

Ｘ線撮影室内の線量率分布の計算例

５. 海洋における放射性物質の分布とその変動に関

する研究

山田正俊、青野辰雄、鄭 建

海水・海底堆積物・沈降粒子中のPu同位体比測定

手法を確立し、海底堆積物にビキニ水爆実験の汚染

の跡が記録されていることを特定した。さらに、日

本海・オホーツク海・東シナ海などの日本周辺海域

から採取した堆積物のPu同位体比の分析を行い、Pu

の汚染源推定にPu同位体比が有効であること、海水・

海底堆積物・沈降粒子中のPu同位体比の分析結果を

総合的に解析し、海洋におけるPuの移行に北赤道海
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流・黒潮・対馬海流などの海流が重要であることを

明らかにした。また、海産生物中の239+240Pu, 137Cs,

UやTh同位体の濃度に関するデータの蓄積を行うとと

もに、海洋における放射性核種と粒子状物質の挙動

から海水中での物質の輸送過程等の解析を行い、太

平洋や東シナ海などの海域毎の特徴を明らかにした。

海洋における放射性物質の分布と変動

６. 海産生物による放射性物質の濃縮及びそのメカ

ニズムに関する研究

石井紀明、中原元和、松葉満江

水圏生物における放射性核種の濃縮には、種々の

因子が複雑に絡み合っていることが分かった。たと

えば疑似生態系を室内で構築することにより、底質

の寄与率の違いが淡水魚と海水魚における濃縮係数

の差となることを明らかにした。放射性核種を高濃

度に蓄積する海洋生物を見いだし、濃縮に関与する

物質の特定作業を行った。また、放射性核種の細胞

内における局在について調べ、60Coはイカ・タコ類

の鰓心臓の細胞内顆粒に、Mn、Znは二枚貝中の腎臓

細胞の細胞内および細胞外に出現する結石に局在す

ることを確認した。さらに理研との共同研究により
95mTcの安定供給態勢を確立し、99Tcの高感度・簡易

分析法を開発した。新分析法を海洋環境試料中に適

用し99Tc濃度を明らかにした。

2003-05年に採取された海藻中の99Tc濃度（Bq/k乾）

７. 海洋における放射性物質の環境汚染評価に関す

る研究

渡部輝久、横須賀節子

褐藻類ウミトラノオの99Tc、軟体動物の108mAg、緑

藻類ハネモ属のラジウムを含むアルカリ土類元素等

が放射性同位元素をモニターする上で生物検出器と

して有用であることを明らかにした。ウミトラノオ

を用いた99Tcの分布は全国沿岸海域についてほぼ把

握することができた。また、約418年の半減期をもつ
108mAgは、海洋中に現在も存在する主要な人工放射能

の一つであることを明らかにした。
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概況

人の健康や環境に影響を与える可能性のあるリス

ク源は環境中に数多く存在するが、異なる種類のリ

スク源がもたらす影響の程度を相互に比較評価する

方法は確立されていない。そこで、種々の環境有害

物質（放射性物質、重金属等）について、環境中で

の動態から生物・生態系への影響を相互に比較・相

対化するための適切な手法を開発することを目的と

し、下記の４チーム編成で、生体影響、生態系への

影響、数理モデル、環境動態など、多方面からの研

究を実施した。

第１チーム：環境有害物質の生体影響に関する比

較毒性学的研究を行った。この結果、放射線と有害

物質の相対的な危険性をDNAの損傷を指標に比較し、

DNA損傷を誘発した有害物質について細胞の増殖阻

害、損傷の修復阻害も指標に加えて相対的危険度を

明らかにした。

第２チーム：モデル生態系を用いた生態系影響評

価に関する研究を行った。この結果、３種微生物共

存系であるマイクロコズムを用いた実験結果に基づ

いて、放射線および重金属元素等の有害因子の負荷

による微生物個体数の変化（構造的影響）を包括的

かつ定量的に評価する「影響指数」を提案した。

第３チーム：放射線等の環境・生態影響の数理モ

デル解析研究を行った。この結果、個体ベースモデ

ルによる仮想計算機生態系シミュレータ（SIMCOSM）

を開発し、微生物実験生態系への放射線等の負荷に

よる個体群動態、群集動態を計算機上に再現できる

ようになった。

第４チーム：有害物質の高精度分析技術の確立と

環境挙動に関する研究を行った。この結果、森林生態

系および農業生態系等におけるセシウム、テクネチウ

ム、ヨウ素の分布と移行に関するパラメータを蓄積す

るとともに、プルトニウム、ウラン等の同位体に関し

て、簡易で精度の高い迅速分析技術を開発した。

１．研究担当者

高橋千太郎、村松康行、吉田聡、佐藤宏、久保田善

久、藤森亮、孫学智、末冨勝敏、武田洋、宮本霧子、

柳澤啓、府馬正一、石井伸昌、土居雅広、坂下哲哉、

川口勇生、田中伸幸、内田滋夫、田上恵子、坂内忠

明、中森泰三

２．目的

放射性物質等の環境有害物質の生体及び生態系影

響を相互に比較・相対化する適切な手法を開発し、

リスク認知の規準化、相対化により、原子力等のエ

ネルギー生産システムが環境・生態系へ及ぼす影響

を比較する事を中期計画とした。計画の遂行に当たっ

ては、４項目の達成目標を設定した。即ち、DNA損傷

を指標とした環境有害物質の相対的危険度の比較、

生態系影響評価のためのバイオマーカー及び手法の

開発、複雑系解析手法による評価指標の開発、有害

物質の高精度分析技術の確立と環境挙動解明である。

３．研究経過

５年間の研究期間中、比較影響評価に必要な技術

と手法を確立するとともに、放射性核種や環境有害

物質の環境中での挙動、生態系への影響、相対危険

度の解明に向けて研究を進めた。

その結果中期計画は十分に達成され、有害物質の

環境挙動を明らかにし、生物及び生態系に対する影

響を物質同士で比較し、かつ、生態系影響を数理モ

デルで解析する一連の手法が確立された。即ち、実

生態系での異なる汚染物質の動きを相互に比較しな

がら解析し、放射線と他の有害物質のリスク認知の

基準化に役立つ「比較尺度」の開発に関しては、毒

性学的およびモデル実験生態系において成果が得ら

れ、特にモデル実験生態系においては「影響指数」

という定量的な指標を開発した。加えて、モデル生

態系の現象を再現し生態系の撹乱や絶滅リスクを評

価するための数理モデルを開発した。これは異なる

分野が連携することによって初めて得られた成果で

ある。

５年間で発表した原著論文数は、本課題を主課題

とするもので75報あり、その他の論文やプロシーディ

ングスなどの数も多い。

また、本研究課題は、近年国際的に注目されてい

る放射線の環境防護の問題と関連しており、研究担

当者が、新設されたICRP第５委員会のメンバーに選

出されるとともに、OECD/NEAの委員会のメンバーと

して活動し、ICRP及びIAEA主催の国際会議にも数多

く参加して、国内外の議論に貢献した。

４．研究成果

１）DNA損傷を指標とした環境有害物質の相対的危険

度の比較：

砒素、カドミウム、ニッケル、アンチモンおよび

ベンゼン系有機化合物等によるDNA二重鎖切断とその

修復への影響を比較検討し、砒素およびアンチモン

2.2.1.2 放射線等の環境リスク源による人・生態系への比較影響研究
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はDNA二重鎖切断の修復を阻害すること、砒素は染色

体異常も誘発することを見いだした。更に、放射線

と砒素の複合効果をPCC法による染色体解析法で明ら

かにした。また、砒素、アンチモン、カドミウムの

細胞毒性に対するグルタチオンの影響を比較検討し

た。加えて、放射線と砒素によるDNA損傷誘発遺伝子

の発現を検討し、遺伝子発現を指標としてDNA損傷の

評価が可能であることを見いだした。また、細胞の

間期死を指標として放射線と環境有害物質の相対的

な危険度を明らかにするために、放射線、砒素、パ

ラコートによるマクロファージのアポトーシスの誘

発を比較し、それぞれ異なる機序により細胞死が誘

導されることを明らかにした。

２）生態系影響評価のためのバイオマーカー及び手

法の開発：

マイクロコズム（水圏微生物生態系）を用いた放

射線と他の有害因子（紫外線UVC、酸性化、金属元素

６種）の負荷実験の結果を取りまとめ、マイクロコ

ズム構成生物の個体数変化や死滅を指標とする４段

階の影響レベルで比較評価を行った。線と酸性化に

よる複合影響についても明らかにした。また、モデ

ル生態系内の生物の個体数が有害因子の負荷によっ

て変化する程度を定量化するための「影響指数（EEI）」

を開発し、EEIが５０％となるときの有害因子の用量

が放射線とその他の有害因子を比較評価するための

定量的尺度となること実証した。さらに、モデル生

態系内の物質流の変化を影響指標とする目的で、生

産者（ユーグレナ）への13Cの取り込み実験を行うと

ともに、植物や動物プランクトンへの炭素移行に及

ぼす放射線、紫外線及び銅の負荷の影響を解析した。

３）複雑系解析手法による評価指標の開発：

放射線照射、酸性化、有害化学物質等が微生物実

験生態系に与える影響を評価するために、モデル生

態系個体群動態シミュレータ（コード名：SIMCOSM）

を開発し、生産者藻類、消費者原生動物、分解者バ

クテリアの３種微生物生態系の個体群・群集動態の

数理解析を行った。SIMCOSMを用いて、放射線の急性

照射、連続照射、化学物質の曝露等によって引き起

こされる個体レベルの影響（急性致死、代謝低下、

遊泳速度低下）が、如何に各生物集団、群集構造へ

影響を及ぼすかを推定、評価した。また、集団の持

続可能性の評価指標として、上記のシミュレーショ

ン結果から、集団の内的増殖率と環境収容力を測定

して、絶滅リスク（集団存続時間）を計算する数理

解析プロトコルを選定した。加えて、ユーグレナの

重力走性を指標として、放射線、紫外線、化学物質

の影響を比較評価した。

４）有害物質の高精度分析技術の確立と環境挙動に

関する研究：

環境における放射性核種と微量元素の分布に関す

る多くのデータを得た。特に、ICP-質量分析装置を

用いたウランやプルトニウム同位体の分析に関して

短時間かつ高精度の分析法を確立し、各地の環境試

料中の濃度と同位体比に関するデータを蓄積した。

また、レニウム（テクネチウムの化学アナログ）や

ヨウ素の分析方法を開発した。更に、チェルノブイ

リ事故で汚染した森林における放射性セシウムと関

連安定元素の挙動を比較する研究を進めた。また、

微量元素の分析を進め、土壌-植物系における移行パ

ラメータを収集するとともに、水圏、土壌、植物等

に関してこれまでのデータを実環境の標準値として

整理した。加えて、セシウム及び重金属元素の根菜

への移行係数や、ヨウ素等の環境移行に果たす微生

物の役割について実験を進めた。また、土壌動物（ミ

ミズ等）への微量元素の移行に関しても基礎的な知

見を蓄積した。
マイクロコズム影響指数が50％となる時の用量を尺度

にした放射線と有害物質の定量的影響評価
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概況

ラドンは公衆の被ばくの最大要因であるが、被ば

く様式が複雑であり、その線量評価、影響評価は容

易ではない。本課題では、新技術導入により被ばく

による影響・リスクの総合的評価を試みた。その結

果、トロンに起因する諸問題が明らかになり、ラド

ンの肺がんリスクに関する疫学調査結果の見直しな

ど、再評価の必要性が見出された。今後、リスクの

低減も含め、更なる研究を推進する必要がある。

研究課題名

１. 研究担当者

山田裕司、古川雅英、床次眞司、一坪宏和、米原

英典、福津久美子、石川徹夫、卓 維海、小高武子

２. 目的

ラドンは自然放射線による公衆被ばくの約１／２

を占める。この被ばく影響を明らかにするため、環

境中のラドン動態調査研究や曝露による生物影響研

究を通して、被ばく影響リスクを総合的に評価する

ことを本課題の目的とする。

３. 研究経過

ラドンによるによる被ばくは、希ガスであるラド

ンRn-222自身よりも、Po-218, Pb-214, Bi-214な

ど短寿命の壊変生成物による線量寄与が大きい。従っ

て、被ばく影響を評価するためには、先ず、これら

の壊変生成物の環境中での挙動・性状を知ることが

重要である。生体への影響については、線量－効果

関係が評価し易い細胞レベルの曝露実験を実施した。

以下に、小テーマ毎に研究経過を記す。

１）ラドン・トロン濃度弁別測定法の開発研究

ラドンには、ウラン系列のRn-222とトリウム系列

のRn-220（通称、トロンTn）の2種類がある。地域・

地質や住宅構造によって、ラドン・トロンの濃度や

両者の比率は大きく異なる。また、時間による変動

も大きい。様々な原理のラドン測定器が開発され実

用に供されているが、一部の測定器ではラドン・ト

ロンの弁別能力に問題があり、正確に評価されない

場合がある。本課題では、2つの容器内の換気率に差

を設けることで、半減期の違いからラドン・トロン

を弁別評価する測定器を開発した。図1には大規模調

査用の弁別測定器の写真を示す。これらの弁別測定

器は国内外の環境調査に用いられた。特に、中国・

黄土高原地域での調査では、米国・中国による肺が

んリスクに関する大規模疫学調査における線量評価

上の問題点（トロン問題）を明らかにするなど、成

果を上げている。

図1 パッシブ型ラドン・トロン濃度弁別測定器

２）壊変生成物の性状・挙動に関する研究

ラドン壊変生成物（子孫核種）の粒径はnmから m

まで幅広く分布する。この範囲をカバーし実環境で

もデータ収集を可能とするGSA法を導入し、その最適

化・実用化を図った。その結果、非付着成分の粒径

は浴室のような極めて高湿度の環境を除けば約 1 nm

と極めて小さいことが分かった（図２）。一方、付着

成分はキャリアとなる環境エアロゾルの粒径に応じ

てその粒径も連動した。一般的には、50nm～200nmの

範囲に存在することが多い。ただし、中国・黄土高

原のようにキャリアエアロゾルの粒径が小さい環境

もあったことから、地域や環境には注意する必要が

ある。トロン壊変生成物については、サンプリング

時間を少し長くすることで同じGSA法が適用できるこ

とを確認した。ラドン・トロン混在場での粒径測定

では、特に両者に差異は認められなかった。また、

トロンの平衡係数については、UNSCEAR等で採用され

ていた0.1よりもかなり小さいことが実環境測定から

明らかになってきた。また、平衡等価濃度は空間分

布や時間変動が大きいこともより明確になり、その

濃度測定の重要性が示された。

図2 一般住居内和室で観測されたラドン

壊変生成物の粒径分布

2.2.1.3 ラドンの環境中における動態と生物影響に関する研究
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３）壊変生成物の呼吸気道内沈着に関する研究

ラドン・トロンによる被ばく線量を鼻咽頭部、気

管・気管支部、肺胞部の３領域に分けて評価するた

め、気道沈着を模擬サンプリングできる測定器を開

発した。様々な実環境で調べた結果、鼻咽頭部、気

管・気管支部の両部への沈着放射能は10％程度に過

ぎず、大部分は肺胞部への沈着であることが分かっ

た（表１）。ただし、キャリアエアロゾルが少ない清

浄空間では、非付着成分の割合が増加するので、気

道沈着の分配割合も変化する。

表１ 各種環境における気道部位別の沈着量

４）ラドンの除去技術に関する研究

不活性ガスの１つであるラドンの除去技術につい

ては、プラズマ放電場にて活性化させたフッ素と反

応させることにより99％以上の除去効率を有する装

置の開発に成功した（除去原理を図３に示す）。ま

た、放電を制御することにより、除去と放出とを可

逆的に操作できるため、ラドンの濃縮や回収にも本

技術を適用できる。なお、この除去技術はＨ15年に

希ガス回収方法として特許が成立した。原理的には、

キセノンやクリプトンなどの他の希ガスにも適用で

きる可能性があることから、原発からの気体廃棄物

の低減化技術としても期待される。

図３ ラドン除去原理

５）ラドン・トロン曝露による生物影響に関する研究

生物影響研究については、実際の曝露様式を模擬

した気相－液相培養下での曝露実験系を確立し、細

胞レベルでの曝露を介して影響の解明を試みた。ラッ

トの気管上皮細胞に対して様々な濃度でラドン曝露・

トロン曝露を行った結果、ラドン・トロンの何れも

吸収線量が10 mGy を超えると小核形成率が上昇する

傾向を示した（図４）。さらに、数100 mGyを超える

と細胞生存率が低下し始めた。線量率については、

１ mGy/hr以上で小核形成率が上昇した。一方、遺伝

子突然変異については、マウスのFM3A細胞にラドン

を曝露し、Hprt遺伝子における突然変異の発生頻度

を調べた。10 mGy以下の曝露群では6TG耐性変異株の

出現頻度は自然発生と有意差が無かったが、300 mGy

の群では10-100倍に上昇した。突然変異の種類をPCR

法で解析したところ、1 mGy以下の低線量群でも欠失

変異が検出されたが、線量が高くなるとこの変異は

逆に低下した。

図4 細胞レベルにおける曝露影響

４. 研究（開発）成果

本課題では、以下の4項目を具体的な達成目標とし

て掲げて研究を実施してきた。

・子孫核種粒径分布法を確立し、各種環境中のラ

ドン・トロン子孫核種の性状・挙動を明らかに

する。

・気道沈着粒子粒径別測定法を開発し、これを用

いて一般公衆に対するラドン・トロンの線量を

沈着部位別に算出し評価する。

・ラドン除去技術（特許出願中）について実用化

試験を実施し、その除去性能を実証する。

・ラドン・トロンによる細胞障害について細胞生

存率や遺伝子突然変異などを指標として影響を

解明する。

その結果、研究経過に記したように計画通りに目

標を達成することができた。これらの成果は、研究

論文のみならず、現在、改訂作業中の国連科学委員

会UNSCEARの新レポートへの取り入れや2005年から開

始された国際保健機関WHOの国際ラドンプロジェクト

への参画など、国際的にも貢献・寄与した。

EEC NP TB
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概況

本研究グループは、放射線により生成する生体内

ラジカルに関する研究や活性酸素や活性窒素によっ

て生じる生体障害やそれらに対する防御に関する研

究を、レドックス制御の観点から行った。生体内で

生成する活性酸素などをin vivoで 評価する方法の開

発研究では、放射線により生体で生成するOHラジカ

ルやNOラジカルを、ESRスピントラップにて定量的に

評価する方法、およびスピンプローブを用いて生体

が酸化的ストレスを受けた時のレドックス状態を評

価する方法を構築した。放射線による自己変異遺伝

子および誘導性遺伝子の制御機構の解明では、極微

量核酸の高精度定量技術を開発し、内在レトロウイ

ルス逆転写物や放射線による生体障害の測定系を構

築したこと、放射線障害軽減に寄与するHO-1を活性

化する天然物を同定するとともに、活性酸素除去能

を亢進させた遺伝子治療モデル細胞系で放射線障害

に対する防護効果を実証した。放射線起因ラジカル

による生体障害と制御の相関に関する研究では、ラッ

トにおける放射線誘発乳腺腫瘍発症率が一酸化窒素

捕捉剤やNOS阻害薬により抑制され、乳腺腫瘍発生に

NOが関与することを立証した。放射線による生体障

害とレドックス制御物質に関する研究では、放射線

による生体成分の酸化損傷の変動とラジカル生成の

相関、パーオキシナイトライト（PN）によるCyt. C

の機能修飾を明らかにした。活性酸素消去物質や放

射線防護剤を探索し、強い消去能を有する化合物や

被ばく後投与で有効な防護剤を見出すとともにポリ

フェノール類の抗酸化機構を解明した。

１．研究担当者

グループリーダー：伊古田暢夫、第一チーム：上田

順市（チームリーダー）、今井靖子、中川秀彦、中西

郁夫、第ニチーム：安西和紀（チームリーダー）、古

瀬雅子、竹下啓蔵、松本謙一郎、第三チーム：稲野

宏志（チームリーダー）、小野田眞、第四チーム：鈴

木桂子、石原弘、田中泉。

２．目的

放射線防護への貢献を目的として、放射線による

生体障害を、活性酸素・フリーラジカルの関与を通

して、分子、細胞、組織及び個体レベルで明らかに

し、活性酸素・ラジカルに対する消去化合物の探索

を行う。以下を目標としている。 放射線による活

性酸素・フリーラジカル生成のin vivo 評価法を確立

し、活性酸素・フリーラジカルの生成と障害との関

係を明らかにする。 放射線起因一酸化窒素が内

分泌系器官に与える影響、特に放射線発癌の修飾因

子を明らかにし、予防を可能とする。 極微量核酸

成分定量技術を利用して、放射線・活性酸素に対す

る内在レトロウイルスのゲノム不安定化に対する寄

与、および誘導性遺伝子であるHO-1の制御機構を明

らかにする。 放射線により生じる活性酸素・フ

リーラジカルの生体成分への障害機構を明らかにし、

それらに対するレドックス制御物質を開発する。

３，４ 研究経過・研究成果

１）生体内で生成する活性酸素・活性窒素・フリー

ラジカルをin vivoで 評価する方法の開発研究。

放射線による活性酸素・ラジカル生成を、ESRを用

いて定量的に評価する方法を構築した。In vitro系
(Ｘ線や重粒子線の水溶液照射実験)では、線量依存

的にOHラジカルと水素ラジカルが生成し、同じ線量

なら低LETのほうが多く生成することをDMPOスピント

ラップ法で、また過酸化水素も線量に比例して生成

することをスコポレチン法を用いて示した。X線によ

り生体内で生成するOHラジカルやNOを、スピントラッ

プ剤を用いex vivo ESRで検出する方法を構築し、前

者はスピントラップ剤PBNとDMSOを投与後胆汁を、後

者はスピントラップ剤MGD-鉄錯体を投与後肝臓をそ

2.2.2 生物系基盤研究

2.2.2.1 放射線に対するレドックス制御に関する研究
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れぞれ測定し、線量依存的にラジカル付加体が得ら

れることから、ラジカル生成を評価できることを示

した。活性酸素種と反応してESRシグナルを与えるア

シル保護ヒドロキシルアミンプローブ（ACP）を投与

後のマウス腹部のESRシグナルが、NO供与剤で増大す

ることから、生体内NO検出の可能性を示した。また

ACP投与マウスのESRイメージングから、上腹部のレ

ドックス状態が酸化に傾くESRイメージング像が得ら

れ、この変化は肝における還元能の違いによるもの

であり、ACPを用いて生体内還元活性を評価できる可

能性を示した。また、紫外線照射によりマウス皮膚

に生じる過酸化ラジカル生成を、ニトロキシドのシ

グナル減少から明らかにした。一方、Ｘ線被ばくし

たヘアレスマウス皮膚のアスコルビン酸ラジカルが

増加することを見出し、皮膚の脂質過酸化増加との

相関が認められた。

２）放射線およびレドックス状態の変動による自己

変異遺伝子および誘導性遺伝子の制御機構の解明。

これまで挙動が不明であった内在レトロウイルスIAP

に焦点を当て、その放射線障害時の細胞における挙

動を解析した。その活性化過程で出現する転写物や

極微量逆転写中間核酸は、real-time PCR定量技術を

駆使した特殊なレポーター遺伝子法を確立して正確

に測定し、骨髄系細胞において内在性ゲノム変異原

であるIAP cDNAが放射線により亢進され、放射線に

よる骨髄障害との関連が示された。さらに、放射線

による逆転写を測定するライン化細胞およびトラン

スジェニックマウスの樹立により、逆転写を介した

ゲノム異常を防護に寄与する物質のスクリーニング

系が確立した。また放射線による細胞核の損傷を定

量する小核・増殖阻害二重分析による放射線防護法の

測定系を確立し、チオール化合物や還元性物質、およ

びラジカル除去酵素を構造修飾した発現遺伝子の導

入による防護効果を実証した。一方、ストレス応答

酵素として知られるHO-1遺伝子は、天然抗酸化剤に

より活性化することから生体防衛系を担うことが示

唆され、特定化合物による遺伝子活性化を利用して、

治療用遺伝子ユニット開発に有用であることを示した。

３）放射線起因ラジカルによる生体障害（内分泌系

器官の障害）と制御の相関に関する研究。

ラット乳腺腫瘍発生モデル系の実験から，放射線

被ばくラットの乳腺腫瘍発生率は、クルクミン（NO

やOHラジカル捕捉剤）、 Fe2+-ジエチルジチオカルバ

メート複合体 (NO捕捉剤)、ならびにフェニレンビス

エタンジニールビスイソチオ尿素 (誘導型NO合成酵

素（iNOS）特異的阻害剤）により照射対照群の1/3か

ら1/4に減少し、乳腺腫瘍発症までの潜伏期間も遅延

された。また、ラット乳腺組織の培養実験から，iNOS

は乳腺の上皮層で発現し、X線線量依存的 (0-20Gy)

に亢進し、産生したNO量と相関性があった。以上よ

り放射線被ばく後にラット生体内に発現するiNOSに

よって産生される過剰のNOラジカルが乳腺腫瘍発生

のイニシエーションに重要な役割を果たしている事

が明らかになった。一方、ホルモン製剤である経口

避妊薬（ピル）が、放射線による乳腺腫瘍の誘発に

与える影響を検討した。放射線被ばくしたラットに

ピルを投与すると、ピルがイニシエーターあるいは

プロモーターとして作用して乳腺腫瘍の発生を増強

させる事から、放射線誘発乳腺腫瘍におけるピルの

複合効果が証明された。このことは、ホルモン剤に

限らず，種々の医薬品と放射線の複合影響が考えら

れ，医薬品服用時の放射線の使用（診断や治療）に

は十分な注意を払う必要があることを示している。

４）放射線による生体障害とレドックス制御物質に

関する研究。

放射線による生体成分の酸化損傷（TBARS,8-OHdG、

SOD、GPxなど）を、マウス肝臓や皮膚、細胞を用い

て調べ、その変動とラジカルの相関を示した。PNに

よるCyt. Cの機能障害を、酸化反応やアポトーシス

について明らかにした。ビタミン誘導体、カルコン

誘導体、硫黄やセレン含有化合物、新規カテキンな

どに強い活性酸素・活性窒素消去作用を有する化合

物を見出した。ポリフェノール類の抗酸化機構はフェ

ノール性水酸基からの水素移動反応で説明され、活

性ラジカル種への１段階の水素原子移動、あるいは

電子移動とプロトン移動を経る２段階機構が考えら

れる。ほとんどの抗酸化剤がどちらの経路を経るか

不明であった。電子移動により生成するフェノキシ

ルラジカルの安定化や電子移動過程を加速するMgな

どの金属イオンを用いて反応を解析し、カテキンは

電子移動を経由する２段階機構で，ビタミンＥやア

ルテピリンCは１段階機構で進行することを決定し

た。これらの反応機構の情報に基づき、ラジカル消

去活性が天然型カテキンに比べ5-10倍高い平面型カ

テキン誘導体を開発した。緊急被ばく医療研究関連

として放射線防護薬剤の探索・開発を行い、マウス

X線全身照射に対し薬剤を腹腔内に投与し、30日間生

存率を指標としてその放射線防護能を評価した。照

射前投与で有効な薬剤として、PBNのようなスピント

ラップ剤、ニトロキシド類、エダラボン (脳梗塞治

療剤) を見出した。一方、水溶性ビタミンＥ誘導体

であるTMGや亜鉛等の抗酸化ミネラルを含有する熱処

理酵母は、被ばく後投与においても有効であった。
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概況

放射線の生体影響に関し、放射線障害機構の解析、

程度の予測、防御機構などについて個体、組織、細

胞、分子レベルで総合的に解析して放射線のリスク

評価およびリスク低減化に関する知見を得ることを

目的とし、以下の４つの課題チームを編成し、研究

を実施した。

生物学的線量推定に関する研究

１．研究担当者

早田 勇、南久松真子、神田玲子、古川 章、村上

正弘、辻さつき、張偉*、王春燕*、吉田光明**、穐山

美保**（*客員協力研究員、**併任）

２．目的

染色体異常による20cGy以下の低線量放射線の線量

推定法の確立及び高LET放射線の生物学的効果比(RBE)

を決定する。

３．研究経過及び成果

染色体標本自動作製装置および顕微鏡オートステー

ジ・分裂細胞自動検出システム汎用型プロトタイプ

を完成し、放医研で開発した培養処理法（リンパ球

分離、高収率細胞回収、コルセミド処理等）、染色体

標本作成法（温湿空気乾燥、酵素処理等）を用いて、

中国高自然放射線地域住民の染色体異常解析を行なっ

た。その結果、二動原体と環状染色体を指標に用い

ると、線量率が１cSv/年以下で蓄積線量が20cSv以下

の線量域で線量効果が認められるが、転座はバック

グランド値の個人差が大きく線量効果が見えないこ

とを明らかにした。

また、原子間力顕微鏡による染色体異常解析によ

り、これまで光学顕微鏡では識別できなかった環状

染色体上の動原体や近距離に存在する複数の動原体

が確認できることを示した。

低線量プロジェクトおよび宇宙プロジェクトと共

同でヒト末梢血リンパ球のin vitro照射実験を用い

て高LET放射線のRBEを求めた（対照群はCoガンマ線

照射）。二動原体プラス環状染色体の頻度が１の線量

域では、中性子 (10MeV)、Fe, Ne, CaイオンのRBE

は、各々1.6、1.4、2.3、2.3であった。

放射線急性障害の発生機構および修飾要因に関する

研究

１．研究担当者

相沢志郎、吉田和子、田中 薫、王 冰、Guillaume

Vares*、大山ハルミ**、能勢正子**、北川昌伸**、井

上 達**、平林容子**、藤田和子**、山口修一***、長

谷川真紀***、渡辺恵子***、尚奕***、古橋舞子****（*

博士号取得若手研究員、**客員協力研究員、***研究

生、****実習生）

２．目的

アポトーシス、DNA・染色体損傷などの生物学的指

標により、放射線による細胞・組織障害の線質差及

び修飾要因の作用機序を解明する。

３．研究経過及び成果

放射線による胎児被ばく影響について解析した結

果、催奇形性については、発生段階において放射線

線量率効果が認められ、その奇形発生においてp53依

存性アポトーシスは重要な役割を果たしている事が

わかった。p53とカスペースの阻害剤により、放射線

誘発アポトーシスへの一時的な抑制作用が有ったが、

放射線の催奇形性への抑制作用は見られず、p53上流

信号伝達経路の阻害剤では、両方への抑制作用が認

められた。

マウス形態形成期においても、放射線適応応答現

象の存在が認められ、適応応答の誘導にはp53遺伝子

が必須であること、適応応答の誘導に低線量前照射

の線量率効果が有ること、適応応答で生まれたマウ

スは健康ではないこと、適応応答で出生したマウス

2.2.2.2 放射線障害に関する基盤的研究
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新生仔の離乳率、脳などの器官損傷、発育延遅、行

動異常等が生じていること、また寿命短縮があるこ

と等を明らかにした。

放射線感受性の修飾要因としてのウイルス感染の

影響を検討し、C3Hマウスがフレンドウイルスに感染

すると、非致死線量の3Gy照射によっても急性障害に

より死亡するようになるが、それは、造血幹細胞が

ウイルス感染により放射線感受性になり、末梢の赤

血球が減少し、致死量照射をしたものと同程度にま

で減少するためであること、この亢進効果はp53遺伝

子機能に依存性であることを示した。

放射線応答遺伝子とその分子機構に関する研究

（放射線適応応答現象とその分子メカニズムに関する

研究）

１．研究担当者

湯川修身、根井 充、能勢正子、中島徹夫、菅谷公

彦、本郷悦子、森 雅彦、五日市ひろみ、呉 健羽*、

山田 武**、大山ハルミ**、沼田幸子**、稲葉浩子**、

臺野和弘***、東知宏**** (*重点研究支援協力員、**客

員協力研究員、***研究生、****実習生)

２．目的

放射線障害の発生及び放射線適応応答に関し、そ

の機構を分子・細胞レベルで解明することにより、

放射線のリスク評価の科学的基盤を確立する。

３．研究経過及び成果

p21遺伝子の低線量放射線応答において適応応答に

重要な機能を果たしていることが知られているp53と

協調して機能する転写因子を解析した結果、転写因

子Oct1およびAP1が協調して転写制御に機能すること

を明らかにした。

低線量放射線によるアポトーシス調節シグナルの

探索のため、胸腺リンパ腫細胞における放射線誘発

アポトーシスを解析した。その結果、Atm依存性の

PKC の活性化経路が関与することを見出すとともに、

低線量放射線により誘起されるAtm非依存性PKC依存

性アポトーシス経路の存在を明らかにした。

DNA非相同末端連結修復（NHEJ）系に関与する遺伝

子群について遺伝子改変細胞の作製を試み、各遺伝

子の二つある遺伝子座のうち両方の遺伝子座の破壊

に成功したものは2種類、片方の遺伝子座の破壊に成

功したもの3種類の細胞株を樹立した。

生細胞の転写反応に及ぼす放射線の影響を明らか

にするために、修復反応欠損細胞株を対象に放射線

の転写反応に与える影響を、高酸化ストレス条件下

でヌクレオシドアナログの取り込みで解析したとこ

ろ、対照とした紫外線照射ほど顕著な活性の変動が

ないことを明らかにした。

増殖・分化に対する放射線の影響に関する研究

１．研究担当者

廣部知久、笠井清美、小池 学、二宮康晴、大高東

生*、佐藤晴彦*、石塚研治*、照沼絵美*、大場 基*

*、朝長啓造**、生田統悟**、潮見友江***（*研究生、*

*客員協力研究員、***客員技術員）

２．目的

増殖・分化に対する放射線の影響の機構を、増殖・

分化異常の観点から解析し、放射線感受性に関与す

るタンパク質機能領域を一つ以上明らかにする。

３．研究経過及び成果

紫外線によるメラニン形成細胞の増殖・分化異常

について解析した結果、色素斑形成にケラチノサイ

トより由来する顆粒球マクロファージコロニー刺激

因子 (GMCSF) が重要な役割を果たすこと、色素斑を

形成しているケラチノサイトは対照に比べGMCSFの

mRNAの発現量が多いこと、それが遺伝子レベルで制

御されていることを明らかにした。

重粒子線によるDNA障害と修復を解析し、ヒト正常

繊維芽細胞はSiイオン線照射後にエックス線よりも

長時間に亘るG2期停止を観察した。また、G2期停止

に関与するサイクリンBの細胞内の量は、Ｘ線ではG2

停止の状況と一致しているが、重イオン線では、Ｘ

線と同様であることがわかった。細胞周期停止の原

因となると考えられるDNA障害をH2AXリン酸化（ -

H2AX）を指標として解析したところ、-H2AXのフォー

カスはX線では照射後３０分で最大となった後減少す

るが、鉄イオン線では出現ピークが持続し、数時間

後にも残存するものが多いことを明らかにした。

Ku80蛋白質の放射線感受性関連機能領域について

解析した結果、その機能領域の同定に成功した。ま

た、その機能領域の細胞レベルでの役割を細胞分子

生物学的手法で解析し、機能領域が抗癌剤の感受性

にも直接関与することを明らかにした。これらの機

能領域情報はヒト細胞の電離放射線による放射線障

害に関する分子機構を明らかにするための重要であ

るばかりでなく、新薬開発にも活用されることが期

待される。
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概況

高精度遺伝子発現プロフィール解析技術は、目標

の性能に到達した。一方この技術によって得られる

遺伝子の機能解析を目的に遺伝子改変マウスの作成

ラインを放医研に立ち上げ、４遺伝子についてそれ

ぞれ１－２種類の遺伝子改変マウスラインを樹立す

ることに成功した。１遺伝子について報告し、他の

３遺伝子改変マウスの解析を進めている。また得ら

れた遺伝子改変細胞と開発した高精度遺伝子発現プ

ロフィール解析技術を組み合わせることにより、多

数の放射線応答遺伝子の単離に成功した。概ね当初

の目標を達成した。

１．研究担当者

荒木良子、斎藤俊行、野田攸子、安倍真澄

１．目的

１）全発現可能遺伝子の８割をカバーする改良ＡＦ

ＬＰ法による遺伝子発現プロフィール解析技術を

完成する。

２）マウス、ヒトにおける放射線応答性遺伝子を同

定（100種類以上）する。

３）放射線応答遺伝子の細胞株（５種類以上）を樹

立し、遺伝子間ネットワークにおける遺伝子相互

の関係を明らかにする。

２． 研究経過及び成果

１）－３）の各目標に関しそれぞれ以下にまとめる。

１）我々は、放射線影響を遺伝子発現レベルで解析

することを試みた。生体は放射線に対し様々な影響

を受けることが知られており、これらの影響の分子

レベルでの理解が、影響の低減化、治療等にとって

必要不可欠である。今後、低線量影響研究がより重

要な位置を占めるのは必至であり、その遂行の為に

は、従来法では解析が困難な微小発現変動の検出が

求められる。加えて従来法のもう一つの本質的な限

界である未知転写物の検出が可能な技術が求められ

る。我々は、これらの諸問題を克服するために、マ

イクロアレー法と全く原理の異なる技術を開発した

(High Coverage gene Expression Profiling: HiCEP

法)［表１］ 。従来法との比較と、HiCEP解析により

２倍以内の発現変動を捕らえた解析例を示す［図１］。

表１：従来法との比較 図１：放射線照射後の発現変動

未知転写物を検出した例を示す。これまで、非翻訳

転写物の候補も数多く検出されている［図２］。

図２：ES細胞のトランスクリプトーム

遺伝子探索以外のもうひとつのHiCEP法の重要な利

用法として、診断などの遺伝子発現モニタリングが

あげられる。微小な変化を再現性良く捉える発現モ

ニタリングは、医学に限らず、農学、畜産、発酵工

学等において正確な制御へ向けての利用が期待され

る。これらの展開には大量処理能力が必須である。

更には十分な量の細胞の調製が困難なこともしばし

ばであり、少量細胞を用いた解析システムの構築も

必須であった。そこで我々は、９６ウェルプレート

を 用 い た HiCEP 自 動 反 応 機 の 開 発［図 ３］と

1,000-10,000細胞を用いた微量解析系の開発を試み

た［図４］。

図３：HiCEPer

2.2.2.3 放射線応答遺伝子発現ネットワーク解析研究
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図４：微量HiCEP

加えて、大量なデータ解析のための解析ソフトウェ

アーの開発も同時に行った。

これらHiCEP技術の開発、ハイスループット化及び

微量HiCEP解析技術は文部科学省・高度先端解析技術

開発プログラム［RR2002］及び科学技術振興機構・

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プログラム」によってサポー

トされた。

２）放射線応答遺伝子の発見は、放医研の目標の一

つである。我々は、独自に開発した高感度遺伝子発

現プロフィール解析法を用いて、放射線の個体影響

のキープレーヤーである幹細胞を解析対象とし、こ

のテーマにチャレンジした。幹細胞は放射線科学に

おいて、ながく興味深い研究対象とされてきたが、

実際に細胞が純化され始めたのは最近のことであり、

分子レベルでの機構の解析がやっと可能となった。

HiCEP法において、未知転写物の解析が可能であるこ

とは、メリットであると同時に、検出後にシーケン

スの決定を要するということをも意味し、デメリッ

トでもある。そこで、我々はまず、この問題を克服

するために、ピークと遺伝子を対応付ける「HiCEP

ピークデータベース」の構築を試みた。結果、マウ

ス胚性幹細胞（ES細胞）中に33,136のピークを検出

し、その14,383ピークにおいて、由来する遺伝子が

明らかにされた。これらには6,232種類の既知遺伝子

の他941種類の未知転写物が含まれていた。またこれ

まで遺伝子座さえ予測されていなかった転写物が、

698種類同定された。

次にいよいよこのES細胞を用いて放射線応答遺伝子

の同定を試みた。その結果、

5Gy照射；誘導遺伝子：７５、抑制遺伝子：９４９

0.5Gy ；誘導遺伝子：５４，抑制遺伝子：２１２

0.05Gy ；誘導遺伝子：２０，抑制遺伝子：１７

が同定された。

３）遺伝子の発現状態を網羅的に観察する発現プロ

フィール解析は、従来の少数遺伝子の解析から脱却

して、生物現象を司る機構の全体像を分子レベルで

理解できる可能性のある全く新しいアプローチであ

る。しかしながら、実際のところ観察される中でど

れだけの発現変動遺伝子が機能に関与しているかは、

今後解かれるべき課題である。この為には機能解析

からのフィードバックが必須である。そこで、第一

期中期計画では、個体レベルで検出された遺伝子の

機能解析を行う為に、放医研に遺伝子改変マウス作

成ラインを構築することと、作成した遺伝子改変細

胞とHiCEP法を組み合わせた解析による遺伝子ネット

ワーク解析の可能性の検討を行った。

「相同組み換えによるES細胞株の樹立」、「キメラマウ

スの作成」、「Germline transmissionした個体取得」

のステップを含む遺伝子改変マウス作成ラインの構

築を行った。特に「相同組み換えによるES細胞株の

樹立」及び「Germline transmissionした個体取得」

の達成が困難だったが、計画期間中にラインは完成

し、RecQL1、RecQL4を含む４遺伝子に関し、計５（領

域）を破壊したマウスストレインの作成に成功した

［図５］。

図５：RecQL4 欠損マウス

Recql4欠損マウスは、本遺伝子の異常が原因と考え

られていたロスモンド・トムソン病に見られる症状、

即ち体が小さい、脱毛、毛の退色、皮膚の異常など

を呈した。

このようにして作成した遺伝子欠損ES細胞の遺伝子

発現プロフィール解析の結果を示す［図６］。

図６：RecQL4 欠損 ES 細胞株の遺伝子発現プロフィール
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概況

