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
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

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
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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

表１

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。

図２

重粒子炭素線治療前
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治療後

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
を進める中で、位置弁別性能を改善する光連結型結

概況

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。

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
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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。

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

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

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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2.1.1.2

2.1.1 放射線先進医療研究（高度画像診断研究）
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
表１．４次元CT装置の目標仕様

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。

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

表２．４次元ビューアの目標仕様
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 ボリュームサイズ、表示画
（ボリュームレンダリング 像サイズ、画像生成レート
はリアルタイム表示と同
および３断面表示)
じ。入力データレートを
0‑10ボリューム/秒で可変
とする。

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。
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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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2.1.2 放射線感受性遺伝子研究
１. 研究担当者
今井高志、村田 啓、原田良信、岩川眞由美、道川

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

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

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。

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。

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。

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
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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

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

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

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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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
概況

ず、死亡率の過剰相対リスクのRBEは３であった。発

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。

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。

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。

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、

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
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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

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

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。

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。

（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Notch1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
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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
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。

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。

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。

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。
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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

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。

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。

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。

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。

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

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

− 15 −

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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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
２. 目的

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。

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。

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

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。
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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、

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

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

(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

− 18 −

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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