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平成31年度　事業計画・収支予算

（骨子）

「放影協ニュース」を年 4 回発行するとと

もに、ホームページの運用等を行います。

　２　研究奨励助成金の交付事業

　放射線影響に関する研究及び放射線の

医学的利用並びに放射線による障害防止

に関する研究のうち、国内で行われる将

来性のある、優れた研究に研究奨励助成

を行っています。この事業は昭和36年度

より実施しているもので、これまでの累

計は426件となりました。平成31年度も

3 名程度の研究者に助成します。

　３　顕著な成果をあげた研究者等の顕彰

　　　事業

　放射線影響及び放射線の医学利用の基

礎並びに放射線障害の防止など放射線科

学研究の分野において、顕著な業績をあ

　平成31年度事業計画・収支予算は、平成31

年 3 月 4 日に開催された理事会及び同年 3 月

12日に開催された評議員会において承認さ

れ、行政庁に届け出をいたしました。

　当協会では、平成31年度はこれに基づき成

果の益々の充実を期し、一層の努力をしてま

いる所存です。

事　業　計　画

Ⅰ　放射線影響に関する知識の普及・啓発及

び研究活動への奨励・助成

　１　放射線影響に係る知識の普及・啓発

　放射線影響に関する国内外の情報の収

集・分析評価を行い、放射線影響に関す

る知識の普及啓発に努めます。このため
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げた研究者を顕彰するため放射線影響研

究功績賞を平成12年度に設け、これまで

に17名の研究者を顕彰しました。

　また、現下の放射線影響研究の重要性

に鑑み、一層の研究促進に寄与するため、

新進気鋭の若手研究者を顕彰する制度と

して、放射線影響研究奨励賞を平成18年

度に設け、これまでに23名の研究者を顕

彰しました。

　いずれの賞も我が国の科学技術の進展

及び国民保健の増進に寄与することを目

的としており、平成31年度も引き続き両

賞の顕彰を行います。

　４　国際研究集会参加等のための助成事業

　放射線影響の分野における国際研究集

会への参加、国外研究機関への研究者の

派遣及び国外研究機関からの研究者の招

へいに対する助成を行っており、平成3

年度より実施しているもので、これまで

の累計は208名となっています。特に、

国際研究集会への参加は、若手研究者に

大きな自信を与え、今後の研究成果が期

待されます。平成31年度も引き続き 3 名

程度の研究者に助成します。また、必要

に応じ外国人研究者招へいの助成を行

い、一層の放射線影響研究の発展に寄与

します。

　

Ⅱ　放射線影響に関する調査研究

　１　原子力発電施設等放射線業務従事者等

に係る疫学的調査

　低線量域放射線の健康影響を明らかに

するため、国からの委託を受けて、原子

力発電施設等放射線業務従事者等を対象

とした疫学的調査を実施します。

　平成31年度は、新たな調査計画に則っ

て平成27年度から進めている疫学的調査

を継続実施します。調査対象者に対する

疫学調査への協力の意思確認調査を継続

し、また調査対象者の生死情報を個人情

報の保護に留意した上で確認するととも

に、全国がん登録データベースに基づく

がん罹患情報の把握に向けた検討を行い

ます。更に、実施している本疫学的調査

に関する情報や低線量域放射線の健康影

響に関する情報の発信を図り、本調査の

重要性について放射線業務従事者や関連

する機関への認知度を高めることに努め

ます。

　このため、平成31年度は次の事業を行

います。

　　　調査計画の評価

　平成27年度に策定し、平成28年度に

一部を変更した調査計画（調査への協

力の意思確認（インフォームド・コン

セント）、放射線以外の生活習慣等の

情報の収集、調査対象集団の設定方法

やその集団の規模、がん罹患調査、生

死追跡調査、健康影響に関する解析方

法等の設定等）について、本調査の進

捗状況、今後の見通し等を評価し、必

要な点があれば見直しを行います。

　　　調査対象者の設定に係る意思確認と

生活習慣等の調査

　原子力発電施設等で放射線業務に従

事している、または従事した経験のあ

る対象者等に対しては、昨年度までに

実施したインフォームド・コンセント

及び生活習慣等調査の未回答者への回

答依頼を継続実施します。これらの調

査に基づいて調査対象者を設定しま

す。

　　　がん罹患調査と生死調査

　調査対象者のがん罹患情報の収集方
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法、収集項目、情報の保管等について

検討します。調査対象者の住所地及び

生死確認のため、市区町村長から住民

票の写し等の交付を受けます。

　　　委員会での評価・検討

　調査研究評価委員会及び放射線疫学

調査あり方検討会フォローアップ委員

会での議論を踏まえ、疫学・統計解析

を行います。

　　　事業の理解促進活動

　国内外の主要な学会や会議などに参

加し、また、国際社会への論文発表に

努めて、これまでの調査結果やこれか

らの調査について報告するとともに、

関連情報の収集及び討議を行います。

　２　東電福島第一原子力発電所緊急作業従

事者に対する疫学的研究への協力

　本疫学的研究の統括研究機関からの依

頼を受けた場合には、緊急作業者の被ばく

線量について調査・協力を行います。

　３　その他

　必要に応じて放射線影響に関する調査

研究等を実施します。

　　

Ⅲ　放射線の防護及び利用に関する調査研究

　ICRPが取りまとめる勧告や報告は、我

が国の放射線防護法令の基本となるもの

です。このことを踏まえ、協会は、日本

における公衆及び放射線を取扱う職業人

の防護が的確に行われるようにするため、

ICRP勧告等の動向を的確に把握し、日本

のICRP委員、専門家及び学識経験者等が

情報及び認識の共有化を図り、国内におけ

る考え方が勧告等の検討に貢献できるよう

に、ICRP調査・研究連絡会を中心に以下

の活動を行います。

　　　ICRPの動向調査並びに同勧告、報

告等の調査研究を行います。

　　　ICRP勧告、報告等に関する意見・情

報交換を行います。

　　　専門家を招へいして放射線影響を中

心とした講演会を開催するなどして知

識の普及に努めます。

　　　ICRP委員の活動に対する支援を行

います。

　本連絡会は、ICRP委員、会員、学

識経験者等により構成される連絡委員

会を設置し、国内関係各界の意見交換

等を積極的に行います。

　平成31年度は、上記活動の一環とし

て、これまでに引き続き外部の招へい

専門家を交えた専門家間の意見交換や

放影協開催講座（ICRPセミナー）等を

開催します。

Ⅳ　放射線業務従事者等の放射線被ばく線量

等に関する情報の収集、登録及び管理

　１　経常業務

　制度参加事業者との協調を図りつつ、原

子力放射線業務従事者被ばく線量登録管

理制度（以下「原子力登録管理制度」とい

う）、除染等業務従事者等被ばく線量登

録管理制度（以下「除染登録管理制度」とい

う）、RI放射線業務従事者被ばく線量登録

管理制度及び放射線管理手帳（以下「手帳」

という）制度の的確な運用を行います。ま

た、放射線関連法令による放射線管理記録

の指定保存機関として適切な記録保管に努

めます。制度参加事業者、記録引渡し事業

者及び記録の本人からの記録の照会に対し

て適切に回答を行います。

　また、記録の本人の同意の下、国が実施

又は関与する放射線影響に関する調査研究

に被ばく線量データを提供します。
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　２　経常業務を安全・適切に実施するため

の業務

　経常業務を安全かつ適切に実施するた

め、平成31年度は次の業務を行います。

　　　放射線管理手帳の改元への対応

　2019年 5 月 1 日に元号が改まること

に伴い、平成31年（2019年） 4 月 1 日

から手帳への年の記入は原則として

「西暦」を用いることとします。

　　　水晶体の等価線量限度に係る法令改

正の検討への対応

　国は放射線防護法令の水晶体の等価

線量限度を変更する方向で検討を行っ

ています。協会は、被ばく線量登録管理

制度推進協議会（以下「推進協議会」とい

う。）及びその専門部会において原子力事

業者と協議を行ない、平成30年度に引き

続きより具体的な対応策の検討を進めま

す。

　　　放射線管理手帳高度化に係る検討

　推進協議会の専門委員会において、

現在は雇用事業者又は手帳発効機関が

手書き又は専用プリンターにより被ば

く線量等の記載を行っている放射線管

理手帳について、IT技術等の応用によ

り高度化、合理化ができないか等につ

いて引き続き検討を行います。

　　　被ばく線量登録管理システムのリプ

レースの実施

　除染登録管理システムについて、平

成31年度にリプレースを行います。こ

のリプレース作業の実施に当たって

は、日常業務の遂行に支障を来たさな

いようにするとともに、機器更新に伴

う操作マニュアルの改訂や関係様式類

の見直しを行い、着実な移行を図りま

す。

　　　原子力登録管理制度及び除染登録管

理制度に係る協議会の開催

　原子力登録管理制度及び除染登録管

理制度は、それぞれの制度の適切な運

用を進めるため、参加事業者による協

議会を開催します。平成31年度は、平

成30年度の事業報告･決算報告及び次

年度（2020年度）の事業計画･収支予算

並びに登録管理制度の遂行に係る重要

事項について審議します。

　　　原子力登録管理制度の推進に関する

実務担当者会議の開催

　協議会での審議結果等に基づき、必

要に応じ原子力登録管理制度の推進に

関する実務担当者会議を開催します。

　　　放射線管理手帳発効機関に対する説

明会

　手帳制度の円滑な運用に資するた

め、手帳発効機関を対象とした説明会

を必要に応じて東京、大阪等で行いま

す。

　　　原子力事業者、除染事業者との登録

管理制度及び手帳制度の運用等に関す

る意見交換

　登録管理制度及び手帳制度の円滑な

運用に資するため、手帳の運用が適正

に実施されているか、また、登録管理

制度における個人情報の取扱いが適切

か、等について、センター職員が各事

業所を訪問し、実務担当者と意見交換

を行います。

　なお、平成31年度は原子力事業所5

事業所程度を対象として実施するほ

か、除染事業場についても数事業場で

実施します。

　　　放射線管理手帳発効機関に対する手

帳の運用等に係る指導、助言
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平成31年度収支予算書（損益ベース）