新規の放射線関連遺伝子改変動物や放射線高感受

性動物を作成し、遺伝学的および微生物学的に統御

された実験動物系統を樹立することを目指して研究

を進めた（図１）。

まず、遺伝子改変動物の作成等に不可欠である顕

微受精を用いた遺伝子改変動物作成法と精子凍結保

存法を確立し、未授精卵培養法を用いた新規発生工

学技術を開発するとともに、遺伝子導入（トランス

ジェニック）マウス１系統を樹立した。

また、遺伝子改変マウス作出技術の簡便法を開発

し、所内研究グループとの共同研究を行って放射線

感受性に関連した新規遺伝子群を改変した遺伝子改

変マウス２系統を作出した。

次に、放射線高感受性動物を作成するための新技

術として、化学変異原であるクロラムブシルによる、

メダカのミュータジェネシス（突然変異誘発）技術

を確立し、放射線感受性メダカ２系統を収集した。

さらに、実験動物の微生物学的統御に関し、５種

類の病原微生物の遺伝子診断法を確立・導入して、

実験動物感染症の分子生物学診断技術を高度化した。

それらに加え、放医研で生産している近交系マウ

ス７系統の解剖学的データを公表した。

以上により、本課題の中期目標と中期計画は当初

の設定を超えて達成された。

研究課題名

Ａ．実験動物の発生工学技術に関する研究

１．研究担当者

石川裕二、鬼頭靖司、佐藤隆子、前田圭子、松本由

美子、丸山耕一、青木一子、南直二郎（京都大学農

学研究科 客員協力研究員）

２．目的

放射線生物学研究を用いる新たな材料としての遺

伝子改変動物や、近交系動物の効率的な供給を行う

ために必要な、繁殖生理学的基礎研究を行う。

新規技術としてメダカのミュータジェネシス（突

然変異誘発）技術を確立し、放射線感受性メダカを

少なくとも１系統樹立する

３．研究経過

・顕微授精については、平成16年度までに凍結精子

からの個体発生、遺伝子改変動物の作成への応用、

さらに実験動物開発管理業務への導入を終了した。

・近交系BALB/cマウスの体外受精条件への設定につ

いては、平成13～15年にかけて精子－卵子の相互

作用、平成16～17年にかけて精子受精能獲得に必

要な条件の設定を終了した。

・ラット初期胚操作については、17年度に胚培養条

件の設定を行った。

・メダカのミュータジェネシスに関しては、まず、

化学変異原、クロラムブシルによるメダカ雄の処

理条件を様々に変えて検討し、突然変異を起こし

易い条件を確立した。次いで、３世代交配法と放

射線照射スクリーニングを組み合わせた方法によ

り、放射線感受性メダカを検出した（図２）。

４．研究成果

・顕微授精法技術について確立し、Tgマウスを１系

統樹立するとともに、コンジェニック化し、凍結

保存を終了した。また顕微授精法を用いて卵齢が

その後の発生率に及ぼす影響について解析し、排

卵後９時間までは体外発生率に有意差は見られな

2.2.2.4 放射線影響研究のための実験動物の開発に関する研究
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いことを示した。

・近交系BALB/cマウスを用い、精子の受精能獲得、

卵子―精子相互作用には浸透圧、乳酸、カルシウ

ムが重要な因子と結論し、結果として体外受精を

安定して高率に得ることが可能になった。またこ

こから得られた知見は他近交系への応用も進め、

安定した高受精率を得る事が可能になった。

・ラット２細胞期胚を用いて酸素濃度、血清アルブ

ミンの影響を調べ、これらが発生率並びに胚盤胞

期胚の核数に影響することを示した。

・顕微授精法、体外受精法について実験動物開発・

管理室業務への導入を進めた

・クロラムブシルによるメダカのミュータジェネシ

ス（突然変異誘発）技術を確立し、放射線感受性

メダカを２系統収集した。

Ｂ．実験動物の病態・系統維持に関する研究

１．研究担当者

松下 悟、岡本正則、河野明広、重茂浩美、小久保

年章、池田 学、小鍛治美佐子

２．目的

実験動物感染症の分子生物学的診断技術の高度化

を行うとともに、動物の生理・病態に関する基礎的

データを収集・公表する。さらに、放射線感受性に

関連した新規遺伝子群の遺伝子改変マウスの効率的

な作出法を開発する。

３．研究経過

・実験動物感染症の分子生物学的診断技術の高度化

に関し、病原微生物の遺伝子診断法を確立・導入

し、一部の微生物遺伝子診断をルーチン化させた。

また検疫方法の実用化面において、検査動物を安

楽死することなく検査する方法についての開発を

行った。

・放医研で生産している近交系マウスの系統につい

て、生理学的解剖データを収集するとともに、デー

タの公表のために、データベースを開発してとり

まとめた。

・新規遺伝子改変マウスの作出のための凝集法の改

良を行い、開発した方法を用いて遺伝子発現プロ

ファイル研究との共同研究を行い、放射線感受性

に関連した新規遺伝子群の遺伝子改変マウスを作

成した。

４．研究成果

・５種の病原微生物（LDV、Mycoplasma pulmonis、

MHV、HVJ、Pasteurella pneumotropica）の遺伝

子診断法を確立・導入して高度化した。このうち

M. pulmonis, MHV, およびP. pneumotropicaの検

出についてルーチン化した（図３）。

さらに検疫方法の実用化に関しては、２分割ケー

ジ蓋の開発と鼻腔スワブ採取法の改良を行い（図４）、

検査対象動物を安楽死することなく検査する方法を

確立した。

・マウス系統のCAR bacillus感受性は、高感受性の

BALB/c、低感受性のA/J等、中間型のC3H/He等に分

類された（図５）。感受性差は、マウスの主要組

織適合遺伝子（H-2）には特に依存せず、呼吸器病

巣に出現するリンパ球の表面抗原タイプにも差は

なかった。

・当所で生産している近交系マウス７系統について

の生理学的解剖データを収集し、公表した。

・ES細胞と宿主胚との凝集法による簡便な実験系、

宿主胚への凍結融解胚の利用、胚培養用の既成培

地の組み合わせの改良などにより、簡便で効率的

な生殖系列キメラマウス作出法を開発・確立した。

・遺伝子発現プロファイル研究との共同研究により、

新規に同定した遺伝子に由来し、さらに放射線感

受性等に関連する新規遺伝子群等の遺伝子改変マ

ウス２系統を作出した（図６）。

２分割ゲージ蓋による飼育
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概況

低レベル酸化プルトニウム吸入曝露ラットに誘発

された肺腫瘍について、線量効果関係、病理組織形

態、がん関連遺伝子変異を明らかにし、X線誘発肺腫

瘍と比較してその生物学的効果比を求めた。クエン

酸プルトニウム注射投与マウスに誘発された骨肉腫

およびリンパ腫について、線量反応効果関係、病理

組織形態、系統差、がん関連遺伝子変異を明らかに

し、化学物質投与あるいは 線照射により誘発された

腫瘍と比較した。上記発がん効果の特異性に関する

全実験データの集約および病理標本の保管等を含む

記録資料を作成して公表した。

研究課題名

プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効

果に関する研究

１．研究担当者

小木曽洋一、山田 裕、高橋千太郎、早田 勇（内

部被ばく影響研究グループ）

２．目的

低レベルのプルトニウム吸入曝露及び注射投与に

よる発がんリスクと、その特異性を動物実験により

明らかにすることを目的として、１）酸化プルトニ

ウムのラットへの吸入被ばくによる肺がんリスクの

実証、線量効果関係の解析、２）可溶性クエン酸プ

ルトニウムのマウスへの注射投与内部被ばくによる

発がんとその特異性の解析を行った。

３．研究経過

核燃料物質プルトニウム（239Pu）化合物の存在形

態である不溶性酸化物の吸入被ばくによる肺がんリ

スクを実証的に解析評価するため、肺腫瘍の自然発

生率が低く、線量算定・評価が可能なWistar系ラッ

ト (雌) に、酸化プルトニウムエアロゾルを吸入曝

露し、生涯飼育して肺腫瘍発生率、肺細胞病態及び

がん遺伝子の変異等を含む肺腫瘍誘発機構を検討す

るとともに、低LET（線エネルギー付与）放射線であ

るX線を全身あるいは胸部局所照射した同系ラットに

おける誘発肺腫瘍との比較を行った。

また、血中移行したプルトニウム（239Pu）化合物

の発がんリスクとその機構を実証的に解析評価する

ため、自然発生および放射線誘発腫瘍スペクトルの

異なる3系統のマウス (雌)に可溶性クエン酸プルト

ニウムを注射投与し、生涯飼育して骨肉腫等腫瘍発

生率および腫瘍誘発機構を検討するとともに、発が

ん剤投与あるいは低LET放射線の 線を全身照射した

同系マウスにおける誘発腫瘍との比較を行った。

４．研究成果

１）酸化プルトニウム吸入曝露ラットにおける肺腫

瘍誘発に関する研究

酸化プルトニウム吸入曝露ラット群における、原

発肺腫瘍発生率の線量効果に関して、肺線量0.45 Gy

以上の吸入曝露群で悪性肺腫瘍の増加と相関して生

存日数の有意な減少がみとめられた。この悪性肺腫

瘍の大部分は癌腫で、肺線量0.45 Gy以上から急増し

て6.6 Gyで約90 %の最大値に達した。肺腫瘍の組織

型の違いによる線量反応の差がみとめられ、腺腫は

比較的低線量域で、腺癌は中－高線量域において、

また腺扁平上皮癌および扁平上皮癌は高線量域で、

それぞれ発生率のピークがみられた。肺線量0.16Gy

近辺での悪性癌発生率は対照群のそれと有意差はな

く、閾値様線量域のあるLQ型線量反応を示すことが

明らかになった。

全身分割および胸部X線照射群においては、総線量

2.0 Gy以上の全身照射ラットおよび5.0 Gy以上の胸

部照射ラットで、それぞれ有意な生存日数の減少が

みとめられたが、その死因の多くは肺腫瘍以外の悪

性かつ転移性固形腫瘍によるものであった。大部分

の肺腫瘍は、腺腫あるいは腺癌であり、いずれも総

線量5.0 Gy以上の胸部X線照射ラットでのみ、有意に

増加していた。胸部X線照射ラットおよび酸化プルト

ニウム吸入曝露ラットの悪性肺腫瘍（腺癌等）の線

量効果曲線を比較すると、直線部分の傾きと50%発生

率の肺線量に約10-11倍の差異（すなわち生物学的効

果比）があること（図１）、また癌腫病変の発生数に

おいても酸化プルトニウム吸入では約2倍高いことが

明らかにされた。

プルトニウム誘発肺腫瘍において、免疫組織学的

検査により腺腫 (75%) および腺癌 (82%) の大部分

がSP-A抗原陽性であり、またCC-10抗原に対しても腺

腫 (79%) および腺癌 (47%) が陽性を示したことか

ら、これらの肺腫瘍はいずれもⅡ型肺胞上皮細胞あ

るいはClara細胞由来であることが明らかになった。

しかし、腺扁平上皮癌あるいは扁平上皮癌はこれら

の抗原が陰性であった。また、X線誘発肺腫瘍におい

ても組織型ではII型肺胞上皮あるいはClara細胞由来

の腺腫・腺癌が主体であり、酸化プルトニウム誘発

2.2.2.5 プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効果に関する研究
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肺腫瘍との大きな差異はみとめられなかったことか

ら、放射線誘発肺腫瘍の標的細胞（起源）は、線質

にかかわらず同一であることを示唆する結果を得た。

酸化プルトニウム吸入群における細気管支-肺胞上

皮細胞のブロモデオキシウリジン (BrdU) 標識率を

指標とした細胞増殖能は、吸入3-18ヶ月まで有意に

増加し、病理組織学的には、吸入曝露後1-3ヶ月で滲

出性の炎症が見られた後、細気管支-肺胞上皮細胞の

過形成・化成が3-6ヶ月でみられ、腺腫及び腺癌病変

が12ヶ月より、肺線量が1-2 Gyに達したとき生じる

ことが明らかになった。

プルトニウム誘発肺腫瘍における腫瘍抑制遺伝子

p53タンパクに対する免疫組織化学染色（CM1抗体使

用）の陽性率はきわめて低く、2.9%が強陽性、15.7%

が弱陽性、81.3%が陰性であった。p53のDNAの突然変

異を調べたところ、13.3%がG to AまたはC to Tの置

換型点突然変異を有していたが、これと肺腫瘍組織

型との関連はみとめられなかった。また、腫瘍抑制

遺伝子p16のメチル化がラットのプルトニウム誘発肺

腫瘍の31%で生じ、さらに組織型で分けると腺癌では

67%がメチル化を示しており組織型特異的な傾向がみ

られた。このことより、プルトニウム誘発肺腫瘍に

おいて、特に腺癌の発生においてはp16のメチル化が

関与していることが明らかになった。

２）クエン酸プルトニウム注射投与マウスにおける

発がんに関する研究

クエン酸プルトニウム注射投与マウス（C3H、C57BL、

BC3F1の３系統）の実験では、いずれの系統でも500

Bq以上の投与群において、骨腫瘍 (骨肉腫) の早期

発生によるものと考えられる有意な生存日数の減少

が生じた。その発生時期は投与後200-600日であり、

発生率は骨線量2-3Gy（投与量500-1000Bq）で50-63%

をピーク値とする線量効果反応を示すことが明らか

になった。これらプルトニウム注射投与群に特異的

な骨肉腫の原発部位は、いずれの系統でも大部分骨

梁骨・類洞が発達し骨髄成分に富む骨格に頻発する

ことが明らかになった。リンパ性腫瘍は、5,000 Bq

以上投与した全ての系統で早期に発生し、骨髄性白

血病は、対照・投与群に極少数しかみとめられなかっ

た。固形腫瘍は、500 Bq以上投与した全ての系統で

減少した。

骨肉腫発生の分子機構を検討するため、新鮮凍結

試料の抽出DNAのp53、およびがん遺伝子K, H, N-ras
の突然変異を解析したところ、１例のp53異常を除

き、全て正常（野生型）であり、少なくともこれら

がん関連遺伝子の変異と骨肉腫発生との相関関係は

薄いことが示唆される結果を得た。

化学発がん物質との比較のため、メチルニトロソ

ウレア (MNU) の投与実験を行ったところ、全ての系

統でMNU投与後50-100日以内に甚急性リンパ腫が発生

した。免疫組織学的検索により、プルトニウム誘発

リンパ腫では、Thy1－, CD3－, CD5－, CD19－, CD79b－

かつB220＋の表現型を有する非T細胞性・B前駆細胞リ

ンパ腫であったが、MNU誘発リンパ腫では、いずれの

系統においてもThy1＋, CD3＋, B220－のT芽細胞性リ

ンパ腫であり、プルトニウム投与群に誘発されるリ

ンパ腫との違いが明らかにされた。

次いで、低LET放射線との比較のため、ガンマ線を

上記３系統のマウスに全身照射したところ、生存日

数は、2 Gy以上照射群で減少した。このときの死因

の多くは腫瘍死であって非腫瘍死は少なく、発生腫

瘍のうち、リンパ腫はC57BLとB6C3F1照射マウスで多

いがC3Hマウスでは少なかった。骨髄性白血病はいず

れの系統でも少なく、特にC3Hマウスでは対照群・照

射群とも皆無であった。その他の腫瘍としては、系

統差が若干あるが、組織球肉腫、肝細胞癌、卵巣腫

瘍（腺癌・顆粒膜細胞腫）、皮膚腫瘍（癌・線維肉

腫）、肺腫瘍（腺腫・腺癌）、ハーダー腺癌等が多く

みとめられ、ガンマ線照射に特有でプルトニウム注

射群にはみられなかった腫瘍が誘発されることが明

らかになった。主要臓器に多様な変性、炎症性病変

等、非腫瘍性病変がみられたが、対照群との差、実

験群間での違いは明らかではなかった。

図１ 酸化プルトニウム吸入曝露ラット (●) およ

びＸ線胸部照射ラット (○) における肺がん発生率

の線量効果曲線
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概況

重粒子線治療の普及に向けた治療装置の小型化に

必要な設計の最適化と要素技術の研究開発として、

小型リングの設計・製作および小型化のための要素

技術を開発するとともに、高品質ビームを供給する

装置としての特性試験を行った。さらに、当初計画

にはなかった普及型装置の基本設計を終了し、これ

に関連した要素技術開発も順調に進捗し、所期の性

能を達成できることを検証した。

１．研究担当者

山田 聰、本間壽廣、坂本幸雄、北條 悟、

高田栄一、河野耕二、佐藤慎二、村松正幸、

吉本光男、村上 健、杉浦彰則、佐藤幸夫、

北川敦志、熊田雅之、金澤光隆、野田耕司、

取越正己、岩田佳之、金井達明、蓑原伸一、

兼松伸幸、松藤成弘、小森雅孝、宮原信幸、

新谷恵理子、小林由佳、藤沢高志、上杉智教、

古川卓司、山本和男、田辺徹美、佐藤健次、

上杉健弘、岡田祐樹、小川博嗣、隈元芳一

２．目的

臨床試験において良好な成果を挙げつつある重粒

子線治療の有効性を踏まえ、重粒子線治療の普及に

向けて治療装置の小型化に必要な設計の最適化と要

素技術の開発研究を実施し、以下を達成目標とする。

実際に重粒子ビームを用いた実験を行うための小

型リングを設計し、高周波共振器や広帯域４極電磁

石等の要素技術を開発する。 ＨＩＭＡＣ棟内に小

型リングを設置し、入出射システムやビームモニタ

の小型化等要技術の開発及び高品質ビームを供給す

る装置としての特性試験を行う。 普及装置の基本

設計および関連する要素技術の開発を行う。

３．研究経過

3-1 小型リングの設計製作と高品質ビームの生成

京都大学化学研究所（化研）との共同研究により、

小型リングの設計・製作を行った。これを図１に示

す。小型リングは、周長約22mで、RFQおよびDTLの２

台の線形加速器を入射器として、7.0 MeVの陽子ビー

ムを入射・蓄積し、電子ビーム冷却法により高品質

ビームを得るように設計・製作された。小型リング

で得られた高品質ビームは、速い取り出し装置によっ

てリング外にビームを取り出す事ができる。小型リ

ングの製作に当たっては、限られたスペースに設置

できる小型広帯域4極電磁石、小型高周波加速装置お

よび小型電子ビーム冷却装置が新たに開発された。

図１．製作された小型リング

図２に示すように、小型リングに入射された広がっ

たビーム（左カラム最上段）が、電子ビーム冷却に

より、冷却時間が経過するに従って、非常に細いビー

ム（右カラム最下段）になる。電子ビーム冷却法は、

３次元的にビームに作用するので、図２に示した水

平方向だけではなく、垂直方向および運動量広がり

も著しく圧縮することができる。このような状態で

RFを印加すると、進行方向のビーム長が極端に短い、

いわゆる短バンチビームを得ることがでる。これを

速い取り出し装置でリング外に取り出して、バンチ

長を測定した結果、10ns以下の短バンチビームを生

成できたことが検証された。このような短バンチビー

ムはイオンビームによる生体内のラジカルの生成・

消滅機構の解明のための非常に有効なツールとなる

可能性を有している。

図２．水平方向のビーム幅が、電子ビーム冷却によ

り、急激に狭められる様子。

2.2.3. 重粒子線治療に関する基盤研究

2.2.3.1 重粒子線がん治療装置の小型化に関する研究開発
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3-2 普及型装置の基本設計と要素技術の開発

炭素線がん治療の普及を目指して、普及型炭素

線がん治療装置の基本設計と要素技術の開発を行っ

た。基本設計では、HIMACでの10年にわたる臨床試行

統計に基づき仕様を決定した。これを表１に示す。

表１．普及型炭素線がん治療装置の基本仕様

この仕様を満足するために、永久磁石型小型ECRイ

オン源、RFQ+APF-IH線形加速器、小型シンクロトロ

ン、小型RF加速装置の開発、螺旋ワブラー照射法、

新治療計画装置等の設計および関連する要素技術の

開発を行った。

特に、図３に示すAPF-IH線形加速器は、原理提唱

は約50年前に行われたが、これまで加速実証テスト

に成功した例はなかったが、今回の開発により、世

界で始めて加速実証に成功した。これにより、30mを

超えるHIMAC入射器を６m程度に小型化することが可

能になった。

図３．世界初のビーム加速に成功したAPF-IH

主加速器であるシンクロトロンもHIMACシンクロト

ロンに比べ約半分の周長で、400MeV/nのビーム加速

および取り出しができる設計を行った。また、Coベー

ス磁気合金を用いた小型RF加速装置の開発により、

高調波混在加速が可能になり十分なビーム強度を得

られる見通しである。

普及型装置では、できるだけ低いエネルギーで25cm

の体内飛程を確保する観点から、螺旋ワブラー法の

開発が、図４に示すテスト装置を使って行われ、そ

の性能が検証された。

図４．螺旋ワブラー法開発のためのテスト装置。

これらの設計および開発に基づき、図５に示す普

及型炭素線がん治療施設の基本設計を終了した。

図５．普及型装置の鳥瞰図

４．研究成果

以上のべたように、第Ⅰ中期計画である小型リン

グの設計・製作、高品質ビームの生成、普及型装置

の基本設計およびそれに関連した要素技術の開発を

達成することができた。特に、普及型装置は、その

実証器として位置づけられる群馬大プロジェクトの

根幹をなすものである。

イオン種 炭素線

エネルギー 400 - 140 MeV/n

残飛程/SOBP/横方向照射野 250/40-150/220mm

最大線量率 5 GyE/min/l

最大ビーム強度 1.2 (109 pps

治療室 ３室 : H&V, H, V

照射方法 呼吸同期／積層原体照射

施設の広さ 約50m 50m
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概況

重粒子線の体内での線量分布の良さと生物効果の

高さにより現在の重粒子線治療では非常に期待され

る結果を残している。正確な治療のために、正確な

治療計画、正確な患者位置決め、正確な照射、正確

な照射部位の把握などの技術開発を進めた。３次元

照射法である積層照射について臨床応用を達成した。

また、眼球内腫瘍の治療では、陽子線治療から炭素

線を用いた治療を成功させ、比較的大きな腫瘍に対

して改善した成績を得ている。

１．研究担当者

金井達明、蓑原伸一、兼松伸幸、遠藤真広、

取越正己、古山浩子、松藤成弘、宮原信幸、

北川敦志、金澤光隆、吉本光男、小森雅孝、

新谷恵理子、冨谷武浩、溝田 学

２．目的

現治療での照射の空間的及び線量精度は全体的に

は ５ｍｍ、 ５％程度と考えられる。重粒子線治療

の治療部位を広げ、成果をさらに高めていくために

は照射精度を高めていくことが最も重要であると考

えられる。今期中期計画では、以下を達成目標とす

る。 照射の空間的分布精度及び患者毎の照射線量

精度の誤差を、現在の1/2以下にする。 ３次元照

射法の臨床利用を進め、治療法を確立する。 眼の

治療照射ポートを完成させ、重粒子線による治療を

開始する。

３．研究経過

３－１、高精度な患者毎線量推定法の開発

当初の照射線量は、誤差の評価方法も確立しておら

ず、誤差の絶対値は評価できない段階であった。物

理線量推定法の開発、物理線量から臨床線量への計

算法の開発、患者ごとに短時間に深部線量分布を測

定できる多層電離箱の開発、などを通じて４％以下

の精度を達成できた。

モニタ・プリセット値の決定は患者照射条件で

の標準電離箱による測定を基本にしている。患

者ごと線量測定の基礎データを収集し、測定結

果をベースにして２％以内で推定できる患者の

線量推定をシステムを確立した。この推定を通

じて、線量の照射野依存性が大きく存在するこ

とが判明した。

多層電離箱の開発

64chの平行平板電離箱をビーム方向に配置した多

層電離箱を開発し、治療装置のＱＡや患者の線量測

定にフィールド線量計として使用できるように整備

した。この開発により、始業時の装置点検の時間や

患者線量測定の時間が大幅に短縮し、治療の効率化

および高精度化が図られた。

３－２、積層照射の実現

放医研の重粒子線治療では、多門での隣り合う角

度の照射では、ターゲット外で100％の線量が重なっ

てしまう部分が生じる。この線量を減らすために、

拡大した炭素ビームを用いて３次元的に線量を集中

させることのできる積層原体照射法を開発してきた。

ここでは照射中にさまざまの機器が運動し、連動す

ることで照射野が作られることから、治療照射を安

2.2.3.2 照射方法の高精度化に関する研究開発
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全に行うためのシステムの開発が必要となる。

積層照射を臨床応用するための総合ＱＡ試験を行い、

６月に実現した。合計９患者20ポートの臨床試験を

実行した。

３－３、サイクロトロンを使用した陽子線治療から

炭素線治療に移行させ、まず垂直ビームによる治

療照射を成功させた。これによる治療成績は良好な

結果を得た。さらに、照射による網膜の組織障害を

軽減させるために、垂直ポートによる眼の治療照射

に加え、170ＭｅＶ／ｎ水平ビームを用いた眼の治療

照射システムを完成させた。また、新たに開発した

汎用治療計画装置に粒子線機能を付加したシステム

を適用することに成功した。

垂直治療用ノズル

水平用拡大ブラッグピークの設計

３－４、患者位置決めの誤差の定量的解析

現在の治療では、患者体内での動きは、ほとんど

無視をして治療が行われてきている。粒子線治療で

は、治療マージンが極力抑えられていることから、

患者体内での動きは治療精度に重要な因子になって

いる。これらの実体を把握する。

気管支粘膜の照射線量を評価するために仮想内視

鏡画像上に線量分布を表示し、仮想内視鏡をインター

ラクティブにリアルタイムで操作でき、気管支内部

から計画した線量マップを3次元的に観察することが

できた。実際の内視鏡画像を、その位置に対応する

仮想内視鏡上の線量マップと比較することで治療計

画の妥当性を確認するとともに、照射後の気管支内

面での腫瘍及び正常組織反応と線量の関係が解析可

能となった。

呼吸で運動する臓器の動体解析方法として、肺気

管支のトポロジー性を利用した動体定量化法を開発・

提案し、ファントム実験での評価を行った。これま

では患者の肺に埋め込んだ金属マーカの動きで肺内

の呼吸性運動を計測していたのに対し、本方法では

マーカレスでかつ任意の点での動きを定量化できた。

３－５、２次ビーム・ポジトロン・カメラ・システ

ムの開発

２次ビームを用いたスポットスキャニング照射シ

ステムを開発した。このシステムにより、高精度ス

ポットスキャニングによる３次元的線量分布を測定

し、有効な照射が可能であることを示した。

また、ポジトロン・カメラ・システムの開発を行

い、体内での粒子線の飛程を患者毎に直接計ること

によって、治療の空間的な精度の向上を図った。
10C、11Cﾋﾞｰﾑを用いて、ポジトロン・カメラにおけ

る飛程測定の精度と必要線量との関係を求め、頭部

ファントムを用いたポジトロン・カメラでの飛程測

定と、ＣＴ値から求められる飛程との比較実験を行っ

た。この結果、ＣＴ値からの計算では最大1.6mmの誤

差を生じていることを証明した。

また、ウサギへの照射実験を通じて、血流による

ポジトロンの拡散について定量的に評価した。

４．研究成果

以上のべたように、第Ⅰ中期計画である正確な治

療計画、正確な患者位置決め、正確な照射、正確な

照射部位の把握などの技術開発を進めた。特に、積

層照射の開発、炭素線による眼球内腫瘍の治療を実

現させた。
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概要

治療炭素線の水中での線量分布、粒子分布、ＬＥ

Ｔ分布を測定し、治療に使用する重粒子線（炭素線）

の物理的・生物学的特性を明らかにした。また、核

破砕片の角度分布を測定した。これらの計算との正

確な比較検討はまだ完全に終了するところまでには

いたっていないが、おおむね計算と一致しているこ

とを確認した。重粒子線に対する電離箱による線量

測定法を確立した。また、正確な絶対線量を測定す

るためにグラファイトカロリメータを開発した。放

医研における臨床線量（ＧｙＥ）治療をヨーロッパ

特にドイツで使用されている臨床線量との比較方法

を明らかにし、ドイツでの治療成績との比較を行っ

た。また、光子・電子・中性子・陽子・重粒子線を

含めた総合的な医療用標準線量と線量のトレーサビ

リティーを確立した。

１. 研究担当者

金井達明、福村明史、松藤成弘、兼松伸幸、

取越正己、蓑原伸一、吉本光男、小森雅孝、

新谷恵理子、河野良介、新保宗史、西尾禎治、

溝田 学、加瀬優紀、坂間 誠

２. 目的

効率的な重粒子線治療を行っていくためには、重

粒子線の生物学的効果を予想し、重粒子線治療に最

適な重粒子線の種類、また、最適な治療法（１回線

量・全治療期間など）を発見していく必要がある。

従って、治療エネルギー領域における重粒子線の物

理量をおさえ、生物学的効果の評価・予測を可能と

することが必要である。このための重粒子線の詳細

な物理量を測定していくことを目標とする。また、

同時に線量の絶対測定を可能にするために、光子・

電子・中性子・陽子・重粒子線を含めた総合的な医

療用標準線量と線量のトレーサビリティーを確立す

ることを目標とする。

３. 研究経過

３－１、線質分布データベースの作成

電離箱や比例計数管、粒子識別検出器を使用して

深部線量分布、深部ＬＥＴ分布、粒子種分布などの

線質分布を測定しデータベースとしてとりまとめた。

下図は粒子識別検出器の出力を示す。

３－２、空間線量／線質分布の測定

粒子識別検出器 Ｅ－Ｅカウンター及びＬＥＴカ

ウンタでビーム軸を中心にした線質の角度分布を測

定した。カウンタシステムは２ｍ程度水吸収体から

離すことで２個以上の粒子が同時にカウンタシステ

ムに入射する事象を抑えることができた。下図に２

90ＭｅＶ／ｎの水中での線量分布を示す。

３－３、臨床線量測定器の開発

ＲＯＳＳＩカウンタを使用した ドシメトリの手

法を用いて、様々の幅の治療炭素拡大ＳＯＢＰビー

ムでｚ分布を測定した。０．８ ｍ程度の小さい領

域でのｚ分布から生物効果を説明できることがわかっ

た。

炭素線に対して経験的な臨床線量の定義に基づいた

検出器の開発を継続している。最終的な答えには達

していないが、臨床線量分布を実験的に求めること

が目的である。

2.2.3.3 重粒子線および標準線量測定法の確立に関する研究開発



－ 42 －

３－４、臨床線量の比較

放医研とドイツＧＳＩでは全く異なった生物効果

評価手法を用いて臨床線量を定義している。２者間

の比較を行うために、同一条件下での臨床線量を求

め、相互に変換できるシステムを構築した。その結

果、一回照射線量４GyE相当の場合には両者の間に大

きな差異は認められなかったが、一回線量が増すに

連れて大きな差が存在することが明らかとなった。

下図に、変換の模式図を示す。

３－５、グラファイト・カロリメータの開発

重粒子線の線量測定は通常電離箱を使用して行わ

れている。電離箱による線量測定の手段以外にもっ

と直接的な線量測定を行い、電離箱法との違いを検

討することを目的とする。特に、カロリメータを開

発して電離箱の校正自体を校正することを目的とする。

下図に、カロリメータの模式図を示す。

３－６、治療中における中性子被ばく量の測定

重粒子線治療の効果が高く、治療成績は非常に高

い。このことから、治療後の生存期間が非常に長く、

２次がんの発生に関して基本的なデータを示す必要

がある。400ＭｅＶ／ｎまで加速した治療ビームは、

散乱体やリッジ・フィルタ、コリメータなどの照射

野形成装置を通過する際に高速の中性子を生じる。

これらの量を測定あるいは計算して評価する必要が

ある。

Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏシミュレーションで発生

した中性子分布を下図に示す。レム・カウンタでは

最大15ＭｅＶまでの中性子しか正確に評価できない

が、測定した等価線量では、まったく問題のない線

量であり、２次発がんの心配は全くないということ

がわかった。スペクトルを含め正確な評価は今後の

継続した研究で明らかにする必要がある。

４. 研究成果

以上で示したように、重粒子線治療開始の頃は、

線質に関する実験的データが皆無であったが、着実

な努力により、物理的線質が徐々に明らかになって

きた。
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概要

国内の粒子線治療の普及推進とその治療技術の品

質管理を目標として、粒子線治療線量の相互比較を

行った。また、治療装置、システム、データ記載形

式などの標準化をはかり、物理的・技術的な面から

粒子線治療装置のＱＡ／ＱＣについて研究し、その

ガイドラインの明文化をおこなった。

また治療担当の医学物理研究者の人材育成をはか

るとともに、粒子線治療施設間相互の治療技術の伝

達をはかった。

放射線治療品質管理室を立ち上げ、光子線治療と

重粒子線治療の双方の品質管理体制を確立した。

１. 研究担当者

金井達明、蓑原伸一、水野秀之、福村明史、

兼松伸幸、遠藤真広、取越正己、古山浩子

松藤成弘、吉本光男、竹下美津恵、小森雅孝、

新谷恵理子、山下晴男、新保宗史、西尾禎治、

赤城 卓、溝田 学

２. 目的

国内で稼動中の粒子線治療施設は世界で最も多い。

全ての施設で質の高い治療を維持していくには品質

管理（ＱＡ／ＱＣ）ガイドラインの確立と、それを

運用していく人材の育成が必須となる。そのため治

療装置、システム、データ記載形式などの標準化を

図り、物理的・技術的な面から粒子線治療装置のＱ

Ａ／ＱＣについて研究し、そのガイドラインの明文

化を行う。以下を達成目標とする。

・粒子線治療装置のＱＡ／ＱＣガイドラインを確立

し、それを明文化する。

・重粒子線治療の品質管理についてチェック体制を

整備する。

３. 研究経過

３－１、粒子線治療用のＱＡガイドラインの出版

粒子線治療の維持管理や普及推進のためには、治療

装置が満たすべきガイドラインを示すことが重要で

ある。ＣＴ値から水等価厚への変換における精度を

向上し簡便な方法を提供するために開発した多２元

校正法や、呼吸同期照射の考え方、線量校正時の標

準状態の定義なども含め、粒子線治療装置の物理的・

技術的ガイドラインを作り治療にとって装置の満た

すべき条件を示した。ＣＴ値メンテナンスのための

容器の開発もおこなった。

ＣＴ値校正のためのファントムとＣＴ画像

３－２、ＱＡ分科会の立ち上げ

放医研における重粒子線治療のネットワーク会議

の下部組織である計画部会に、ＱＡ分科会を設けた。

この分科会はＨＩＭＡＣ炭素線治療に関するＱＡの

活動を外部委員のもとに監視する体制を作った。こ

のＱＡ分科会の指摘を受けて、日常的ＨＩＭＡＣ－

ＱＡ活動を行う母体を医学物理・医師・技師・看護

婦・支援会社を主たるメンバーで組織しＱＡ活動を

開始した。

３－３、粒子線治療ＱＡ方法の開発

粒子線治療のＱＡ／ＱＣに関しては、その効率的

2.2.3.4 重粒子線治療の普及推進に関する研究
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な方法は十分研究されていない。毎日、週毎、月毎

などの各段階での具体的なＱＡ／ＱＣ活動を決めて

いく作業が必要となる。最終的には統合的なＱＡ／

ＱＣシステムを構築ことが必要である。

HIMAC QAワーキンググループの活動を通して、①炭

素線眼球治療、②多層電離箱による線量測定のルー

チン化、③積層照射法の臨床化 に関して、物理的・

技術的QAの観点から、ドキュメントのレビューやビー

ムを用いたQA総合試験を行い、技術的評価を行った。

これらのQA試験結果は、臨床試験推進室会議に定期

的に報告されており、新たな照射技術を臨床化する

場合の手続きとして定着した。またこれら内容は外

部委員を主とするHIMAC QA分科会にも報告して所外

からの評価･意見を受け、高度先進医療に向けたHIMAC

のQAシステムとして効果を上げた。

３－４、放射線治療品質管理室の立ち上げ

全国で多発する放射線治療事故の教訓をうけ、放

医研においても重粒子線治療はもとより、光子線治

療をもカバーする放射線治療品質管理室を立ち上げ

た。Ｘ線治療用ライナックおよびＸ線治療用治療計

画装置の更新に伴い、コミッショニングを十分時間

をかけて行った。また、全国の放射線治療事故の軽

減のために、ライナック出力の郵送調査の基礎的精

度研究を行った。ガラス線量計とＴＬＤ検出器の相

互比較をおこない、同程度の制度であることを実験

的に確かめた。

４. 研究成果

以上のように、ＱＡ分科会の立ち上げ、放射線治

療品質管理室の立ち上げ、さらに粒子線治療の物理・

技術的ガイドラインの出版と粒子線治療の普及推進

に欠かせないシステムを構築した。
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概況

中期目標にかかげた放射線先進医療研究を実行す

るため、重粒子線の生物効果特性とその機序を調べ

る基礎実験研究により、最適な分割照射法とその理

由を明らかにする。限られた資源としての重粒子線

治療装置を効率的に用いるため、治療効果の高い腫

瘍を選別する研究を実施する。

研究課題名

粒子治療の生物効果に関する研究

１. 研究担当者

安藤興一、古澤佳也、小池幸子、鵜沢玲子、高井

伸彦、扶川武志、青木瑞穂、物部真奈美、宮戸靖幸、

平山亮一、松本孔貴、渡辺雅彦、邵 春林、大原弘

２. 目的

粒子線の生物効果を下記の２点から調べる中期計

画を立てた。即ち、第一に、ＬＥＴ／粒子種と生物

効果の関係、重粒子線ＲＢＥを決定する細胞内因子、

腫瘍治癒に寄与する因子、正常組織反応の特徴につ

いて研究を進め、炭素線治療効果を最大にする照射

方法を明らかにする。第二に、放射線抵抗性低酸素

がんの治療効果を予測する方法を開発する。

３. 研究経過

第一の計画については、マウス移植腫瘍と正常皮

膚・腸・脳に対する炭素線照射効果を調べるととも

に、培養細胞を用いて粒子線照射による損傷回復過

程や遺伝子発現変化について新たな知見を得た。第

二の計画については、放射標識トレーサーを用いる

方法の有効性を検討した。当初計画の80％は達成で

きた。

４. 研究成果

マウス移植腫瘍および正常皮膚に対して種 L々ET炭

素線を分割照射し、その後における腫瘍増殖遅延お

よび皮膚反応スコアーを調べた。3000 匹強のマウス

から得られたデータについて解析したところ、拡大

ブラッグピーク炭素線を３から５回照射した場合に、

腫瘍に対する治療効果が皮膚反応をもたらす有害事

象を上回ることが判明した。これは 線では得られな

い効果である。 線を１とした炭素線の生物効果比

(RBE) は腫瘍に対する方が皮膚に対するものより大

きいことが明らかとなり（Fig. 1）、今後は低酸素が

ん細胞に対する炭素線の致死効果や皮膚細胞の炭素

線損傷修復過程を解明することにより炭素線の至適

分割照射法を一般化できるものと思われる。

Fig. 1 炭素線分割照射回数と治療効果比の関係

異なるヒト由来腫瘍細胞間の炭素線感受性差を調

べるため、悪性黒色種細胞株10種、扁平上皮癌細胞

株11種に関するＸ線及び炭素線の生存率曲線を解析

した．悪性黒色種ではa/b 比で調べた細胞間の違い

がX線よりも炭素線の方で大きいのに対して，扁平上

皮癌では，逆に，炭素線よりもx線の方がa/b比の細

胞間の違いが大きかった。照射後に変動する遺伝子

についてDNA アレーを用いて解析した。６種の悪性

黒色腫由来細胞株間で，X線と炭素線で発現に差があ

る110遺伝子を選び出した (Fig. 2)。更に、X線及び

炭素線の双方に応答する遺伝子群243遺伝子を抽出し

た。これらの遺伝子の中には，GADD45A，GADD45B，

NF B1，CDKN1Aなど細胞周期やアポトーシスにかか

わる遺伝子及び転写にかかわる遺伝子が含まれてい

た。そして、この243遺伝子の中で炭素線とX線との

間で発現量変化に有意差を持つ約30の遺伝子を見出

した。

2.2.3.5 粒子線治療の生物効果に関する研究
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Fig. 2 X線と炭素線2Gy照射１および３時間後の遺

伝子発現比較

細胞致死損傷と修復を粒子線LETとの関係で調べた

ところ、種々の高LET線にて初回照射された後３時間

で修復した細胞損傷は，次回のX線照射による損傷に

影響を与えず，両損傷は独立していることが解った．

また、潜在致死損傷の回復 (PLDR) を正常細胞

(GM5389、2～440keV/ m) と癌細胞 (HSG、880keV/

m)で求めたとところ、LET依存性は認められなかった。

Fig. 3 炭素線照射したマウス脳の血管網

照射領域外の海馬に於ける遅発性毛細血管

密度減少が，脳全体の神経細胞壊死を誘導する可

能性、および毛細血管密度減少が注意力低下をもた

らす可能性、を示した (Fig. 3) 。

低LET炭素線（20 keV/mｍ）1 Gyの11回反復照射に

よりマウス腸管クリプト生存率曲線上の肩が増大す

るが、クリプト周辺に発現するbFGFとその受容体の

結合バランスがこの肩の増大に関与していることが

判明した。

Thymidine (2-14C) トレーサーは， Cu-ATSMと同

じく，血流が豊富な腫瘍辺縁部に多く集積しており，

従来の低酸素マーカーと異なる動態を示した。また、

血流量補正は、Thymidineトレーサーを用いた治療効

果判定を高精度化すことが判明した (Fig. 4)。

Fig. 4 炭素線照射後のマウス腫瘍におけるト

レーサー取り込み

５. 原著論文（2001年から2005年の総数：47 編）

1. Yoshiya Furusawa et al., Advances in Space

Research, 30, 877-884, 2002

2. Manami Monobe et al., Journal of Radiation

Research, 44, 75-80, 2003

3. Marco Durante et al. , Cytogenetic and

Genome Research, 104, 240-244, 2004

4. Nobuhiko Takai et al. , Journal of Radiation

Research, 45 (4), 563-569, 2004

5. Koichi Ando et al., Journal of Radiation Re-

search, 46 (1), 51-57, 2005
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概況

臨床試験で得られた画像情報・治療効果等のあら

ゆる診療情報を有効に利用して重粒子線治療の定量

的評価を行い、さらにその高度化に寄与することを

目的とする。以下を達成目標とした。

・データベースを整備・規格化し、一元管理して利

用する方法を確立する。

・放医研において診療に用いられているCT、MRI、

PET、SPECTなどの医療情報を相補的に利用し、定

量的・客観的に治療効果の判定を行えるパラメー

タを抽出する。

・重粒子治療を開始する施設とWEB会議システムを利

用して重粒子線治療の成果を共有するシステムを

開発する。

研究課題名

重粒子線がん治療臨床試験評価のための情報処理

に関する研究

１．研究担当者

安藤 裕、上村幸司、外山比南子、武田栄子、向

井まさみ、谷川琢海、大橋信一郎, 山川恵介、細田

順一、生駒洋子、小畠隆行、鎌田正、神立進

２．目的

データベースを整備・規格化し、一元管理し

て利用する方法の確立

データベースシステムの整備を行い、画像管

理システム（PACS）、重粒子治療スケジュール管

理システム、病歴データベースシステム（AMIDAS）

の開発を行い、診療および研究にとって十分な

機能であることを検証する。

この画像データベースを利用して、MRI画像を

利用した治療効果判定のためのパラメータを求

める方法を開発する。

WEB会議システムの開発

３．研究経過

データベースの整備・標準化

2006年３月現在、登録患者数は、27,000名あ

まりとなっており、また、蓄積画像数は、400万

枚を超え順調に利用されていることが裏付けら

れている。

ＭＲＩ画像の治療判定法

腫瘍の経時的変化を追うことは、腫瘍の悪性

度や治療評価を行う上で重要な指標となるが、

画像検査を行っても肉眼的には変化を追うのが

困難な場合がある。そこで、MRI画像を対象と

し、腫瘍のような周囲軟部組織とのコントラス

トが弱いものの領域分けを自動的・客観的に行

う手法を開発した。

ＷＥＢ会議システム

WEB会議システムは、すでに2003年度に開発を

終了している。このシステムを用いて、データ

の共有機能を開発した。しかしながら、技術進

歩が激しく、システムの陳腐化が進み、臨床応

用では、限定的な利用に限られた。

４．研究成果

データベースシステムの一層の整備を進め、病院

情報システム、病歴データベース、画像管理システ

ム、重粒子スケジュール管理システムなどのシステ

ム連携機能を強化した。データフォーマットは、広

く用いられているHL7、DICOM、ICD-Oなどを使用して

いる。また、データの一元管理を達成し、リアルタ

イムに複数のシステムから参照可能となった。

倫理委員会提出用の書類作成ツールの使い勝手を

良くし、登録をしやすくした。また、その際、自動

的に生成される倫理委員会に提出する書類 (患者病

歴表、適格性確認表、説明および同意書など) の書

式を、ユーザが変更できる機能を見直した。

データベースの標準化を達成し、DICOM規格やIHE

（Integrating the Healthcare Enterprise）に準拠

するシステムを開発し稼働中である。これらの枠組

みを使用することにより、画像情報を多角的に参照

することが可能となり、画像処理を円滑に行える画

像情報データベースが構築できた。図１に月毎の画

像発生枚数を、図２に画像参照枚数を示す。標準化

により、劇的に利用枚数が増加している。

2.2.3.6 重粒子線がん治療臨床試験評価のための情報処理に関する研究
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図１ 月毎の画像発生枚数

