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平成26年度 HIMAC 共同利用報告書

巻頭言

ここに、平成 26 年度 HIMAC 共同利用報告書を発刊いたします。平成 6 年に HIMAC
が稼働を開始しましたが、稼働に併せ HIMAC を広く国内外に解放し、多くの研
究者にさまざまな研究のチャンスを提供する取り組みが始まり、すでに 20 年以
上の歴史を持っています。この間、実に様々な他では行うことのできない物理・
工学、放射線生物、重粒子線治療の臨床研究など幅広い研究が行われてきまし
た。この共同利用報告書は、その成果を報告書として毎年発刊しているもので、
この度、放医研の関係者の皆様、課題採択・評価部会委員会の皆様のご努力、
ご協力のお陰をもって、平成 26 年度 HIMAC 共同利用報告書として発刊されまし
た。共同利用運営委員会委員長として感謝申し上げます。
共同利用の概要でありますが、共同利用研究に利用された HIMAC の稼働時間
は、ここ 10 年ぐらいは年間稼働時間 5000～5500 時間で推移しています。年間
の課題数は物理・工学、生物、治療・診断併せて 130-140 程度です。年間共同
利用研究員数は、このところ国内は 700 名前後で推移しておりますが、最近の
海外での重粒子線治療への関心の高まりを受けて、海外の研究者数は毎年 10 名
程度確実に増えており、平成 26 年度は過去最高の 158 名となっています。この
取り組みが国際的にも認知され、高い評価を受けているためと思います。
昨今、国内的には、先進医療会議の議論や各種メディアの報道を通じて、国
民の重粒子線治療への議論はかつてないほど高まっており、一部の疾患を対象
に、保険収載の議論も始まろうとしています。また、海外での重粒子線治療へ
の関心も高まっており、実施施設も増え始め、設置を計画する国も増えてきて
います。このような、国内外への重粒子線治療の普及には、本 HIMAC 共同利用
研究事業が大きな役割を果たしていると考えます。放医研の関係各位、施設を
利用して成果を挙げられました研究者の皆様に感謝したいと思います。
重粒子線治療は我が国が世界に誇るがん医療分野ですが、基礎的・臨床的に
まだまだ未解決の問題も多く残されています。HIMAC 共同利用がさらに活発とな
り、重粒子線治療の基礎研究、臨床研究の世界のセンターとして機能され続け
られることを祈念致します。
平成 26 年度 HIMAC 共同利用運営委員会
山形大学医学部放射線腫瘍学講座
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２０１４年度重粒子線がん治療装置（HIMAC）運転状況
Operation of HIMAC in 2014
加速器エンジニアリング（ＡＥＣ）
川島 祐洋、本多 保男、近藤 貴律
下シンクロトロン 4295 時間の供給を行った。
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2014年度入射器主加速器運転状況
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図１．HIMAC の入射器および主加速器運転状況。
「中エネ実験」に関しては、タイム
シェアリング運転により主加速器供給中に供給を行っている関係で別途集計している。
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図 2. 高エネルギービーム輸送系（HEBT）の運転状況
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図３．入射器で加速されたＣ以外のイオン種
DTQ 電源の更新では、電源盤の小型化（約 1/2）
が実現されている。
加速エネルギーを拡張しての新治療棟への供
給では上リング BQ 電源を更新したことにより、
202 段等の運転に対する追従性が高められた。ま
た、出射及び HEBT 系の BM 電源の更新を行っ
た。こちらについては定格電圧の増加によりコー
ス切換時間の短縮が可能であり、将来的には
HIMAC 棟治療室への多段エネルギー供給を見込
んだ仕様となっている。
治療ビームについては、前年度に行った HEBT
オプティクス調整、調整判定基準の見直しにより
ほぼ無調整での運用を進めてきた。その結果、年
間を通しての軸変動幅、周期的な傾向が掴めてき
た。今後も引き続き無調整ファイル整備、軸変動
要因の調査を進め、安定供給、調整時間短縮に繋
げたい。
小型入射器の運用は、前年度より BIO 実験への
C ビーム提供を担い、安定供給の為の整備を行っ
てきた。治療ビーム提供については、HIMAC 棟
側治療室での照射系 QA にて良判定を受け、大型
RF システム故障時には治療のバックアップとし

治療供給は通常火曜日から金曜日に実施、他に
月曜日の供給を月 1～2 回行う。
ビーム供給のうち予定どおりに供給できなかった
30 分以上の故障は、入射器、上下シンクロトロン、
HEBT を合わせて延べ 58 時間（約 0.2%）であり、非
常に高い稼働率となっている。
図３に C イオンを除いたイオン種別の加速実績を
示す。供給した全てのイオン種の加速時間を合算す
ると 10309 時間となる。HIMAC はタイムシェアリング
運転を行っており、上リング、下リング、中エネルギー
コースそれぞれに異なるイオン種を供給することが出
来る。イオン種毎に積算した時間は、冒頭で述べた
入射器運転時間より大きい値になる。
このうち主に治療照射や生物実験で利用される C
イオンが約 6955 時間（67.5%）となっている。その他
に加速されたイオン種は図３に示す通りである｡
今期は HIMAC も稼動 20 年を迎え、保守が困
難になった物や装置老朽化について対策を行っ
ている。2014 年度に更新された機器としては入射
器系で制御装置の PLC 化、
小型 RFQ,IHL の LPA
のトランジスタ化など、メンテナンスの省力化お
よびランニングコストの低減が図られた。
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て活用出来る様になった。また、小型入射器から
の新棟用多段ファイルも整備中であるが、ハーモ
ニクスを 2 でキャプチャする為、シンクロトロン
RF 系の周波数下限を下げられる様システム検討
を行っている。
今後とも幅広い利用要望に答えるべく供給可能な
イオン種、エネルギーを増やしつつ､共同利用実験の
成果に貢献したいと考えている。
加速器エンジニアリング（ＡＥＣ）
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2014 (H26) 年度 HIMAC 共同利用研究の実施状況
Summary of the Research Project with Heavy Ions at NIRS-HIMAC in FY2014
近藤貴律 A、濱野毅 B、村上健 B

Abstract
Proposals of 139 were accepted in FY2014 at HIMAC.
The beam time of 5155 hours was supplied to the
project. Scientific papers and proceedings from 60 to
80 were published every year in these 10 years. More
than 650 researchers, including 158 foreign
researchers, participated in the project. Constant
effort of maintenance and improvement of the
experimental halls and devices support
progress of the project.

治療・診断班に関しては、重粒子線治療に限定
されていることから、放医研以外の医療関係者の
参加は少なく、課題数もそれほど多くはないのは
やむを得ないところである。
共同利用が開始されたころは、生物課題の照射
対象は培養細胞と小型哺乳類が中心であった。し
かし、最近ではそれ以外の生物、すなわち微生物
や植物、貝類などを照射対象とする課題が入って
きた。またイオン種に関しても、当初はほとんど
が炭素線だけであったが、最近では様々なイオン
種（様々な LET）が使用されようになってきた。
大型の動物の利用に関しても時々問い合わせが
あるが、付属施設や設備の関係で現在のところ実
施は困難である。目的別では、宇宙科学への応用
を目的とした生物実験が増加している事も最近
の特徴である。
物理・工学は非常に広い分野を含む。近年は、
放射線化学などの分野のユーザーの増加が目立
っている。また、生物と物理・工学の両方にまた
がるような内容の提案も見られるようになって
いるのが特徴である。また、半導体デバイスの放
射線影響研究のように長年継続して研究も複数
ある。
物理・工学の課題でも、生物室の利用希望者が
増加しているのもここ数年の特徴である。これは
広がった一様照射野の使用を希望するユーザー
が増えているためであり、一番簡便な方法として、
生物室の照射野を利用している事による。こうい

1．研究課題数
図 1 は、共同利用が開始された平成 6 年度（1994
年度）から、平成 26 年度（2014 年度）までの実
施課題数の推移である。1997 年位からは 120－
143 課題で推移している。平成 26 年度（2014 年
度）に実施された課題は 133 課題であった。
HIMAC 共同利用研究では、採択やマシンタイ
ムを編成の都合から、課題を 3 つのカテゴリーに
分けている。それらは、
（１）治療・診断班、
（２）
生物班、（３）物理・工学班、である。治療・診
断班は主に重粒子線治療の結果の解析や、治療方
法、用具の開発、診断方法の開発研究等を行なう。
患者に対する治療は共同利用の範疇には入らず
ここでの報告の対象外である。興味のある方は、
放医研の HP 等をご覧いただきたい。生物班は細
胞や動物等を照射対象とする課題を意味してお
り、その他の照射実験は全て物理・工学班に分類
されている。

FY2014

図 1．HIMAC 共同利用研究課題数
vii

った利用が増えていくようであれば、いずれ実験
室の整備方針に関しても再検討が必要になるか
もしれない。

2．マシンタイム
加速器は基本的に月曜日の夜から土曜日の夜
まで 24 時間運転が行われている。火曜日から金
曜日の昼間は治療のためにビームが使われてお
り、共同利用実験は、主として夜間と週末に実施
されている。また月に一回程度は日曜日も連続運
転をしている。
HIMAC 共同利用研究に提供されたマシンタイ
ムの時間数を、年度毎に示したのが図 2 である。
HIMAC ではシンクロトロンリングが 2 台あり、
更に入射器のビームを直接利用することも可能
であるので、独立した三つの課題に同時にビーム
を供給できる。イオン源 3 台を利用すれば、それ
ぞれの課題に違った種類のイオンを提供するこ
とも可能である。そこで複数の課題が平行して実
施されている場合は、マシンタイムについては独
立な時間として集計している。
平成 26 年度に HIMAC 共同利用研究に利用さ
れたマシンタイムは、延べ時間で合計 5150 時間
であった。この他に治療照射のために 3320 時間
強（これも上下シンクロトンを別々に合計した延
べ時間）が利用されている。加速器の運転状況に
ついては、運転報告を参照されたい。

平成 23 年 3 月の東日本大震災後、節電の要請
があったために、平成 23 年 4 月の共同利用実験
は全てキャンセルとなった。平成 23 年度のマシ
ンタイムが前年、後年に比べて減少しているのは、
そのためである。
平成 26 年度に共同利用研究に供されたマシン
タイムの内訳は、生物関係が約 1090 時間、物理・
工学関係で約 4070 時間であった。ビームを切り
替える際の加速器本体の調整時間等はこの時間
には含まれていない。
物理工学の場合は、短い場合は一晩、長い場合
は一週間程度、連続して利用されている。一方、
生物実験の場合は、一課題あたりの利用時間が短
い課題が多いので、一晩に複数の課題をスケジュ
ールしている。生物実験に関しては、照射室での
ビームの利用だけではなく、インキュベータやク
リーンベンチなど付属施設の利用時間による制
限も大きい。これらは建物の増設を必要とするた
めに、なかなか簡単に改善できないところに運営
上の難しさがある。
現在では、陽子から Xe に至る極めて多種類の
ビームが供給可能となっている。これらは、PIG、
10GHzECR、18GHzECR の 3 台のイオン源を利
用して供給されている。また、SB コースを利用
して、不安定核ビームの供給も行われている。

FY2014

図 2．HIMAC 共同利用研究マシンタイム延べ時間数
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3．研究成果
研究成果については次のような分類を行って
いる。原著は査読のある雑誌に掲載された論文、
Proceedings は国際会議などで内容が刊行物とし
て残されているものを対象としている。それ以外
の発表で、アブストラクトのみの発表は口頭発表
（ポスター発表の場合も含む）に分類している。
その他は、総説や単行本、依頼原稿などの出版物
が主であり、更に学位論文や特許なども含んでい
る。原著論文等については、投稿した段階（受理
される前）の論文は含まれていないが、投稿が受
理されて印刷中（現段階ではページ数が確定して
いない）の分も含まれており、これらは次年度に、
ページ数が確定した後、もう一度掲載される。こ
のため、複数年にわたる累積数を計算するときに、
単純に加算すると二重にカウントされる分があ
る。また、今回報告漏れの分については、今後の
報告書に反映させていく予定である。その結果、
今後もリスト上の数が変わる可能性がある事に

注意して欲しい。
平成 26 年度の研究成果は巻末の研究成果一覧
にまとめられているが、原著論文 80 篇、プロシ
ーディングス 26 篇、口頭発表 404 篇、その他 113
篇が報告されている。
これらの研究成果を年度毎にまとめて示した
のが図 3 である。年度毎の推移を見ると、1998
年頃からほぼ一定の数の成果が出ている。最近の
特徴は、博士論文や修士論文作成の報告が増加し
ている事であり、平成 26 年度は博士論文が 7 編、
修士論文が 30 編、また 4 年生の卒業研究に
HIMAC の実験が利用された例が 22 件報告され
ている。HIMAC が次世代の研究者育成にも大き
な役割を期待されている事が分かる。報告書の取
りまとめが 2 月末なので、学位論文については報
告漏れも多く、また平成 26 年度分とそれ以前の
分が混在している。

図 3．HIMAC 共同利用研究成果
課題あった。これからも、国際的な利用は一定の
割合を占めていくものと考えられる。

4．参加研究者数
平成 26 年度に共同利用研究員として研究に参
加した所外の研究者数は 690 名であった（図 4 参
照）。これ以外に、客員研究員や客員協力研究員
で参加されている方が若干名おられる。これらの
参加者数は、平成 26 年度は若干現象気味である
が、マシンタイムの量がほぼ一定である事から、
今後も大幅な増加は起きないものと思われる。
参加者の内、二割強の 158 人が海外在住者で
ある。外国在住者が申請者になっている課題も 23

5．共同利用研究への対応と実験室の環境整備
HIMAC 共同利用研究への対応、および実験室の
環境整備について、AEC 実験サポートグループの
仕事を中心に紹介する。
物理・工学では、定常的な電力、冷却水などの
供給と共に、必要に応じてビームラインの大気開
放を行い、実験装置が接続できる環境を提供して
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図 4．HIMAC 共同利用研究参加者数
いる。また、2 次ビームライン機器（ターゲット
等）の交換作業は、HIMAC 運転スケジュールとの
調整が必要となる作業である。
準備に要する期間、機器、面積は、課題により
大きく異なるため、実験室、準備室利用に関する
スケジュール管理も重要な仕事である。更に、提
供する共用品および、消耗品の在庫管理、発注作
業に加え、故障モジュールの修理対応も適宜実施
し、実験がスムーズに実施できるような環境整備
に努めている。
個々の課題への対応としては、装置設置場所確
保の要望に応えるため、環境整備（共用品の新規
購入など）、提供する共用品の動作確認（Ge 検出
器、測定モジュール等）などを行い、従来の環境
――――――――――――
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維持とともに対応している。
生物実験関係では、共用消耗品の準備、
利用設備の予約などの作業を実施してい
る。利用設備の整備として RI 室で利用さ
れていたインキュベータのファンが故障
し、メーカーによる修理もできなくなっ
てしまったため新規購入した。また、機
器老朽化対策として各インキュベータへ
CO2 を安定供給するための切替え器の更
新も実施した。設備の利用状況としては
引き続き要望が多くインキュベータ、ク
リーンベンチの割り当てが難しい状況が
続いている。
その他、ピペットマンや電子天秤など、
修理、校正対応を行うなど従来から使用
している機器の点検を継続的に実施して
いる。その他、使用頻度の高い遠心機の
ローター部分の更新および温度センサー
故障の修理、調整対応を行った。
環境整備の面ではイメージャー、及び FACS を
新規導入し、生物実験を更に効率的に行えるよう
にした。
物理・工学、生物ともに、半期ごとに行われる
定期点検期間には、総合的に点検、整備、修理お
よび共用品、消耗品の在庫確認などを実施し、設
備、機器が有効活用できる環境整備に努めている。
また、マシンタイムスケジュールの調整につい
ても、利用申込の情報をもとに、実験時間を可能
な限り有効利用出来るよう調整している。
今後ともよりよい実験環境づくりを目指し、多
くの研究結果が出されるように、支援を充実させ
たいと考えている。
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頭頸部腫瘍に対する炭素イオン線治療後の滲出性中耳炎の危険因子に関する研究
Risk factors for radiation-induced otitis media after carbon ion radiotherapy
( 13L087)
小藤昌志 a、長谷川安都佐 a、高木亮 a、伊川裕明 a、長縄憲亮 a、神宮 啓一 b
M. Kotoa, A. Hasegawaa, R. Takagia, H. Ikawaa, K. Naganawaa, K. Jingub
Abstract
Purpose: The purpose of this study is to
determine the risk factors for developing
radiation-induced otitis media (OM) after
carbon ion radiotherapy (C-ion RT).
Materials and Methods: Fifty-nine patients with
skull base tumors who were treated with C-ion
RT at a total dose of 48.0 GyE to 60.8 GyE in
16 fractions were included in this study. OM
was diagnosed by MR or CT images. The
correlations of the dosimetric parameters of
eustachian tuber , eustachian tube, middle ear
cavity, and mastoid cells with the incidence of
OM were retrospectively analyzed.
Results: Of the 118 ears (59 enrolled patients),
26 ears which had OM or received temporal
bone surgery before C-ion RT were excluded
from this study. Finally 92 ears were analyzed.
Nineteen ears developed OM. Dose-volume
histogram analysis revealed that the
percentages of eustachian tuber , eustachian
tube, and middle ear cavity volume receiving
more than 10, 20, 30, 40, and 50 GyE (V10-50)
were significantly higher in ears with OM than
in those without OM, respectively To
investigate the risk factors of the development
of OM in ears of which the eustachian tuber
were irradiated with high dose, we selected 23
ears without OM which showed larger V40
than minimum V40 value of the ears with OM.
And we compared the DVH parameters of 23
ears without OM with 19 ears with OM. On
univariate analysis, V50 of the eustachian tuber
and eustachian tube were found to be correlated

with the development of OM.
Conclusions: Dosimetric parameters of the ear
may be risk factors for the development of OM
after C-ion RT. Especially we should pay
attention to the V50 values of the eustachian
tuber and eustachian tube to prevent the
development of OM.
1.研究の目的とバックグランド
頭頸部領域から発生する腫瘍は X 線抵抗
性腫瘍の事が多く炭素イオン線治療の良い
適応である。頭蓋底腫瘍を対象とした 9601
プロトコールの治療成績は良好で長期生存
が多い。その為 Quality of life (QOL)の
維持が重要な課題となっている。
放射線治療による滲出性中耳炎は重篤な
有害事象ではないが、聴力低下、耳鳴り、
めまいなど QOL を低下させる要因の一つで
ある。この有害事象は頭蓋底腫瘍に対する
炭素イオン線治療においてもしばしば観察
される。腫瘍が聴器に存在する場合、聴器
への高線量照射が避けられない事より将来
的な聴力低下に対して患者の理解も得られ
やすい。しかし聴器と離れた腫瘍でも上咽
頭の耳管隆起付近への照射に伴う耳管閉塞
により滲出性中耳炎が発生する事が実臨床
で問題となっている。
滲出性中耳炎は X 線照射後にも起こり得
るがこれまでにその危険因子についての報
告は多くない。もちろん重粒子線治療後の
滲出性中耳炎の危険因子の報告は皆無であ
る。
炭素イオン線治療に於いてこれまでも耳
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管、中耳への線量は可能な限り抑えている
が明確な指標が無い状態であった。闇雲に
これらへの線量を抑える事は腫瘍に対する
照射範囲が不十分になる可能性がある。今
回の研究で DVH（Dose volume histogram）
パラメーターが予測因子となる事が示せれ
ば治療計画に於いて有用な情報と成り得る。
この研究の目的は頭蓋底腫瘍における炭
素イオン線治療後の滲出性中耳炎の発生状
況を調べ、滲出性中耳炎と DVH パラメータ
ーの関係を明らかにすることである。
2.昨年度の研究内容
炭素イオン線治療を行なった頭蓋底腫瘍症
例の 44 聴器の滲出性中耳炎とＤＶＨパラ
メータ(10GyE-50GyE 以上照射された体積
（Ｖ10-50）)との関係を評価した。10 聴器
に滲出性中耳炎を認めた。耳管隆起、耳管、
中耳、乳突蜂巣に於いてＤＶＨパラメータ
ーは有意に滲出性中耳炎症例で高かった。
臨床的に問題となる耳管隆起の照射条件を
揃え他の部位の影響を調べる為に耳管扁桃
のＶ４０が滲出性中耳炎症例の最小値 1.74
ｍｌ以上の非中耳炎症例を選択し、9 例が
これに該当した。単変量解析では耳管のＶ
３０が危険因子として有意傾向が認められ
た。
3.今年度の研究内容
今年度の研究では 1997 年 4 月～2012 年 6
月までに炭素イオン線治療が施行された頭
蓋底腫瘍患者 59 症例 118 聴器を対象とした。
最終的に治療前より滲出性中耳炎を認めた
25 聴器、側頭骨術後の 1 聴器を除いた 92
聴器について解析を行った。対象患者の両
側耳管隆起、耳管（峡部）
、中耳、乳突蜂巣
を関心領域に設定し中耳炎の有無とこれら
領域のＤＶＨパラメータ(10GyE-50GyE 以上
照射された体積（Ｖ10-50）)との関係を評
価した。
4.解析結果
観察期間中央値は 55 ヵ月。19 聴器に Grade2
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以上の滲出性中耳炎を認めた（発症までの
期間中央値は４ヵ月）。滲出性中耳炎症例は
耳管扁桃の V10-50、耳管の V10-50、中耳の
V10-50、乳突蜂巣の V10-20 が有意に高値で
あった。
臨床的に問題となる耳管隆起の照射条件を
揃え他の部位の影響を調べる為に耳管扁桃
の V40 が中耳炎症例の最小値 1.02ml 以上の
非中耳炎症例を選択し、23 例がこれに該当
した。この２群間の比較では耳管扁桃の V50
が有意に中滲出性耳炎症例で高値であった。
また耳管の V50 に有意傾向が認められた。
5.まとめ
今回の解析症例を増やしたが頭蓋底腫瘍に
対する炭素イオン線治療後の滲出性中耳炎
の発生に耳管扁桃から中耳の線量が影響し
ており耳管閉塞による滲出性中耳炎が示唆
されまた線量体積効果が確認された。特に
耳管隆起を照射される症例の滲出性中耳炎
の危険因子として耳管隆起と耳管の高線量
（50GyE以上の照射体積）が指標になる可能
性が示唆された。
a．放射線医学総合研究所 重粒子医科学セ
ンター病院
National Institute of Radiological
Sciences Research Center Hospital for
Charged Particle Therapy
b. 東 北 大 学 病 院
放射線治療科
Department of Radiation Oncology, Tohoku
University School of Medicine

早期肺癌への炭素線治療に伴う肺機能障害の検討:
1 回照射における肺機能変化の評価およびその予測因子に関する研究
Changes in pulmonary function after single-fraction carbon-ion radiotherapy for
stage I non-small cell lung cancer
(13L090)
高橋 渉 1、中嶋美緒 1、山本直敬 1
W. Takahashi, M. Nakajima, N. Yamamoto,
1.

放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター病院

Abstract

[-8.9% ± 11.7% (p < 0.01)] were lesser than

Objective

the pre-CIRT values.

To investigate the long-term impact of

Conclusion

single-fraction carbon-ion radiotherapy

Regarding late pulmonary function changes,

(SF-CIRT) on pulmonary function tests (PFT)

stage I NSCLC patients have good long-term

in stage I non-small cell lung cancer (NSCLC)

preservation after SF-CIRT.

patients.
Materials and Methods
A review of prospectively corrected data from

研究内容と成果

SF-CIRT-treated patients was performed.

1. 研究の目的とバックグラウンド

Patients who underwent PFT immediately

肺癌の局所治療において、治療による肺

before and at 6, 12, and 24 months after

機能の損失の程度は重要であり、その後の

irradiation in the absence of relapsing disease

生活の質に直接影響する。一般的に放射線

were analyzed.

治療は外科切除に比べて肺機能への影響は

Results

少なく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などで元

Forty patients treated between 2008 and 2012

来低肺機能であることから手術非適応とな

fulfilled the inclusion criteria. According to a

った症例に対しても有用な選択肢となって

dose escalation study protocol, a median

いる。なかでも炭素線治療はその優れた線

prescribed single-fraction dose of 46 GyE

量集中性により、通常の X 線治療を上回る

(range, 44–50 GyE) was delivered. All

安全性が確認されている治療である。

treatment-related complications were

近年、肺癌の定位照射や陽子線治療にお

self-limited, without any grade 3–5 toxicities.

いて照射に伴う肺機能障害が軽微であると

Two years post-CIRT, the mean values of

の報告がいくつかなされている。一方、炭

forced expiratory volume in 1 sec (FEV1)

素線治療に伴う呼吸機能の変化についての

[-8.4% ± 11.9% (p < 0.01)] and the FEV1 per

報告は少ない。当院から過去に一度、早期

unit of forced vital capacity (FEV1/FVC)

肺癌への炭素線治療後の肺機能低下につい
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ての報告がなされている。治療前後の肺機

梢型 I 期肺癌症例を対象とした。

能を比較し、肺活量と 1 秒量の低下がそれ

照射後に起きる肺機能の変化について治

ぞれ 10%以下であり、肺の障害が軽度な安

療前後の肺機能検査をもとに評価した。評

全な治療であることを示したが、症例はい

価項目として全肺容量 total lung volume

ずれも以前に当院で行なっていた 9 回照射

(TLC), 肺活量 vital capacity (VC), 1 秒

および 18 回照射法により治療されたもの

量 forced expiratory volume in 1 s (FEV1),

であり現行の照射法とは異なる。

肺拡散能 diffusing capacity of lung for

現在、当院では炭素線 1 回照射による末

carbon monoxide (DLCO)などの変化を解析

梢型 I 期肺癌の治療が先進医療として行わ

した。

れている。1 日で 36.0〜50.0GyE に及ぶ炭
素線を 4 方向から照射し、病巣に集中させ

3. 今年度の研究内容

ることで従来の放射線治療に劣らない良好

昨年までの症例に新たに 15 症例を加え

な局所制御が得られている。従来の分割照

た計 40 症例について、照射後の肺機能変化

射による炭素線治療に比べて短期間で終わ

を 評 価 し た 。 評 価 項 目 と し て TLC, VC,

り、外来での治療も可能なため患者への身

FEV1.0, DLCO などの変化を解析した。

体的負担も軽減できている。
放射線治療においては分割回数を減らし

4. 今年度の研究成果と解析結果

1 回線量が上がると、治療期間が短縮でき

これまで 1 回照射 連続 40 症例について

る反面、正常組織への影響が強くなり有害

の肺機能変化を評価した。
照射線量の中央値は 46GyE (44〜50GyE)

事象が増えることが知られている。そのた
め、1 回に大線量を投与する 1 回照射にお

であり、有害事象については全症例 grade 2

いては従来用いられていた 9 回、18 回など

以下と重篤な副作用の発生はなかった。
治療後 2 年時点での肺機能は、治療直前

の分割照射に比べて肺機能損失の程度が大
きい可能性があり検証が必要である。また、

と比較して FEV1、1 秒率 (FEV1/FVC) で

重粒子線治療は従来の X 線治療に比べ正常

それぞれ 中央値 -8.4% ± 11.9%、-8.9% ±

肺への線量投与を著しく下げることができ

11.7% (共に p < 0.01)と有意な低下を認めた

るが、正常肺へ照射された線量の大小が肺

が、程度としては grade 1 (CTCAE v4.0)に留

機能温存へどの程度寄与するかの報告もな

まり呼吸機能への影響はわずかなものであ

されていないため評価を試みたい。

ると考えられた。

以上のように、当院で加療された早期肺

今後、呼吸機能変化の予測因子について

癌症例について炭素線 1 回照射に伴う肺機

も統計的に解析を加えた上で、英語論文と

能変化を評価することを目的とした。

して国際誌に投稿予定である。

2. 昨年度までに得られている結果
当院において臨床試験または先進医療に
よる炭素線 1 回照射で加療された原発性末
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頭頸部領域炭素イオン線治療における照射野近傍の体内金属の影響
EEffect of metals in the body that are adjacent to the radiation field on carbon ion radiotherapy in
the head and neck region
(14L091)
高木

亮, 長谷川安都佐, 伊川

裕明, 小藤

昌志

R. Takagi, A. Hasegawa, H. Ikawa and M. Koto
Abstract

1.

Introduction: In carbon ion radiotherapy (C-ion

頭頸部領域の腫瘍では、歯科歯冠修復物や補綴物、

RT) in the head and neck region, metal

インプラント、さらに、手術後の再建用チタンプ

artifacts may prevent the calculation of the

レート、メッシュやワイヤー等、腫瘍の近傍に金

adequate range of a charged particle in CT,

属が多用されていることが多い。これら金属は、

which leads to heterogeneous dose distribution.

非常に高い CT 値を示し、また CT 画像で周囲に

Therefore,

of

金属アーティファクトを発生させる。炭素イオン

pretreatment metal removal, its effect on

線治療において、線量分布を計算する際には、荷

treatment, and measures taken.

電粒子が通過する物質の阻止能を CT 値から換算

Subjects

we

and

examined

して求めているが、照射野近傍に存在する金属に

patients with Head and Neck cancer who

よるアーティファクトにより CT 値の乱れが生じ

underwent C-ion RT between October 2006 and

て、治療計画の妨げになることが少なくない。ま

March 2013. Treatment dose was 57.6 or 64.0

た、金属を通過するビームの場合は、生体と比較

GyE in 16 fractions over 4weeks. The primary

して金属は高い阻止能を持つために、ごくわずか

sites

14

なセットアップ時の誤差が大きな照射分布の誤

pharynges, 33 oral cavities, 28 salivary glands,

差につながってしまう。阻止能は金属組成から計

11 external or middle ears, and 18 other sites.

算で求めている。しかしながら、歯科金属は複数

Results: Of the subjects, 135, 38, 11, and nine

の金属の合金であり正確な組成比はわかりえな

underwent metal removal, including dental

いのが実情である。

implants;

did

89

not

We

status

193

included

Methods:

the

paranasal

undergo

included

研究の目的とバックグラウンド

sinuses,

removal;

had

炭素イオン線治療前に可及的な金属除去を行

edentulous jaws; and had no metal, respectively.

っているが、腫瘍進展などにより開口障害があっ

Thirty-one subjects showed the effect of metal

たり、腫瘍と隣接しているため除去ができないケ

on the radiation field, although some did not

ースも存在している。そこで、今後の更なる治療

require metal removal. In 21 subjects, clinical

精度向上を目指して、頭頸部腫瘍に対して炭素イ

target volume was affected. In some subjects,

オン線治療を行った症例のうち、金属が照射治療

dose reduction for the skin and surrounding

に与えた影響や、対応方法について検討し、照射

organs was difficult due to restrictions on the

部位による金属除去の要否の指針作成等につな

radiation direction, but local tumor control did

げたいと考えた。

not significantly differ.

我々の渉猟し得た範囲では、医学物理学的見地

Conclusion: Immediate metal removal can

から金属の影響をシミュレーションした研究は

improve treatment accuracy. For cases in which

見られるが、粒子線治療における臨床的な統計研

removal is difficult, the effect of metal should

究、発表は見受けられない。

be minimized through cooperation with medical
2．今年度の研究内容

physicists.
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・対象

延期もしくは再撮像を行う必要があった。

頭頸部悪性腫瘍に対する炭素イオン線治

療 9602 プロトコールに登録され、2006 年 10 月

照射野内にわずかでも金属アーティファクト

～2013 年 3 月までに炭素イオン線治療を行った、

の影響が見られた症例は 31 例であり、そのうち

頭頸部悪性腫瘍患者 193 名を対象として、調査、

CTV 内に影響が見られたのは 11 例であった。口

検討を行った。9692 プロトコールは 1997 年より

腔内の金属のほか、顎矯正手術や骨折整復固定手

登録が開始されているが、当院で電子カルテを導

術の金属ワイヤーやデンタルインプラント、眼窩

入した 2006 年 10 月以前では、歯科での金属除去

庭再建用チタンメッシュの影響が見られた。

の実施状況、部位などの詳細を把握することが困

CTV 内に金属の影響が見られた症例と、それ以

難であった。そのため、歯科金属に関しては、2006

外の症例における局所制御の差は認められなか

年 10 月以降に治療を行った患者を対象とした。

った。これら症例においては、可及的に金属を通

・方法

診療録および治療前検査画像、治療計画

過しない照射方向を設定するなどの制限を行っ

CT をもとに体内金属の有無、金属除去の既往、

たり、金属組成を推定して障害領域の CT 値の置

その他臨床的因子を検索した。その際に、治療計

換や十分なマージン設定などの対応を行ってお

画 CT 後に追加除去が必要と判断され、CT 再撮

り、治療セットアップ時の誤差などがマージンに

像が必要となったケース、その原因を調査した。

より吸収できたためと考えられた。しかしながら

さらに、照射分布から体内金属が照射野近傍に存

照射範囲が広がる傾向となることから、不要な副

在している症例では、照射方向の制限等の治療計

作用の拡大につながる可能性が考えられた。
口腔内金属の CT 値は、保険診療で認可された

画や治療方法における不利益、治療効果や副作用
発現への影響などを解析した。

JIS で規定される歯科用金属合金の組成を参考に

3．今年度の研究成果と解析結果

して求めた。しかし、JIS で規定された合金組成

対象のうち、男性 79 例、女性 114 例、

にはある程度の幅がもたれており、製造会社や商

年齢は 21 歳～79 歳、平均 59 歳。原発部位は、

品により差異が見られた。さらにはいわゆる自費

鼻副鼻腔 89 例、咽頭 14 例、口腔 33 例、唾液腺

治療で使用されている金属の組成は推測するこ

28 例、外耳・中耳 11 例、その他 18 例であった。

とができなかった。合金である歯科金属の CT 値

組織型は腺様嚢胞癌 107 例、腺癌 19 例、扁平上

を完全に把握することは非常に困難であり、金属

皮癌 15 例、悪性黒色腫 13 例、その他未分化癌、

を通過するビームを設定する際には、飛程の不安

上皮筋上皮癌、腺房細胞癌などであった。原発部

定性を補償できうる十分なマージン設定が重要

位は、鼻副鼻腔 66 例、口腔 34 例、大唾液腺 28

であると改めて確認された。

・結果

例、上・中咽頭 27 例、眼窩 15 例、外・中耳 11

炭素イオン線治療において、高精度で副作用の

例、その他 3 例であった。治療は週 4 回 16 回照

少ない治療を行うためには、可及的な治療前の金

射 4 週間で総線量 57.6GyE: 132 例、64.0GyE: 61

属除去が重要と考えられた。

例の照射を行われた。
口腔内の金属除去を行った症例は 136 例であり、
口腔内金属除去を行わなかったのは 39 例、無歯
顎もしくは金属が存在しなかったのは 18 例だっ

放射線医学総合研究所

た。また、口腔内金属以外に照射領域に金属が存

病院

在していたのは 4 例であった。さらに、6 例では、

Research Center Hospital of Charged Particle Therapy,

金属除去後に小金属片の残存が見つかったり、対

NIRS.