（単位：千円）

科目 予算額

Ⅰ．一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　（1）経常収益

　　　　基本財産運用収益 1

　　　　受取会費 4,730

　　　　受取補助金等 173,208

　　　　受取負担金 427,989

　　　　受取寄付金 2,990

　　　　雑収益 55

　　　　経常収益計 608,973

　　（2）経常費用

　　　　事業費

　　　　　役員報酬 15,336

　　　　　給料手当 179,164

　　　　　退職給付費用 9,735

　　　　　法定福利費 30,308

　　　　　通信伝送費 2,406

　　　　　データ管理費 114,605

　　　　　事務所借料 39,545

　　　　　記録保管費用 2,130

　　　　　諸掛費 117,720

　　　　　減価償却費 24,401

　　　　事業費計 535,350

　　　　管理費

　　　　　役員報酬 20,952

　　　　　給料手当 32,760

　　　　　退職給付費用 5,929

　　　　　法定福利費 7,627

　　　　　事務所借料 11,397

　　　　　諸掛費 30,948

　　　　管理費計 109,613

　　　　経常費用計 644,963

　　　　当期経常増減額 △…35,990

　２．経常外増減の部

　　（1）経常外収益 0

　　（2）経常外費用 0

　　　　当期経常外増減額 0

　　　　当期一般正味財産増減額 △…35,990

　　　　一般正味財産期首残高 411,037

　　　　一般正味財産期末残高 375,047

Ⅱ．指定正味財産増減の部

　　　　受取寄付金 2,990

　　　　一般正味財産への振替額 △…2,990

　　　　当期指定正味財産増減額 0

　　　　指定正味財産期首残高 13,000

　　　　指定正味財産期末残高 13,000

Ⅲ．正味財産期末残高 388,047

　手帳制度の円滑な運用に資するた

め、「放射線管理手帳　運用要領・記

入要領」等に従って手帳が適切に運用

されているか、また、個人情報の取り

扱いが規程等に基づき適切に運用、管

理されているか等について、センター

職員が各手帳発効事業所を訪問して手

帳発行実務者と意見交換を行い、必要

な指導、助言を行います。

　なお、平成31年度は20手帳発効事業

所程度を対象として実施します。

　　　統計データの解析・評価及び公表

　原子力登録管理制度に係るデータに

より各種統計データを作成し、統計

データ評価委員会において解析・評価

を行います。また、除染登録管理制度

に係るデータについても、各種統計

データを作成します。原子力事業所及

び除染事業場における従事者の放射

線管理状況を示す統計資料を協会の

「ホームページ」及び「放影協ニュース」

で公表します。
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３．研究奨励助成金交付研究課題

　本事業は、放射線の生物及び環境への影響、放射線の医学的利用の基礎並びに放射線障害の防

止など放射線科学研究の分野における調査・研究に対して研究奨励助成金を交付し、もって、我

が国の科学技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的として実施しているものです。

この目的に従って、公募を行い、学識経験者からなる選考委員会での審議・選考を経て、平成30

年度は下表のとおりの５つの研究課題に対して研究奨励助成金の交付を理事会にて決定しました。

受賞者 受賞業績
【放射線影響研究功績賞】

小野　公二
大阪医科大学　関西BNCT共同医療センター長・特別職務担

当教員（教授）

原子炉中性子を用いたホウ素中性子捕捉療
法(Reactor…Neutron-based…BNCT)の高度化と
AB-BNCT普及への貢献

【放射線影響研究奨励賞】
小野寺　康仁

北海道大学大学院　医学研究院　生化学分野分子生物学教室
　講師・北海道大学　国際連携研究教育局　量子医理工学グ

ローバルステーション　講師

ミトコンドリアにおける活性酸素増幅を介
した放射線増感機構の解明

【放射線影響研究奨励賞】
片岡　隆浩

岡山大学大学院　保健学研究科　放射線技術科学専攻　助教

低線量放射線による酸化ストレス関連疾患
の抑制効果とその機構解明に関する研究

申請者（所属） 研究題目

1
石合　正道

（国立がん研究センター研究所ＲＩ実験施設…施設長）
放射線応答遺伝子ATRの新規活性化機構の検討

2
清水　貴樹

（金沢大学附属病院…脊椎・脊髄外科　医員（大学院生）
脊椎腫瘍に対する陽子線照射が髄膜とその周囲
組織に及ぼす影響

3
反町　篤行

（福島県立医科大学医学部　准教授）
屋内におけるトロン壊変生成物の被ばくメカニ
ズムの調査

4
津田　雅貴

（広島大学　助教）
低酸素特異的に放射線が誘発するゲノム損傷の
修復機構解明

5
寺東　宏明

（岡山大学　自然生命科学研究支援センター　教授）
中性子線の医療応用に関する分子機構の解明

１．放射線影響研究功績賞

　本賞は、放射線の生物及び環境への影響、放射線の医学的利用の基礎並びに放射線障害の防止

など、放射線科学研究の分野において顕著な業績をあげた者に対して授与し、もって我が国の科学

技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的としています。この目的に従って、公募によ

り受賞候補者の推薦を求め、学識経験者からなる選考委員会での審議・選考を経て、平成30年度

は下表のとおりの受賞者１名を理事会にて決定しました。

平成30年度

放射線影響研究功績賞・放射線影響研究奨励賞

及び研究奨励助成金交付研究課題の決定について

２．放射線影響研究奨励賞

　本賞は、放射線の生物及び環境への影響、放射線の医学的利用の基礎並びに放射線障害の防止

など、放射線科学研究の分野において活発な研究活動を行い将来性のある若手研究者に対して授

与し、もって我が国の科学技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的としています。こ

の目的に従って、公募により受賞候補者の推薦を求め、学識経験者からなる選考委員会での審議・

選考を経て、平成30年度は下表のとおりの受賞者２名を理事会にて決定しました。
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ホウ素中性子捕捉療法（BNCT）の高度化研究

―歴史と展望―

　　　大阪医科大学　関西BNCT共同医療センター　

小野　公二　

平成30年度　放射線影響研究功績賞受賞業績の概要

図１　臨床研究で使われているホウ素薬剤図１　臨床研究で使われているホウ素薬剤

中性子の発見、BNCTの考案と初期臨床試行

の挫折

　J.…Chadwickによる中性子の発見は87年前の

1932年である。4年後の1936年にG.…Locherに

よってNCTの基本的な考案が提示され（1）、

PG…KrugerやPA…Zahlの実験によってBNCTの

強い生物効果が確認された。熱中性子はB-10

原子核と衝突すると他の生体構成元素とは

桁外れの高い確率で捕獲される。最も確率の

高いN-14原子核の約2000倍である。中性子

を捕獲したB-10原子核は、直ちにHe原子核

（α粒子）とLi原子核に分裂するが、これ等の

飛程は夫々、9-10μm、4-5μmで細胞径を超

えない。その為、B-10が20ppm程度の濃度で

選択的に存在するなら、その細胞には約10倍

超の物理線量が照射される。更に、粒子の

LETは何れも100keV/μを、RBEは3.0を超え、

OERは1.0である。唯、このアイデアが癌治

療に応用されるには中性子束密度の高い中

性子源が必要で、研究炉の開発を待たねばな

らなかった。最初にホウ素中性子捕獲反応を

癌治療に応用する挑戦的な研究を推進した

のはハーバード大学の脳神経外科教授W.H.…

SweetやL.E.…Farr教授であった（2,3）。1951年

～ 1961年にかけて、ブルックヘブン国立研

究所やマサチューセッツ工科大学の研究炉

を使って悪性神経膠腫を対象に研究治療を

試みたが成功しなかった。有害事象が高度

で、患者の生存期間も通常治療より短かっ

た。用いたホウ素薬剤の腫瘍集積が選択的で

なかった点、中性子ビームが低品質でγ線の

混入率が高かったことが主な理由とされた。

従って、以降の研究ではこの二点の解決に注

力された。

日本での臨床研究はBSH-BNCTに始まりBPA- 

BNCTで細胞選択的治療が実体化した

　1968年、故畠中坦博士が新規のホウ素薬

剤BSH（undecahydrododecaborate…disodium）（図

１）を用いて悪性神経膠腫のBNCTを行った

（4）。

　BSHは浸透性がBBB（血液脳関門）に支配さ

れ、BBBが機能不全に陥った悪性脳腫瘍組

織と正常な正常脳組織の間で高い濃度比が

生まれる。二つ目の問題点、高品質の熱中

性子照射場は1964年運転を開始の京大原子

炉（KUR）に附設の重水中性子照射設備で実

現していた。Cd比>5000の高純度で且つγ線

の混入が超極少の熱中性子ビームが得られて

いた。畠中博士は複数の研究炉を用い長年に

亘って症例を積み上げ、優れた成績を報告し

た（5）。しかし、研究の発展段階や畠中博士

が利用した施設・設備の制約もあって、優れ

た成績を科学的に説明する情報が不足してい

臨床研究で使われているホウ素薬剤図１
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た。その為、我が国の専門家には容れられな