図２ 画像参照枚数

クラスタリング手法を用いて３つの画像データか

ら腫瘍抽出を自動的に行う方法を開発し、その有用

性を検証した。骨軟部腫瘍症例に対し撮像された3種

類のMRI画像 (Gd造影、T1強調、T2強調) から三次元

の相関画像を作成し、階層的凝集型クラスタリング

を用い８つのクラスタに分類した。そのクラスタリ

ング結果を元のMRI画像に反映し、分類結果の検討を

行った。腫瘍はT1の値が低く、T2の値が高く、かつ、

中程度に造影されるクラスタとして、他の部位とは

違うクラスタに分類された。同様に多くの症例で3種

類のMRI画像から相関画像を作成しクラスタリングを

行うことにより、腫瘍部位は他の部位とは異なる1

つ、もしくは２つのクラスタの集合として分類され

た（図３）。

図３ 腫瘍のクラスタ分類

医用画像を患者などに手渡す場合に、画像の個人

情報保護のために患者氏名を画像に入れない代わり

に、すかし固有情報（ＩＤ）を画像に埋め込み、画

像の真正性を担保する方法を研究した。その結果、

CTやＸ線画像に電子透かしを埋め込み、すかし固有

情報（ＩＤ）を正しく読み出し、患者や検査施設の

情報を確認することができた。また、画像処理に対

するすかしの耐性を検討し、画質劣化とすかしの強

度を検討した。
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概況

HIMAC共同利用研究は、重粒子線がん治療装置

（HIMAC）を、治療に使用されていない時間帯を利用

して、装置共用として出来るだけ幅広い研究に提供

する為のシステムである。今中期計画においては、

共用を促進すること、質の高い研究を目指すことが

大きな目標であった。

中期目標期間を通じて、共同利用運営委員会及び

課題採択・評価部会が定期的に開催され、課題の選

定や、運営方針の議論が行われた。予定通り、年2回

の課題募集も全期間で実施された。課題採択では、

科学的な重要度や緊急性を採択の基準として毎年度、

100課題以上の課題が採択された。

これらの研究に参加した研究者は所外が500人以

上、所内が100人以上であった。中期計画中に大学院

生の参加数も増加し、若手人材育成の面からも大き

く貢献している。発表された論文は中期計画中の総

数で300篇を超えている。研究内容も極めて多岐に渡

り、当初の目的は十分に達成できた。

毎年度、終了時に研究発表会を開催し、全ての課

題が何らかの形で発表を行い、多数の研究者が意見

交換を行った。また、研究成果報告書を約900部作成

し、全国の研究者に配布している。[MSOffice1]

１. 研究担当者

業務の内容から、参加する研究者は放医研内外で

極めて多岐にわたる。その中核となるのが、共同利

用研究推進室であり、メンバーは山田聰（室長）、吉

川京燦、鎌田正（治療・診断担当）、笠井清美、野島

久美恵、河野明広、小久保年章（生物担

当）、福村明史、村上健（物理・工学担

当）である。

２. 目 的

重粒子線がん治療装置（HIMAC）のよう

な、高エネルギー重イオンビームを提供

できる加速器は、世界的に見ても非常に

貴重な研究資源であるため、医療以外の

分野でも、その利用が渇望されていた。

そのため、治療に使用されていない時間

帯を利用して、装置共用として出来るだ

け幅広い研究に提供する事を行っている。

しかしながら、主目的が治療と言う極

めて厳しい制約がつく為に、装置の運用

においては、他の加速器では見られない、

厳しい条件がついている。一方、多様な利用方法を

模索する過程で、加速器やその運用方法において幾

多の進展や改善があり、その結果が治療ビームの安

定的な供給につながるなど、相補的にメリットがあ

ることも実証された。

３. 経 過

公平性、透明性を確保する為に、HIMAC共同利用研

究で実施される課題は、所内外の区別のない公募制、

採択の審議は所外の研究者が中心となった共同利用

運営委員会、課題採択評価部会で実施された。また、

毎年度、研究報告書を作成し、研究発表会を実施、

研究結果についても課題採択部会が事後評価をする

など、進歩的な運営が行われている。採択は単年度

で行われる為、常に緊張感を持って、進捗状況が議

論され、質の高い研究の進展に寄与した。

受け付けられた課題は治療・診断、生物、物理・

工学の３分野に分類された。以下のように中期目標

期間中、毎年130課題を超える課題が実施されている。

年度別実施課題数

2.2.3.7 HIMAC共同利用研究

年度 課題数

H13 149

H14 135

H15 132

H16 135

H17 129
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申請者が外国籍の課題も１割程度を占めており、

HIMACの知名度が海外へも広がっている事を示す。

これらの研究に参加している所外、所内の研究者

数を図に示す。毎年度、500名を超える所外研究者が

研究に参加している。

これらの研究に利用されたビーム提供時間（マシ

ンタイム）を年度毎に示した。提供時間は徐々に増

えており、近年は5000時間を越えている。この数値

は物理専用の加速器と比較しても遜色がなく、これ

以外に、治療にもビームを提供している事を考える

と、加速器の安定性が非常に高いことが分かる。

これらの研究成果は、毎年度、HIMAC共同利用研究

成果報告書として出版、配布されている。それぞれ

の年度の報告書は、以下の出版物である。

H13年度 NIRS-M-159

H14年度 NIRS-M-166

H15年度 NIRS-M-173

H16年度 NIRS-M-180

H17年度 NIRS-M-192

これらの成果は、多数の研究論文や国際会議のプ

ロシーディング、あるいは総説や出版と言う形に結

実している。これらの出版物の数を図に示す。
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概況

本研究課題は、疾患診断や病態生理の解明のため、

生体機能を可視化する技術、即ち分子イメージング

法を開発し、その臨床利用を推進することで、医学

の進歩に貢献することであった。そして、中期計画

によって決められた各目標を極めて順調に達成し、

多大な成果を挙げることができた。即ち、PET用放射

薬剤製造法開発では、11C用多用途自動合成装置を開

発しその商品化の目処をつけた。生体内微量物質測

定のため、世界最高レベルの超高比放射能を達成し

た。大型サイクロトロンの有効利用のため、各種金

属核種標識PET用放射薬剤を開発した。精神神経疾患

の病態解明を目指して、多様な神経伝達機能測定の

ためのPET用放射薬剤を開発し、臨床研究を行った。

認知症（痴呆性疾患）の病態解明や早期診断技術確

立のため、測定法の開発を行った。

その中で、独立行政法人化以後、研究成果の一層

の社会還元とともに研究資源を活用した外部資金獲

得の重要性が強調されるようになり、様々な外部資

金の獲得を行った。

１．研究担当者

棚田修二（研究代表者）、鈴木和年、原田平輝志、

福村利光、鈴木寿、豊原潤、中尾隆士、入江俊章、

福士清、菊池達矢、須原哲也、村山秀雄、吉川京燦、

外山比南子、柴田貞夫、小畠隆行、伊古田暢夫、張

宏、篠遠仁、小高謙一、難波宏樹、舘野之男、福田

寛、井上修、吉田勝哉、長塚伸一郎、渡邉直行、張

明栄、Szelecsenyi Ferenc、Zoltan Kovacs、他

２．目的

神経伝達及び生理・代謝などの機能を生体分子機

能イメージング法でとらえるため、その中枢基盤と

なるPET及びSPECTの放射薬剤の製造、開発並びに測

定法（計測、解析を含む）の確立及び臨床応用につ

いての研究を総合的に進める。以下を達成目標とする。

１）遺伝子、分子機能を捕える新しい放射薬剤のプ

ロトタイプを開発する。

２）分子イメージング法の計測、解析法を確立する。

３）精神神経疾患及びがんの生理・病理機能の測定

法を確立する。

３．研究経過

画像医学部を中心として、画像診断研究ネットワー

ク会議の枠組み等を利用することで、多数の外部研

究者の参画を得て、新規PET用放射薬剤の開発、製造

合成装置の開発と普及、生体内微量物質測定のため

の超高比放射能を可能とする製造合成技術の開発、

大型サイクロトロンをイメージング研究に有効利用

するためのPET用金属核種の製造法の確立とそれによ

る放射薬剤の開発、多施設共同研究が可能となるよ

うなジェネレータ方式のPET用放射薬剤供給装置の開

発、癌イメージングのための新規リガンドの開発、

認知症の病態解明と早期診断法確立のための測定法

の開発、薬剤の効果判定法の開発、心筋を対象とし

て組織リモデリング測定法の開発等を確実に推進した。

また、外部資金の獲得として、特筆すべきことと

して、受託研究の一環として、2003年度、本研究課

題の成果を基にして、我国では初めてとなるPETを用

いた本格的な第Ⅰ相臨床試験を実施することができ

た。本臨床試験は、塩野義製薬株式会社からの申し

込みにより、「LY248686 第Ⅰ相臨床試験 Positron

Emission Tomography (PET) を用いた薬力学的検討

－ [11C] DASBを用いたLY248686のセロトニントラン

スポーター占有率に関する検討－」と題するもので、

新規抗うつ薬（LY248686）の脳内動態について、正

常ボランティアを対象として脳内セロトニントラン

スポーター占有率と用量および血漿中濃度との関係

について、PETを用いて検討したものであった。

４．研究開発成果

以下、目的欄に記載した、中期計画の各項目につ

いて、研究成果の内容を具体的に記す。

１）遺伝子、分子機能を捕える新しい放射薬剤のプ

ロトタイプの開発について：

末梢性ベンゾジアゼピン受容体用では、[11C]

DAA1106及び [18F] FEtDAA1106を開発し臨床評

価中である。[11C] DAA1097及び [131Ｉ] ＩDAA

は、動物評価中である。

グルタミン酸受容体用では、イオンチャンネ

ル型として [11C] AcL-703を開発し臨床評価中

である（図１）。代謝型として [11C] MTEPを開

発し動物評価中である。

アセチルコリンエステラーゼ測定用では、[18F]

FEtP4Aを開発し動物評価中である。

ブチリルコリンエステラーゼ測定用では、

[11C] 5R3B及びMP3Bを開発し臨床評価中である。

心筋障害分子イメージング用では、[111In]抗

2.2.4 画像診断に関する基盤的研究

2.2.4.1 PET及びSPECTに関する基盤的研究
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テネイシンC抗体を作製し動物評価中である（図

２）。

腫瘍イメージング用では、[11C] ゲフィチニ

ブ（イレッサ）を開発し臨床評価を開始した。

[11C] AC5216（プリン誘導体）及び [38Cl] クロ

ロサイミジンを開発し動物評価中である。

[62Zn-62Cu] ジェネレータ及び [62Cu] ATSMを製

造開発し臨床評価中である。チミジンフォスフォ

リラーゼ測定用薬剤の標識前駆体の合成を実施

した。

酸化ストレスイメージング用では、[11C] ピ

リジン誘導体を開発し動物評価中である。

２）分子イメージング法の計測及び解析法の確立に

ついて：

生体内微量物質のイメージング用として高比

放射能化の達成では、合成中間体である [11C]

ヨウ化アルキルの比放射能は7-10Ci/mmol (従

来:＜2Ci/mmol) であり、PET薬剤として [18F]

標識プローブは200Ci/mmol (従来 :＜50Ci/

mmol) である。これらの応用として [11C] ラク

ロプライドは、100Ci/mmolを用いることで、複

数結合部位の可能性を示した。

汎用型多目的自動合成装置の開発では、複数

の標識反応前駆体の利用を可能とした（図３）。

汎用型制御装置の開発では、移動可能のため

他施設での利用も可能となった。

金属核種（62Cu、81Rb、76Br等）の製造法確立

では、ジェネレータによる供給化において、

[62Zn-62Cu]ジェネレータの臨床利用と他施設供

給開始を準備中である。

PET散乱線補正法の開発では、次世代PET装置

開発研究の基盤技術の開発に寄与した。

酵素活性の定量的画像解析法の開発では、採

血不要の非侵襲的測定法を確立した。

部位特異的な酵素活性測定法の確立では、小

脳変性疾患の臨床研究を実施した。

３）精神神経疾患及びがんの生理・病理機能の測定

法の確立について：

精神神経疾患では、各種神経伝達機能測定用

PETリガンドの製造・供給の確立に関して：

①セロトニントランスポーターでは、[11C] (+)

McN5652及び [11C] DASBを用い、うつ病の病

態解明を行った。

②末梢性ベンゾジアゼピン受容体では、[11C]

DA1106を用い、アルツハイマー病での検討を

継続中である。

③脳アセチルコリンエステラーゼ活性測定では、

[11C] MP4Aを用い、アルツハイマー病治療薬

の評価と軽度認知障害を評価した（図４）。ま

た、 [11C] MP4Pを用い、小脳変性疾患の病

態解明も行った。

④脳内アミロイド測定では、[11C] PIBを用い、

アルツハイマー病患者における評価を継続中

である。

⑤グルタミン酸受容体用リガンドでは、イオン

チャンネル型： [11C] AcL703を開発し臨床評

価中である（図１）。

がんについて：

①低酸素組織の検出とその画像化では、[62Cu]

ATSMの臨床評価を開始し、 [62Zn/62Cu] ジェ

ネレータの製造法を確立し、供給開始準備中

である。

②分子標的治療薬の評価では、[11C] ゲフィチ

ニブ（イレッサ）を開発し、臨床評価を開始

した。

③核酸代謝イメージングでは、 [11C] AC5216

（プリン誘導体及び [38Cl] クロロサイミジン

を開発し、いずれも動物評価中である。

④重粒子線がん治療の効果判定では、[11C] メ

チオニンPETによる評価を病院との共同研究で

実施した。

図１．[11C] AcL-703の構造式（上段）と健常人脳画像（下段）。

図２．111In-抗テネイシンC-scFv (4F10) 抗体によ

る梗塞心筋の画像化の試み（左；HE染色、中央；

Van Gieson染色、右；Autoradiography（３時間後））。
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図３．ループ方式[11C]汎用型多目的自動合成装置。

図4．[11C] MP4A-PETのSPM解析による軽度認知障害

（MCI）とアルツハイマー病（AD）におけるコリン

神経系の異常の検討。MCIでは、帯状回後部と後頭

葉内側において、AChE活性の低下が見られる（左

図）。一方、ADでは、脳全体にAChE活性の低下が見

られる（右図）。
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概況

本研究課題の中期計画期間中の達成目標は、生理・

代謝機能の非侵襲的解析を行うため、機能的ＭＲＩ

を用いた最適賦活法及びそのデータ解析法の開発を

行うとともに、人体からの多核種スペクトロスコピー

を可能にする計測法の開発を行うことであり、高速

計測について、頭部、躯幹部とも10～30ms/スライス

程度のリアルタイム画像による診断を可能にした。

心電図同期法などによる３次元計測画像から血管内

血流速度、圧力分布などの４次元解析法を確立した。

グラム、ミリメートル単位の組織内代謝の計測法を

確立する。以上の具体的目標値を達成した。

１．研究担当者

池平博夫 (研究代表者)、棚田修二、須原哲也、小

畠隆行、遠藤真広、吉留英二、秋根良英、金沢洋子、

伊藤公一、石濱正男、田村充、齋藤一幸、三木孝史、

中島巌、青木尊之、新海浤、橋本謙二、大須賀敏明、

楢崎美智子、平野好幸、高梨潤一、西幸雄、柏倉健

一、奈部谷章、渡邊淳也、福田吉宏、武田真一、多

田弘子、小野光弘

２. 目的

生理・代謝機能の非侵襲的解析を行うため、機能

的MRIを用いた最適賦活法及びそのデータ解析法の開

発を行う。また、人体からの多核種スペクトロスコ

ピーを可能にする計測法の開発を行う。以下を達成

目標とする。

高速計測について、頭部、躯幹部とも10～30ms/ス

ライス程度のリアルタイム画像による診断を可能に

する。

心電図同期法などによる３次元計測画像から血管内

血流速度、圧力分布などの４次元解析法を確立する。

グラム、ミリメートル単位の組織内代謝の計測法を

確立する。

３．研究経過

高速撮影と4次元解析法に関する研究

特に腹部および頭部の血管と血流の4次元計測と血

管内血流の流速、圧力分布などの可視化に成功した。

その経過は、３次元画像の時間軸方向への４次元展

開と、画像処理の高速化、最適化に関して腹部およ

び頭部の血管、血流解析を進めることから始め、先

ず４次元的血管抽出を行った。

微量計測法に関する研究

RFコイルのタイプとしては、300MHz以上、７T以上

の超高磁場での計測を目標として、集中常数型コイ

ルのみならず、分布常数型のTEMコイルその他の研究

開発を行った。多核種MRS測定としては、先ず臨床用

装置の磁場を用いて脂肪組織の２次元NMRへの試験的

展開に成功、また、チューリッヒ工科大学（ETH）の

Boesiger研究室の協力で、1.5T臨床用装置での１H-

MRS、グルタチオン計測用の２量子フィルターの導入

を行った。MRSによる研究ではプロトンMRS/Iによる

画像でのアミノ酸等の脳内代謝物質の量的、空間的

評価によるMRI・MRSを用いたがんの質的診断法の臨

床的有用性について、放射線治療の効果を早期に予

測できるような新しい診断法の開発を行った。

独法成果活用事業

本研究は，平成14年度から４ヵ年計画で行われ，

独法成果活用事業に関わる大型実験動物仕様の研究

用核磁気共鳴イメージング装置製作のための超電導

マグネット開発を目的として、７T400mm級の自己シー

ルド型の超電導MRI用マグネットのR＆Dを神戸製鋼へ

発注し協力して開発を行った。

４．研究成果

高速撮影と４次元解析法に関する研究に関しては、

精度の高い脳血管血流解析を行うため、撮影領域を

細分化することによる撮影解像度向上を試みる一方、

頭部MPAデータ

から血管構造を

抽出し、血流数

値シミュレー

ションを行うた

めの新しいモデ

リングを行った。

３次元計算を行

うため直交格子

を 用 い た LMR

(Local Mesh Refinemennt) 法を取り入れ、血管分

岐部などの詳細な計算格子を必要とする部分のみに

細分化格子を導入することを行った。血管の弾性壁

を考慮した血流シミュレーション手法の開発を行い、

INTERGRID法を導入することにより、直交格子におい

て複雑な形状の血管を表現でき、血流－血管弾性の

連成解析を行うことのできる計算手法を確立しシミュ

レーションを行った。

粒子モデルを用いたミクロ血流解析のための数値

計算手法の検討を行った。血液中に含まれる有形成

2.2.4.2 NMRに関する基盤的研究
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分の粘弾性の性質を考慮した拡張個別要素法DEMによ

る有形成分モデルを考えた。有形成分モデルは内部

流体と粘弾性膜から構成され、膜が流体から力を受

け伸縮する事によって変形し流れていく。直管内で

は、有形成分モデルは流体の流入により変形を始め、

その後膜が伸縮を繰り返しながら流れる。管内に狭

窄部がある場合、有形成分モデルはその形に沿うよ

うに変形しながら狭窄に接近し、狭窄部通過後は回

転しながら流れることが分かった。

微量計測法に関する研究に関しては、ブリッジルー

プ・ギャップ共振器（BLGR）の軸方向の磁界均一度

を改善するために、ループの一部に円周方向のスリッ

トを設けた新しいBLGRを提案した。スリットの効果

を検証するために300MHzにおける縮小モデル実験を

行い、内径80mm、軸長30mmの2ギャップBLGRの磁界分

布を測定した。その結果、従来のBLGRは軸の中心部

における軸に垂直な断面内の磁界分布の均一度は良

好であるが、軸両端の均一度は極端に悪化するのに

対して、新提案のスリット付BLGRは中心部の磁界均

一度が良好であるのに加えて結合ループ側の磁界均

一度も中心部と同等に改善され、スリットの付加が

軸方向の磁界均一度の改善に有効であることが分かっ

た。 高周波アンテナの開発に広く用いられている

手法であるFDTD (Finite Difference Time Domain)

法による数値計算を導入し、高磁場MRIシステム用RF

コイル開発のための基礎的検討（コイル内電磁界分

布およびインピーダンスマッチングに関する検討）

を行い、高周波用RFコイルの構造改良に関する検討

と、数値計算結果を裏付けるため、RFコイルの試作

を行い諸特性の測定を行った。

特に炭素-13の人体計測用プローブの開発と実用化

では、13C-MRS法を用いたヒト肝臓における糖代謝を

評価測定するための1.5T-MRI用の13Cコイルの制作を

行い、臨床研究利用への応用を開始した。その結果

Glycogen蓄積・分解の速度は個人差があることが明

らかとなった。また、肝臓におけるグリコーゲンの

蓄積・分解は糖代謝パラメータの動きと連動してい

ることを示唆する結果が得られ、糖代謝異常を呈す

る糖尿病患者では健康人とは異なるグリコーゲンの

蓄積・分解パターンを示す可能性が予測された。

7Tesla、300MHz用TEMコイルについて、設計基礎

データの取得するともに試作し、その特性を確認した。

7Tesla装置の主要なパラメータにつき，次のよう

な結果が得られた。

運転電流：Iop≦250

(A)

電磁力最大値：約

120MPa、

軸方向に圧縮する応

力の最大値は約26MPa

磁場均一度：軸方向

の 不 均 一 成 分 は

180mmDSVにおいて、

Z2=-0.103ppm、Z4=0.004ppm、Z6=-0.392ppm、Z8=

-0.752ppm

漏洩磁場：0.5mTラインは、軸方向5.8m、径方向4.2m

である。

磁場安定度：ドリフト評価関数の値10-10以下

0.5mTライン：軸方向5.8m、径方向4.2m

静磁場安定度： 0.01ppm/h 以下

静磁場均一度： 180mmDSV 0.8ppm 以下

ボア径： 400mm、 ボア長： 1750mm

マグネット外径：1900mm、 マグネット全高：2000mm

冷凍機が液体ヘリウムスを完全に再液化し、液体

ヘリウムの消費量をゼロに押さえられる事を確認し

た。勾配磁場コイルにはMagnex 製アクティブシール

ド型（395/290/S）を搭載した。勾配磁場の中心と主

磁場中心の位置ずれを確認するため、直流電源より

Z軸グラジエントコイルに 10Aを流し、RTボア中心

軸上での磁場分布を測定した。測定された勾配磁場

中心と主磁場中心のズレは2mm、測定された中心軸上

の磁場勾配の大きさは0.373mT/m/Aであり、仕様値の

0.40 0.02mT/m/Aを誤差の範囲で満たす事が確認し

た。

接続調整作業と性能確認試験を行い動作確認に成

功した。接続直後の性能の結果として、赤毛ザル摘

出脳の断面画像とGABAの1Hシグナルを撮像しその能

力の確認を行った。

平成17年９月末までに送信側4ch受信側4chのMR計

測システム装置を本体に結合し、すべてのチャンネ

ルでの基本的操作の

確認を行い、本事業

の当初目的である多

核種多次元計測シス

テムは完成した。イ

メージングに関して、

アカゲザルの固定標

本の７Ｔ画像MR画像

の作成に成功した。
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概況

２つの異なるエネルギーの単色X線CT(２色X線CT)

で、電子密度の直接測定の可能性を実証し、実用化

に向けた基礎技術の開発を行った。これら技術を応

用し、様々な生体試料等の電子密度と実効原子番号

による高画質画像を取得し、その医学診断応用への

有効性を探った。更に、臨床への実用化に不可欠な

X線管球による単色Ｘ線ＣＴのため、２色を多色に拡

大した多色X線CTを提案し、電子密度の定量測定法の

基礎研究を行った。これらは、国内放射光施設を利

用して行った実験を基礎としている。

１．研究担当者

（加速器物理工学部）取越 正己、大野 由美子、熊田

雅之、野田 耕司、山田 聰、（北里大学）夏堀 雅宏、

粕谷 新音、（東京大学）孟 徳

２．目的

我々が眼でものを見るという行為は、物質中の電

子の「多い、少ない」を見ていることに他ならない。

これは光が物質中の電子で散乱・吸収されるためで

ある。X線診断でも同様で、X線の体内での散乱・吸

収の大部分は電子の多さ (電子密度) により左右さ

れる。これは光子線治療の線量分布は電子密度分布

で決定されることを意味する。重粒子線治療の線量

分布も同様で、高速炭素線は電子密度の大きい部分

でより多くのエネルギーを失う。このため、線量分

布を正確に知るには、体内の電子密度分布の正確な

情報が必要である。

電子密度の直接測定法は少ないながら提案されて

きたが、実用に近い方法として、２つの異なるエネ

ルギーの単色X線によるCT撮影 (２色X線CT；DXCT)

が有望と考えられる。その単色X線CTの実用化への先

鞭をつけることを当該中期計画の目標として掲げた。

その上で、実用強度の単色X線を得る最良の方法であ

るSPring-8等の放射光を用い、単色X線CTの基礎研究、

臨床に向けたCT装置の設計と実証装置の製作、試験及

び動物実験を行ってきた。特に、重点的な課題として

・単色X線CT用の固体検出器開発

・単色X線CT装置の設計、製作、試験並びに

SPring-8ビームラインへの組み込み

を設定した。

３．研究経過

研究の流れを示す；①電子密度の定量的測定の可

能性検証、②実用化技術の開発と実証、③大型被写

体撮影技術の開発。

①：１次元CT (第1世代CT) を構築し、電子密度を 1%

以下の精度で測定可能なことを実証した。更に被写

体の実効原子番号を画像化することで、新しい診断

情報の可能性を報告した。

②：高フレームレート２次元X線検出器を開発し、生

体試料並びに物理試料のDXCT撮影を実施し、定量性

の向上や高画質化の方法、電子密度画像と原子番号

画像の相補性を示した。

③：放射光の弱点である狭視野を克服するためCT技

術への非対称Bragg反射法の応用を図った。

X線管使用の可能性を探るため、多色X線CT（MXCT）

の試みも開始した。CdTe検出器を用いた光子計数法

によるCTであり、基礎技術の確立を図った。

これら研究の基礎となった実験は (財) 高輝度光

科学研究センター及び高エネルギー加速器研究機構

蓄積リングで共同利用実験にて実施した。

４．研究成果

４．１ 電子密度の定量測定

電子密度はCT値から適当な仮定の下で近似的に求

めている。しかし、線質硬化の影響や近似の精度に

より数%の誤差があると考えられている。この問題を

解決するために、２つのエネルギーでCT撮影し、そ

こから電子密度の導出を試みた。解析法として、

JacksonとHawks提案の減弱係数の理論式を用いた方

法を提案した。また、測定精度を上げるため第1世代

CTを構築し、その結果、電子密度の測定精度として

１%を達成した。この測定精度は、その後の２次元検

出器によるDXCTでもほぼ達成されている。

４．２ 実効原子番号

X線撮影による被写体の特性として密度が上げられ

るが、実効原子番号も被写体の特性を示す重要なパ

ラメータとしてX線診断の分野には現れる。これは主

に計算で得られるが、DXCTでは電子密度を導出する

際に副次的に得られ、実効原子番号値による画像が

生成できた。更に、それが電子密度画像とは異なる

画像となる、つまり、密度画像とは異なる情報を与

えることが分かった。図１はその典型例を示すラッ

トの胸部の画像である。肺が電子密度画像に明瞭に

描出されているのに対し、実効原子番号画像では極

めて不明瞭なことが分かる。これは、肺は低密度で

あるが、組成は周辺組織と変わらないことを示して

2.2.4.3 放射光を用いた単色Ｘ線ＣＴ装置の研究開発
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いる。当たり前の結論であるが、その様な解剖学的

な ｢認識｣ を明瞭に画像化することができた。

原子番号情報は電子密度とは完全に独立性した概

念であることは理論上当然であるが、実験的に確認

されてはいない。両者の独立性の確認のために、密

度可変モデルを構築し、物性値を変えることなく密

度のみを変化させ、DXCTで得られる実効原子番号が

密度に全く依存しないことを実験的に確認した。

４．３ 照射野拡大

放射光は高輝度を特徴とし、通常、その視野は極

めて狭い。特に放射光の発生平面に垂直方向には指

向性のよいビームが出るため、その視野は非常に狭

い。従って大型被写体撮影を目指し、単色X線照射野

を拡大した。照射野拡大方法として非対称Bragg反射

法があるが、通常は狭い視野の一様性を得るための

技術であった。本研究では非対称反射面を持つSi

(311) の200mm 70mm大型結晶を用いて、縦方向に最

大約50mmに拡大し、縦50mm 横300mmの照射野を実現

した。

４．４ 定量化向上

絶対値測定技術確立を図るため、・検出器感度特性

と、・散乱線の影響に着目し、前者については阻害要

因の定量的解析、補正法を開発した。また、後者に

関しては、単色X線CTの定量性を活かし、減弱係数測

定値から、比較的容易に、散乱線の影響を定量的に

評価出来ることを示した。

４．５ 多色X線CT

エネルギー弁別可能なCdTe検出器を用いたCT技術

開発を進めた。多色X線CT開発はDXCTの２色技術を更

に発展させた２色以上の複数の単色X線を用いる方法

であり、通常のX線源を疑似単色X線源としての利用

を可能と考えられる。図２はその原理となる複数の

単色X線による豚の脳のCT画像を示す。各エネルギー

での見え方の違いが明瞭に合われている。

実証試験では30keVを基底のエネルギーとし、Si

(211) 結晶で分光した際の高調波60、90、120keV X

線を使った撮影を行った。定量性については未だ改

良の余地があり、撮影中に光源のエネルギー変動に

よる定量性への影響評価を行うなど、その技術的課

題を明確にし、実用化への道筋を明らかにした。

図１ ラットの胸部のCT画像。左が電子密度画像、右が実効原子番号画像を示す。電子密度画像で描出されている

肺は、実効原子番号画像では明確には描出されていない。

図２ ラットの脳の複数のエネルギーを用いた単色X線CT画像を示す。これはX線の減弱係数を画像化したものであ

る。脳内部の見え方が徐々に異なってきていることが分かる。多色X線CTでは電子密度と実効原子番号以外にも

例えば化学結合情報を反映した画像が得られる可能性がある。
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概況

本研究課題は、らせんCTを手段とした肺がん検診

システムを開発し、それにより肺がんを早期に発見

し、重粒子線や手術による治療に結びつけ、近年、

我が国で増加の一途をたどっている肺がん死亡の低

減を図るために実施された。CT装置による肺がん検

診という概念は本課題により世界で初めて発想され

たものである。低線量撮影が可能な検診用らせんCT

装置、巡回集団検診を可能にする高速らせんCT搭載

検診車、CT画像読影支援システム（ビューアおよび

ネットワークシステム）等ハードエアの開発を行う

と共に、それらの使用法を研究、らせんCT肺がん検

診システムの有効性を検証するためCT検診車による

巡回検診を実施した。検診結果を疫学的に分析し、

2cm以下の早期肺がんが、間接X線や胸部X線による現

行検診より極めて容易に発見でき、生存率の向上が

示唆される結果を得た。さらに、CT肺がん検診のリ

スク・利益分析、費用対効果分析やCT検診システム

を全国に普及させる方法論の研究も行った。以上に

より、中期計画に決められた各目標は順調に達成さ

れ、多くの成果をあげた。我が国におけるCT肺がん

検診システム開発の先鞭をつけ、その高度化・普及

に貢献した。

１．研究担当者

松本 徹（研究代表者）、伊東久夫、遠藤真広、大和

田英美、神立 進、金木健一、日下幸則、栗山蕎之、

黒田知純、鈴木公典、鈴木隆一郎、角南祐子、田島

廣之、長尾啓一、中川 徹、藤沢武彦、藤野雄一、

渡辺 滋、松本満臣、宮本忠昭、山本眞司、吉川京

燦、吉村明修、潤間隆宏、奥村俊昭、楠 洋子、菅

沼成文、高木 博、滝口裕一、滝沢穂高、中山富雄、

名和 健、藤村香央里、安川朋久、矢野 侃、矢部

勤、他

２．目的

CT肺がん検診システムは、単にCT装置やこれを搭

載した検診車などハードウエアを揃えて検診を実行

すれば完成というものではない。検診システムは多

種にわたるサブシステムから構成されており、それ

らが整合性よく一体化されたものでなければならない。

本研究の目的は、効率よく、精度高く、安全に、投

入した費用に見合う効果でもって、肺がんが早期に

発見され、重粒子線や手術により早期治療が実現で

きるCT肺がん検診システムを研究開発することにあ

る。本課題が実施した研究項目を分類すると以下の

ようになる。

A．攻めの研究開発

a) ハードの開発：肺癌検診用CT, CT搭載検診車, 画

像処理装置, CRT読影支援システム, CADシステム,

ネットワーク読影支援システム

b) ソフトの開発：画像処理プログラム、CT読影診断法

c) ハード・ソフトの評価

B．守りの研究開発

a) 被ばく線量低減（対画質向上）

b) リスク低減（対利益向上）

c) 費用低減（対効果向上）

C．攻めと守りを合体しシステムを普及・拡大する研

究開発

1) 検診用CT撮影マニュアル作成

2) CT肺がん検診システムの精度管理システム構築

D. らせんCT肺がん検診システムの有効性評価

３．研究経緯

本課題は中期課題に採択される以前（平成８年～

12年）から画像診断研究ネットワーク会議の枠組の

中で「グループ研究：高度診断機能研究」の１課題

として実施されてきたものであり、平成13年第一期

中期課題として引き継がれた。平成14年度に「本研

究開発はほぼ所定のレベルに達し、実用化の段階に

来た。今後は自治体・病院等への技術移転及びネッ

トワーク化を図るべきである。」との評価を得て終了

した。

ここに至るまで本研究開発は、放医研を中核機関と

して、産官学の各分野（医療、医学、技術、物理工

学、疫学、経済、行政等）の専門家集団からなる全

国的規模の共同研究ネットワーク（12施設）を組織

して実施された。CT肺がん検診の実地応用研究を担

当した機関３施設（結核予防会千葉県支部、大阪府

立成人病センター、日本医科大学・荒川区がん予防

センター）とは共同研究契約および研究協力協定が

締結された。またネットワーク読影支援システムの

研究開発のため通信・放送機構と放医研の間で委託

契約が交わされ、ネットワーク構築を担当したNTTサ

イバーソリューション研究所とは共同研究契約を締

結して研究を行った。

４．研究成果

本研究課題は多岐にわたるが主な成果の概略を以下

に報告する。

2.2.4.4 らせんCT肺がん検診システムの研究開発
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1)らせんCT肺がん検診システムのためのハードウエ

アの開発

本中期課題以前，以後に開発し、さらなる高度化

を目指して改良を加え、各項目の研究やCT検診シス

テムの臨床現場へ応用したハードウエアを図１に示す。

図１ 本課題で開発した主なハードウエア一覧

2)画質と被ばく線量の最適バランス点評価法の開発

ﾌｧﾝﾄﾑおよび同一ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱを140,25,10,3mA撮影した

CT画像に擬似病変を埋め込み、物理工学的手法によ

り病変検出能の関数として被ばく線量と画質の至適

バランス点を決める方法を考案した。本手法によれ

ば技術革新によりCT装置やCT撮影法がいろいろに変

化しても、そのいずれにも対応して撮影部位ごとに

被ばくと画質の至適バランスが評価できる。

3) コンピュータ支援画像診断システム (Computer

Assisted Detection : CAD) の開発と性能評価

異常所見を高精度に検出 (TP) し、読み過ぎ所見

（FP）ができるだけ少ないCADシステムを開発、性能

を高度化する研究を行った。また、CADシステムをよ

り実用化に近づける時にCT装置の機種や撮影条件の

違いに依存してCADの性能が変化しないようにするた

め、CADでCT画像を処理する前に、施設間の機差や撮

影条件の違いによる画質のばらつきを補正する画像

処理法を考案した。この方法を共同研究者の大阪成

人病センター、日本医大、信州大、日立健康管理セ

ンター、結核予防会千葉県支部において、同機種CT、

異機種CT、異撮影条件で収集されたCT画像に応用し、

ロバストなCAD性能が発揮できることを確認した。但

し、医師の診断基準の違い（抽出される異常病巣の

性質の違い）に起因すると思われる特徴量の差を吸

収することは不可能であり、この点に対するロバス

ト性をどう実現するかが今後の課題である。

4) ネットワーク読影支援システムの開発

らせんCT肺がん検診システム実用化の成否はCT検

診により収集された大量のCT画像が効率よく、精度

高く読影できるかどうかにかかっている。そこで検

診用CT画像をCRT画面に動画表示して読影し、経年受

診者の場合は現画像と過去画像を動画により比較で

きるCRT読影支援システムを開発、その性能を評価し

た。また、千葉、横須賀、大阪の共同研究施設に設

置されたCRT読影支援システムおよび豊橋に設置され

ているCADシステムを端末としたネットワーク読影支

援システムを構築し、施設間の画像配送実験や千葉

と大阪の医師がCRT画面上に同じCT画像を表示、観察

しながら相手医師の顔も見ながら協調読影する実験

を行い、その有用性を確認した。

5) 胸部検診用CT撮影のQA/QC法の検討

「低線量CT」による胸部検診はこれまでの研究実績

により全国に、また世界に拡大・普及しつつある。

しかし、新しい検診システムの開発を優先する余り、

精度管理の面からの対応は十分とはいえないのが現

状である。そこで、日本CT検診学会技術部会（部会

長：松本徹）のもとで日本放射線技術学会・日本医

学物理学会と連携して標準的な、胸部検診用CT撮影

のQA/QC法を検討、胸部CT検診用標準的らせんCT撮影

マニュアル完成させた。CT肺がん検診を実施してい

る自治体・病院への周知およびこれから行おうとす

る関係機関へ本法を普及させるためまた全国的規模

の精度管理ネットワーク化をはかるため、本マニュ

アルは現在、日本CT検診学会および日本放射線技術

学会ホームページ上に公開されている。

6) 胸部CT検診の有効性評価

CTおよびCT搭載検診車を用いた胸部CT検診が従来

の方式に比してどの程度有効か確認するため、千葉、

大阪、日立、東京（荒川区）の臨床グループにより

フィールド評価研究（パイロットスタデイ）を行っ

た。中期課題終了時（平成14年度）までに判明した

臨床評価データ（共同研究機関：大阪成人病センター

の成績）を以下に示す。通常検診（1981-1995）受診

者：男女計165,422人のうち発見肺がん数は142、発

見肺がんは対10万人比、男 : 190、女：38、CT検診

（1998.10-2002.3）受診者男女合計6,729人中、発見

肺がん40、男：825、女：502となり、通常検診より

男は4.3倍、女は13.2倍多く発見された。病期Ⅰ期率

(%) は、通常検診では、男：50, 女：67、CT検診、

男：70、女：92。肺がん切除率 (%) は、通常検診で

は、男：39、女：70、CT検診では男：81、女：85で

あった。その結果、通常検診の5年生存率：40％に対

して、CT検診の平成13年時点での累積3年生存率は95

％であった。組織型別では、CT検診以外では70%前後

が腺癌であったが、CT検診では80%と向上、扁平上皮

癌は通常検診では男女ともに病期Ⅰ期率 (%) は50%

であったが、CT検診では男女ともに全例病期Ⅰ期で
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発見された。

これらのデータは胸部CT検診の有効性を強く示唆

するものである。しかし、肺がん死亡の低減に寄与

することが証明されなければ真に有効とはいえない。

本中期課題で行ったCT肺がん検診システムの有効性

評価研究は、厚生労働省研究班（主任研究者：鈴木

隆一郎；本課題の共同研究者）に引き継がれ、現在、

本課題に参加した千葉、東京、茨城、大阪の4検診機

関に他の5施設が加わり、コホート研究により、CT肺

がん検診による肺がん死亡が統計的有意差をもって

現行検診の場合より減少するかどうかを検証中である。



－ 61 －

概況

医療被ばくは被ばくする個人に直接利益がある為

線量制限を設けないというのがICRPなどの基本的な

考え方となっているが、充分な診断能を有する画質

と放射線量とが釣り合う、最適線量がかんがえられ

る。一方、周辺機器や検査方法の発展により、最適

線量を低減させる可能性もある。また、近年特殊な

X線検査法の発展により医療従事者の被ばくも注目さ

れている。本研究室はこれらの観点から、医学利用

放射線からの患者・被検者及び医療従事者の被ばく

の可能性と線量を評価し、その低減を図ると共に医

療における放射線利用の頻度、傾向の解析を継続的

に行った。

研究課題

医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評

価及び防護に関する研究

１．研究担当者

西澤かな枝、赤羽恵一、岩井一男 (客員協力研究

員)、丸山隆司 (客員研究員)