顎の追加除去が必要と判断され、治療計画 CT を
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悪性中皮腫（ＭＰＭ）に対する炭素線治療のフィージビリテイスタデイ
（14L092）
宮本忠昭 a 山本直敬 b、中島美緒 b、軽部雅嵩 b、兼松伸幸 b、松藤成広 b 稲庭拓 b、松原礼明 b、鎌田正 b、
吉川京燦 b、柴山晃一 b、安川朋久 c、東山聖彦 d、中野孝司 e、岡部和倫 f、広島健三 g、高橋渉 h
Abstract. Malignant pleural mesothelioma (MPM)

当研究の目的は、悪性中皮腫（ MPM

malignant

has a poor prognosis and is rare, but recently

pleural mesothelioma）の炭素線による根治的放射

increasing. Surgical procedures: extrapleural

治療のフィージビリテイスタデイを行い,

pneumonectomy (EPP) and

ロトコール策定に資することである。

pleurectomy/decortication (P/D) are extremely

臨床プ

MPM は、主に胸膜に発生する原発性悪性腫瘍である。

risky with a high rate of treatment-related death,

もともと稀な疾患であるが、アスベストの吸入が主

and quite unsatisfactory in survival.

な原因とされ、2014 年 に 1400 人が死亡、現在急増

Alternatively, carbon-ion radiotherapy (CIRT)

中である。早期診断法はなく、胸水貯留による息切

challenges to treat MPM with a radical intent.

れ、胸痛など進行癌で診断される。治療は、外科手

Recently, NIRS developed a new scanning

術（全胸膜肺切除：extrapleural

irradiation system of CIRT. A rotating gantry is
also being equipped and rapid respiratory-gated

(EPP)あるいは胸膜切除・剥皮術：pleurectomｙ
/decortication (P/D)）に化学療法を併用する。成績

irradiation techniques are developing. In order

は、50%生存率 12 ヶ月で 5 生率 10％以下と難治であ

to perform the feasibility study of CIRT for MPM,

り、しかも、術死 5％と危険で過酷な治療である。最

a dose delivery of the carbon beams to the entire

新の放射線治療（IMRT）も手術の補完である。放医

pleura of hemithorax like an egg-shell was

研の炭素線単独による肺癌治療究は、末梢１期肺癌

simulated for clinical use. As a result of try and

の１回照射法が終了し高度先進医療に移行した。こ

error planning, lung injuries are found to the

の間に、肺門部肺癌、局所進行肺癌、縦隔リンパ節

most important obstacle. In radiobiological

転移へ対象を広げつつ、各回数の分割法により、胸

consideration, firstly, the past

壁、縦隔、横隔膜など全肺野・胸廓に対する照射経

cell-inactivation experiments using cultured MPM

験を積み重ね、手術に匹敵する成績を残すとともに、

and lung cancer cells were reviewed, revealing

胸廓・肺の放射線障害の知見と対処法を蓄積してき

that MPM would be more sensitive than lung cancer

た。

by 10% more. This suggests a possibility to

pneumonectomy

MPM に対する根治放射線療法は、片側全胸膜・胸隔

decrease the therapeutic carbon dose to the tumor

照射が基本である。この照射は、内部の肺を外して

and resultantly to reduce lung injuries. Secondly,

片肺の広い、薄い卵殻様の外殻を標的とするためこ

a high-LET carbon-ion radiation is known to reduce

れに対応できる照射システムと優れた技術が必要で

the indirect action to the target to 1/3 as

ある。この点、現行のブロードビーム方式では応じ

compared with X rays, which indicates fewer

きれない。しかし、新たに導入されたキスャンニン

occurrences of acute radiation pneumonitis, a

グ照射法は、この困難な障壁をクリア―出来る可能

ordinary dose limiting factor (DLF) with X rays.

性を秘めていると判断された。具体的には、照射タ

By compromising lung injuries, CIRT will possibly

ーゲットは、全片側胸膜・胸廓と CT,PET 上に描出さ

be applied for clinical stages of MPM from I to

れる腫瘍(GTV)から成る照射野(CTV)からなる。線量

III.

分割法は、MPM の病型の特徴を考慮し、肺門近接・腫

研究の目的とバックグランド

瘤形成型肺癌の腫瘍線量
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68.4GyE/12 回/3 週の分割

照射法と肺門・縦隔リンパ節転移照射の 48GyE/12 回

治療された MPM４例の作製された線量分布図が紹介

/3 週を採用する。研究方法は、MPM 治療 症例の

された。

PET/CT 画像から線量分布図を作製し炭素線照射の実

先だって予め当症例の、診断、治療、予後について

行性と治療効果と傷害を予測するフィージビリテイ

由佐医師（安川研究員の代理）から紹介された。治

スタデイとした。

療前に当センター病院・診断課で撮影された PET-CT

今年度の研究成果
研究内容

を用いた。線量分布の作成は、炭素線スキャンニン

2014.6.13 （第１回）と 2014.11.28（第２回）に 2

放医研の胸部治療担当医師の山本分担研究者が担

回の班会議を開いて集中討議した。１回目は、分担

当し、治療計画および線量分布の製作は、物理工学

研究者間で研究の目的に沿って知識と情報を共有す

部の分担研究者が担当した。

グソフト（Xio）を用いた。ターゲッテイングは、

るため、外部分担研究者から MPM の病態、診断、治

１症例の結果を図１Ａ，Ｂに示した。軟部組織濃度 CT

療の現況、内部から放医研の炭素線治療システム、

上で、GTV：gross tumor volume

照射法、肺がん治療の経験の紹介を行った。この席

腫瘍周囲は壁側に５ｍｍ、臓側に３ｍｍ、胸膜は壁

に、過去に治療した PM 症例のスキャン照射による炭

側に５ｍｍ 臓側に１ｍｍのマージンを設定して、こ

素線治療の線量分布を作製して提供し両者で当治療

れを標的（CTV：Clinical Target Volume ）とした。

のシミュレーションをしつつ意見交換をおこなった。

マージン幅の選択は、手術材料を検討した病理医（広

結果、照射前の MPM の診断、及び放射線肺障害の重

島分担研究者)の意見を参考にした。GTV の挿入は、

要性が明らかになった。第２回目の班会議では、

PET-CT を参考に単純 CT 上に手入力した。胸膜の CTV

外部からの手術後の再発部位の研究と内部から MPM

は自動認識により入力した後、治療担当医師が手入

の炭素線感受性の基礎研究を再評価した研究の発表

力で修正した。 炭素線の照射方向は、前後対向二門

が行われた。

とした。 症例の二つの治療計画図（Ａ，Ｂ）を、軸

研究成果

状、冠状、矢状面に線量分布図で示した。 同図の DVH

・MPM では、胸腔鏡による組織診断が確定の基本であ

（Dose Volume Histogram ) 解析は、腫瘍への線量

るが、胸腔に開けられた挿入口が術後再発部位とな

集中度と肺への被曝線量の定量的評価に用いた。図

る、また、生検時の操作が病勢を促進し病期を促進

Ａの腫瘍は、GTV を含む全 CTV である。腫瘍および胸

する事より細胞診による傷害の少ない確定診断が求

膜は目標線量（矢印）に近づいているが肺の V20,：

められている。広島研究員から、セルブロックを作

20GyE（照射された肺）は片肺の 70％に達している。

製して P16 染色体の欠損を fish 法で診断する方法

白の矢印は、肺の被曝線量を差す。Graham らによる

が紹介された。放射線治療に極めて好都合の方法で

安全線量片肺の安全線量 50%以下（両肺では V20 が

ある。

25％以下）と設定した。当症例では V20 が 70%を超え

・EPP 治療後の再発部位について大阪成人病センタ

るので安全照射野を越えている。一方で、図Ｂは、

ー18 自験例の再発部位の解析で、胸骨裏面、傍脊椎

肺の安全確保を第 1 として DVH 上で肺の V20 を 50%

部、肋横角部、胸腔鏡、胸水ドレーン部位などが高

に設定した(矢印）時の線量分布図である。この場合、

い再発部位枝あることこの再発は、術後照射により

腫瘍と胸膜 CTV の線量は目標線量を下回る領域が拡

低減することが東山研究員により報告された。中山

大する。〈上段右図：点状サークル）。この部分は、

研究員は IMRT の併用による放射線治療の有効性に

標的線量より線量不足となるので腫瘍の局所制御率

ついて追加コメントした。

は低下が予測された。要約すると、図Ａは、腫瘍制

(MPM 腫瘤）を設定。

御を第１とした時の線量分布で腫瘍線量は根治線量

・放医研から松藤、兼松研究員より千葉労災病院で
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（64.8GyE）に近いが、安全肺線量（V20）は、70%を

炭素線の肺障害の克服対策として３点が検討された。

超えて危険、図Ｂは、安全線量を 50%に設定した場合

①MPM は肺癌より炭素線に高感受性

は、腫瘍線量は、目標線量の 70-80%に低下するので

放医 研の基礎 研究より 得られ たヒト培養 MPM と

再発の可能性が高くなる。実際の治療は、腫瘍に十

NSCLC 細胞に対する炭素線照射の生存率曲線より、前

分な線量を照射した場合の線量分布と安全性を第 1

者が後者より炭素線に高感受性であることが示され

とした時の線量分布の双方を見て採用する。この同

た。腫瘍制御線量が 0.87 倍の低線量となるので、そ

様に他の３症例も検討した。班会議の討議では、MPM

の分 13%肺線量を削減できることになる。

の治療対象症例の適応は、病期 Ia と Ib (IMIG 分類)
された。

炭素線治療、放射線肺臓炎、線量規制因

子（ＤＬＦ）となり、対象症例の適応拡大（II,III
病期）には、炭素線による肺障害の対応が第１の課
題となることが明らかにされた。図１Ａ

②

標的線量を

炭素線は、Ｘ線より間接作用が３分の１であり、
急性反応は低い、この事実は、臨床でも確認され

第１とした線量分布図１Ａ

ている。放射線肺臓炎は炭素線の DLF ではない。
③

MPM 肺の病期進展となる示す葉間膜浸潤に対し

て回転ガントリーの導入により側胸壁方向からの照
射が可能となり対応する方法が検討され始めた。
今年度は、次年度（Ｈ２７年）の個別的試験治療で
検証される問題点となるであろう。

a 千葉県勤労者医療協会（勤医協）、b 放射線
射学総合研究所（放医研）,c 千葉労災病院、d
大阪成人病センター、e 兵庫医科大学、f 山口宇
部医療センタ ー、g 東京女子医大・八千代医療
センター、h 東京大学

図１Ｂ 安全線量を第１とした線量分布
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Bland-Altman解析による各種FDG-PET/CT集積評価指標の統計的比較
Statistical comparison between SUVmax and SUVpeak of FDG uptake in non-small
cell lung cancer: Bland-Altman plot analysis
（14L093）
桃原 幸子 a)、吉川 京燦 a)、大橋 靖也 a)、長谷部 充彦 a)、田村 克己 a)、
谷本 克之 a)、張 明栄 a)、山本

直敬 a)、佐賀 恒夫 a)、鎌田 正 a)

S.Toubaru a), K.Yoshikawa a), S.Ohashi a), M.Hasebe a), H.Ishikawa a), K.Tamura a),
K.Tanimoto a), M.Zhanga), N.Yamamoto a), T.Saga a), T.Kamada a)
Significant correlations were observed between

Background:
Adoption of metabolic imaging with F-18-FDG in

SUVmax and SUVpeak6, SUVpeak10 or SUVpeak15

staging and follow up of cancers needs tumor

in both pre- and post-treatment (Pearson Correlation

metabolism parameters like standardized uptake

Coefficient, p < 0.001).

value (SUV). SUVmax, the value of the single voxel

Proportional bias was observed between SUVmax

with the maximum intensity, avoids inter-observer

and SUVpeak6, SUVpeak10 or SUVpeak15 in both

differences, but a major drawback of SUVmax is its

pre- and post-treatment as revealed by the

susceptibility to noise in the data.

Bland-Altman plot analysis. The bias tend to become

SUVpeak defined as the largest possible mean value

greater from small radius (6mm) to large radius

of a 1 cm3 spherical VOI positioned within a tumor

(15mm). The Bland-Altman analysis of treatment

removes inter-observer variation and reduces the

SUVs illustrated that the range of 95% limits of

susceptibility to noise.

agreement is smaller between SUVmax and
SUVpeak6 than between SUVmax and SUVpeak10.

In this study we compared SUVpeak against
SUVmax of glucose metabolic activity of lung cancer,

The Bland-Altman analysis of treatment SUVs

and assessed how much the SUVpeak was likely to

illustrated that the range of 95% limits of agreement

differ from SUVmax using Bland-Altman plot.

is smaller between SUVmax and SUVpeak10 than

Materials and Methods:

between SUVmax and SUVpeak15.

A total of 79 patients (47 males, 32 females; mean age, 73±

[Pre CIRT: 79 patients]

10 y) with NSCLC underwent 18F-FDG PET/CT scan
in pre-carbon ion radiotherapy (CIRT). All patients
were followed more than 1 year after the treatment.

and

SUVpeak15

12

8

8

4

4

4

0

0
0

10

20

0

10

0

20

0

10

20

[Post CIRT: 15 patients]

(SUVmax), SUVpeak6, SUVpeak10 and SUVpeak15.
SUVpeak10

y = 0.47x + 1.03

y = 0.24x + 0.75

12

8

We measured Maximum standardized uptake value
SUVpeak6,

y = 0.11x + 0.40

12

are

measured using spherical VOI with radius 6 mm,
10mm and 15 mm, respectively. Bland-Altman plots

2

2

1

1

1

0

0
0

were used to evaluate difference between SUVmax
and the other SUVpeak in pre- and post-treatment

y = 0.27x + 0.67

y = 0.18x + 0.44

y = 0.09x + 0.25
2

5

10

0
0

2

4

6

0

2

4

Conclusions:

scan.

SUVmax as FDG-PET uptake parameter was
correlated closely to SUVpeak, but there was

Results:

proportional bias between SUVmax and SUVpeak.

12

6

The bias tend to become greater from small radius to

た。FDG 集積評価として SUVmax と SUVpeak 各指

large radius. SUVpeak6 avoids inter-observer

標［SUVpeak6、SUVpeak10、SUVpeak15］をそれ

difference and reduces the susceptibility to noise.

ぞれ求めた（数字は球の半径で 6mm は体積がほぼ
1cm3）。検討項目は、①重粒子線治療前または治療後

1.研究目的とバックグラウンド
非小細胞肺癌に対する重粒子線治療は 5 年局所制御

における SUVmax と SUVpeak 各指標（SUVpeak6、
SUVpeak10、SUVpeak15）間の相関を求めた。②

率が 90％を超える良好な成果を出してきた。われわれ

Bland-Altman 解析にて SUVmax と SUVpeak 各指標

は重粒子線治療の前後で FDG-PET 検査を施行し、病

の違いを統計的に検討した。

期診断や治療効果判定を行っている。腫瘍部の FDG
集 積 評 価 に 用 い ら れ る 半 定 量 的 指 標 SUV 値

3．今年度の研究成果と解析結果

（standardized uptake value）では、設定された関心

結 果 と 考 察 ： ① 治 療 前 ・ 後 検 査 で SUVmax と 各

領域内の最大値を示すピクセルの値 SUVmax が最も

SUVpeak に有意な相関を認めた。②Bland-Altman

使用されている。SUVmax は簡便であり測定者間の誤

解析では、SUVmax と各 SUVpeak 間に固定誤差・偶

差が生じないという利点があるが、ノイズの影響を受

然誤差・比例誤差が認められた。95%誤差の許容範囲

けやすいことが欠点として挙げられる。そのため、治

は SUVmax と SUVpeak6 間のほうが SUVmax と

療効果判定など SUV 値の変化率の精度を考慮する場

SUVpaek10 間より小さく、SUVmax と SUVpeak15

合には、より安定した指標が必要とされる。

間が最も広かった。

近年、新たな指標として提唱されている SUVpeak

結論：今回の検討では SUVmax と SUVpeak は高い

は 1cm3 球体内の平均値を関心領域内で測定し、その

相関を示していたが、差異は球形 VOI の半径が大きく

平均値の最も高い値を示したものである。測定者間の

なるほど広がる傾向であった。したがって、半径が小

誤差が生じず、かつノイズの影響も受けにくいことか

さい SUVpeak6 は、測定者間誤差をなくしノイズに

ら SUVmax と比べ再現性・安定性に優れた新しい指

よる影響を受けにくい有用な指標であると考えられ

標として期待されている。

た。

今 回 わ れ わ れ は 、 肺 癌 の 糖 代 謝 を SUVmax と
SUVpeak で求め Bland-Altman 解析による両者の違

a) 放射線医学総合研究所 重粒子センター医科学病

いを統計的に検討する。

院

2．今年度の研究内容
2011 年 4 月から 2013 年 12 月までの期間で、重粒
子線治療前または治療後に FDG−PET/CT 検査を施行
した非小細胞肺癌患者のうち、治療終了後 1 年以上の
経過が追えた症例を対象とした。治療前検査は 79 例
が対象となった［除外症例：経過観察期間 1 年未満 21
例、10mm 以下の微小結節/GGO 17 例、検査未施行 14
例、マシントラブル 2 例、高血糖 2 例］。そのうち、
治療後も FDG 検査を施行した症例は 60 例存在したが、
検査時期にばらつきが見られたため、中でも症例数の
最も多い治療後 3 か月を選択し 15 例を対象とした［除
外症例：治療後 3 か月以外 36 例、肺臓炎により腫瘍
の同定が困難であった症例 3 例、高血糖 3 例、マシ
ントラブル 2 例、経過観察期間 1 年未満 1 例］。
FDG 検 査 は 18F−fluorodeoxy glucose を 平 均
7.5±1.6mCi 静脈内投与し、投与後 60 分から撮像開始
した。PET/CT 装置は Siemens 社製の Biograph16、
東芝メディカルシステムズ社製の Aquiduo を使用し
13
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C-Methionine PET 集積指標 TNR、SUVmax と新しい指標 SUVpeak の統計的比較 ：頭頚部悪性黒
色腫頚部リンパ節症例
Comparison of the diagnostic power of SUVpeak, SUVmax and TNR for evaluating MET-PET/CT
accumulation in neck lymph node metastasis from head and neck malignant melanoma.

（14L094）
大橋 靖也 、吉川 京燦 、桃原 幸子 a) 、長谷部 充彦 a)、谷本 克之 a)、
張 明栄 a)、長谷川 安都佐 a)、佐賀 恒夫 a)、神立 進 a)、鎌田 正 a)
a)

a)

S. Ohashia), K. Yoshikawaa), S. Toubarua), M. Hasebea), H. Ishikawaa), K. Tanimotoa),
a)
a)
a)
a)
a)
M. Zhang , A. Hasegawa , T. Saga , S. Kandatsu , T. Kamada
Abstract:

average MET uptake in ROI with a radius of 5 mm

Purpose:

manually drawn over the tumor in the transaxial slice.

SUVmax, the value of the single voxel with the

We evaluated diagnostic indexes (sensitivity,

maximum intensity, avoids inter-observer differences,

specificity, accuracy) using TNR, SUVmax, SUVpeak,

but a major drawback of SUVmax is its susceptibility

TNRpeak and SUVave.

to noise in the data. TNR, tumor to normal tissue ratio,

Result:

is a simple but relatively stable uptake index that

Sensitivity, specificity and accuracy calculated using

compares the tumor uptake to reference uptake in the

each metabolic indexes were as follows: TNR 60.0%,

body, usually uptake of muscle around the spine. But a

77.8%, 71.4%; TNRpeak 60.0%, 77.8%, 71.4%;

major drawback of TNR is its inter-observer

SUVmax 100.0%, 41.2%, 64.3%; SUVpeak 100.0%,

difference. SUVpeak defined as the largest possible

35.3%, 60.7%; SUVave 100.0%, 47.1%, 67.9%,

mean value of a 1cm3 spherical VOI positioned within

respectively. SUVmax, SUVave and SUVpeak showed

a tumor removed inter-observer variation, and the

high sensitivity but low specificity. TNR and

susceptibility to noise is reduced. We compared the

TNRpeak showed the same results for the three

diagnostic power of TNR with SUV-based indexes

diagnostic indexes, and the accuracy of TNR and

obtained from methionine PET/CT for assessment of

TNRpeak was higher than others.

neck lymph node metastasis from primary head and

Conclusions:

neck malignant melanoma.

Sensitivity, specificity and accuracy calculated using

Materials and Methods:

TNR and TNRpeak were exactly the same. The

A total of 30 patients (7 males, 23 females; mean age

accuracy calculated using TNR or TNRpeak was

62y ± 13.5 y) with any nodular accumulation detected

higher than that calculated using other indexes. TNR

by C-11-MET PET/CT scan in neck region suspicious

and TNRpeak seemed to be the higher diagnostic

as lymph node metastasis were evaluated. There were

power than other metabolic indexes.

32 nodular accumulations in total in our cases. All
patients were followed more than 2 years after

今年度の研究成果

treatment. We calculated TNR with reference of mean

PET には標準的な信頼性の高い定量的な評価法が

normal muscle ROI in para-spinal column. We also

必要である。放射線医学総合研究所（以下放医研）

calculated SUVmax, SUVpeak, TNRpeak and

で は 癌 患 者 の 重 粒 子 線 治 療 前 後 に

SUVave. TNRpeak is the TNR calculated using tumor

11

SUVpeak and normal muscle SUVpeak. SUVave is

っている。我々は MET-PET の集積評価には腫瘍

14

C-methionine-PET/CT(MET-PET/CT) 検 査 を 行 な

内に半径 5mm の円形 ROI を設定し、正常組織の

解析方法：

ROI との集積比を使った TNR（腫瘍正常組織比）

PET 評価は以下のものを用いた

を用いている。この TNR はノイズによる影響が



TNR

半径 5mm 腫瘍部円形 ROI と背部筋

少ないと考えられる指標だが、欠点として ROI の

肉の両側に可及的に大きく ROI

取り方による測定者間の違いがある。

を設定し、それらの値の平均(正

PET 集積指標と しては最も 用いられて いる

常組平均)との比

SUVmax がある。SUVmax は簡便であり、測定者



間の違いが無いという利点を持つがノイズによ

SUVpeak

内最大値

る影響を受ける、検査間の再現性が悪いという欠
点を持つ。
我 々 が TNR を 使 用 し て い る 背 景 に は

1cm3 球形 VOI の SUV 平均値の腫瘍



SUVmax

腫瘍内の最も高い pixel 値



SUVave

腫瘍内の最も高い集積部に設定

11

C

Methionine は FDG と違い半減期が短く、また多彩

した半径 5mm の円形 ROI の SUV 平

な代謝を受けるため投与量の正確な把握が難し

均値

く SUV 値があまり安定した指標にならないと考


えられるためである。

TNRpeak

TNRpeak：SUVpeak と正常組織平
均との比

一方、近年 PET の新たな集積評価方法として
SUVpeak が提唱されている。SUVpeak は腫瘍内に
設定した 1cm3 の球形 VOI の最大平均値と定義さ

これらの各 PET 評価指標を用いて以下の評価を行

れる。これは測定者間の変動がなくノイズによる

った。

影響も少ない指標として注目されている。



MET-PET による各指標の集積の差の検定
（non-pared T-test）

本研究は従来から用いられている TNR、SUVmax
と新しい指標である SUVpeak との間で診断能に

ROC 解析にて Cutoff 値を算出し特異度・敏感



差があるか否かを比較検討することが目的であ

度・正診率等の各種診断指標を求める

る。過去に我々は MET-PET/CT による頭頚部原発

各 SUV 指標との診断能に関して比較検討



癌の頚部リンパ節転移の診断能の検討を行って
いる。今回はまずその時のデータの中で最も症例

解析結果

が多かった悪性黒色腫症例に最新の患者のデー

MET-PET の各指標の集積の差の検定では TNR と

タを加えたものを用いて頭頚部悪性黒色腫頸部

SUVmax、SUVmax と TNRpeak、SUVpeak と SUVave との

リンパ節転移症例について比較検討を行った。

間に有意な差を認めた。

本研究所に現行の PET/CT 装置が導入された 2006
年 6 月から 2012 年 12 月までの間に重粒子線治療目
TNR

的に来院した頭頚部悪性黒色腫症例で 東芝メディ

カル製 Aquiduo および SIEMENS 製 Biograph16 で、

TNR

SUVmax SUVpeak SUVave TNRpeak
p<0.01 p=0.09 p=0.02 p=0.04

11

C-methionine 検査（PET/CT）を施行した症例で

SUVmax

p=0.29 p=0.81 p<0.01

最低 2 年以上の経過観察もしくは 2 年以内に頚部
リンパ節転移した 30 症例 32 部位（男性 7 症例、

SUVpeak

女性 23 症例、62 歳±13.5）を対象とした。

SUVave

p<0.01 p=0.03
p=0.01

ROC 解析により各指標の Cutoff 値を以下のように

15

決定した。

Cutoff
TNR

2.20

SUVmax

2.12

SUVpeak

1.59

TNRpeak

2.30

SUVave

1.93

各指標の感度・特異度・正診率は以下のようであっ
た。

Sensitivity

Specificity

Accuracy

TNR

60.0%

77.8%

71.4%

TNRpeak

60.0%

77.8%

71.4%

SUVmax

100.0%

41.2%

64.3%

SUVpeak

100.0%

35.3%

60.7%

SUVave

100.0%

47.1%

67.9%

SUVmax、SUVave、SUVpeak では感度は何れも 100%
だったが特異度はそれぞれ 41.2%、35.3%、47.1%と
低かった。正診率はそれぞれ 64.3%、60.7%、67.9%
であった。TNR と TNRpeak では共に感度、特異度が
60.0%、77.8%で正診率は 71.4%であった。
結論と考察：
頭頚部悪性黒色腫の頚部リンパ節転移診断能は
TNR と TNRpeak が正診率 71.4%と他の指標より高い結
果であった。
しかしながら今回の症例のリンパ節径の平均
12.64±3.68mm であり 1cm3 の球形 VOI を用いる
SUVpeak では対象リンパ節より VOI の方が大きくな
ることが多かった。SUVpeak の評価には大きな病変
部での比較検討をすることが必要と思われた。

a) 放射線医学総合研究所 重粒子センター医科学
病院
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
．．
．
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炭素イオン線治療による頭頸部粘膜悪性黒色腫の
肉眼的腫瘍体積の経時的変化の解析
Analysis of gross tumor volume change of mucosal malignant melanoma
in the head and neck after carbon ion radiotherapy
(14L095)
長縄憲亮, 長谷川安都佐, 高木 亮, 小藤昌志,
伊川裕明, 岸本理和, 尾松徳彦
Kensuke Naganawa, Azusa Hasegawa, Ryo Takagi, Masashi Koto
Hiroaki Ikawa, Riwa Kishimoto, Tokuhiko Omatsu
abstract

control of mucosal malignant melanoma in the nasal and

Background and purpose: To evaluate the tumor volume

paranasal sinuses.

reduction rate (TVRR) after carbon ion radiotherapy

【背景と目的】頭頸部悪性腫瘍に対する炭素イオン

(C-ion RT) for mucosal malignant melanoma (MMM)

線治療は 1994 年から開始され、なかでも粘膜悪性黒

to predict prognosis.

色腫は最も多い組織型のひとつである。粘膜悪性黒

Materials and methods: From April 1997 to April 2012, a

色腫の放射線治療後の効果判定は MRI や CT が用いら

total of 112 patients with MMM in the head and neck

れるが、その腫瘍の経時的な縮小率については未だ

treated with C-ion RT were analyzed. The median gross

分かってはいない。そこで治療前後の診断画像を用

tumor volume (GTV) was 27.07 cm3. Tumor volume

いて頭頸部粘膜悪性黒色腫患者の炭素イオン線治療

(TV) was measured on the MRI. Furthermore, TVRR

後 の 経 時 的 な 腫 瘍 体 積 縮 小 率 (tumor volume

calculated by the following equation; TVRR(%)=(TV

reduction rate :TVRR) を測定し、その結果から予

before C-ion RT minus TV after C-ion RT) ×100／TV

後予測の解析を行い評価した。

before C-ion RT.

【対象と方法】1997 年４月から 2012 年４月までに

Results: The median follow-up period was 36 months

炭素イオン線治療を施行した頭頸部粘膜悪性黒色腫

(range, 6-158 months). The patients were categorized

患者は 292 例であった。その中で、本研究の基準と

according to the TVRR 1M cut off at 50%. In univariate

して、(1)原発部位が鼻腔、副鼻腔で、組織学的に悪

analysis on LC, TV before C-ion RT(≦27.07 cm3) and

性黒色腫と診断されたもの。(2)治療前診断にてリン

more than 50% of the TVRR 1M were significant factor

パ節転移、遠隔転移を認めないこと。(3)総線量が

(p=0.025 and 0.026). By multivariate analysis, only more

57.6GyE/16 回。(4)MRI で腫瘍体積が評価できること。

than 50% of the TVRR 1M was found to be an

(5)炭素イオン線治療開始から 6 ヶ月以上の追跡調

independent factor for LC (P=0.024).

査ができたもの。(6)当院受診前に前医にて手術や化

Conclusion: More than 50% of the tumor volume

学療法などの他治療を行わず、炭素イオン線治療が

reduction rate after one month from carbon ion

初回治療であること。以上の基準を満たす 112 例を

radiotherapy was a significant prognostic factor for local

本研究の対象とした。男性は 55 例、女性は 57 例で、
年齢は中央値 67 歳(26-84 歳)であった。59 例は化学

17

療法(DAV)併用の炭素イオン線治療を行った。炭素イ

3 年局所制御率における多変量解析では、TVRR1M＞

オン線治療前の肉眼的腫瘍体積(GTV)の中央値は

50%のみ有意差を認めた(P=0.029)。また TVRR1M にお

27.07cm3 で、治療開始から 1 ヶ月後、6 ヶ月後、12

けるそれぞれの 3 年局所制御率は、TVRR1M≦50%は

ヶ月後、24 ヶ月後の腫瘍体積(TV)を MRI にて計測し

65.4% TVRR1M＞50%は 93.7%であった。

た。TVRR の計測方法は、TVRR(%)=(TV before C-ion

【現段階での結論】頭頸部粘膜悪性黒色腫の炭素イ

RT - TV after C-ion RT)×100/TV before C-ion RT

オン線治療から１ヶ月後の腫瘍体積縮小率が 50%以

とした。TVRR および臨床的因子である GTV、年齢、

上では、局所制御率において独立した有意な予後因

性差、化学療法の有無を局所制御、無再発期間、全

子であることが示唆された。

生存率との関係について統計学的に解析した。また

【今後の課題】ここまでの研究では、MRI を用いて

TVRR は 10%、20%、30%、40%、50%、60%による cutoff

治療前後の画像評価を行ったが、頭頸部粘膜悪性黒

値を設定しそれぞれ解析した。

色腫患者では遠隔転移例が多いため、照射後の画像

【結果】追跡期間の中央値は 36 ヶ月(範囲：6-158

評価として、MRI よりも CT の方が頻回に撮影された

ヶ月)であった。3 年局所制御率は、DAV 併用あり

症例も少なくない。そこで今後は、画像評価のモダ

74.4%で、併用なし 68.9%であった(P=0.59)。3 年無

リティとして CT を加え、さらに詳細な腫瘍体積の経

再 発 期 間 は 、 DAV 併 用 あ り 52.5% 、 併 用 な し

時的変化の評価を行い、経過観察の間隔や化学療法

31.3%(P=0.020)で、3 年全生存率は、DAV 併用あり

(DAV)の回数や時期などの検討のため、解析を進めて

59.3%、併用なし 40.4%であった(P=0.030)。

いく予定である。

TVRR の各中央値は、炭素イオン線治療の開始から１
ヶ月後(TVRR1M)は 28.2%(範囲：-71.5%-98.6%)、6

放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター病院

ヶ月後(TVRR6M)は 76.4%(範囲：8.9%-100%)、12 ヶ月

Research Center for Charged Particle Therapy Hospital,

後(TVRR12M)は 94.9%(範囲：32.1%-100%)、そして 24

National Institute of Radiological Sciences

ヶ月後(TVRR24M)は 96.2%(範囲：49%-100%)であった。
局所再発は 112 例中 24 例(21.4%)で認めた。全再発
例の局所再発までの平均期間は 12 ヶ月であった。ま
た TVRR1M＞50%は局所再発までの平均期間において
有意差を認めた(＞50% vs ≦50%: 51.0 ヶ月 vs16.4
ヶ月 P=0.005)。
3 年局所制御率における単変量解析では、炭素イオ
ン線治療前の腫瘍体積の中央値(27.07cm3)でカット
オ フ 値 を 設 定 し た TV before C-ion RT ＜
27.07cm3(P=0.02) と TVRR1M＞50%(P=0.031)で有意
差を認めた。TVRR1M＞50%は 24 例(21.9 %)と、TVRR1M
≦50%は 86 例(78.1 %)であった.他の TVRR 値や年齢、
性差、化学療法の有無では明らかな有意差は認めな
かった。また 3 年無再発期間や 3 年全生存率におい
て TVRR では明らかな有意差は認めなかった。
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重粒子線照射によるがんの転移と血管新生抑制機序の解明
Inhibition of metastasis and angiogenesis by heavy ion beam
(13J132)
a
小泉 雅彦 ，松浦 成昭 a，皆巳 和賢 a，今泉 大将 a，
中谷 香奈 a，吉崎 啓太 a，佐藤 克俊 b
M. Koizumi, N. Matsuura, K. Minami, H. Imaizumi, K. Nakatani, K. Yoshizaki and K. Sato
a: 大阪大学大学院医学系研究科 Osaka University Graduate School of Medicine; and b:放射線医学総合研
究所先端粒子線生物研究プログラム Advanced Radiation Biology Research Program, National Institute of
Radiological Sciences

Abstract
The purpose of this study is to investigate
the effects on metastatic potential and
angiogenesis of cancer cells and to clarify their
mechanisms. We demonstrated that carbon ion
beam irradiation suppressed human anillin
(ANLN), RhoA and phosphorylation of myosin
light chain (MLC). Furthermore, on PI3k/Akt
pathway, Akt phosphorylation was suppressed
by carbon ion beam irradiation in a
time-dependent manner, and cell migration
capability was suppressed by inhibition of active
RhoA on pancreatic cell lines. They played a
very crucial role for formation or organization of
actin structures, and contributed to cell motility,
migration and invasion. In this study, we
demonstrated that carbon ion beam irradiation
did not decrease the expression of Sad1-UNC84
(SUN-1). Next, migration and invasion of breast
cancer cells irradiated with 0.1Gy and 0.6Gy
were suppressed, and migration and invasion of
these cells were further suppressed by SUN-1
knockdown.

myosin light chain 2 (MLC2) のリン酸化が抑
制されることを証明した．また，ANLN の活性に
影響を及ぼし，それ自身も強い転移促進分子
である PI3K/Akt 経路上のリン酸化 Akt の活性
が炭素イオン線照射後，経時的に抑制されるこ
とを明らかにした．更に，膵癌細胞株，肺癌細
胞株において炭素イオン線照射による RhoA の
不活性化が遊走能を抑制する事を明らかにし
た．一方，血管新生能抑制機序の解明のため
に，接着能に関わる分子 integrin のタンパク発
現を解析し，炭素イオン線照射による接着能亢
進と integrinα6，β1 の発現亢進を明らかにした．
今年度の研究では,細胞運動に対する影響：
昨年までに乳癌細胞株や膵癌細胞株における
遊走能・浸潤能が 0.1Gy 照射で有意に抑制,も
しくは抑制傾向にあるという結果を示した．昨年
度までも細胞運動に関連するタンパクを検討し

1. 研究の目的とバックグラウンド

てきたが,さらなるメカニズムの解明のために核

我々はこれまで，炭素イオン線照射により腫

膜タンパクに着目し,発現および運動能の評価

瘍細胞の転移能や血管新生能が抑制されるこ

を行った.今回着目する LINC complex と呼ばれ

とを報告してきた．本研究の目的は，その抑制

る核膜タンパクは,細胞小器官の位置決定や細

に至る細胞内分子メカニズムを解明し，転移能，

胞運動に関与しているといわれており,我々の

血管新生能抑制の面から炭素イオン線を用い

実験にも非常に重要な役割を示すと考えられる,

た効果的な治療法について検討することであ

しかし,そういった機能の詳細な研究はまだ進ん

る．

でおらず,照射後の細胞運動に関しての報告は

これまでの研究により，炭素イオン線照射後

ない.