かった。特にB-10濃度を照射時に数分で測定

できる技術は未開発であり、可能になったの

は1980年代初頭に京大炉で高純度中性子ビー

ムを用いた即発ガンマ線分析（PGA）が開発

されてからである。なお、BSH-BNCTによる

“選択的”効果は細胞への選択的集積に因るも

のではなく、真の意味で細胞選択的治療とは

云い難い。一方、故三嶋豊博士が黒色腫で合

成が亢進しているメラニンの前駆体がチロ

シンである点に着目して臨床開発したL-BPA

（L-paraboronophenylalanine,… 図1）は腫瘍細胞

に選択的に集積し、強い殺細胞効果を示した

（6）。BPAの登場でBNCTは初めて腫瘍細胞

選択的治療として実体化した。三嶋博士らは、

黒色腫のBPA-BNCTによる高品質の治癒を実

証した（7）。筆者がBNCT研究に最初に関わっ

たのは1987年の黒色腫BNCTの 1 例目からで

ある。現在、細胞への集積機構にはメラニン

合成能・経路の他に、LAT1、LAT2やATB0,＋

のアミノ酸トランスポーターが深く関わって

おり（8）、現在ではBNCT用の薬剤として広

く試みられている。BPAの登場なくして今日

のBNCTの発展は無かった。

　

熱外中性子利用を可能にするKUR重水中性

子設備の改造と臨床研究の加速

　 熱 外 中 性 子の 利 用と5MWでの 運 転 中に

照射室へ患者を自由に出し入れできるよう

にKUR重水中性子設備の改造を1995年度に

行った（図 2 ）（9）。

　従来は常時重水で満たしていた重水タンク

中に 5 槽に分割タンクを設けたことで、エネ

ルギースペクトルが異なる64種の中性子ビー

ムが得られる設備となった。熱外中性子の利

用によって脳腫瘍では中性子照射時の開創手

術が不要となり、連続運転中の患者の自由な

出し入れによって、確保できるマシンタイム

が大幅に増えた。

　この改造は脳腫瘍BNCTを術中中性子照射

の制約から解き放ち、急速な症例の蓄積が進

んだ。放射線治療歴のある再発症例、新規診

断の症例、そして悪性髄膜腫の再発例に対

しBNCTの優れた効果が確認された（10,11）。

殆どが大阪医大脳神経外科との共同研究の

症例である。悪性神経膠腫では、Recursive…

Partitioning…Analysis（RPA）によっても全ての

クラスで標準治療の成績を凌いだ。新規診断

の悪性神経膠腫では、深部の線量を高める

べく、X線照射を併用したが、これによって

MST（Median…Survival…Time…:…生存期間の中央

値）が標準治療のそれを大きく超え、略 2 年

に延長し生存率の改善も得られた（図 3 ）。

　しかし、MST後、生存率が急に低下した。

死因の大半はCerebrospinal…Spaceへの腫瘍細

胞の播種であって、治療局所の再増殖ではな

かった。局所制御の改善が、潜んでいた病態

図 2　改造後の重水中性子照射設備の構造

重水槽

改造後の重水中性子照射設備の構造図２

図 3　新規診断膠芽腫例の BNCT 後の生存率推移・

BNCT に X 線追加照射の効果
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を顕在化させたと考えている。

　再発や局所高度進行の頭頸癌に対しても

BNCTの優れた効果が示されている。2001年

12月に世界初の頭頸部癌のBNCTをKURRIに

て実施し、巨大な腫瘍が皮膚反応を殆ど見る

ことなく、完全に縮退した。こうした選択的

効果は他症例の病理組織検査でも確認されて

いる。旧の腫瘍部位には癌細胞の遺残は全く

なく瘢痕のみ、同量の中性子を受けた正常部

では耳下腺、脂肪組織が善く保全されていた

（図 4 ）（12）。これ等は効果に細胞選択性の

無いX線治療では経験し得無い。

　アスベスト誘発の悪性胸膜中皮腫は病変の

三次元形状が複雑で、高精度X線治療技術を

用いても腫瘍の選択的照射は不可能である。

切除と化学放射線療法の併用も効果は限定的

で、切除は侵襲も大きい。こうした状況に鑑

み、BNCTは複雑な形状の悪性胸膜中皮腫に

有利かつ効果的であると考えた。マウスの癌

胸膜播種モデルでは、Ｘ線群、中性子群に

比してBNCT群のみに有意な生存期間の延長

効果が認められ、肺組織の変化は小さかった

（13）。そこで試験的治療を試みた。患者の腫

瘍は腹腔へも進展し、左胸部皮下には肋間を

貫通・形成した腫瘍を触知できた（図 5 ）。

　患者はモルヒネを常用する激痛に苛まれて

いた。呼吸器科主治医の余命宣告は3 ヶ月未

満であった。18FBPA…PETによってBPAが腫

瘍に善く集積することは分かったので、激

痛を除きQOLを改善する目的でBNCTを行っ

た。結果、旬日を経ずして激痛は消失しモル

ヒネから解放された。予測余命を超えた6ヶ

月後のCTでも腫瘍の縮退を認め、6ヶ月後の

CT画像で診る限り肺には繊維症などの有害

事象は生じていない（図 5 ）。高度進展例で

救命はならなかったが、10ヶ月生存した。

BNCT用の加速器中性子源の開発

　脳腫瘍と頭頸部癌の成果によって、BNCT

を公的承認医療にすべきとの機運が高まり、

研究炉の熱・熱外中性子照射設備に限定して

医療機器の承認を得る可能性を探ったが、可

能性が全く無いことが明らかになり、BNCT

専用の加速器中性子源の開発を決めた。

　中性子の発生には一般に陽子を加速し種々

の標的金属に衝突させる。陽子を加速する加

速器、標的金属、陽子エネルギー・電流値が

相互に絡む要素である。様々なプロジェクト

が計画中あるいは進行中であるが、患者を対

象にした臨床試験まで進んでいるのは、世界

で唯一、京大複合原子力科学研究所（旧京大

原子炉実験所）と住友重機械工業が共同開発

したシステムのみで、現在、医療機器とホウ

素薬剤の承認を得る第Ⅱ相治験患者の照射が

完了し結果を観察中である。以下、このシ

ステムついて紹介する。加速器はサイクロ

トロン、陽子エネルギー 30MeV、電流量（～

図 6　BNCT 用サイクロトロン中性子照射システム

図 4　BNCT 後の病理組織像

図 5　悪性胸膜中皮腫の BNCT 例

腫瘍の旧中心 中性子照射野内

後の病理組織像

川崎医科大学・耳鼻咽喉科症例

図４

日 ヶ月

悪性胸膜中皮腫の 例図５

用サイクロトロン中性子照射システム
照射室サイクロトロン

図
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2mA）、標的はベリリウム、減速体系と照射

系も含め臨床現場での設置に全く問題ないサ

イズでもある（図 6 ）（14）。

　陽子線治療の加速器よりも加速エネルギー

は低いものの、電流量が数万倍以上大きく、

標的で膨大な熱が発生する。融点が高く熱伝

導度の大きい金属の利用が安全である。更に、

陽子エネルギーによっては金属標的中で陽子

が停止、水素ガスとなって蓄積して標的を急

速に脆弱化、破壊する（ブリスタリング）。こ

れ等の問題を同時に解決するべく、我々は融

点の高いベリリウムを標的金属に、陽子エネ

ルギーは30MeVを選択した。中性子の発生効

率が高い30MeV陽子のベリリウム中の飛程

は5.8mmであり、標的厚が5.5㎜なら陽子は

標的を貫通して冷却水中に落ちるので、ブリ

スタリングを簡単かつ完全に回避できる。亦、

この厚さの標的はそれ自体で十分な強度を持

ち標的の直接冷却が可能である。我々のシス

テムでは1mA運転で得られる熱外中性子束密

度が、1.22x109ncm-2s-1で研究炉の1.88倍、エ

ネルギースペクトルは高エネルギー側にシフ

トするので、表面線量が増加するマイナスの

一方で、深部の熱中性子分布の改善に寄与し、

深部での熱中性子束密度はKURの 2 倍であ

る。エネルギースペクトルに応じて、当然、

RBEの変化も予想され、複数の細胞株で調べ

ると、RBEは2.2 ～ 2.6で、予想通りKURの3.0

よりも小さくなった。

今後のBNCT発展のための課題

　BNCTは高度に学際的な手法であるので、

様々な視点から「夢」を含めて研究課題を論じ

ると際限がない。そこで、BPAが今後も臨床

BNCTの中心薬剤であり続けるであろうとの

近未来の予想を基本的な前提として研究課題

について述べることとする。

①腫瘍と正常組織のホウ素薬剤（BPA）の動

態の高精度な予測

　BNCTではホウ素薬剤が腫瘍にどの程度選

択的に集積するかが極めて重要である。BPA

は18Fでもって標識でき、PETでその集積を画

像化、定量できる。実験腫瘍では十分な精度

であることが報告されている（15）。然りなが

らホウ素濃度や集積比を放射線治療に求めら

れる精度で得るには、18FBPA…PETの高度化

を更に進める必要がある。BPA投与後や投与

中のホウ素濃度の経時変化は腫瘍によって異

なると考えられる。最大の選択的効果を得る

中性子照射のタイミングは患者毎に異なる可

能性もあり、斯うした情報を患者毎に求めね

ばならない。18FBPA…PETは未承認の検査で

あり、早期の承認が望まれる。18FBPA…PET

が事前検査として使えるなら、適応と最大の

選択的効果を得る中性子照射のタイミングを

PETのデータに基づいて決め得るので、癌種

毎に臨床試験を行う必要が無くなる可能性も

生まれる。18FBPA…PETの承認がBNCTの飛躍・

発展にとって不可欠である所以である。上記

の最大の選択的効果を与える時間幅は小さい

ことも予想される。これに対応するには照射

する中性子束密度（ncm-2s-1）が高くなければ

ならず、加速器中性子源性能の高度化の課題

ともつながる。

② 中性子源性能の高度化

　中性子源開発では中性子束密度を高めるこ

とが求められる。現在の 2 倍程度に高まると

治療は大きく変わる。我々は加速器を1mAで

運転しているが、性能としては2mAでの運転

が可能で確認済みでもある。標的に陽子を照

射して中性子を発生させる運転では1.5mAで

の試験運転の実績がある。悪性神経膠腫の場

合、現行では最長45分程度の照射時間が必要

だが、2mAで運転すれば照射時間は半減し、

一度のホウ素薬剤の投与で連続した 2 方向か

らの照射も可能となる。脳腫瘍を例に考える

と 2 方向照射によって腫瘍の最低線量を大幅

に引き上げる、あるいは正常脳の線量を大幅

に下げることが可能で、更に安全性の高い

BNCTが実現する（図 7 ）。

③正常組織と腫瘍に対するBNCT効果の生物

学研究

　高LET粒子を放出するBNCTでは、正常組

織に対する影響を定量的に評価するために、
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中性子線量やホウ素線量をX線等価線量へ