２．目的

被検者・医療従事者の被ばく線量を評価し、正当

化・最適化解析の基礎資料とするとともに放射線利

用の頻度、傾向の解析を継続的に行い、他の線源と

の比較、損害の評価の基礎資料を得て、線量低減に

資する研究を行う。以下を達成目的とする。

・特殊放射線検査における患者／医療従事者の被ば

く線量の評価を行う。

・Ｘ線診断、核医学診断・治療、放射線治療、歯科

Ｘ線診断について調査し、日本における医療被ばく

の実態を把握する。

３．研究経過

1) 特殊放射線検査における線量評価と防護

・CT装置のめざましい発展・改良により臨床応用も

多様になり、CT透視下のバイオプシ、ナロービーム

によるHigh Resolution CT検査、マルチスライスCT

の普及など被検者の被ばくも多様となった。中でも

MDCTの多列化は著しく、今のところ4列がおよそ45%

を占めているが16列が増加傾向にあり、64列、256列

装置が市販され始めている。MDCTは撮影条件の組み

合わせが多様に選択でき、被検者の被ばく線量には

大きな差が出る。これらを把握するため、種々の検

査における被検者の臓器組織線量を成人及び幼児用

人体型組織等価ファントムを用いて測定した。透視

下バイオプシに於いては検査室内で作業する術者に

ついても線量評価を行った。

・シングルスライスCT装置（LSCT）が胸部集団検診

に応用されて久しく、今日ではMDCTが検診へ応用さ

れることが増加している。健常者が受けるかも知れ

ない集検において、各実施機関が適切な検査法を確

保するため、医療放射線に関する３学会協力の下

LSCT, MSCTに関するQA/QCマニュアルを検討した。

当研究室は線量評価の部分を担当した。

・IVR時の患者と術者の被ばく線量をガラス線量計に

よるモニター法を採用し医療機関との協力の下に測

定を行った。IVRは医療の中では高線量被ばくを伴う

方法で、時に重篤な皮膚障害をもたらす可能性があ

り、迅速で精度高い線量評価が求められる。頭頸部

および腰部を中心に測定システムの一般化の為の共

同研究を行った。測定法は確立し、臨床データの蓄

積と解析に関する研究に移行した。

・医療被ばくの多様性に対応するためボクセルファ

ントムによる医療被ばく線量評価シミュレーション

計算もすすめた。CT被検者の被ばくを簡易的に求め

るCTDIからの推定法に、PMMAファントムとボクセル

ファントムを用いたコンピュータシミュレーション

を試み、条件の異なる撮影時の定量的関係データを

蓄積した。また、核医学における内部被ばくに関し、

99mTc-MDPを投与された患者の線量を評価した。

2) 医療被ばくに関る実態調査

医学利用放射線の使用法、頻度などを全国の医療機

関から無作為に抽出したおよそ千の医療機関に対し、

郵送方式によるアンケート調査で実態調査を行った。

各年度により対象を限定し、調査を行った。

４．研究成果

・多様なCT検査における成人及び幼児に対する被ば

く線量を、種々の装置に於いて測定し、平均的な条

件と線量をもとめた。装置および条件選定により、

同部位の検査でも被検者の被ばく線量に数倍の違い

があった。図１に種々のMDCTによる胸部検査時の線

量を示す。また、同一機種に於いても30％程度の差

がある。幼児においては、成人に比べmAsを下げるな

どの配慮が行われてはいるが、臓器組織線量は成人

と変わらないことを確認した (表１)。近年その普及

が著しいマルチスライスCTにおいては線量に影響す

る因子が多く、慎重な条件設定が求められる。

2.2.5 医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評価及び防護に関する研究
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・CTの胸部集団検診への応用において、各医療機関

が適切なQA/QCを確保するため、医療に関する学会等

の協力の下にSDCT検査およびMDCT検査のマニュアル

を作成した。当研究室は線量評価の部分を担当した。

・X線CT検査における体幹部撮影を想定し、CTの線量

指標であるCTDIwを32cmの円筒型PMMAファントムのモ

ンテカルロシミュレーション計算 (EGS4) により求

めた。また、原研の日本人男性ファントムを用いて、

X線CT検査における各臓器の入射光子エネルギーに対

する吸収線量比を得た。そしてさらに胸部及び腹部

検査の照射範囲における臓器吸収線量を算出した。

照射野を外れると、吸収されるエネルギーは顕著に

減少する為、照射境界領域に位置する臓器の線量評

価には照射面が大きく影響する。CTDIwから求めた

DLPの値に対する実効線量比は、胸部及び腹部検査に

対して両方とも0.02程度の値を示した。

・核医学検査における患者の被ばく線量評価として、

ボクセルタイプ数学ファントムのモンテ

カルロシミュレーションにより、MIRD型

ファントムとの違いを評価し、不確かさ

解析の基礎となるデータを得た。

・医療機関との協力の下にIVR時の患者と

術者の被ばく線量をガラス線量計による

モニター法を確立した。この方法により

頭頸部および腰部におけるIVR時の患者・

術者の線量を測定した。今後は測定を継

続してデータを蓄積するとともに測定シ

ステムの一般化の為の共同研究を進める。

・医療放射線利用の実態調査にあっては

それぞれの調査結果をとりまとめ、国連

科学委員会 (UNSCEAR) に日本のデータと

して送った。日本の医療の現状として、

被検者数は50歳以上で増加し始め70歳辺

りがピークとなる。図２, ３に核医学及びCT検査に

おける年齢群別検査件数を示す。調査はUNSCEARによ

るアンケート調査に協力するため継続する。
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（放射線医学・生物学的アプローチによる脳機能障害

の解明と脳機能イメージングに関する総合的研究）

概況

本研究は科学技術会議ライフサイエンス部会脳科

学委員会の戦略目標及び同委員会の「脳に関する研

究開発に関する研究開発についての長期的な考え方

（平成９年５月）」に基づき計画的に進められている

課題である。その後平成17年度より神経イメージン

グ研究関する計画および成果は“分子イメージング

研究”に移行している。

研究課題名

1）神経イメージング研究

１. 研究担当者

須原哲也、伊藤浩、大林茂、樋口真人

２. 目的

脳の様々な機能をポジトロン断層撮像法（PET）

により画像化を行い生理機能および薬理効果との

関連性を解析する方法を確立する。

３. 研究経過

○統合失調症における [11C] DAA1106を用いた末梢

性ベンゾジアゼピン受容体の検討：

統合失調症17例、正常対照群11例で [11C] DAA1106

を用いたPET検査を施行した。統合失調症では脳内

の末梢性ベンゾジアゼピン受容体密度が局所的に

上昇する傾向がみとめられ、重症度との間の相関

も示唆された。さらに、本リガンドの臨床利用を

促進するべく18F標識のDAA1106による末梢性ベン

ゾジアゼピン受容体の定量解析法も確立した。

○統合失調症患者における抗精神病薬による大脳皮

質ドーパミンD2受容体占有率についての研究：

新規の抗精神病薬であるパリペリドンによる大脳

皮質ドーパミンD2受容体占有率を測定し、最適な

臨床用量を確定した。また、パリペリドンにおい

ては大脳皮質領域におけるドーパミンD2受容体占

有率は線条体における占有率とほぼ同等であるこ

とが示された。

○抗うつ薬によるセロトニントランスポーター占有

率についての研究：

正常被検者およびうつ病患者において抗うつ薬に

よるセロトニントランスポーター占有率の測定を

行い、薬物投与量および薬物血中濃度と占有率と

の関係を明らかにした。また患者において占有率

と臨床症状評価指標との関係から抗うつ薬の至適

投与量を推定することが可能となった。

○血液脳関門の薬物トランスポーターであるP糖蛋白

によって排出される [11C] verapamil を用いたP

糖タンパクを介する薬物相互作用や加齢の影響に

ついての研究：

正常被検者において血液脳関門薬物トランスポー

ター機能の定量評価法を確立し入力関数測定に起

因する誤差の評価を行った。また薬物トランスポー

ター機能と遺伝子多型との関連についても解析し

たが有意な差は見いだせなかった。さらに、P糖タ

ンパクの基質であるクラリスロマイシン投与によ

る薬物トランスポーター機能の変化を、正常被検

者において測定したが有意な変化はみられず、常

用量のクラリスロマイシンは血液脳関門薬物トラ

ンスポーター機能に影響しないことが示唆された。

○新規リガンドの開発：

NK1受容体リガンドを標識合成が確立したことによ

り、リガンド結合の種差や脳内での結合特異性を

定量的に評価できるようになった。ドーパミンア

ゴニストリガンドの標識合成が可能になったこと

より、内因性ドーパミン放出の変化をPETで正確に

定量するための基盤が確立された。

○パーキンソン病（PD）モデルラットを用いた機能

再生研究：

6-OHDA処置ラットをPDモデルとして用いることに

より、障害を受けた線条体ドーパミン神経伝達機

能は胎児細胞移植により一部回復することが治療

後のPET評価で明らかになった。またドーパミン神

経伝達機能が一部回復するのみでも運動機能は十

分な回復が得られることがPETと行動解析との組み

合わせにより証明された。

○PDモデルサルを用いた高次認知機能研究：

PDの高次認知機能障害について脳内神経伝達異常

の観点から理解することを主眼に置いた。PD群の

高次認知機能に関して、運動学習（探索的餌獲得

課題）の学習曲線をPD群と健常群で比較し、さら

に両群でPETを用いて線条体外ドーパミンD2受容

体、トランスポーター密度を計測、比較した。PD

群では健常群と比べ、明らかに学習初期（学習開

始―1週間）、中期（１週間―１ヶ月）で特異的に

運動学習障害が認められたが後期には健常群レベ

ルに達した。このことから、PD群も時間をかけれ

ば少なくとも今回使用した課題学習も可能である

が学習スピードは有意に低下していることが示唆

された。[11C]FLB457を用いた線条体外ドーパミン

2.2.6 脳機能研究
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D2受容体密度を計測したPET研究結果から、PD群で

は前頭葉皮質（9/46野）、視床などにおいてもドー

パミンD2受容体密度が有意に減少していることが

明らかになった。

４. 研究（開発）成果

1）PETによる中枢神経用薬の治療効果判定方法を確

立し、国内初のPETによる治験を実施した。

2）脳炎症像の画像化を目的としたPET診断薬の開発

に成功した。（特許公開2004-231647）

2) 神経ジェネティクス研究

１. 研究担当者

石川裕二

２. 目的

メダカの突然変異脳機能障害に関連する遺伝子

を探索し、その機能を確定する。

３. 研究経過

脳機能障害に関連するメダカ突然変異体act (al-

bino with cloudy tectum) の原因遺伝子の同定

し、またその機能を確定する研究を行った。脳発

生異常遺伝子のクローニングを継続し、act突然変

異体の原因遺伝子をリンケージグループ15にマッ

プし、act locusをはさむ最近傍のマーカーから

BACライブラリーによるウオーキングを行ったとこ

ろ原因遺伝子から0.68cMまで接近できた。また、

新規メダカ突然変異体tac （tacobo）の原因遺伝

子を同定し、ラミニンに関連するlam 1であること

を示した。ラミニンの異常によって、脳形成に関

わるシグナル分子が場所的および濃度的に機能不

全になり、そのために障害が起きることが確定さ

れた。

４. 研究（開発）成果

脳機能障害に関連する新規突然変異をメダカで

多数収集し、そのうちの２つ（whoおよびtac）に

ついて原因遺伝子のクローニングに成功した。さ

らに、それらの機能も確定することができた。

3) 神経トキシコロジー研究

１. 担当者

久保田善久、孫学智

２. 目的

重粒子線照射による放射線誘発脳障害の原因を

明らかにし、予防法（化合物）を見出す。

３. 研究経過

HIMACを利用した重粒子線脳局所照射法を確立

し、胎児や成体における放射線誘発脳障害の発生

機構と脳保護剤投与よる脳障害保護効果について

検討してきた。放射線誘発脳障害の予防法として

ラジカルスカベンジャー（MC-PROXYL）の脳障害保

護効果を検討し、照射前投与により神経症状の軽

減、浮腫の抑制、運動機能障害の改善、神経細胞

死の減少等、脳障害保護効果が認められることを

明らかにした。

４. 研究（開発）成果

安定ニトロキシドラジカルの有用性を確認した。

4）遺伝子発現イメージング研究

１. 担当者

安西和紀、齋藤俊行、山内正剛

２. 目的

遺伝子療法の効果判定を目的とし、外来刺激に

より発現する遺伝子を組み込んだ細胞から発現す

る蛋白を可視化する技術を確立する。

３. 研究経過

外来刺激で発現がコントロールされるiNOSプロ

モーターとD2受容体遺伝子をつないだ発現ベクター

系を用いた細胞および個体レベルで遺伝子発現を

捉える試みを行ってきた。D2R遺伝子にiNOSプロ

モーターをつないだ発現ベクターと蛍光タンパク

質（EGFP）遺伝子とD2R遺伝子の両方にiNOSプロ

モーターを繋いだ発現ベクターを作成し、それぞ

れラットグリオーマ細胞株（C6）およびマクロ

ファージ細胞株（Raw264.7）にトランスフェクト

し、LPSおよびINF- に応答する細胞株をクローニ

ングした。

Raw264.7細胞株でiNOSプロモーターを介したEGFP

の発現を蛍光顕微鏡およびフローサイトメーター

で測定した結果、LPSおよびINF- 刺激後24時間で

蛍光強度が2-5倍増大した。一方、ラットへの移植

実験を考慮したC6グリオーマ細胞では、D2RのmRNA

発現をRT-PCRで、またタンパク質発現をウェスタ

ンブロッティングで調べたが、大きな発現亢進は

観察されなかった。従って昨年度までにテトラサ

イクリン依存性のD2R発現を見たようにこの組み込

み細胞株を個体へ移植してPETでiNOSプロモーター

を介したD2R発現を見ることは現時点では困難であ

ることがわかった。

４. 研究（開発）成果

ドキシサイクリンによって誘導されたD2受容体

のイメージングに成功した。
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概況

Forum for Nuclear Cooperation in Asia（FNCA）

日本政府が主導するアジア地域における原子力の平

和利用協力の枠組み) の下で、子宮頚癌と上咽頭癌

の治療成績を向上させ、これらの疾患に対するアジ

ア地域に適した標準的治療方法を確立することを目

的に、放射線治療および化学放射線療法に関する国

際的な多施設共同臨床試験を行った。本研究には中

国・インドネシア・日本・韓国・マレーシア・フィ

リピン・タイ・ベトナムの８か国の放射線治療施設

（計15施設）が参加した。

研究課題名

子宮頸がん放射線治療におけるアジア地域国際共

同臨床試行研究

１．研究担当者

辻井 博彦 重粒子医科学センター病院 正職員

加藤 真吾 重粒子医科学センター病院 正職員

大野 達也 重粒子医科学センター病院 正職員

佐藤 眞一郎 企画部 正職員

森田 新六 重粒子医科学センター病院客員研究員

中野 隆史 群馬大学医学部 共同利用研究員

２．目的

東～東南アジア地域において発生頻度が高い子宮

頚癌と上咽頭癌を対象に、放射線治療および化学放

射線療法に関する国際的な多施設共同臨床試験を行

い、その治療成績を評価して、これらの疾患に対す

るアジア地域に適した標準的治療方法を確立するこ

とを目的とした。

３．研究経過

１）アジア地域における子宮頸癌に対する放射線治

療方法の標準化を目的に、平成８-10年にFNCA参加

８か国において子宮頸癌（扁平上皮癌）IIIB期を

対象に「標準化プロトコール（Cervix-I）」を作成

し、臨床試験治療を行い、その効果と毒性を評価

した。臨床試験には上記の８か国の治療施設が参

加し、合計210症例が登録された。治療成績は平成

15年12月に解析され、全症例の５年全生存率53％、

Grade ３以上の遅発性有害反応の発生頻度８％と

良好な治療成績であった。

２）進行子宮頸癌の局所制御率の向上を目的に、Ⅱ

Ｂ-ⅢＢ期子宮頸癌に対する加速多分割照射法の

第Ⅱ相試験（Cervix-Ⅱ）を平成12-17年に施行し

た。本試験には121例が登録された。その結果、Ⅱ

ＢおよびⅢＢ期の症例の5年局所制御率はそれぞれ

92％、81％、５年全生存率はそれぞれ79％、66％

と良好な治療成績が得られた。また高度の遅発性

有害反応の発生頻度は４％と許容範囲内であった。

３）局所進行子宮頸癌の治療成績の更なる向上を目

ざして、標準的な放射線治療にシスプラチンによ

る化学療法を同時に併用する化学放射線治療の臨

床試験を平成14年に開始した。まず第Ⅰ相試験を

行い、シスプラチンの臨床投与量を毎週40mg/㎡、

５週間連続投与と決定した。第II相試験（Cervix-

Ⅲ）は平成16-17年に症例登録を行い、113例が登

録された。本治療の急性期の有害反応は許容範囲

内であった。治療成績と遅発性有害反応に関して

は、平成20年に１回目の評価の予定である。

４）局所進行上咽頭癌の治療成績の向上を目的に、

放射線治療にシスプラチンによる化学療法を同時

に併用し、さらに高度の頚部リンパ節転移例（N2-3）

に対してはシスプラチンと5-FUによる維持化学療

法（Adjuvant chemotherapy）を併用する化学放射

線治療の臨床試験を平成15-年に開始した。第I相

試験で抗癌剤の臨床投与量を決定した。平成17-18

年に第Ⅱ相試験（NPC-I、NPC-II）の症例登録を行

い、平成20年に治療成績の評価の予定である。

５）臨床試験において物理的なQA/QCを維持するた

め、医学物理士のグループは試験参加全施設を訪

問し、小線源治療の線量測定等の精度調査を行っ

た。本調査の結果、参加施設の小線源治療の精度

管理は良好であることがわかった。各国からの要

請を受けて平成18年からは外部照射のQA/QCを行う

予定である。

６）国際共同研究の一環として、平成14-17年に群馬

大学と放医研の共催でIAEA主催の小線源治療に関

するトレーニング・コースを開催した。このトレー

ニング・コースは、IAEAの原子力の平和利用に関

する技術協力活動の一環であり、アジア地域協力

プロジェクトの１施策である。トレーニング・コー

スの講義内容の一つに子宮頸癌に対する国際共同

研究の成果が取り入れられた。今後も本研究を継

続し、その成果をIAEA/RCAで報告して、アジア地

域の放射線治療技術の向上に役立てることが確認

された。

2.2.7 国際共同研究

子宮頸がん放射線治療におけるアジア地域国際共同臨床試行研究
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７）毎年開催されるFNCAのコーディネーター会合に

おいて、FNCA参加国間の役割分担に関する調整を

行った。また広報活動の一環として平成17年にFNCA

活動の紹介のためのシンポジウム「アジアの発展

と原子力」に参加し、放射線治療に関する講演を

行った。

以上第Ⅰ期、中期目標を十分に達成することが

出来た。

４．研究成果

１）臨床試験の結果は毎年開催されるFNCAワーク

ショップで報告した。臨床試験の成果は、参加施

設の放射線治療技術と治療成績の向上に役立った

と、FNCA参加各国の委員から評価された。この内

容は社団法人日本原子力産業会議（現：日本原子

力産業協会）が毎年発行する「近隣アジア諸国に

おける原子力安全調査事業報告書」に掲載された。

また子宮頸癌の放射線治療のガイドブック「Radi-

ation Therapy of Stage IIIB Cervical Cancer

for Asians」を出版し、アジア地域への放射線治

療の標準的治療法の普及に努めた。

２）子宮頸癌の放射線治療の基礎となった放医研の

子宮頸癌の長期治療成績について以下のように報

告した。

・Nakano T, Kato S, Ohno T, et al. Long-term re-

sults of high-dose rate intracavitary brachy-

therapy for squamous cell carcinoma of the

uterine cervix. Cancer 103: 92-101, 2005.

３）日本で行った子宮頸癌に対する化学放射線治療

の第I相試験の結果および治療効果の免疫組織化学

的検討を以下のように報告した。

・大野達也，加藤真吾，辻井博彦．局所進行子宮頸

癌に対するweeklyシスプラチン併用放射線治療の

第Ⅰ相試験．日本婦人科腫瘍会誌23: 564-571,

2005.

・Kurnia I, Ohno T, Kato S, Ezawa H, Noguchi J,

Tsujii H. Histopathological radiation effect

and MIB-1 expression in cervical cancer: Com-

parison of early response by radiotherapy

with or without cisplatin. Austral-Asian J

Cancer 4: 201-204, 2005.

４）臨床試験参加国の放射線治療の状況に関しては、

平成14年に日本で開催されたFNCAワークショップ

の公開講座で報告され、その内容は以下の如く発

表された。

・Susworo R, Supriana N, Ramli I. HDR intersti-

tial perineal implant for locally advanced or

recurrent uterine cervical cancer. Rad Med.

22: 2-5, 2004.

・Chansilpa Y, Petsuksiri J. Current status of

radiation therapy in Thailand. Rad Med. 22:

6-7, 2004.

・Calaguas MJC. Current status and country re-

port. Rad Med. 22: 8, 2004.

・Cao J, Zhou J, Zhou X, Luo J. Status of ra-

diotherapy in China. Rad Med. 22: 9-11, 2004.

・To AD, Bui D. Current status of radiotherapy

in Vietnam, 2002. Rad Med. 22: 12-16, 2004.

・Nakano T. Status of Japanese radiation onco-

logy. Rad Med. 22: 17-19, 2004.
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概況：原子力基盤技術クロスオーバー研究は5技術領

域（放射線生物影響分野、ビーム利用分野、原子力

用材料技術分野、ソフト系科学技術分野、計算科学

技術分野）にわたる分野における合計47の研究課題

を有する。国立試験研究機関、特殊法人等が連携・

協力した相乗効果で研究開発を効率的に推進し、開

発された研究成果を産業や社会を含めた他分野に波

及することを目的とした５ヵ年計画の研究制度であ

る。本研究は、生物影響分野の ｢放射線障害修復機

構の解析による生体機能解明研究｣（参加機関：理化

学研究所、原子力研究所、放射線医学総合研究所、

国立感染症研究所、国立医薬品食品衛生研究所）に

おいて実施したものである。

研究課題名：放射線損傷の認識と修復機構の解析と

ナノレベルでのビジュアル化システムの開発

１．研究担当者

早田勇、村上正弘、南久松真子、神田玲子、古川章、

湯川修身、根井充、中島徹夫、王冰、能勢正子*、大

山ハルミ*、稲葉浩子*、沼田幸子*、藤田和子*、臺野

和広**、（放射線障害研究G）、巽紘一、古野-福士育

子（放射線応答遺伝子発現NW解析研究G）、高萩真彦

（低線量生体影響プロジェクト）、山口寛、蔵野美恵

子***（宇宙プロジェクト）

（*客員協力研究員、**研究生、***非常勤職員）

２．目的

放射線突然変異の検出とその機構解明のためには、

放射線障害の認識とその回復機構に関する知見を得

る必要がある。本研究課題ではナノレベルでの放射

線損傷のビジュアル化技術の確立を軸として、放射

線障害の認識とその回復機構に関する多角的な研究

を実施した。以下ではトピックス的成果として低線

量放射線による放射線適応応答の分子機構に関して

報告する。

３．研究経過と成果

（亜）致死線量Ｘ線照射2週間前の 0.5Gy照射によ

り著明な救命効果が生じる。本研究はその機構解明

を目的とした。CV条件で飼育したC57BLマウスは6.5Gy

照射後30日までに全数死亡したが、その2週間前に

0.5Gy照射により約80％が救命された。しかし、末梢

血球数変化を調べた結果、6.5Gy照射後の白血球、血

小板および赤血球の数低下に程度と遅速の差がある

が、20日目に最低値となり、前照射マウスと対照マ

ウスで有意差がなかった。すなわち、図1A, 1Bに示

すように20日目までの0.5Gy前照射群の著しい救命効

果が末梢血球数の回復なしに生じること、したがっ

て、末梢血球数の低下が致死の主因でないことが明

らかになった。

なお、脾臓のマクロファージや顆粒球前駆細胞CFU-

GMは、両群共に照射後早期に激減したが、20日目に

は0.5Gy前照射群で著明な亢進が認められた。この造

血能変化と対応し、30日目には0.5Gy前照射群の血球

数の急速な回復が見られた。免疫賦活剤であり放射

線防護効果を持つOK432を、0.5Gy照射の前後数日間

に投与すると、時期により完全救命に近くまでの効

果の亢進から、効果抑制による完全致死が生じるこ

とを見出した。この結果は、0.5Gy照射による適応応

答が変動しやすい現象であることを示しており、OK

投与マウスを用いた機構の解析も進めた。さらに、

前照射による効果の機構解明のため、照射による免

疫能障害との関連をプラーク形成細胞（PFC）を測定

し解析したが、この免疫指標の変動と救命効果とは

相関が認められなかった。0.5Gy前照射およびその2

日前のOK432投与により救命されたマウスは、多様な

異常を示すが、長期生存率も高く、こうした長期影

響について解析を進めた。

図１Ａ 図１Ｂ

個体レベルでの放射線適応応答の機構解析をする

ため、その一つのアプローチとして、in uteroとin

vitroにおけるマウス発生過程での放射線適応応答機

構へのアポトーシスの関与および適応応答後の長期

影響の解析を行った。1）発生過程での放射線適応応

答現象におけるアポトーシス・p53遺伝子の役割：マ

ウス形態形成期における指の間の部位の生理的な細

胞死はp53非依存性であり、放射線感受性は極めて低

いが、指原基となる細胞は感受性が高く、放射線に

2.2.8 原子力基盤技術総合的研究

2.2.8.1 放射線損傷の認識と修復機構の解析とナノレベルでのビジュアル化システムの開発
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よりp53依存性のアポトーシスが誘発された。そこ

で、マウス形態形成期に低線量放射線で前照射して

おくと、高線量放射線により生ずるこの指原基細胞

の放射線誘発アポトーシスが著しく抑制され、生存

胎児に生ずる放射線誘発肢指奇形の重篤度が顕著に

軽減し、この放射線誘発アポトーシスの抑制の誘導

にp53が必須であること等を明らかにした。これらの

結果から発生過程においても低線量放射線誘発適応

応答が生ずることを初めて見いだした。2）p53・ア

ポトーシス抑制剤投与などによる前照射適応応答効

果の修飾・影響：発生過程で誘導された低線量前照

射による適応応答に関して、放射線誘発アポトーシ

ス関連遺伝子・タンパク質の関与・役割について解

析した。マウス形態形成期において低線量前照射を

行う前にp53とpan caspaseの阻害剤処理を行うと適

応応答誘導が生じなくなった。caspase3およびcas-

pase9の阻害剤はアポトーシスの発現を抑制するが、

適応応答誘導への影響はcaspase9阻害剤のみに見ら

れた。これらのことから、放射線適応応答機構への

アポトーシスの関与が明らかになった。3）低線量放

射線適応応答生残個体の長期解析：低線量前照射に

よる適応応答で出生したマウス新生仔の寿命、脳な

どの器官損傷の病理観察、発育延遅、行動異常等、

長期影響について終生観察を行った。適応応答で出

生した新生仔は非照射の対照群と比し、高率な死亡

と脳損傷や発育延遅や行動異常等障害など遅発影響

が認められ、寿命短縮の傾向も認められた。すなわ

ち、生存したマウスにとって必ずしも良い状况では

なかった。4）in vitroでの放射線適応応答における

bystander効果および役割：マウス胎児肢芽細胞の培

養系を樹立し、このin vitro培養系でin vivoと同じ

照射条件での適応応答誘導に成功した。低線量で照

射した細胞と未照射細胞との共同培養で、gap junction

を介して未照射細胞の放射線感受性が高くなるby-

stander効果の存在が認められた。5）適応応答の誘

導における低線量前照射の線量率効果：発生過程で

の低線量放射線適応応答誘導における低線量前照射

に線量率効果があることを明らかにした。すなわち、

高線量率と低線量率の二つの有効線量率のウィンド

ウが有ることが認められた（図２）。

図２.5Gy照射胎児マウスの生残率に対する放射線の

線量率効果
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概況：本研究は、放射性核種の内、特に環境（土壌

生態圏）中に放出されてから時間とともにその存在

形態が異なる核種を対象とし、これら核種の土壌中

での存在形態の変化を、室内実験等で追跡するとと

もに、植物への取り込みをモデル化することを目標

に、平成11年度から開始した。本研究は、原子力基

盤技術総合的研究の第３期研究であり、五つの参加

研究機関（原研、気象研、放医研、理研、環境研）

が相互に研究協力・共同研究（クロスオーバー研究）

を行いながら、それぞれの研究を推進した。

研究課題名：放射性核種の土壌生態圏における移行

及び動的解析モデルに関する研究

研究担当者：内田滋夫（廃棄物技術開発事業推進室）、

田上恵子（比較環境影響研究グループ）、石井伸昌、

中丸康夫（博士号取得若手研究員）、荻生延子（客員

技術員）

目的：環境中に放出された放射性核種の中・長期に

わたる挙動を解明し、土壌から農作物等への取り込

みをモデル化することを目的としている。

研究経過：本研究では、重要な放射性核種の内、特

に環境（土壌生態圏）中に放出されてから時間とと

もにその存在形態が異なる核種を対象とした。すな

わち、室内実験およびグローバルフォールアウトの

データ等の解析により、これら核種の土壌中での存

在形態の経時変化（エージング効果）のデータを蓄

積し、土壌から農作物等への取り込みのモデル化を

行った。開発したエージング効果を記述したモデル

により、事故後から中期における被曝線量のより精

確な予測およびその低減化が可能である。また、我

が国における環境移行パラメータの収集・整備も行っ

た。

研究成果：

存在形態経時変化（エージング効果）

Tc-99は、長半減期核種であり、土壌中での移動性

が高く植物への移行性も高いと言われているため、

核燃料サイクルの安全評価上、重要な核種である。

Tcは、環境中での化学形が環境条件により異なる

と言われているため、室内トレーサ実験により、Tc

の土壌中における存在形態の経時変化を調べた。酢

酸溶液（0.5 M）（比較的緩く土壌に収着している核

種の抽出用に用いられる）で抽出される核種の時間

変化を図-１に示す。Tcは、時間とともに抽出されに

くい形態に変化することが分かった。この変化は、

土壌特性ではなく水分状態により違いが見られた。

畑水分状態では、180日経過しても50～70％が抽出さ

れるのに対し、水田（湛水）状態では、抽出割合は

時間とともに減少し、50日では約20～30％となった。

すなわち、イオン交換画分等に存在していたTcが畑

水分状態では，緩やかに減少していくが，湛水状態

では急激に減少することを示している。これは，Tc

が酸化状態（畑水分状態）ではTcO4－で存在するが，

還元状態（湛水状態）では不溶性の化学形（TcO2や

TcS2等）で存在するためと考えられる。

このように、時間が経過するに従い、土壌中での

存在形態が変化する核種については、モデル化やパ

ラメータ設定に際し、その時間的変化を考慮する必

要がある。

図-1 酢酸溶液による土壌中のTc-99抽出割合の時間変化

TcおよびReの分析法開発と環境挙動解明

Tcのように、環境条件によりその存在形態が異な

る可能性がある核種は、グローバルフォールアウト

Tc-99の分析により環境中での挙動を解明することが

重要である。しかし、グローバルフォールアウト

Tc-99の濃度レベルは非常に低く，環境試料中のTc-99

の分析結果に関してはこれまでほとんど報告がない。

我々は、土壌などの環境試料からのTc分離-濃縮・分

析法（土壌を燃焼装置内で燃焼し，揮散したTcを回

収するという方法）を開発した。その分析法を用い

て日本の水田、畑土壌中のグローバルフォールアウ

トTc-99分析した結果，表層土壌に蓄積している［例

えば、水田土壌では、数 mBqから100 mBq/kg（乾燥

2.2.8.2 放射性核種の土壌生態圏における移行及び動的解析モデルに関する研究
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土壌）］ことが分かった。これは、Tcが土壌中を移動

しやすいと言われている結果とは相反するものである。

さらに、チェルノブイリ原子炉周辺の森林土壌お

よび植物試料中のTc-99分析を行い，実フィールドに

おけるTcの土壌から植物への移行係数を求めた。そ

の結果、フィールドにおけるTcの移行係数は、これ

までIAEAが報告している値よりも２桁ないし３桁低

いことが分かった（図-2）。

図-2 Tc-99の土壌から植物への移行係数（TF: [-]）

（IAEAの報告値とチェルノブイリ周辺でのフィール

ドデータとの比較）

この結果は、IAEAが報告している値は、主として

RI実験で得られた環境移行パラメータであり、実環

境中での挙動、すなわち、前述したエージング効果

を十分反映していないことを示唆している。今後、

フィールドにおけるデータ収集が重要となるが、グ

ローバルフォールアウトTc-99は非常に微量であり、

表層土壌中のTc-99を測定するためには、300-500g以

上の試料が必要となる。そこで、Tcと化学的挙動が

似ているRe（レニウム）をTcのアナログとして利用

することを提案した。しかし、Reも環境中の存在量

は極微量であるため、ICP-MSを用いた分析法の開発

を行った。開発した分析法により、日本の土壌、植

物、河川水、海水などのRe濃度の測定が可能となり、

Tcの環境挙動予測のデータを蓄積することが出来る

ようになった。これまで、海水や隕石に関しては幾

つか報告があるが、土壌や植物はほとんど分析され

ていない。我々が得たデータは、地球化学的にも重

要である。

移行パラメータについて

前述したように、環境中，特に地表における放射

性核種の挙動を精度良く予測するためには、その存

在形態を十分把握する必要がある。

本研究では、Tc-99は解析できるほどのデータが無

いため、多くの分析データが収集されているグロー

バルフォールアウトSr-90のデータを解析した。その

結果、水田土壌中のSr-90に関しては、土壌中での移

動性が早い成分と遅い成分の２つに分けた方が土壌

中での挙動を適切にシミュレーション出来ることが

分かった。土壌中での移動性が早い成分の環境半減

期は約２年、遅い成分のそれは約10年であった。ま

た、移動性が早い成分の割合は90%程度である。図-3

に計算例を示す。土壌表層に添加された放射性核種

は、土壌への吸着・脱離を繰り返しながら降水など

とともにより深部に移動してゆく。表層土壌中の濃

度減少は、この移動速度の違いを反映している。図-3

から、濃度減少は、最初の40年間は、２成分モデル

の方が大きいが、40年以降は、逆に１成分モデルの

方が減少しやすいことを示している。

この結果から分かるように、２成分モデルを用い

ることにより、土壌に添加されてから５年～10年の

中・長期におけるSr-90の挙動が詳細に予測でき、放

射線被曝低減化に役立つ。

図-3 表層土壌中のSr-90濃度の減衰（１成分モデル

と２成分モデルとの比較）

水田土壌－水稲系における放射性核種の動的解

析モデルの開発

水田生態系における放射性核種のエージング効果

を考慮した動的移行モデルを開発した。原子力施設

に起因する公衆の被ばく線量を合理的に評価するた

めには、日本人の主食であり、摂取量が多い白米の

摂取に起因する内部被ばく線量を評価する必要があ

る。そのためには、評価対象となる放射性核種の圃

場系における挙動について十分に把握する必要があ

る。本研究では、長半減期核種（I-129など）を対象

として、圃場系（大気-水田表水-水田土壌-水稲系）

の動的コンパートメントモデルを構築した。

本研究で開発したモデルは，我が国とほぼ同様の

環境である東南アジア諸国にも適用できると思われる。

（葉菜類）
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概況

理工学分野で用いるRIトレーサーは 原子炉によ

る核分裂片、中性子による放射化、 サイクロトロ

ンなどで得られる軽イオンの原子核反応を用いた放

射化により生成される。前者は中性子過剰の核種が

主として得られるのに対し、後者は陽子過剰核を生

成できる利点がある。多核種を同時にもちいると多

種類のトレーサー実験が一時に行なえる利点があり、

特に生物実験では同一条件下、同一個体で多種類の

実験が行なえる利点がある。従来は単品の核種を混

合してマルチトレーサー実験を行なっていた。高エ

ネルギー重粒子線を高原子番号の標的に当てると核

破砕反応により標的原子核より核子（中性子、陽子）

が剥ぎ取られて多様なRIを同時に生成でき、簡単な

化学操作により、所望の種類のマルチトレーサーの

カクテルが得られる。核破砕反応で生成される同位

元素は標的核より軽い同位元素に限られるので、標

的としてはなるべく原子番号の高い元素が望ましい。

標的元素の選択は照射後の化学処理が簡便で迅速に

行なえることが望ましい。

マルチトレーサーの利用面、とくに医学生物学で

はトレーサー分布を経時的に追うには非破壊的な外

部計測できる高速な複数核種同時イメージング装置

を必要とする。ガンマ線のイメージング装置である

ガンマ・カメラはガンマ線の入射方向を制限するの

にコリメーターを要するが、高エネルギーのガンマ

線に対しては性能が悪く利用できない。コリメーター

を要しないイメージングの方法としてコンプトン・

カメラがある。コンプトン・カメラではX線CTと類似

の画像再構成を要する。これらの目的を具現するた

め、つぎの研究を行なった。

高原子番号の金箔を多層に重ねた標的の開発、

水銀ターゲットの開発および核反応の反跳の利用

などの標的技術の高度化の研究、

迅速化学処理、汎用性、被爆低減を目指した連

続自動化学分離装置の開発、

解析的画像再構成法、コンプトン・カメラの概

念設計などイメージングの研究。

研究課題名

マルチトレーサーの製造技術の高度化と先端科学

技術への応用を目指した基礎研究

１．研究担当者

柴田貞夫（物故）、鈴木和年（分子イメージング）、

富谷武浩（サイエンスサービス）、平澤雅彦（未来工

学研）、篠原 厚（阪大院）、横山明彦（金沢大）

２．目的

マルチトレーサーの化学処理の迅速化と操作者の

被爆低減を目指した新たな標的の開発とその自動化

学分離装置の開発と、高速複数核種同時イメージン

グ法の研究

３．研究経過

標的技術の高度化：

標的技術の高度化の研究では生成放射性核種のグ

リッドからの分離が容易な標的物質を選ぶ必要があ

る。本研究では多層金薄膜標的（Au：原子番号79、

原子量196.96655）、水銀標的（Hg：原子番号80、原

子量 200.59）および核反応の反跳を利用した方法を

検討した。第１の金箔標的の場合は照射した金箔を

水銀に溶かして水銀アマルガムとし、希塩酸をまぜ

て撹拌すると貴金属であるAu、Hg以外の放射性核種

は希塩酸中に抽出できることを確認した。第２の水

銀標的の場合は照射した水銀を希塩酸で洗うことに

より抽出する方法を検討し、最適抽出条件の検討を

行なった。第３の方法は金箔およびチタン細線に液

体を循環させる標的装置を開発した。

自動化学分離：

マルチトレーサー製造には標的元素の分離が不可

欠であり、溶解、溶媒抽出、イオン交換、沈澱生成、

蒸留など基本化学操作をモジュール化しておき、目

的に応じて適宜組み合わせて所望の化学操作を具現

するシステム開発を目指した。化学処理は実験室で

用いられるバッチ処理と工業的に用いられる連続処

理とがあるが、本研究ではルーティン使用を目的と

するので、後者の方法を採用し、各種モジュールの

開発、可搬型自動制御装置とその制御ソフトを開発

した。自動制御装置は多種・多数の入出力接点を有

し、各モジュールを計算機により遠隔制御し、目的

にしたがいフレキシブルな制御ができる。システム

を自動化し、遠隔制御することにより被爆線量を大

幅に低減できた。

イメージング：

コンプトン・カメラはKlein-Nishinaのコンプトン

散乱公式に基づき複数の検出器を用い、第１の検出

器でコンプトン散乱されたガンマ線を第２の検出器

で同時計測することにより、散乱公式からガンマ線

の入射方向をコーン状の範囲に極限できる。CTと類

2.2.8.3 マルチトレーサーの製造技術の高度化と先端科学技術研究への応用をめざした基盤研究
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似の画像再構成法によりコリメーターを必要としな

いイメージングが可能になる。解析的な画像再構成

法が未知であったため、従来は逐次近似法を用いて

いたが計算時間が長く、実用には程遠かった。本研

究では信号対雑音比を最適にする解析的な画像再構

成法の導出の研究を行ない、さらに検出器の有限の

大きさによるコンプトン散乱角の不確定性、静止し

ていない電子によるコンプトン散乱公式からのずれ

などの散乱角不確定性を考慮した実用的な解析的画

像再構成法を開発した。

４．研究成果

標的技術の高度化：

反跳により液層に飛び出す放射性同位元素の収率

データを得た。第１、２の方法は収率の点ですぐれ

ているが、医学生物学利用に当たり水銀の毒性に対

する危惧があり、実用性に問題があるのに対し、第

３の方法は収率の点では前２者に劣るものの標的物

質そのものは化学処理をしないため再利用でき、ク

リーンな方法であり、もっとも実用性があると判断

し、反跳核生成物捕集装置の開発を行なった。図１

にNb標的に水―酢酸溶液で捕集した場合の各種同位

元素の収率のデータを示す。

自動化学分離：

計算機制御による連続自動化学分離装置のモジュー

ルとしては溶解／蒸発乾固モジュール、溶媒抽出モ

ジュール、イオン交換モジュールの開発を行ない、

それらの収率のデータを得た。装置の性能試験とし

て、溶解／蒸発乾固モジュールを用いた金箔の自動

的除去、イオン交換モジュールを用いた金標的から

の金の自動除去と希土類元素のマルチトレーサー溶

液の製造、イオン交換モジュールを用いたCo標的か

ら61Cuの自動分離精製、低酸素細胞描出用61CuATSMの

自動合成などに成功した。図２に溶解／蒸発乾固モ

ジュールと溶媒抽出モジュールを示す。

イメージング：

コンプトン・カメラの分野で、本研究により信号

対雑音比を最適にする解析的な画像再構成法を始め

て導出し、再構成画像の雑音解析が可能になったの

で、再構成画像の雑音のガンマ線エネルギー、画像

解像度、測定イベント数の３つのパラメータへの依

存性の解析を行ない、コンプトン・カメラ設計で重

要となる基準を導出した。図３に二次元のシミュレー

ションの結果を示す。３次元PETで用いられている

Fourier rebinning (FORE) 法と本方法を組み合わせ

て円環状の検出器配列を想定した場合の解析的な３

次元画像再構成のプログラム開発を行ない、シミュ

レーション研究を行なった。

図１．水―酢酸溶液を用いた反跳法でNb標的から生

成される各種同位元素の収率。

図２．溶解／蒸発乾固モジュールと溶媒抽出モジュー

ルの写真。

図３．解析的画像再構成法の二次元シミュレーショ

ン。a) 元画像、b) 雑音なしの場合の再構成画

像、c) イベント数105の場合の再構成画像、d)