において細胞骨格関連タンパクである Human
anillin（ANLN）と RhoA および下流分子である
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2. 昨年度までに得られている結果

現を抑制しておくと,低線量域でも高線量域程

・細胞運動に対する影響

度の遊走能の抑制(data not shown)・浸潤能の

ヒト肺腺癌細胞株において,炭素イオン線照

抑制(Fig.3)が in vitro で確認できた(ただし,再

射された細胞のゴルジ体は 24 時間後も局在

現実験は必要).

また,乳癌細胞株の pFAK の発現が，炭素イ
オン線照射では，線量依存的に低下した.さら

Carbon

が wound edge 側に定まらなかった.

に，FAK の下流に存在する cdc42 の活性にお

0

0.1

いても，炭素イオン線照射では，線量依存的

0.6

3.3

Dose ( Gy )

に cdc42 活性が抑制された．
Fig.1 炭素イオン線照射 24 時間後における
SUN-1 の蛍光免疫染色

3. 対象と方法
対象：MDA-MB-231(高浸潤性ヒト乳癌細胞株)
方 法 ： 対 象 に 炭 素 イ オ ン 線 (290MeV/u ，
6cmSOBP)を照射した．
LINC complex の構成因子である SUN-1 の
局在や発現量を検討する為に，蛍光免疫染色
や Western blotting を 行 っ た . さ ら に ，
MDA-MB-231 で，照射 24 時間後の遊走能・浸
潤 能 を Boyden chamber assay や ,Matrigel
invasion assay にて評価した． さらに,それらの
手法を用いて,SUN-1 をノックダウンした条件下

0

の細胞で,遊走能・浸潤能の評価を行った.ただ
し,遊走能・浸潤能の再現性を得るために来年
度も引き続き同じ方法の実験を実施したい.
4.

0.1 0.6 3.3
Dose ( Gy )

Fig.2 炭素イオン線照射 24 時間後における
SUN-1,SUN-2 の Western blotting

結果

高浸潤性ヒト乳癌細胞株において,SUN-1 の
局在は多くが核膜に位置して線量依存的に発
現量が増加していた (Fig.1).また,SUN-1 は線
量依存的に多少の増加がみられた(Fig.2)．
SUN-1 は,炭素イオン線照射により核膜に局在
化していることが分かる(Fig.1 and Fig.2).一方
で,SUN-2 の発現量は高線量照射で減少した
が，概ね変化はなかった.(Fig.2)
次に,細胞運動能の実験結果である.昨年度ま
での結果通り,ワイルドタイプでは細胞運動が線
量依存的に減少することが確認できた.これまで,
炭素イオンの低線量と高線量で運動能に差が

Fig.3 炭素イオン線照射２４時間後における浸
潤能の評価

みられたが,あらかじめ細胞の SUN タンパクの発
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粒子線分割照射による正常組織反応の研究
Side effects of fractionated irradiation of particle beam in experimental animals
(12J157)
鵜澤玲子 1、安藤興一 2、小池幸子 1、古澤佳也 1、平山亮一 1、小原麻希 1、松本孔貴 3、松藤成弘 1
A. Uzawa, K. Ando, S. Koike, Y. Furusawa, R. Hirayama, M. Obara, Y. Matsumoto, and N. Matsufuji
Abstract

膜への影響は舌粘膜上皮の厚さを指標とする。これはＪ

We previously experimented effects of fractionated irradiation

272課題での村山らの手法を用いて行っている。

on the mouse skin with mono-peak and SOBP carbon ions (290

ここで得られる粘膜上皮のデータとこれまでの組織で

MeV/u). A linear regression line well fit to gamma-ray data in

の分割照射実験のデータを比較することにより、皮膚と粘

Fe-plot. However, this linearlity was gradually lost with an

膜組織での分割照射に対する反応の相同性、あるいは相違

increase of LET. It is necessary to examine the side effect of

点を明らかにできるのではないかと考えている。

irradiation of particle beam in mucosal epithelia. I experimented
using mouse tongue. Head of mice were locally irradiated with

（2）昨年度までに得られている結果

SOBP （plateau, proximal, middle, distal）carbon ions. Single

図1

図2

doses and daily fractionation up to 5 fractions were used. 10days

舌粘膜厚-線量

after the first irradiation, mice were sacrificed and tongue were

130121

250

harvest. Tongue epithelial thickness was measured. I described

5 分割
4 分割
3 分割
2 分割
1回
非照射

μｍ

200

dose-effect relation in a graph. Calculated an isoeffect dose. These

舌粘膜厚

150

show the recovery effect by the ftractionated irradiation became
small that was dependent on LET. Analyzed these isoeffect dose

非照射

100

50

using Fe-plot, and compared each LET data. A linear regression

0
8

line well fit to each LET data in Fe-plot.

10

12

14

16

18

20

総線量 Gy

(1)研究の目的とバックグラウンド
これまでの研究で、正常組織への分割照射の影響を調べ
てきた。マウス皮膚への分割照射実験の結果をFe-plotで

炭素線 290MeV/u SOBP 中心付近のビームを用い、図 1 の

解析すると高LETの粒子線では光子線と異なり、2〜6分割

ように麻酔後照射容器に固定したマウスの頭部（舌を含

照射からの外挿値より、1回照射での等効果線量が高くな

む）に 1〜5 分割照射を行った。皮膚での実験に習い、必

ることが観察された。

要線量を照射し終えた時点を起点として、マウス生存限界

治療の際に考慮しなくてはならない正常組織は皮膚だ

を考慮して、最終照射日から 7 日後に舌を採取し組織標本

けではなく、粘膜組織も重要である。これまでにマウス小

にして、画像解析により舌粘膜厚を測定した。しかしなが

腸クリプト生存数を指標に、炭素線290MeV/u SOBP 20 keV/

ら、図 2 にあるように、1〜2 分割照射では照射後の組織

μｍ 80keV/μｍ 及びＸ線で分割照射を行ったデータが

の変化が十分に現れていない時期である事が示された。そ

ある。このデータを皮膚と同様のFe-plotで解析すると20

のため、1 回照射と 5 回照射で採材日の検討を行い、照射

keV/μｍやＸ線での分割照射では、1回照射での等効果線

開始 10 日後ならば、照射後の組織変化が現れ、且つ、マ

量が2〜12分割からの外挿値と一致したが、80keV/μｍで

ウスの生存可能期間である事がわかり、以後の実験では、

は皮膚と同様に、1回線量が多分割照射からの外挿値より

分割数にかかわらず、照射開始日から 10 日後を採材日と

高い線量を要するという結果が得られている。ただし、ク

して実験を行うこととした。
これまでの実験で、9〜12Gy 前後の照射で観察される舌

リプト数が減少する線量の照射をすると、マウスは一週間
以内に死んでしまうため、この実験は照射時間間隔を4時

粘膜の肥厚が、炎症反応ではないか、また、肥厚した組織

間で行っており、治療と同じ24時間間隔での分割照射実験

はその後どうなるのかとの疑問を受け､それに答えるため、

ではない。その為、24時間間隔での分割照射が可能な舌粘

抗炎症剤投与実験を行った。このときの対照群は、観察期

膜組織への分割照射実験を行うことにした。照射による粘

間を照射 4 週間後まで追えるように準備し、肥厚がどのよ
うに変化していくのか観察した。
炭素線 290MeV/u SOBP 中心 11Gy で照射し、合成副腎皮質
23

ホルモン剤ベタメゾン（リンデロンシロップ）を照射直後

図 2-1〜4 から舌粘膜厚が正常値の約半分の 65μｍになる

と30 時間後に150μl ずつ、
または750μl ずつ経口投与、

等効果線量を求めた。1 回照射から 5 分割照射までの等効

対照は、生理食塩水 750μを同じタイミングで投与した。

果線量は、γ線（約１keV/μｍ）19.5Gy, 25.0Gy, 28.0Gy,

実験群と対照群に差は見られなかった。対照群で示される

30.9Gy, 35.1Gy、plateau(約 14 keV/μｍ)16.7Gy, 19.1Gy,

ように舌粘膜の肥厚は 16 日後には、ほぼ非照射レベルに

20.4Gy, 21.7Gy, 25.0Gy、proximal(約 40 keV/μｍ)15.5Gy,

戻っており、4 週間後でも変わりなかった。舌粘膜が肥厚

18.3Gy, 19.1Gy, 19.4Gy, 20.8Gy、middle(約 50 keV/μ

する程度の障害は、回復可能であることが示された。

ｍ)12.9Gy, 15.2Gy, 16.2Gy, 17.0Gy, 17.5Gy であった。

（３）今年度の研究内容

この等効果線量を元に、縦軸を等効果線量の逆数、横軸を

3 回のマシンタイムで以下実験を行った。

1 回あたり線量とした Fe-plot のグラフにした。得られた

1） 炭素線 290Mev/u 6cmSOBP middle での 2、3 分割照

プロットをLETごとに回帰曲線で結ぶといずれのLETに置

射データ取り直し。

いても 1〜5 分割照射の結果から得られたプロットが直線

2） 同、plateau で、1〜5 分割照射。

上に並び、分割ごとに等しく回復がなされていることが示

3） 同、distal で、1〜5 分割照射。

された。
（図 3）

いずれも１〜５分割数ごとに、それぞれ５線量でのマウス

図3

頭部照射を行い、照射開始 10 日後に舌を採取し、組織標

図4

本を作製し、画像解析によって舌粘膜厚を測定し解析した。
（４）今年度の研究成果と解析結果

50kev

比較のため、対照としてのガンマ線と昨年取得した
proximal のデータも併記する。

40kev
14kev
1kev

縦軸に舌粘膜厚、横軸に総線量をとり、分割数ごとにプロ
ットした。それを LET（ポジション）ごとに比較した。
図 3-1：γ線、図 3-2：plateau、図 3-3：proximal、図 3-4：
middle (distal は解析中)となっている。これらのグラフ

図 3 から得られたα/E 値、β/E 値を縦軸、LET を横軸

より、LET 依存的に分割による回復効果が減少し、1 回照

にグラフにした。
（図 4）この図の回帰曲線から、１LET ご

射と 5 分割照射の差が小さくなっていることがわかる。

との増大率（傾き）が求められる。図 4 では塗りつぶし/

図 2-1

直線がα/E､白抜き/破線がβ/E を示している。◇/舌粘膜

図 2-2

との比較のために、これまで安藤らが行った実験の結果
（○/foot skin：マウス後肢甲部分皮膚/正常組織、□/leg
skin：マウス大腿部皮膚/正常組織、△/NFSa：移植マウス
線維肉腫/腫瘍組織）も併記した。図 4 のグラフからわか
るようにα/E はどの組織でも LET 依存的に増大している。
舌粘膜での増大率は、0.017 であり、その他の組織から求
めた値（0.013〜0.027）の範囲内であった。一方、いずれ
の組織でもβ/E は LET にあまり依存していないことが示
図 2-3

された。

図 2-4

1: 放医研重粒子医科学センター
2: 群馬大学重粒子線医学研究センター

3: 筑波大学陽子線医学利用研究センター
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重粒子線至適分割照射法開発の為の基礎研究
Basic research for the establishment of the optimal fraction strategy in carbon-ion radiotherapy
(14J164)
吉田由香里 a、安藤興一 a、小池幸子 b、鵜沢玲子 b、八高知子 a、池田裕子 a、
大野達也 a、中野隆史 a
Y. Yoshidaa, K. Andoa, S. Koikeb, A. Uzawab, T. Yakoha, H. Ikedaa,
T. Ohno a, T. Nakanoa
腫瘍に対し、炭素線を LET 20 および 77 keV/m
Abstract

になるような位置で照射した。分割照射は、一

The aim of this study is to obtain survival curves

回の照射毎に 4 時間の間隔を置き、最大 12 回

for cells of murine NFSa fibrosarcomas after carbon

の照射を行った。腫瘍径の測定結果から得られ

ion (C-ion) irradiation with the doses large enough

た Specific TGD の値を用いて等効果線量を算出

to reduce surviving fractions down to tumor control.

し、RBE を求めた。また、以前の実験で実施し

Murine NFSa fibrosarcomas growing in the hind

た腸管 crypt survival assay の結果から等効果線

legs of syngeneic mice were exposure to either

量を求め、RBE を算出した。therapeutic gain

X-rays or C-ion beams.

The tumors were removed

factor (TGF: 腫瘍の RBE/正常組織の RBE)を求

and retransplanted into fresh recipient mice to

めて分割照射効果について評価した結果、20

obtain 50% tumor cell doses, from which the

keV/m および 77 keV/m どちらにおいても分

dose-cell survival relationship was constructed.

割回数を減らして、分割あたりの線量を大きく

Survival curves following C-ion beams (LET20

すると TGF が大きくなった。

-7

keV/m) showed continuous bending down to 10 .

（２）大線量域における腫瘍の生物学的効果に

-4

Surviving fraction of 10 ~10 was obtained after

ついて調べるために C3H/He マウスを用いて

25 Gy of 74 keV/m C-ion irradiation.

TD50 assay を行った。これまでに炭素線 290

-5

MeV/n を用いて 20 keV/m 5 点、74 keV/m 1
点の NFSa 腫瘍細胞の生存率を得た。

１．研究の目的とバックグラウンド
本課題では重粒子線治療において臨床上で
推進されている短期照射化に向けて、重粒子線

３．今年度の研究内容

治療の基盤となる生物学的考察を行うため、至

今年度は昨年度に引き続き炭素線の大線量

適分割照射法の開発のための基礎実験を行う。

域における腫瘍の生物学的効果について調べ

通常分割照射の生物学的効果解析の際に頻

た。方法はこれまで同様、後肢にマウス由来繊

（雄、
用している linear quadratic model (LQ モデル)は、 維肉腫 NFSa 細胞を移植した C3H/He マウス
多分割照射を基礎としている理論であり、少分

7~8 週齢）にたいし、炭素線 290 MeV/n SOBP 60

割照射での生物反応にたいしてこのモデルが

mm のビームで腫瘍の中心が LET 20 keV/m ま

適合するかどうかは不明である。そこで、今年

たは LET 74 keV/m になるような位置で照射し

度は主に、炭素線の大線量域における腫瘍の生

た。照射後ただちに腫瘍を取り出し、シングル

物学的効果について調べ、LQ モデルの妥当性

セルとし、1/4 倍ずつ 4 回希釈することで適切

について評価することとした。

な濃度の 5 つの希釈液を作製した。得られた 5
つの希釈液を、前日に X 線 4.5 Gy を全身照射

２．昨年度までに得られている結果

しておいた新しいマウスの後肢に移植し直し、

（１）C3H/He マウスの後肢に移植した NFSa

移植後 4 ヶ月間における腫瘍発現割合について
25

調べた。各群におけるマウスは統計学的に評価
するために最低の匹数である 5 匹／希釈液とし

100

た。各群における生存率は、{コントロール（非
照射）群の TD50（マウスの 50%に腫瘍が発現す

10-1

る細胞数）／実験（照射）群の TD50}により算

10-2

Surviving fraction

出した。照射後に行うアッセイの都合上、1 回
のマシンタイムで実施可能な条件は最高で 4 群
であり、今年度は、20 keV/m については前回
データを取得することが出来なかった 0、10、
20、30、40、50 Gy 群と再試について、74 keV/m

10-3
10-4
10-5
10-6

については 10、20、25、35、40 Gy 群について

10-7

検討した。

10-8

0
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４．今年度の研究成果と解析結果
これまでのマシンタイムで得られた LET 20

図1

keV/m および 74 keV/m における NFSa 腫瘍の

30

Dose [Gy]

40

50

60

炭素線 LET 20 keV/m における NFSa

腫瘍の細胞生存率曲線

細胞生存率曲線を示した（図 1, 2）
。各群の生存

100

率を算出するにあたり使用したコントロール
群の TD50 の平均値は、X 線については 3.88 ±

10-1

2.60、炭素線については実験毎に得られたコン

10-2

Surviving fraction

トロール群の値を用いて生存率を求めた。炭素
線実験におけるコントロール群の TD50 の平均
値は 1.37 ± 0.96 であった。今年度後期のマシ
ンタイムは 10 月末と 12 月末であったため、現
在解析中の群はこのグラフに含めていない。こ

10-3
10-4
10-5
10-6

れまでに群馬大学の X 線照射装置を用いて同

10-7

様な方法で得た X 線の生存率曲線と比較する
と、炭素線で得られた生存率曲線は明らかに肩

10-8
0

が小さく、74 keV/m ではほとんど肩のない直

図2

線的な生存率曲線を示した。
それぞれの照射条件において目的とするデ

10

20

30

Dose [Gy]

40

50

炭素線 LET 74 keV/m における NFSa

腫瘍の細胞生存率曲線

ータは得られつつあるが、生存率曲線について
正しく評価するためにはそれぞれの条件にお
いてあと数点は最低限必要である。したがって、
次年度は同様な方法で追加データを取得し、最
終目的である炭素線の大線量域における細胞

a. 群馬大学重粒子線医学研究センター

生存率曲線の検証を詳細に行う予定である。

b. 放医研重粒子医科学センター
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マウスモデルを用いた炭素イオン線治療と免疫応答の研究
Research of Carbon-Ion Irradiation and Immune response in a Mouse Model
(14J175)

馬立秋 1、坂本慶充 1,2、佐藤克俊 1、大塚裕美 1、菅和美 1、森竹浩之 1、今井高志 1、下川卓志 1,2
L.Ma1, Y.Sakamoto1,2, K.Sato1, H.Otuka1, K.Suga1, H.Moritake1, T.Imai1, T. Shimokawa1,2

changes was not the main mechanism for

Abstract

In Exp2, there was no

【Purpose】The goal of this study is to uncover

combination therapy.

mechanism of the metastasis inhibition by

difference in the number of metastases between

carbon-ion

(DC)

the dual-tumor grafted C-ion irradiation group

combination therapy. Moreover, we aim to

and the single-tumor grafted non-irradiation

clarify the mechanism of metastasis inhibition

group. The results demonstrated that C-ion

by C-ion radiotherapy.

therapy decreases the metastasis from distal

【 Materials and methods 】 Exp1. In LLC

tumor by immune response.

and

dendritic

cell

grafted C57BL/6J and LM8 grafted C3H/He

1. 研究の目的とバックグラウンド

mouse modes, the local tumors on the mice

炭素イオン線治療はその物理学的・生物学的特

were irradiated with carbon-ions (2 Gy, 290

性から従来の放射線治療に抵抗性の腫瘍に対して

MeV/n, 6 cm SOBP) at 7 days after

も有効であり、良好な治療成績が得られている。し

transplanting the tumor cells. At 1.5 days after

かし症例によっては局所が制御できても転移によ

irradiation, immature DCs were injected

って予後不良となる事がある。そのため、転移抑制

intravenously into a subset of the mice. The

は炭素イオン線治療において重要な課題の一つで

mRNA levels of inflammatory factor S100a8

ある。そこで我々は炭素イオン線照射と他の治療法

in lung were evaluated at 3 days, 7days and 10

との「併用療法」による転移の制御の可能性につい

days after irradiation. Exp2. Colon26 cells

て検討を行って来た。これまでの研究において、
NR-S1 マウス扁平上皮癌細胞株を C3H/He マウスに

were grafted into both legs of BALB/c-nu/nu

移植した肺転移マウスモデルにおいて、移植腫瘍の

mice. Seven days later, the tumor on the left

増殖に影響の無い線量の炭素イオン線照射と樹状

leg was irradiated with carbon-ions (10 Gy,

細胞療法の併用において顕著に転移が抑制される

290 MeV/n, 6 cm SOBP). Lung metastases

事を示した (Ohkubo et al. Int J Radiat Oncol Biol

were observed at 2 weeks after irradiation.

Phys. 2010 78:1524-31)。加えて、同モデルにおいて

【Result】In Exp1, our results indicated that

炭素イオン線局所照射と樹状細胞の併用により転

iDC injection did not affect the mRNA level of

移先組織での炎症誘発因子の発現を指標とした前

the

in

転移病変が抑えられていることを示した。本年度の

pre-metastatic lung of LLC grafted C57BL/6J

研究では、炭素イオン線と樹状細胞併用療法により

mice model, and the LM8 implantation had no

前転移病変を押さえることの一般性について検討

effect on pre-metastatic changes. These results

を行った。また、昨年までの研究成果により炭素イ

indicated that repression of pre-metastatic

オン線照射した腫瘍からの転移だけではなく、遠隔

inflammatory

factor

S100a8
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腫瘍からの転移も抑制することが認められた。今年

れなかった。これらの結果により、LLC 担癌モデル

度では、本現象に免疫系の活性化の寄与の程度の検

では照射による肺前転移病変の抑制が認められた

討を行った。

が、一方でこのモデルでの DC 併用効果は前転移病

2. 昨年度までに得られている結果

変の抑制に寄与しないことが示唆された。さらに、

炭素イオン線と樹状細胞療法との併用療法が扁

LM8 担癌モデルででは、S100a8 mRNA 経時的な発

平上皮癌、肺癌および骨肉腫由来の細胞株(NRS1,

現変化が認められなかった。各時点で照射群と非照

LM8, LLC)と異なるマウス系統(C3H/He, C57BL/6J)

射群での S100A8 mRNA の顕著な差は認められなか

による転移モデルにおいて効果がある一方で、大腸

った。これらの結果で、炭素イオン線照射と樹状細

癌由来細胞株(Colon26)と BALB/c マウスのモデルで

胞による肺転移の顕著な抑制する主な機構は、前転

は顕著な効果が認められないことを示した。

移病変の抑制ではないことが示された。
結果 2 : 炭素イオン線照射による誘導される遠隔腫

さらに、Colon26 の両下肢担癌モデルで左下肢の

瘍からの転移抑制機構の解明。

みへの照射により転移を顕著に抑制されることを
明らかにし、照射した腫瘍からの転移だけではなく、

炭素イオン線照射による転移抑制機構の解明を

遠隔腫瘍からの転移も同様に抑制することを示し

目的として、Colon26 担癌モデルを用いて炭素イオ

た。

ン線照射による遠隔腫瘍からの転移抑制を昨年示
した。本年はその抑制機構における免疫系の関与の

3.照射対象物の種類と数、照射ビームの種類

程度を検討するために、Colon26 をヌードマウス両

前期 2 回、後期 7 回の照射時間を利用し、マウス

下肢に移植し、7 日後に炭素イオン線を左下肢のみ

の片下肢または両下肢に移植した腫瘍の局所に対

に 10 Gy 照射した。照射 3 週間後に肺転移を測定し

して炭素イオン線(290 MeV/n、SOBP 6 cm)を、また

た結果、両下肢担癌モデルの照射群と片足担癌モデ

in vitro で培養している癌細胞に対して炭素イオン

ルの非照射群の肺転移数は顕著な差は認められな

線(290 MeV/n、mono, LET 約 80keV/um)をそれぞれ

かった（図１）。この結果より、炭素イオン線照射

2-10 Gy 照射した。

後、遠隔腫瘍からの転移を抑制は免疫応答によるこ
とが示唆された。

4. 今年度の解析結果のまとめ
結果 1 :放射線照射の転移先臓器での前転移病変へ
の影響
炭素イオン線-樹状細胞併用療法の転移抑制機構
の解明することを目的として、前転移病変への影響
を検討した。LLC を C57BL/6J マウス下肢に移植し、
7 日後炭素イオン線を腫瘍局所に 2 Gy 照射した。照
射後 1.5 日に尾静脈から樹状細胞を投与し、そして

図１. 炭素イオン線照射後の肺転移数

照射 3 日、7 日、10 日後肺での炎症誘発因子 S100a8
mRNA の発現を qRT-PCR により解析した。非照射

1. 放医研重粒子セ先端粒子

群と各処理群において S100a8 mRNA は経時的に増
加した。各時点での比較では、照射群は非照射群よ

2. 東邦大大学院

り S100a8 mRNA の発現は抑制されたが、照射群と
併用療法群での S100a8 mRNA 発現量に差は認めら
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放射線照射によるヒト癌由来細胞株の浸潤能変化とその機序解明
Molecular mechanisms of altered invasiveness in irradiated-cancer cells
（14J178）
藤田真由美、今留香織、荘司好美、今井高志
M. Fujita, K. Imadome, Y. Shoji and T. Imai
Abstract
We previously investigated the effect of
irradiation on cell invasiveness with using 31
tumor cell lines and one normal embryonic lung
fibroblast, and found that carbon-ion (C-ion)
irradiation is effective in suppressing invasion of
many cell lines. However, we also observed that
C-ion irradiation enhanced the invasiveness of
PANC-1 and SF126. From the inhibitor screening
study, we found that nitric oxide synthase (NOS)
inhibitors and phosphatidylinositol 3-kinases
(PI3K) inhibitors were both effective in
suppressing PANC-1 invasion. This year, we
further examine the role of NOS and PI3K in
PANC-1 invasiveness. To determine whether nitric
oxide (NO) plays a role in the activation of AKT via
PI3K, the phosphorylation status of endogenous
AKT was examined in the presence of the NO
donor GSNO. NO2- levels were increased in a
dose-dependent manner in GSNO-treated cells,
concomitant with the AKT phosphorylation.
GSNO-dependent AKT activation was abolished in
the presence of PI3K inhibitors, indicating that NO
activated AKT via stimulation of the kinase activity
of PI3K. In addition, GSNO-induced PANC-1
invasion
was
observed.
Consistent
with
NO-dependent activation of AKT, expression of
p-AKT was detected only in invaded PANC-1 cell
lines, which also produced high levels of NOS.
AKT2, but not AKT1, primarily localized to the
cell membrane. Interestingly, distribution of
p-AKT in invaded cells was also observed at the
cell membrane. In addition, the actin-binding AKT
substrate, Girdin, which modulates the actin
organization and has important role in
AKT-dependent cell motility, was activated and
co-localized with p-AKT at the lamellipodia. These
results
shed
light
on
the
roles
of
NOS-NO-PI3K-AKT2-GIRDIN in the regulation of
irradiation-altered invasiveness, with possible
implications in management of tumor invasiveness.

用で治療効果の向上が期待できる阻害剤の探
索に役立つものと考えられる。我々はこれま
でに、ヒト膵癌由来細胞株２種類（MIAPaCa-2
及び PANC-1）を用い、X 線および炭素線照射
により浸潤能が変化する事、またその応答は細
胞株間で異なるというデータを得ている。この
ような応答差は他の癌由来細胞株でもみられるの
か確認するため、さらに 30 種のヒト癌由来培養
細胞株及び 1 種の正常組織由来繊維芽細胞株を
用い、X 線または炭素線照射後の浸潤能変化を
調べたところ、炭素線照射は大多数の癌細胞株
において浸潤抑制効果が高いこと、また、まれに
PANC-1 や SF126 の様に浸潤能が 2 倍以上上昇
する細胞株が存在することが明らかとなった。また、
PANC-1 の炭素線照射後の浸潤能を抑制させる
ためには、一酸化窒素合成酵素(NOS)の阻害剤
及び PI3K の阻害剤が有効である事を明らかにし
た。今年度は、NOS 及び PI3K がどのようなパスウ
ェイを介して最終的に炭素線照射後の PANC-1 の
浸潤能変化に関与するのか解析した。
2. 前年度までに得られている結果
これまで我々は、ヒト膵癌由来細胞株２種類
（MIAPaCa-2 及び PANC-1）を用い、X 線及び
炭素線照射後の浸潤能変化について解析を行
ってきた。その結果、MIAPaCa-2 と PANC-1 細
胞は X 線照射によって共に浸潤能が誘導され
るが、炭素線照射の場合、MIAPaCa-2 では浸潤
が抑制され、PANC-1 では浸潤が上昇すること
を見出した（1, 2）。MIAPaCa-2 及び PANC-1 で
見られた炭素線照射後の浸潤能変化は、これらの
2 細胞株に特異的な現象か、あるいは他の癌種由
来細胞株でも見られるのか確認するため、さらに
30 種のヒト癌由来培養細胞株（子宮頸癌、肺癌、
食道癌、大腸癌、膵臓癌、脳腫瘍由来細胞株）及
び 1 種の正常組織由来繊維芽細胞株を用い、X
線(4 Gy) 及び炭素線(2 Gy)照射後の浸潤能を解
析した。その結果、炭素線照射は大多数の癌細胞
株において浸潤抑制効果が高いこと、また、まれ
に PANC-1 や SF126 の様に浸潤能が 2 倍以上上
昇する細胞株が存在することが明らかとなった。
そこで、昨年度は、炭素線照射後に浸潤能が上
昇する PANC-1 に注目し、照射後の浸潤能の抑
制に効果的な阻害剤を探索した。文部科学省新
学術領域研究•がん支援•化学療法基盤支援活動
が提供する、標準阻害剤キット（含まれる阻害剤：
285 種）を用い、照射後の浸潤能を 40%以上抑制

1． 研究の目的とバックグラウンド
放射線がん治療の向上を図る上で、再発や転
移を抑制することは重要な課題である。放射線
照射は抗腫瘍効果を示す一方で、細胞の浸潤能
や腫瘍移植マウスの転移能を変化させること
が知られている。放射線照射による癌由来細胞
株の浸潤能変化を調べ、それに関わるメカニズ
ムを解析することは、放射線治療適応症例の選
択に有効な分子マーカの開発や、放射線との併
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部位では、AKT の基質であり細胞運動で重要な
役 割 を 担 っ て い る GIRDIN (girders of actin
filaments) もリン酸化されていたことから、
NOS-NO-PI3K-AKT2 の活性化は GIRDIN のリ
ン酸化を介し、PANC-1 の細胞運動能の上昇に
寄与していることが示唆された。PANC−１では
炭素線照射後に 一酸化窒素を高産生する細胞
群の数が上昇する。すなわち、炭素線照射後の
浸潤上昇には、NOS-NO-PI3K-AKT2-GIRDIN の
活性化が確認される浸潤細胞の数の増加が重
要であることが示唆された (3)。来年度は、照
射後に浸潤能が上昇する細胞群の特徴をさらに
明らかにするため、SF126 細胞を用い、SF126 の
炭素線照射後の浸潤上昇にも NOS や PI3K が関
与するか検証する。

できる阻害剤を調べたところ、一酸化窒素合成
酵素 (NOS) の阻害剤 2 種及び、PI3K の阻害剤
2 種が有効である事が明らかとなった。その後
の実験で、PANC-1 浸潤細胞では、特に NOS1
の発現が顕著に高いことが確認された。また、
そのような一酸化窒素を高産生する細胞群は
炭素線照射後にその数が上昇すること、また、
PANC-1 の培地中の NO2-（一酸化窒素の代謝物
であり、一酸化窒素に比べ安定的に測定でき
る）の量も炭素線照射後に増加する事を確認し
た。さらに、炭素線照射後に浸潤能が上昇する
SF126 細胞では PANC-1 と同様に NO2-量が上昇
すること、一方で、炭素線照射により浸潤能が
減少する MIAPaCa-2 細胞では、NO2-量も減少す
る事を見いだした。これらの結果から、一酸化
窒素産生細胞は PANC-1 のみならず、複数の細
胞株の浸潤において重要であり、また、照射後
の浸潤能変化にも関与する可能性が示唆され
た。

<参考文献>
1. Fujita M, Otsuka Y, Yamada S, Iwakawa M, Imai
T. Cancer Sci. 2011; 102:792-798.
2. Fujita M, Otsuka Y, Imadome K, Endo S,
Yamada S, Imai T. Cancer Sci. 2012; 103:677-83.
3. Fujita M, Imadome K, Shouji Y, Endo S, Yamada
S, Imai T. FEBS Lett. 2014; 588:3240-50.