換 算するための 係 数RBEとCBE…（Compound…

Biological…Effectiveness）値をホウ素薬剤毎、

正常組織毎に決めることが不可欠である。筆

者はCBE値の構造を血管線量成分と間質線量

成分に分けて解析することを提案し、本課題

を可成り整理したが、BPAやBSHにおいても

CBE値が未確定の組織が多い（表 1 ）（16,17）。

　CBE値の確定していない臓器・組織の癌へ

の適応拡大を不用意に図ることはできないの

で、実験によるCBE値の確定は重要かつ喫緊

の課題である。筋肉、骨、腸管、肝の慢性障害、

腎などでCBE値が未確定である。腫瘍のCBE

値としては固定した値が漫然と使われている

が、その為も在って推定の生物学的等価線量

と効果の関係が明確ではない。筆者はBPAに

ついては病理組織標本から求めた核・細胞質

比で以てホウ素中性子線量のD0値を腫瘍毎

に求め得ることを明らかにし、D0値を決める

計算式を報告した（図 8 ）、（18）。

　亦、これに基づいて新しい生物線量概念

Absolute…Biological…Effectiveness…（ABE）…Factor

とABE線量を提案している（18）。この有用性

の臨床的検討も課題であり、これに成功し

FBPA…PETの高度化も実現できればBNCT適

応を一気に拡大する途が拓けると考えてい

る。

④新規ホウ素薬剤の開発

　この課題は①～③とは異なり相当程度の長

期的視点での課題になる。現在のBPAよりも

図 7　DVH （Dose Volume Histogram）・サイクロトロン中性子での 1 門照射 vs. 2 門照射

表 1　中性子の RBE と BPA および BSH の諸組織

に対する CBE 値

y = 0.1341x-1.586

R² = 0.9721
X=1, y=0.1341
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高い腫瘍：正常組織（血液）比でかつ高い濃度

で腫瘍に集積する新たなホウ素薬剤の開発の

課題である。この場合のホウ素薬剤に重要な

要件に、腫瘍中で均一に分布する性質がある。

放出粒子の飛程が極短いので、不均一な分布

は線量分布に極端な不均一を生み、腫瘍再発

の原因となる可能性が在る。斯うした意味で、

将来のBNCT発展にホウ素化学者、薬学者の

果たすべき役割は極めて大きい。様々なホウ

素製剤が提案されているが、多くが集積量の

検討で終わっており、中性子照射による効果

の厳密な検証に到っていない。ましてや、正

常組織に対するBNCT影響が如何ほどかにつ

いては研究されてはいない。BNCT基礎研究

の拠点でもある京都大学複合原子力科学研究

所の研究炉（KUR）がウラン燃料の低濃縮化、

そして東京電力福島第一原子力発電所の事故

後の新規制基準への対応の為、最近10年間で

夫々 4 年間と 3 年間強の運転停止を余儀な

くされたことは大きかった。

まとめ

　レントゲン博士によるX線発見に始まった

癌の放射線療法は、今や粒子線（陽子線、重

粒子線）による治療技術も含めて概ね確立さ

れたと見なし得る。其処での到達点は以下の

3 点に纏めることができる。第一は、限局し

た癌は集中して放射線を照射することによっ

て完全に制御でき、有害事象も回避できるこ

とが分かったことである。密封小線源治療で

実証され、外照射で実現する技術として、術

中照射、定位照射、原体照射、IMRT、そし

て陽子線治療、重粒子線治療が開発された。

第二は、高LET放射線がX線低感受性腫瘍に

有効であることが重粒子線治療で実証された

ことである。第三は第一に関係するが、生理

的移動を伴う臓器の癌を追尾して照射する技

術が開発されたことである。一方、本稿から

分かる様に、これ等の到達点の全てがBNCT

には自ずから備わっている。より優れたホウ

素薬剤の今後の開発はこれ等を更に高度化す

るはずである。BNCTはその意味で、その発

展に限りが無い。
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平成30年度　放射線影響研究奨励賞受賞研究の概要（1）

ミトコンドリアにおける活性酸素増幅を介した放射線増感機構の解明

　北海道大学 大学院医学研究院 生化学分野分子生物学教室・　
国際連携研究教育局 量子医理工学グローバルステーション　

　　小野寺　康仁　

はじめに

　放射線照射による細胞への作用のうち、活

性酸素の産生を介した「間接作用」は、細胞内

の活性酸素制御能によって大きく影響を受け

ている。多くのがん細胞において、活性酸素

の産生量は正常細胞に比べて顕著に増大して

おり、そのことが種々の悪性形質に大きく寄

与していると考えられている。一方で、過剰

な活性酸素はがん細胞にとっても有害であ

り、細胞死や細胞老化の原因にもなり得る。

がん細胞がこのような「諸刃の剣」である活性

酸素を巧みに利用する能力は、放射線の間接

効果への耐性とも深く結びついていると考え

られる1）。

　がん細胞で活性化している様々なシグナル

伝達経路のうち、「インテグリン経路」は放射

線耐性と深く関連している2,3）。これまでの理

解では、インテグリン経路は細胞死の促進を

抑制する「生存シグナル」を活性化することに

よって放射線耐性に寄与するとされてきたが、

上述のような活性酸素の制御におけるインテ

グリンの役割については不明な点が多い。

　本研究では、インテグリンやその細胞内輸

送を制御するArf6-AMAP1経路に着目し、そ

れらの阻害による細胞内活性酸素制御や放射

線耐性への影響について、細胞内の活性酸素

産生の大部分を担うミトコンドリアの動態と

の関連性に主眼を置き解析を行った。

インテグリン輸送経路と細胞内活性酸素制御

　高浸潤性のヒト乳癌細胞MDA-MB-231を

モデル系として、インテグリン輸送を担う

Arf6-AMAP1経路の阻害を行ったところ、細

胞内の活性酸素量が増大し、細胞死が顕著に

誘導された。このとき、細胞内の各小器官に

おける酸化還元状態の変化について、蛍光タ

ンパク質センサー roGFP2を用いたライブイ

メージングにより解析したところ、ミトコン

ドリア内部の酸化状態が著しく亢進している

こと、また同時に、ミトコンドリアの細胞内

分布が抑制され、核周辺において集積して

いることが示唆された。Arf6-AMAP1経路お

よびインテグリンの阻害によるミトコンドリ

アの集積については、固定細胞の免疫染色に

よっても同様に確認された。

ミトコンドリア集積による活性酸素の増幅

　上記のようなミトコンドリアの集積と活性

酸素量の増大との因果関係を明らかにするた

め、薬剤投与によって細胞内のミトコンドリ

アを任意に集積できる実験系を構築した。こ

れを用いてミトコンドリアの集積を直接的に

誘導したところ、活性酸素量が増大すると同

時に、顕著な細胞死が誘導された。この結果

は、ミトコンドリアの局所密度の上昇が、活

性酸素量の増大を引き起こす原因であること

を強く示唆している。

　細胞内のミトコンドリア密度が非常に高い

心筋組織においては、局所的に発生した活性

酸素がミトコンドリアによって「増幅」するこ

と、この現象が近隣のミトコンドリアにも引

き起こされ、連鎖反応的に組織全体へと広

がっていくことが報告されている4）。この現

象はROS-induced…ROS…release…（RIRR）として

知られているが、心筋以外の細胞においては

観察された例が無かった。
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　そこで、心筋組織でのRIRR誘導と同様の