イベント数106の場合の再構成画像。
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概況

天然の放射性核種であるラドン及びその壊変生成

物の吸入被ばくによる健康への影響を明らかにする

ため、培養細胞を用いた曝露実験を行った。小核形

成率を影響発現の指標とした場合、線量－効果関係

が認められた。小核形成率の上昇がそのまま肺がん

リスクの上昇に結びつくものではないが、生体が反

応していることは確かである。今後は、実環境での

疫学調査を進めるなど、最終的な影響発現とラドン

被ばく線量との関係を解明していく必要がある。

１. 研究担当者

山田裕司、米原英典、福津久美子、床次眞司、石

川徹夫、卓 維海、山内正剛、小泉 彰、下 道國

２. 目的

ラドンによる生体影響については、鉱山労働者の

ように長期間に渡って高濃度ラドンの曝露を受けた

人に対して肺がんを発現させることはよく知られて

いる。しかし、その被曝量はラドン濃度と曝露期間

の積で表現されることが多く、吸収線量を正確に評

価する難しさを抱えている。本研究では、生物反応

が評価し易い細胞レベルのラドン曝露実験を通して、

この吸収線量を高精度で算定評価し生物影響解明の

手掛かりを得ることを目的とする。

３. 研究経過

ラドンの被曝量はラドン濃度と曝露期間の積、古

くはWLM（Working Level Month）単位、今ではBq h

/ で表現されることが多く、必ずしも吸収線量では

なかった。これは被曝量を吸収線量で正確に評価す

ることが容易ではないことの証でもある。この問題

は他の放射線被曝と比較する際や線量－効果関係を

議論する上で大きな障害となっている。特にラドン

濃度があまり高くない線量域、つまり、環境ラドン

による公衆の健康影響を評価する際には問題である。

本研究では、従来の細胞レベルのラドン研究の問題

点として、線量問題を取り上げ、培養法と曝露実験

の根本から見直すこととした。ただし、曝露影響を

見る指標としては新たに検討するのではなく、既に

確立している生存率や小核形成率を中心に調べた。

具体的には、以下に示す3つのテーマについて実験研

究を進めた。

1）培養細胞実験系の構築

ラドン曝露の被曝対象となる呼吸気道の細胞は、

気道の内表面で吸入空気と直に接している。一方、

培養細胞は、通常、培養液に浸った状態で培養され

ている。Ｘ線や 線のように物質透過力が強い放射線

の場合はこの状態でも特に問題はない。しかし、ラ

ドンの 線のように物質透過力が弱い放射線では、培

養細胞は培養液に阻止されてエネルギーが変化した

線の照射を受けている可能性があるので、対策を講

じる必要がある。

線照射実験に適した培養実験系ということで、本

研究では、培養細胞表面が空気層に接することがで

きる気相－液相培養法ALI（Air Liquid Interface）

の確立を最初に試みた。高倍率デジタル顕微鏡によ

る形態学的観察では、気道上皮細胞の繊毛運動を映

像化してその活発な動きを確認した（図１参照）。他

方、通常培養下では、培養後数日で繊毛細胞は消失

した。ここでもALI培養法がin vivoに近い状態を再

現していることを確認できた。つぎに、放射線応答

を見るため、in vivoとin vitro（ALI培養）でＸ線

照射を行った。その結果、細胞生存率と小核形成に

おいて両者に有意な差は認められなかった。さらに、

Am-241の 線をex vivo（個体から気管を取り出し切

開した状態）とin vitro（ALI培養）に照射した実験

でも、両者に差は認められなかった（図２参照）。こ

れらの結果から、本研究で確立したALI培養法は、in

vivoの状態を再現していると判断した。

ラドンによる健康影響を見るためには最終的には

図１ ALI培養下で活発に動く気管上皮細胞

図２ コロニー形成による生存率曲線

2.2.8.4 ラドン健康影響研究
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ヒトで評価する必要があるが、これは容易ではない。

細胞レベルで影響を見ている本研究では、ヒトの細

胞を実験に供することが可能であり、ここでは正常

ヒト気管上皮細胞を入手して実験を行った。本来は

前述のALI培養下で実験をすべきであるが、ラット細

胞と異なりヒト細胞では増殖能力が非常に低いため、

ALI培養ではなく通常培養に戻して実験を行った。ヒ

ト細胞とラット細胞それぞれにＸ線照射を行い、コ

ロニー形成による生存率曲線と小核形成を観察した

ところ、ヒトの方が有意に高い感受性を示した。

Am-241の 線照射による実験でも、同様の結果が得

られた。従って、ラット細胞での実験結果から、ヒ

トでの影響を推測する際には注意が必要である。

2）ラドン曝露実験系の構築

ラドン実験施設・設備の整備において、細胞曝露

実験に適した小型ラドン線源の作製および曝露容器

を求めた。ここでは、発生濃度範囲の広さ、安全性、

再現性、取扱の容易さなどを考慮した結果、溶液状

のRa-226をセラミックス固体線源化することとした。

曝露チャンバは、曝露容器と細胞培養容器の機能と

の両立が不可欠で、さらに、効率よく曝露を進める

ための容器の小型化も図った。作製したラドン線源

は繊維状のポーラスなセラミックス固体線源で、ラ

ジウム溶液滴下量を調整することにより4桁の濃度範

囲を確保した。この結果、曝露可能な濃度範囲は数

100 Bq/ から最大で少なくとも100万Bq/ まで

達成した。ただし、この最大値は使用している濃度

モニタの測定上限に近いことによる実測上の制約で

あって、線源強度だけ考えればこの100倍近い高濃度

も可能である。ヒトが生活している屋内環境で高ラ

ドン濃度地域が数100 Bq/ から数万Bq/ の濃度

であることを考えると、線量率を考慮した曝露実験

を含めて対応可能と考えられる。

ラドン曝露で問題となる 線には、短期的には

Rn-222の5.5 Mevの 線、Po-218の6.0 Mevの 線、

Po-214の7.7 Mevの 線の３本である。1）で記した

ように 線は物質透過力が弱く、空気層でもそのエ

ネルギーは減弱する。吸収線量は単位重量当たりに

付与されるエネルギー量の総和で定義されることか

ら、曝露対象がどのようなエネルギーを持つ 線で

照射を受けているかの情報は非常に重要である。実

際の曝露場で、そのエネルギースペクトルを実測し

たところ、スペクトルはかなりブロードに変化して

いることが判明し、この減弱補正なしでは線量を過

大評価してしまうことが明らかとなった。この補正

は線量評価の精度向上に結びついた。

3）曝露実験および線量評価

ラドン曝露実験では、ラドン濃度を一定に保ちな

がら、曝露濃度と曝露時間の積を変動させた。この

時、曝露細胞が受ける線量は、ラドンとその壊変生

成物の両方からの複雑な照射形態となるので、曝露

場でのエネルギースペクトル実測に基づく付与エネ

ルギー評価から吸収線量を推定することとした。

ラットの気道上皮細胞に対して、曝露濃度が1.5 x

103 Bq/ から8.1 x 105 Bq/ の範囲で最大1

週間の連続曝露を行った。その結果、吸収線量が10

mGyを越える辺りから小核形成が増加する傾向が認め

られているが、その上昇力は強くない（図３参照）。

線量が最も高い実験時の 線照射密度は約0.01 #/s/

であり、対象細胞の大きさを10 m角と考えると曝

露期間中に0.5個の 線の照射を受けていることにな

るが、 線のエネルギーは一様ではないため、単純

に 線のヒット数で関連づけることは難しい。今後

は、さらに高い線量域でのデータの集積が必要と考

える。

図３ 小核形成率でみるラドン曝露影響

４. 研究（開発）成果

ALI培養法について、実際にin vivoの状態を再現

できたことは吸入被曝影響研究全般への波及が大き

い。ラドンおよびその壊変生成物から発生する 線

被曝に限定されず、プルトニウムやウランなどのア

ルファ放射体の吸入被曝影響研究に適用可能と考え

る。さらに、放射性物質以外の化学物質の曝露影響

研究にも適用可能であり、その応用範囲は広い。

ラドン被曝線量評価については、ラドンによる被

曝線量を吸収線量で精度高く評価できたことは、線

量－効果関係曲線に一般性を与え、低線量・低線量

率放射線被曝影響研究への貢献が期待できる。ラド

ン曝露の結果は、吸収線量が10 mGyを越える辺りか

ら小核形成が増加する傾向が認められた。ただし、

小核形成率の上昇という細胞レベルの結果が直ちに

肺がんリスクの上昇を意味するものではない。しか

し、生体が反応していることは確かであるため、今

後は、その反応の中身を遺伝子レベル、あるいは、

個体レベルで影響発現をさらに解明していく必要が

ある。
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毎年度理事長調整費執行方針に基づき、今後の放

医研の柱となるような事業を対象とする創成的研究、

将来大きく成長しうるシーズの創出を目的とした萌

芽的研究の所内公募を実施してきた。創成的研究に

ついては採択結果の重要性と配分額の大きさを鑑み、

所内研究者10名以上からなる創成的研究課題採択委

員会を組織し、応募全課題を書類審査及びヒアリン

グによる審査を行い、課題を選考した。萌芽的研究

課題については、中期計画との関連性、科学的・学

術的重要性、将来性や発展性等を観点から、１応募

課題につき３人の所内研究者に審査を依頼して課題

を選考した。今中期計画期間における年度別の採択

課題数の推移は下記の通りである。

2.3 創成的・萌芽的研究

毎年度成果報告会を開催し、研究成果を報告書として取りまとめた。

本研究助成によって得られた原著論文数は、平成17年度において、35報であった。

年度 創成的研究 萌芽的研究

13 8 41

14 0 28

15 0 22

16 3 14

17 5 28
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１．外部資金全般

文部科学省、経済産業省の政府機関、独立行政法

人日本学術振興会をはじめとした各種団体、また、

民間企業等から競争的資金、その他の外部資金の外

部資金の積極的導入を図る。最終的には、競争的資

金は、対前年度比５％増、外部資金としては、中期

計画期間中に、独法化以前に比べ、２５％増の外部

資金を獲得することを目標とした。

外部資金全体の獲得金額の推移

平成13年度は、小型加速器の要素技術の普及事業

を筆頭に。1186百万円からスタートし、第一期中期

計画の最終年度である平成17年度には、2574件と、

平成13年度比109％と大幅に伸びた。しかしながら、

競争的資金については、全ての年度において対前年

度５％増は達成できなかった。

２．競争的資金

（中期計画目標）

国の機関や各種団体から積極的に導入を図り、対

前年度比５％増を目標とした。

科学研究費補助金

科学研究費補助金は、各々の額は小さいながら、

応募件数、採択数共に多く、競争的資金の約２割（平

成17年度）をしめている。

件数は、毎年前年度を上回っている。また、金額

については、平成14年度が対前年度減となっている

ものの、平成15年度以降は、大幅な伸びとなっている。

主な国からの委託（平成17年度）

●平成１７年度科研費内訳

（学 振）基盤研究（Ａ） ３件 ３６百万円

（ 〃 ）基盤研究（Ｂ） ５件 ２２百万円

（ 〃 ）基盤研究（Ｃ） １７件 ２４百万円

（文科省）特定領域研究 ２件 １２百万円

（ 〃 ）萌芽研究 １件 １百万円

（ 〃 ）若手研究（Ｂ） １１件 ２２百万円

（ 〃 ）特別研究員奨励費 ２件 ２百万円

（厚労省）医療技術評価総合研究事業

１件 ６百万円

その他の競争的資金

科学研究費補助金を除く競争的資金は、平成14年

度に大きく増加した後、平成16年度まで減少したが、

平成17年度に大きく増えている。

競争的資金全般で見ると中期計画目標はほぼ達成

したが、科学研究費補助金を除く競争的資金のみで

見ると増減が激しい。

2.4 外部資金研究等

その他の
外部資金

競争的資
金

厚労省
分担

厚労省
新規

文科省
学振分担

文科省
学振継続

文科省
学振新規

厚労省
科研費

学振
科研費

文科省
科研費
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また、１件の金額が大きいものが多いのも特徴で、

課題が終了すると金額が大きく下がるのも特徴である。

競争的資金に積極的に応募し、獲得していく必要

がある。

競争的資金の推移

主な競争的資金（平成１７年度）

●科学技術振興調整費

悪性中皮種の早期診断のための臨床データの収

集・高度化 他１件 ２３百万円

●分子イメージング研究プログラム

１件 ４９０百万円

●ＲＲ２００２ ３件 ５７百万円

●地球環境保全等試験研究費 ２件 ５５百万円

３．受託研究

国からの受託事業

国からの受託事業は、文部科学省をはじめとした

１府２省庁から委託を受けている。特に電源開発促

進対策特別会計の事業の比率が大きい。

放射能調査研究費は、事業開始当初は大きな比率

を占めていたが、予算の減少により大きく減少した。

国からの委託事業の推移

主な国からの委託（平成17年度）

●放射能調査研究費 ４４百万円

●先進小型加速器の要素技術の普及事業

６４８百万円

●緊急被ばく医療に関する実証及び成果提供等

４４７百万円

●放射性核種生物圏パラメータ調査

１５６百万円

国以外の期間からの受託事業

国以外の委託事業は、最近急激に増えてきた。

これは、受託元が国から独立行政法人に移管され

ていることと、小額ながら、民間会社等からの委託

研究事業が増えているためである。

国以外の委託費の推移

主なもの（平成17年度）

●組織標的化ペプチドを用いた新規脳PET

リガンドの開発と実用化の研究

ティッシュターゲティングジャパン ９百万円

その他

環境省

ＲＲ２
００２

一般会
計

電源特
会

環境省
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概況

昭和29 (1954) 年、外部及び内部被ばくしたビキ

ニ被災者を長期に健康診断を行うとともに、放射線

の人体影響を調査するものである。50年近くに及ぶ

被ばく例の調査追跡は世界でも稀であり貴重なデー

タである。被災者は23名 (当時18～39歳) で被ばく

様式は混合被ばくであり、推定線量は1.7～6.0 Gyで

あった。当所では昭和39年より健康診断を始め、検

査項目は一般臨床検査の他に染色体検査を行ってきた。

１. 研究担当者

明石真言、中山文明、富永隆子、田村泰治、蜂谷み

さを、吉田光明、平間敏靖、安斎尚之、近藤久禎、

河村砂織、竹内康浩、山本哲生、高井大策、南久松

真子

２. 目的

昭和29年３月１日ビキニ環礁で行われた核実験で

放射性降下物により静岡県焼津市の第五福竜丸の乗

務員23名が被ばくした。この実態調査はこれら被ば

く者の健康状態を長期的に観察し、晩発性放射線障

害を調査・研究するものである。

３. 研究経過

焼津市立総合病院の協力の下健康診断を行った平

成13年から17年の入院者を表１に示す。

【表１ 健康診断受診者数】

上部消化管造影検査にて１名、胃に異常影を認め、

内視鏡検査を行ったが悪性所見は認めなかった。ま

た、上部消化管内視鏡検査にて１名に逆流性食道炎、

胃潰瘍瘢痕を認め、焼津市立総合病院で加療継続中

である。眼科検査にて、白内障術後の後発白内障が

1名、高血圧性変化を１名に認め、眼科にて加療中で

ある。その他年齢相当の水晶体混濁を数名認めた。

皮膚障害については１名に上肢に基底細胞上皮腫を

疑う所見を認め、焼津市立総合病院皮膚科にて加療

継続となっている。甲状腺腫、甲状腺機能の異常は

認めなかった。肝機能については地域の病院で診療

を継続している。さらに、１名にCEAの上昇があり、

直腸癌の再発の可能性があったため、焼津市立総合

病院外科にて経過観察の継続をしている。

４. 研究成果

平成15年５月に１名が肝癌により死亡し、これま

での死亡者が12名となった（内訳は肝癌６名、肝硬

変２名、肝線維症１名、大腸癌１名、心不全１名、

交通事故１名）。

肝機能異常が多くの例に認められ、肝炎ウィルス

の検査では陽性者が非常に多い。被ばく当時、全員

が骨髄抑制や凝固異常に対して全血もしくは血漿の

輸血を受けており、このことが一因となった可能性

がある。

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。

2.5. 実態調査

2.5.1 ビキニ被災者実態調査

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17

放射線医学総合研究所 0 2 1 1 3

焼津市 立総合 病院 7 7 6 6 5

計 7 9 7 7 8
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概況

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。二酸化トリウムは主

に肝臓、脾臓や骨髄等に沈着し、周りの細胞へ 線

を浴びせ続ける。 線による長期内部被ばくの人体

に与える影響を健康診断を行い解明しようとするも

のである。

１. 研究担当者

明石真言、中山文明、富永隆子、田村泰治、蜂谷み

さを、吉田光明、平間敏靖、河村砂織、山本哲生、

安斎尚之、近藤久禎、竹内康浩、南久松真子

２. 目的

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。

３. 研究経過

平成13年－17年度に各１名が入院し検診を受けた。

平成12年度まで受診していた１名は胆道系の悪性腫

瘍を発症し平成13年7月死亡の報告を受けた。受診者

１名は貧血があるが、症状の進行なく経過観察して

いる。

４. 研究成果

患者の高齢化等により現在では極めて限られた患

者の調査となり、この種の調査・研究の限界が考慮

される。一方、平成17年度は、他院でフォロー中の

トロトラスト沈着患者が別の医療機関で沈着部の摘

出手術をうけたため、その後の安全管理について一

件相談を受けた。放射線安全課の協力のもと、現地

に赴き指導した。現在の医療現場でトロトラストに

対する知識は風化してきているが、患者が存在する

以上、その取り扱いに窮する場合があることを強く

認識させられた。

2.5.2 トロトラスト沈着症例に関する実態調査
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１．概 要

独立行政法人化された放射線医学総合研究所の研

究開発事業について、一般市民における認知度を高

め「開かれた研究所」を指向するため活発な広報活

動を実施した。このため、第１期中期計画下では、

担当部門である広報室を理事会直轄の組織とし、以

下の具体的な中期計画を定め、業務を推進した。

２．第１期中期計画

広報活動と研究成果の普及・活用の促進

１）研究成果の和文・英文による報告書（年４

回以上）、ニュース（毎月）、雑誌（毎月）パ

ンフレット等を作成し、広く配布する。

２）一般向け図書の執筆、刊行を奨励する。研

究成果に関するシンポジウム・セミナーをそ

れぞれ毎年開催する。

３）科学技術、原子力･放射線、医療、生命倫理

等に関する講演会、公開講座を定期的に開催

（３回／年）する。

４）研究成果の積極的な広報による普及に努め

ることとし､注目すべき成果については積極的

にプレス発表等を行う。また､ホームページの

内容充実を図る。

５）研究成果は、データベース化を進めるとと

もに知的所有権に配慮しつつ､ホームページ等

により公開する。また、研究成果を基に、一

般向けの放射線に関する解説等を､ホームペー

ジ等に載せる。

６）広報・情報発信機能の強化拡充を図る。

７）各研究部門の内容について、分かりやすく

説明したホームページを整備するとともに、

定期的なアンケートや､モニター調査等により

研究所公開を充実させる。

８）研究所公開や講演会等の充実に努め、訪問

者人数を17年度までに倍増させる｡（平成11年

度実績約1500人）

９）外部有識者、地元住民、報道関係者等を集

めた懇談会を毎年開催する。

３．成果

ホームページの拡充

１）外部向けホームページの運営を、第１期中

期計画下における放射線医学総合研究所の市

民に向けた情報発信ツールの核として位置づ

け、拡充を図った。

２）重粒子医科学センター、放射線安全研究セ

ンター、緊急被ばく医療研究センター､フロン

ティア研究センター、及び運営部門のホーム

ページを構築し情報量の拡大に努めた｡

３）各研究センターの申請に基づき、常時更新

作業を実施した。

４）隔月アクセス状況の解析を実施し、所内向

け情報として報告した。

５）期中、英文ホームページを立ち上げ、国際

室の協力のもとに海外に向けた情報発信に注

力した。

第１中期計画期間中のアクセス数推移（訪問者数、

ページ数）は、次の通りである。

定期刊行物の発行

１）第１中期計画期間中、研究所のトピックス

を所内外に紹介する｢放医研ニュース｣を2006

年３月号（No. 120）まで発行した。

2,600部／月発行

２）第１中期計画期間中、放射線科学に関する

情報誌 ｢放射線科学｣ を2006年3月号（第49巻

第３号）まで刊行した。2,000部／月発行

＊両誌については、所内外の要望に応じて随時メー

リングリストの更新作業を実施した。

３．運営業務

3.1 広報業務
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一般市民向け講演会、公開講座の開催

専門家に向けた情報発信の場である学会や、

シンポジウムの開催とは別に、一般市民に向け

て、研究所の研究開発業務を紹介する一般講演

会や公開市民講座を、第１中期計画期間中、26

回開催｡ 参加者数は､延べ6,086名に達した。

１）平成13年９月26日

第１回公開市民講座

テーマ ｢病院情報システムの医療への貢献｣

(参加者10名)

２）平成14年１月21日

第２回公開市民講座

テーマ｢科学史からみた21世紀の科学技術｣

(参加者170名)

３）平成14年２月27日

第１回一般講演会

経団連ホール (東京)

テーマ ｢科学と技術のかかわり｣

―日本の科学技術の実力―

(参加者230名)

４）平成14年４月11日

一般公開併設市民公開講座

(参加者延べ280名)

５）平成14年７月26日

第２回一般講演会

大阪科学技術センター大ホール (大阪)

テーマ ｢これからのがん治療｣

(参加者230名)

６）平成14年８月１日

第３回公開市民講座

テーマ ｢心と体の病気をとらえる｣

(参加者155名)

７）平成14年12月12日

第４回公開市民講座

テーマ ｢遺伝子と重粒子線がん治療｣

(参加者141名)

８）平成15年２月28日

第３回一般講演会

赤坂草月ホール（東京）

テーマ「脳科学の未来」 (参加者425名)

９）平成15年４月22日

一般公開併設公開市民講座

(参加者延べ300名)

10）平成15年６月15日

保健物理学会共催一般講演会

幕張メッセ国際会議場（千葉）

テーマ ｢放射線で探る地球と宇宙の謎｣

(参加者300名)

11) 平成15年７月25日

第４回一般講演会

大阪科学技術センター大ホール (大阪)

テーマ「知の起源と重粒子線がん治療」

(参加者137名)

12) 平成15年８月22日

第５回公開市民講座

テーマ ｢環境と重粒子線がん治療｣

(参加者129名)

13) 平成15年11月28日

第６回公開市民講座

テーマ ｢先進画像診断と放射線がん治療｣

(参加者136名)

14) 平成16年３月５日

第５回一般講演会

名古屋国際センターホール

テーマ「がん疫学と重粒子線がん治療」

(参加者171名)

15) 平成16年４月22日

一般公開併設公開市民講座

(参加者延べ300名)

16) 平成16年７月２日

HIMAC10周年記念一般講演会

大手町経団連ホール

テーマ ｢がん治療の新しい展開

HIMAC10周年を記念して｣

(参加者565名)

17）平成16年８月20日

第７回公開市民講座

テーマ ｢目で確かめる放射線と医学｣

(参加者140名)

18) 平成16年11月20日

日本放射線学会共催一般講演会

幕張プリンスホテルプリンスホール(千葉)

テーマ「切らずに治す放射線療法」

(参加者355名)

19) 平成17年１月22日

第６回一般講演会

日本科学未来館みらいCANホール

テーマ「宇宙と放射線医療」

(参加者167名)

20) 平成17年３月４日

第８回公開市民講座

テーマ｢画像医学の進展と放射線がん治療｣

(参加者84名)

21) 平成17年４月22日

一般公開併設公開市民講座

(参加者延べ300名)
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22) 平成17年６月25日

第７回一般講演会

西日本総合展示場 (北九州市) 大展示場

テーマ ｢がんの予防と重粒子線がん治療｣

(参加者1,150名)

23) 平成17年８月20日

第９回公開市民講座

テーマ｢放射線の安全管理と重粒子線治療｣

（参加者114名）

24) 平成17年12月21日

第10回公開市民講座

テーマ ｢放医研の国際活動と重粒子線治療

(参加者84名)

25) 平成18年３月17日

第１期中期計画成果発表･一般講演会

東京国際フォーラム (東京)

テーマ「放射線利用の未来と安全」

(参加者380名)

一般公開、見学対応の拡充

科学技術週間放医研一般公開、公開市民講座

（所内開催）、見学対応といった機会を通して一

般市民の来訪を促し、開かれた研究所を指向した。

１）平成13年４月22日

放医研一般公開 （参加者556名）

２）平成13年４月29日

那珂湊支所一般公開 （参加者60名)

３）平成14年４月21日

放医研一般公開 （参加者2,185名）

４）平成13年４月28日

那珂湊支所一般公開 （参加者64名)

５）平成15年４月22日

放医研一般公開 （参加者2,218名）

６）平成15年７月21日

那珂湊支所一般公開 （参加者54名）

７）平成16年４月22日

放医研一般公開 （参加者2,552名）

８）平成16年７月21日

那珂湊支所一般公開 （参加者236名）

９）平成17年４月22日

放医研一般公開 （参加者2,527名）

10) 平成17年７月21日

那珂湊支所一般公開 （参加者210名）

平成11年度の一般来所者数（1,500名）をもとに策

定された平成17年度到達目標：一般来所者数3,000名

は、最終年度である平成17年度に、計画目標の2.3倍

(6,900名) に到達した。

一般公開・公開市民講座・一般見学を合算した一般

市民の延べ来所者数の推移は以下の通り｡

プレス発表と取材対応

研究所によるプレス発表とマスコミ取材対応

を、透明性の高い研究所を指向する広報業務の

主軸と位置づけ、積極的に注力した。独立行政

法人化された研究所として、一般市民に広範に

研究成果を伝達するプレス発表やマスコミ対応

が重要であるという認識が次第に浸透し、平成

15年度以降、プレス発表件数が飛躍的に伸張し

た。また、これに関連して、マスコミによる取

材申込件数も年々増加した。特に、重粒子線が

ん治療の新聞等マスコミに登場する頻度は、き

わめて高い。所内の研究者関連のプレス発表は、

文部科学記者会（文部省内）と千葉県政クラブ

（千葉県庁内）の2箇所で実施した。

１）第１中期計画期間内の研究成果関連プレス

発表は、総数51件。

２）第１中期計画期間内のマスコミによる取材

への対応は、総数178件に上った。

研究成果関連プレス発表の年度別推移、及

び取材対応件数の年度別推移は、以下の通り

である｡
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広報関連制作物の拡充

第１中期計画期間中、広報活動を効果的に実

施するための印刷物やビデオなどの映像制作物

を作成した。

期間中に制作されたパンフレットは以下の通り。

１）第１期中期計画版

放射線医学総合研究所リーフレット

２）ラドン研究グループパンフレット

３）第１期中期計画版

放射線医学総合研究所要覧

４）第１期中期計画版

放射線医学総合研究所要覧・英文版

５）放射線医学総合研究所概要

６）がん治療の期待を担って：HIMAC

７）新しいがん治療の到来を告げる重粒子加速器

８）人に優しい重粒子線がん治療Q＆A

９）重粒子線治療について知りたい方のために

10) 重粒子医科学センター病院パンフレット

11) 重イオン線治療プロトコールにおける適応

疾患について

12) 那珂湊支所パンフレット

13) 放医研の緊急被ばく医療

期間中に出版された一般向け図書は以下の

通り

１）丸善出版刊「知っていますか？放射線の利

用」

２）コモンズ刊

「がん重粒子線治療がよくわかる本」

３）丸善出版刊「身近な放射線の知識」

期間中に作成されたビデオ等の映像制作物

は以下の通り。

１）放射線の未来向けて

―放射線医学総合研究所―

２）皆さんの疑問にお答えします

―重粒子線がん治療Q&A―

広報関連催事への参画

１）放医研サイエンスキャンプに例年参画した。

２）産学官技術交流フェア<東京ビックサイト>

に例年参画した。

３）北陸技術交流テクノフェア<福井>に例年参

画した。

４）大阪サイエンスサテライトにおける放医研

特別展に例年出展した。

５）新宿未来科学技術間における放医研特別展

に例年出展した。

地元住民他との交流

１）住民との交流を目的として稲毛区民祭に例

年参画した。

２）マスコミとの交流を目的とした記者懇談会

を例年開催した。
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第１期中期目標は、「研究スペースの有効利用の観

点から、必要に応じて施設・設備の更新・整備を実

施し、研究効率を上げるとともに、十分な研究スペー

スを確保する」であった。

具体的な施設・設備の整備計画と実施状況は、次

表に掲げるとおりであり、中期計画第１期における

計画は全て実施済みとなっている。

※１ 生物実験棟は、低線量影響実験棟に名称変更

※２ 晩発障害実験棟は、実験動物研究棟に名称変更

低線量影響実験棟

平成15年12月 竣工

鉄筋コンクリート５階建て

建築面積約８百㎡、延床面積約４千㎡

探索研究棟

平成16年２月 竣工

鉄筋コンクリート５階建て

建築面積約５百㎡、延床面積約２千㎡

3.2 施設及び設備運営業務

計 画 名

生物実験棟（設計）※１

第３研究棟非常電源設備等

那珂湊支所海水廃液処理装置の設置

静電加速器施設マイクロビーム細胞照射装置設置

生物実験棟（新築工事）※１

内部被ばく実験棟老朽化対策

晩発障害実験棟老朽化対策 ※２

サイクロトロン棟排気貯留タンク更新

探索研究棟新築工事

廃棄施設の更新工事（第１期）

静電加速器棟改修工事

第１研究棟空調設備改修工事

廃棄施設の更新工事（第２期）

大型サイクロトロンの高度化

実施年度

平成13年度

平成13年度

平成14年度

平成14年度

平成15年度

平成15年度

平成15年度

平成15年度

平成15年度

平成15年度

平成15年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度
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・ 国内外の各種制度を活用し、目標の年間200人を

常に上回る外国人研究者等を受け入れ、第１期中

期計画５年間の総数は1203名に達した（図Ａ参照）。

・ 研究者等を、国外研究機関・国外研究集会等へ第

１期中期計画の５年間に1554名を派遣した。その

約半数は外部資金の援助によるものであった（図

Ｂ参照）。

・ 専門家を対象としたシンポジウム、セミナー及び

専門分野別の各種国際ワークショップ等は年３回

開催の目標を超え年々増加する傾向にあった。第

１期中期計画５年間の開催数は31回であった。

・ 外国との共同研究を積極的に推進するとともに、

国際研究協力協定等の締結を推進した。機関間協

定・覚書は当該期間中に延べ22件であり、平成18

年３月時点での協定・覚書の締結は15件であった。

・ 国連科学委員会 (UNSCEAR) に対しては、国内取

りまとめ機関として協力した。また、UNSCEAR,

IAEA, WHO, REMPAN, ICRP, ICRU, OECD/NEA

などの国際機関専門家会議等に多くの役職員 (延

べ人数120名) を派遣し、国際的な放射線防護基準

の策定などに関与するなど、それらの機関の活動

等を積極的に支援した。

・ 国際原子力機関 (IAEA) 関連では、RCAプロジェ

クト及びリードカントリー機能を支援・協力して

きた。その結果として、平成18年１月23日にはIAEA

協力センターに認定された。

・アジア原子力協力フォーラム (FNCA) においては、

アジア諸国の人材養成を推進させ、原子力開発利

用のための基盤整備を支援し、特に医学利用事業

の臨床試験などに協力した。

・ 国際原子力機関 (IAEA) の核医学課へ職員として

医師１名を派遣している。平成14年８月31日から

平成15年３月30日まで、ヒューマン・フロンティ

ア・サイエンス・プログラム組織 (HFSP；フラン

ス)に研究グラント部長として職員１名を派遣した。

3.3 国際・研究交流・研修業務

3.3.1 国際協力業務
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１．研究成果の普及・活用の促進

研究成果の発信と普及状況

１）業務実績登録システムの開発運用

原著論文や口頭発表などの職員の研究成果の

実績等を把握するため、「業務実績登録システ

ム」を開発し運用した。

２) 実績情報の公開

業務実績登録システムでデータベース化した

原著論文など職員の研究成果の実績情報の一部

について、平成16年度より「発表論文等データ

ベース」としてホームページ上に継続公開して

いる。

平成13年度から17年度迄の原著論文発表数は以下

のとおり。

※研究職数（技術職、任期付き及び医療職(一)を含む）

３）業務実績登録システム運用方針

原著論文、口頭発表など、職員の研究成果の

実績等を把握する「業務実績登録システム」に

ついて、役割分担、登録・利用の概要等を示し

た運用方針を定め、運用の効率化に努めた。

４）刊行物の刊行

和文年報、英文年報など研究成果に係わる刊

行物を刊行した。

各年度における刊行物の出版数は以下のとおり。

５) シンポジウムの開催

放射線安全研究センター及び重粒子医科学セ

ンターの研究成果に関するシンポジウムについ

て、各年度に各々１件ずつ、本中期目標期間中、

合計10件開催した。

詳細は以下のとおり。

【平成13年度】

「放射線安全研究の将来を考える」

(放安ｾﾝﾀｰ 11/29,30)

「粒子線治療の基盤展開」－その普及化に向けて－

(重粒子ｾﾝﾀｰ : 12/13,14)

【平成14年度】

「地球環境と放射線：生態系への影響を考える」

(放安ｾﾝﾀｰ : 12/2,3)

「オーダーメード放射線治療－その臨床応用に向け

て」 (重粒子ｾﾝﾀｰ/ﾌﾛﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ : 11/28,29日)

【平成15年度】

「宇宙からヒトを眺めて」 (放安ｾﾝﾀｰ : 12/4,5)

「再生医療と分子イメージング」

(重粒子ｾﾝﾀｰ : 12/11,12)

【平成16年度】

「放射線の個体影響－機構研究からのアプローチ－」

(放安ｾﾝﾀｰ : 12/2,3)

「重粒子線治療の普及に向けて」

(重粒子ｾﾝﾀｰ : 12/16,17)

【平成17年度】

「幹細胞－放射線影響研究への展開の可能性を模索す

る－」 (放安ｾﾝﾀｰ12/1,2)

「ここまで来た重粒子線治療－その実力と可能性」

(重粒子ｾﾝﾀｰ : 12/17)

研究成果の活用促進

１）共同研究開発

研究成果の実用化を促進するため、民間企業

等関連研究機関との共同研究開発等を実施した。

また、手続きに関する情報についてホームペー

ジに掲載し内容を充実させた。

各年度の共同研究開発等契約締結件数は以下

のとおり。

3.3.2 研究交流業務
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２）知的所有権の獲得・管理

平成13年度から、外部向けホームページに研

究所の登録特許及び出願公開特許等を掲載し、

逐次その充実を図ると共に、技術移転、特許出

願等の充実に努めている。

i）産学官連携に係わる会議、展示会への参加

技術移転等を促進するため、産学官連携に係

わる会議、展示会に積極的に参加し、研究開発

状況やその技術、特許情報などについて、パン

フレットや展示物により紹介した。

参加会議等は以下のとおり。

・産学官連携推進会議（京都市）

・イノベーション・ジャパン（東京都）

・北陸技術交流テクノフェア（福井市）

ⅱ) 特許出願件数

期間中の特許出願件数は、次のとおりである。

各年度とも平成８～12年度までの平均（6.8

件/年）を大幅に更新した。

ⅲ) 知的財産権等の実施契約

平成17年度末における実績は、特許12件、ノ

ウハウ３件で計15件であった。

ⅳ) 受託試験契約

放射薬剤の品質管理分析業務等、民間企業か

ら委託された契約件数について、平成17年度末

における実績は4件であった。

ⅴ) ベンチャー企業

HiCEP技術の実用化を進める放医研ベンチャー

（メッセンジャースケープ社）は順次業務の拡大

を図っている。

ⅵ）遺伝子特許獲得体制の整備

遺伝子特許出願を促進するため、独法成果活

用事業「遺伝子特許獲得体制の整備」（遺伝子特

許獲得予算に関する申請の受諾、採択、配算）

を行った。

ⅶ) 著作物

プログラム４件（平成13年度２件、15年度１

件、17年度１件）について、著作権法により文

化庁指定登録機関へ登録した。

ⅷ) 科学技術振興機構（JST）の制度の活用

JSTの研究成果展開総合データベース「J-STORE」

へ未公開特許と公開特許の情報を掲載するため、

平成16年度にJSTと確認書を締結、「J-STORE」へ

の掲載を継続実施し、特許情報のより一層の公

開に努めた。

３）研究成果物の取扱い

「研究成果物取扱規程（平成14年５月13日）」

を策定し、研究試料、データ等の研究成果物の

取扱い、外部への提供など必要な事項について

定めた。

本規程制定後の研究成果物の提供許可物の累

計は、108件となった。

ⅰ) 知的基盤の整備

データベース及び管理職員の退職等により試

料の散逸が考えられる緊急性のあるものについ

て優先的にその充実に努めた。

ⅱ) 発表論文等データベースの構築

業務実績登録システムのうち、原著論文、プ

ロシーディング、口頭発表等について、検索等

が可能な「発表論文等データベース」を構築し、

外部向けホームページに公開した。

ⅲ) データベース等の公開

外部向けホームページに以下のデータベース

等を公開した。

・放射線安全研究成果データベース

・蛋白質の多型データベース

・内部被ばく線量算定支援グラフデータベース

（体内残留率・排泄率のモデル予測値）

・公開DNAデータ

・発表論文等データベース

・航路線量計算システム（JISCARD）

・プルトニウム内部被曝に関する動物実験病

理データベース

・放射線誘発骨髄性白血病発症の修飾因子に

関する動物実験データベース
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４）若手研究者の登用

若手研究者に研究の現場を提供するとともに

放医研の研究課題を効率的に推進するため、各

種プロジェクト研究等に外部若手研究者及びポ

スドク等を積極的に参加させた。

若手研究者数は以下のとおり。

各年度とも目標人数（35人/年以上）を上

回った。

５）連携大学院制度

連携大学院等の強化、拡大により放射線医学

等に関連した研究者の育成を図った。

連携大学院生の受入者数の推移は次のとおり

である。

６）研究生、実習生等の受入

放射線医学等に関連した研究者・技術者の育

成を図るため、研究生及び実習生を受入れた。

研究生、実習生等の受入者数の推移は以下の

とおりである。

７）重粒子線がん治療の確立・普及に必要な人材

の育成

重粒子線がん治療の確立・普及に必要な人材

（医学物理士等）を育成するため、国公立がんセ

ンターや千葉県保健部等から人材を受け入れた。

受入者数の推移は以下のとおりである。

年
度

院
生
数

[

人］

協 定 締 結
大 学 院

研
究
科
数

客
員
教
官
数[

人]

12 千葉大学大学院自然科学研究科 1

13 8

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、東京工業大学大学院総合理工学
研究科

4 12

14 12

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、東京工業大学大学院総合理工学
研究科、東邦大学大学院理学研究科

5 20

15 20

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、東京工業大学大学院総合理工学
研究科、東邦大学大学院理学研究科、
東京理科大学大学院理工学研究科及
び基礎工学研究科

7 21

16 20

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、東京工業大学大学院総合理工学
研究科、東邦大学大学院理学研究科、
東京理科大学大学院理工学研究科及
び基礎工学研究科、群馬大学大学院
医学系研究科

8 25

17 15

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、東京工業大学大学院総合理工学
研究科、東邦大学大学院理学研究科、
東京理科大学大学院理工学研究科及
び基礎工学研究科、群馬大学大学院
医学系研究科、横浜市立大学大学院
医学研究科

9 30
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１．中期計画

１）放射線による人体への影響，人体の障害の予防，

診断および治療ならびに放射線の医学利用等に携

わる研究者および技術者等の養成およびその資質

の向上を図るために必要な研修課程を，社会的ニ

－ズや国からの要請に応じて実施する。

２）350人/年以上を研修する。

３）課程等の実施に当たって必要な機器・設備等は

計画的に更新・高度化を図る。

４）研修内容や実施回数等については，社会的ニ－

ズ等を適切に反映させるため外部有識者による助

言組織を設ける。

５）各課程の受講料は，原則として有料とする。ま

た，宿泊施設使用料を徴収する。

２．実績と成果

１）研修課程

下表に示す研修課程を実施した。時代の要請に

より新たに医学物理コ－スを新設した。同時に使

命を終えたと判断したライフサイエンス課程を中

止した。その他の依頼研修，サイエンスキャンプ，

ス－パ－サイエンスハイスク－ルの校外学習など

にも対応した。研修生のアンケ－ト結果ではいず

れの課程も高い評価（平均評点を示す）を得た。

研修課程と評価（平成17年度の例）

２）受講者数

中期，各年ごとの受講生人数をグラフに示す。

受講生人数は増加し400名に達したこともある。中

期目標である350人/年を大きく上回った。特に放

射線看護課程は人気が高く，年4回の実施では受講

できない場合が生じたため年5回の実施とした。さ

らに募集定員を24名から30名に増員してニ－ズに

対応した。

受講者数の年度別推移

受講生の地域分布を調べると関東が最大で，これ

に隣接する東北，中部地区が多く，さらに全国に及

んでいる。緊急被ばく関連，すなわち原子力防災に

資する受託研修等を実施していることから原子力発

電所立地県を有する九州地区も大きな割合を示して

いる。グラフに受講生の地域分布の様子を示す。

受講生の地域分布（平成17年度の例）

3.3.3 研修業務

研 修 課 程 評点

放射線防護課程（年１回） 86

放射線看護課程（年５回） 87

ライフサイエンス課程（年１回） 中止

環境放射線科学リフレッシュセミナ－（年

１回）
82

医学物理コ－ス（年１回） 78

緊急被ばく救護セミナ－（年３回） 89

緊急被ばく医療セミナ－（年３回） 85

緊急被ばく医療放射線計測セミナ－（年

１回）
90

海上原子力防災研修（年１回） 82

その他の依頼研修など －
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３）機器･設備の更新･高度化

受講生の環境改善のために教室１，２を大改造

した。教室１は最大48名が収容可能となった。教

室２はパソコン30台を装備し，シミュレ－ション

講義，演習などができる環境となった。少人数の

ゼミナ－ル形式が可能な教室３を新設した。

教室１（大人数用に改造）

教室２（ＰＣ利用のため改造）

教室３（ゼミ用に新設）

受講生の理解の一層の促進をはかるために，ある

いは時間的制約や安全上の観点から実習ができない

場合のために「放射線教育シミュレ－タ」を開発し

た。これはアニメ－ション，シミュレ－ション，実

際の実習風景を合体させたものでありＰＣ上で操作

できる。すでに「放射線の基礎」，「中性子・線の測

定」，「サ－ベイメ－タの取扱」，「スペクトル解析と

応用Ⅰ」および「スペクトル解析と応用Ⅱ」なるコ

ンテンツが完成している。研修の講義，実習に活用

しているものである。

アニメ－ションの例

実習のための実験装置の開発も進めている。理解

しにくいサ－ベイメ－タの時定数，応答特性などを

定量的に示す応答実験装置がその代表である。

応答実験装置

４）助言組織

毎年３月に「研修課程評議会」を開催し，外部

の有識者に研修内容，研修の運営を説明し，助言

をいただいた。

５）有料化

国の要請に対応した原子力防災関連の研修以外

は受益者負担の原則から有料化（テキスト代など

一部の消耗品費用等を対象）した。

受講料総額は毎年およそ900万円程度である。

また研修生の便宜を図るため所内の宿泊施設（最

大24室）を使用可とし，適正な施設使用料を徴収

している。施設使用料総額は毎年およそ200万円程

度である。
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１. 概況

放射線安全管理業務では、放射性同位元素等によ

る放射線障害の防止に関する法律（以下「放射線障

害防止法」という｡）並びに核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規

制法」という｡）に基づく文部科学省への申請、届

出、放射線施設・設備の点検管理、放射線測定、放

射線業務従事者の個人被ばく管理、放射線安全に係

る教育訓練等を行い、防災環境対策業務では、環境

放射線監視、放射性廃棄物処理、原子力防災対応等

を行った。

一般安全管理業務では、月１回の安全パトロール、

年１回の安全総点検並びに消防訓練等を行った。

内部被ばく実験棟管理業務では、各設備は、順調

に運転を継続した。また、施設運転経費削減に向け

た工事に備えて、基本設計を行い改造のイメージを

設計図書として文書化した。

放射線安全技術開発業務では、作業環境測定技術

の高度化等を実施した。

２．放射線安全課業務

２－１ 申請業務

放射線障害防止法並びに原子炉等規制法に基づき、

文部科学大臣の許可を受け又は届出したものは表１

のとおりである｡

２－２ 放射線安全会議

放射線安全会議は、放射線障害予防規定に基づき、

当研究所における放射線障害の防止に関する重要事

項等を審議するために設置されている。

主な審議案件は表２のとおりであった。

２－３ 核燃料安全会議

核燃料安全会議は、核燃料物質使用施設保安規定

に基づき、当研究所における核燃料物質等の使用等

に係る重要事項等を審議するために設置されている。

主な審議・報告案件は表３のとおりであった。

２－４ 個人被ばく管理

放射線業務従事者

当研究所における放射線業務従事者（以下、

従事者という。）の数は、図１のとおりである。

個人被ばく評価結果

従事者の実効線量は、法令で定められた線量

限度以下であった。

実効線量の結果は表４、検出された等価線量（皮

膚）の結果は表５のとおりである。

２－５ 健康診断

新規、再登録の従事者を対象とした就業前健康診

断を実施した。また、職員など当研究所で管理して

いる者に対して、定期健康診断を年２回実施した。

２－６ 放射線安全に係る教育訓練

新規、再登録の従事者を対象とした就業前教育訓

練及び新たに別の管理区域に立入る前の施設別実地

教育訓練を実施した。

また、管理区域立入後、１年を超えない期間ごと

に行う教育訓練については、放射線安全課長による

講演を実施した。

２－７ 放射線安全管理

放射性同位元素の受入れ及び管理

当所において受入れた放射性同位元素の種類

及び数量は、表６のとおりである。使用される

放射性同位元素は、作業計画書及び使用記録に

より、核種、使用数量、実験方法等を把握する

とともに、貯蔵中の放射性同位元素については、

定期的に在庫調査を実施し、入荷、使用、保管、

廃棄等の管理に万全を期した。

線量当量率、表面汚染及び排気・排水中の濃

度の測定

２－８ 核燃料取扱施設の放射線安全管理

内部被ばく実験棟

アルファ線棟

第３研究棟

定期的に線量率等の測定を行い、法令値未満

であることを確認した。

２－９ 環境放射線監視

環境試料等のプルトニウムの分析及び測定を行う

と共に、事業所の境界における線量当量率の測定は、

常設の野外エリアモニタ及びガラスバッジを使用し、

環境放射線の連続監視を行った。

また、防災環境対策室に設置の放射線環境監視シ

ステムにて環境放射線の集中監視業務を実施した。

２－10 原子力防災業務

国が定める防災基本計画及び原子力安全委員会が

策定した防災指針に基づき、緊急時において当研究

所に与えられた責務を果たすこととなっている。

２－11 放射性廃棄物処理

所内（内部被ばく実験棟、アルファ線棟及び放射

線安全研究センター那珂湊支所を除く。）の各ＲＩ等

使用施設から発生した放射性廃棄物の処理を実施した。

放射性廃棄物の発生量、処理状況及び廃棄業者へ

の引き渡し数量は表７のとおりである。

3.4 放射線防護・安全業務
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２－12 老朽化対策

RI施設の老朽化対策を次の通り実施した。

①ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ棟排気減衰タンクの増設 (H.15.8)