3.照射対象物の種類と数・照射ビームの種類
照射対象物の種類と数:
ヒト膵癌由来培養細胞株 PANC-1
照射ビームの種類：
HIMAC ( 生 物 照 射 室 , 290Mev 炭 素 線 2 Gy
(MONO, LET: 80Kev)を細胞に照射した。

図 1. 炭素線照射後の PANC-1 及び MIAPaCa-2
の浸潤能変化：一酸化窒素を介した分子機序の
モデル図

4. 今年度の研究成果と解析結果
今年度は、NOS や PI3K はどのように炭素線
照射後の PANC-1 の浸潤能変化に関与するのか
検証した。PANC-1 細胞を一酸化窒素の放出剤
である GSNO で処理すると、培地中の一酸化窒
素の濃度依存的に AKT がリン酸化され、この
リン酸化は PI3K の阻害剤により抑制された。
また、マトリゲルを通過し浸潤した PANC-1 浸
潤細胞では、PANC-1 細胞株の全体の集団と比
較し NOS の発現量が高く、リン酸化-AKT の発
現量が顕著に上昇していることが確認された。
さらに、AKT のリン酸化は NOS の阻害剤によ
り抑制された。これらの現象は、炭素線照射後
の浸潤細胞でも同様に確認された。このことか
ら、非照射群及び、炭素線照射後の PANC-1 の
浸潤細胞では NOS-NO-PI3K-AKT パスウェイが
活性化されていることが明らかとなった。AKT
には３つのサブタイプが存在するが、中でも
AKT2 は細胞運動において重要な役割を担って
いる事が報告されている。実際に、非照射群お
よび炭素線照射群の PANC-1 の浸潤細胞におけ
る AKT2 の局在を免疫染色にて観察すると、運
動中の細胞の周辺縁で特徴的に確認される薄
い膜状の細胞膜構造ラメリポディア部位特異
的に AKT2 が強発現している事が確認された。
さらに、リン酸化-AKT の局在も AKT2 の局在
と類似していることから、浸潤細胞では
NOS-NO-PI3K を介し、AKT2 が活性化されてい
ることとが予想された。また、ラメリポディア

謝辞：標準阻害剤キットを提供して頂いた、文部科学省科
学研究費補助金・がんの特性等を踏まえた総合支援活動・
化学療法基盤支援活動班の皆さまに深謝致します。
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局所再発腫瘍における炭素イオン線抵抗性獲得と
それに伴う転移に関わる性質変化に関する研究
Induction of carbon ion beam resistance and changes in the metastatic potential in the
local recurrent tumor model（12J183）
a
a
a
a
a
佐藤克俊 、馬 立秋 、森竹浩之 、今井高志 、下川卓志
K. Satoa, L. Maa, H. Moritakea, T. Imaia, T. Shimokawaa
Abstract
The aim of this study is to investigate the
underlying mechanisms of the X-ray and
carbon ion beam (C-ion) resistance in cancer
cells.
We previously established NR-S1-X60 (X60)
and NR-S1-C30 (C30) cells, which respectively
have cross-resistance between X-ray and C-ion,
and C-ion resistance only. To clarify the DNA
repair potential in these cells, the remaining
numbers of -H2AX foci were counted at 24 h
after 5 Gy of X-ray or C-ion irradiation. The
results showed that the -H2AX foci in the X60
and C30 cells were significantly lower than that
in the parental NR-S1 cells for both irradiations.
To identify the difference in the DNA repair
mechanisms between X60 and C30 cells,
etoposide and cisplatin sensitivities in both
cells were evaluated. As a result, significant
cisplatin resistance was observed in the X60
cells.
Local tumors on the NR-S1 grafted C3H/He
mouse models were irradiated with a total dose
of 180 Gy of -ray and 90 Gy of C-ion to make
in vivo models termed G180 and C90 tumors
respectively. After primary culture the G180-T
and C90-T cells were established, and their
X-ray and C-ion sensitivities were measured.
The results showed that X-ray and C-ion
resistance was not induced in G180-T or C90-T
cells.

細胞株も樹立し、得られた結果を比較する
ことで両線質による抵抗性機構の相違につ
いても検討する。
2． 昨年度までに得られている結果
①in vitro における X 線及び炭素イオン線抵
抗性がん細胞株の樹立
マウス扁平上皮がん細胞株 NR-S1 細胞に
対し、総線量 60Gy、30Gy の X 線、炭素イ
オン線を照射し、それぞれ NR-S1-X60（X60）、
NR-S1-C30（C30）細胞を樹立した。これら
に対し X 線または炭素イオン線をそれぞれ
10 または 5 Gy 照射し、コロニー形成法に
より各細胞株の X 線及び炭素イオン線感受
性を求め、親細胞株 NR-S1 と比較した。そ
の結果、X60 細胞の X 線及び炭素イオン線
抵抗性は、それぞれ約 4 倍、9 倍高かった。
一方、C30 細胞は NR-S1 細胞に比べて約 3
倍炭素イオン線抵抗性であったが、X 線感
受性は同等であった。この実験により、X60
細胞は X 線と炭素イオン線の両方に抵抗性
であるが、C30 細胞は炭素イオン線にのみ
抵抗性であることが示された。
②in vivo における線照射後の再発腫瘍モ
デルの樹立
C3H/He マウスに移植した NR-S1 細胞に
対し、線または炭素イオン線を総線量 180
Gy、90 Gy 照射し、その後再増殖した腫瘍
を線、炭素イオン線照射後の再発腫瘍モデ
ル G180、C90 腫瘍として樹立した。これら
の増殖能、肺転移能、担がんマウスの生存
率を解析した結果、G180 腫瘍の増殖能と肺
転移能は親腫瘍 NR-S1 腫瘍に比べて著しく
高く、G180 腫瘍移植マウスの生存率は
NR-S1 腫瘍移植マウスに比べて有意に短縮
した。しかし、C90 腫瘍におけるこれらの
性質は、NR-S1 腫瘍とほぼ同等であった。

1． 研究の目的とバックグラウンド
in vitro および in vivo での照射後の腫瘍再
発モデルを用いて、炭素イオン線照射後に
再増殖した腫瘍またはがん細胞が炭素イオ
ン線抵抗性を獲得するか、さらに、それに
伴い増殖能や転移能等の悪性化に関わる性
質が変化するかについても評価し、これら
に関わる分子機構を解明することを目的と
する。本研究と平行して、X 線抵抗性がん

3． 今年度の研究内容
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in vitro モデルでは、NR-S1、X60 及び C30
細胞の DNA 修復能、各種抗癌剤に対する感
受性を種々の方法により評価した。
in vivo モデルでは、樹立した G180、C90
の X 線及び炭素イオン線感受性を親腫瘍
NR-S1 腫瘍と比較した。
利用した炭素イオン線のエネルギーは
290 MeV/n とし、in vivo 及び in vitro 共に照
射対象物を 6cm SOBP の中心に設置して照
射実験を行った。
4． 今年度の研究成果と解析結果
①In vitro における X 線及び炭素イオン線
抵抗性がん細胞株の解析
X60、C30 及び NR-S1 細胞の DNA 修復能
を解析するため各がん細胞株に X 線及び炭
素イオン線を 5Gy 照射し、その 24 時間後
に抗-H2AX 抗体を用いた免疫蛍光染色を
行った。各細胞株における-H2AX フォーカ
ス数を解析した結果、X 線照射後の X60,
C30 及び NR-S1 細胞の-H2AX フォーカス
の平均値は 13.1、16.7、21.6 個であった。
炭素イオン線照射後の各値はそれぞれ 10.3、
11.5、18.0 個であり、X60 と C30 細胞の DNA
修復能は NR-S1 細胞よりも有意に高かった
（T 検定、p <0.05）（図.1）。
X60 細胞は X 線と炭素イオン線に交叉抵
抗性を持つが、C30 は炭素イオン線にのみ
抵抗性である。これは両者において優位な
DNA 修復機構が異なる可能性を示す。各細
胞株で優位な DNA 損傷修復機構を見出す
ため、X60、C30 及び NR-S1 細胞に種々の
濃度のエトポシドもしくはシスプラチンを
投与し、これらに対する感受性を評価した。
その結果、各細胞におけるエトポシド感受
性はほぼ同等であった。一方、X60、C30、
NR-S1 細胞におけるシスプラチンの半致死
量は、それぞれ 272.5、50.6、27.5M であ
り、X60 細胞は NR-S1 細胞の約 10 倍シス
プラチン抵抗性だった。シスプラチンは
DNA 鎖間架橋の形成により DNA 損傷を与
える薬剤である。これらの結果により、X
線と炭素イオン線の交叉抵抗性には、DNA
二本鎖切断だけでなく、DNA 鎖間架橋修復
が深く関与することが示唆された。
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②In vivo における線及び炭素イオン線照
射後の再増殖腫瘍の性質の解析
線及び炭素イオン線照射後の再増殖腫
瘍 G180 及び C90 を構成するがん細胞自身
の X 線及び炭素イオン線抵抗性を解析する
ため、G180、C90、NR-S1 腫瘍を初代継代
し、G180-T、C90-T、NR-S1-T 細胞を樹立
した。これらに種々の線量の X 線及び炭素
イオン線照射し、その後コロニー形成法を
行った。その結果、各がん細胞株の X 線及
び炭素イオン線感受性に有意な差はなかっ
た（図.2）。この結果により、G180 及び C90
腫瘍内に存在するがん細胞のがん細胞自身
は X 線や炭素イオン線に対し抵抗性を獲得
していないことが示された。

図.1 NR-S1（白）、X60（黒）、C30 細胞（灰）における X 線
（左）及び炭素イオン線（右）5Gy 照射 24 時間後の-H2AX フ
ォーカス残存数を示す。ボックスとエラーバーはそれぞれ平
均値と標準偏差である。アスタリスクは、値が NR-S1 細胞と
比較して統計的に有意であることを示す。（T 検定, p <0.05）

図.2 G180-T（■）、C90-T（▲）及び NR-S1-T（●）細胞の X
線（上段）と炭素イオン線（下段）照射後の生存率を示す。プ
ロットとエラーバーはそれぞれ平均値と標準偏差である。

a. 放医研 重粒子医科学センター 先端粒子線生物
研究プログラム
Advanced radiation biology research program, Research
Center for Charged Particle Therapy, National Institute
of Radiological Sciences, NIRS

ヒトがん組織等移植 SCID マウスを用いた重粒子線治療の有効性・安全性の研究
Effectiveness and Safety of Heavy Ions on Human Cancer Tissues
Maintained in SCID Mice
(12J185)
a
a
a
野村大成 、足立成基 、梁 治子 、坂巻 靖 a、島正幸 a、吉留克英 a、野々村祝夫 b、
古澤 佳也 c、鵜澤玲子 c
T. Nomuraa, H. Ryoa, S. Adachia, Y. Sakamakia, M. Toria, K. Yoshidomea, N. Nonomurab,
Y. Furusawac, A. Uzawac
Abstract

モニター値 3.596E-5 Gy/count で、およそ 1
Gy/min 程度の線量率で照射した。ヘリウム線
照射条件は、150MeV/µm、ピーク幅 SOBP60mm、
照射野サイズφ10cm、モニター値 3.537E-5 で
ある。Ｘ線は、150KeV、20mA、0.5mm Al＋0.2
㎜ Cu、線量率 0.97Gy/min である。遮蔽には、
鉛板を用いた。
平成 25、26 年度においては、炭素線、ヘリ
ウム線およびＸ線照射により、ヒト肺腺がん
組織に対し線量依存性の増殖抑制がみられた。
Fig.1 に示した増殖抑制線量比により RBE は
炭素線で約 5、ヘリウム線で 2 以下であった。
照射マウスにおいて、高線量Ｘ線（8～10 Gy）
により照射部位の脱毛が 14 匹中 11 匹にみら
れ、毛色（Agouti）が白色に変化した。毛根
の色素細胞の死による。しかし、炭素線 5 Gy
では、10 匹中 2 匹にしか毛色変化は見られな
かった。
前立腺がんにおいては 3 Gy までは炭素、ヘ
リウム、Ｘ線に大きな差はなく、炭素線大量
照射（5 Gy）で肺がんと同じレベルの抑制効
果がみられた。
炭素線の RBE は 2 以下である。

Effectiveness and safety of heavy ions on
human lung and prostate cancer, and those on
normal tissues were examined with the use of
these tissues maintained in C3H/HeJ/NOs-scid
mice. Dose dependent suppressing effects of
carbon ion, helium ion and X-rays were shown on
human lung cancer, prostate cancer and pancreatic
cancer tissues. RBE was C>>He>X in lung cancer,
C>He=X in prostate cancer and C>X in pancreatic
cancer.

1.研究の目的とバックグラウンド
ヒト組織に対する拒絶反応を無くした
SCID マウスにヒト臨床がん組織を移植維持し、
重粒子線（炭素イオン、ヘリウムイオン）の
ヒトがん組織への直接治療効果（有効性）を、
Ｘ線と併せて調査研究するとともに、SCID マ
ウスに移植維持したヒト正常組織への重粒子
線による組織障害（安全性）を調査すること
より、有効かつ安全な重粒子医療の発展につ
なげ、国民の健康・医療・福祉の向上に貢献
するのを目的とする。

2.昨年度までに得られている結果
ヒト肺腺がん組織（575-1Ｌ034）とヒト前
立腺がん組織(415)、ヒト正常肺組織、ヒト正
常甲状腺組織を医薬基盤研究所にて,麻酔下
で C3H/HeJ/NOs-scid;LPS- マウスの両下腿部
に皮下移植した。移植約 1 か月後（～200mm3）、
また、ヒト正常組織は移植 1 週間後に、一つ
の照射箱に 2 匹を麻酔下で固定し、重粒子線
センターにて炭素線、ヘリウム線の照射、医
薬基盤研にてＸ線照射を行った。照射終了後
直ちに医薬基盤研究所に持ち帰り飼育観察を
行った。炭素線照射条件は、C290MeV/µm、ピ
ーク幅 SOBP60mm、照射野サイズφ10cm、線量

3.今年度の研究内容
26 年度は前立腺がんについて腫瘍サイズの
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抑制に近似している。原子炉中性子線に特異
的に反応した 14 遺伝子（文献 2）と異なって
いた。

３）前立腺がん組織分泌 PSA への抑制効果
微量ヒト PSA 測定法を確立し、炭素線、Ｘ
線の分泌抑制効果（生細胞の減少）を測定し、
Fig.2 に記入した（×印）
。腫瘍サイズに比例
して減少している。前立腺がん増殖抑制に関
する RBE は、肺がんに比べ高くない。
【今後の方針】本研究を 1 年延長（新期第 4
期）し、正常肺への影響と新たに乳がんに対
する炭素線の増殖抑制効果を検討する。

抑制のみでなく、PSA 測定により生きた腫瘍細
胞の減少を推定し、正常肺組織への影響をマ
イクロアレイによる遺伝子発現の変化を指標
に検出した。また、ヒト膵がん(175)移植 SCID
マウスを用い、昨年度と同様に炭素線、Ｘ線
の照射実験を行った。

4.今年度の研究成果と解析
１）炭素線によるヒト膵がんの増殖抑制効果
膵がん腫瘤体積を Houchins の式により求
め、腫瘍増殖抑制の時間経過を Fig.3 に示し
た。炭素線、Ｘ線それぞれにおいて、照射線
量依存的に増殖抑制効果がみられた。腫瘍増
殖抑制効果曲線より、照射後 94 日での 37％、
25％抑制線量により RBE を求めたところ膵が
んでは約 2.5 となった。
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3.Nomura T. Opening lecture, Direct effects of
radiation and chemicals on human tissue
maintained in super-SCID mice. 11th Int.
Conference on Environmental Mutagens.
Proceedings. Page 45-46. Cataratas do Iguassu São
Paulo, Brazil. Nov. 3-8, 2013.
4.野村大成、梁治子、足立成基、坂巻靖、吉留
克英、野々村祝夫古澤佳也。ヒトがん組織等移
植 SCID マウスを用いた重粒子線治療の有効
性・安全性の研究。平成 25 年度放射線医学総合
研究所 重粒子線がん治療装置等共同利用研究
報告書 50－52, 2014
____________________________________
a.
医薬基盤研究所 難病・疾患資源研究部、
b.
大阪大学大学院医学系研究科 泌尿器科学
C.
放医研重粒子

２）ヒト正常肺への影響
病理学的解析に加え、炭素線およびＸ線照
射したヒト正常肺組織から RNA を抽出し、マ
イクロアレイによる遺伝子発現の変化を検出
した。Fig.4 に示すごとく炭素線照射線量とと
もに増加し、RBE は 4.6 となり、肺がんの増殖
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頭頸部癌における EGFR,IGF-1R と重粒子線の関係の検討
The relation between EGFR, IGF-1R and heavy ions in head and neck carcinoma
 13J186
松本文彦 a, 唐澤久美子 b
F Matsumotoa, K Karasawab

Abstract

試験が進み，一部はすでに臨床応用され放
射線治療との併用で高い効果を示している。
本邦では cetuximab が頭頸部癌においても
認可され放射線併用で用いられるようにな
ってきた。しかしながら、cetuximab の頭頸
部扁平上皮癌に対する重粒子線治療との併
用に関しては十分な研究が進んでいないの
が現状である。そこで EGFR と抗 EGFR 抗
体の重粒子線治療における働きをγ線と炭
素線で検討し、分子標的治療薬と重粒子線
の併用によるさらなる腫瘍制御の可能性を
検討する。
EGFR の発現と頭頸部扁平上皮癌に対する

The aim of this study is to evaluate the effect of
carbon ion radiotherapy and radiosensitization of
cetuximab for head and neck squamous cell
carcinoma (HNSCC). We used FaDu and Detroit
562 from ATCC as HNSCC. Clonogenic survival
assay was done to evaluate enhancement effect of
cetuximab to γ-ray and carbon ion. When combined
with γ-ray and carbon ion, cetuximab showed mild
enhancement of the radiosensitivity of FaDu.
Cetuximab had no radiosensitization on Detroit 562
with γ-ray. Slightly better response was seen in
cetuximab with carbon ion than γ-ray. We

炭素線照射の効果との関係。抗 EGFR 抗体
(Cetuximab) 併用による重粒子線照射効果
の変化の検討
２．今年度の研究内容
Clonogenic survival assay を用いて、ヒト頭
頸部扁平上皮癌細胞における γ 線および炭
素線に対する cetuximab（抗 EGFR 抗体）の
放射線増感作用の評価。ヒト頭頸部扁平上
皮癌細胞を用いた γ 線および炭素線による
EGFR のタンパク発現の変化をウェスタン
ブロット法での評価
３．今年度の研究成果と解析結果
現在までのところ培養細胞のトラブルなど
で多くの実験結果が得られているとは言い
難いが上記実験の結果をお示しする。
Survival assay による cetuximab の放射線増
感作用の検討を行った。細胞は頭頸部扁平
上皮癌の FaDu と Detroit562 を使用した。
・Cetuximab の放射線増感作用
Cetuximab の放射線増感作用を調べるため

performed western blotting to evaluate expression
levels of phosphorylation-EGFR (pEGFR) and
EGFR after radiotherapy with cetuximab. Neither
cetuximab nor γ-ray showed any change on EGFR
at short period from treatment. Similarly, no change
was observed with carbon ion. However, on pEGFR,
radiotherapy increase expression level and
cetuximab suppressed this increase.
This project is still underway. We plan other
experiment to evaluate radiosensitization of
cetuximab to carbon ion radiotherapy in HNSCC.

１．研究の目的とバックグラウンド
増殖因子とその受容体からのシグナルは，
腫瘍の発生・進展に大きな役割を果たして
いる。近年，癌治療の分子標的としてチロ
シンキナーゼ活性を有する増殖因子受容体
が注目されている。消化器癌などでは，
epidermal growth factor receptor (EGFR)など
を標的とする分子標的治療薬の開発，臨床

35

clonogenic survival assay を行った（図 1）。
Cetuximab は FaDu においてγ線の軽度増感
作用を示したが、Detroit562 は γ 線において
は増感作用は認められなかったが炭素線で
は軽度の増感作用が認められた。一方、Fadu
では、どちらの線種においても軽度の増感
作用が認められた。
1

FaDu γ-ray

1

FaDu Carbon
図 2：cetuximab を照射 6 時間まえに投与し, γ 線炭

0.1

0.1

0.01

0.01
0

2

4

6

FaDu γ-ray

0.1

0.1

0.01
4

Detroit562 γ-ray

1

2

今回はまだ十分な実験がでていない状況で
当初の計画よりおおはばに遅れている現状
である。今後は cetuximab により感受性の高
い細胞など細胞の種類も増加させながら来
年度も引き続き本研究を行う予定である。
引き続き γ 線と炭素線における ctuximab の
効果を頭頸部扁平上皮癌細胞で解析してい
く予定であり、今回得られたデータはその
足がかりとなるには十分と考える。

3

FaDu Carbon
1

2

1 時間、6 時間で sample を回収した。

0

1

0

素線をそれぞれ 4Gy,1Gy 照射した。
照射後 10 分、
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a. 国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科

Detroit562 Carbon

National cancer center hospital department

図１：clonogenic survival assay

of head and neck surgry.

照射 6 時間前に cetuximab (50nmo/L)を投与しそれ

b. 放医研治療課
National institute of radiological sciences

ぞれの線量で照射を行った。

research center hospital for charged particle
therapy, treatment team

・EGFR のタンパク発現の変化
ウェスタンブロットを用いて γ 線、炭素線
における EGFR および p-EGFR の発現状況
及び変化を検討した。EGFR においては今
回の短いタイムポイントでは cetuximab は
いずれの線種においても変化は認められな
かった。一方、p-EGFR においては照射後よ
りすぐに上昇が認められ時間の経過ととも
に低下していき、その上昇が cetuximab によ
って抑制されることが認められた。同様の
現象は炭素線においても確認された。
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重粒子線照射後のがん治療標的分子NKG2D発現誘導機構の解明
Analysis of the expression of NKG2DL following heavy-ion irradiation
（14J188）
柴田 淳史 a、中島 菜花子 b
Atsushi Shibata, Nakako Izumi Nakajima
Abstract
The immune system protects organisms
from infection by multiple immune pathways.
Activation of natural killer (NK) cells is triggered
by activating or inhibitory cell surface
immunoreceptors. A major immunoreceptor,
NKG2D, is often activated constitutively in
cancer cells, however, the ligand is not
effectively recognized due to an inhibitory effect
within immune resistant environment in tumors.
Expression of NKG2DL is also induced by DNA
damage response including ionizing radiation
(IR). However, the regulation of NKG2DL
expression following IR is not fully understood.
Here, we analyzed the level of IR-induced
NKG2DL surface expression in cancer cell lines
in the context of tumor LET. Interestingly, we
found that U2OS cells show substantial
increase in NKG2DL expression especially in
response to Carbon IR. This expression is
suppressed by a specific ATR inhibitor, but not
ATM inhibitor, suggesting that NKG2DL
expression induced by high LET irradiation is
depended on ATR signaling. Currently, we
investigate
the
molecular
mechanism
underlying the activation of NKG2DL in terms of
the damage complexity at DNA ends, because
single-stranded DNA termini at complex DSB
ends can be a platform to recruit RPA which is
required for the activation of ATR.

フェクター細胞を活性化することで体内のがん排
除機能を高める。エフェクター細胞による癌細胞
障害活性を決定づける重要な因子として、癌細胞
膜上に提示される膜表面貫通型蛋白 NKG2D リガン
ドがある。癌細胞表面に多く発現している NKG2D リ
ガンドは、エフェクター細胞の NKG2D 受容体を介し
認識され、その障害活性を高める。一方、化学療
法剤や放射線照射では、癌細胞に DNA 損傷を誘
導し癌細胞を殲滅する。近年、免疫細胞治療と
DNA 損傷応答を繋ぐ非常に重要な発見が Raulet
らによって報告された(Gassher et al, Nature)。
彼らは DNA 損傷によって NKG2D リガントの細胞膜
表面への発現が上昇すること、またその発現上昇
が DNA 損傷応答因子の一つである ATM/ATR 依存
的であることを見出した。また NKG2D リガントの活
性化は放射線照射後のみならず、DNA 損傷を引き
起こすほぼ全ての化学療法剤処理により誘導され
る。その後、近年の DNA 損傷応答分野の発展によ
り ATM/ATR 以外の新規 DNA 修復因子が次々と発見
されているにも関わらず、NKG2D リガント活性化に
おける ATM/ATR 以外の DNA 損傷応答因子の関与
は全く明らかになっていない。
申請者らは、重粒子線が申請者らは「重粒子線
による DNA 損傷が、X 線等の光子による傷と比較し
て 複 雑 で 修 復 効 率 が 悪 い こ と (Nakajima and
Shibata et al., PLoS One 2013)」、「重粒子照
射後の ATM・Chk1 のリン酸化レベルが X 線より高い
こと（J494 課題）」を明らかにしている。NKG2DL の
発現強度は DNA 損傷の量と複雑性・ATM リン酸化
レベルに影響を受けると予想されるため、重粒子
線は従来の放射線治療よりも効率的に NKG2DL 発
現を誘導し、免疫活性を高めることができると期
待できる。
本研究では申請者が専門とする DNA 二本鎖切
断修復シグナル及び修復経路の変化が免疫細
胞応答に及ぼす影響を解析する。これらの研究
データを元に、申請者が独自に発見した放射線
照射後の免疫応答耐性癌細胞に対し、DNA 損傷
応答をコントロールすることで免疫応答増感
を目指す。

[研究の目的とバックグラウンド]
癌治療における化学・放射線療法は大きく改善し
ているものの、進行癌、転移、化学療法剤耐性癌
等、様々な要因で治療が困難なケースが未だ多く
存在する。その一つの打開策として、新規癌治療
法の導入及び併用が挙げられる。ナチュラルキラ
ー(NK)細胞を含む免疫細胞を用いた治療法は、
免疫細胞治療と呼ばれ国内外で大きく注目されて
いる。免疫細胞治療単独での治療効果について
は未だ確固たる結論が得られていないが、近年の
活発な基礎研究により免疫細胞治療は化学・放
射線療法との組み合わせにより総合的ながん治
療効果が高まる事が分かってきている。しかしな
がらその分子メカニズムはほとんど解明されてい
ない。
免疫細胞治療では、NK(T)細胞を始めとしたエ

[今年度の研究内容]
始めに NKG2D リガンド MICA・MICB 発現の LET
による放射線応答の変化を確認した。
37

正常細胞 HFLIII、がん細胞株（HCT116 p53
野生型及び KO、RKO、A549、U2OS、SaOS2）
増殖中の細胞株に X 線及び炭素線（290Mev/n,
LET70kev/μm）を照射し、24 時間再培養後、細
胞を 2mM EDTA 入り PBS で剥がし、抗 MICA・MICB
抗体で染色しフローサイトメーターで MICA・
MICB の膜表面発現強度を計測した。
[今年度の研究成果と解析結果]
MICA・MICB 発現と、放射線応答による発現増
強効果は細胞株によって差異が認められた。
LET70kev/μm の炭素線照射により、X 線の半分
の線量と同等の効果をもたらす細胞株
（SaOS2,A549）、炭素線で X 線より著しく高い
増強効果を示す細胞株（HCT116）、X 線・炭素線
両方で増強効果が認められない株（HFLIII、
RKO）があった。この差異の原因となる機序に
ついて、DNA 損傷応答の観点から解析中である。

次に、特に重粒子線照射によって増強効果が
高い細胞株 U2OS の DNA 損傷シグナル伝達経路
と MICA・MICB 発現の関連性を調べた。重粒子
線で増強する MICA ・MICB 発現は、ATM 非依存
性でかつ ATR 依存性であった。すなわち、重粒
子線は ATR を活性化することで MICA・MICB 発
現を高めている事が分かった。重粒子線が引き
起こす複雑な DNA 末端損傷と MICA・MICB 発現
増強効果について検討中である。

a
b

群馬大学 先端科学研究指導者育成ユニット
放射線医学総合研究所重粒子医科学センター
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神経系腫瘍幹細胞を標的とした重粒子線治療の有効性の検討
Effect of Heavy Ion Beams on Neural Cancer Stem Cells
(14J191)
長谷川正俊 a，藤谷信将 a，下田絵美子 a，井上和也 a，
大野達也 b，石内勝吾 c，若月優 d，村上健 d

M. Hasegawa, N. Fujitani, E. Shimoda, K. Inoue,
T. Ohno, S. Ishiuchi, M. Wakatsuki, T. Murakami
Abstract
Human ependymoblastoma with wild-type p53
were transplanted into nude mice and irradiated
with carbon ion (CI) beams (290 MeV/u, 6 cm
spread-out Bragg peak) or 150-kV X-rays.
Tumor diameters were measured by calipers for 6
weeks to evaluate tumor regrowth after 2, 8, 16, or
32 Gy irradiation.
Other tumors were excised for
immunohistochemistry and cDNA microarray
analysis 6, 48 hours or 6 weeks after 2, 8, 16, or 32
Gy irradiation. A part of each tumor was fixed in
formalin and embedded in paraffin for histological
examination. Morphological findings were
estimated by the H.E. staining, and CD133, CD44,
Nestin, p53, PTEN, Ki67, and GFAP expressions
were evaluated immunohistochemically. Total
RNA was extracted from another part of each
tumor for cDNA microarray analysis.
1) Tumor growth delay was observed in every
tumor group after irradiation compared with the
unirradiated control group. Tumor regrowth was
not observed in most of the tumors of 16- and
32-Gy groups following irradiation. 2) Apoptosis
increased significantly 6 hours after CI beam or
X-ray irradiation, but only a few apoptotic cells
were found 48 hours and 6weeks after irradiation.
3) Most of the cells were intensely Nestin-positive
and weakly CD44-positive, and some of the tumor
cells were weakly CD133-positive. Following 8
Gy or higher irradiation, Ki-67 labeling index
decreased markedly and CD133-positive rate
increased slightly, but no significant change was
noted in CD44 or Nestin expressions.