実験条件を確立し、MDA-MB-231細胞にお

いてRIRRのライブイメージングを試みた。

その結果、集積したミトコンドリアをもつ細

胞の内部では、人為的に発生させた活性酸素

が「増幅」していくことが明らかとなった（図

１）。この結果から、単一の細胞においても

ミトコンドリアの分布状態によってRIRR様

の現象が起こり得ることが初めて示された。

ミトコンドリア集積による放射線増感

　上記の結果から、ミトコンドリア集積状態

においては、がん細胞の活性酸素産生への感

受性が高くなること、そのため放射線照射等

による活性酸素を介した細胞死誘導の効率も

増大することが予想された。MDA-MB-231細

胞において、インテグリンやその輸送経路を

阻害してミトコンドリアの集積を促したのち

に放射線照射を行ったところ、細胞死の誘導

効率が顕著に上昇した。ミトコンドリア分布

を薬剤により調節できる実験系を用いても、

同様の結果であった。また、ミトコンドリア

内部にスーパーオキシドジスムターゼ（SOD）

やカタラーゼ（CAT）を高発現させて活性酸素

を抑制するとこれらの効果が殆ど消失するこ

とから、放射線への増感にはRIRR様の活性

酸素増幅が関与していることが示唆された。

インテグリンによるミトコンドリア分布制御

のメカニズムとその意義

　上記の結果は、ミトコンドリア内の活性酸

素量が十分に低ければ、RIRR様の現象によ

る細胞死誘導を防止できることを示してい

る。すなわち、癌細胞にとっては、ミトコン

ドリアにおける活性酸素産生を低下させてお

くことが有利であるように思われるが、前述

のように、癌細胞の悪性形質において活性酸

素は必要不可欠である。実際に、ミトコンド

リア内部にSODおよびCATを発現させた場合

や、薬剤誘導によりミトコンドリア集積を促

した場合、癌細胞の浸潤能が著しく低下する

ことを確認した。これらの結果から、癌細胞

はミトコンドリアで産生される活性酸素を細

胞辺縁部で利用することで、浸潤性を亢進し

ていることが示唆される。また、このことは、

癌細胞が有害である活性酸素を利用せざるを

得ない理由の一端であると考えられる。

　癌細胞の運動・浸潤において、インテグ

リンは中心的な役割を果たしている。Arf6-

AMAP1経路も、もともとは癌細胞の浸潤・

転移に深く関与するものとして同定したもの

である5,6）。ミトコンドリアの活性酸素が浸潤

能に利用されていることを考慮すると、イン

テグリンとミトコンドリア分布調節との繋が

りは理に適っていると言える。詳細な分子メ

カニズムの解析から、インテグリン下流のシ

グナル伝達を担うILK（integrin-linked…kinase）

とミトコンドリアのモーターアダプターであ

るRhoTが相互作用することで、逆行輸送を

促すTRAK2とRhoTとの結合が弱められてい

ることが明らかとなった。なお、このとき順

行輸送を促すTRAK1とRhoTとの結合は、ほ

とんど影響を受けなかった（図２）。興味深い

ことに、タンパク質発現の解析から、このよ

図１　乳癌細胞における蛍光色素とレーザーを用
いたRIRRの誘導および観察

１）。この結果から、単一の細胞においてもミ

トコンドリアの分布状態によって RIRR 様の
現象が起こり得ることが初めて示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 乳癌細胞における蛍光色素とレーザーを
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うなメカニズムによるミトコンドリアの細胞

内分布制御は高浸潤性の癌細胞に特異的であ

ることが示唆された。RhoT-TRAK2相互作用

が制御される仕組みや、低浸潤性の癌細胞に

おけるミトコンドリア分布の調節機構につい

ては、現在解析中である。

まとめ

　本研究では、癌浸潤と密接に関わっている

インテグリンやその動態を担うArf6-AMAP1

経路が、ミトコンドリア分布の調節を介して

活性酸素および放射線への耐性にも寄与して

いることを明らかにした。前述のように、イ

ンテグリンは「生存シグナル」を介して放射線

耐性に寄与することが知られていたが、その

仕組みはアポトーシス等の細胞死を誘導する

経路を阻害することによると考えられてき

た。一方、本研究では、インテグリンは細胞

死の原因となる活性酸素の制御においても重

要であることが明らかとなった。また、イン

テグリンによるミトコンドリア分布の調節が

破綻すると、活性酸素増幅を引き起こしやす

いミトコンドリア集積領域が細胞内部に生

じ、活性酸素やそれを発生させる放射線への

感受性が著しく高くなることが示唆された

（図３）。

　上記のメカニズムを介するArf6-AMAP1経

路やRhoT-TRAK経路は、ともに悪性度の高

い癌細胞に特異的な経路であると考えられ

る。癌細胞にとって、これらの分子経路は運

動と生存のいずれにも必要な「アキレス腱」で

あると言える。これらを標的とすることによ

り癌細胞特異的な放射線増感が可能である

か、検討を続けていく予定である（図３）。
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低線量放射線による酸化ストレス関連疾患の抑制効果と

その機構解明に関する研究

　岡山大学大学院保健学研究科　

　片岡　隆浩　

緒論

　我々は、低線量のX線やγ線照射により、

様々な生体防御機能が活性化されることを

報告してきた1）。例えば、0.25…GyのX線照射

により、ラット肝臓・脳・胸腺・脾臓中の

superoxide…dismutase（SOD）活性が増加し、酸

化ストレスの指標である過酸化脂質量が減少

した。これら抗酸化機能の亢進により、四塩

化炭素（CCl4）誘導肝障害の症状が緩和される

ことなどもわかった。

　他方、岡山大学病院旧三朝医療センターで

は、ラドン温泉を活用した温泉療法が実施さ

れてきた。例えば、適応症として、変形性関

節症などの疼痛関連疾患2）や気管支喘息など

の呼吸器疾患3）などがあることを我々は報告

している。しかし、ラドン温泉療法の詳細な

メカニズムは明らかにされておらず、医師の

経験に基づいて治療方法が決められてきた。

　本稿では、標記研究に関して我々が得てき

た成果の概要の一端を紹介する。

　

低線量X線照射による抗酸化機能の亢進と虚

血－再灌流障害・凍結脳損傷の抑制

　マウスの後肢を輪ゴムで固く一定時間縛っ

た後に輪ゴムを切断すると、虚血-再灌流障

害に伴う足浮腫が生じる。この足浮腫は活性

酸素種（ROS）により生じることが報告されて

いる。そこで、低線量Ｘ線の事前照射による

この足浮腫への作用に関して検討した。そ

の結果、0.5…Gy照射により足浮腫が抑制され

ることがわかった。これには、照射による

SOD活性の増加が関与していることが示唆で

きた4）。同様に、凍結脳損傷伴い生じるマウ

ス脳浮腫が、0.5…GyのX線照射による抗酸化

機能の亢進に伴い抑制されることも示唆でき

た5）。

ラドン吸入による各種疾患抑制効果例とその

機構

（1）抗酸化機能の亢進と酸化ストレス誘導の

疾患の抑制

　まず、ラドン効果の機構解明と新規適応症

の探索のため、いくつかの小動物用ラドン吸

入装置を研究開発した6,7）。

　次に、ラドン吸入によるマウス諸臓器中の

抗酸化機能の亢進について検討した。その結

果、多くの臓器で抗酸化酵素の活性が増加す

ることが示唆できた8）。そこで、酸化ストレ

ス誘導の各種疾患モデルマウスを作製し、ラ

ドン吸入によるそれらの抑制効果について検

討した。その結果、一過性脳虚血による神経

細胞障害9,10）、CCl4誘導肝障害11,12）、CCl4誘導

肺・心臓の酸化ストレス13）、急性アルコール

肝障害14,15）、CCl4誘導腎障害11,…16）、ストレプ

トゾトシン（STZ）誘導1型糖尿病17）、オキソ

ン酸カリウム（OA）誘導高尿酸血症18）、アル

コール誘導胃粘膜障害19）、ホルマリン誘導炎

症性疼痛20）、カラゲニン誘導炎症性足浮腫7）、

デキストラン硫酸ナトリウム（DSS）誘導大腸

炎21）、神経障害性疼痛22,23）など、多くの疾患

が抑制することが明らかとなった。

　例えば、STZはROSの産生とアルキル化を
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介して膵臓内β細胞を特異的に破壊・萎縮さ