②保管庫の新設 (H.15.10)

③内部被ばく実験棟老朽化対策工事 (H.16.1)

④新廃棄物保管棟の設計及び解体仕様 (H.16.1)

⑤旧廃棄物保管棟及び低レベル廃液貯留槽の解体・

撤去 (H.16.3)

⑥低レベル廃液貯留槽の設置 (H.16.3)

⑦新廃棄物保管棟の新設 (H.17.3)

⑧ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝ棟及び画像診断棟からのRI配管の更新

並びにRI貯留槽の撤去 (H.18.3)

⑨旧晩発棟の排水槽及び移送配管の撤去 (H.18.3)

３．安全管理室業務

施設関係では、安全管理上不可欠な、月１回の職

場巡視及び安全衛生委員会、年１回の本所及び放射

線安全研究センター那珂湊支所の安全総点検を実施

した。

防災関係について、年４回の消防訓練及び消火器

の取扱訓練を行った。また、法令に基づく消防用設

備の総合点検を年１回、機器点検を年２回実施した。

・地震対策の一環として、書庫・ロッカー等の物品

固定を実施した。

・危機管理体制の更なる充実に資するため、震度６

強の地震を想定した危機管理訓練を実施した。

環境保全関係について、下記の内容を実施した。

・毒劇物等薬品、感染性廃棄物の廃棄に伴う外部業

者への回収委託処理。

・有機溶剤を取り扱う実験室等、エチレンオキシド

を用いた滅菌作業場の年２回の作業環境測定を実

施した。

・飲料水等の水質の維持を図るため「簡易専用水道」

の水質検査を年１回実施した。

・ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、焼却施

設から排出されるばい煙及び焼却灰のダイオキシ

ン濃度測定を実施し、千葉市に報告を行った。

・大気汚染防止法に基づきばい煙発生施設のばい煙

測定を実施した。

・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律（PRTR法）に基づき特

定化学物質の環境への調査を実施し、千葉市へ報

告を行った。

・「毒物及び劇物取扱規程」に基づき、9月末及び3

月末時点における毒物の保管量及び使用量の報告

を取りまとめた。

全般的な安全管理業務として次のとおり実施した。

①リスク会議において、危機管理マニュアル（放

射線事故・一般事故編、医療事故編）を策定した。

(H.16.6)

②危機管理マニュアルと既存の安全確保規程類と

の整合性を図るため、放射線医学総合研究所消

防計画の改訂をおこなった。(H.16.9)

③動物実験中における人身事故防止のための更な

る取り組みを検討。

④国民保護法マニュアルの制定作業を進めた。

４．内部被ばく実験棟管理業務

４－１ 施設管理

本棟の各設備は、フル稼働運転を行った。原子炉

等規制法に基づく保安規定に定められた給排気設備、

非常用発電機、無停電電源装置、通報連絡設備の自

主検査を実施するとともに自動制御設備、中央監視

盤等の各種点検整備を行い、施設・整備の保全を図っ

た。

４－２ 廃棄物処理設備管理

乾留灰化設備 (焼却炉）による放射性廃棄物の焼

却処理量は、表８の通りであった。

処理設備の保全については、定期検査及び保安規

定に基づく自主検査を例年どおり実施した。定期検

査では従来の検査実績から立てた計画に基づき、検

査及び整備を実施し予定どおり完了した。保安規定

に基づく自主検査では対象設備全て強度、機能に異

常の無い事を確認した。

５．放射線安全技術開発業務

所内の放射線管理業務に用いる 線サーベイメー

タ、個人線量計、中性子レムカウンタを同一条件で

校正可能な基準校正施設を構築した。線源は被測定

物の感度に応じて同一散乱条件で校正を行えるよう、
137Csが7.4MBqから74GMqまで５デカード分実装され

ている。これは１m位置で自然BGの101倍から105倍の

空間線量率を与えることが出来る。また、エネルギー

特性確認用に60Co, 137Cs, 241Amも実装されており、基

準線量は１m位置で約20 Sv/hである。

これらはいずれもJCSSにより放射能のトレーサビ

リティーが確保されていることに加え、照射線量は

仲介電離箱により産総研と直接トレースされている。

中性子に関しては、241Am-Be線源が5Ci実装されてい

る。これらはいずれも直径５mの校正用円盤の中心か

ら自動照射する設計となっており、サーベイメータ

は20台まで、個人線量計は50台まで同時に校正可能

である。これにより、一昨年度以来構築してきた放

射線計測器の校正基準は 、 、 放射能、照射線量に

関し、国家基準とトレーサブルとなったほか、JIS,

IECの要請基準も満足するようになった。
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表１ 法に基づく申請・届出等の状況

申請又は届出等

放射線障害防止法関係 原子炉等規制法関係

13 14 15 16 17 13 14 15 16 17

変 更 許 可 申 請 10 2 2 3 3 2 3 3

施 設 検 査 申 請 2 1 1 2

届 出 2 2 4 6 6 6 4 4

報 告 2 1 1 1 1 15 17 13 9 15

合 計 14 5 9 11 11 21 23 22 9 18
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表２ 放射線安全会議審議事項等（平成13年度～17年度）

審 議 事 項 等

平成13年度 ①予防規定及び作業要領の改訂

②ボーラス・コリメータの取り扱いに関する検討

③変更許可申請の内容に関する検討

平成14年度 ①予防規定及び作業要領の改訂

②職員以外のRIの取り扱いについて

③変更許可申請の内容に関する検討

平成15年度 ①低線量影響実験棟の変更許可申請等について

②放射線障害予防規定の変更について

③各要領の一部変更について

④危険時における緊急作業要領の制定について

⑤低線量影響実験棟における作業要領の制定について

⑥管理区域の廃止について (晩発障害実験棟、組織培養施設)

平成16年度 ①廃棄物処理棟他変更許可申請等について

②放射線障害予防規定の変更について

③各要領の一部変更について

平成17年度 ①許可使用に係る変更許可申請について

②低線量影響実験棟中性子発生用加速器システムの線量評価について

③放射線障害予防規程の改正について

表３ 放射線核燃料安全会議審議事項等（平成13年度～17年度）

審 議 事 項 等

平成13年度 ①保安規定承認に伴う安全作業基準の改定

②保安教育、訓練に関する検討

③内部被ばく実験棟の瞬間停電に伴う設備の停止について

平成14年度 ①廃棄物保管庫の増強等について

②原子力施設の自主点検作業に関する総点検について

平成15年度 ①内部被ばく実験棟６階での除染作業区域追加について

②廃棄物保管庫の増強について

③濃縮ウランの年間予定使用量の増量について

④所掌業務、異常時の通報連絡、法令報告以外の関係機関への報告等の明確化について

⑤内部被ばく実験棟老朽化対策工事について

⑥核燃料物質の使用に係る計画・報告、保安教育について

⑦放射線管理状況について

平成16年度 ①内部被ばく実験棟品質管理保証計画について

②核燃料安全会議規定の取り扱いについて

③核燃料物質の使用に係る計画・報告、保安教育について

平成17年度 ①核燃料物質使用施設保安規定の改定について

②核燃料物質の使用に係る計画・報告、保安教育について
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表６ 放射性同位元素入荷量（平成13年度～17年度）

１．非密封放射性同位元素

<研 究 用>

13 14 15 16 17 13 14 15 16 17

226Ra GBq 3.840 3.700 125I MBq 185.518 222.000 355.120 148.000 222.379

226Ra kBq 1.500 129I MBq 20.000 1.105 0.001

90Sr kBq 3.700 141Ce MBq 37.000

45Ca MBq 74.000 74.000 22Na MBq 20.000

54Mn MBq 37.100 241Am MBq 0.020

56Co kBq 37.000 32P GBq 1.369 1.093

57Co kBq 100.000 33P MBq 37.000 9.250

60Co MBq 1.000 35S MBq 265.000 3.700 196.000

134Cs MBq 0.0005 59Fe MBq 111.000 74.000 37.000 74.000 1.000

137Cs MBq 18.700 68Ge kBq 370.000 370.000 370.000

45Ca MBq 74.000 1.000 99mTc GBq 13.990 7.542

152Eu kBq 1.000 111In MBq 222.000 222.000 74.000 185.000 74.000

133Ba kBq 370.000 370.000 0.005 131Ｉ MBq 1.850 1.850 37.000 148.000

65Zn MBq 74.100 1.000 5.004 2.000 37.000 32P MBq 823.424 814.370 426.200

103Ru MBq 37.000 123Ｉ MBq 333.000

237Np MBq 0.020 36Cl MBq 0.200

75Se MBq 74.000 74.000 30.000 60Co MBq 0.200

113Sn MBq 20.000 3Ｈ MBq 120.250 139.675 647.533 1184.000 5510.222

124Sb MBq 20.000 14Ｃ MBq 614.200 981.439 464.350 532.970 340.937

85Sr MBq 74.000 18.500 51Cr MBq 113.000 19.500 1.000 2.000 0.352

90Sr MBq 0.200 混合核種 kBq 220.000 200.000 0.260 273.200

123mTe MBq 37.000 混合核種 MBq 0.352

95mTc MBq 1.000 2.620 2.000 0.900

99mTc MBq 37.000 1503.717

<医 療 用>

13 14 15 16 17

67Ga GBq 9.546 1.202

67Ga MBq 592.000 518.000 148.000

99Mo GBq 170.200 188.850 175.750 185.000 122.100

99mTc GBq 20.313 14.610 12.580 1.1285 3.330

123I MBq 33.300

201T MBq 333.000

56Co kBq

57Co kBq

13 14 15 16 17

68Ge-68Ga MBq 129.5000

68Ge-68Ga GBq 1.2950 1.2950 2.3310 1.4061

60Co TBq 111.000074

137Cs TBq 1.2110

137Cs GBq 82.2214

241Am GBq 3.7000

241Am-Be GBq 185.0000

192Ir TBq 1.4800 1.4800 1.4800 1.4800 1.4800

２．密封放射性同位元素（許可使用線源）
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表７ 放射性廃棄物の発生量等（平成13年度～17年度）

種 類 13 14 15 16 17

固体可燃物（50㍑） 55本 41本 52本 28本 24本

固体難燃物（50㍑） 23本 19本 60本 51本 43本

固体不燃物（50㍑） 45本 42本 66本 38本 25本

固体非圧縮不燃物（50㍑） 8本 85本 39本 17本 5本

固体非圧縮不燃物（200㍑） 67本 48本 28本

動物（乾燥処理）（50㍑） 56本 69本 22本 0本 20本

ヘパフィルター 43個 204個 62個

プレフィルター 18個 133個 13個

通常型フィルター 0個 8893㍑ 7701㍑

チャコールフィルター 5個

焼却型フィルター 1個

焼却型フィルター 383㍑ 1133㍑

無機廃液（50㍑） 29本 15本 15本

無機廃液（25㍑） 6本 27本

有機廃液（原液処理） 276㍑ 1360㍑ 522㍑

有機廃液（25㍑） 5本 0本

低レベル廃液 266 316 80.6

処理施設低レベル排水 199ｔ 219ｔ

極低レベル廃液 1591 2072 1590.0

処理施設極低レベル排水 1104ｔ 1258ｔ

重粒子線棟廃液 633.5

重粒子線棟排水 347ｔ 285ｔ

ポジトロン棟動物廃液 825.3

ポジトロン棟動物排水 851ｔ 703ｔ

捕水量の発生 336㍑ 294㍑ 62㍑

表８ 廃棄物処理管理等（平成13年度～17年度）

乾留灰化設備（焼却炉）による放射性廃棄物の焼却処理量

種 類 13 14 15 16 17

可燃性雑固体 ㎏ 1,213 2,288 1,408 5,309 2,650

廃活性炭 ㎏ 2,252 2,618 692 1,164 1,128

有機廃液(バイアル容器) ㎏ 257 408 117 918 303

脱水汚泥 ㎏ 3,605 4,606 3,035 3,736 2,937

動物 ㎏ 312 366 355 220 212

焼却総量 ㎏ 7,639 10,286 5,607 11,347 7,230

焼却灰の量 ㎏ 422 404 345 601 324

排水処理設備における処理状況

種 類 13 14 15 16 17

排水処理 13,633 14,195 10,213 11,946 12,055

放流総量 3,903 4,483 4,012 3,061 2,862
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研究基盤部は、独立性の高い技術支援・開発室、

情報化推進室、実験動物開発・管理室の３室からな

り、放医研の共通部門として、研究部門の支援業務

を担当するとともに、支援業務に関連した技術・開

発も行っている。また、共同実験施設運営委員会、

実験動植委員会等、研究の円滑な遂行に必要な審議

を行う多くの委員会の事務局を努めている。平成16

年度に新に運用を開始した低線量影響実験棟と改修

後の実験動物研究棟（晩発障害実験棟を平成17年に

名称変更）の円滑な運用をはかるため、共同実験施

設運営委員会の下にユーザ会議が設置され研究基盤

部も主要な構成員として参画している。ユーザ会議

は、当該棟の運営に関わる全ての問題をユーザ主体

で解決しようという性格をもつ運営・連絡会議であ

る。更に、本中期計画に基づき、施設・設備の共用

に関わる検討をはじめ、施設の改修や新営に関わる

様々な推進室においても重要な役割を担った。更に、

技術者の交流の促進を図るため積極的に学会等の運

営に参画し、平成13年に第18回PIXEシンポジウム、

平成16年に第17回タンデム加速器とその周辺技術の

研究会を主催した。また技術者の育成及び資質の向

上に資することを目的として平成18年に第一回放医

研技術報告会を主催した。

技術支援・開発室は、共同実験施設及び放射線発

生装置などの関連業務を担当した。情報化推進室は、

情報システムの開発やネットワーク環境の高度化な

どの関連業務を担当した。実験動物開発・管理室は、

実験動物の生産と供給、実験動物関連施設の管理運

営、実験動物の衛生、検疫面や発生工学による研究

支援を担当した。平成16年１月に組織改正が行われ、

研究基盤部の情報システム開発室を基とする「情報

システム開発課」と研究所の情報化並びに電子計算

機ネットワークシステムの利用の推進、図書・研究

情報業務や放射線医学に関するデータベースの整備

などを行う「情報利用推進課」の２課で構成される

情報業務室が新設された。これにより、研究基盤部

は、技術支援・開発室と実験動物開発・管理室の２

室体制となった。本項目では、研究基盤部の主要な

業務運営実績について記述する。

技術支援・開発室の担当する共同実験施設関連業

務では、既存の機器・実験室の効率的利用を図るた

め、管理・補修・更新を年次計画に基づいて行うと

ともに、新規導入の研究用機器を共実機器に位置づ

ける技術支援を行った。照射関連業務では、Ｘ線及

び 線照射装置等の線量管理を行い、照射線量の品質

保証に努めた。PIXE分析専用加速器システムは、平

成15年度に共用施設と位置づけられた事をふまえ、

所外の研究者にその利用を積極的に呼びかけ、共同

研究を推進した。また、平成16年３月に導入された

マイクロビーム細胞照射装置（SPICE）に関しては細

胞照射試験を開始したが引き続き技術改良に取り組

んでいる。低線量影響実験棟においては、ガンマセ

ル及び低線量連続ガンマ線照射装置のマシンタイム

供給を開始した。中性子線発生用加速器システムは、

変更許可申請の承認が降りた平成17年12月より運用

を開始し、平成18年3月から照射実験を開始した。実

験動物開発・管理室では、実験動物の生産と供給、

実験動植物施設の管理運営及び実験動物の衛生・検

疫や発生工学による研究支援を行った。実験動物施

設のうち、霊長類実験棟を平成17年９月に閉鎖し、

晩発障害実験棟（平成17年８月に「実験動物研究棟」

に名称変更）の一部を実験動物行動解析用の実験動

物管理区域として運用開始した。

図１ 低線量影響実験棟

図２ 同建屋の地下照射室

（中性子発生用加速器システム）

3.5 研究基盤・技術支援業務

3.5.1 研究基盤部
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概況

放医研が中期目標を達成するために、各研究課題

で実施される動物実験が適正・円滑に実施されるよ

う、適正な実験動物の生産供給や衛生管理を行うと

ともに、実験動物施設の管理・運営を実施した。放

医研全体で、実験動物供給数は年間20,000～25,000

匹、動物実験計画数は年間100～150件、動物施設立

入登録者数は年間500～1,000人を推移していた。中

期目標期間中、実験動物施設として、３棟の新築と

２棟の改修に取り組み、４棟の解体・廃止を行った。

１. 担当者

松下悟、岡本正則、小久保年章、秋葉繁、早尾辰

雄、川島直行、池田学、上野渉、遠藤節子、鬼頭靖

司、河野明広、榎本昭雄、橘登志雄、重茂浩美、三

門富士夫、田澤実、野田利治

２. 目的

放医研が中期目標を達成するためには、各研究課

題で実施される動物実験を円滑に遂行し、信頼性の

あるデータを得ることが必須である。そのために、

品質の高い実験動物を提供し、適正な動物実験が実

施できる環境を整え、実験動物に関連した研究支援

と技術開発を行う。

３. 経過

実験動物の生産・維持・保存を行うとともに、実

験動物や動物施設の衛生管理を適切に行った。研究

の進展に伴って実施される実験動物施設の建設に携

わるとともに、新築施設や既存施設の実験動物施設

の運営・管理を的確に行った。また、実験動物の愛

護や安全性に配慮した適正な動物実験を遂行できる

ように、管理運営を行った。

４. 研究（開発）成果

15系統のSPF近交系マウス等を統維し、需要に基づ

く繁殖計画により、生産マウスを適正に供給した。

生産マウスの価格を見直し、H16年度補助金制度を廃

止した。購入動物の品質保持と効率化のため、一元

的に発注・供給を行った（図１）。

遺伝子改変マウスの生産供給体制を検討し、H14年

より、C3H-Atmノックアウトマウス（SPF）の供給を

新たに開始した。実験動物開発研究グループとの共

同研究により、SPF生産マウス７系統について、生理

的解剖データを収集・公表した。

実験動物施設管理面では、各実験動物施設におけ

る立入従事者登録の手続き（図２）と実験動物や遺

伝子組換え実験等に関する教育と動物実験などを実

施・助言し（図３）、飼育機器や空調設備関係の保全

等を適正に管理した。また、H16年の遺伝子組換え生

物等規制法の施行に伴い、実験動物管理区域のP1A・

P2Aレベル遺伝子組換え動物飼育室・実験室を整備・

設定し直し、運用を開始した。

さらに、実験動物施設の建設等に取り組み、H15年

度に低線量影響実験棟と探索研究棟を新築した。ま

た、H14年度に晩発障害実験棟の全面改修を行うた

め、代替として仮設動物棟を新築し、改修後H15年度

より実験動物研究棟に改名して運用を開始した。一

方、哺乳動物実験観察棟と霊長類実験棟をH17年度に

解体し、隔離動物棟と仮設動物棟の運用をH17年度に

廃止した。さらに、H15年度には、ポジトロン棟を改

修して、動物飼育室を２室増設した。

実験動物の衛生管理では、毎月実施している微生

物検査等で異常はなく、げっ歯類、霊長類およびい

ずれの実験動物施設も適正な衛生レベルに保たれて

いた。

実験動物開発・管理業務
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１．概況

研究所全体の電子計算機ネットワーク・システム

整備・運用の担当組織として、平成13年４月に旧人

材・研究基盤部情報化推進室が研究基盤部情報シス

テム開発室に改組され、当初４名の体制で業務をス

タートした。

また平成13年度には、業務運営の情報化・効率化

を検討、推進する母体として、理事長を本部長とし

て情報化推進本部が設置された。

その後平成16年１月に組織改正が行われ、それま

での研究基盤部情報システム開発室と情報化推進本

部の機能、さらに国際・研究交流部研究交流・情報

室所管の図書室が統合され、研究所全体の情報関連

業務推進の中核組織として情報業務室が新設された。

同時に、情報業務推進の基本方針の策定と所内調

整を図る機関として情報業務推進委員会が、また情

報セキュリティポリシーの策定と実施状況のモニタ

リングを行う機関として情報セキュリティ委員会が

設置され、情報業務室がそれぞれの事務局を担当した。

情報業務室は、情報化計画の立案・推進並びに電

子計算機ネットワーク・システムの利用の推進に関

する業務に加え、図書業務、研究情報管理業務や放

射線医学に関するデータベースの整備などを行う「情

報利用推進課」と、電子計算機ネットワーク・シス

テムの開発・整備、維持・管理、情報セキュリティ

に関する業務を行う「情報システム開発課」の２課

で構成された。平成17年度末の時点で、室長１名（研

究基盤部長と併任）、課長２名、情報システム開発推

進専門員１名（医療情報室と併任）、係長２名、係員

１名、非常勤職員３名の10名の体制で業務を担当した。

平成17年度末には、第２期中期目標期間において

研究所全体に整合性を持った情報化を推進するため、

最高情報統括責任者（CIO）が設置された。

情報業務室は、最高情報統括責任者（CIO）および

情報業務推進委員会、最高情報セキュリティ責任者

（CISO）、情報セキュリティ委員会と連携しながら、

電子計算機ネットワーク・システムの安全かつ安定

的な運用・維持と、情報化の推進による所内の情報

共有の促進と一層の業務の効率化に貢献することが

期待されている。

２．情報利用推進業務

情報利用推進業務については、当初研究基盤部情

報システム開発室における所内向けホームページを

核とした所内情報共有の推進や電子計算機ネットワー

ク・システムの利用者への支援に加えて、放射線安

全研究成果データベースの構築、情報化推進本部に

おいて特に総務業務を対象とした情報化、業務運営

の効率化が進められてきたが、平成16年１月の組織

改正で情報業務室に「情報利用推進課」が新設され

それらの業務が引き継がれた。

その間、全所的な情報システムの利用者支援や業

務システムの不具合対応、プログラム改修などの恒

常業務に加えて、主に以下の業務を実施した。

1) 会計システムの改良および運用改善

・ 独法化に伴って導入された事務業務オンライン総

合システム（会計システム）について、実際の運

用をふまえ利用者の意見も参考にしながら、機能

改修や運用ルールの策定、改善を行い、経理・契

約業務の効率化を図った。

・ 平成15年度、会計システムの付加機能として、研

究部門等において研究課題ごとの予算執行状況を

把握する予算管理ツールを開発し、予算管理業務

の効率化を図ると同時に所内のコスト意識の改革

に努めた。

・ 平成17年度には業務・システム最適化計画の一環

として、外部コンサルタントによる現行業務・シ

ステムの改革・改善可能性の調査や利用者からの

ヒアリング調査などを実施し、より効果的かつ効

率的に運用できるよう次期中期計画からの運用改

善に反映することとした。

2) 総務・人事系システムの開発・導入・運用支援

・ 平成14年度に人事管理、給与計算、勤務管理及び

旅費精算を行う「総務業務支援システム」を導入

し、総務・人事系業務の効率化を図った。

・ 同時に、職員等の個人情報を一元的に管理するた

め個人情報データベースを開発、運用ルールを策

定し、会計システム、総務業務支援システム等と

のデータ連携、共有化を進め、情報セキュリティ

の強化と同時にシステムの運用に係る業務の効率

化を図った。

・ 平成16年度には業務効率化の一環として、職員等

の個人情報の整備と適切な管理を図るため、採用

等にかかる個人情報登録の一元化を実現する「申

請システム」を開発し運用を開始した。

3) 研究業績の収集および管理

・ 原著論文や口頭発表などの職員の研究成果の実績

3.5.2 情報業務
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等を把握するため、「業務実績登録システム」を開

発、運用ルールを策定し運用を開始した。

・ 業務実績登録システムに登録された原著論文や口

頭発表などの研究成果の一部は、「発表論文等デー

タベース」として所外向けホームページ上で公開

した。

4) 放射線医学に関するデータベースの整備

・ 放射線安全研究成果データベースを構築し、ホー

ムページ上で公開した。（外部公開：13データベー

ス、所内公開：13データベース）。これらのデータ

ベースは国が定めた知的基盤整備計画に基づくデー

タベースとして登録している。

5) 所内情報共有環境の整備

・ 電子掲示板や会議室予約システム等を開発、所内

向けホームページや電子メール、ファイルサーバ

等の利用を促進し、全所横断的な情報伝達・情報

共有環境を実現し、ペーパーレス化など業務の効

率化を図った。

３．情報システム開発業務

情報システム開発業務については、当初研究基盤

部情報システム開発室が担当し、平成16年１月の組

織改正で情報業務室「情報システム開発課」に改組

され業務が引き継がれた。

今中期目標期間に、電子計算機ネットワーク・シ

ステムの登録ユーザ数は1321名（平成13年３月末当

時）から1357名（平成18年3月末現在）へと微増で

あったが、接続計算機は個人毎のパソコンの普及に

より2033台から4045台（同上）とほぼ倍増した。

その間、全所的な情報システム基盤の稼動監視や

障害対応、点検・保守などの運用業務に加えて、主

表１ 放射線安全研究成果データベース一覧

（平成18年３月末現在）

№
データベース
略 称

データベース名
内部公開
年 月

外部公開
年 月

データ件数 備考

1
NABDS DB

環境中の大気浮遊塵測定調査データベース（Sr-90） H14年４月 H14年４月 全312件 日本語版

2 環境中の大気浮遊塵測定調査データベース（Cs-137） H14年４月 H14年４月 全372件 日本語版

3

NETS DB

環境中のトリチウム測定調査データベース (降水) H14年４月 H14年４月 全667件 日本語版

4 環境中のトリチウム測定調査データベース (河川水) H14年４月 H14年４月 全487件 日本語版

5 環境中のトリチウム測定調査データベース (海水) H14年４月 H14年４月 全74件 日本語版

6 MDAID 内部被ばく線量評価のための代謝データベース H14年４月 H14年４月
H-3：334件
C-14：88件

日本語版

7 GPMD
グラフィックデータベース：体内残留率・排泄率のモデ
ル予測値

H14年４月 H14年４月 全1852グラフ
日本語版/
英語版

8 NECS DB 環境中のC-14比放射能測定調査データベース H14年10月 H14年10月 全262件 日本語版

9 TSNFDB 原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース H15年５月 H15年５月 全720件
日本語版/
英語版

10
ERLABE DB

阿部の環境における空間放射線レベルデータベース（全
国版）

H15年11月 H15年12月 全800市町村 日本語版

11 離島における空間放射線レベルデータベース H16年３月 H16年４月 26島 日本語版

12 PuDB プルトニウム内部被曝動物実験病理データベース H17年３月 H18年３月 全4177件 英語版

13 HPDBRML
放射線誘発骨髄性白血病発症の修飾因子に関する動物実
験データベース

H18年３月 H18年３月 全1387件 英語版

に以下の業務を実施した。

1) 基幹計算機システムの高度化

・全所の共通メールサーバ、DBサーバ、ファイルサー

バおよびアプリケーションサーバなどの基幹計算

機システムについて、特にコスト・機能面を考慮

し、段階的に機種を更新しながら高速化、大容量

化を図った。

・動画配信サーバ（RealMedia）を整備し、広報・情

報発信機能の強化拡充を図った。



－ 102 －

2) 情報通信ネットワークの高度化

・ 所内ネットワークについて、高度化の中期計画を

策定し、それに基づいて段階的に高速化を図った。

・ 平成14年度にインターネットバックボーンとして

利用してきたIMnet（省際ネットワーク）が廃止さ

れ、SINET（学術情報ネットワーク）に接続変更し

た。同時に、外部接続専用回線および那珂湊支所

専用回線を増強し、情報交換の高速化、高容量化

を図った。

・ 電子計算機ネットワーク・システムを安定的に運

用・維持するため、サーバやネットワーク機器等

を一元的にブラウザから監視するネットワーク監

視システムを構築し、運用を開始した。

3) 科学技術計算環境の高度化

・ 科学技術計算の高速化および高度化を目的にクラ

スタ型コンピュータ（コンピュータ13台、CPU数23

個）を導入・更新し、グリッドコンピューティン

グ環境を構築した。ユーザはコンピュータリソー

スを心配することなく、高度な科学技術計算環境

を利用することができるようになった。

4) 情報セキュリティの高度化

・ 今中期目標期間中にウィルスメールや迷惑メール

等が著しく増加したため、主メールサーバのメー

ル受信・拒否ルールを設定・改善しながら、メー

ルシステムのセキュリティ強化と処理の効率化を

図った。

・ 所外から所内、所内から所外へのネットワークへ

のアクセスはファイアウォールを介して行い、通

過・拒否等のルールは従来通り必要のないものは

全て拒否という基本方針の下に運用した。また、

特定サービスへの通信を代理するプロキシサーバ

の構成を見直し、ネットワーク通信量の改善を図っ

た。

・ 情報セキュリティポリシー、運用ガイドラインを

策定し、それらに基づいて情報システムの安全点

検を実施し、個人情報保護法対応のための情報セ

キュリティ機能強化対策や運用改善、サーバ室の

入退室管理システムの設置など、各種の情報セキュ

リティ対策を実施した。

・ 情報セキュリティポリシー、運用ガイドラインに

基づいて、利用者に対してはマニュアルの作成・

配布、説明会の実施などの教育・啓蒙を行った。

４．図書業務

図書業務については、当初国際・研究交流部研究

交流・情報室が担当し、平成16年１月の組織改正で

情報業務室情報利用推進課にその所管が移された。

平成13年４月の独立行政法人化に伴い国立国会図書

館支部図書館分館からは外れたが、国立国会図書館

および国立研究機関長協議会加盟機関との申し合わ

せにより相互利用を可能とした。

当初は図書室が本部棟２階から１階および地階に

移転して間もないこともあり、環境整備に重点を置

いた他、今中期目標期間中に購読すべき雑誌の選定

などを行った。その後、電子ジャーナルの導入や、

Web of Science（Science Citation Index）、JCR

（Journal of Citation Reports）等の各種文献検索

データベースの導入などの電子化を図り、研究の効

率化に貢献した。

平成18年３月末現在の施設および蔵書数、利用状

況は以下の通り。（カッコ内は平成13年３月末当時）

1) 施設

総面積 765㎡

（内訳） 書庫 546㎡

閲覧室 65㎡

事務室 48㎡

その他 106㎡

2) 蔵書

洋 書 和 書 合 計

単行本 9,091 6,386 15,477

（8,430） （5,720） （14,150）

製本雑誌 48,344 5,299 53,643

（42,247） （4,784） （47,031）

レポート 1,836 311 2,147

（1,497） （211） （1,708）

* レポートはIAEA、ICRP、NCRP等関係機関で発行し

ているもの (遡及入力含む)。

3) 資料、機器の利用等 (支所を除く)

a. 貸出冊数

単行本 1,785冊 （1,493冊）

雑 誌 1,468冊 （1,468冊）

その他 365冊 （501冊）

貸出者数 1,182人 （1,159人）

支所巡回雑誌 530冊 （573冊）

b. 文献複写

モノクロ 208,314枚（470,067枚）

カラー 52,223枚 （34,928枚）
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c. 情報検索

INIS 309件 （480件）

オンライン (DIALOG等 9件 （78件）

WoS 1,409件 （-）

JCR 1,636件 （-）

JDream (05/09-) 570件 （-）

Medline － （4,643件）

d. OHP原稿作成 125枚 （2,776枚）

e. 文献製本 (ホリゾン他) 1,230件 （762件）

f. パウチ 589枚 （340枚）

d. スライド作成 － （1,169ｺﾏ）

g. 図書室利用登録者数 660人 （520人）

h. 利用

時間内 15,193人 （13,437人）

時間外 3,035人 （1,968人）

4) 相互利用

外部閲覧者 (大学) 28人 （66人）

(企業他) 36人 （28人）

資料貸出 (千葉大学他) 24冊 （71冊）

資料貸出 (大学等他図書館） 0冊 （-）

外注文献複写 2,156件 （2,171件）

受注文献複写 243件 （164件）

5) 渉外

専門図書館協議会会員

千葉市図書館情報ネットワーク協議会員

国立情報学研究所総合目録データベース登録
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１. 一般管理業務

運営費交付金及び施設整備費補助金による各所

修繕は、表１に示す通りである。

表１ 年度別各所修繕内訳

また、地元自治体への対応として、｢原子力事業

所に係る周辺市町村域の安全確保のための通報連

絡等に関する協定書｣に基づき、｢原子力施設にお

ける事故・故障発生時の通報連絡訓練｣ を平成13

年度から毎年茨城県及びひたちなか市の調査員監

視のもと、行ってきた。

さらに、自主点検作業、不具合等の未然防止を

目的とした ｢平常時立入調査｣ を平成13年度から

毎年茨城県及びひたちなか市の調査員に対し、現

場説明等を実施してきた。

２. 放射線安全管理業務

那珂湊支所における主たる放射線安全管理業務

は、放射線障害防止法等に基づく各種の申請、届

出、個人被ばく管理、健康管理、放射線業務従事

者等の教育訓練及び放射性廃棄物処理、地域協定

(茨城県原子力安全協定)に基づく環境放射線監視

と、それに係る測定結果の連絡である。

① 申請等業務を表２に示す。

表２. 1 年度別申請等業務

3.6 放射線安全研究センター那珂湊支所

年度 主な各所修繕内訳

13

第３研究棟受電設備高圧引込ケーブル、高圧

開閉器の改修、大型水槽機械室冷凍機改修工

事、第１･第２研究棟天井・壁等の塗装工事、

各室内線電話設置

14

第１研究棟空調設備エアーハンドリングユニッ

ト改修工事、空調機４台更新、第２研究棟空

調機１台、ボイラー１台更新、第１研究棟開

放型受変電設備→キュービクル型受変電設備

に改修、海水ポンプ･大型水槽機械室動力制御

盤更新、屋外施設塗装工事

15

第２研究棟空調機チャンバーボックス･防火ダ

ンパー等改修、第3研究棟実験室壁塗装工事、

第１・第２研究棟排気機械室扉更新

16

日本原子力研究所東海研究所敷地内の放射性

廃液貯留タンク解体撤去工事、海水給水本管

改修、第１研究棟衛生設備の改修工事、第３

研究棟エレベータ主ワイヤロープ等交換

17

第１研究棟プロパンガス配管改修工事、廃液

処理装置吸着材抜出･充填作業、第２研究棟オ

イル配管改修、海水取水管交換工事

年度 業 務 内 容

13

【放射線障害防止法に基づく文部科学省水戸原

子力事務所経由文部科学大臣への届出 (以下

｢障害防止法届出｣ と略)】

①許可使用に係る氏名変更届 H13.4.25、

②放射線障害予防規定変更届 H13.4.25、

③平成12年度放射線管理状況報告書H13.6.28

【茨城県原子力安全協定に基づく茨城県知事及

びひたちなか市長あての報告等 (以下、｢原安

協報告｣ と略】

①平成13年度年間主要事業報告書等H13.4.27、

②安全管理規定関係報告書H13.5.21、③茨城

県環境放射線監視計画に基づく放出源測定項

目 (排気) の測定結果報告

【以下 ｢排気報告｣ と略】＝四半期毎H13.4.20

他、④原子力施設周辺の安全確保及び環境保

全に関する協定に基づく原子力施設の運転状

況報告【以下 ｢運転報告と略】＝四半期毎

H13.4.20他、⑤原子力施設に対する立入調査

の改善措置の報告 (平成12年度分) H13.9.4

14

【障害防止法届出】

①許可使用に係る変更許可申請書H14.10.1、②

放射線取扱主任者選任解任届H14.8.24、③平

成13年度放射線管理状況報告書H14.6.27

【原安協報告】

① 平 成 14 年 度 年 間 主 要 事 業 報 告 書 等

H14.4.30、② ｢排気報告｣ H14.4.30他、③ ｢運

転報告｣ H14.4.30他

15

【障害防止法届出】

①許可使用に係る変更許可申請書H15.6.11、②

核燃料物質使用変更許可申請書H15.12.22、③

平成14年度放射線管理状

況報告書H15.6.20

【原安協報告】

① 平 成 15 年 度 年 間 主 要 事 業 報 告 書 等

H15.4.28、② ｢排気報告｣ H15.4.28他、③ ｢運

転報告｣ H15.4.28他
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表２. 2 年度別申請等業務

② 個人被ばく管理

那珂湊支所の放射線業務従事者の外部被ば

くについては、ガラスバッジの測定結果を主

体に評価し、その結果は全て法定の実効線量

限度 (0.1mSv/年) 以下であった (表3)。

表３ 放射線業務従事者の実効線量分布

③ 放射性同位元素の受入れ

非密封の放射性同位元素の受入れは表4の通

りである。

表４ 非密封放射性同位元素の受入れ

④ 放射性廃棄物及び処理済液の処理

処理状況を表５に示す。実際の処理は、独

立行政法人日本原子力研究開発機構原子力科

学研究所に委託している。

表５ 放射性廃棄物及び処理済液容量

年度 業 務 内 容

16

【障害防止法届出】

①許可使用に係る変更許可申請書H16.12.21、②

許可使用に関する軽微な変更届H16.12.7、③

平成15年度放射線管理状況報告書H16.6.30、④

放 射線障 害予 防規定 変更届 H16.11.15、

H17.3.30

【原安協報告】

① 平 成 16 年 度 年 間 主 要 事 業 報 告 書 等

H16.4.26、② ｢排気報告｣ H16.4.28他、③ ｢運

転報告｣ H16.4.28他

17

【障害防止法届出】

①平成16年度放射線管理状況報告書H17.6.30

【原安協報告】

① 平 成 17 年 度 年 間 主 要 事 業 報 告 書 等

H17.4.25、② ｢排気報告｣ H17.4.28他、③ ｢運

転報告｣ H17.4.28他

年 度 13 14 15 16 17

線量
mSv/
年

0.1
未
満

0.1
以
上

0.1
未
満

0.1
以
上

0.1
未
満

0.1
以
上

0.1
未
満

0.1
以
上

0.1
未
満

0.1
以
上

研究者

管理担
当 者

外来研
究 者

請 負
業 者

合 計
(人)

10

6

0

30

46

0

0

0

0

0

12

8

2

48

60

0

0

0

0

0

16

7

2

32

57

0

0

0

0

0

14

7

0

30

51

0

0

0

0

0

13

7

1

21

42

0

0

0

0

0

年度 核 種 数 量

13 137Cs他5核種 410.7 MBq

14 137Cs 3.7 kBq

15 208Po他12核種 460.57MBq

16 60Co他10核種 150.45MBq

17 95mTc 1.0 MBq

年度

低レベル放射

性廃棄物

(固体)

低レベル放射

性廃棄物

(液体)

処理済液

(排水濃度限

度以下)