が問題になる．平成 23 年度からの共同利用研究
では，放射線抵抗性で再発への関与が大きいと考
えられる細胞に関連して，重粒子線による細胞死
と細胞の分化の関係，特に幹細胞の関与等につい
て明らかにすることを目的として研究を行って
きた．
放射線抵抗性の種々の細胞，特に神経系腫瘍幹
細胞等に対する重粒子線（特に炭素イオン線）の
影響について，細胞死のみでなく，細胞生存，分
化に関与する遺伝子発現の変化をＸ線の場合と
比較し，さらにそれが in vivo での腫瘍抑制にど
のように反映できるかを明らかにすることが重
要と思われる．これまでの研究をさらに発展させ，
治療抵抗性細胞，特に癌幹細胞等における細胞死
と細胞生存の解明を試み，重粒子線による難治性
神経膠腫の治療成績改善の基礎を確立すること
を目指している．なお，研究の経過によっては重
粒子線単独での検討に加えて，重粒子線治療と抗
血管新生阻害薬等との併用効果も検討する計画
である．

２．昨年度までに得られている結果
本研究は平成 26 年度からの新規課題であるが，
平成 25 年度までの HIMAC 共同利用研究では，組
織レベルでの腫瘍細胞の形態，分化と放射線抵抗
性の解明，p53 野生型および p53 変異型腫瘍にお
けるＸ線照射後，炭素イオン線照射後の遺伝子発
現解析を行い，組織レベルの分化とアポトーシス
誘発に一定の相関があることを示し，さらに照射
後の組織検索と cDNA マイクロアレイ解析から，
p53 野生型の放射線感受性腫瘍においては，重粒
子線照射後でも p53 シグナル伝達経路が関与す
るアポトーシス誘発に関連した遺伝子の発現が
Ｘ線照射後と同様の傾向であることを示してき
た．また，細胞の分化や感受性が異なる部位をレ
ーザーマイクロダイセクシションで取り出し，
cDNA マイクロアレイ解析をおこなって，部位に
よる遺伝子発現の相違を検討した．さらに p53 変
異型の放射線抵抗性腫瘍では，Ｘ線照射後と炭素
イオン線照射後に異なる遺伝子発現傾向を認め
た．特に p53 変異型の膠芽腫では，p53, caspases,
Fas, TNF の変動は明らかでなかったが, p53R2,
p70S6K, TRAIL-R, NF-kB, IkBa, IAP，VEGF 等の
変動が見られ，細胞死よりもむしろ細胞生存に関

１．研究の目的と背景
膠芽腫に代表される悪性神経膠腫は治療に非
常に抵抗性で，術後にテモゾロミドと放射線治療
を併用することによって治療成績が改善したと
はいえ，生存期間中央値は２年未満，５年生存率
も 10％以下で，予後不良な腫瘍である．重粒子
線は生物効果比が大きく，空間的線量分布の改善
のみでは根治困難な難治性悪性腫瘍における有
用性が期待されているが，個々の腫瘍の感受性の
他に，腫瘍内における癌幹細胞等の治療抵抗性細
胞の存在や細胞周期，分化，低酸素等種々の因子
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してやや大きく類円形で，核分裂像は乏しく，前
述のように Ki-67 LI も著しく低下していたが，
CD133，CD44，Nestin，GFAP は多くの細胞が陽性
で，CD133 強陽性細胞の増加が示唆された．

与する遺伝子発現が目立つ傾向が示唆された．さ
らに，幹細胞マーカーに関する検討では，Ｘ線，
炭素イオン線を照射したヌードマウス移植脳腫
瘍において，cDNA アレイ解析，Pathway 解析に加
えて，CD133，CD44 等の免疫組織化学等を開始し，
p53 野生型の上衣芽腫では，Nestin 強陽性，CD44，
CD133 弱陽性，膠芽腫では，CD44 強陽性，Nestin
陽性，CD133 弱陽性で，照射後に CD133 陽性率の
軽度上昇がみられ，幹細胞マーカー陽性細胞の放
射線抵抗性が示唆されたが，詳細は不明で，増殖
抑制との相関も明確にできていなかった．

３．今年度の研究内容
p53 野生型の上衣芽腫，原始外胚葉性腫瘍
（PNET）をヌードマウス皮下に移植して，Ｘ線
（150kV），炭素イオン線（290MeV/u, 6 cm-SOBP），
2Gy, 8Gy, 16Gy, 32Gy の１回照射後の腫瘍につ
いて， １）照射後の増殖遅延（６週間まで）
，２）
照射から，６時間，48 時間，６週間後の組織（フ
ォルマリン固定，パラフィン包埋切片）における，
H.E.染色，および CD133, CD44, Nestin, PTEN, p53,
Ki-67, GFAP 等の免疫組織化学，３）照射後６時
間，48 時間，６週間後の組織（RNA 安定液内に保
存）の cDNA アレイ解析等を実施中である．

Relative Tumor Volume after 2Gy or 16Gy (X)

Ki-67 labeling index after 2Gy or 8Gy (C)

４．今年度実施結果と解析結果
新規課題で，Ｘ線照射の実験は比較的順調に進
んでいるが，炭素イオン線照射群においては，Ⅰ
期では，移植腫瘍の生着が不良で一部のマウスし
か照射ができず，さらにⅡ期では，照射は実施で
きたものの，照射直後に多くのマウスが死亡した
ために，まだ十分なデータが得られていない．以
下は上衣芽腫の検索結果で，炭素イオンについて
は現段階ではまだ一部のデータのみである．
１）増殖遅延では，Ｘ線照射後および炭素イオ
ン線のいずれでも１～4Gy 照射後のマウスでは再
増大を認めたが，8G 以上照射後のマウスでは増
殖遅延が目立ち，一部のマウスでは６週後まで再
増大を認めなかった．特に検索が進んでいるＸ線
照射後では 16Gy，32Gy 群では６週後までの観察
で有意な再増大を認めなかった．２）CD133, CD44,
Nestin 等の免疫組織化学では，大部分の細胞が，
Nestin 強陽性，CD44 弱陽性で，照射前後で有意
な変化を認めなかったが，CD133 は一部の細胞が
弱陽性で，照射後に陽性率の軽度上昇が示唆され
た．Ki-67 labeling index (LI)は照射後に低下
し，再増大を示した腫瘍では再上昇した．Ｘ線，
炭素イオン線のいずれでも 8Gy 以上照射した群
では６週後でも，Ki-67 LI は低値であった（対
照群:80.0%，8Gy 以上照射群:22%～1.3%）．
再増大をほとんど認めなかった腫瘍の組織所
見は，線維性結合織が主体で，その中に腫瘍細胞
の小胞巣が散見された．腫瘍細胞は，対照群に比

a

奈良県立医科大学 放射線腫瘍医学
群馬大学大学院医学系研究科
c
琉球大学医学部 脳神経外科学
d
放射線医学総合研究所
b
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LET の異なる炭素イオン線と抗癌剤併用時の増感効果の解明
LET-dependent synergistic effect by combination treatment between carbon-ion irradiation and
cisplatin in cervical cancer cells.
(14J192)
若月優、柴 慎太郎
M. Wakatsuki and S. Shiba

Abstract
The synergistic effect of combination treatment
between carbon-ion irradiation （C-ion RT）
and cisplatin is still unclear. However, several
clinical trials for C-ion RT combined with
chemotherapy have been ongoing in NIRS.
Human uterine cervical cancer cells (HeLa
cells) were irradiated with C-ion RT of varied
Linear energy transfer (LET) with or without
exposure of cisplatin 2 hours before C-ion RT.
We investigated the survival rate after those by
colony assay, and compared of survival rate
between with and without cisplatin in each
LET.
Result: There were significant differences of
survival rate comparison with no irradiated
cells between with and without exposure of
cisplatin in lower LET of C-ion RT (15
KeV/μm). However, there were no significant
differences of those in higher LET of C-ion RT
(30 or 70 KeV/μm)
Conclusion: These results suggested that there
were synergistic effects of combination
treatment between lower LET of C-ion RT and
cisplatin, but no synergistic effects between
higher LET of C-ion RT and cisplatin.
１．研究の目的とバックグラウンド
現在、放医研では、膵癌・子宮頸癌・食
道癌などで化学療法同時併用の炭素イオ
ン線治療の臨床試験が行われている。しか
しながら、炭素イオン線照射と化学療法の
同時併用に関する基礎的研究に関する報
告は、Kitabayashi らの報告があるが、その
数は少なくいまだ明らかでない点が多く
存在する。Kitabayashi らの報告では、ドセ
タキセルでは化学療法との相乗効果が認
められたが、シスプラチンやフルオロウラ

シルなどでは増感作用は認められないと
の結果であった。
現在、放医研で行われている『局所進行
子宮頸部腺癌に対する炭素イオン線治療
と化学療法の同時併用療法』の臨床試験
(1001)の途中段階の結果として、以前に行
われた炭素イオン線治療単独の臨床試験
の症例と腫瘍の最大径の縮小率を比較し
た結果を図 1 に示す。図 1 のように治療終
了時点で腫瘍最大径の縮小率が化学療法
併用症例で 48%、単独の症例で 29%であ
り、化学療法併用の症例で有意に縮小率が
大きかった。（p=0.0098）一方で、拡大照
射野を用いた子宮頸部扁平上皮癌に対す
るシスプラチン同時併用の臨床試験
(1207)では炭素イオン線治療単独の臨床
試験と比較したときに、重篤な急性期有害
事象が高頻度に発現し、本臨床試験(1207)
は症例集積の途中にて症例集積が終了と
なった。

Kitabayashi らの研究ではシスプラチン
の同時併用による炭素イオン線治療の増
感効果はないと結論付けていたが、実際の
臨床試験ではシスプラチンの併用症例に
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におけるシスプラチンの併用の有無によ
る生存曲線の差異を解析し、シスプラチン
併用による各 LET 炭素イオン線に対する
増感効果を解析する。
４．今年度の研究成果と解析結果
シスプラチン曝露群（併用群）及び、非曝
露群（単独群）のコントロール（0Gy 時）
の生存率を 1 とすると各 LET の 2Gy 照射時
の生存率がそれぞれ、
15 KeV/μl 単独群 ：0.57±0.067
15 KeV/μl 併用群 ：0.32±0.064
(p=0.00001)
30 KeV/μl 単独群 ：0.24±0.032
30 KeV/μl 併用群 ：0.22±0.068
(p=0.51)
70 KeV/μl 単独群 ：0.092±0.036
70 KeV/μl 併用群 ：0.081±0.014
(p=0.47)
（図 2）
（統計学的解析は non-paird t test を使用）
15KeV/μl では有意に併用群で生存率が低か
ったのに対して、30 KeV/μl、70 KeV/μl で
は併用群・単独群で有意差を認めなかった。

おいて、腫瘍の縮小率が大きく、正常組織
の有害事象も高頻度であり、シスプラチン
による増感効果が示唆される結果が得ら
れている。この要因として、我々は子宮頸
癌に対する炭素イオン線治療のように広
い照射範囲に対して炭素イオン線照射を
行う際に用いる拡大ブラッグピーク
（SOBP）において炭素イオン線は高 LET
（：Linear Energy Transfer）成分だけでな
く、比較的低い LET 成分も多く含まれて
いることに注目した。放医研で行われてい
る炭素イオン線治療では例えば 290MeV
で SOBP が 60 ㎜であると体内での LET は
15 から 80 KeV/μm と幅を持っている。
Kitabayashi ら の 研 究 で は LET を 70
KeV/μm に固定し、化学療法薬剤と同時併
用することにより、炭素イオン線の増感効
果を調べた。一方で実際の臨床で用いられ
ている炭素イオン線治療では SOBP を用
いるために LET に幅があり、一部には低
LET の成分も含まれるようになる。今回
の臨床試験における、シスプラチンの増感
効果の存在が示唆される結果は、このよう
な SOBP に含まれている低 LET 成分によ
って引き起こされたシスプラチンによる
増感効果であると我々は推測している。
３．今年度の研究内容
照射対象物： ヒ ト 子 宮 頸 部 腺 癌 細 胞
（HeLa 細胞）
照射ビーム： 炭素イオン線 290 MeV/u
子宮頸癌腫瘍細胞株（Hela 細胞）に対し
て、炭素イオン線照射を 70 KeV/μl、30
KeV/μl、15 KeV/μl と異なる LET で照射を
行う。
照射 2 時間前にシスプラチン（1.5μg/ml）
を暴露させた細胞と曝露させなかった細
胞に対して、各 LET の炭素イオン線照射
を行い、colony assay 法を用いて、生存曲
線を作成する。LET ごとに生存曲線は異
なることが予測されるが、それぞれの LET

図2

(参考文献)
Kitabayashi et al. ONCOLOGY REPORTS 15:
913-918, 2006
放射線医学総合研究所 重粒子医科学セン
ター病院
Research Center Hospital for Charged Particle
Therapy, National Institute of Radiological
Sciences
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DNA 修復遺伝子の変異によるほ乳動物への重粒子線の影響の解析
Effect of heavy ion particles to mammalian cells deficient of DNA repair
genes at NIRS-HIMAC
(14J265)
a
吉田佳世 、木津あかね、北田紘平、江口-笠井清美 b、森田隆 a
K.Yoshidaa, A.Kizua, K.Kitada, K.Eguchi-Kasaib, T.Moritaa

収された。されに、2015 年 2 月には、1
年 11 か月保存されたＥＳ細胞サンプル
が回収される予定である。この宇宙実験
のサンプルには、パドレスという線量計
がつけてあるため、これまでの線量が明
らかになっている。その線量に近い値で
HIMAC により地上での重粒子線による ES
細胞への影響を測定することが目的であ
る。
2. 昨年度までに得られている結果
(1)我々は、ヒストン H2AX 遺伝子型
(H2AX+/+, +/-, -/-)を持つマウス ES 細胞
を樹立し、Fe イオン線を照射した結果、
H2AX 遺伝子を欠失したホモの ES 細胞では
細胞増殖が野生型、ヘテロ型に比較して抑
制されることを明らかにした。
(2)昨年度は、凍結マウス ES 細胞に、Fe イ
オン線を照射し、リン酸化ヒストン H2AX
のフォーカスの形成で定量する実験を行
った。Fe イオン線（500MeV/u）を 0, 0.5,
2 Gy 照射後、細胞培養時間による影響を解
析した結果、培養後 24 時間では、フォー
カス数が減少することが明らかとなり、6
時間がよいと考えた。また、ヒストン H2AX
がヘテロの状態では、フォーカス形成が野
生型に比較して少なくなっていることを
明らかにした。

Abstract

It is important to estimate the influence
of space radiation on the human body
during long stays in space including
missions to International Space Station
(ISS), the Earth’s moon, or Mars. In order
to estimate radiation effects, we selected a
way to expose mouse ES cells to the space
environment in a frozen condition. We will
analyze the ES cells on DNA damages,
chromosome aberrations, developmental
capability after getting the sample from
ISS.
This year we analyzes the effects of
heavy ion to mouse ES cells by
chromosome aberrations to estimate the
influence of space radiation.
1. 研究の目的とバックグラウンド
宇宙放射線の影響を解析することは、
それらのりすく長期的な有人宇宙飛行、
火星探査などを想定する場合、リスクの
評価および防御対策の策定に重要である。
我々は、マウス ES 細胞を凍結させ、国際
宇宙ステーションに打ち上げて、数年凍
結保存した後、地上に戻し、放射線によ
る細胞生存率の低下、DNA 損傷、染色体
の異常、さらに、受精卵に移植後の発生
を調べ、長期滞在へのリスクを評価する
ことを計画した。2013 年 3 月にマウス ES
細胞をスペース XII 号機で国際宇宙ステ
ーション(ISS)に ES 細胞を打ち上げ、
2014 年 5 月には、約 1 年経過し、宇宙放
射線に被曝したサンプルが冷凍状態で回

3. 今年度の研究内容
(1) 今年度は 2014 年 5 月に回収されたサ
ンプルおよび 2015 年 2 月 23 日に回収され
る予定のサンプルの細胞増殖、染色体異常
を解析する予定である。パドレスでの線量
がおよそ 0.4 mG/day であるので、その線
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量に合わせて、HIMAC で凍結マウス ES 細胞
に、Fe イオン線を照射し、染色体異常を解
析する実験を行った。凍結マウス ES 細胞
をドライアイスで凍結しながら、Fe イオン
線（500MeV/u）を 0-2 Gy 照射し、凍結状
態で大阪市立大学へ持ち帰り、解凍した後、
培養し、その一部の染色体異常を解析した。

４．今年度の研究成果と解析結果
(1)凍結マウス ES 細胞のリン酸化ヒストン
H2AX フォーカスを解析する場合の、フィ
ーダー細胞の影響の検討
凍結マウスＥＳ細胞の DNA 損傷を解析す
るために、ヒストンのリン酸化の比較が必
要であるが、凍結マウスＥＳ細胞を培養す
るときに必要なフィーダー細胞の混入が
問題である。我々は、フィーダー細胞のみ
についてのリン酸化ヒストン H2AX のフォ
ーカスを解析した。その結果、図１のよう
に、フィーダー細胞でも、0.5Ｇｙの照射
で、数は少ないがフォーカスが見られた。
したがって、核の周辺の細胞質の大きさ
からフィーダー由来のフォーカスを差し
引く必要があることが明らかとなった。

はγ-H2AX のフォーカス、青色は DAPI によ
る染色である。
(2)凍結マウス ES 細胞の染色体異常の解析
のための培養時間の検討
マウスＥＳ細胞に HIMAC で、Fe イオン線
（500MeV/u）を 0～0.75 Gy 照射後、培養
し FISH による染色体異常の解析を行った。
しかし、凍結細胞融解後の 37℃での培養に
より、細胞分裂のため、4 倍体の染色体を
有する核が増加し、解析が困難になった。
そこで、本実験では、培養時間を 24 時間
から、15 時間、5 時間へと短縮し、その後、
コルセミド処理、さらに FISH による染色
体解析を行った。その結果、培養 15 時間
でも 4 倍体が多いが、5 時間培養では、4
倍体が少なくなった。解析できる細胞数は
少なくなるが、この条件が適当であると考
えた。

図 2．Fe イオン線照射量染色体異常。マウ
ス凍結 ES 細胞に 2Gy の Fe 線を照射後 5 時
間培養の後コルセミド処理で染色体解析
を行った。 （左）正常な染色体 （右）1
番と 2 番染色体の転座が見られる。
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b 放医研人材育成センター

(図１) Fe イオン照射したマウス MEF
(Mouse embryonic fibroblast)細胞を用い
て H2AX フォーカス形成数を調べた。緑色
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重粒子線治療成績向上を目的とした正常組織障害防護薬の研究開発
―炭素イオン線による DNA 損傷に対するメチオニンの防護効果―
Protective effect of methionine on carbon ion radiation-induced DNA damage
(13J272)
村山千恵子 a、余語克紀 b、吉川正信 a、平山亮一 c、鵜澤玲子 c、松本謙一郎 c、古澤佳也 c
C. Murayamaa, K. Yogob, M. Yoshikawaa, R. Hirayamac, A. Uzawac,
K. Matsumoto c, Y. Furusawac
Abstract
We have reported D-methionine can prevent
oral mucositis or salivary hypofunction resulting
from heavy ion irradiation during treatment for head
and neck cancers. The mechanism of methionineinduced radioprotective effect has not been clarified
yet. The aim of this study is to investigate the effect
of methionine on DNA breaks induced by carbon
ion irradiation. The samples of supercoiled pBR322
plasmid DNA were irradiated with carbon ion
beams (290MeV/u) on 6cm-SOBP. The DNA
breaks have been quantified by subsequent
electrophoresis on agarose gels. Both D- and
L-methionine (200mM) exhibited almost the same
amount of protective effects on carbon ion induced
DNA damage as those by DMSO (100mM). These
protective effects were drug-dose dependent,
respectively.
1.

1) 炭素イオン線(6cm-SOBP middle, or entrance)
照射で生じるマウス舌粘膜上皮細胞障害
（低線量での肥厚化、高線量での菲薄化）に
対する D-メチオニンの有効な放射線防護効
果を確認した。
2) 同様に SOBP, entrance 部分での照射で生じる
唾液腺障害に対しても D-メチオニンによる
軽減効果を確認した。
3) D-メチオニンの経口投与における最適投与
タイミングは照射７分前投与であった。
4) 腫瘍に対する D-メチオニンの防護効果は認
められなかった。
5) メチオニンの体内動態は D、L 体で異なり、D
体は投与(iv, po)後早期に唾液腺および舌に
選択的に集積することを PET/CT で確認した。
6) メチオニンのレドックス能（ヒドロキシラジカルの
消 去 能 、 還 元 力 ） を 検 討 し た 結 果 、 in vivo
Redox 状態においてメチオニンの投与による
差は見られなかった。

研究の目的とバックグラウンド

3. 今年度の研究内容

重粒子線治療は優れた腫瘍への線量分布から
正常組織障害は、通常の低 LET 放射線治療と
比べてはるかに少ないがゼロではない。さらに近年、
炭素イオン線治療においても化学放射線療法の
有用性が注目されており、その意味からも防護剤
併用による治療成績の向上が期待される。
D-メチオニンは硫黄を含む求核剤であり、明白
な副作用を伴うことなく、 低 LET 放射線照射また
は白金含有抗癌剤治療を受けている患者に対し
て、抗腫瘍効果を損なわず粘膜炎、聴器毒性、腎
毒性などに対して予防または軽減効果を示すこと
が報告されている。そこで本研究では、D-メチオニ
ンに対して新たに重粒子線治療による口腔内正常
組織障害（粘膜炎・唾液分泌低下など）の予防薬・
軽減薬としての可能性が期待できるか、さらにその
防護効果の作用機序解明を目的とした。
2.

D-メチオニンの放射線防護効果の作用機序に
関してこれまでに、メチオニンのレドックス能につい
て検討してきたが、その防護効果をサポートする
結果は得られておらず、D-メチオニンの放射線防
護効果の作用機序はいぜん不明である。そこで
本年度は、メチオニンの放射線防護効果を、炭素
イオン線による DNA 分子の切断能力の違いとして
定量化し、DMSO と比較することを試みた。DNA
切断は、基質に超らせん状 DNA を用いることで
DNA 電気泳動で高感度に検出可能である。
プ ラ ス ミ ド DNA(supercoiled pBR322 plasmid
DNA)と各種薬剤を混合した Tris バッファー溶液
(10mM Tris, pH7.5, 1mM EDTA: 20l)を 0.5ml
エッペンチューブに封入して炭素イオン線照射を
行った。照射は、マウス実験と同じ条件(HIMAC:
290MeV/u, 6cm-SOBP Middle, LET 50kev/m)
で実施した。
効果判定は、放射線によるプラスミド DNA の
form 変化を DNA 電気泳動により分離し定量化して
行った。DNA２本鎖切断は直線状、1 本鎖切断は
開いた環状、切断なしは超らせん状 DNA のバンド
となるため（図１）、照射前後のそれぞれの割合を
算出した。

昨年度までに得られている結果

マウス舌粘膜上皮細胞障害、唾液腺障害および
生存率を指標として D-メチオニンの炭素イオン線
(HIMAC: 290MeV/u, 6cm-SOBP Middle, LET
50kev/m)に対する防護効果を検討した。
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図 1. DNA 電気泳動法による DNA 損傷の高感度
検出法の概念図(Yogo et al., PLOS ONE 2012 より
改変引用)
4. 今年度の研究成果と解析結果
図 2 に予備試験として実施した X 線(140kV)およ
び炭素イオン線照射後の DNA 損傷に対する D-、
L-メチオニンおよび DMSO の効果を示した。この
結果よりメチオニン(200mM)が、X 線ならびに炭素
イオン線照射に対して DMSO(100mM)と同程度の
放射線防護効果を示すことが示唆された。メチオ
ニンの防護効果は、D、L 体で差がなかった。
また超らせん状プラスミド DNA が 50%に減少する
線量を指標とした炭素イオン線の X 線照射に対す
る RBE は、約 1.7 と算出された。

図 3. 炭素イオン線照射による超らせん状プラスミ
ド DNA の減少に対するメチオニンおよび DMSO の
防護効果
の防護効果には濃度依存性が見られ、100 倍希釈
濃度(2mM)では防護効果は消失した。これは 100
倍希釈濃度の DMSO(1mM)と同様であった。メチオ
ニンの D、L 体では、放射線防護効果に有意な
差が見られなかったことも再現された。
5. まとめ
D-メチオニンが炭素イオン線照射時に腫瘍の
抗癌効果を損なうことなく正常組織に対して選択
的な防護作用（舌粘膜上皮細胞の肥厚・菲薄化、
唾液腺障害の軽減ならびに生存率の改善）を示す
ことを明らかにした。作用機序について予測してい
た抗酸化能（OH ラジカル、過酸化水素の消去）は
確認できなかった。しかし本年度実施した炭素イオ
ン線による DNA 損傷を指標とした検討では、D-、
L- メ チ オ ニ ン に よ る 防 護 効 果 を 確 認 し た 。 こ の
DNA 損傷に対する防護作用とマウスの正常組織
で確認された防護作用がどのように関連するのか
は今後の検討課題である。
in vitro では、D-、L-体で同程度の防護効果を
示すメチオニンが、in vivo では、D 体のみが防護
効果を示す。これは D 体のみが選択的に口腔内
組織に集積することをマウス、サルを用いた
PET/CT 研究で既に確認しているが、最近、経口
投与７分後にはすでに唾液腺において D 体メチオ
ニンのみが選択的に高集積していることをアミノ酸
分析手法を用いた研究から再確認している。
D 体メチオニンは本研究で報告した放射線治療
だけでなく抗癌剤治療において、抗腫瘍効果を損
なわず有効な防護効果を示すことが確認されてお
り臨床応用が待望されている薬物である。その
観点からも今後の作用機序の解明が急がれる。

図 2. X 線または炭素イオン線照射による超らせん
状プラスミド DNA の減少割合（DNA 損傷の増加）

図 3 には、炭素イオン線による DNA 損傷に対す
るメチオニンの防護効果の再現性を確認する目的
でメチオニンおよび DMSO の濃度を振って検討し
た結果を示した。図 2 に示した予備試験結果と同
様に D-、L-メチオニン(200mM)は、DMSO(100mM)
と同程度の放射線防護効果を示した。メチオニン

a. 東海大学医学部
b. 北里大学大学院医療系研究科
c. 放射線医学総合研究所
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重粒子線利用による植物品種識別法の開発
Development of cultivar identification method using heavily ion-beams.
（14J277）
松山知樹 a、古川浩二 b、下川卓志 c
T. Matsuyamaa,

K. Furukawab and T. Shimokawac

Abstract
Mutation induction by ion-beam
irradiation is a general-purpose technique
used for plant breeding because it has a high
LET. On the other hand, some of irradiated
plants are phenotypically indistinguishable but
have the mutations in their genomic DNA.
We will use them and demonstrate the
development of ‘DNA marks’ for cultivar
identification, especially in vegetative crops.
The following steps allow for mutated cultivar
identification and may apply to cultivar
identification of various crops after ion-beam
irradiation: 1) The investigation and selection
of stable morphological characteristics. 2)
Detection of DNA mutations in non-cording
regions; for example, repeated sequences or
retrotransposons. In the present study, we
have applied to rice and citrus for cultivar
identification and irradiation of their seeds
and seedlings.

り、育成および形態・形質の調査を進めて
いる。これらの DNA 多型マーカーは、品種
内識別を実現しており、最初から地域や国
ごとに違う系統を配布することで産地判
別マーカーにもなり得る。この一連の研究
フローを「DNA マーキング」とした。本研
究では、カンキツやイネ類を供試し、DNA
マーキングの植物全般への展開を図る。

１．研究の目的とバックグラウンド
農林水産物の安全・安心に係る信頼確保の
ための品種識別については、環境要因に左
右されない DNA マーカーによる取組が有
効である。しかし、栄養繁殖作物では、枝
変わりのような小さな変異でも品種とな
るため、原品種と区別できる DNA マーカー
作出は非常に難しい。この状況を打開する
ために、イオンビーム照射後、ゲノム DNA
の非遺伝子領域からの変異検出を行って
来た。これまでに、キクでは、我々が報告
した変異検出法により、イオンビーム照射
で育成された品種群の識別を実現した１）。
シンビジウムやサトイモでもイオンビー
ム照射後の系統間で同様の成果を得てお

３．今年度の研究成果と解析結果
これまでにカンキツ類とイネにおいて以
下のサンプルへの照射を行った。
カンキツ類：四季成りのシキキツ（２倍体
と４倍体）とユズへの炭素イオンビーム照
射を行った。照射区は 10、15、20、30、
40、50、60、75、100Gy とし、上述のよう
に、地上部のみへの照射を行った。この時、
シャーレの照射野に向けて芽を伸ばし、コ
リメータによりブロックされた端部の寒
天培地（1.0％）へ根を伸ばす形式を採っ
た。これにより根端の生長点への直接照射
を回避した。照射体は通常の生長を示した
ため、土へ移植し観察を続けた。この結果、
シキキツ（２倍体）における照射後３週間

２．今年度の研究内容
本年度はカンキツ照射条件の検討とイネ
乾燥種子への照射を行った。
カンキツ類では、１つの種子から複数の
実生が生じる多胚性のものがある。これら
は母系のクローンであり、本研究では実生
を供試し、根の損傷による生長不良を回避
するため、コリメータを調整した照射（炭
素イ オンビーム 290Mev/μ , MONOΦ 10,
LET20kev/μm）を行った。
イネ類では、照射後の自殖により M2 が
得られるため、乾燥種子への照射を行った。
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の各照射区の生育状態は以下のように観
察された（図１A）
。
◯30Gy まではコントロール同様にその
まま生育し、50Gy からは芽の生育は
停止した。
◯50Gy では、一度停止した後、新しい芽
の生育が見られた。
◯75Gy〜では、生育は停止したまま。
また、照射後７ヶ月（図１B）では
◯30Gy まではコントロールと同様の生
育を示した。
◯50Gy では軽度の矮小化傾向があるが
多くは通常の生育を示した。
◯75Gy〜では枯死した。
シキキツ（４倍体）・ユズの照射体は育成
中である。
イネ科植物：農研機構・作物研究所が育成
し、今後国内外での栽培・生産拡大が期待
されるイネ品種「あきだわら」の乾燥種子
を供試し、カンキツと同条件の炭素イオン
ビーム照射を行った。照射区は 10、20、
50、100、200Gy とし、M1 植物の育成およ
び M2 種子の採種まで済ませている。

４．今後の展開
今年度の照射により、カンキツでは 50Gy
辺りの照射区の個体について、変異の誘発
が期待できるため、DNA 多型検出を進める。
また、イネでは M1 植物体の穂ごとで、M2
種子からの実生での予備的な DNA 多型検
出実験行い、M2 植物体育成への展開を行
う予定である。

参考文献
１）Shirao T, Ueno K, Abe T and Matsuyama
T: Development of DNA markers for
identifying chrysanthemum cultivars
generated by ion-beam irradiation.
Molecular Breeding31:729-735, 2013

a．理化学研究所基幹研究所
b．株式会社 向山蘭園
c. 放射線医学総合研究所
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重粒子線照射による肺晩発障害機構の解明
Elucidating the Mechanisms Behind Late Lung Injury after Heavy Ion Beam Irradiation
14J278
下川卓志 a、佐藤克俊 a、馬立秋 a、坂本慶充 a,b、松本謙一郎 a、中西郁夫 a、大塚裕美 a、菅
和美 a、森竹浩之 a、今井高志 a
T. Shimokawaa, K. Satoa, L. Maa, Y. Sakamotoa,b, K. Matsumotoa, I. Nakanishia, M. Moritakea, H.
Otsukaa, K. Sugaa, T. Imaia
Abstract

過剰な正常組織へのダメージは早期又は晩期の有

Radiation induced pneumonitis and consequential

害事象を引き起こし、患者のQOLや治療成績の低下

pulmonary fibrosis are well known serious adverse

を引き起こす。肺がん治療での胸部放射線照射後に

reactions of thoracic radiation therapy. Even though

起こる有害事象は，放射線肺炎・肺線維症が特に重

clinical reports have indicated that the risk of

篤な晩発障害として知られている。一般的な放射線

carbon-ion radiotherapy is lower than conventional

治療では、肺がん治療患者の5-15%に照射1-6ヶ月後

radiotherapy, it is still important to understand the

に放射線肺炎が発症している。一方で、炭素イオン

molecular and pathogenic mechanisms behind these

線治療ではグレード３以上の有害事象は定位放射

symptoms for improvement of radiotherapy. We

線治療に比べ少なく、分割回数を減らした治療にお

aim to identify the underlying mechanisms, which

いては認められていない(1)。しかし今後、重粒子線

can become novel targets for prevention or

治療の適応が拡大され、より進行期症例の治療を行

treatment of radiation induced pneumonitis and

う際には、現在よりも広範囲に対し照射するような

pulmonary fibrosis.

治療も必要になると予想される。そのような場合に

We locally irradiated the thorax of C3H/He and

は正常肺組織への照射線量も相対的に増加する事

C57BL/6J mice by carbon-ion beam (290MeV/n,

から、一般的な放射線治療と同様にその長期的影響

mono-energetic beam) at various time points, and

や予防・治療法の検討が必要となる。

subsequently performed histological analyses of the

本研究では、マウス肺晩期障害実験モデルを用い

lung at the different time points after irradiation.

て重粒子線治療後の有害事象発症メカニズムを明

The timing of irradiation during the day

らかにし、その有効な治療・予防法の確立を最終的

influenced leukocyte population and survival rate

な目的とする。

after irradiation in a strain dependent manner. Our

2. 昨年度までに得られている結果

results indicate that optimized irradiation timing for
individuals might have potential to improve clinical

胸部局所照射による放射線肺炎/線維化発症に関

outcomes.

するマウス系統差を利用した実験を行ってきた(2)。
こ れ ま で の 実 験 に よ り 、 1) C3H/He(♀) と

1.

研究目的とバックグランド

C57BL/6J(♂)の交配 F1 マウスが放射線肺炎/線維化

放射線によるがん治療においては、正常組織への

発症の感受性に関して C57BL/6J と同じ表現形を示

ダメージ制御が照射線量を考える上で重要である。

す こ と が 認 め ら れ 、 2) SOBP 中 心 で の 照 射 と
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mono-energetic beam、LET13kev/µm での照射におい

致死的晩発障害発症に対する治療法として、X 線

ての同程度に晩発死が誘導されることを明らかに

などでの障害に効果の報告されている骨髄・脾細胞

した。

移植による効果を両マウス系統によるモデルで検討
を行った。C57BL/6J マウスは報告書提出時ではまだ

3.

今年度の研究内容

発症前のため効果は不明であるが、報告書提出時点

前期 4 回(同日昼夜,1 セット)、後期 4 回の利用時

では C3H/He マウスは照射後 100 日目で実験途中で

間の配分を受けた。C3H/He マウスおよび C57Bl/6J

はあるが、この段階ですでに骨髄移植群において顕

マ ウ ス に 炭 素 イ オ ン 線 (290MeV/n, mono-energetic

著な延命効果が認められた。今後、エンドポイント

beam, LET 13kev/µm)を照射し、経時的に観察を行っ

において病理解析を行う予定である。

た。特に前期は同日内で異なる時刻での照射を行い、
その影響を比較した。

4.

今年度の研究成果と解析結果

A）照射条件による肺線維症発症への影響の検討
再現性が大きな問題となっていたが、昨年までの
実験により、その主な原因が照射時刻であり、有害
事象発症に影響することが強く示唆されていた。そ
こで、今年度は照射時刻による有害事象誘発への影
響を詳細に検討すべく、C3H/He マウスと C57BL/6J
マウスの胸部にそれぞれ 12.5Gy, 10Gy 照射し、一週

図：致死的晩発障害発症に対する照射時刻の影響

間後に脾臓重量測定・血液成分解析を 4 匹づつ行い、

C3H/He マウス胸部に炭素イオン線 12.5Gy 照射後の致死的晩発

さらに生存率を指標に致死的晩発障害発症の違い

障害による生存率の照射時刻による比較 (12 匹/群)

を検討した。C3H/He では照射 10 週後から死亡が確

(1)

認され、17 週目までの生存率において照射時刻によ

Tsujii H et al, Jpn J Clin Oncol,45,
670-685,2012

る顕著な差が認められた（図）。照射一週間後の各

(2)

パラメーターとの相関では、脾臓重量と死亡マウス

Moritake T et al, Int J Radiat Biol Phys, 84,
E95-E102, 2012

の平均生存日数に似た傾向が見られたが、今後詳細
な検討が必要である。一方で C57BL/6J においては、
照射時刻による生存率への影響にこれまでと同様
の傾向が認められた。

a. 放医研・重粒子セ・先端粒子

B) 予防または治療法/薬候補の効果検討

b. 東邦大・理学部

短期での放射線防護剤評価のため、腹部局所照射
による LD50/10 の決定を、数度に渡り線量を上げつ
つ γ 線での LD50/10 線量まで検討したが、炭素イオ
ン照射マウスでは障害が認められなかったため、現
在さらなる条件検討を進めている。

50

重粒子（炭素）線の生物影響に対する抗酸化剤の影響
Effects of Anti-oxidants to the Biological Results of Heavy-Ion (Carbon) Irradiation
(12J281)
松本謙一郎、中西郁夫、上野恵美、中村美月
Ken-ichiro Matsumoto, Ikuo Nakanishi, Megumi Ueno, and Mizuki Nakamura
Abstract
Effects of anti-oxidative compounds, such
as 4-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpiperidineN-oxyl (TEMPOL), ascorbic acid, and
caffeine, against radiation induced shortening
of a mouse leg, which was index of fibrosis of
leg muscle, was tested. Single radiation dose
of 32 Gy carbon-ion beam induced leg
shortening 3-4 weeks after the irradiation.
Administration of 30 mM TEMPOL, 30 mM
ascorbic acid, or X mM caffeince in drinking
water for 1 week, which was started from 1
week before irradiation, could not attenuate
the leg shortening.