せ、インスリン分泌を抑制することで 1 型糖

尿病を誘導する24）。これに対し、ラドン吸入

により膵臓中の抗酸化酵素・物質が増加した

ことでROSが消去され、これに伴いβ細胞の

委縮が抑制され、インスリン分泌も正常値に

近づくとともに血糖値が有意に減少するこ

とが明らかにできた17）。他方、マウス後肢に

ホルマリンを投与した場合、血清中のtumor…

necrosis…factor-α（TNF-α）値と 一 酸 化 窒 素

（NO）値が有意に増加し、炎症性疼痛を誘導

することが報告されている。これに対し、ラド

ン吸入により炎症関連物質や疼痛様行動が有

意に減少した。すなわち、ラドン吸入により抗

炎症作用が生じることが強く示唆できた20）。

　表１にラドン吸入による抗酸化機能の亢進

と疾患抑制例についてまとめた。

表１　ラドン吸入による抗酸化機能の亢進と疾患

抑制例

t-GSH：total…glutathione

GPx：glutathione…peroxidase

GR：glutathione…reductase

（2）ラドン吸入による抗酸化力と抗酸化物質

または治療薬併用による複合効果

　ラドン吸入による抗酸化力を明らかにする

ため、代表的な抗酸化物質であるアスコルビ

ン酸（ビタミンC）とα-トコフェロール（ビタ

ミンE）のそれと比較した。まず、CCl4誘導マ

ウス肝障害に対するラドン吸入とアスコルビ

ン酸投与またはα-トコフェロール投与によ

る肝機能・酸化ストレス量・肝細胞の壊死の

抑制効果の程度から定量評価した。その結果、

ラドン濃度が1000…Bq/m3または2000…Bq/m3で

24時間吸入した場合の抑制効果は、概ねア

スコルビン酸500…mg/kg… 体重投与、α-トコ

フェロール300…mg/kg…体重投与のそれに相当

することがわかった12）。また、CCl4誘導マウ

ス腎障害の場合に2000…Bq/m3で24時間のラド

ン吸入と…300 ～ 500…mg/kg…体重…α-トコフェ

ロール投与が16）、一過性脳虚血の場合に2000…

Bq/m3で24時間のラドン吸入と…500…mg/kg体

重アスコルビン酸投与が、それぞれ等しいこ

とも明らかにできた10）。さらに、神経障害性

疼痛に対するラドン吸入と疼痛治療薬プレガ

バリンの疼痛緩和効果を比較した場合、1000…

Bq/m3…ラドン吸入は1.4…mg/kg体重プレガバリ

ン投与に相当することがわかった23）。

　次に、急性アルコール肝障害の場合、ラド

ン吸入とアスコルビン酸投与またはα-トコ

フェロール投与の併用は、それぞれ単独で処

理した時よりも肝機能の改善の程度が有意に

大きいことが明らかにできた15）。また、1000…

Bq/m3…ラドン吸入と3…mg/kg…体重プレガバリ

ン投与の併用は、プレガバリン約4.1…mg/kg…

体重に相当することもわかった23）。

（3）ラドン吸入による抗酸化機能亢進の機構

　SODには、活性中心となる金属によりCu/

Zn-SOD、Fe-SOD、Mn-SODのアイソザイム

がある。また、Cu/Zn-SODは細胞質に、Mn-

SODはミトコンドリアに多く局在している。

我々は、このSODに関してラドン吸入により

ミトコンドリア分画では増加したものの、細

胞質分画では変化しないことを明らかにし

た。また、同様にMn-SOD量は増加しCu/Zn-

SOD量は変化しないことがわかった。さらに、

Mn-SODの合成に関与するnuclear…factor（NF）

することが報告されている。これに対し，ラ

ドン吸入により炎症関連物質や疼痛様行動が

有意に減少した。すなわち，ラドン吸入によ

り抗炎症作用が生じることが強く示唆できた
）。

表１にラドン吸入による抗酸化機能の亢進

と疾患抑制例についてまとめた。

表１ ラドン吸入による抗酸化機能の亢進と

疾患抑制例

：

：

：

（ ラドン吸入による抗酸化力と抗酸化物質

または治療薬併用による複合効果

ラドン吸入による抗酸化力を明らかにする

ため，代表的な抗酸化物質であるアスコルビ

ン酸（ビタミン ）とα トコフェロール（ビ

タミン ）のそれと比較した。まず， 誘

導マウス肝障害に対するラドン吸入とアスコ

ルビン酸投与またはα トコフェロール投与

による肝機能・酸化ストレス量・肝細胞の壊

死の抑制効果の程度から定量評価した。その

結果，ラドン濃度が または

で 時間吸入した場合の抑制効果は，

概ねアスコルビン酸 体重投与，α

トコフェロール 体重投与のそれ

に相当することがわかった ）。また， 誘

導マウス腎障害の場合に で 時

間のラドン吸入と ～ 体重 α ト

コフェロール投与が ），一過性脳虚血の場合に

で 時間のラドン吸入と

体重アスコルビン酸投与が，それぞれな

どしいことも明らかにできた ）。さらに，神経

障害性疼痛に対するラドン吸入と疼痛治療薬プ

レガバリンの疼痛緩和効果を比較した場合，

ラドン吸入は 体重プレ

ガバリン投与に相当することがわかった ）。

次に，急性アルコール肝障害の場合，ラド

ン吸入とアスコルビン酸投与またはα トコ

フェロール投与の併用は，それぞれ単独で処

理した時よりも肝機能の改善の程度が有意

に大きいことが明らかにできた ）。また，

ラドン吸入と 体重プレガ

バリン投与の併用は，プレガバリン約

体重に相当することもわかった ）。

ラドン吸入による抗酸化機能亢進の機構

には，活性中心となる金属により

， ， のアイソザ

イムがある。また， は細胞質に，

はミトコンドリアに多く局在してい

る。我々は，この に関してラドン吸入に

よりミトコンドリア分画では増加したものの，

細胞質分画では変化しないことを明らかにし

た。また，同様に 量は増加し

量は変化しないことがわかった。さらに，

の合成に関与する

κ ， κ （ ），

（ ）

などの変化特性から，ラドン吸

入による酸化ストレスを介して が合

成されることも強く示唆できた ）。

結論

ラドン吸入による疾患抑制の関係例を下図

に示す。低線量の 線照射やラドン吸入は諸

臓器中の抗酸化機能を亢進することで，酸化

ストレスにより誘導される疾患を抑制するこ

組織 抗酸化酵素・物質 効果 実験モデル 関連文献

脳 SOD↑
カタラーゼ↑
t-GSH↑

抗酸化作用 投与，

一過性脳虚血

肺 SOD↑
カタラーゼ↑
t-GSH↑

抗酸化作用 投与

胸腺 SOD↑ 抗酸化作用
心臓 SOD↑

カタラーゼ↑
t-GSH↑

抗酸化作用 投与

肝臓 SOD↑
カタラーゼ↑
t-GSH↑
GPx↑
GR↑

抗酸化作用 投与，

アルコール投与，
OA投与

胃 抗酸化作用 アルコール投与
膵臓 SOD↑

カタラーゼ↑
t-GSH↑

抗酸化作用 STZ投与

腎臓 SOD↑
カタラーゼ↑
t-GSH↑
GPx↑
GR↑

抗酸化作用 投与，

OA投与

小腸 SOD↑ 抗酸化作用
大腸 SOD↑

t-GSH↑
抗酸化作用
抗炎症作用

DSS経口摂取

足 SOD↑
t-GSH↑

抗酸化作用
抗炎症作用
疼痛緩和作用

ホルマリン投与，
神経障害性疼痛

血清 SOD↑
t-GSH↑

抗酸化作用
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-κB、NFκB-inducing…kinase…（NIK）、inhibitor…

of…NF-kB…kinases（IKK）,…ataxia… telangiectasia…

mutated…（ATM）などの変化特性から、ラドン

吸入による酸化ストレスを介してMn-SODが

合成されることも強く示唆できた25）。

結論

　ラドン吸入による疾患抑制の関係例を下図

に示す。低線量のX線照射やラドン吸入は諸

臓器中の抗酸化機能を亢進することで、酸化

ストレスにより誘導される疾患を抑制するこ

とがわかった。また、アスコルビン酸・α―

トコフェロール・プレガバリンなどと併用す

ることによりその効果が高まることも明らか

にできた。副作用の強い薬などの併用により

投薬量の減少も期待できることから、ラドン

療法は通常治療に加えて実施することでその

特性を有効に活用できると考えられる。

図   ラドン吸入による抗酸化機能の亢進と酸化スト

レス誘導各種疾患の抑制および抗酸化物質に

よる複合効果の関係
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被ばくによる血中抗酸化能低下メカニズムの解明と応用

産業技術総合研究所健康工学研究部門　

筑波大学医学医療系　

孫　　略　

平成29年度  研究奨励助成金交付研究の紹介

研究の背景
　放射線が細胞に照射されると、細胞の活

性酸素種（ROS）量が増加（放射線照射数時間

後から数日後まで）する。この増加した“2次

性ROS”が細胞や個体の生存1）、遺伝子不安

定性2）、アポトーシス3）、老化4）などに影響を

与えていることが、培養細胞実験から知ら

れるようになった。ROSが増加するメカニズ

ムとして、放射線によって形成されたDNA

二重鎖切断の修復過程で活性化（リン酸化）

されるATMをはじめとしたDNA修復タンパ

クが起点となり、ミトコンドリアからのROS

産生を活性化する経路5）やDNA二重鎖切断か

らp38…MAPK-IL-13経由でNADPHオキシダー

ゼDUOX1からROSが産生される経路6）が報

告されている。中でも、細胞の種類（がん細

胞、正常線維芽細胞、正常甲状腺細胞など）

によってROS増加量や増加の期間が異なるこ

とは興味深い1,5-7）。

　生体レベル（動物実験）では、放射線によ

る細胞死（ネクローシス）で炎症系のサイト

カインが放出され、これを起因として炎症や

ROSの放出が慢性的に起こる、と指摘されて

いる8）。また、培養細胞実験よりも、長期間

にわたってミトコンドリアの異常やROS量の

増加が観察されている9）。

　近年、この様に様々なレベルで放射線応答

とROSの関連が明らかになりつつある。しか

し、ROSを消去する抗酸化システムについて

は、未だ限られた情報しかない。

　

研究の目的
　放射線被ばくによって、抗酸化能や抗酸化

物質量が変化するか否かを明らかにする。さ

らに、変化する場合にはそのメカニズムを解

明する。

　

研究の結果
＜細胞実験＞

　4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl…

（Tempol）は安定なニトロキシルラジカルで

あり、電子スピン共鳴（ESR）によりシグナル

を観測することができる。Tempolと細胞を

混合すると、Tempolは細胞内抗酸化物質に

よってヒドロキシルアミンに還元され、ESR

シグナルが消失する10）。我々はこのTempol還

元活性を細胞の総合的な抗酸化能の指標の 1

つと考え、放射線照射前後のONS-76細胞の

Tempol還元活性（ESRシグナル消去活性）を測

定した。その結果、X線8…Gy照射後 4 ～ 24

時間後にESRシグナル消失速度（＝抗酸化能）

が増加することを明らかにした（Fig. 1）。興

味深いことに、この照射後 4 ～ 24時間後と

いうのはちょうど、細胞のROS量が増加する

タイミングと同じであり7）、放射線によって、

細胞のレドックス（酸化還元）状態そのものが

活性化することを示唆している。

＜動物実験＞
　動物実験の場合、解析項目もさることなが

ら、どの組織を対象とするか悩むところであ

る。将来ヒトで行うこと（臨床研究）を想定す

るなら、採取が簡単な尿、唾液、血液が有望

研究の背景

放射線が細胞に照射されると、細胞の活性

酸素種(ROS)量が増加(放射線照射数時間後か

ら数日後まで)する。この増加した“2 次性 ROS”
が細胞や個体の生存 1)、遺伝子不安定性 2)、

アポトーシス 3)、老化 4)などに影響を与えて

いることが、培養細胞実験から知られるよう

になった。ROS が増加するメカニズムとして、

放射線によって形成された DNA 二重鎖切断

の修復過程で活性化(リン酸化)される ATM と

はじめとした DNA 修復タンパクが起点とな

り、ミトコンドリアからの ROS 産生を活性化

する経路 5)や DNA 二重鎖切断から p38 MAPK
−IL-13 経由で NADPH オキシダーゼ DUOX1
から ROS が産生される経路 6)が報告されてい