13 1.32 16 24

14 3.32 8 32

15 10.32 0 9

16 8.6 0 27

17 7.6 0 9
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概要

重粒子線がん治療装置の運転は、平成13年度から

平成17年度まで、概ね予定通りに実施された。

医用サイクロトロン関連業務は、大型サイクロト

ロン及び小型サイクロトロンの双方共に順調に遂行

された。大小２台のサイクロトロンの並行運転によ

り、マシンタイムの増大とその運用の柔軟性が発揮

されている。特にＲＩ生産に関しては大小２台のサ

イクロトロンは相補の関係にありそれぞれの特徴を

生かして運用されている。

１.大型サイクロトロン運転関係並びに施設管理業務

図に、５年間の運転時間の推移を示す。おおむ

ね年間1550時間の運転を順調に行ってきた。17年

度については、大型サイクロトロン加速高周波系

の更新作業を行ったため、マシンタイムは12月末

で終了としたので減少した。

さらに、利用分野の内訳の推移を図に示した。

陽子線治療は、平成15年度で終了し、炭素線で

の治療に切り替えた。また、有料ビーム提供は平

成15年度から始まった。

２. 小型サイクロトロン運転業務

治療に伴う診断用薬剤の提供は画像診断棟で行

われているため、小型サイクロトロンでは、主に

診断用薬剤提供の補助および研究に利用されてきた。

小型サイクロトロンの運転時間およびＲＩ生産

時間を図示する。

３. 重粒子線がん治療装置関連業務

重粒子線がん治療の臨床試験用に炭素イオンの

加速供給を行なうとともに、夜間・週末を利用し

た共同利用研究について各種のイオンを加速して

実験用に供給してきた。

１）重粒子線がん治療装置の運転時間は、下図に示

すように入射器・シンクロトンともに年間5500時

間以上であった。また、年とともに微増している。

3.7 重粒子医科学センター

3.7.1 加速器物理工学研究部
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２）故障によるロス時間は、入射器、上下リング、

上下ビーム輸送系で、全運転時間の０．２％前

後であった。平成１７年度は、それが０．４％

に微増した。

３）臨床試験用にビームを供給し、或は直ちに供

給できる状態であった時間は、過去５年間平均

で年間約1500時間であった。これは、年間42週

運転し、運転日には１日９時間供給可能であっ

たということになる。また、年々微増し、平成

17年度は1550時間（43週 ９時間／日）であった。

４）共同利用実験への供給時間は、下図に示すと

おりであった。この時間も、年々微増して来た。

図では、中エネルギー実験室コース、上リング、

下リングに分けて示している。図からわかるよ

うに供給時間は増加している。

４. 重粒子線がん治療装置施設管理業務

重粒子線がん治療装置の運転・利用にあたって

は、同装置を設置する重粒子線棟の施設設備の適

切な稼動が必要であり、空調機械設備、電気設備、

衛生設備等の運転保守並びに監視業務を行なって

きた。設備の性質上、365日24時間の連続体制で監

視すると共に、加速器の運転状態を最良に維持す

るための受電状況、温・湿度管理等に注力してきた。
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画像医学研究関連の運営業務には、短寿命放射薬

剤の製造・提供業務、関連施設設備の保守管理・運

転業務、MRやPET等のイメージング機器の保守管理・

運転業務などが含まれるが、イメージング機器関連

は関連研究部や病院などが管轄しているため、ここ

では前の２業務についての報告を行う。

１. 短寿命放射薬剤製造・提供業務１

放医研では、PETを中心とした様々な画像医学研究

が遂行されている。特に、１）医科学センター病院

での重粒子線によるがん治療効果の評価を目的とし

た、治療前後におけるPET診断、２）画像医学部や脳

機能イメージング研究開発推進室での、ヒト生体内

における神経受容体やトランスポーター、酵素活性

などの脳機能測定、等の研究が積極的に行われてい

る。また、これらの研究に必要とされるPET標識薬剤

を開発するためには、サルをはじめとする様々な動

物実験を遂行する必要がある。これらの研究には半

減期が２分～110分程度の短寿命のPET核種11C, 13N,

15O, 18Fなどが利用されるため、利用の都度毎回製

造する必要がある。また、これらのPET標識薬剤はヒ

トに対して利用されることが多いため、その安全性

確保は極めて重要で、ヒト投与前の品質検査試験は

不可欠である。薬剤が異なれば当然その製造方法も

品質検査方法も異なる。これらの業務は、毎日何度

も繰り返して行う必要があるため、研究者が行うに

は困難であり、画像医学部の核技術係が中心となり、

研究者や薬剤師が協力することにより、この業務が

遂行されている。

図１に中期計画期間中の年度別生産回数並びに生

産量の実績を、図２に放射薬剤の提供回数と被験者

数を示す。何れの場合も17年度において減少傾向が

見られるが、これは17年度にサイクロトロン棟の大

幅な改修工事を行ったため、４ヶ月近く製造が中止

されたためである。この点を考慮に入れれば生産回

数、生産量、提供回数、臨床被験者数共に年々増加

傾向にあることが分かる。生産回数、生産量共に11

Ｃが他核種に比べ圧倒的に多く、臨床用に供された

11Ｃ標識薬剤の種類も22種類と多岐にわたる。臨床

用提供回数と被験者数の関係を見ると、脳診断、腫

瘍診断で提供回数にそれほど大きな違いがないのに

対し、被験者数は腫瘍診断の方が脳診断に比べ約３

倍も多い。これは、腫瘍診断の場合には１回の提供

で３人程度の診断が行われるのに対し、脳診断は１

人の場合が多いことに起因する。この他、サルやマ

ウス・ラットなどを利用した動物実験にも数十種類

のPET用放射薬剤の製造が行われ、研究に供された。

これだけ多種多様な放射薬剤を臨床・研究用に製造

し、利用してきて、製造薬剤に起因する医療事故な

どの問題を一度も起こさずに遂行できたことは十分

に誇りうる成果であった。

図１ 製造回数と生産量

図２ 提供回数と被験者数

２. 短寿命放射薬剤製造・提供業務2：新規臨床用放

射薬剤の実用化

新規にPET用短寿命放射薬剤を臨床用に実用化する

場合、例え、他施設で広く臨床用に利用されていて

も、輸送や購入が不可能なため、利用するその場所

で製造、品質管理しなければならない。そのため、

当該施設の施設・設備・装置を用いて、RI製造から、

最終製剤に至る、標識反応や品質検査法などの最適

化や最終製剤の安全性試験などを独自に遂行する必

要がある。最終的には、確立した方法で３ロット試

験を実施し、製品標準書やSOP等の書類を整備し、治

験等審査委員会や新規短寿命放射薬剤の有効性と安

全性に関するワーキンググループなどで承認されて

初めて臨床に利用することが許可される。製造方法

3.7.2 画像医学部
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が知られており、他施設で既に臨床使用実績がある

標識薬剤の場合でも、実際に臨床研究を開始するの

に４ヶ月程度の期間を必要とする。標識方法や品質

検査方法などがまだ十分に確立していない場合や自

動合成装置が市販されていない場合などさらに困難

さが増大する。放医研で新規に開発した放射薬剤の

場合にはさらに実用化までの期間が長くなる。この

ような状況下、放医研では、本中期計画期間中に

[11C]DASB（セロトニントランスポーターリガンド）,

[11C]（+）NNC112（ドーパミンＤ１受容体リガンド）、

[11C] DOPA（ドーパミン代謝計測リガンド）、[11C]

MP4P（アセチルコリンエステラーゼ活性計測用リガ

ンド）、[11C] MP3B（ブチルコリンエステラーゼ活性

計測用リガンド）、[11C] 5R3B（ブチルコリンエステ

ラーゼ活性計測用リガンド）、[11C] DAA1106（末梢

性ベンゾジアゼピン受容体用リガンド）、[11C] PE2I

（ドーパミントランスポーターリガンド）、[18F]FEt-

DAA1106（末梢性ベンゾジアゼピン受容体用リガン

ド）、[11C] ベラパミル（Ｐ糖タンパク機能評価リガ

ンド）、[11C] AcL703（NMDA受容体リガンド）、[11C]

6-OH-BTA-1（ アミロイド計測用リガンド）、[62Cu]

Cu-ATSM（低酸素部位イメージング用リガンド）な

ど、計１３個の新規放射薬剤を実用化し、臨床研究

に供した。この内、[11C] MP4P、[11C] MP3B、[11C]

5R3B、[11C] DAA1106、[18F] FEtDAA1106、[11C]

AcL703は放医研で独自に開発した新規薬剤である。

[62Cu] Cu-ATSMは放医研の大型サイクロトロンを利

用して製造された62Zn／62Cuジェネレーターを利用

して製造されたものであり、今後、このジェネレー

ターの他施設への供給と [62Cu] Cu-ATSMを利用する

共同研究も近く開始予定である。

３. 施設設備の運転保守管理

本業務に関しては、平成11年度に完成した画像診

断棟と平成15年度に完成した探索研究棟の空調機械

設備の保守管理を中心に行った。平成15年度に一度

だけ画像診断棟のクリーンルーム排気系に故障が生

じ、画像診断棟における薬剤製造を１日半停止する

というトラブルが発生した。排気ファンのｲﾝﾊﾞｰﾀｰ故

障が原因で、交換することにより復旧することがで

きたが、原因究明と交換部品の手配に手間取った点

は今後の反省材料であった。平成17年度には、空調

用チラーのコンプレッサーから異音が発生している

ことが分かり、コンプレッサーの交換修理を行った。

これは、画像診断棟が竣工以来６年以上経過し、し

かも24時間運転を行っているため、コンプレッサー

の耐用年数（時間数）を越えて稼働させていたこと

に起因するようである。今後、このような大型で高

価な機械の交換や修理などが増えてくることが予想

されるため、予算や交換時期などを十分に考慮し、

計画的な対処が必要となる。その他、冬場に特定の

場所で結露が生ずる事象等がたまに観察されること

はあったが、放射薬剤製造業務やPET診断研究などに

支障が出るような大きなトラブルは発生していない。

サイクロトロン棟は、昭和48年度に竣工し、その

後大きな改修工事は行われてこなかった。その為、

臨床用の放射薬剤を製造する施設としては色々不十

分な点があった。そこで、平成17年度の12月から翌

年の３月末までの期間で、サイクロトロン棟全体空

調機械設備の大規模な改修工事を行うと共に、第２

ホットラボのクリーン化を行った。同時に、放射薬

剤製造システムについてもローカル制御装置や自動

合成装置を共通化したり、画像診断棟の総合制御シ

ステムと接続することによりデータベースなどの共

有化のみならず、共通の作業環境で放射薬剤の製造

が可能となった。その他の実験室や廊下の壁、天井、

床などについても大がかりな改装工事を行った。こ

れにより、サイクロトロン棟の放射薬剤製造エリア

は、臨床用の放射薬剤を製造する施設としても、ま

た、大量の非密封RIを取り扱う施設としても大幅な

性能向上を図ることができた。
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１. 医事統計（患者数推移一覧）

第Ⅰ期中期目標期間に於いては、2003年11月より重粒子線治療が高度先進医療として認可され、依り多くの患

者さんが治療を受けられるようになった。しかし、平成17年度は、４月から８月までリニアックの更新により

入・外患者数が激減したため総数で前年度減少した。入院数は、16年度４～８月10,459名、17年度４～８月9,354

名で、1,105名の減。又、外来数は16年度４～８月8,581名、17年度４～８月6,838名で、1,743名の減で、総計

2,848名の減となった。９月から挽回したが、年度総計では挽回しなかった。

２. 放射線技術部門

2-1. 診断部門に於いては、平成14年に16列MDCTが導入され、平成16年にはMRIが更新された。また、平成17年

からはPACSが最終稼働し、フイルムレス体制が確立した。

Angio：血管造影、CT-Sim：CTシミレーター、X-Sim：X線シミレーター

3.8 診療業務

外来患者

延 べ 数

入院患者

延 べ 数

１ 日 平 均

外来患者数

１ 日 平 均

在院患者数

平均在院

日 数

平成13年 15,805 23,157 64.0 63.4 32.6

平成14年 16,229 22,846 66.2 62.6 30.1

平成15年 19,555 24,345 81.2 66.5 23.3

平成16年 20,414 25,127 84.2 68.9 21.4

平成17年 18,693 23,640 76.6 64.8 17.5

一般撮影 ＣＴ ＭＲＩ ＲＩ Angio X-TV 固定具 CT-Sim X-Sim 内視鏡 Copy

平成13年 2494 1846 1775 772 3 273 401 660 1563 133 433

平成14年 2314 2077 2008 651 9 221 364 682 1931 121 509

平成15年 2420 2611 2129 682 5 238 385 828 2210 121 554

平成16年 2824 3177 2024 684 6 239 464 847 2411 92 590

平成17年 2162 3788 2520 397 1 251 491 747 2227 119 1009
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2-2. 治療部門に於いては、平成15年11月より重粒子線治療が高度先進医療として認可され、平成17年には高

エネルギーライナックが更新された。

ﾏｲｸﾛｾﾚｸﾄﾛﾝ：192Irを使用した高線量率照射装置

ｾﾚｸﾄﾛﾝ：137Csを使用した低～中線量率照射装置

３. 臨床検査件数の推移

外来・入院患者数に見合った実績。

４. 薬剤部門処方箋実績

外来・入院患者数に見合った実績。

リニアック 陽子線 ﾏｲｸﾛｾﾚｸﾄﾛﾝ ｾﾚｸﾄﾛﾝ

平成13年 539 6 92 1

平成14年 598 0 108 1

平成15年 625 0 107 0

平成16年 475 0 94 3

平成17年 444 0 76 1

生化学 血 清 血 液 骨髄検査 尿一般 交差試験 採 血 細 菌

H13年度 100,604 9,520 12,495 6 4,341 124 3,184 1,251

H14年度 94,246 9,100 11,515 2 4,630 160 2,965 1,103

H15年度 109,884 10,458 12,502 0 5,682 139 3,626 715

H16年度 106,084 11,691 10,395 0 4,918 96 3,254 774

H17年度 95,937 12,017 8,757 0 5,264 201 2,802 729

合 計 506,755 52,786 55,664 8 24,835 720 15,831 4,572

心電図 肺機能 外注SRL 外注細菌 病 理 剖検数 合 計

H13年度 280 1,730 12,144 394 636 15 146,724

H14年度 434 1,864 11,709 328 728 3 138,787

H15年度 621 1,903 12,472 247 791 10 159,050

H16年度 665 2,199 10,410 272 747 4 151,509

H17年度 615 2,063 9,763 225 770 3 139,146

合 計 2,615 9,759 56,498 1,466 3,672 35 735,216

外来内服処方箋 入院内服処方箋 外来注射処方箋 入院注射処方箋

平成13年 4,290 9,438 2,065 11,187

平成14年 3,850 9,558 2,491 9,437

平成15年 4,461 9,077 3,084 10,266

平成16年 4,206 9,304 3,267 10,354

平成17年 3,544 8,261 3,409 10,286



－ 112 －

１. 原子力事故の際の現地への支援要員・機器の動

員体制の維持・整備、患者の受け入れ

原子力事故時における現地への支援要員・機

器の動員体制の維持・管理

中央防災会議が決定した「各年度の総合防災訓

練大綱」に基づいて行う原子力災害に係る訓練の

一環として、以下の訓練を行った。

１）所内原子力防災関係者間の緊急時通報連絡訓

練

２）緊急モニタリング用資機材点検及び取扱訓練

並びに模擬測定訓練

３）緊急被ばく医療に関する原子力防災訓練

・平成13年度は、①消防ヘリコプターを使用し

た汚染患者搬送訓練（千葉市消防局の協力）、②

放医研救急車を使用した汚染患者受け入れ搬

送訓練、③放医研緊急被ばく医療診療チーム

等による汚染検査、除染等の汚染患者対応訓

練を実施した。

・平成14年度は、①放医研緊急被ばく医療診療

チーム等による患者受け入れ搬送、②汚染検

査、除染等の体内汚染患者対応訓練を実施した。

・平成15年度は、①放医研救急車を使用した体

内汚染患者受け入れ搬送訓練、②放医研緊急

被ばく医療診療チーム等による汚染検査、除

染、治療等の体内汚染患者対応訓練、③緊急

モニタリングチームを参集し、緊急モニタリ

ング用資機材の点検及び取扱訓練並びに模擬

測定訓練を実施した。

・平成16年度は、①茨城県原子力防災訓練のヘ

リによる患者搬送訓練に協力し、放医研とし

て患者受け入れ訓練、②緊急被ばく医療施設

において、線量評価研究部による汚染患者の

線量評価対応訓練、③放医研救急車を使用し

た汚染患者受け入れ搬送訓練を実施した。

・平成17年度は、①新潟県での国主催の総合防

災訓練に計画段階から参画し、患者搬送、専

門家派遣等を実施、②放医研救急車を使用し

た汚染患者受け入れ搬送訓練、③放医研被ば

く医療部、被ばく線量評価部による汚染検査、

除染等の汚染患者対応訓練を行った。

緊急被ばく医療施設の維持・管理

１）同時４チャンネル映像記録装置、患者情報モ

ニターを整備して、緊急被ばく医療対応時の記

録・保存及び教育訓練時の記録・トレーニング

3.9 原子力災害対応業務

に利用した。

２）体内除染剤、医療機器等の管理

・国内では許可されていない薬剤も含めた体内

除染剤等の更新を行った。

・緊急被ばく医療に関する測定機器、医療機器

の点検を実施した。

・キレート剤（体内除染剤）、ヨウ素剤等の点検

を定期的（月１回の頻度）に実施した。

・モニタリング用資機材の維持、調整、管理を

行った。

２. 放医研緊急被ばく医療ネットワーク等の運用

緊急被ばく医療を的確、効率的に実施するた

めに緊急被ばく医療ネットワーク会議等の適切

な運用に努めた。

１）染色体ネットワーク会議

緊急時の染色体ネットワークの役割の明確化、

機能の迅速化を図り、ネットワークの立ち上げ

判断基準の確立、初動時におけるネットワーク

会議と委員の役割を確立した。また、線量評価

に関わる染色体分析の判定基準を取りまとめた。

２）物理学的線量評価ネットワーク会議

被ばく線量評価業務実施の充実・強化を図る

ため放医研と日本原子力研究開発機構（旧日本

原子力研究所、旧核燃料サイクル開発機構）、日

本分析センターの各協力機関との間において協

力協定を締結し、放医研と協力機関における被

ばく線量評価業務の具体化、連携体制について

検討した。

３）緊急被ばく医療ネットワーク会議

被ばく患者の受け入れに伴う、緊急被ばく医

療業務実施の連携・強化を図るため、放医研と

協力医療機関（学校法人日本医科大学、学校法

人杏林学園）における協力協定を締結した。

８道県（北海道、青森県、宮城県、福島県、

新潟県、茨城県、神奈川県、静岡県）で地域緊

急被ばく医療連携協議会等を開催し、東日本ブ

ロックの各地方自治体の緊急被ばく医療体制と

の連携強化を図り、被ばく患者発生時の実際的

な医療・搬送対応の具体化を図った。

上記の地方自治体及び二次被ばく医療機関に

「放医研における患者受入の基本方針」を示し、

各地域緊急被ばく医療体制における患者対応と

放医研への搬送における運用方針を本協議会で
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取りまとめた。

３. 人材の教育訓練・育成

原子力災害に関わる地域の原子力防災関係者並び

に緊急被ばく医療体制の関係者に対して、緊急被ば

く救護セミナー、緊急被ばく医療セミナー、及び緊

急被ばく医療放射線計測セミナーを以下のように開

催し、一定水準以上の知識並びに技能を習得した人

材を育成した。

また、セミナー等研修終了者に対するフォローアッ

プの一環として、第１回緊急被ばく医療セミナー生

涯教育講座（受講者数35名）を平成15年度に開催し、

研究協力覚書に基づく被ばく医療セミナー（受講者

24名）を平成16年度に開催した。

４. 地方自治体等の防災訓練、講習会等への協力

国及び地方自治体が主催する原子力防災訓練に専

門家を派遣した。さらに、地方自治体等の講習会・

研修会に赴き、地域の関係要員に機能活動上の助言

指導を行った。また、国内における審議会等に参加

した。平成13年度から平成17年度までの５年間の実

績を表に示した。

５. 被ばく医療に関する情報の集積・発信と海外の

緊急時への対応体制の整備、国際協力活動

三次被ばく医療機関である放医研は、高度専

門的な除染及び治療を実施すると共に、全国の

地域被ばく医療機関に対し、必要な支援及び助

言を行う立場にあり、高線量被ばく治療、放射

線障害高度治療などのモデル・標準化に関する

医療情報の提供を行った。また、線量評価法の

開発、計測システムの標準化などを図った。

１）高線量被ばくの治療方針モデルの作成

頭頚部被ばく症状について診断と治療方針の

基礎モデルの検証を行った。

２）放射線障害の高度治療法の標準化

皮膚移植による高度放射線障害治療法の標準

化に関する基礎的な成果を提供した。

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

フリーラジカルの除去物質として認可医薬品

の防護作用に関する成果検証を行った。

４）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

バイオアッセイ測定法では変形ウェル型検出

器による同時計測型全線種計測システム標準化

に必要な基礎データを検証した。

中国、韓国等の機関と協力協定の締結等によ

り、国際協力を行うとともに、ＩＡＥＡ及びＷ

ＨＯとの共同でトレーニングコース等を開催した。

①中国

機関名：北京放射医学研究所

協力の内容：

・放射線事故に関する患者データベース構築と

関連する研究協力

・被ばく事故における線量評価のデータの収集

開始年：平成16年３月２日（協定締結日）

②韓国

機関名：韓国科学技術部 放射線医科学研究所

協力の内容：

・緊急被ばく医療体制構築に関する支援と韓国

医師の教育訓練

開始年：平成16年11月16日（協定締結日）

③ドイツ

機関名：ウルム大学

協力の内容：

・緊急被ばく医療に関するデータベース構築へ

の協力（第五福竜丸のデータ協力）

開始年：平成10年10月28日（協定締結日）

④ロシア

機関名：ロシア国立生物物理研究所臨床部

（モスクワ第６病院）

協力の内容：

・ロシア施設における放射線障害の症例の分析

と治療法の研究協力

セミナー名
平成13年度～

平成17年度
全受講者数

緊急被ばく救護セミ

ナー (５日間)
第44回～58回 449名

緊急被ばく医療セミ

ナー (３日間)
第６回～21回 296名

緊急被ばく医療放射線

計測セミナー(３日間)
第１回～第２回 21名

全 回 数

防災訓練派遣回数 47回

講習会等派遣回数 258回

審議会等参加 216回
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⑤国際機関

機関名：ＩＡＥＡ／ＲＣＡ（国際原子力機関）

協力の内容：

・アジアの医師に対する緊急被ばく医療教育及

び訓練

平成12年８月、平成16年３月

・放射線事故への専門家の派遣

タイ 平成12年２月

パナマ 平成13年５月

⑥国際機関

機関名：ＷＨＯ（世界保健機構）

協力の内容：

・ＷＨＯ指定協力センターのLiaison Institute

として登録され、世界の被ばく医療に貢献

登録年：平成16年１月

・アジアにおける緊急被ばく医療体制構築の準

備と医師及び看護師の教育訓練

他に、平成16年度に韓国原子力医学院との研究協

力覚書締結に基づいて被ばく医療セミナー（受講者

数24名）、平成17年度に台湾の緊急時医療関係者に対

し研修会を実施した。
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１. 概要

放射線医学その他の科学技術に関する研究開発の

ため、平成14年度より業務の遂行に支障のない範囲

で、施設・ 設備を共用に供した。

外部の者が共用に供する施設・設備を利用する場

合は、共用施設・設備を利用して得られた成果が学

術誌等で公表される場合等を除き、原則として利用

料を徴収している。

共用対象となる装置は、重粒子線がん治療装置及

び医療用装置、サイクロトロンを除く、放射線照射

装置である

静電加速器については、共用に供する環境の整備

を行った。

２. HIMAC共同利用研究

重粒子線がん治療装置（HIMAC）の共同利用研究に

おいては、毎年度100課題以上の課題が採択され、そ

の多くが外部との共同研究によるものであった。

毎年度、所外から500人を超える研究者が参加した。

３. PIXE分析装置（PASTA）

平成17年度に、共用開始に向けて、装置の概要、

機能・性能・利用条件、利用形態、手続き等の情報

を外部向けHPに公開した。

４. 施設・設備の外部共用

外部機関、民間企業からの利用希望に応え、各施

設・設備を外部共用に供した。

各年度の実績は以下のとおり。

【平成14年度】

大型サイクロトロン １件

【平成15年度】

大型サイクロトロン ３件

ラドン実験棟 １件

MRI装置 １件

【平成16年度】

大型サイクロトロン ４件

コバルト照射装置 １件

HIMAC １件

MRI装置 １件

3.10 施設・設備の共用

【平成17年度】

大型サイクロトロン ３件

コバルト照射装置 １件

ラドン実験棟 ２件

HIMAC １件

MRI装置 １件

主な施設の各年度の徴収料は以下のとおり。

５．その他

1) 研究交流施設について外部利用に供した。

2) 外部機関、民間企業から施設・設備の個別利用

申込みがあり対応した。



－ 116 －

4. 機 構・予 算

企画課

総務課
経理課
会計課
施設課

国際室
研究交流・情報室
研修課

放射線安全課
安全管理室
内部被ばく実験棟管理室
放射線安全技術開発室

技術支援・開発室
情報システム開発室
実験動物開発・管理室

推進室

被ばく診療室
障害医療情報室
障害臨床研究室
調整管理室
除染・計測技術開発室
線量評価室

運営室

事務課
治療課
診断課
看護課
薬剤室
診療放射線技師室

医療情報室

フロンティア研究推進室

那珂湊支所

低線量生体影響プロジェクト
宇宙放射線防護プロジェクト
防護体系構築研究グループ
比較環境影響研究グループ
ラドン研究グループ
レドックス制御研究グループ
放射線障害研究グループ
遺伝子発現ネットワーク研究グループ
実験動物開発研究グループ
内部被ばく影響研究グループ

病院

加速器物理工学部
医学物理部
画像医学部

粒子線治療生物研究グループ

放射線感受性遺伝子プロジェクト

企画室

広報室

総務部

国際・研究交流部

放射線防護・安全部

研究基盤部

放射線安全研究センター

緊急被ばく医療研究センター

重粒子医科学センター

特別上席研究員

フロンティア研究センター

監査室

理事長
理 事 監 事

平成13年４月１日現在
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企画課

総務課
経理課
会計課
施設課

国際室
研究推進課
研修課

放射線安全課
安全管理室
内部被ばく実験棟管理室
放射線安全技術開発室

技術支援・開発室
実験動物開発・管理室

情報利用推進課
情報システム開発課

推進室

調整管理室

運営室

事務課
治療課
診断課
看護課
薬剤室
診療放射線技師室

医療情報室

脳機能イメージング研究開発推進室

フロンティア研究推進室

推進室

那珂湊支所

低線量生体影響プロジェクト
宇宙放射線防護プロジェクト
防護体系構築研究グループ
比較環境影響研究グループ
ラドン研究グループ
レドックス制御研究グループ
放射線障害研究グループ
遺伝子発現ネットワーク研究グループ
実験動物開発研究グループ
内部被ばく影響研究グループ

被ばく医療部
線量評価研究部
緊急被ばく医療業務推進ユニット

病院

加速器物理工学部
医学物理部
画像医学部

粒子線治療生物研究グループ

放射線感受性遺伝子プロジェクト

高精度遺伝子発現プロフィールプロジェクト

企画室

広報室

総務部

研究推進部

放射線防護・安全部

研究基盤部

情報業務室

放射線安全研究センター

緊急被ばく医療研究センタ－

重粒子医科学センター

特別上席研究員

フロンティア研究センタ－

先端遺伝子発現研究センター

監査室

理事長
理 事 監 事

平成16年１月１日現在
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企画課

総務課
経理課
会計課
施設課

国際室
研究推進課
研修課

放射線安全課
安全管理室
内部被ばく実験棟管理室
放射線安全技術開発室

技術支援・開発室
実験動物開発・管理室

情報利用推進課
情報システム開発課

推進室

調整管理室

運営室

事務課
治療課
診断課
看護課
薬剤室
診療放射線技師室

医療情報室
放射線治療品質管理室

脳機能イメージング研究開発推進室

フロンティア研究推進室

推進室

那珂湊支所

低線量生体影響プロジェクト
宇宙放射線防護プロジェクト
防護体系構築研究グループ
比較環境影響研究グループ
ラドン研究グループ
レドックス制御研究グループ
放射線障害研究グループ
遺伝子発現ネットワーク研究グループ
実験動物開発研究グループ
内部被ばく影響研究グループ

被ばく医療部
線量評価研究部
緊急被ばく医療業務推進ユニット

病院

加速器物理工学部
医学物理部
画像医学部

粒子線治療生物研究グループ

放射線感受性遺伝子プロジェクト

高精度遺伝子発現プロフィールプロジェクト

運営企画グループ
分子認識研究グループ
先端生体計測研究グループ
分子病態イメージング研究グループ
分子神経イメージング研究グループ

企画室

広報室

総務部

研究推進部

放射線防護・安全部

研究基盤部

情報業務室

放射線安全研究センター

緊急被ばく医療研究センタ－

重粒子医科学センター

特別上席研究員

フロンティア研究センタ－

先端遺伝子発現研究センター

分子イメージング研究センター

監査室

理事長
理 事 監 事

平成18年３月31日現在
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平成13年度予算政府原案の概要

事 項
前 年 度
予 算 額

平成13年度
政 府 原 案

対 前 年 度
比較増△減額

備 考

［支出］
［事項］独立行政法人放射線医学総合研究所
運営費

［運営費交付金部門］ 14,215,717 15,282,544 1,066,827
対前年度
増△減額

平成13年度
政 府 原 案

前 年 度
予 算 額

Ⅰ．人件費 3,351,720 4,047,686 695,966

１．人件費 255,833 3,607,553 （ 3,351,720 ）

２．退職手当、公務災害補償費等 440,133 440,133 （ 0 ）

Ⅱ．プロジェクト研究開発費

7,415,593 7,562,793 147,200 １．プロジェクト研究経費 270,599 1,463,633 （ 1,193,034 ）

宇宙放射線による生体影響と防護に関する研究 △ 10,489 147,417 （ 157,906 ）

低レベル放射線の生体影響に関する総合的研究 184,794 184,794 （ 0 ）

重粒子線がん治療臨床試験 △ 3,303 711,373 （ 714,676 ）

高度画像診断技術の研究開発 19,049 219,049 （ 200,000 ）

緊急被ばく医療に関わる研究 80,548 201,000 （ 120,452 ）

２．基盤研究経費 △ 197,445 959,179 （ 1,156,624 ）

環境系基盤研究 203,463 203,463 （ 0 ）

・環境放射線の防護体系構築 74,791 74,791 （ 0 ）

・環境リスク源比較影響 58,372 58,372 （ 0 ）

・ラドンの環境中における動態と生体影響 70,300 70,300 （ 0 ）

生物系基盤研究 95,723 145,241 （ 49,518 ）

・放射線に対するレドックス制御 36,049 36,049 （ 0 ）

・放射線障害に関する基盤的研究 16,000 16,000 （ 0 ）

・放射線応答遺伝子群発現ネットワーク解析 35,346 65,982 （ 30,636 ）

・放射線影響研究のための実験動物の開発 16,000 16,000 （ 0 ）

・プルトニウム化合物の発がん効果 △ 7,672 11,210 （ 18,882 ）

重粒子線治療に関する基盤研究 △ 57,683 243,183 （ 300,866 ）

・重粒子線がん治療装置の小型化 75,351 75,351 （ 0 ）

・照射方法の高精度化 61,296 75,000 （ 13,704 ）

・重粒子線および標準線量測定法の確立 40,000 40,000 （ 0 ）

・粒子線治療の普及促進 0 15,790 （ 15,790 ）

・粒子線治療の生物効果 0 11,038 （ 11,038 ）

・臨床試験評価のための情報処理 10,690 26,004 （ 15,314 ）

・（治療照射精度・信頼性向上開発研究） △ 200,000 0 （ 200,000 ）

・（重粒子線高度がん治療推進研究） △ 40,613 0 （ 40,613 ）

・（土地借料） △ 4,407 0 （ 4,407 ）

ＨＩＭＡＣ共同利用研究 △ 39,870 246,561 （ 286,431 ）

画像診断研究 14,764 107,707 （ 92,943 ）

医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評価及び防護に関する研究 12,420 13,024 （ 604 ）

前年度までの基盤研究 △ 426,262 0 （ 426,262 ）

・放射線医学重点研究 △ 372,814 0 （ 372,814 ）

・安全解析研究経費 △ 53,448 0 （ 53,448 ）

３．脳機能研究 10,905 110,000 （ 99,095 ）

４．原子力基盤技術総合的研究 △ 484 76,336 （ 76,820 ）

放射線障害修復機構 6 42,603 （ 42,597 ）

土壌生態圏動的解析モデル 0 8,723 （ 8,723 ）

マルチトレーサー製造技術 0 20,000 （ 20,000 ）

ラドン健康影響研究 △ 490 5,010 （ 5,500 ）

５．国際共同研究 0 11,628 （ 11,628 ）

６．プロジェクト研究開発推進費 △ 194,171 4,282,807 （ 4,476,978 ）

重粒子線がん治療装置設備整備 △ 166,911 3,479,819 （ 3,646,730 ）

重粒子治療推進棟開発推進費 △ 13,002 188,313 （ 201,315 ）

画像診断棟研究開発推進費 △ 14,258 614,675 （ 628,933 ）

７．プロジェクト研究開発診療経費 257,796 659,210 （ 401,414 ）

Ⅲ．重点研究開発費 309,376 340,326 30,950 ［Ⅱ．プロジェクト研究開発費 0.045］

Ⅳ．間接経費 1,872,348 1,812,600 △ 59,748 １．管理費［＝（Ⅱ．プロジェクト研究開発費＋Ⅲ．重点研究開発費＋研究部門人件費）△ 226,484 1,645,864 （ 1,872,348 ）

0.263－管理部門人件費］

２．独法化必要経費 166,736 166,736 （ 0 ）

Ⅴ．放射線感受性遺伝子研究プロジェクト 0 461,949 461,949 １．プロジェクト研究開発費 365,755 365,755 （ 0 ）

２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 96,194 96,194 （ 0 ）

Ⅵ．特別の施設・設備経費 1,266,680 1,057,190 △ 209,490 １．特殊実験棟運営 △ 209,490 1,057,190 （ 1,266,680 ）

［施設費補助金部門］ 917,582 305,000 △ 612,582

Ⅰ．施設整備費 917,582 305,000 △ 612,582 １．新営工事

生物実験棟設計費 115,000 115,000 （ 0 ）

２．機能増強工事

第３研究棟非常電源設備設置工事 40,000 40,000 （ 0 ）

３．改修等工事

内部被ばく実験棟老朽化対策工事 △ 10,139 150,000 （ 160,139 ）

４．（改修等工事） △ 757,443 0 （ 757,443 ）

支 出 計

15,133,299 15,587,544 454,245

［収入]

Ⅰ．運営費交付金 14,215,717 14,521,704 305,987

Ⅱ．施設費等補助金 917,582 305,000 △ 612,582

Ⅲ．自己収入 0 760,840 760,840

収 入 計 15,133,299 15,587,544 454,245

(単位：千円)
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事 項
前 年 度
予 算 額

平成14年度
内 示 額

対前年度
比較増△減額

備 考

［支出］
［事項］独立行政法人放射線医学総合研究所
運営費

［運営費交付金部門］ 15,282,544 14,621,987 △ 660,557
対前年度
増△減額

平成14年度
内 示 額

前 年 度
予 算 額

Ⅰ．人件費 4,047,686 4,155,547 107,861

１．人件費 1,082 3,655,848 （ 3,654,766 ）

２．退職手当、公務災害補償費 106,779 499,699 （ 392,920 ）

Ⅱ．プロジェクト研究開発費

7,562,793 6,934,014 △ 628,779 １．プロジェクト研究経費 △ 95,000 1,368,633 （ 1,463,633 ）

宇宙放射線による生体影響と防護に関する研究 △ 15,000 132,417 （ 147,417 ）

低線量放射線の生体影響に関する総合的研究 △ 10,000 174,794 （ 184,794 ）

重粒子線がん治療臨床試験 △ 50,000 661,373 （ 711,373 ）

高度画像診断技術の研究開発 △ 20,000 199,049 （ 219,049 ）

緊急被ばく医療に関する研究 0 201,000 （ 201,000 ）

２．基盤研究経費 △ 178,468 780,711 （ 959,179 ）

環境系基盤研究 △ 13,000 190,463 （ 203,463 ）

・環境放射線防護体系構築のための研究 △ 5,000 69,791 （ 74,791 ）

・放射線等の環境リスク源による人・生態系への比較影響研究 △ 3,000 55,372 （ 58,372 ）

・ラドンの環境中における動態と生物影響に関する研究 △ 5,000 65,300 （ 70,300 ）

生物系基盤研究 0 145,241 （ 145,241 ）

・放射線に対するレドックス制御に関する研究 0 36,049 （ 36,049 ）

・放射線障害に関する基盤的研究 0 16,000 （ 16,000 ）

・放射線応答遺伝子発現ネットワーク解析研究 0 65,982 （ 65,982 ）

・放射線影響研究のための実験動物の開発に関する研究 0 16,000 （ 16,000 ）

・プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効果に関する研究 0 11,210 （ 11,210 ）

重粒子線治療に関する基盤研究 △ 30,790 212,393 （ 243,183 ）

・重粒子線がん治療装置の小型化に関する研究開発 △ 7,500 67,851 （ 75,351 ）

・照射方法の高精度化に関する研究開発 △ 7,500 67,500 （ 75,000 ）

・重粒子線及び標準線量測定法の確立に関する研究開発 0 40,000 （ 40,000 ）

・重粒子線治療の普及促進に関する研究 △ 15,790 0 （ 15,790 ）

・粒子線治療の生物効果に関する研究 0 11,038 （ 11,038 ）

・重粒子線がん治療臨床試験評価のための情報処理に関する研究 0 26,004 （ 26,004 ）

ＨＩＭＡＣ共同利用研究 △ 123,280 123,281 （ 246,561 ）

画像診断に関する基盤的研究 △ 11,398 96,309 （ 107,707 ）

・PET及びSPECTに関する基盤的研究 0 58,564 （ 58,564 ）

・NMRに関する基盤的研究 0 15,779 （ 15,779 ）

・らせんCT肺がん検診システムの研究開発 △ 11,398 0 （ 11,398 ）

・放射光を用いた単色X線CT装置の研究開発 0 21,966 （ 21,966 ）

医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評価及び防護に関する研究 0 13,024 （ 13,024 ）

３．脳機能研究 0 110,000 （ 110,000 ）

４．原子力基盤技術総合的研究 △ 38,167 38,169 （ 76,336 ）

放射線損傷の認識と修復機構の解析とﾅﾉﾚﾍﾞﾙでのﾋﾞｼﾞｭｱﾙ化ｼｽﾃﾑの開発 △ 21,301 21,302 （ 42,603 ）

放射性核種の土壌生態圏における移行および動的解析モデルに関する研究 △ 4,361 4,362 （ 8,723 ）

ﾏﾙﾁﾄﾚｰｻｰの製造技術の高度化と先端科学技術研究への応用をめざした基盤研究 △ 10,000 10,000 （ 20,000 ）

ラドン健康影響研究 △ 2,505 2,505 （ 5,010 ）

５．国際共同研究 △ 5,814 5,814 （ 11,628 ）

６．プロジェクト研究開発推進費 △ 311,330 3,971,477 （ 4,282,807 ）

重粒子線がん治療装置設備整備 △ 252,953 3,226,866 （ 3,479,819 ）

重粒子治療推進棟開発推進費 △ 13,690 174,623 （ 188,313 ）

画像診断棟研究開発推進費 △ 44,687 569,988 （ 614,675 ）

７．プロジェクト研究開発診療経費 0 659,210 （ 659,210 ）

Ⅲ．重点研究開発費 340,326 312,031 △ 28,295 ［Ⅱ．プロジェクト研究開発費 0.045］

Ⅳ．間接経費 1,812,600 1,434,231 △ 378,369 １．管理費［＝（Ⅱ．プロジェクト研究開発費＋Ⅲ．重点研究開発費＋研究部門人件費）△ 211,633 1,434,231 （ 1,645,864 ）

0.263－管理部門人件費］

２．独法化必要経費 △ 166,736 0 （ 166,736 ）

Ⅴ．放射線感受性遺伝子研究プロジェクト 461,949 461,949 0 １．プロジェクト研究開発費 0 365,755 （ 365,755 ）

２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 0 96,194 （ 96,194 ）

Ⅵ．独法成果活用事業 0 320,000 320,000 １．４次元ビューワーの開発とナビゲーション外科への応用 110,000 110,000 （ 0 ）

２．多核種多次元ＮＭＲの臨床測定法の開発とテーラーメード医療への応用 130,041 130,041 （ 0 ）

３．遺伝子特許獲得体制の整備 42,654 42,654 （ 0 ）

４．リエゾン機能の付加 37,305 37,305 （ 0 ）

Ⅶ．特別の施設・設備経費 1,057,190 1,004,215 △ 52,975 １．特殊実験棟運営 △ 52,975 1,004,215 （ 1,057,190 ）

２．老朽化対策 0 0 （ 0 ）

［施設費補助金部門］ 305,000 323,000 18,000

Ⅰ．施設整備費 305,000 323,000 18,000 １．新営工事

生物実験棟 △ 115,000 0 （ 115,000 ）

那珂湊支所海水廃液処理装置の設置 126,000 126,000 （ 0 ）

２．機能増強工事 （ ）

静電加速器施設マイクロビーム細胞照射装置設置 197,000 197,000 （ 0 ）

３．改修等工事 （ ）

内部被ばく実験棟老朽化対策工事 △ 150,000 0 （ 150,000 ）

晩発障害実験棟空調設備改修工事 0 0 （ 0 ）

サイクロトロン棟排気貯留タンク更新工事 0 0 （ 0 ）

４．（第３研究棟非常電源設備設置工事） △ 40,000 0 （ 40,000 ）

支 出 計

15,587,544 14,944,987 △ 642,557

［収入]

Ⅰ．運営費交付金 14,521,704 13,861,147 △ 660,557

Ⅱ．施設費等補助金 305,000 323,000 18,000

Ⅲ．自己収入 760,840 760,840 0

収 入 計 15,587,544 14,944,987 △642,557

平成14年度放医研関係予算額事項別表
(単位：千円)
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事 項
前 年 度
予 算 額

平成15年度
内 示 額

対前年度
比較増△減額

備 考

［支出］
［事項］独立行政法人放射線医学総合研究所
運営費

［運営費交付金部門］ 14,621,987 14,460,811 △ 161,176
対前年度
増△減額

平成15年度
内 示 額

前 年 度
予 算 額

Ⅰ．人件費 4,155,547 4,120,588 △ 34,959

１．人件費 △ 149,480 3,506,368 （ 3,655,848 ）

２．退職手当、公務災害補償費 114,521 614,220 （ 499,699 ）

Ⅱ．プロジェクト研究開発費

6,934,014 6,823,777 △ 110,237 １．プロジェクト研究経費 △ 20,000 1,348,633 （ 1,368,633 ）

宇宙放射線による生体影響と防護に関する研究 0 132,417 （ 132,417 ）

低線量放射線の生体影響に関する総合的研究 △ 20,000 154,794 （ 174,794 ）

重粒子線がん治療臨床試験 0 661,373 （ 661,373 ）

高度画像診断技術の研究開発 0 199,049 （ 199,049 ）

緊急被ばく医療に関する研究 0 201,000 （ 201,000 ）

２．基盤研究経費 0 780,711 （ 780,711 ）

環境系基盤研究 0 190,463 （ 190,463 ）

・環境放射線防護体系構築のための研究 0 69,791 （ 69,791 ）

・放射線等の環境リスク源による人・生態系への比較影響研究 0 55,372 （ 55,372 ）

・ラドンの環境中における動態と生物影響に関する研究 0 65,300 （ 65,300 ）

生物系基盤研究 0 145,241 （ 145,241 ）

・放射線に対するレドックス制御に関する研究 0 36,049 （ 36,049 ）

・放射線障害に関する基盤的研究 0 16,000 （ 16,000 ）

・放射線応答遺伝子発現ネットワーク解析研究 0 65,982 （ 65,982 ）

・放射線影響研究のための実験動物の開発に関する研究 0 16,000 （ 16,000 ）

・プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効果に関する研究 0 11,210 （ 11,210 ）