い抗酸化剤を投与しておけば、正常組織
を特異的に防護することが可能になるだ
ろうと予想した。
一方、高 LET の炭素線では、非常に密
な•OH 生成の割合が多いことから、•OH
同士が反応することによって酸素消費を
伴うことなく H2O2 が生成すると考えられ
る[Eq. 1]。更に H2O2 と近くの•OH の反応
によって HO2•が生じ [Eq. 2]、その結果、
酸素消費を伴わない O2•- の生成が起こる。
そのため酸素消費よりも、逆に酸素を生
じる可能性が考えられる[Eq. 3]。ここで
生じた酸素は [Eq. 4]の反応で消費される
と考えられるので、更なる HO2•の生成へ
とつながるものと思われる。HO2• と O2•は水中で平衡関係にあり、このような環
境を考えると、炭素線では O2•- / HO2•ある
いは H2O2 の作用が比較的大きくなると考
えられ、その制御も重要になるのではな
いかという予想が成り立つ。
•OH + •OH → H2O2
[1]
•
•OH + H2O2 → H2O + HO2
[2]
•
•
HO2 + HO2 → H2O2 + O2
[3]
•
[4]
•H + O2 → HO2
マウスの後肢大腿部に放射線を照射す
ると筋組織の線維化に伴う足の短縮が生
じる。そこでその足の長さを測ることに
より、つまり物理的計測により、放射線
の生体影響を客観的に数値化できる 2)。
そこで本計測モデルを用いて、炭素線に
対する抗酸化薬剤の影響を評価しようと
考えた。

1. 研究の目的とバックグラウンド
電子常磁性共鳴（EPR）スピントラッ
ピング法を応用して、X 線および炭素線
を照射した水溶液中に生じるヒドロキシ
ルラジカル（•OH）の生成密度を解析し
た。•OH 生成は局在しており、2 つの異
なる•OH 生成密度の存在、すなわち比較
的低密度（mM レベル）の•OH 生成と極
めて高密度（M レベル）の•OH 生成があ
ることが示唆された。炭素線では LET が
高くなるほど低密度•OH 生成が減り、高
密度•OH 生成の割合が増えた 1)。
•OH は水の電離・励起によって非常に
早い段階で生じる他、過酸化水素
（ H2O2 ） と 遷 移 金 属 イ オ ン （ Fe++ や
Cu+）との反応、あるいは H2O2 とスーパ
ーオキサイド（O2•-）の反応によっても生
じる。また•OH は反応性が極めて高いた
め放射線生物影響の実行役と言われてい
る。そのため•OH をある程度は制御する
ことが必要と言える。この時、低密度
•OH 生成であれば生体に投与可能な濃度
の抗酸化薬剤等でその一部を制御できる
と考えられるが、高密度•OH の制御は不
可能である。炭素線の低 LET 側（正常組
織）では制御可能な低密度•OH が多いと
考えられるため、予め•OH 消去作用の高

2. 昨年度までに得られている結果
30 mM TEMPOL 水溶液を飲料水として
照射の 1 週間前から与え、照射後も 30
mM TEMPOL 水溶液を観察終了まで与え
た時、炭素線による足の長さの短縮が抑
制された。しかしながら X 線による足の
長さの短縮は抑制されなかった。300 mM
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の TEMPOL 溶液を炭素照射 5 分前に照射
肢の大腿部に筋肉内投与した場合、およ
び TEMPOL を尾静脈投与した場合にも肢
短縮の抑制が観察された。TEMPOL は O2
•消去作用が比較的高く、また両親媒性の
物質であり細胞膜にも細胞質にも分布し
易いことから、炭素線の生体影響が細胞
内で生じる O2•- / HO2•を介する反応に主に
起因する可能性が得られた。

ように設置した。炭素線は 290 MeV/n で
SOBP 6 cm の条件で、BF 50 mm（SOBP
手前）あるいは 117 mm（SOBP 中央付
近）で 32Gy 照射した。

マウス後肢の長さの測定
マウス後肢の長さは、照射直後とその
後は 1 週間毎に測定した。測定時はマウ
スをイソフルランで麻酔して専用の固定
板に固定した。両肢の長さをデジタルノ
ギスで測定し記録した。照射していない
肢の長さをコントロールとした。

3. 今年度の研究内容
•OH の制御が炭素線の生物影響に対し
て有効に作用するか否かを調べるため、
TEMPOL、アスコルビン酸（AsA）、お
よびカフェイン（Caff）について実験を
行った。

4. 今年度の結果と解析結果
30 mM の TEMPOL を含む飲料水を 1
週間摂取させたマウスの尾の先端を Xband EPR で測定したところ、TEMPOL の
3 本線の EPR 信号が確認できた。このこ
とから TEMPOL ラジカル体の血中濃度が
μM～mM レベルで維持されていることが
予想できた。しかしながら TEMPOL の照
射前飲料水中投与では、炭素線によるマ
ウス後肢短縮に対する影響は見られなか
った。
AsA は比較的強い還元性の物質である
ので•OH を還元し、逆に•OH は AsA を酸
化し易いと言える。しかし活性酸素種の
中でも O2•- はむしろ還元性が強いので、
AsA による消去の対照にはなりにくい。
しかし O2•-と水中で平衡関係にある HO2•
を AsA が消去するので、結果として O2•も消去している事になる。しかし AsA の
照射前投与の影響は見られなかった。
カフェインは非常に高い•OH 消去能を
持つことが既にわかっている 3)。しかし
ながら本実験ではカフェインの影響は見
られなかった。
それぞれの実験は、現時点ではまだ観
察の途中であるので、充分な期間の観察
を終えた後に結論を述べたい。

動物
7 週 齡 の 雌 の C3H マ ウ ス を 購 入 し
（Japan SLC, Inc., Hamamatsu, Japan）、1
週間馴化した後に実験に使用した。

抗酸化剤の投与
TEMPOL は O2•-消去作用が高いと言わ
れているが、•OH とも同様に反応する。
•OH は主に照射中に生成すると考えられ
るので、照射前のみ飲料水中に投与して
比較的低い TEMPOL の血中濃度を維持す
ることを試みた。30 mM の TEMPOL 水溶
液を照射の 1 週間前から飲料水として与
え、照射後は TEMPOL の投与を止め、通
常の飲料水で飼育を続けた。
AsA についても同様に、30 mM の AsA
水溶液を照射の 1 週間前から飲料水とし
て与え、照射後は AsA の投与を止め、通
常の飲料水で飼育を続けた。
Caff の場合は薬理作用が強いため、ま
た Caff 中毒を防ぐ目的から 0.25 mM の水
溶液を照射 1 週間前から与えた。照射後
の投与を止めた群と、照射後も観察終了
まで投与を続けた群を用意した。
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マウスはペントバルビタール麻酔下で、
照射用アクリル板にテープで張り付けて
位置を固定した。コリメーターサイズを
2.8 cm 幅にし、大腿部のみが照射される
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重粒子線に脆弱性を示す脳部位の障害機序の解明
Effects on the microvessel density and astrocytic activation after local brain
irradiation with carbon ions.
(13J285)
高井伸彦 a，鵜沢玲子 b，近藤夏子 c，櫻井良憲 c，古澤佳也 b，
松本孔貴 b，平山亮一 b，中村沙織 a，大庭義史 a
N.Takai a, A. Uzawa b, N. Kondo c, Y. Sakurai c, Y.Furusawa b,
K.Matsumoto b, R.Hirayama b，S.Nakamura a, Y.Ohba a
学的な変化を指標にしたこれまでの報告は、判定
を行なうまでに数ヶ月から数年を要する必要があ
り、定量評価は非常に困難である。これまで我々
は、動物モデル脳に炭素線および陽子線を 10-30Gy
単回照射した場合、病理組織学的変化に先立ち、
認知機能の低下が生じることを明らかにしてきた。
また脳の毛細血管密度を指標にした場合、比較的
早期から減少が生じることを基礎検討の中で見い
だしており、この新しい評価法を確立し、認知機
能と脳内毛細血管密度変化との関連性、線量およ
び時間依存性を検証することを目的とする。
(b) 初年度（平成 25 年度）第二期より採択され、
１回のマシンタイムで照射したサンプルは、輸送
の失敗によりデータは得られなかった。本実験は
平成 26 年度から実験が開始された。

Abstract
This study investigated effects on the microvessel
density (MVD) and astrocytic activation after local
brain irradiation with carbon ions using mice.
Irradiation was carried out a 290 MeV/u 5 mm-SOBP
carbon beam produced by the Heavy Ions Medical
Accelerator in Chiba, Japan. The whole of brain was
irradiated, excluding eyes and brain stem. The mice
irradiated with single dose of 10-30 Gy showed deficit
in short-term working memory assessed at 36 hr after
irradiation, whereas mice receiving carbon irradiation
showed no deficit in long-term memory.
Histopathological observation revealed no abnormal
finding in the irradiated brain at 1 week after
irradiation, although irradiated mice showed marked
neuronal degeneration at the hippocampus within CA1
to CA3 layers at 16 weeks after irradiation. In the
irradiated group, neuronal cells in the hippocampal
CA1-3 areas were reduced by 30-49%. However, MVD
of the hippocampus and cerebral cortex decreased
rapidly from 1 week after irradiation. The cerebral
MVD also declined from 1 to 12 weeks and radiation
vasculopathy generally was dose and time dependent.
It is possibility that radiation-induced degeneration of
neuronal cells caused by same mechanism as the
ischemia follow vasculature breakdown.

２．昨年度までに得られた研究成果
脳局所照射領域の毛細血管密度の変化を計測す
るため、認知機能の低下を生じさせる線量(30Gy)
を半脳に照射し、新たな測定法の定性および定量
評価能力の検討を実施した。
これまで炭素線 10-30Gy 照射により、照射１週
間後から注意力の低下が生じることを明らかにし
てきたが、脳内毛細血管密度への影響を解析した
ところ、照射 1 週間後には記憶に重要な海馬領域
（Hippocampas）および大脳皮質(Cortex)の毛細
血管密度が低下し始めることを光学的に確認した
（図１）。また照射 12 週間後では、非照射側の海
馬領域の毛細血管密度の低下が生じており、照射
の影響が脳全域に広がることが示唆された。
照射 1 週間後において定量が可能ということが
判明したことから、この評価法によって線量依存
性を示すことができるかについて検討するため，
10 −60 Gy 照射を行なった。
その結果、照射 1 週間後において、10-30Gy では
線量依存性が認められるものの、60Gy 照射では血
液脳関門の破綻および血管透過性亢進によるもの
と考えられる要因によって、バックグラウンドの
増加が生じ、定量性が確保できないことが判った。

１．研究の目的とバックグランド
(a)悪性脳腫瘍や小児性脳腫瘍に対する放射線治
療は、照射範囲を全脳まで拡大して予防照射を行
い、その 5 年生存率は改善されつつある。しかし
ながら治療後の晩発性知能・認知機能障害などの
副 作 用 の 併 発 が 報 告 さ れ て お り (Schmidinger,
M.2003)、その障害をいかにして低く抑えるかが課
題とされている。国外においては、化学療法や放
射線療法による認知機能の低下は、治療中および
治療後に生じる重要な問題と認識されており、治
療後の Quality of Life(QOL)を向上させるための
様々の試みが実施されているが、国内国外を問わ
ず依然として認知機能の障害に結びつく科学的根
拠は極めて少ない。また中枢神経の生物学的効果
比（RBE）の科学的根拠が極めて少なく、病理組織
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となる GFAP を免疫染色したところ、3Gy 照射群で
は海馬神経細胞層の外側において、GFAP 陽性のア
ストロサイトの出現が認められた（図２A）。また
線量が 10-30Gy と増加するに従い、GFAP 陽性のア
ストロサイトが海馬神経細胞層においても認めら
れた（図２C）
。

また脳内毛細血管密度を指標に検討したことによ
り，炭素線により脆弱性を示す脳内部位があるこ
とが判明した。

図３

図１

炭素線 30Gy 照射後の脳内毛細血管密度の変化

図２

炭素線 3-30Gy 照射後の GFAP 陽性アストロサイト

陽子線および炭素線照射後の MRI(T2 強調)画像

さらに MRI（T２強調画像）により照射領域の病
理変化を経日的に計測したところ、陽子線 80Gy 照
射後（16 週間後）において、浮腫および炎症と推
定される病変が大脳皮質において認められ、海馬
においては necrosis などによる組織の脱落が観察
された。一方、炭素線 30Gy 照射（34 週間後）では、
毛細血管密度の低下および活性化アストロサイト
の増加が認められる海馬内の脆弱部位において、
軽度な信号の増加が観察されたが（図３B）、これ
は陽子線 80Gy 照射群に観察された病変の前段階で
あることが推察された。
今後、炭素線に脆弱性を示した海馬 CA2-3 領域に
おける活性化アストロサイトの増加について、線
量依存性を定量評価するとともに、脳内毛細血管
密度および認知機能との関係性を詳細に検討して
いく予定である（図４）。

３．今年度の研究内容
照射対象物：マウス C57Blc 雄性（8 週令）
照射ビーム：7.6cm−5mmSOBP
マシンタイム：5 回
照射動物モデルの病理組織学的検討を実施し、
脳内毛細血管密度の観点から炭素線に脆弱性を示
す脳部位の病理組織学的解析を行なった。また実
験計画が予定通り進捗したことから、一部の照射
動物を用いて、MRI（T２強調画像）により照射領
域の病理変化（炎症・浮腫）を経日的に計測した。
図４ 炭素線照射後の認知機能障害のまとめ

４．今年度の研究成果と解析結果
記憶に重要な役割を担う海馬 CA2-3 領域が、炭
素線に脆弱性を示す脳内部位であることが、脳内
毛細血管密度に解析によって判明したことから、
脆弱性を示す脳部位における種々のタンパク発現
を、免疫病理組織学的手法を用いて検討をおこな
った。
脳内毛細血管密度が有意な低下を示した炭素線
照射１週間後において、外傷性脳損傷のマーカー
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成体マウスにおいて重粒子線によ っ て誘導さ れた適応応答の機構研究
Mechanism Study on Heavy-ion-irradiation-induced Adaptive Response in Mice
（14J286）
田中薫、王冰、二宮康晴、丸山耕一、劉強 a、藤田和子 b、笠井清美、根井充
Kaoru Tanaka, Bing Wang, Yasuharu Ninomiya, Kouichi Maruyama,Qiang Liua, Kazuko
Fujitab, Kiyomi Eguchi-Kasai and Mitsuru Nenoi
果が、 前照射する こ と によ り 有意に低減さ れる と い
う 現象で、 も と も と 前照射と 本照射の両方に低 LET
放射線で ある X 線が用いら れていた。 高 LET 放射線
を 使っ た仕事は、i n vi t r o では、培養細胞を 使っ て、
高 LET 放射線照射によ る 適応応答の誘導を 示し た仕
事がわずかにあ る が( Wol f f et al . 1991; Mar pl es
and Skov 1996; Var es et al . 2011a & 2011b) 、 i n vi vo
に関し ては、 重粒子線の照射で、 特定の器官に適応
応答が誘導さ れたと いう 報告がほんの少し ある だけ
で ( Zhang et al . 1998, 2000, 2006) 個体レ ベルで
重粒子線の照射によ っ て 適応応答が誘導さ れたこ と
を 示す仕事は、 我々が以前に示し た も の ( 10J258)
以外にはない。そし てその時の結果から 、「 粒子線に
よ る 、 ま たは粒子線に対する 適応応答の誘導は、 放
射線の線質、 即ち 、 LET も し く は粒子線の種類のど
ち ら か一方ある いはその両方に依存し ている 」 と い
う 結論を 得ている ( Wang et al . 2010; 2012; 2013) 。
目的: 今回我々は、 成体マ ウスの系を 用い、 重粒子
線の照射によ っ て誘導さ れた適応応答のメ カ ニ ズム
の解明に取り 組みたいと 考えている 。 前照射と 本
照射を X 線で行なっ た場合に誘導さ れる 適応応答の
メ カ ニズムは、「 米澤効果」 において は、 低線量前照
射 に よ る 造 血 系 の抵 抗 性 の 増加 が 知 ら れ て い る
( Yonezawa et al . 2002; 2004) 。 我々が以前に示し
た結果( その生存曲線) ( Wang et al . 2010; 2013) か
ら 判断する と 、骨髄死の抑制が考え ら れた。し かし 、
重粒子線が関わっ た場合には同じ 機構が働いて いる
のか、 その分子機構は未だ不明な ま ま である 。 そこ
で、 手はじ めに今年度は、 X 線のみを 照射に用いた
場合には既に違いが見ら れる こ と が示さ れている 、
内因性脾コ ロ ニ ー ( 造血幹細胞と 呼ばれる 血液を 造
る 元にな る 細胞の、数の指標の一つである ) の数につ
いて( Yonezawa et al . 2004) 、 重粒子線によ っ て 適
応応答が誘導さ れた群と 、 そう で ない群について比
較し 、 違いが見ら れる のかど う か検討し た。 それに
続いて 、 マ ウス の脾臓ま たは骨髄細胞を 用い、 ま ず
DNA 修復能及び抗酸化能の変化について研究を 進め
詳細な分子機構を 解明し て いく 予定である 。

Abstract

Radiation-induced adaptive response (AR) is a
phenomenon that a priming low dose induces
radioresistance against the subsequent challenge
radiation at higher doses. In a series of investigation,
successful induction of AR by certain combinations of
X-rays and heavy ions was demonstrated in mice using
suppression of bone marrow death in thirty-day survival
test
as
the
criterion.
As increased
number
of endogenous spleen colonies (CFU-S, a measure of
viable pluripotent hematopoietic stem cells) was closely
related to the suppression of challenge radiation-induced
lethality when X-rays were used as both the priming and
challenge doses, in this work, as the first approach to
exploration of the AR mechanisms with high LET
heavy-ion irradiations (HIR) involved, the number of
endogenous CFU-S was examined. In addition
to X-rays, accelerated HIR of carbon (15keV/μm) and
iron (200KeV/μm) particles were used. Female mice of
C57BL/6J strain were irradiated with the priming and
challenge doses at postnatal ages of 6 and 8 weeks,
respectively. Results showed that under AR-inducible
conditions,
i.e.,
X-rays+carbon,
carbon+X-rays,
carbon+carbon, significantly increased number of
endogenous CFU-S was observed, while under
AR-uninducible condition, i.e., X-rays+iron, no increase
was detectable. These findings indicate that under
AR-inducible conditions with high LET HIR
involved, the increased number of endogenous CFU-S
was also closely related to the suppression of challenge
radiation-induced lethality. These findings would
provide a new insight into further mechanistic study on
high LET radiation-induced AR.

1． 研究の目的とバックグラウンド
背景: 放射線誘発適応応答と は、 あら かじ め低
線量放射線を 照射( 前照射) する こ と によ り 、 その後
の高線量放射線( 本照射) に対する 抵抗性が誘導さ れ
る 現象を さ す。 放射線誘発適応応答の研究は、 低線
量放射線のリ ス ク 評価と 放射線防護に対し て重要な
科学的基礎を 提供する こ と が期待さ れており 、 公衆
衛生と 基礎科学研究の両面において大き な 意義を 持
っ ている 。 こ の適応応答の研究は、 現象が発見さ れ
て以来 30 年あま り の歴史が有り 、細胞レ ベルだけで
なく 個体レ ベルも 含め、 様々な実験系で確認さ れ、
研究がなさ れて き た。 個体レ ベルの実験系で確認さ
れた放射線誘発適応応答の中で、「 米澤効果」と 呼ば
れる マウスモ デルは、本照射後 30 日目ま での致死効

2． 今年度の研究内容
動物： C57BL/6JJms、 SPF、 6 週齢、 雌マ ウス ( 日本
SLCよ り ) を 使用。 マウスは研究環境に慣ら すために
実験を 始める 1 週間前に購入。
照射： 炭素イ オン 線( 290MeV/u , mono-beam , LET
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約 15KeV/μm)、鉄イオン線(500MeV/u , mono- beam,
LET 約 200 KeV/μm)を使用。適応応答誘導のポジテ
ィブコントロール(図 A)と、重粒子線との組み合わ
せとして X 線 (200 kVp 0.5mm Cu + 0.5mm Al フィ
ルター)も使用した。
方法論：エンドポイントとして、内因性脾コロニ
ーの数を用いた。成体マウスに本照射を行なった後、
11 日、12 日、13 日目に脾臓を採取し、ブアン固定
を行ない、脾臓表面にできたコロニーを数え、適応
応答が誘導されている群と、誘導されていない群で
コロニー数の比較を行なった。
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合わせで検証を行なった。適応応答条件下における
内因性脾コロニー数の変化について検討したところ、
現在までに得られている結果では、本照射に対する
抵抗性が誘導される条件である前照射 X 線+本照射
炭素イオン線(図 B)、前照射炭素イオン線＋本照射 X
線、前照射炭素イオン線＋本照射炭素イオン線の組
み合わせで、コロニー数の有意な増加が見られた。
また、適応応答が見られなかった条件である前照射
X 線＋本照射鉄イオン線(図 C)で行なった場合には、
コロニー数の増加は見られなかった。これらの結果
は、生存率で見た場合の救命効果の効率と、関連し
ているように思われた。
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「重粒子線を用いた根治的不整脈治療の開発」
―重粒子線が交感神経過増生と不整脈発生に及ぼす影響の検討―

Investigation about the effect of targeted heavy ion irradiation
for the nerve sprouting and arrhythmogenesis (14J287)
網野真理１、吉岡公一郎１、田中幸恵 2、河邉昇 2、伊苅裕二１、
田邉晃久 3、平山亮一 4、古澤佳也 4
M. Amino１, K. Yoshioka１, S. Tanaka2, N. Kawabe2, Y. Ikari１,
T. Tanabe3, R. Hirayama4, Y. Furusawa4
with THIR and HC without THIR models. HL
with THIR model shows ventricular arrhythmia.
However HL without THIR model provided
non-sustained VT or VF in 3/4 rabbits (75%).
To investigate the mechanism about this
anti-arrhythmic effect, pathological
investigations for sympathetic nerves will be
planned next year to identify the
growth-associated protein-43 (GAP43) and
tyrosine hydroxylase (TH) by immunostaining.

Background: Cardiac neural and
electrophysiological remodeling occurs with
hypercholesterolemia (HC). It was reported that
HC resulted in nerve sprouting, and sympathetic
hyperinnervation. HC induced prolonged action
potential duration and longer QTc intervals, and
resulted the increased repolarization dispersion
and highly vulnerability to ventricular
fibrillation (VF).
Objective: The purpose of this study was to
investigate the effect of targeted heavy ion
irradiation for the nerve sprouting and
arrhythmogenesis.

Conclusion: THIR significantly reduced
vulnerability to ventricular fibrillation.

Methods: New Zealand white rabbits weighted 1. 研究の目的とバックグラウンド
2.5-3.0kg (N = 16 until the end of 2016) were
心筋梗塞、心不全などの病態心では、心室
fed HC chow (HC) for 10 weeks. Single THIR
頻拍・心室細動（VT/VF）などの致命的な不
(15 Gy) was applied for 8 HC rabbits (HIMAC,
整脈が高率に発生する。これらの不整脈発生
Chiba, Japan). The other 8 HC rabbits without
には、心筋リモデリング（心筋の形態学的・
THIR were used as controls.
機能的な変化）に起因する興奮伝導異常が重
要な役割を果たすことが知られており、心筋
Results: VF vulnerability was tested during NE
infusion (0.1μg/kg/min) by programmed
リモデリング機構を防ぐことが突然死予防
electrical stimulation (PS). A pair of bipolar
および治療戦略として重視されてきた。最近
electrodes was placed on the epicardium surface.
では心筋のみならず交感神経にも形態的・機
Triple extrastimuli (S2-4) of double threshold
能的リモデリングが発生することが知られ、
was applied following 5 basic stimuli (S1) at a
交感神経リモデリングは心筋電気特性に直
pacing cycle length (PCL) of 200ms. Premature
接大きな影響を及ぼすだけでなく、心筋リモ
coupling intervals were progressively paced by
デリングの進展を修飾する可能性が強いと
10ms down, and then shortened successively
考えられている。
until the effective refractory period was reached
Nori らは、心筋梗塞による壊死心筋では交
or VF was induced in each 4 rabbits from HC
感神経線維は消失するが、その周辺部分の残
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② 心臓超音波検査 (12週間後)
LVDD, EF, FS, E/A, DT
③ 生体実験 (12週間後)
 12誘導心電図: QT interval 計測
 加算平均心電図:心室遅延電位 (LP)
 電気生理学実験: VT/VF誘発試験
④ 冠動脈硬化についての病理学的検討
(12週間後)
 Hematoxylin and Eosin (HE) 染色
 Azan 染色
⑤ 交感神経マーカー免疫染色 (12 週間後)
 神経増生マーカー: anti-growth associated
phosphoprotein43Ab (GAP43, Chemicom
1:1000)
 交感神経の局在マーカー: anti-tyrosine
hydroxylase 抗体 (TH, Chemicon 1:1000)
【統計学的解析】
解析で得られた結果は、平均±標準誤差で
表示した。体重と血漿コレステロール値は、
高脂質食投与前と投与後で上昇率を算出し
た。照射を行った高脂血症モデルと照射を行
わない高脂血症モデルの 2 群間比較におい
て、χ二乗検定を行い p<0.05 を有意差あり
とした。

存心筋では治癒期に交感神経が増生するこ
と を 病 理 学 的 に 証 明 し た （ Cell Mol Biol
1995）。Yen らは、3 カ月にわたる脂質食をウ
サギに与え、血漿コレステロール濃度が通常
の 60 倍に及ぶ高脂血症 (HC) モデルを作成
した。HC モデルでは交感神経過増生と再分
極の不安定性が認められ、VF 誘発率が高ま
った事実から、高脂血症が神経リモデリング
と電気的リモデリングを引き起こすことを
明らかにした(Circ Res. 2003)。
以前我々はウサギ心筋梗塞モデルを用い
て重粒子線照射による VF 抑制作用を明らか
にした。今回は重粒子線が交感神経過増生を
抑制するとの仮説をたて、高脂血症モデルに
おける神経リモデリングへの影響を評価す
る。
2. 昨年度までに得られている結果
新規研究のため、該当なし
3. 今年度の研究内容
体重 2.5-3.0kg の NZW ウサギを用いて、
高脂質食(Purina 5321, 0.5% cholesterol, Wako
Co, 10% coconut oil, Yeali Co) を 12 週間継続
投与する。1 週間ごとに耳介静脈より採血を
施行し、最終的に血清コレステロール値が
50 倍以上に達した高脂血症モデル (HL) を
用いる(最終目標 n=16)。
2014 年度は合計 8 例の HC モデルを用い
た。4 例に標的重粒子線照射 (THIR: targeted
heavy ion irradiation) を行い、残りの 4 例は
非照射群とした (マシンタイムは合計 2 回)。
THIR は放射線医学研究所の医療用重粒子が
ん治療装置を用いた。ウサギを静脈麻酔下で
仰臥位にて固定板に設置し、心臓超音波診断
装置で左室前側壁を体表マーキングした。対
象深度 3cm, 照射野 2x2cm, ブラッグピー
ク 5mm のリッジフィルターを用いて照準
を 合 わ せ 、 照 射 線 量 は 炭 素 線 を 15Gy
(290MeV/u) で、単回照射とした。
【解析項目】
① 体重、血清コレステロール値計測（脂質
食投与前、2週間後、4週間後、6週間後、8
週間後、10週間後、12週間後）

4. 今年度の研究結果
HC モデル 4 例に対して THIR を行った。
対照として THIR 照射を行わない高脂血症
モデルを 4 例作成した。照射後 2 週間経過し
た時点で、生体位心で電気生理学実験による
VT/VF 誘発試験を施行した。心外膜表面に一
対の双極電極を装着し、ノルエピネフリン注入
下でプログラム刺激を試みた。Cycle length
200ms で基本刺激（S1）を 5 発挿入後、二倍の
閾値で 3 連刺激（S2–S4）を施行した。S1-2 間
隔, S2-3 間隔, S3-S4 間隔は 10msec ごとに短縮
し、心室応答が消失するかあるいは VF が誘発
されるまで繰り返し施行した。誘発された
SVT/VF の停止には、心表面から 5-20J の直流
通電を施行した。その結果、sustained VT/VF
発生頻度は重粒子照射モデルで 0% (0/4) , 非
照射モデルで 75% (3/4)であった。
免疫染色では厚さ 10μm の凍結切片を用いて
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2 種の交感神経線維の標識を行った。神経増生
マ ー カ ー と し て anti-growth associated
phosphoprotein 43 抗 体 (GAP43, Chemicom
1:1000) , 交 感 神 経 の 局 在 マ ー カ ー と し て
anti-tyrosine hydroxylase 抗 体 (TH, Chemicon
1:1000) を使用した。またギャップ結合のマー
カーとして anti-connexin 43 抗体 (Cx43) を用
いた。今回免疫染色では、GAP43 切片に十分
な染色強度が得られず、評価困難であった。こ
れは電気生理学実験による心筋ダメージによ
り、十分な染色が出来なかったことが原因と類
推する。よって次年度は、照射後の電気生理学
実験は行わず、照射後 2 週間の時点でサクリフ
ァイスを行い免疫染色を施行することとする。
5. 結語
ウサギ HC モデルに対する THIR は、VF の
易誘発性を有意に減弱させた。そのメカニズム
の解明のため、次年度は HC により形成された
神経リモデリングと電気的リモデリングに対
する組織学的検討を行う。
6. Limitation
平成 27 年度のマシンタイムでは組織染色用
に、高脂血症モデルに対する重粒子線照射モデ
ルを 4 例施行予定である。

東海大学循環器内科１、生命科学統合支援セン
ター２、海老名総合病院循環器内科３、放射線
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重粒子（炭素）線で誘発される組織のレドックス状態変化の画像解析
Analysis of Radiation Induced Alteration of Tissue Redox Status Using MR Redox Imaging
(14J288)
中村美月、上野恵美、松本謙一郎、青木伊知男
M. Nakamura, M. Ueno, K. Matsumoto, and Ichio Aoki
Abstract
Time course of brain tissue redox status of
normal healthy mouse after X-ray or carbonion beam irradiation was investigated.
Heads of mice were irradiated by X-ray or
carbon-ion beam. The mice were conducted to
take redox imaging 1, 2, 4, 8 days after
irradiation at 7 T MRI using T1 weighted
gradient echo. 3-Methoxycarbonyl-2,2,5,5tetramethylpyrrolidine-N-oxyl
(MCPROXYL) was used as a redox sensitive MR
contrast agent. The decay rate of MCPROXYL induced T1-signal was analyzed.
MC-PROXYL
was
immediately
distributed in entire brain and T1-weighted
signal in the brain was enhanced after i.v.
injection. The enhanced signal was decayed
gradually showing 2-phase decay profile, i.e.
initial fast phase and later slow phase. Decay
rate of the fast phase (k1) became slower at
day-1 in 8 Gy X- and 16 Gy carbon-irradiated
groups, and then gradually recovered to
normal level. No clear change was observed
in k1 of 8 Gy carbon-irradiated group. Decay
rate k2, decay rate of later phase, became
faster at day-1 in 8 Gy X- and 8 Gy carbonirradiated groups, then gradually reduced to
normal level. However, 16 Gy carbonirradiated group showed slower k2 at day-1,
then the k2 was gradually recovered.