る。中でも、細胞の種類(がん細胞、正常線維

芽細胞、正常甲状腺細胞など)によって ROS
増加量や増加の期間が異なることは興味深い
1,5-7)。 

生体レベル(動物実験)では、放射線による

細胞死(ネクローシス)で炎症系のサイトカイ

ンが放出され、これを起因として炎症や ROS
の放出が慢性的に起こる、と指摘されている
8)。また、培養細胞実験よりも、長期間にわた

ってミトコンドリアの異常や ROS 量の増加

が観察されている 9)。 
近年、この様に様々なレベルで放射線応答

と ROS の関連が明らかになりつつある。しか

し、ROS を消去する抗酸化システムについて

は、未だ限られた情報しかない。 
 

研究の目的

放射線被ばくによって、抗酸化能や抗酸化

物質量が変化するか否かを明らかにする。さ 
 

 
らに、変化する場合にはそのメカニズムを解

明する。 
 

研究の結果

＜細胞実験＞

4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl 
(Tempol)は安定なニトロキシルラジカルであ

り、電子スピン共鳴(ESR)によりシグナルを観

測することができる。Tempol と細胞を混合す

ると、Tempol は細胞内抗酸化物質によってヒ

ドロキシルアミンに還元され、ESR シグナル

が消失する 10)。我々はこの Tempol 還元活性

を細胞の総合的な抗酸化能の指標の 1 つと考

え、放射線照射前後の ONS-76 細胞の Tempol
還元活性(ESR シグナル消去活性)を測定した。

その結果、X 線 8 Gy 照射後 4〜24 時間後に

ESR シグナル消失速度(＝抗酸化能)が増加す

ることを明らかにした(Fig. 1)。興味深いこと

に、この照射後 4〜24 時間後というのはちょ

うど、細胞の ROS 量が増加するタイミングと

同じであり 7)、放射線によって、細胞のレド

ックス(酸化還元)状態そのものが活性化する

ことを示唆している。 

 

被ばくによる血中抗酸化能低下メカニズムの解明と応用 

 
産業技術総合研究所健康工学研究部門 

筑波大学医学医療系 
孫略 

Fig. 1
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な候補となる。2016年にはYanagidaらによっ

て、全血または赤血球の成分を調べることの

意義を説く論文も発表されている11）。

　そこで、我々はX線被ばくしたマウスの全

血の抗酸化能をi-STrap法により評価するこ

とにした。その結果、被ばく数日後に一過性

の全血抗酸化能低下を発見した（Fig. 2）12）。

また、この全血抗酸化能低下と全く同じタイ

ミングで赤血球中のグルタチオン量が低下す

ることを明らかにした12）。

今後の発展
　不特定多数の市民が放射線被ばくをする事

故等の場合、生物試料をもとに被ばく線量を

推定するバイオドシメトリが重要となる。こ

れまでに、リンパ球の染色体異常を調べる方

法や歯エナメル質に形成される有機（CO2
-）ラ

ジカルを調べる方法が開発されている。この

2 法は、痕跡が消えないため、被ばく数年経

過後でも実施可能であるという特長を持つ。

しかし、逆に言えば、過去の被ばくを積算し

た線量が測定されるため、医療被ばくが増加

している現在においては、当該事故での被ば

く線量を正しく測定できない可能性がある。

　今回我々は、i-STrap法で測定した全血抗酸

化能が、放射線被ばく後に一過性かつ線量依

存的に低下することを発見した。これは、新

たなバイオドシメトリ手法となりうる可能性

を 示している。 さらに、i-STrap法と 従 来 2

法とは異なる放射線応答特性を持つため、こ

れらを組み合わせることで、より正確な被ば

く線量推定が可能になると考えている。
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第29回日本疫学会学術総会に参加して

放射線影響協会 放射線疫学調査センター　三枝新・工藤伸一・西出朱美　

　平成31年 1 月30日～ 2 月 1 日に、国立が

ん研究センター新研究棟及び一橋大学一橋講

堂で第29回日本疫学会学術総会が開催され、

当協会から三枝、工藤、西出が参加しました。

　

１　口頭発表について

　 1 月31日に行われた「Radiation…Effects…Research…

Foundation（RERF）Special…Program」のシンポ

ジウムにおいて、三枝は「Radiation…Epidemiology…

Study…of…Nuclear…Workers… in… Japan：past…and…

present…of…J-EPISODE」の演題で講演を行いま

した。初回調査から現在進行中のⅥ期調査ま

での概要について説明をし、最後に調査に従

事している職員の紹介を行いました。当協会

で行っている調査について意義も含め国内外

に紹介できたことは、大きな成果だと考えて

います。なお、講演と質疑応答は英語で行わ

れました。

　 2 月 1 日に行われた「産業保健」のセッショ

ンにおいて、西出が「放射線業務従事者にお

ける累積線量と食事の傾向に関する職種別の

検討」についてポスター発表を行いました。

食習慣（バランス、野菜、塩分、甘味、油分）

について職種別に解析した結果から、線量が

高い職種ほど罹患リスクをあげる食習慣が多

くみられたことを報告しました。また塩分以

外の項目では、職種別に累積線量と食事の傾

向を解析した結果、有意な関連はみられな

かったことを説明しました。

２　その他の発表等について

　前出のRERF…Special…Programでは、韓国で

行われている調査についても、Prof.…Won…Jin…

Lee（Korea…University)より「放射線医療従事

者 対 象とした 疫 学 研 究」、Dr.…Songwon…Seo…

(KIRAMS)より「原子力発電所従事者と原子

力発電所近隣住民を対象とした疫学研究」に

ついて講演が行われました。

　メインシンポジウム「因果推論の限界への

挑戦」では、因果推論の概念・限界について、

遺伝要因・環境要因・遺伝子環境要因交互作

用、疫学研究に用いられる応用的な手法とし

てPropensity…Score及びメンデリアン・ランダ

マイゼーション等について、講演が行われま

した。

　次回は、2020年 2 月20日(木) ～ 22日(土)で

京都大学…百周年時計台記念館（京都）で開催

予定です。
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　　私のささやかな達成感と楽しみ（献血）

総務部　富田　英二

　　私のささやかな達成感と楽しみ（献血）
自由さんぽ

　私が献血を始めたのは、10年ほど前、53歳

位の時です。お正月の初詣の帰りに、川越献

血ルーム前の路上で赤十字職員が「血液が不

足しています。ぜひ献血にご協力を。」と呼び

かけていたのが気になり、その日は何もせず

帰宅したのですが、翌々週の日曜日に献血

ルームを初めて訪れました。

　最初に、400cc献血か200cc献血か成分献血

かを聞かれましたが、400ccに是非協力して

ほしいと 言うので、400cc献 血にしました。

また本人確認証明書が必要だと言われ、自動

車運転免許証を提示しました。その後は入力

端末画面で「はい」「いいえ」を回答する問診で

す。けっこう専門的で詳細な質問もあります。

具体的には

○（個別の商品薬品名を示して）特定の育毛

薬、前立腺肥大治療薬を使用したことがあ

りますか

○（一定期間を指示した上で）当該期間内に次

の病気や症状がありましたか：はしか、風

疹、おたふくかぜ、帯状疱疹、水ぼうそう、

発熱を伴う下痢、伝染性単核球症、りんご

病

○１年以内に次の病気にかかったか或いは現

在治療中ですか：外傷、手術、肝臓病、腎

臓病、糖尿病、結核、性病、喘息、アレル

ギー疾患、その他

○今までに次の病気にかかったか或いは現在

治療中ですか：B型肝炎、悪性腫瘍、血液

疾患、心臓病、脳卒中、てんかん

など23項目にわたります。その次に医師問診

がありました。私は、幸いなことに全ての項

目クリアで医師問診も２～３問で終わりまし

た。手続や問診が結構厳格だなというのが印

象でした。

　献血前に経口補水液500ccを雑誌・新聞等

を読みながらゆっくり飲み、順番を待ちます。

順番がくると、一方の手から検査用血液を少

量採取し、次にもう一方の手から400cc献血

を行います。献血中は各リクライニング席設

置のテレビで好みの番組をみることが出来ま

した。

　献血終了後は、休息エリアで、珈琲・ジュー

ス等の飲料水、ビスケット・せんべい等のお

菓子類（無料で飲み食べ放題）を摂って20分以

上休みます。ここでもテレビや豊富な新聞、

雑誌等でリラックスした時間が過ごせます。

この時に自分も直接的な社会貢献をしたのだ

というささやかな達成感を感じました。

　初回訪問だったので最後に献血手帳（カー

ド）の交付がありました。ついでに複数回献

血クラブにも入会しました。　

　1週間前後で献血結果記録が郵送若しくは

メールで届きます。内容は、献血時の以下の

数値です。

○血圧、脈拍

○生化学検査（ALT（GPT）、γ-GTP、総蛋白、

アルビミン、アルビミン対グロブリン比、

コレステロール（CHOL）、グリコアルビミ

ン）

○血球数検査（赤血球数、ヘモグロビン量、

ヘマトクリット値、平均赤血球容積。平均

赤血球ヘモグロビン量、平均赤血球ヘモグ

ロビン濃度、白血球数、血小板数）

これらの直近５回の数値は折れ線グラフで表

示されます。基準値上限・下限の線も表示さ

れるので、自分の各項目が基準の範囲内かど

うかひと目で分かります。

　この一連の流れを経験し、献血の事前問診

や事後結果は、自分の健康維持の自覚やきっ

かけになると強く感じました。もちろん人間

ドックの血液検査の代替にはなりませんが。

　以来、私は、徒歩と電車で片道30分程です

が、川越献血ルームの常連になりました。常

連といっても400cc献血は 3 ヶ月以上の間隔

を空け且つ年 3 回までと決まっています。
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　お正月、 5 月連休、お盆、秋の連休あたり