重粒子線治療に関する基盤研究 0 212,393 （ 212,393 ）

・重粒子線がん治療装置の小型化に関する研究開発 0 67,851 （ 67,851 ）

・照射方法の高精度化に関する研究開発 0 67,500 （ 67,500 ）

・重粒子線及び標準線量測定法の確立に関する研究開発 0 40,000 （ 40,000 ）

・粒子線治療の生物効果に関する研究 0 11,038 （ 11,038 ）

・重粒子線がん治療臨床試験評価のための情報処理に関する研究 0 26,004 （ 26,004 ）

ＨＩＭＡＣ共同利用研究 0 123,281 （ 123,281 ）

画像診断に関する基盤的研究 0 96,309 （ 96,309 ）

・PET及びSPECTに関する基盤的研究 0 58,564 （ 58,564 ）

・NMRに関する基盤的研究 0 15,779 （ 15,779 ）

・放射光を用いた単色X線CT装置の研究開発 0 21,966 （ 21,966 ）

医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評価及び防護に関する研究 0 13,024 （ 13,024 ）

３．脳機能研究 0 110,000 （ 110,000 ）

４．原子力基盤技術総合的研究 △ 2,505 35,664 （ 38,169 ）

放射線損傷の認識と修復機構の解析とﾅﾉﾚﾍﾞﾙでのﾋﾞｼﾞｭｱﾙ化ｼｽﾃﾑの開発 0 21,302 （ 21,302 ）

放射性核種の土壌生態圏における移行および動的解析モデルに関する研究 0 4,362 （ 4,362 ）

マルチトレーサーの製造技術の高度化と先端科学技術研究への応用をめざした基盤研究 0 10,000 （ 10,000 ）

ラドン健康影響研究 △ 2,505 0 （ 2,505 ）

５．国際共同研究 0 5,814 （ 5,814 ）

６．プロジェクト研究開発推進費 △ 87,732 3,883,745 （ 3,971,477 ）

重粒子線がん治療装置設備整備 △ 87,732 3,139,134 （ 3,226,866 ）

重粒子治療推進棟開発推進費 0 174,623 （ 174,623 ）

画像診断棟研究開発推進費 0 569,988 （ 569,988 ）

７．プロジェクト研究開発診療経費 0 659,210 （ 659,210 ）

Ⅲ．重点研究開発費 312,031 307,070 △ 4,961 ［Ⅱ．プロジェクト研究開発費 0.045］

Ⅳ．間接経費 1,434,231 1,423,212 △ 11,019 １．管理費［＝（Ⅱ．プロジェクト研究開発費＋Ⅲ．重点研究開発費＋研究部門人件費）△ 11,019 1,423,212 （ 1,434,231 ）

0.263－管理部門人件費］

Ⅴ．放射線感受性遺伝子研究プロジェクト 461,949 461,949 0 １．プロジェクト研究開発費 0 365,755 （ 365,755 ）

２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 0 96,194 （ 96,194 ）

Ⅵ．独法成果活用事業 320,000 320,000 0 １．プロジェクト研究開発費 0 253,365 （ 253,365 ）

４次元ビューワーの開発とナビゲーション外科への応用 0 87,094 （ 87,094 ）

多核種多次元ＮＭＲの臨床測定法の開発とテーラーメード医療への応用 0 102,962 （ 102,962 ）

遺伝子特許獲得体制の整備 0 33,772 （ 33,772 ）

リエゾン機能の付加 0 29,537 （ 29,537 ）

２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 0 66,635 （ 66,635 ）

Ⅶ．特別の施設・設備経費 1,004,215 1,004,215 0 １．特殊実験棟運営 0 1,004,215 （ 1,004,215 ）

［施設費補助金部門］ 323,000 323,000 0

Ⅰ．施設整備費 323,000 323,000 0

１．改修等工事

廃棄施設の更新工事（第１期） 169,000 169,000 （ 0 ）

静電加速器棟改修工事 101,000 101,000 （ 0 ）

第１研究棟空調設備更新工事 53,000 53,000 （ 0 ）

２．（那珂湊支所海水廃液処理装置の設置等） △ 323,000 0 （ 323,000 ）

支 出 計

14,944,987 14,783,811 △ 161,176

［収入]

Ⅰ．運営費交付金 13,861,147 13,699,971 △ 161,176

Ⅱ．施設費等補助金 323,000 323,000 0

Ⅲ．自己収入 760,840 760,840 0

収 入 計 14,944,987 14,783,811 △ 161,176

平成15年度放医研関係予算額事項別表
(単位：千円)
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事 項
前 年 度
予 算 額

平成16年度
内 示 額

対 前 年 度
比較増△減額

備 考

［支出］

［運営費交付金部門］ 14,460,811 14,280,809 △ 180,002 平成16年度
内 示 額

前 年 度
予 算 額

Ⅰ．人件費 4,120,588 3,795,025 △ 325,563 １．人件費 3,405,002 （ 3,506,368 ）

２．退職手当、公務災害補償費 390,023 （ 614,220 ）

Ⅱ．プロジェクト研究開発費 6,823,777 7,094,538 270,761 １．プロジェクト研究経費 1,116,674 （ 1,348,633 ）

宇宙放射線による生体影響と防護に関する研究 132,417 （ 132,417 ）

低線量放射線の生体影響に関する総合的研究 123,835 （ 154,794 ）

重粒子線がん治療臨床試験 661,373 （ 661,373 ）

高度画像診断技術の研究開発 199,049 （ 199,049 ）

）緊急被ばく医療に関する研究 0 （ 201,000 ）

２．基盤研究経費 1,457,471 （ 780,711 ）

環境系基盤研究 177,403 （ 190,463 ）

・環境放射線防護体系構築のための研究 69,791 （ 69,791 ）

・放射線等の環境リスク源による人・生態系への比較影響研究 55,372 （ 55,372 ）

・ラドンの環境中における動態と生物影響に関する研究 52,240 （ 65,300 ）

生物系基盤研究 145,241 （ 145,241 ）

・放射線に対するレドックス制御に関する研究 36,049 （ 36,049 ）

・放射線障害に関する基盤的研究 16,000 （ 16,000 ）

・放射線応答遺伝子発現ネットワーク解析研究 65,982 （ 65,982 ）

・放射線影響研究のための実験動物の開発に関する研究 16,000 （ 16,000 ）

・プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効果に関する研究 11,210 （ 11,210 ）

重粒子線治療に関する基盤研究 902,213 （ 212,393 ）

・重粒子線がん治療装置の小型化に関する研究開発 757,671 （ 67,851 ）

・照射方法の高精度化に関する研究開発 67,500 （ 67,500 ）

・重粒子線及び標準線量測定法の確立に関する研究開発 40,000 （ 40,000 ）

・粒子線治療の生物効果に関する研究 11,038 （ 11,038 ）

・重粒子線がん治療臨床試験評価のための情報処理に関する研究 26,004 （ 26,004 ）

ＨＩＭＡＣ共同利用研究 123,281 （ 123,281 ）

画像診断に関する基盤的研究 96,309 （ 96,309 ）

・PET及びSPECTに関する基盤的研究 58,564 （ 58,564 ）

・NMRに関する基盤的研究 15,779 （ 15,779 ）

・放射光を用いた単色X線CT装置の研究開発 21,966 （ 21,966 ）

医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評価及び防護に関する研究 13,024 （ 13,024 ）

３．脳機能研究 110,000 （ 110,000 ）

４．原子力基盤技術総合的研究 0 （ 35,664 ）

放射線損傷の認識と修復機構の解析とﾅﾉﾚﾍﾞﾙでのﾋﾞｼﾞｭｱﾙ化ｼｽﾃﾑの開発 0 （ 21,302 ）

放射性核種の土壌生態圏における移行および動的解析モデルに関する研究 0 （ 4,362 ）

ﾏﾙﾁﾄﾚｰｻｰの製造技術の高度化と先端科学技術研究への応用をめざした基盤研究 0 （ 10,000 ）

５．国際共同研究 5,814 （ 5,814 ）

６．プロジェクト研究開発推進費 3,745,369 （ 3,883,745 ）

重粒子線がん治療装置設備整備 2,825,220 （ 3,139,134 ）

重粒子治療推進棟開発推進費 157,160 （ 174,623 ）

画像診断研究開発推進費 512,989 （ 569,988 ）

低線量影響実験棟運営費 250,000 （ 0 ）

７．プロジェクト研究開発診療経費 659,210 （ 659,210 ）

）

Ⅲ．重点研究開発費 307,070 319,254 12,184 ［Ⅱ．プロジェクト研究開発費 0.045］

Ⅳ．間接経費 1,423,212 1,510,699 87,487 １．管理費［＝（Ⅱ．プロジェクト研究開発費＋Ⅲ．重点研究開発費＋研究部門人件費） 1,510,699 （ 1,423,212 ）

0.263－管理部門人件費］

Ⅴ．放射線感受性遺伝子研究 461,949 461,949 0 １．プロジェクト研究開発費 365,755 （ 365,755 ）

プロジェクト ２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 96,194 （ 96,194 ）

Ⅵ．独法成果活用事業 320,000 320,000 0 １．プロジェクト研究開発費 253,365 （ 253,365 ）

４次元ビューワーの開発とナビゲーション外科手術への応用 87,094 （ 87,094 ）

多核種多次元ＮＭＲの臨床測定法の開発とテーラーメード医療への応用 102,962 （ 102,962 ）

遺伝子特許獲得体制の整備 33,772 （ 33,772 ）

リエゾン機能の付加 29,537 （ 29,537 ）

２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 66,635 （ 66,635 ）

Ⅶ．特別の施設・設備経費 1,004,215 779,344 △ 224,871 １．特殊実験棟運営 779,344 （ 1,004,215 ）

［施設費補助金部門］ 323,000 310,000 △ 13,000

Ⅰ．施設整備費 323,000 310,000 △ 13,000 １．改修等工事

廃棄施設の更新工事（第２期） 310,000 （ 169,000 ）

（静電加速器棟改修工事） 0 （ 101,000 ）

（第１研究棟空調設備更新工事） 0 （ 53,000 ）

支 出 計 14,783,811 14,590,809 △ 193,002

［収入]

国庫ベース 14,022,971 13,829,969 △ 193,002

Ⅰ．運営費交付金 13,699,971 13,519,969 △ 180,002

Ⅱ．施設整備費補助金 323,000 310,000 △ 13,000

Ⅲ．自己収入 760,840 760,840 0

収 入 計 14,783,811 14,590,809 △ 193,002

平成16年度放医研関係予算額事項別表
(単位：千円)
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事 項
前 年 度
予 算 額

平成17年度
内 示 額

対 前 年 度
比較増△減額

備 考

［支出］

［運営費交付金部門］ 14,280,809 14,940,918 660,109 平成17年度
内 示 額

前 年 度
予 算 額

Ⅰ．人件費 3,795,025 3,884,034 89,009 １．人件費 3,459,271 （ 3,405,002 ）

２．退職手当、公務災害補償費 424,763 （ 390,023 ）

Ⅱ．プロジェクト研究開発費 7,094,538 6,854,514 △ 240,024 １．プロジェクト研究経費 1,082,996 （ 1,116,674 ）

宇宙放射線による生体影響と防護に関する研究 124,541 （ 132,417 ）

低線量放射線の生体影響に関する総合的研究 116,469 （ 123,835 ）

重粒子線がん治療臨床試験 654,775 （ 661,373 ）

高度画像診断技術の研究開発 187,211 （ 199,049 ）

緊急被ばく医療に関する研究 0 （ 0 ）

２．基盤研究経費 1,444,722 （ 1,457,471 ）

環境系基盤研究 175,634 （ 177,403 ）

・環境放射線防護体系構築のための研究 69,095 （ 69,791 ）

・放射線等の環境リスク源による人・生態系への比較影響研究 54,820 （ 55,372 ）

・ラドンの環境中における動態と生物影響に関する研究 51,719 （ 52,240 ）

生物系基盤研究 140,400 （ 145,241 ）

・放射線に対するレドックス制御に関する研究 35,689 （ 36,049 ）

・放射線障害に関する基盤的研究 15,840 （ 16,000 ）

・放射線応答遺伝子発現ネットワーク解析研究 65,324 （ 65,982 ）

・放射線影響研究のための実験動物の開発に関する研究 15,840 （ 16,000 ）

・プルトニウム化合物の内部被ばくによる発がん効果に関する研究 7,707 （ 11,210 ）

重粒子線治療に関する基盤研究 922,914 （ 902,213 ）

・重粒子線がん治療装置の小型化に関する研究開発 757,671 （ 757,671 ）

・照射方法の高精度化に関する研究開発 88,969 （ 67,500 ）

・重粒子線及び標準線量測定法の確立に関する研究開発 39,601 （ 40,000 ）

・粒子線治療の生物効果に関する研究 10,928 （ 11,038 ）

・重粒子線がん治療臨床試験評価のための情報処理に関する研究 25,745 （ 26,004 ）

ＨＩＭＡＣ共同利用研究 122,051 （ 123,281 ）

画像診断に関する基盤的研究 70,829 （ 96,309 ）

・PET及びSPECTに関する基盤的研究 33,460 （ 58,564 ）

・NMRに関する基盤的研究 15,622 （ 15,779 ）

・放射光を用いた単色X線CT装置の研究開発 21,747 （ 21,966 ）

医学利用放射線による患者・医療従事者の線量評価及び防護に関する研究 12,894 （ 13,024 ）

３．脳機能研究 79,202 （ 110,000 ）

４．国際共同研究 5,756 （ 5,814 ）

５．プロジェクト研究開発推進費 3,589,204 （ 3,745,369 ）

重粒子線がん治療装置設備整備 2,678,234 （ 2,825,220 ）

重粒子治療推進棟開発推進費 155,592 （ 157,160 ）

画像診断研究開発推進費 507,872 （ 512,989 ）

低線量影響実験棟運営費 247,506 （ 250,000 ）

６．プロジェクト研究開発診療経費 652,634 （ 659,210 ）

Ⅲ．重点研究開発費 319,254 308,453 △ 10,801 ［Ⅱ．プロジェクト研究開発費 0.045］

Ⅳ．間接経費 1,510,699 1,437,733 △ 72,966 １．管理費［＝（Ⅱ．プロジェクト研究開発費＋Ⅲ．重点研究開発費＋研究部門人件費） 1,437,733 （ 1,510,699 ）

0.263－管理部門人件費］

Ⅴ．放射線感受性遺伝子研究 461,949 365,872 △ 96,077 １．プロジェクト研究開発費 289,685 （ 365,755 ）

プロジェクト ２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 76,187 （ 96,194 ）

Ⅵ．独法成果活用事業 320,000 316,807 △ 3,193 １．プロジェクト研究開発費 250,837 （ 253,365 ）

４次元ビューワーの開発とナビゲーション外科手術への応用 86,225 （ 87,094 ）

多核種多次元ＮＭＲの臨床測定法の開発とテーラーメード医療への応用 101,935 （ 102,962 ）

遺伝子特許獲得体制の整備 33,435 （ 33,772 ）

リエゾン機能の付加 29,242 （ 29,537 ）

２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 65,970 （ 66,635 ）

Ⅶ．分子イメージング研究 0 312,164 312,164 １．プロジェクト研究開発費 247,161 （ 0 ）

２．間接経費［１．プロジェクト研究開発費 0.263］ 65,003 （ 0 ）

Ⅷ．特別の施設・設備経費 779,344 771,571 △ 7,773 １．特殊実験棟運営 771,571 （ 779,344 ）

（ ）

Ⅸ．高度先進医療に伴う経費 0 689,770 689,770 対応スタッフ増、老朽化対策等 689,770 （ 0 ）

［施設費補助金部門］ 310,000 290,000 △ 20,000

Ⅰ．施設整備費 310,000 290,000 △ 20,000 １．大型サイクロトロンの高度化 290,000 （ 0 ）

（廃棄施設の更新工事（第２期）） 0 （ 310,000 ）

支出計 14,590,809 15,230,918 640,109 対前年度比 104.4%

［収入]

国庫ベース 13,829,969 13,590,878 △ 239,091

Ⅰ．運営費交付金 13,519,969 13,300,878 △ 219,091

Ⅱ．施設整備費補助金 310,000 290,000 △ 20,000

Ⅲ．自己収入 760,840 1,640,040 879,200

収入計 14,590,809 15,230,918 640,109

平成17年度放医研関係予算額事項別表
(単位：千円)
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出 願 日 発 明 の 名 称 発 明 者 共願の有無 出願番号 管理 No.

2004/6/3
微量試料を用いる網羅的遺伝子発現プロフィー

ル解析法

安倍 真澄

荒木 良子
― PCT/JP2005/004788 208

平成17年度（2005）

2005/10/6 リボフラノース誘導体 安藤 興一 ― 特願2005-293407 81d1

その他、未公開３３件

平成16年度（2004）

2005/3/4
目的物質の脳毛細血管内皮細胞への取り込みを

亢進させるための組成物
井上 香織／須原 哲也 共願 特願2005-061681 234

2005/3/2 放射線遮蔽容器 鈴木 和年／鈴木 寿／福村 利光 ― 特願2005-056905 231

2005/2/22
線量計装着ウェア、これを用いた体表面被曝線

量分布測定方法及び装置
盛武 敬 共願 特願2005-046292 229

2005/2/16 Ｘ線遮蔽装置 盛武 敬 共願 PCT/JP2006/302761 209

2005/2/14
放射線皮膚障害誘導遺伝子の発現に基づく測定

方法
小池 学／小池 亜紀／潮見 友江 ― 特願2005-036700 227

2005/2/1 粒子線照射装置 古川 卓司／野田 耕司 ― 特願2005-025361 224

2005/1/28 荷電粒子ビーム照射システム 古川 卓司／村上 健 ― 特願2005-020843 221

2005/1/21
放射線方向性検出器及び放射線モニタリング方

法、装置
白川 芳幸 共願 特願2005-014578 225

2004/12/13 荷電粒子線照射装置および回転ガントリ 古川 卓司／野田 耕司 ― 特願2004-359325 222

2004/11/26 ＭＲ装置用ボリュームコイル 中島 巌／吉留 英二／池平 博夫 ― 特願2004-341943 220

2004/11/25 駆動装置、動態撮影システム及び動態撮影方法 森 慎一郎／遠藤 真広 共願 特願2004-341290 223

2004/10/6 ゲノム上の転写活性領域の網羅的解析法 安倍 真澄 ― PCT/JP2005/016344 216

2004/9/24 放射線照射方法 新谷 恵理子／山田 聰 ― 特願2004-276414 212

2004/9/24

放射線治療における副作用発症予測用ＤＮＡオ

リゴマー、遺伝子マーカー、ＤＮＡオリゴマー

セット、および副作用発症予測方法

今井 高志／原田 良信／岩川 眞由美 ― 特願2004-278246 202

2004/9/16 多段セル集合体の組立方法及びクランプ器具 村山 秀雄／稲玉 直子 共願 特願2004-269568 217

2004/8/18 放射性標識薬自動合成装置
鈴木 和年／鈴木 寿／福村 利光／向井 健

作／張 明栄
― 特願2004-237867 205

2004/8/4 課題提示・行動解析装置 大林 茂 ― 特願2004-228630 207

2004/7/23 ワンタッチ継手 鈴木 和年／吉田 勇一郎 ― 特願2004-216088 211

2004/7/21 螺旋軌道型荷電粒子加速器及びその加速方法 藤澤 高志 ― 特願2004-213129 214

2004/7/21 周回軌道型荷電粒子加速器及びその加速方法 藤澤 高志 ― 特願2004-213128 213

2004/7/1 荷電粒子線照射装置および治療装置 小森 雅孝／金井 達明 ― 特願2004-195215 210

2004/6/16 ＭＲ装置用ボリュームコイル 吉留 英二／中島 巌／池平 博夫 ― 特願2004-178544 206

2004/10/20 組込型の低線量放射線誘導性ベクター
根井 充

臺野 和広
― PCT/JP2005/011088 215

2004/6/9 気密蓋 鈴木 和年／吉田 勇一郎 ― 特願2004-171515 203

2004/5/12 バルブおよびバルブの組立方法 鈴木 和年／吉田 勇一郎 ― 特願2004-142234 204

2004/4/28
微生物を用いた放射性物質の除去方法及び除去

組成物
石井 伸昌／内田 滋夫 ― 特願2004-133367 200

2004/4/15 診断システム 池平 博夫／石濱 正男 ― 特願2004-119886 145

その他、未公開２件

平成15年度（2003）

2004/3/31 寿命延長性剤及びその用途 西村 義一 共願 特願2004-103715 201

2004/3/31 画像処理方法、システム及びプログラム 安田 仲宏／蔵野 美恵子／宗 大路 共願 特願2004-108282 198

2004/3/30 放射線治療料金の自動計算方法及び装置
砂岡 正良／田尻 稔／斉藤 収三／石居 隆

義／鶴岡 伊知郎
共願 特願2004-099119 199

2004/3/29
ヒール効果補正フィルタ及びＸ線照射装置並び

にＸ線ＣＴ装置

森 慎一郎

遠藤 真広
― PCT/JP2005/005972 190

2004/3/2 遺伝子解析支援システム 安倍 真澄 共願 特願2004-057116 186

2004/2/16
放射性感受性遺伝子が導入されたコンジェニッ

クラット
荻生 俊昭／辻 厚至 ― 特願2004-037555 197

２. 出願特許等

国内出願実績
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出 願 日 発 明 の 名 称 発 明 者 共願の有無 出願番号 管理 No.

2003/7/30 ＦＦＡＧ加速器 岩田 佳之／三須 敏幸 ― 特願2003-203797 174

2003/7/28 高周波電子銃 上坂 充／山田 聡 共願 特願2003-281088 183

2003/7/23 放射線位置検出器の校正方法 吉田 英治／木村 裕一／村山 秀雄 共願 特願2003-200616 178

2003/7/22 深さ位置認識型放射線検出器 長谷川 智之／村山 秀雄 ― 特願2003-199808 176

2003/7/1 飛程補償装置及び重荷電粒子線照射装置 兼松 伸幸 ― 特願2003-270039 175

2003/6/30

Ｎ－フッ素化アルキルピペリジンメタノール誘

導体及びこれを含有する中枢局所アセチルおよ

びブチリルコリンエステラーゼ活性測定用試薬

入江 俊章／福士 清／菊池 達矢／鈴木 和

年／張 明栄／伊古田 暢夫／中西 郁夫
― 特願2003-188456 179

2003/6/27
ロスモンド・トムソン症候群の特徴を示すマウ

ス及びその作製方法
安倍 真澄 ― 特願2003-185409 177

2003/6/20 細胞毒性試験法 高橋 千太郎／久保田 善久 ― 特願2003-176845 157

2003/6/19 遺伝子発現プロファイルの作製方法 安倍 真澄 ― 特願2003-174895 160

2003/6/11 模擬環境試験装置 一坪 宏和／山田 裕司／下 道國／小泉 彰 ― 特願2003-166402 169

2003/6/5
ガンマ線方向性検出器及び放射線モニタリング

方法、装置
白川 芳幸 ― 特願2003-161204 173

2003/4/28 散乱角不確定性補正コンプトンカメラ 平澤 雅彦／富谷 武浩 ― 特願2003-124173 172

平成14年度（2002）

2003/3/28 高周波加速空胴
三須 敏幸／北條 悟／杉浦 彰則／金澤 光

隆／宮原 信幸
― 特願2003-089775 170

2003/3/25 中性子線量当量測定器 隈元 芳一 ― 特願2003-083542 161

2003/3/12 ３次元放射線位置検出器 村山 秀雄／稲玉 直子 共願 特願2003-067094 171

2003/2/28 入射位置検出方法及び装置 高橋 浩之／村山 秀雄／石津 崇章 ― 特願2003-052652 168

2003/2/26 食肉用家畜の肉質の生体検査方法および装置 池平 博夫／八巻 邦次／吉留 英二 ― 特願2003-049454 146

2003/2/6 人体等価誘電体ゲル、その製造方法及び使用 池平 博夫／古川 重夫 ― 特願2003-029562 156

2003/2/5 ＧＳＯ単結晶及びＰＥＴ用シンチレータ 村山 秀雄／清水 成宜 共願 特願2003-027893 131J2*

2003/1/23 強磁場内作動型放射線位置検出器 山本 誠一／村山 秀雄 ― 特願2003-014880 158

2003/1/14 電離放射線防護剤 物部 真奈美／安藤 興一 ― 特願2003-006432 163

2003/1/10 標識化抗テネイシンＣモノクローナル抗体 入江 俊章／棚田 修二／田所 裕之 共願 特願2003-004959 140

2003/1/10 フェニルオキシアニリン誘導体 鈴木 和年／張 明栄／須原 哲哉 共願 特願2003-004251 167

2002/12/13 ガンマ線検出器 白川 芳幸 ― 特願2002-362795 149

2002/12/6 アルファ線照射装置 山田 裕 ― 特願2002-354719 141

2002/11/18 放射線測定装置 藤元 憲三 共願 特願2002-333612 152

2002/11/18 ガンマ線卓越入射方向の弁別方法 藤元 憲三 ― 特願2002-333597 147.2

2002/11/18 ガンマ線卓越入射方向弁別器 藤元 憲三 ― 特願2002-333590 147.1

2002/11/18 全方向の放射線スペクトル分布を得る方法 藤元 憲三 ― 特願2002-333361 142.2

2002/11/18 ガンマ線入射方向検出器 藤元 憲三 ― 特願2002-333474 142.1

2004/2/2

レポーター遺伝子に由来するｍＲＮＡの定量に

より遺伝子転写機能を測定する方法、及び、そ

れに用いる各種プライマー

石原 弘／田中 泉 ― 特願2004-025304 196

2004/1/23 線状部材の接続装置 鈴木 和年／吉田 勇一郎 ― 特願2004-016308 193

2004/1/14 チューブ接続具及び接続冶具 鈴木 和年／吉田 勇一郎 ― 特願2004-007296 194

2004/1/7 フェニルオキシアニリン誘導体 鈴木 和年／張 明栄／須原 哲也 共願 特願2004-001691 167J2

2003/12/24 シリンダ装置 鈴木 和年／鈴木 寿／吉田 勇一郎 ― 特願2003-426665 195

2003/12/24 ファントム及びファントム集合体 遠藤 真広／森 慎一郎 ― 特願2003-427312 189

2003/11/21
レトロトランスポゾンを用いた哺乳動物のゲノ

ム改変技術の開発
石原 弘 共願 PCT/JP2004/017307 191

2003/11/6 熱風ヒータ 鈴木 和年／鈴木 寿 ― 特願2003-377124 184

2003/11/5 ミジンコとイトミミズを含む培養系 柳澤 啓 ― 特願2003-376040 188

2003/10/29
マイクロイオンビーム形成用部材の配置方法及

びプリズム付プリズム調整台
今関 等／酢屋 徳啓 共願 特願2003-369541 180

2003/10/10
立体マーカ、これを用いた被験体の向き位置測

定方法及び装置
長谷川 智之／村石 浩／村山 秀雄 ― 特願2003-351783 187

2003/9/30 自動合成装置 鈴木 和年／福村 利光／鈴木 寿 ― 特願2003-340894 164

2003/9/19 レーザー制御型電子ビーム線形加速装置 平野 耕一郎 共願 特願2003-328078 185

2003/9/18 抗ヒトｈＮＰ９５モノクローナル抗体 武藤 正弘／巽 紘一 ― 特願2003-326274 162

2003/8/7 ［11Ｃ］ハロゲン化メチルの合成方法 鈴木 和年 ― 特願2003-206541 166

2003/8/7 ［11Ｃ］ＣＨ３Ｘの製造方法 鈴木 和年 ― 特願2003-206542 165
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出 願 日 発 明 の 名 称 発 明 者 共願の有無 出願番号 管理 No.

2001/7/12 放射線検出器及び検出方法
二見 康之／富谷 武浩／金沢 光隆／北川 敦

志／金井 達明
共願 特願2001-212557 111

2002/10/31 四角柱形セルの配置器具及び配置方法 村山 秀雄／稲玉 直子 共願 特願2002-317658 153

2002/10/29 標本画像データ処理方法及び標本検査システム 安田 仲宏／エリック ベントン 共願 特願2002-314878 154.3

2002/10/29 標本検査方法及びシステム 安田 仲宏／エリック ベントン 共願 特願2002-314879 154.2

2002/10/29 顕微鏡装置 安田 仲宏／エリック ベントン 共願 特願2002-314877 154.1

2002/10/23 マイクロイオンビーム形成装置 湯川 雅枝／今関 等／山口 寛／佐藤 幸夫 共願 特願2002-307996 155

2002/10/15 パルス波高整列放射線位置検出器 村山 秀雄／稲玉 直子 共願 特願2002-300125 139

2002/9/17 乳がん易罹患性に関わる遺伝子マーカー 今井 高志／原田 良信／岩川 眞由美 ― 特願2002-270434 151

2002/9/17 遺伝子マーカー 今井 高志／原田 良信／岩川 眞由美 ― 特願2002-270583 150

2002/9/17 試料の搭載方法 原田 良信／太田 美由紀 ― 特願2002-270433 148

2002/9/17 部位特異的突然変異導入法 塩見 忠博 ― 特願2002-270519 144

2002/9/17 非ヒトモデル動物 塩見 忠博／塩見 尚子／鬼頭 靖司 ― 特願2002-270405 143

2002/8/29 空気シリンダー駆動マルチリーフコリメータ 宮原 信幸 ― 特願2002-250486 136

2002/5/17
極低温クラスタ／スラッシュガスターゲットの

製造方法とその装置
上坂 充 共願 特願2002-143821 138

2002/4/22
サンプル用ラベル、その使用方法及び被検者匿

名化方法
野田 秀平／岩川 真由美／今井 高志 共願 特願2002-118871 129

平成13年度（2001）

2002/3/29 顕微鏡装置 安田 仲宏 共願 特願2002-097499 135

2002/3/29 顕微鏡装置 安田 仲宏 共願 特願2002-097498 134

2002/3/29 顕微鏡装置 安田 仲宏 共願 特願2002-097497 133

2002/3/29
放射線の飛跡検出方法及び放射線の飛跡検出装

置
安田 仲宏 共願 特願2002-097495 132

2002/3/12 放射線障害予防剤 坪井 康次／盛武 敬／安西 和紀 共願 特願2002-067739 137

2002/2/27 光学フィルムの介装方法及び光学セルブロック 村山 秀雄／稲玉 直子 共願 特願2002-051082 130

2001/12/12 遺伝子の発現を解析する方法 安倍 真澄／齋藤 俊行 共願 特願2002-550069 122J2*

2001/10/26
電磁石と永久磁石を縦方向に組み合わせた磁界

発生装置
熊田 雅之 共願 特願2001-329856 126

2001/10/19

Ｎ－フッ素化アルキルピペリジン誘導体とそれ

を含有する中枢局所アセチルコリンエステラー

ゼ活性測定用試薬

伊古田 暢夫／入江 俊章／福士 清／鈴木 和

年／帳 明栄
共願 特願2001-321808 120

2001/9/21
損傷ＤＮＡの修飾ならびに修復の程度を評価す

る方法
高萩 真彦 共願 特願2001-290161 116

2001/9/18
電離放射線による生物障害の防護剤とこれを用

いた防護方法
安藤 興一／物部 真奈美 ― 特願2001-284016 128

2001/7/16 永久磁石組込型高磁場発生装置 熊田 雅之 共願 特願2001-215874 123

2001/7/9 放射線３次元位置検出器 村山 秀雄 共願 特願2001-208251 113

2001/7/5
放射性薬剤合成用クリーンホットセル及びその

配置構造
鈴木 和年 共願 特願2001-205272 119

2001/7/5 液状放射性薬剤注入方法及び装置 鈴木 和年 共願 特願2001-205269 118

2001/7/5

短寿命放射性薬剤製造のための全体制御システ

ム及び短寿命放射性薬剤製造のための時間短縮

方法

鈴木 和年 共願 特願2001-205276 117

2001/5/30
ライン・プロジェクション導出型コンプトン・

カメラ
平澤 雅彦／富谷 武浩／柴田 貞夫 共願 特願2001-163323 115

2002/2/5 ＧＳＯ単結晶及びＰＥＴ用シンチレータ 村山 秀雄／清水成宜 共願 特願2003-027893 131

※ 国内出願を優先権としてＰＣＴ出願し、国内取下げせず国際公開された出願はＰＣＴ出願番号を記載。
※ 編集時公開されている出願のみ記載。
＊ 国内移行
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登 録 日 発 明 の 名 称 発 明 者 共願の有無 登録番号 管理 No.

平成17年度（2005）

2006/3/24
ナノメーターサイズ領域の標準粒子の発生方法

とその発生装置

一坪 宏和／床次 眞司／宮本 勝宏／山田 裕

司
共願 3783912 104

2006/1/13 永久磁石組込型高磁場発生装置 熊田 雅之 共願 3759003 123

2006/1/6 リボフラノース誘導体を含む放射線障害防護剤 安藤 興一 ― 3755019 81

2005/9/9 放射線障害防護剤 安藤 興一 ― 3716296 76

2005/9/9 セラミックスラドン放出線源とその製造方法 小泉 彰／山田 裕司／下 道國 共願 3716285 103

2005/7/8
放射線入射位置３次元検出器の発光位置特定方

法
村山 秀雄 共願 3697340 88

2005/7/1 電離箱型放射線検出器における放射線検出方法 平澤 雅彦／山本 幹男 共願 3693535 99

2005/6/10 液状放射性薬剤注入方法及び装置 鈴木 和年 共願 3685396 118

平成16年度（2004）

2004/9/17 放射線入射位置３次元検出器 村山 秀雄 共願 3597979 87

2004/8/13 コンピュータによる画像処理方法 平岡 武 共願 3584253 83

平成15年度（2003）

2004/1/23 放射薬剤製造用調剤装置 鈴木 和年／根本 和義 ― 3513573 72

2003/11/14 希ガス回収方法 小泉 彰／山田 裕司／下 道國 共願 3491276 107

2003/7/18 染色体画像表示装置 早田 勇 ― 3451307 78

2003/7/4
クリーンルーム間の搬送システム及びその搬送

方法
鈴木 和年 共願 3446824 109.2

平成14年度（2002）

2002/12/20 放射線診断装置 遠藤 真広／館野 之男 共願 3382941 70.1J2

2002/11/22 粒子加速器のビ－ムモニタ装置 佐藤 健次 共願 3373580 73

2002/7/19
クリーンルーム間の搬送システム及びその搬送

方法
鈴木 和年 共願 3330112 109.1

2002/7/12 呼吸同期制御放射線治療機器 蓑原 伸一 共願 3326597 94

平成13年度 (2001)

2001/1/5 自動洗浄乾燥装置 鈴木 和年／根本 和義 ― 3143725 71

2000/11/2 円形加速器 板野 明史 共願 3125805 58

2000/6/23 ３次元粒子線照射装置 村上 健／曽我 文宣／館野 之男 共願 3079346 80

国内登録実績
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出願手続日※１ 発 明 の 名 称 発 明 者 出願先 共同の有無 公開番号 管理No.

平成17年度（2005）

2005/10/31 照射野形成装置 古川 卓司/野田 耕司 PCT ― WO 2006/134677 237P

2005/10/31
Charged particle beam irradiator and rotary

gantry
古川 卓司/野田 耕司 PCT ― WO 2006/064613 222P

2005/9/22

DNA oligomer, gene marker and dna oligomer

set for predicting the onset of side effect

in radiotherapy and method of predicting the

onset of side effect

今井 高志/原田 良信/岩川 眞

由美
PCT ― WO 2006/033384 202P

2005/9/6

Method of exhaustive analysis of transcrip-

tionally-active domain (non-methylated domain)

on genome

安倍 真澄 PCT ― WO 2006/038416 216P

2005/7/11 標本検査システム及び標本検査方法 安田 仲宏/エリック ベントン 韓国 共願
10-2005/-0062023

※2
154KR2

2005/6/16 MR device volume coil 吉留 英二/中島 巌/池平 博夫 PCT ― WO 2005/122890 206P

2005/6/10
Insertion type low-dose-radiation induced

vector
根井 充/臺野 和広 PCT ― WO 2006/043354 215P

2005/4/28
Method of removing radioactive substance with

microbe and removing composition
石井 伸昌/内田 滋夫 PCT ― WO 2005/106895 200P

その他、未公開6件

平成16年度（2004）

2005/3/31 Method for preparing gene expression profile 安倍 真澄 オーストラリア ― 2004250012 ※2 160AU

2005/3/29

Heel effect correction filter, x-ray ir-

radiator, x-ray ct apparatus, and x-ray ct

imaging method

遠藤 真広/森 慎一郎 PCT ― WO 2005/092195 190P

2005/3/21

Mouse exhibiting characteristics of

Rothmund-Thomson syndrome and preparation

method thereof

安倍 真澄 米国 ― US 2005/0183149 177US

2005/3/21 Method for preparing gene expression profile 安倍 真澄 米国 ― US 2005/0181424 160US

2005/3/21 Method for preparing gene expression profile 安倍 真澄 欧州 ― EP 1 634 950 160E

2005/3/21 Method of preparing gene expression profile 安倍 真澄 カナダ ― CA 2 500 209 ※2 160CA

2005/3/17
Exhaustive gene expression profiling analy-

sis using microsample
安倍 真澄/荒木 良子 PCT ― WO 2005/118791 208P

2004/11/19
Development of mammalian genome modification

technique using retrotransposon
石原 弘 PCT 共願 WO 2005/054463 191P

2004/10/28
Spiral orbit type charged particle acceler-

ator and accelerating method
藤澤 高志 PCT ― WO 2006/008839 214P

2004/10/28
Circulation orbit type charged particle ac-

celerator and accelerating method
藤澤 高志 PCT ― WO 2006/008838 213P

2004/9/24 Phantom and phantom assembly 遠藤 真広/森 慎一郎 米国 ― US 2005/0141672 189US

2004/7/1
Range compensator and heavy charged particle

beam irradiation system
兼松 伸幸 PCT ― WO 2005/004168 175P

2004/6/25

Mouse exhibiting characteristics of rosmond

thomson syndrome and method of preparation

thereof

安倍 真澄 PCT ― WO 2005/001085 177P

2004/6/16 Method of preparing gene expression profile 安倍 真澄 PCT ― WO 2004/113526 160P

平成15年度（2003）

2004/2/26

2004/1/9

Radiation three-dimensional position detector

Magnetic field generator

村山 秀雄/稲玉 直子

熊田 雅之

米国

米国

共願

共願

US 2004/0178347

2004/0104794

171US

125US

2003/10/29
Sample Picture Data Processing Method and

Sample Inspection System
安田 仲宏/エリック ベントン 欧州 共願 EP 1 422 648 154E

2003/10/28
標本画像データ処理方法及び標本検査システム及

び標本検査方法
安田 仲宏/エリック ベントン 韓国 共願

10-2003-0075423

※2
154KR

2003/11/4 Phenyloxyaniline derivatives 鈴木 和年/張 明栄/須原 哲也 米国 共願 2004/0138310 167US

外国出願実績
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出願手続日※１ 発 明 の 名 称 発 明 者 出願先 共同の有無 公開番号 管理No.

2003/6/12 Method for preparing gene expression profile 安倍 真澄/斉藤 俊行 米国 共願 US 2004/0005625 122US

2003/6/11 Method of analyzing gene expression 安倍 真澄/斉藤 俊行 カナダ 共願 CA 2 431 170 122CA

2003/6/19 Method of analyzing gene expression 安倍 真澄/斉藤 俊行 オーストラリア 共願 2002222618 ※2 122AU

2003/6/9 Method of analyzing gene expression 安倍 真澄/斉藤 俊行 欧州 共願 EP 1 348 762 122E

その他、未公開１件

平成14年度（2002）

2003/3/31 Microscope apparatus 安田 仲宏 欧州 共願 EP1 353 212 133E

2003/2/5 GSO Single crystal and scintillator for PET 村山 秀雄/清水 成宜 フランス 共願 FR 2835535 131FR

2003/2/4 GSO Single crystal and scintillator for PET 村山 秀雄/清水 成宜 米国 共願 US 2003/0159643 131US

2003/2/4 GSO Single crystal and scintillator for PET 村山 秀雄/清水 成宜 ドイツ 共願 DE 10304397 131DE

2002/7/5
Radiation three-dimensional position detec-

tor
村山 秀雄 PCT 共願 WO 2003/007019 113P

平成13年度（2001）

2002/3/22 Magnetic field generator 熊田 雅之 PCT 共願 WO 2002/078018 125P

2001/12/12 解析基因之表現的方法 安倍 真澄/斉藤 俊行 台湾 共願 90130806 ※2 122TW

2003/3/28 Microscope apparatus 安田 仲宏 米国 共願 2003/0184855 133US

2003/9/29 Magnetic field generator 熊田 雅之 欧州 共願 EP 1 378 920 125E

2001/12/12 Method of analyzing gene expression 安倍 真澄/斉藤 俊行 PCT 共願 WO 2002/048352 122P

2003/10/15
Depth of interaction detector with uniform

pulse-height
村山 秀雄/稲玉 直子 米国 共願 US 2005/0087693 139US

※ 1 出願手続日は、出願日が国際出願日となるものは国内移行手続日を、その他は出願日を示す。

※ 2 出願番号

※ 編集時公開されている出願のみ記載。

登 録 日 発 明 の 名 称 発 明 者 登録国 共願の有無 特許番号 管理№

平成17年度（2005）

2005/8/11 解析基因之表現的方法 安倍 真澄/斉藤 俊行 台湾 共願 TW I 237663 122TW

2005/8/2 Microscope apparatus 安田 仲宏 米国 共願 US 6,924,929 133US

平成16年度（2004）

2004/7/27 Magnetic field generator 熊田 雅之 米国 共願 US 6,768,407 125US

平成13年度（2001）

2005/3/22 Phenyloxyaniline derivatives 鈴木 和年/張 明栄/須原 哲也 米国 共願 US 6,870,069 167US

2001/12/12 Method of analyzing gene expression 安倍 真澄/斉藤 俊行 オーストラリア 共願 AU 2002222618 122AU

外国登録実績
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