ドックス状態を評価するための方法をレ
ドックスイメージングと呼んでおり、ニ
トロキシルラジカルをレドックス感受性
造影剤として用いて、ニトロキシルラジ
カルに由来する画像信号が減衰する様子
から組織のレドックス状態を評価する 2)。
もう少し正確に言えば、正常な組織の状
態と比較した時に、それよりも酸化反応
が進み易い状態にあるのかあるいは還元
反応が進みやすい状態なのかを評価する。
頭部は固定しやすく、照射あるいは撮
影時に位置の再現が容易なため、最初の
モデルとしてマウス脳について検討を行
った。脳の領域ごとに ROI を設定し、ニ
トロキシルラジカル由来の T1 強調信号の
減衰速度に変化が生じるか観察した。
2. 今年度の研究内容

動物
7 週齢のメスの C3H/He マウス（体重約
20 g）を日本 SLC 社から購入した。マウ
スを 3～4 匹ずつケージで飼い、概日周期
に調整された飼育室内で飼料と水は自由
に摂取できる状態で飼育した。

試薬
血液-脳関門透過性のレドックス感受性
造 影 剤 で あ る 3-methoxycarbonyl-2,2,5,5tetramethylpyrrolidine-N-oxyl
(MCPROXYL)をレドックスイメージング撮像
に用いた。MC-PROXYL は佐野らの報告
3)
に基づいて合成した。Milli-Q 水で 150
mM に調製した物を動物に投与した。

1. 研究の目的とバックグラウンド
効率よく安全な放射線治療をおこなう
ためには、腫瘍内の低酸素部位など、放
射線の生物作用に影響を及ぼす因子を排
除することや、あるいは逆に利用して治
療効果を高めるなど、何らかの対処を行
うことが必要になる。それを行うには非
侵襲的なイメージング法が必要不可欠で
あり、磁気共鳴学的な手法を用いて、
様々な酸素濃度のイメージング法や組織
のレドックス状態のイメージング法が開
発されてきた 1)。画像によって組織のレ

X 線照射
マウスはペントバルビタール麻酔下で、
照射用アクリル板にテープで張り付けて
位置を固定した。マウス頭部のみが照射
出来るように穴を開けて加工した鉛板を
マウス上部に設置して、頭部以外の部位
を遮蔽した。X 線発生装置は PANTAC
60

る部位にそれぞれ ROI を設定した。各
ROI 毎に、MC-PROXYL による T1 信号の
増幅分の対数を時間に対してプロットし、
得られた 2 相性の減衰曲線の 1 相目の減
衰速度 k1 と 2 相目の減衰速度 k2 を求めた。

HF-320 （島津製）を用い、最大管電圧
200 kVp、管電流 20 mA の条件にて照射
した。低エネルギー成分は負荷フィルタ
ーの 0.5 mm Al + 0.5 mm Cu を用い遮蔽し
た。線量計は C-110 型電離箱線量計を用
い 、 マ ウ ス 頭 部 に X 線 8 Gy 、 FSD
（Focus Sample Distance）550 mm、線量
率は約 0.84 Gy/min で照射を行った。一回
の実験で 12 匹の照射を行った。

3. 今年度の研究成果と解析結果
放射線非照射群を 0 日として照射の 1、
2、4、8 日後のレドックス状態変化の観
察を試みた。すべての放射線照射群を通
して全体的に、脳室部の初期減衰速度 k1
は髄質や皮質に比べて遅い傾向があった。
炭素線 16 Gy 照射群と X 線 8 Gy 照射群は、
放射線照射 1 日後、非照射群に比べて k1
が遅くなるが、徐々に回復し、8 日後に
は非照射群とほぼ変わらない値に回復し
た。しかしながら炭素線 8 Gy 照射群は k1
の変動が少なく、傾向を読み取ることが
できなかった。
二相目の減衰速度 k2 は、炭素線 16 Gy
照射群において照射 1 日後に遅くなり、
その後日数が経つとともに速くなってい
ることがわかった。しかし炭素線 8 Gy 照
射群は照射 1 日後に k2 が速くなり、その
後非照射群と同じくらいの速度に戻るこ
とがわかった。X 線 8 Gy 照射群において
も照射 1 日後の k2 が速くなるが、炭素線
8 Gy 照射群では徐々に回復するのに対し
て、X 線 8 Gy 照射群では 4 日後の k2 が炭
素線 8 Gy 照射群よりも遅く、若干異なる
傾向が観察された。

炭素線照射
マウスはペントバルビタール麻酔下で、
照射用アクリル板にテープで張り付けて
位置を固定した。コリメーターサイズを
2 cm 幅にし、目から耳の間の領域が照射
されるように設置した。炭素線はエネル
ギー290 MeV/u の mono ビームで、マウス
の頭部表面にて LET 60 keV/µm に設定し、
ブラッグピークが皮質部に当たるように
想定し 8 Gy または 16 Gy 照射した。一回
のマシンタイムで 12 匹の照射を行った。
MR 撮像
照射の 1、2、4、8 日後にそれぞれ 3
匹ずつ MR 撮像を行った。各マウスは撮
像後安楽殺した。撮像には 7 T 水平型
MRI 装置を用いた。マウスは酸素と空気
が 1 : 10 の 混合ガス（300 ml/min）中
2.0 %イソフルランで麻酔して専用のマウ
スホルダーに紙製粘着テープで固定した。
直腸温をモニターして、温風および循環
温水を用いて体温を 36 ± 1°C に保ち撮
像を行った。撮像中はセンサーで呼吸数
を監視した。臭球の 1 mm 後方から 0.75
mm 間隔に 0.75 mm 厚のスライスを 5 ス
ライス設定し、FLASH シークエンス（T1
強調 Gradient Echo、撮影条件は TR = 75
ms、TE = 5.1 ms、FA = 45°、NEX = 2、分
解能は 128 × 128）で約 20 秒毎に 70 回
繰り返し撮像した。撮像開始から 1 分 40
秒 で 造 影 剤 （ MC-PROXYL 0.75 µmol/g
b.w.）を尾静脈から 10 秒間かけて投与し
た。
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biological information from in vivo EPRI, OMRI,
and MRI. Antioxid. Redox Signal. 9, 1125–1141,
2007.
2. Matsumoto K, Hyodo F, Matsumoto A, Koretsky
AP, Sowers AL, Mitchell JB, Krishna MC.: HighResolution Mapping of Tumor Redox Status by
Magnetic Resonance Imaging Using Nitroxides as
Redox-Sensitive Contrast Agents. Clin Cancer Res.
12, 2455-2462, 2006.
3. Sano H, Naruse M, Matsumoto K, Oi T, Utsumi H.
A new nitorxyl-probe with high retention in the
brain and its application for brain imaging. Free
Radic. Biol. Med. 28, 959–969, 2000.

MR 画像解析
画像解析ソフト ImageJ を用いて画像解
析を行った。髄質、皮質、脳室に相当す
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重粒子線による有用天敵種作出に向けた基盤研究
Generation of advanced natural enemies based on the heavy ion irradiation
(14J289)
有村源一郎 a、飯島芽以 a、波多久美子 a、山崎廉予 a,b、下田武志 c、下川卓志 d
G. Arimura, M. Iijima, K. Hata, Y. Yamasaki, T. Shimoda and T. Shimokawa
Abstract

て抵抗性をもつ難防除害虫の防除策とし
ても大きく期待されている。しかしなが
ら、これらの技術は天敵生物の飼育や環
境適応能力の低さなどから、我が国の農
作物栽培に定着するには至っておらず、
天敵生物の育種法および有用品種の開発
が急務の課題として残されている。
そこで本研究では、アザミウマ類、コ
ナジラミ類、ハダニ類等の微小害虫を捕
食するスワルスキーカブリダニ（スワル
スキー：Amblyseius swirskii）に重粒子線
を照射することによって、捕食性などに
優れたスワルスキー系統を作出し、有用
天敵種創出のための基盤を構築する。ス
ワルスキーは幅広い作物種に定着するこ
とができ、適用害虫種も他の天敵生物と
比べ多い。そのため、近年では我が国で
もスワルスキーを利用する農家が出てき
ている。適応力の高い等の特性をもつ有
用スワルスキー品種を作出することで、
我が国におけるスワルスキーを用いた有
機栽培技術の利用を促進させることが最
終的な目標である。一方で、重粒子線照
射による節足動物への変異誘導などの影
響はほとんど明らかになっておらず、本
研究は有用天敵種作出にむけた基盤を構
築するものである。今後、変異ダニを農
業現場に活用させるために、他の生物や
環境に与える影響にも注視する必要があ
り、本研究は、そのための知見を蓄積す
る基礎研究である。

The predatory mite Amblyseius swirskii
is a biological control agent that plays an
important role in pest management against
small pests such as thrips and spider mites
in agriculture. Because this predatory mite
can be cultivated easier than other
phytoseiid species, pest control methods
using this predator is expected to develop
as the new agricultural biotechnology
allowing pesticide-less or free for use. The
objective of our study is to generate the
mutated A. swirskii mites that advance in
environmental adaptability and feeding
prey, by irradiation of Ne or C ions at
NIRS-HIMAC.
A. swirskii female and male adults were
separately irradiated at doses ranging
from 0.1 to 10 Gy. A pair of female and
male, obtained from the same dose of
irradiation, are paired and subclutured,
and their offspring will be used for
predation assay. To date, all the set of
irradiations has not exhibit drastic lethal
effects in the target mites, implying that
we can rely on higher levels of
irradiations, allowing more effective
mutations.
1. 研究の目的とバックグラウンド
近年、天敵生物を用いたアグリバイオ
が注目されている。天敵生物（捕食性天
敵、寄生蜂など）を利用することで、従
来の、農薬を用いた虫害対策に代わり、
安心安全な減農薬型の害虫対策による、
有機栽培を展開することが可能となる。
さらにこれらの有機栽培は、農薬に対し

2. 今年度の研究内容
飼育ケースからスワルスキー雌雄の成虫
を遠心用チューブ（1.5 ml、それぞれ１匹）
に集め、成虫およびチューブ内で産まれ
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DNA 解析により確認する予定である。

た卵を対象にイオンビームを照射する。
照射後、回収し、雌雄一匹ずつをペアー
として飼育ケースで再び飼育する（現在
進行中）。また Ne、C イオンと比べ、Fe
イオンが有効であることがカイコにおけ
る照射例で報告されているが、Fe イオン
は LET が高く、粒子当たりのダメージが
大きいため、Ne, C イオンの照射のみを試
みた。無照射（0 Gy）
、0.1 Gy、1.0 Gy、
10 Gy の線量のイオンビームを１０サン
プルに照射した。

スワルスキー
（２匹）

ナミハダニ
雌成虫（5匹）
＋ 卵

パラフィルム

ピラスチック
容器

用

脱脂綿

遠心 チューブ

脱脂綿
＋
面活性剤
界

ガラスシャーレ

Fig. 2 スワルスキーによるハダニ卵の捕
食アッセイ

界面活性剤を含ませた脱脂綿をプラ
スチック容器内に設置し（逃走を防ぐ
ため）、インゲンマメの切り葉＋ナミ
ハダニ＋スワルスキーを保持したガ
ラスシャーレをセットしたものをア
ッセイに用いる。1 枚の葉あたりに、
生後 12 日目の雌成虫ナミハダニ（5
匹）を載せ、5 時間インキュベートす
ることで十分な卵を産卵させ、その後
更にスワルスキー（2 匹）を載せるこ
とで捕食実験を開始する。2 日後、ナ
ミハダニの残存卵数を数え、スワルス
キーによって捕食されない場合のナ
ミハダニの産卵数と比較することで、
捕食率を確定する。

Fig. 1 微小害虫を捕食するスワルスキー
（写真左）
3. 今年度の研究成果と解析結果
Ne、C イオンビームをそれぞれ照射した
スワルスキー雌雄成虫からスワルスキー
系統を作成中である。本課題は 26 年度後
期より開始したため、未だ十分な成果は
得られていないが、現在、C イオンビー
ムを照射したスワルスキーから 10 系統が
得られている。0.1 Gy から 3 系統、1.0 Gy
から 4 系統、10 Gy から 3 系統である。つ
まり、10 Gy までの照射量ではスワルスキ
ーは致死に至らないことが明らかにされ
た。
Ne イオンビームを照射したスワルスキ
ーの系統は現在確立中である。
今後、スワルスキー系統のハダニ類の
捕食率、温度変化の適応能力を非照射ダ
ニと比較することで、放射線の影響を評
価する（Fig. 2）。変異の誘起率については、
スワルスキーの形態変化の観察や、DNA
マーカー（本研究室で作成中）を用いた

a.

東 京 理 科 大 学 基 礎 工 学 部 ; Faculty of
Industrial Science & Technology, Tokyo
University of Science
b.
東 京 理 科 大 学 理 工 学 部 ; Faculty of
Science & Technology, Tokyo University of
Science
c.
中央農業総合研究センター; National
Agricultural Research Center
d.
放医研重粒子医科学センター; Research
Center for Heavy-ion Therapy, National
Institute of Radiological Sciences
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重粒子線によるラット乳がん誘発の被ばく時年齢依存性メカニズム
Mechanism of the age dependence of heavy ion–induced rat mammary
carcinogenesis
(14J290)
今岡達彦 a,b、臺野和広 a,b、蒲地雄大 a,c、西村まゆみ a,b、細木彩夏 b、
西村由希子 a、島田義也 a,b
T. Imaoka,a,b K. Daino,a,b Y. Kamochi,a,c M. Nishimura,a,b A. Hosoki,b
Y. Nishimura,a Y. Shimadaa,b
Abstract
Risk of second cancers from heavy ion
therapy is not understood. We previously
demonstrated that relative biological
effectiveness (RBE) of the monoenergetic
290 MeV/μm carbon ions on rat mammary
carcinogenesis is dependent on the age at
the time of exposure. To further investigate
the biological mechanisms underlying this
age dependence, we set out to study the
early changes in the irradiated mammary
gland. We irradiated female rats with 290
MeV/u carbon ions (~14 keV/m) at 1, 3
and 7 weeks of age and the mammary
tissue was collected at 3–48 h after
irradiation. Chronological changes in DNA
damage, cell proliferation, apoptosis and
p53 activation will be investigated.

において、マウスのハーダー氏腺がんを中心
に、発がん率に関するデータが蓄積されてき
た。ヒトの二次がんリスクを考えるにあたっ
て乳腺は最も重要な臓器である。重粒子線に
よる胸部腫瘍の治療において、女性患者では
乳腺がビームのプラトー領域に入って被ばく
する可能性がある。
乳腺は思春期に急速に成長する組織である
が、多くの放射線疫学研究では統計学的検出
力の確保の観点から集団を年齢別に細分化で
きないため、思春期前後における被ばく時期
と放射線関連乳がんリスクの関係はよくわか
っていない。我々はヒト乳がんと内分泌学的
及び病理学的に類似性の高いモデルであるラ
ット乳がんを用いて、γ線誘発乳がんのリス
クが成体期では小さく、思春期前後では比較
的高いが劇的な被ばく時年齢依存性はないこ
とを報告した 1)。興味深いことに重粒子線に
関しては、思春期前での照射によるリスクが
思春期後での照射によるリスクよりも低かっ
。マウスを用いた全身及び他の部
た 1)（表 1）
位の発がんリスクの解析結果も、順次発表さ
れる予定である（柿沼、島田、他。課題番号
22B269）。
動物実験から得られた結果をヒトにあては
めるに当たっては、そのメカニズムがヒトに
共通するかどうかについての情報が望まれる。
しかし、発がんの RBE に年齢依存性が生じる
メカニズムは不明である。放射線照射直後の
細胞・組織の応答は、放射線発がんの最初期
過程であり、放射線発がんに大きく影響する。
本研究は、低年齢での照射によるラット乳が
ん誘発が成体期の照射に比べて低くなる現象

1. 研究の目的とバックグラウンド
本研究の目的は、被ばく時の年齢によって
重粒子線による発がんの生物学的効果比
（RBE）が異なるメカニズムを明らかにする
ことである。
我が国は重粒子線がん治療の先進国である。
治療成績の向上により生存期間が長くなった
ことや、小児腫瘍適応に関する臨床試験が行
われていることを背景に、治療後の周辺臓器
の障害を予測・予防することは、先進国とし
て取り組むべき重要課題の一つとなっている。
特に二次がんは致命的にもなり得、生存者の
生活の質に与える影響が大きい。
重粒子線による発がんの研究は、主に米国
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若期（3 週齢）、若齢成体期（7 週齢）の Jcl:SD

のメカニズムを明らかにするため、照射直後
の乳腺の応答を解析する。

ラット（計 80 匹）を、生物照射室にて、290
MeV/u 炭素イオン線（mono ビーム、18 cmφ）

2. これまでの研究経過
正常組織が SOBP 内に入る場合を想定し、4
系統のラット（ACI、F344、Wistar、SpragueDawley; 7～8 週齢）を、290 MeV/u 炭素イオ
ン線の 6 cm SOBP の中心に置いて照射した。
乳 が ん 発 生 に は 系 統 差 が あ り 、 SpragueDawley ラットにおいて顕著だった。同ラット
での線量効果関係は 0.05～2 Gy の範囲で上に
凸の曲線を描き、2 Gy における RBE は約 2
であった。誘発された乳がんはエストロゲン
受容体α陽性、p53 変異陰性であった 2)（課
題番号 14B239）。
次に、正常組織がプラトー領域に入った場
合、小児腫瘍に適用された場合を想定し、様
々な年齢の Sprague-Dawley ラット（胎生 3, 13,
17 日、生後 1, 3, 7, 15 週齢）を 290 MeV/u 炭
素イオン線 mono ビーム入射面直下で照射し
た。胎生期及び生後 15 週齢（成体期）の照射
では乳がんリスクは増えなかった。γ線によ
る乳がんリスク増加は 1、3、7 週齢で変わら
なかったが、炭素イオン線によるそれは年齢
が後になるほど大きく増加し、0.2～2 Gy での
RBE はそれぞれ 0.2、1.3、2.8 であった 1)（表
1。課題番号 17B239 及び 20B239）。

で全身照射した。
4. 結果
照射後 3、6、24、48 時間に 1 週齢群は各
12 匹、3 及び 7 週齢群は各 4 匹解剖した。非
照射群も同じ匹数を解剖した。乳腺上皮組織
における細胞増殖、アポトーシス、p53 等の
DNA 損傷応答因子の変化を免疫組織化学的
に調べるため、乳腺組織のホルマリン固定パ
ラフィン包埋ブロックを作製した。γ線照射
後の DNA 損傷マーカーの減少は、3 週齢の
方が 7 週齢よりも速やかであった。今後、採
取した重粒子線照射群の検体を解析する。
謝辞
ラットの飼育とパラフィンブロック作製を
担当して下さった長田春美さん、太田原雅美
さん、小川真里さん、そして生物研究推進課
スタッフに感謝します。
文献
1. Imaoka et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys
85(4), 1134-1140, 2013
2. Imaoka et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys
69(1), 194–203, 2007

3. 今年度の照射対象物と照射ビーム
照射容器内に設置した乳児期（1 週齢）、幼
表 1.

炭素イオン線照射ラットのグレイ当たりの乳がんリスク及び RBE（文献 1 による）
照射時の週齢

ERR/Gy a)

RBE b)

線

炭素イオン線

1 週齢（新生児）

1.1 [–0.3, 2.4]

0.2 [–0.4, 0.8]

0.2 [–0.3, 0.7]

3 週齢（思春期前）

1.5 [1.2, 1.7]

1.5 [1.3, 1.8]

1.3 [1.0, 1.6]

7 週齢（思春期後）

1.0 [0.1, 1.9]

3.3 [2.2, 4.5]

2.8 [1.8, 3.9]

全週齢のプール

1.2 [1.0, 1.3]

a) 非照射群を基準としたリスク（ハザード比）の線量効果関係の傾き。b) γ線全年齢プ
ール群の ERR/Gy に対する炭素イオン線群 ERR/Gy の比。[ ]内は 95%信頼区間。

a, 放医研・防護・発達期 Radiobiol. Child. Health Prog., NIRS
b, 放医研・福島復興・長期低線量 Radiat. Effect Accumul. Prev. Proj., NIRS
c, 首都大・健康福祉・放射線 Dept. Radiol. Sci., Tokyo Metropol. Univ.
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Intercomparison study of astrobiological model systems in their
response to major components of the galactic cosmic radiation
(STARLIFE project) -
Ralf Moellera, Stefan Leukoa, Marina Ragusea, Thomas Bergera, Günther Reitza,
Ryuichi Okayasub and the STARLIFE consortium
In-depth knowledge regarding the
biological effects of the radiation field in space
is required for assessing radiation risks to
humans in space. To obtain this knowledge,
microorganisms, plants, and animals have been
studied as radiobiological model systems in
space and at heavy ion accelerators on the
ground.
Since the advent of space flight, the
ability of microorganisms to survive exposure to
outer space conditions e.g. parts of the galactic
cosmic rays has been investigated to examine the
following questions: (i) How far can we stretch
the limits for life (metabolism and growth or
survival)? (ii) Is interplanetary transport of
microorganisms by natural processes (meteoritemediated lithopanspermia) feasible? (iii) To
what extent does the space environment sterilize
spacecraft during interplanetary travel between
planets? (iv) Can we use the ground based
facilities e.g. HIMAC be used to simulate certain
planetary environments/outer space conditions?

Abstract
The majority of experiments on
microorganisms in space were performed using
Earth-orbiting robotic spacecraft, human-tended
spacecraft or space stations. In-depth knowledge
regarding the biological effects of the radiation
field in space is required for assessing the
radiation risks in space.
To
obtain
this
knowledge,
microorganisms and different biomolecules have
been studied as radiobiological model systems in
space and at heavy ion accelerators on the
ground. The proposed research project
STARLIFE is aimed to compare the response of
astrobiological model systems (i.e., archaea,
bacteria, lichens, viral and fungal species as well
as selected biomolecules), which have been
and/or will be in previous, ongoing or intended
future space experiments, to heavy ion
irradiation experiencing in space.
The STARLIFE project is an
international consortium of different research
groups coordinated by DLR’s Astrobiology
Research Group. With this project, selected
astrobiological model systems will be exposed
under identical conditions to low and high LET
heavy ions (He, Ar, Fe) in the range of 2 to 200
keV/μm at the HIMAC facility at NIRS.
Various biological endpoints with a
combination of different biochemical and
molecular biological methods will be used to
gain a better understanding and broader
spectrum of the effects of heavy ions and to
evaluate the potential and resistance level of the
tested model systems for future space
experiments/survivability under simulated space
conditions.
In preparation on this project the
STARLIFE consortium, involving various
international laboratories and research groups
(under the coordination of DLR) was established
ito determine and investigate a selection of
different commonly used astrobiological model
systems for their response to heavy ions
radiation.

2. Experimental design and considerations
For studying the effects of the selected
astrobiological model systems an integrated
systems approach will be used, i.e. all
experiments were performed in a combination of
various biochemical and molecular biological
methods to characterize the interaction of
following parameters: (i) determination of the
microbial survival/vitality, (ii) characterization
of the induced DNA and macromolecule damage,
(iii) action of mineralogical components, and
(iv) stability of biomarkers.
3. Results of the heavy ion irradiations in
frame of the STARLIFE project
As a major result for this intended heavy
ion project we expect a detailed intercomparison
of the biological effects of the selected
astrobiological model systems to heavy ion
radiation. With those data in hand, further (space
and ground-based) experiments will benefit in
order to select heavy ion radiation-resistant/sensitive specimens for resulting future moredetailed (mechanism-oriented) studies. The

1. Introduction and Motivation
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colonies.

determination of the individual (ionizing)
radiation resistance will give valuable
information on potential survival of microbial
species and/or biogenic markers in a
lithopanspermia theory.

Response and survival of the bacteriophage
MS2 to 500 MeV/n Fe ions. Bacteriophage
MS2 consists of a simple capsid of icosahedral
symmetry of about 27 nm in diameter that
contains a positive sense single strand RNA as a
genome.

Response of the cyanobacterium Arthrospira
sp. to 150 MeV/n He ions irradiation, measured
by monitoring of the pigmentation stability
(e.g., loss of chlorophyll efficiency).
To our knowledge, this project is the
first (international) approach to directly and
cooperatively determine the effects of heavy ion
radiation on currently (internationally) used
model systems in the astrobiology community.
a
German Aerospace Center, Radiation Biology
Department, Cologne, Germany; bNational
Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japan

Survival of the planktonic cells and biofilms
of Deinococcus geothermalis after 500 MeV/n
Fe ions irradiation, measured by the colony
forming units. The SEM image of D.
geothermalis biofilm growing in deinococcal
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Molecular characterization of different error-prone DNA repair
pathways in heavy ion irradiated Bacillus subtilis spores: systematic studies of
the temporal DNA repair cascade from germination to outgrowth
(hiiSPORES) (13J302)
Ralf Moellera, Marina Ragusea, Günther Reitza, Ryuichi Okayasub
small distance, causing dense ionization along
their track with high localized multiple DNA
damage. The biological effects of high-LET
radiation are in general much higher than those
of low-LET radiations with the same energy.
This is because high-LET radiation deposits
most of its energy within the volume of one cell
and the damage to DNA is therefore larger.
During
germination
of
spores
accumulated DNA and macromolecule damage
has to be repaired efficiently to ensure accurate
DNA replication and vegetative growth.
However, several (recently identified and
characterized) DNA repair pathways, e.g. MMR
(mismatch repair) and/or NHEJ (nonhomologous
end-joining)
are
poorly
characterized, in particular in terms of their role
in spore resistance and radiation-induced
mutagenicity to heavy ion irradiation. It is
known that base-pairing errors can occur either
spontaneously or due to exposure to radiation,
leading
to
deleterious
mutations
and
subsequently cell death. In B. subtilis MutL is a
mismatch repair protein known to coordinate
several steps in repair that ultimately results in
strand
removal
following
mismatch
identification by MutS.
B. subtilis produces the DNA integrity
scanning protein (DisA), a checkpoint protein
that delays sporulation in response to DNA
damage. DisA scans the chromosome and pauses
at sites of DNA lesions; however its role in the
DNA repair during spore germination and
outgrowth after irradiation is yet unclear.

Abstract
The
proposed
research
project
hiiSPORES is aimed to provide a detailed
understanding of the interaction of several errorprone DNA repair pathways (i.e., mismatch
repair, non-homologous end-joining, alone or
combined with each other) in heavy ion
irradiated Bacillus subtilis spores, one of the
common used microbial model organisms for
space radiation-related laboratory studies. For
studying the DNA repair of treated spores during
germination an integrated systems approach was
used, i.e. all experiments were performed in a
combination of various biochemical and
molecular biological methods to study the spore
resistance to heavy ion bombardment.
1. Introduction
Endospores of the Gram-positive
bacterium B. subtilis 168 are highly resistant to
inactivation by different physical stresses.
Spores have been established as a powerful
biodosimetric system for environmental
monitoring and astrobiological studies both in
space flight and ground-based simulations in
order to obtain information on the biological
damage produced by space conditions.
2. Motivation
Ionizing radiation can damage cellular
components through direct deposition of
radiation energy into biomolecules (e.g., DNA,
RNA, proteins) and indirectly by generating
reactive oxygen species (ROS) from the
radiolysis of intracellular H2O. The biological
effects of ionizing radiation are thought to arise
from the formation of single- and double-strand
breaks (SSB and DSB) in cellular DNA and
clustered DNA damage, e.g., two or more
closely spaced lesions, including abasic sites,
base lesions, SSB or DSB). The biological
effects of ionizing radiation depend on the
quality and the dose of radiation.

3. Spore survival of heavy ion irradiation
The role of DNA repair by MMR, NHEJ
and DisA-mediated repair in Bacillus subtilis
radiation-induced mutagenesis and spore
resistance to high-energy charged helium and
iron ions have been studied.
Spores lacking MMR (mutSL spores)
and double-strand break repair (ykoVU spores)
were both significantly more sensitive to all
types of radiation than wild-type spores (Figs. 1
& 2).

High-LET radiation (e.g., high-energy
charged-(HZE) particles) are densely ionizing
radiation since they lose the energy throughout a
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bacterial spore hit by a heavy ion will either be
killed, that is, lose the capability to germinate
and give rise to a colony, or it will survive as a
mutant. Mutations are most likely to be
produced by high-energy secondary electrons
(‘‘δ-rays’’) produced by interaction of the
primary ions with matter (biological target).
To obtain more-detailed insights on the
mutagenicity of He and Fe ions in regards to the
different error-prone DNA repair mechanisms,
we studied the induction of rifampicin-resistant
(RifR) mutants (resistant to 5 µg/ml).

Fig. 1 Spore resistance to irradiation with highenergy charged He ions (150 MeV/n). Spores
deficient in DNA repair by MutSL (MMR), YkoVU
(NHEJ) or DisA. Spores were irradiated in water and
D10 values are expressed as averages ± standard
deviations (n = 3) as described in the text. Lowercase letters above the bars denote groups
significantly different by ANOVA (P < 0.05).

Fig. 3 Mutation induction to rifampicin resistance in
B. subtilis spores exposed to 1000 Gy of 150 MeV/n
Helium ions. Data are expressed as averages and
standard deviations (n = 3).

Spores deficient in DisA and/or MutSL,
and double NHEJ MutSL mutant spores showed
a significantly higher mutation frequency than
single ykoVU, or wild-type spores (Fig. 3).
4. Outlook
Future experiments testing HZE particle
irradiation with particles carrying energies are
needed to analyze the regulation of the global
transcriptional response during early and late
stages of spore germination, where DNA repair
mechanisms interacting the restoration of the
genomic integrity. Studies on the nature of the
heavy ion irradiation-induced damage to the
spore are needed to obtained detailed
information on spore ionizing radiation
resistance. The aim is to identify the main
responsible factors involved in the spore
resistance to HZE particle bombardment and to
elucidate the mechanisms, which allow spores to
survive.
a
German Aerospace Center, Radiation Biology
Department, Cologne, Germany; bNational
Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japan

Fig. 2 Spore resistance to irradiation with highenergy charged Fe ions (500 MeV/n). Spores
deficient in DNA repair by MutSL (MMR), YkoVU
(NHEJ) or DisA. Spores were irradiated in water and
D10 values are expressed as averages ± standard
deviations (n = 3) as described in the text. Lowercase letters above the bars denote groups
significantly different by ANOVA (P < 0.05).

Damage produced by low LET particles
can be attributed to ionization and excitation
processes or interactions with radicals. DNA
strand breaks, base damage, or cross-linking
between bases are likely to occur. For high LET
particles, additional physicochemical processes,
such as thermal spikes or shock waves, have
been conjectured and may cause local
destruction of ordered structures. Therefore, a
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ヒト神経細胞 SK-N-SH 細胞における重粒子線による酸化ストレス影響および
ハイドロキシアパタイトに対する重粒子線の効果
Effects of Heavy Ion Irradiations on the Oxidative Stress Induction in Human Neuron-like
SK-N-SH cells (13J303)
Hiroko P. Indo, Shigeaki Suenaga, Ken-ichiro Matsumoto, Ikuo Nakanishi
and Hideyuki J. Majima
Kagoshima University, 8-25-1 Sakuragaoka, Kagoshima 890-8544, Japan
National Institute of Radiological Sciences, 4-9-1 Anagawa, Inage-ku, Chiba 263-8555,
Japan.
suggest that the recultured cells induced
intracellular oxidative stress and it was
considered that the recultured cells might be
affected by space radiation independent of
microgravity. We already have reported for
the first that X-rays irradiation induce
generation of ROS from mitochondria [2-4].
The data from this investigation implies
increased cellular defense system stimulated
by the space environment factors. The data
could be applied to develop new treatments
and preventative measures against the space
effects, and to investigate further the effects
of human long-duration stays in space. In this
study, SK-N-SH cells were irradiated by
heavy ions, carbon, silicone, and iron particle
irradiation.

Abstract
Effects of Carbon, Silicone and iron
on the oxidative stress induced in human
neuron-like cells SK-N-SH cells were
examined in this study. It was found that
reactive oxygen species (ROS) levels
generated from mitochondria increased by
heavy ion particle irradiation. And, the
increased ROS induction continued for 10
passages in culture conditions.
1. Background and Purpose
Space environmental conditions are
composed of micro gravity and space
radiation, of which the dose is at least one
hundred times more compared with that on
the earth. Long-term manned space mission
inevitably receive space radiation exposure
and microgravity might give a synergistic
effect on those space radiation effects [1]. We
have sent SK-N-SH cells to International
Space Station (ISS), Japan Experimental
Module (JEM), namely Kibo, located at the
International Space Station (ISS) by STS131
(19A). The cells were cultured at 36.9±0.2˚C
with 1G or µG condition for 14 and 28 days at
Cell Biology Experiment Facility (CBEF).
Then, ISS cultured cells were fixed or frozen
and stored at -80˚C degree. The cells were
returned by STS/132 (ULF4). The fixed or
frozen ISS cultured cells were transported to
Kagoshima University, and then the frozen
cells were re-cultured (the recultured cells).
We examined whether they induced the
intracellular oxidative stress using the
recultured cells. The results showed that the
recultured cells of both 1G and µG condition
increased ROS and showed the sequential
footprints of oxidative effects. In addition, the
levels of antioxidant enzymes also increased
compared with the control cells. These results

2. Current Experiment
Cells
Human neuron-like cells, SK-N-SH
cells, of which p53 status is normal, were
used in this study.
Heavy Ion Beam Irradiation
0, 1, 10, 100 mGy of Iron ions were
irradiated in SK-N-SH cells.
Intracellular ROS Generation Detection
Relative levels of mitochondrial ROS
2-[6-(4′-Hydroxy)phenoxy-3 H -xanthen-3on-9-yl]benzoic
acid
(HPF;
Daiichi
Pharmaceutical Co., Tokyo, Japan), which is
a newly synthesised fluorescent dye for
selective detection of hydroxyl radical (·OH),
a highly reactive oxygen species (hROS), was
developed by our group [5] and used in this
study. The dynamic range of fluorescence
augmentation should be wide, because both
molar absorption and quantum efficiency
values are greatly increased upon O70

deacylation. Although HPF alone barely fl
uoresced, HPF selectively and dosedependently afforded a strongly fluorescent
compound, fluorescein, upon reaction with
hROS, but not other ROS. Glass-bottom (35mm) dishes (MatTek Corp., Ashland, MA)
with monolayers were prepared for staining
with HPF. The cells were then loaded with
10 μM HPF and incubated for 15 minutes at
37˚C. Bio-images of HPF were taken using a
CSU-10 confocal laser scanner unit
(Yokogawa Electric Co., Tokyo, Japan)
coupled to an ECLIPSE Ti-U inverted
microscope with a Plan APO 20X objective
lens (Nikon Co., Tokyo, Japan) and a C7780
color chilled 3CCD digital camera
(Hamamatsu Photonics).
HPF was excited at 488 nm and the
emission was filtered using a 515-nm barrier
filter. The intensity of the laser beam, the
exposure time of the 3CCD camera and the
gain of the amplifier were held at 500 μW, 1.0
s and 18 dB, respectively, to allow
fluorescence quantitative comparisons of the
relative fluorescence intensity of the cells
between groups. Cells were chosen and
scanned at more than three spots for analysis
on a random basis. The values of the average
fluorescence intensity/cell were obtained
using IPLab Spectrum version 3.0 software
(Scanalystics Inc., Fairfax, VA) with some
modification of the program by the author
(H.J.M.). Then, ratio of the fluorescence
intensity for the irradiated to that for control
was determined as the fluorescence intensity
ratio.

Fig. 1. Change of HPF fluorescent intensity
following 0, 0.001, 0.01 and 0.1 Gy iron
particle irradiation.