は血液逼迫期になるので、複数回献血クラブ

会員に献血のお願いメールが届きます。お願

いされると、ささやかですが私でも社会に直

接役立つという気持に火がつき、馳せ参じま

す。

　また、献血するとポイントがつき、貯まる

とプレゼントが貰えます。今まで貰ったプレ

ゼントは、タオル、ハンカチ、ひざ掛け、卓

上カレンダー、歯磨きセット、ストラップ、

クリアファイル、ノート（いずれもけんけつ

ちゃんマスコットの絵柄入り）、あと食器洗

剤、衣料洗剤など。持って帰ると家族が喜び

ます。随分貰っていますが、それだけ献血回

数が多いという事になります。これまでの回

数は25回です。これらのプレゼントは、コレ

クター的に保管や記録を行わず、ありがたく

順次消費してしまい、写真を撮っていないの

でお見せすることが出来ず申し訳ありませ

ん。インターネットで検索すると、多数のけ

んけつちゃんグッズが出て来るので、興味の

湧いた方はご覧になってみては如何でしょう

か。

　60歳前から献血を始めた人は69歳まで献血

出来るので、川越献血ルームでも私と同年代

の人を時折見かけます。

　これからも、直接的に社会に貢献するとい

うささやかな達成感とプレゼントが貰える楽

しみを目当てに、69歳まで献血を続けるつも

りです。その為に、事前問診項目を全てクリ

アし、事後献血結果の各数値を上下限基準値

以内に収まることを目標に、日々の健康維持

に努めたいと思っています。

　追伸：私は献血を始めた年齢が遅いので、

金色有功賞（100回以上）や銀色有功賞（70回以

上）は貰えません。せいぜいガラスの小さな

杯が貰える位です。69歳献血卒業の時には、

この小さなガラス杯で静かにウーロン茶で乾

杯したいと考えています（私はお酒が飲めな

いので）。

けんけつちゃん図柄

※「けんけつちゃん」の図柄使用にあたっては版

元了解済。

献血記録（検査結果）の例
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（公財）放射線影響協会からのお知らせ

１．助成・顕彰事業（公募）に係るお知らせ

　当協会は、我が国の科学技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的として、以下

の３つの助成・顕彰事業を行っています。皆様のご応募をお待ちしております。

　（１）研究奨励助成金交付事業

　研究奨励助成では、大学及び研究機関等において、放射線科学研究の分野における調査・

研究を実施している研究者の研究課題に対して、研究費（図書、消耗品の薬品、器具、実験

材料などの購入費用等）を助成しています。

放射線疫学調査へのご協力のお願い

　放射線影響協会では、新しい放射線疫学調査に向

けて、調査協力の意思確認調査（同意調査および生

活習慣等調査）を実施しています。

□対象者は、

　①現在、原子力発電施設等で放射線業務に従事し

ておられる方（従事者登録をし、放射線管理手

帳をお持ちの方）、および、

　②かつて、放射線業務に従事したことがある方で

す（退職者を含みます）。

□調査書類は、平成27年度末から平成31年度にかけ

て、順次、

　①事業者を通して配布する方法と、

　②郵送の2つのルートでお届けします。

　調査書類が届きましたら、ご協力をお願いします。

□この調査は原子力規制庁委託調査で、原子力規制

庁のホームページにも協力のお願いが掲載されて

います。

□現在、当協会以外にも、次のように、他機関による放射線業務従事者等を対象とした「同意」

を求める各種調査も行われていますので、放射線影響協会が実施している同意確認調査であ

ることをご確認の上、ご協力をお願いします。

　・放射線影響協会実施：放射線疫学調査の同意確認

□他機関実施

　・放射線影響研究所実施：緊急時作業者の疫学調査の同意確認（厚生労働省委託調査）

　・原子力規制庁実施：緊急時作業被ばく線量限度引き上げの同意確認

放射線疫学調査へのご協力のお願い 
放射線影響協会では、新しい放射線疫学調査に向け

て、調査協力の意思確認調査（同意調査および生活

習慣等調査）を実施しています。 
 対象者は、①現在、原子力発電施設等で放射線

業務に従事しておられる方（従事者登録をし、

放射線管理手帳をお持ちの方）、および、②かつ

て、放射線業務に従事したことがある方です（退

職者を含みます）。 
 調査書類は、平成 27 年度末から平成 29 年度に

かけて、順次、事業者を通して配布する方法と、

郵送の２つのルートでお届けします。 
調査書類が届きましたら、ご協力をお願いします。 

 現在、当協会以外にも、次のように、他機関による放射線業務従事者等を対象とした

「同意」を求める各種調査も行われていますので、放射線影響協会が実施している同

意確認調査であることをご確認の上、ご協力をお願いします。 
・放射線影響協会実施：放射線疫学調査の同意確認（原子力規制庁委託調査） 
・放射線影響研究所実施：緊急時作業者の疫学調査の同意確認（厚生労働省委託調査） 
・原子力規制庁実施：緊急時作業被ばく線量限度引き上げの同意確認 
 
 
 

調査協力の意思確認調査書類調査協力の意思確認調査書類

低線量放射線による健康への影響を明らかにするために

あなたの協力が必要です



放影協ニュース2019. 4, No.99　� 27

　（２）国際交流助成事業　【現在募集中】

　国際交流助成では、放射線影響に関する国際研究集会等における研究発表等のため海外

出張する研究者、調査研究のため海外の研究機関に派遣される研究者及び我が国に招へい

される優れた外国人研究者に対して、旅費を助成しています。

　（３）顕彰事業（放射線影響研究功績賞・放射線影響研究奨励賞）

　　①放射線影響研究功績賞では、放射線科学研究の分野において顕著な業績をあげた研究者

を、副賞を添え顕彰しています。

　　②放射線影響研究奨励賞では、放射線科学研究の分野において活発な研究活動を行い将来

性のある若手研究者を、副賞を添え顕彰しています。

　なお、詳細は協会ホームページ（http://www.rea.or.jp/）の「助成・顕彰」の項でご確認下さい。

２．放射線管理記録の引渡しについて

　RI等使用事業者は、法令により従事者の被ばく線量の測定記録及び健康診断記録の保存が法

令により義務付けられています。ただし、当該記録の対象者が従事者でなくなった場合又は当

該記録を 5 年以上保存した場合には、国の指定した記録保存機関である当協会へ記録を引渡す

ことにより法令上の記録保存の義務が免除されます。また、RI等使用事業所で、RI等の使用を

廃止した場合は、当協会へ記録を引渡すことが義務付けられています。

　当協会では、引渡しを受けた記録を、厳正な管理の下に保管するとともに、記録に関わる本

人からの開示請求等に対応しています。

　なお、廃止措置での記録の引渡しの際に、保存しておくべき記録が紛失のため引渡せないケー

スが発生しておりますので、 5 年以上保存の記録については当協会へ順次引渡すことをお勧め

いたします。

　　

３．放射線管理手帳の西暦での記入について

　2019年 5 月 1 日に元号が改められることに伴い、現在使用中の放射線管理手帳については

2019年 4 月 1 日以降に発生した事項より、「年月日」を「和暦」から原則として「西暦」で記入する

ことに変更いたします。また、2019年 4 月 1 日以降に発行（新規、継続、再発行）される手帳に

ついては過去の事項も含め、原則として「西暦」で記入することといたします。ただし、自動記

帳機を使用の場合には、2019年 4 月 1 日～ 30日の発生事項は和暦の使用を認めることといたし

ます。この件に関連して、放射線管理手帳発行等申請書への年月日の記入も変更いたします。

　「RI等記録引渡しの手続き、料金等」及び「放射線管理手帳等の西暦記入」のお問合せ先

　…（公財）放射線影響協会…　放射線従事者中央登録センター

　　（1）…RI記録の引渡しについて

　　　　……RI等記録管理課　電話：03（5295）1790　e-mail：ri@rea.or.jp

　　　　……URL：http://www.rea.or.jp/chutou/hikiwatashi.htm

　　（2）…放射線管理手帳の西暦記入について

　　　　……手帳管理課　電話：03（5295）1788　e-mail：chutou@rea.or.jp

　　　　……URL：http://www.rea.or.jp/chutou/techouseido/techouseido.html
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主　要　日　誌
【活動日誌】

○総務部

３月４日　平成30年度第３回理事会（平成31年

度事業計画及び収支予算並びに資金

調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類について等）

３月12日　平成30年度第２回評議員会（平成31

年度事業計画及び収支予算について

等）

〇企画部

２月14日　平成30年度研究奨励助成金交付研究

課題選考委員会

２月20日　平成30年度放射線影響研究功績賞及

び同奨励賞受賞者選考委員会

〇放射線従事者中央登録センター

１月24日　第12回放射線管理手帳高度化ワー

キンググループ（システム運用のイ

メージ等）

２月19日　第10回除染等業務従事者等被ばく線

量登録管理制度参加者協議会（平成

30年度事業報告・決算見込、平成31

年度事業計画・収支予算、協議会運

営要領の改訂等）

２月26日　第13回放射線管理手帳高度化ワーキ

ンググループ（検討状況の確認等）

〇放射線疫学調査センター

１月17日　放射線疫学あり方検討会フォロー

アップ委員会（メルクマール等）

１月25日　臓器線量構築検討会（報告書等）

２月20日　放射線疫学調査研究評価委員会（あ

り方検討会の審議状況について等）

２月22日　放射線疫学調査倫理審査・個人情報

保護委員会（評価委員会審議状況に

ついて等）

３月５日　臓器線量構築検討会（報告書等）