Fig. 2. Change of HPF intensity semiquantitative detection following iron 0.1 Gy
irradiation.
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3. Results
Following 0. 0.001, 0.01, 0.1 Gy
irradiation, cells were kept frozen, and thawed
up and contributed to measure cellular
oxidative stress. It was found that increase in
fluorescence intensity was observed by 0.01
and 0.001 and 0.1 mGy irradiation (Fig. 1).
Following the irradiation, we studied how
long the increased fluorescence continues by
culture condition. It was found that increased
fluorescence intensity continued up to another
ten passages following 0.1 Gy iron irradiation
(Fig. 2).
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Radiosensitization of Metformin to low and high LET radiation
(13J307)
Eun Ho KIM1, Yoshiya Furusawa2, Akiko Uzawa2 , Ryoichi Hirayama2, Sei Sai2, Mi-Sook KIM1, Won-Gyun
JUNG1
cells.

Abstract
We investigated the effect of metformin on HCC cell responses
to low linear energy transfer (LET)γ-radiation and carbon-ion
radiation (high LET radiation).Cultures were treatedusing a
combination ofmetformin and single fraction γ-irradiation and
carbon-ion irradiation (13 and 70 keV/mm [LET 13 and LET
70]), and then evaluated using aclonogenic survival assay,
FACS analysis, western blotting, immunofluorescence, and
comet assay. Metformin enhanced the cytotoxicity of
γ-irradiation and LET 13 and LET70 carbon-ion irradiation,
although the effect was greater for LET70 than for LET 13
irradiation. Prolonged expression of γ H2AX was observed
after γ-irradiation and after LET 13 and LET70 carbon-ion
irradiation in the presence of metformin. Phosphorylated-p53
(Ser-15) was also induced after γ-irradiation,but not after
carbon-ion irradiation. Metformin induced G1 arrest and
enhanced G2/M arrest after γ- and carbon-ion irradiationby
inhibiting theDNA damage response (DDR), thus
causingsensitization
to
γ-irradiation
and
carbon-ion
irradiation.Metformin and carbon beam radiation inhibit cell
invasion by suppressing MMP-9, vimentin,and N-cadherin
expression, which mediate endothelial-mesenchymal transition.
Metformin might be used to improve radiotherapy through its
effects on DDR and tumor invasion.

Results
Radiosensitive effect on γ-ray and carbon beams in HCC
cells.
Figure 1 shows the dose-response curves of 2 HCC cell
lines irradiated with γ-ray and carbon beams with different LET
values (13 and 70 keV/µm) in the presence of Metformin. In
this study, we used the optimal Metformin concentration,
corresponding to an inhibitory concentration of 25% at 48h
exposure to Metformin. This concentration was used by another
laboratory in HCC cell lines and a similar level of sensitization
was observed. Survival decreased in Metformin-treated cells
after γ-ray and carbon-ion irradiation compared to the controls.
The ER values for carbon beam of Metformin treated cells are
shown in Table1.
Metformin enhances carbon beam-induced apoptosis
We next investigated whether the reduced clonogenic survival
by combined treatment of Metformin and γ-ray, LET 13
carbon-ion and LET 70 carbon-ion irradiation was associated
with induction of apoptosis. We observed enhanced PARP
cleavage on treatment with Metformin in combination with
carbon beam compared to the groups treated with either
Metformin alone (Fig2). The intensity of the cleaved PARP-1
band increased up to 48 h after exposure to Metformin and
carbon beam.
Influence of Metformin on carbon beam-induced DNA
damage
To furthere analyze the effect of Metformin on DSB processing,
the level of phosphorylated H2AX(γ H2AX), which is a marker
for DSB, was examined by immunofluorescence and western
blot analysis at 0,6 and 24h after treatment. As shown in
Figure3, prolonged and increased levels of γ H2AX were
observed after carbon-ion irradiation in the presence of
Metformin.
Metformin and irradiation activate AMPK and suppress
mTOR and Akt
Metformin in combination with irradiation increased p-AMPK
expression and reduced levels of p-mTOR, p-Akt (Fig. 4). The
combination treatment with LET70 provided far more effective
activation of AMPK and suppression ofmTOR and Akt
phosphorylation (Fig. 4).
The effects of metformin and irradiation on invasion
As expected, our results showed that metformin and carbon
beam irradiation inhibitcell invasion as shown by the inhibition
of MMP-9 and N-cadherin, which are involved in the
epithelial-mesenchymal transition.

Background and Objectives
Carbon-ion radiotherapy has several potential advantages over
X-rays. The biological effects of high linear energy transfer
(LET) radiotherapy used with carbon-ion irradiation are more
pronounced than low-LET conventional radiotherapy, such as
X-rays or gamma rays. High LET radiotherapy is suitable for
the local control of tumors because of its high relative
biological effectiveness (RBE) and reduced oxygen
enhancement ratio. Carbon beam has significant biological and
therapeutic advantages compared with photon beam and also
radiosensitizer can result in improvement the efficacy of carbon
therapy. However, effective radiosensitizers for high LET
radiation
are
not
available
currently.
Metformin
(1,1-dimethylbiguanide hydrochloride), the most widely used
agent in the treatment of type 2 diabetes with the benefit of a
good tolerability profile and low cost, has more recently
sparked keen interest as a potential anticancer agent. Recent
evidence demonstrates that metformin is not directly cytotoxic
to cancer cells at clinically achievable concentrations. And the
synergistic benefit of metformin combined with chemotherapy
or radiotherapy in clinical studies against certain cancers has
been reported. However, the synergistic effect of a clinically
effective combination of metformin and radiation treatment has
rarely been reported in high LET radiation. Therefore, we will
evaluate the efficacy of metformin to enhance the anti-tumor
effects of carbon-ion beam irradiation on various human cancer

Fig1. Radiosensitive effect on γ-ray and carbon beams in HCC
cells.
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Fig5. The effects of Metformin and irradiation on invasion

Fig2. Apoptosis in HCC cells treated with Metformin and
radiation
References
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Discussion
Our results provide evidence that metformin may represent a
future strategy to enhance the effects of carbon-ion beam
radiotherapy. We must in the meantime study the interaction
between metformin and carbon-ion radiation in normal
hepatocytes to characterize the potential for toxicity and
complications in normal tissues. In addition, radiosensitizers
for charged particle radiation therapy evaluated using animal
models should show a lower cell-killing effect on normal cells
at the entrance region and a pronounced effect on cancer cells
at the spread-out Bragg peaks. Finally, an expansion of the
clinical application of Carbon-ion radiotherapy must include
the combination with chemotherapies after starting the carbon
therapy. These results may be applicable to carbon ion therapy
that is currently under development in Korea.

Fig3. Influence of Metformin on carbon beam-induced DNA
damage

1

Division of Heavy Ion Clinical Research, KIRAMS (Korea Institute
of Radiological and Medical Sciences) ; 2International Open
Laboratory, National Institute of Radiological Sciences;
3
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Fig4. The effect of Metformin, irradiation or combined on the
signals associated with AMPK/mTOR pathway in HCC cells
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重粒子線照射による多年生植物の突然変異に関する研究
Study on the effect of the heavy ion irradiation to perennial plants with NRIS-HIMAC
(13J308)
西原昌宏 a、佐々木伸大 a、星伸枝 b、小原繁 b、浅川知則 b、下川卓志 c
M. Nishihara, N. Sasaki, N. Hoshi, S. Obara, T. Asakawa,T. Shimokawa
ズの小さな木本植物であるリンゴ（約 740 Mbp）
を用いて、重イオンビームを用いて突然変異を誘
発し、実用となる品種を育成することを目的とす
る。

Abstract
Recently, there have been attempts to generate novel
useful mutants using heavy ion beams. However, a
reliable and efficient method for artificially inducing
mutations is still unestablished in most economically
important horticultural crops, especially for perennial
plants. In this study, we investigated the biological
effect of Ne and Ar ion beam at NIRS-HIMAC on the
growth and mutagenesis in several perennial plants
including gentian and apple.
Japanese gentian breeding line ‘Bzc-1’ was irradiated
by Ar ion beam at doses ranging from 2 to 10 Gy.
After cutting into single node segments, the lengths of
the elongating axillary shoots were measured.
Compared to non-irradiated control, growth rate was
ca. 47% at the 4 Gy and the growth was hindered at 8
and 10 Gy of irradiation. Budwoods of apple tree
‘Ohyume’ were exposed to Ne and Ar ion beam. After
grafting to the stocks, the length of each newly
extended branch was measured. The growth was
strongly repressed at each irradiation of 12, 15, 20 Gy
of Ar ion beam.

2. 昨年度までの研究成果
昨年度までにリンドウ培養物への Ne イオンビー
ム照射を実施した。照射個体から継代した後の脇
芽の成長率と、更にもう一度継代した個体で展開
してきた葉のキメラ斑の計測から、リンドウ培養
物において Ne イオンビームでは 5 Gy 程度が最
も変異誘起率が高いことが示唆された。
3. 今年度の実施内容
・リンドウ
リンドウ育成系統 ‘Bzc-1’の試験管内培養物を照
射材料として用いた。植物培養用のカルチャーボ
ックス（70 x 70 x 100 mm）に 4 本ずつ継代したリ
ンドウ培養個体がおおよそ 70 mm の高さまで生
育したものに Ar 500 MONOΦ10（BF=0, LET 計算
値：89 keV/μm）を用いて 2，4, 6, 8, 10 Gy とな
るように照射を行った。また、リンドウ品種’アル
ビ レ オ ’ の 2 倍 体 と 4 倍 体 の 培 養 個 体 に Ne
MONOΦ10（BF=0, LET 計算値：30 keV/μm）で
1, 2, 4, 6, 8, 10 Gy となるように照射を行った。照
射したサンプルを節ごとに切りだし、新たな培地
に移植し、その後伸長してきた脇芽の生長量を測
定した。Ar 照射サンプルについては継代後に成長
してきた個体からもう一度節培養を行い経過の
観察を行った。
・リンゴ
照射材料として岩手県育成品種である「大夢」
を用いた。2 月に採取し、4 ℃
で保存しておいた穂
木を 10 cm 程度の長さに切りそろえたものに Ne
MONOΦ10（BF=0, LET 計算値：89 keV/μm）で 2,
4, 8, 12, 15, 20, 25 Gy となるように、また、Ar 500
MONOΦ10（BF=0, LET 計算値：30 keV/μm）では

1. 研究の目的とバックグラウンド
近年、重イオンビームを用いた植物の突然変異
の誘発研究は、わが国独自のバイオ技術として確
立されつつある。しかし多くの知見は種子への照
射によるものであり、形質の確認に年数を要する
樹木等の多年生植物や自殖弱勢を示す植物では
自殖後代を検定することが困難であった。最近、
HIMAC を用いて幼植物体へ重イオンビームを照
射することで、極めて短期間で突然変異体を獲得
する試みがなされている。しかしながら、園芸植
物、特に、宿根草や木本植物といった多年生植物
への応用例は極めて少ないのが現状である。そこ
で、本研究では植物材料としてゲノムサイズの大
きなリンドウ（約 5 Gbp）と、比較的ゲノムサイ
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2, 4, 8, 12, 15, 20 Gy となるように照射を行った。
照射サンプルを台木に接木をして、圃場に定植後、
生長量を測定した。

とが観察された。
イオンビーム照射の感受性が植物の倍数性に

4. 今年度の解析結果
‘Bzc-1’培養物に Ar イオンビームを照射してから
19 日後に地上部を節ごとに切り出し、新しい培地
に移植し、その後の生育を観察した。継代後 48
日後の‘Bzc-1’の生長量を Fig. 1 に示した。未照射
の場合と比較して、2 Gy の照射では約 78%、4 Gy
では約 47%の成長率であり、8 Gy 以上では枯死し
た。この結果から、リンドウ培養物では、Ar イ

Fig. 3 リンゴ品種“大夢”穂木へのイオンビーム
照射が生育に与える影響
＊
照射区個体全て枯死したため計測不能

よって異なるかについて検討するために、品種‘ア
ルビレオ’の 2 倍体と 4 倍体の系統について、Ne
イオンビーム照射を行った。照射後 19 日後に地
上部を節ごとに切り出し、新しい培地に移植し、
その後の生育を観察した。継代後 43 日後の生長
量は、2 倍体では 4 Gy 以上でなだらかに生育に
抑制が見られ、10 Gy では未照射と比較して、約
９％の成長率であった（Fig. 2）。これに対し、4
倍体では、８Gy で約 57％、10 Gy でも 54% 程度
の成長率を示しており、2 倍体と比較して明らか
な感受性の低下が認められた。このことから、植
物の倍数性が高次になるほどイオンビームによ
る生物効果が低下することが示唆された。
リンゴ穂木へのイオンビーム照射した場合の
生物影響を検討するために、Ne と Ar イオンビー
ム照射実験を行った。Ne 照射区については 94 日
後、Ar 照射区については 102 日後にそれぞれ伸長
してきた新枝の長さを計測し、それらの総和で生
物影響を評価した（Fig. 3）。その結果、Ne イオン
ビームの場合では、20 Gy 照射区で約 68％の成長
率であったのに対し、Ar イオンビームでは 4〜8
Gy において大きな生育の抑制が見られ、8 Gy 照
射区で 47%程度、15 Gy 以上では殆ど生育しなか
った。これらのことから、リンゴ’大夢’穂木にお
いては Ne イオンに比べて Ar イオンの生物効果が
比較的大きいことが判明した。

Fig. 1 リンドウ培養物での Ar イオンビーム照射
による生育への影響評価
n.d., 枯死したため計測不能

オンビームを用いた場合には 2 ~ 4 Gy 付近が最
も生育に差が生じる照射量であることが推察さ
れた。昨年度の結果を合わせて考えると、リンド
ウ培養物は Ne イオンビームと比較して、Ar イオ
ンビームに対する感受性が 1.6 倍程度高いことが
示唆された。
さらにこれらのサンプルからもう一度節培養
を行い、新たに展開してきた葉において、3 Gy 照
射区では 7.4％、4 Gy 照射区では 11.1％、6 Gy で
29.4％の個体において、イオンビーム照射の効果
によると考えられる白色のキメラ斑（昨年度報告
書 Fig. 2 参照）が観察された。昨年度実施した
Ne イオンビームでの結果では、5 Gy で 44.4％、6
Gy では 26.7％の変異率であったことから（昨年
度報告書）、変異率は Ne と Ar イオンビームのい
ずれにおいても、5〜6 Gy 付近で最も高くなるこ

a.

岩 手 生 工 研 セ ; Iwate Biotechnology Research
Center
b.
岩手県農研セ; Iwate Agricultural Research Center
c.
放医研重粒子医科学センター; Research Center
for Heavy-ion Therapy, National Institute of
Radiological Sciences

Fig. 2 2 倍体と 4 倍体リンドウ培養物への Ne イ
オンビーム照射による生育への影響評価

75

重粒子線を用いた新たな併用療法の探索
Cell damage responses induced by heavy ion irradiation and their applications
(14J310)
正岡綾 a、岡安隆一 a、平川博一 a、砂田茂章 b、藤澤寛 b、
李恵子 c、矢島宏彦 a、中島菜花子 a、藤森亮 a
A. Masaokaa, R. Okayasua, H. Hirakawaa, S. Sunadab, H. Fujisawab,
H. Lic, H. Yajimaa, N. Nakajimaa, A. Fujimoria
細胞の高い致死効果を示すことが知られて
いる。そして、臨床の場においても、重粒
子を用いた放射線治療の有効性を示す成果
が多く得られている。しかし、その治癒率
は必ずしも 100％ではなく、多くの場合 10%
―20%は重粒子線によっても、治療不可能な
ケースが認められる。
放射線照射により、細胞内には様々な DNA
損傷が生成する。そのなかでも、DNA 二重鎖
切断（DNA double-stranded break; DSB）
は放射線により生じる主要な DNA 損傷であ
り 、 同 損 傷 は 非 相 同 末 端 連 結
（none-homologous end joining; NHEJ）と
相 同 組 換 え （ homologous recombination;
HR）の 2 つの代表的な修復経路により修復
される。そして、いずれの修復経路を阻害
しても放射線感受性が上昇することが知ら
れている。重粒子線照射は局所的な範囲に、
集中して様々なタイプの DNA 損傷を生じさ
せるため、DNA 修復が複雑化し、その修復効
率が低下し、致死効果を上昇させていると
考えられる。重粒子線照射により生じる DNA
損傷の修復には前述した DNA 二重鎖切断修
復機構だけでなく、それら以外の修復機構
も働くと考えられる。そのため、同時に異
なる修復経路を阻害することにより、重粒
子線照射による増感作用を高めることが期
待できる。しかし、DNA 二重鎖切断修復以外
の DNA 修復経路に着目した放射線増感に関
する研究はまだ十分行われていない。異な
る DNA 修復経路の相互関係を明らかにする
ことは、がんの放射線治療において、新規
なターゲットを明らかとし、そのターゲッ
トに対する阻害剤：抗がん剤と放射線との
併用療法に対する新たな知見を与えると考
えられる。本課題では塩基除去修復経路に

Abstract
It is known that DNA double strand break
is major DNA damage generated by
irradiation. We already have reported
that
the
combined
treatment
of
irradiation and chemical inhibitors for
DNA double strand break repair pathway is
efficient to control tumor growth. In
this study, we tried to find other
targeted pathways for the combined
treatment, and focused on base excision
repair (BER) pathway. This pathway is
known to remove specific base damage,
including oxidative base damage that is
definitely generated by the irradiation.
Interestingly, several reports are
suggesting the correlation between DNA
double strand break repair and BER
pathways.
In our study, wild type and BER
deficient cells were irradiated by X-ray
or heavy-ion, and cell sensitivity was
examined with different dose. BER
deficient cells showed significant radio
sensitivity compared with wild type
cells by heavy ion irradiation though
both cells showed slight differences by
X-ray irradiation. These data suggested
that proteins involved in BER pathway can
be a new target for combined treatment
with heavy ion therapy.
1.研究の目的とバックグラウンド
がんの最先端放射線治療に用いられる重粒
子線は、従来の放射線治療であるエックス
線等と比較して、同照射線量であっても癌
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着目して研究を行った。
a. 放医研・放射線防護
b. 東京大・工
c. 千葉大・医学薬学府

2.昨年度までに得られている結果
課題採択初年度であるため該当せず。
3.今年度の研究内容
正常細胞および塩基除去修復酵素欠損細胞
に重粒子線（290 MeV/n, 70 keV/μm）およ
び X 線照射を行い、それぞれの放射線感受
性を検討した。
4.今年度の研究成果と解析結果
本課題は重粒子線 2 回照射を行った後にキ
ャンセルしたため、十分な結果は得られて
いない。

Radio-sensitization of wild-type and BER deficient
cells with X-rays or carbon ion irradiation.

しかし、本研究の結果から、塩基除去修復
経路は X 線照射により生じる DNA 損傷修復
には寄与が少ないこと、一方重粒子線照射
により生じる DNA 損傷修復には大きく関わ
っていることが明らかとなった。どのステ
ップにおける塩基除去修復タンパク質が放
射線感受性に関与しているか明らかとする
ために、X 線および重粒子線照射後の修復
時間の異なる細胞から RNA 抽出を行い、ア
レイによる RT-PCR 解析を試みた。また同様
の条件で処理した細胞を用い、DNA 修復タ
ンパク質のダメージサイトへの集積が BER
欠損により影響を受けるのか、顕微鏡観察
を行った。それぞれの結果については更な
る検討が必要である。
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Study on functions of the DNA damage response factors
in the cellular response to heavy ion beams
(14J313)
LIU Qiang1, DU Liqing1, WANG Yan1, XU Chang1, KATSUBE Takanori2,
NINOMIYA Yasuharu2, WANG Bing2
Complex interaction among these factors
appears to provide integrated DDR for various
forms of DNA damage.
The non-homologous end joining
(NHEJ) is a primarily repair pathway of DNA
double-strand break (DSBs) in the higher
eukaryotes. Dr. Shiomi et al. at NIRS generated
a series of human cell lines deficient for
NHEJ-related genes (Artemis-/-, XRCC4-/-,
MDC1-/-) by gene targeting. These isogenic
human cell lines provide an extremely effective
experimental system for DDR to IR of human.
We investigated cellular responses of these
NHEJ-deficient cells to several kind of DNA
damaging chemicals as well as X-rays and
showed participation of Artermis, XRCC4,
MDC1 in DDR to these DNA damaging insults.
In addition, we showed that exogenously
introduced ANTP-smacN7 fusion protein
sensitized cells to gamma-rays. Therefore,
Smac might participate in DDR to X-rays also.
It is known that DNA damages
induced by high-LET IR heavy ion beams are
qualitatively different from those induced by
low-LET IR. Hence, DDR pathways activated
by heavy ion beams may be different from
those by low-LET IR. In this study, we will
examine the cellular responses to heavy ion
beams in our experimental cell culture systems
and clarify participation of Artermis, XRCC4,
MDC1 and Smac in DDR to heavy ion beams.

Abstract
Artemis and XRCC4 are members of
core factors for non-homologous end joining
(NHEJ), a primary repair pathway of DNA
double-strand breaks (DSBs). To clarify the
participation of Artemis and XRCC4 in DNA
damage response (DDR) to high-LET ionizing
irradiation (IR), we examined the cellular
responses of isogenic human cell lines deficient
for these factors (Artemis-/- and XRCC4-/- cells)
and a parental HCT116 cells to carbon
ion-beams. Substantial increase in sensitivity of
Artemis-/- and XRCC4-/- cells to carbon
ion-beams as compared to HCT116 cells
demonstrated participation of Artemis and
XRCC4 in DDR to high-LET IR. Remarkably,
the values for relative biological effectiveness
(RBE) of carbon ion-beams to X-rays on killing
of the Artemis-/-, XRCC4-/- and HCT116 cells
appeared to be 2.7, 2.8 and 3.0, respectively.
This result is inconsistent with previous reports
showing that high-LET IR is much effective as
compared to low-LET IR on killing of most
cell lines, but not on killing of NHEJ-deficient
cells including Ku70, Ku80 and DNA-PKcs
mutant lines. To address this discrepancy, we
have started to examine induction and repair of
DSBs in the Artemis-/-, XRCC4-/- and HCT116
cells following irradiation of carbon ion-beams
by gamma-H2AX nuclear foci analyses.
Background and objectives
DNA damages are prominent cause
for detrimental biological effects of radiation.
To maintain integrity of DNA and homeostasis
of organisms, cells possess complex signaling
network, called DNA damage response (DDR),
which involves DNA damage sensing, cell
cycle checkpoints, DNA repair, cellular
senescence and apoptosis. A large number of
DDR factors have been found in the analyses of
cells exposed to low-LET ionizing radiation
(IR) and various DNA damaging agents.

Activities and results in FY2014
To examine the sensitivities of
NHEJ-proficient (HCT116) and -deficient
(Artemis-/-, XRCC4-/-) human cell lines to
carbon ion-beams (C290 MeV/u, mono, 70
keV/um), we conducted clonogenic survival
analyses three times (Fig. 1A). As compared to
the parental HCT116 cells, the Artemis-/- and
XRCC4-/- cells were 1.7- and 2.8-fold more
susceptible to carbon ion-beams, respectively,
based on the dose required to reduce the cell
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survival to 10% (LD10). Previously, we
demonstrated that the NHEJ-deficient cells
were also more sensitive to X-rays than the
NHEJ-proficient HCT116 cells (Fig. 1B). The
LD10 values of HCT116, Artemis-/- and
XRCC4-/- cells for carbon ion-beams were 1.4,
0.8 and 0.5 Gy and those for X-rays were 4.1,
2.2 and 1.3 Gy, respectively (Table 1). As a
result, the values for relative biological
effectiveness (RBE) of the carbon ion-beams to
X-rays evaluated in each cell line were 2.7-3.0
(Table 1).
Generally, high-LET IR kills more
cells at the same dose as compared with
low-LET IR. In other words, the RBE of
high-LET IR is more than 1 in most
circumstances. Some previous works however
demonstrated that high-LET IR does not
represent higher biological effectiveness than
low-LET IR on some mutant cells deficient for
NHEJ-related genes, such as Ku70, Ku80 and
DNA-PKcs. Based on these observations, it is
assumed that DNA damages induced by
high-LET IR perturbs NHEJ pathway and are
more reliant upon homologous recombination
repair pathway.
Our recent results are not fully
consistent with the previous works. The values
for RBE of high-LET IR on killing of
NHEJ-deficient Ku70, Ku80 and DNA-PKcs
mutant cells were about 1 in most previous
reports, while those on killing of the
NHEJ-deficient Artemis-/- and XRCC4-/- human
cells appeared to be 2.7 and 2.8, respectively.
To address this discrepancy, we have started to
examine induction and repair of DSBs in the
Artemis-/-, XRCC4-/- and parental HCT116 cells
following irradiation of carbon ion-beams, by
kinetic analyses of some DSB makers such as
gamma-H2AX nuclear foci.

Fig. 1. Sensitivities of NHEJ-deficient and
–proficient human cells to high-LET and low
LET IR. (A) Clonogenic survivals of HCT116
(circles), XRCC4-/- (rectangles) and Artemis-/(triangles) cells after carbon ion-beam (C290
MeV/u, mono, 70 keV/um) irradiation. Average
values of three experiments conducted in this
year were shown. (B) Clonogenic survivals of
HCT116 (circles), XRCC4-/- (rectangles) and
Artemis-/- (triangles) cells after X-irradiation.

Table 1. LD10 and RBE of the Artemis-/-,
XRCC4-/- and parental HCT116 cells.
LD10 (Gy)
X-rays
LD10 (Gy)
C-ions
RBE

1. Institute of Radiation Medicine, Chinese
Academy of Medical Sciences
2. NIRS
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XRCC4-/-

Artemis-/-

HCT116

1.3

2.2

4.1

0.48

0.81

1.36

2.8

2.7

3.0

重粒子線の骨代謝におよぼす影響
Radiation effects of heavy ion particles on bone metabolism
(12J335)
a

a

澤尻昌彦 P Srimawong 野村雄二 a 寺東宏明

b

丸山耕一 c

M.Sawajiri, P Srimawong, Y Nomura, H Terato, K. Maruyama
Abstract

による骨破壊作用を解明するために、炭素線とガ

Periostin originally isolated as an osteoblast specific

ンマ線を照射した骨，軟骨芽細胞の骨浸潤や骨代

factor that functions as a cell adhesion molecule for

謝因子におよぼす影響を調査してきた。

pre-osteoblast. Overexpression of Periostin has been
observed in the majority of cancer in the tumor

2. 昨年度までに得られている結果

microenvironment, Periostin may important role in

過去の動物実験あるいは培養細胞実験におい

cancer bone metastasis. This experiment was carried

て重粒子線照射群では、ガンマ線照射群に比べ軟

out to examine the effects of carbon ion and gamma

骨吸収，骨吸収減少傾向が認められた。骨･軟骨

ray irradiation on Periostin expression in the cancer

部における重粒子がん放射線治療では、放射線照

metastasis microenvironment cancer metastasis and

射部位において、骨吸収が少ないだけでなく、石

distraction bone

灰化が見られることが報告されている。

To examine the effects of carbon ion and gamma ray
irradiation

on

tumor

microenvironment,

ペリオスチンは、骨芽細胞に特異的に発現する

mouse

細胞間接着因子である。しかし、多くのがんでペ

calvarias osteoblast cells and breast cancer cells were

リオスチンが発現し、がんの骨浸潤，骨転移に密

cultured. After irradiation, then identified and isolated

接な関係があることが報告されている。また、培

Periostin from breast cancer cells

養骨浸潤性腫瘍細胞に対して、放射線を照射し、

Periostin expression was examined in breast cancer
FM3A/R

cells

after

irradiation.

ペリオスチンの変化を調査したところ、放射線照

Independently,

射によってペリオスチンの増強する傾向が確認

periostin and other bone metabolic cytokines was

された。

identified and isolated from osteoblast cells, using
RT-PCR or the western blotting.

3. 今年度の研究内容

Periostin expression was reduced immediately

放射線がん治療において遠隔転移が十分に克服

after irradiation, but it was increased later. However,

されていないだけでなく，放射線照射によりがん

suppression of the expression of periostin remained

の転移が促進される可能性も報告されている。こ

longer in carbon ion irradiation breast cancer cells

のために，ペリオスチンと骨芽細胞の産生する骨

than gamma ray irradiation.

代謝因子を比較した。ペリオスチンは，正常骨組

Carbon ion irradiation had a more marked effect

織の骨芽細胞で発見されたが，がん細胞からも産

on osteoblast activity, and enhanced their calcification

生され､放射線照射によって増強される傾向があ

to a greater extent than gamma irradiation. These

る。

observations suggest that carbon ion irradiation

骨浸潤性のマウス乳がん細胞（FM3A/R）にガン

suppresses cancer invasion in bone and induces

マ線あるいは炭素線を照射した後，非照射骨芽細

osteocalcification.

胞（MC3T3-E1）と共存培養し，骨芽細胞による
各種骨代謝因子を計測した。これによって放射線

1. 研究目的とバックグラウンド

照射したがん細胞の産生するペリオスチンの変化

本研究の目的は、放射線治療における腫瘍周囲

と，骨代謝や腫瘍転移におよぼす影響を検討した。

正常骨の放射線性障害の予防と、腫瘍の骨浸潤に
4. 今年度の研究成果と解析結果

おける放射線照射の影響を調べることである。こ
れまで骨代謝と、がん細胞に誘導される破骨細胞

放射線照射によるペリオスチン発現の増強と，
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骨転移あるいは骨浸潤に対する効果を調べるため

植後に乳がん細胞が頸骨あるいは大腿骨に生着し

に，マウス乳がん細胞 FM3A/R に炭素線あるいは

て骨破壊したことを確認した。この組織から切片

ガンマ線を照射した後，ペリオスチンを計測した。

生成して骨代謝因子の局在を観察した。
骨破壊の先進部における乳がん細胞と周囲骨に
おける各種骨代謝因子の発現を免疫組織学的に調
査し各種サイトカインの発現と局在を調査した。
がん細胞(青緑)に接す
る骨にオステオカルシ
ン(茶)の発現が見られ
る。オステイカルシン染
色×200

放射線照射によって，乳がん細胞におけるペリ

炭素線照射細胞による骨浸潤先進部では、骨石

オスチンの発現は一時的な減少傾向を示すが，そ

灰化因子であるオステオカルシンの発現が見られ

の後増強した。ペリオスチンの発現が照射前の状
態に回復する時期はガンマ線照射細胞で 2 時間後、
炭素線照射では 3 日後だった。また、ガンマ線照

石灰化の傾向がみられ，一方、ガンマ線照射群で
はオステオカルシンの発現は見られず、Runx2 の
発現が見られた。骨の過剰な石灰化見られなかっ

射による発現増強は，炭素線照射による場合の数

た。ペリオスチンはがん細胞の悪性度，転移能，

倍で､炭素線に比べてガンマ線によるペリオスチ

浸潤能の指標とされているが、放射線治療におい

ンの増強効果が強いことが示された(上図)。

てペリオスチンの発現や抑制をコントロールする
ことが出来れば、骨転移や骨浸潤の抑制効果が期

続いて炭素線，ガンマ線を照射直後の乳がん細

待される。

胞，及び非照射乳がん細胞 MF3A/R を非照射骨芽
細胞 MC3T3-E1 と共存培養し骨芽細胞が産生す

5.今後の展望
腫瘍が骨内浸潤する辺縁部において、周囲正常
骨組織と腫瘍細胞との相互作用を明らかにするこ
とや、周囲正常骨に対する照射の影響をあきらか
にすることが、放射線治療の質的向上のために求
められている。ペリオスチンは正常の骨形成細胞
に多く見られるだけでなく、腫瘍細胞にも多く発
現しているため，骨形成細胞，骨吸収細胞との相
互作用に多様な役割を演じていると考えられる。
このために骨形成細胞におけるペリオスチンの経
時的発現状況と、放射線照射によるペリオスチン
の過剰あるいは減少によって各発達段階の骨芽細
胞における骨代謝因子の発現あるいは抑制、破骨
細胞因子の誘導との関連を調査する必要があろう。
今後も、骨芽細胞と腫瘍細胞の共存培養系と実験
動物を用いた骨浸潤と放射線照射の影響を検討す
ることが必要である。

る各種骨代謝因子あるいは骨の石灰化因子を計測
した。炭素線照射乳がん細胞と非照射骨芽細胞の
共存培養系では照射線量に依存して石灰化因子の
増加が見られた。しかし、ガンマ線照射群におい
ては骨成熟因子が増加し炭素線照射群とは異なっ
た結果を示している。

さらに、炭素線，ガンマ線を照射した乳がん細

a. 広島大学大学院医歯薬学総合研究科

胞，及び非照射乳がん細胞 MF3A/R をマウスの頸

b. 佐賀大学医学部総合分析実験センター

骨に移植して、腫瘍発生と骨浸潤を誘導した。移

c. 放射線医学総合研究所
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次世代がん治療標的分子に対する粒子線の効果に関する研究（14J361）
藤森 亮、平川博一
放射線防護研究センター、リスク低減化研究プログラム、
感受性モデル動物研究チーム
Biological effects of particle ion beams on the next-generation molecular
targets for radiotherapy (14J361)
Akira Fujimori, Hirokazu Hirakawa
Molecular genetics and animal model research team
Radiation Risk Reduction Research Program
(b) Results in 2013

Abstract
Last year, we obtained in vitro CSC
(cancer stem cell) model from a
glioblastoma cell line A172. Here we
attempted to obtain in vivo CSC
models. Both U251 and U87 Δ cell
lines formed spheres as A172 when
cultured in non-serum media. We
determined IR sensitivity of these
cells under normal condition in
vitro and vivo. We found that U87
Δcells showed less sensitivity to
carbon ion beams and
greater
malignant phenotype with liver
metastasis compared to U251.
These model tumors will provide
useful materials to understand
malignant phenotype of CSCs and
resistance to radiotherapy in
glioblastoma.

Using monolayer(M) and sphere(S)
type of both U251 and U87 Δ
glioblastoma
cell
lines,
we
compared the sensitivity to either
X-ray or carbon ion beams (Fig.1).
In vivo effect of radiation on the
growing tumor was examined using
carbon ion beams. Growth of U251
tumors are significantly suppressed
after treatment with carbon ion
beams (Fig.2). On the other hand,
U87 Δ showed great aggressiveness
with liver metastases compared to
U251 cells without irradiation,.
Our preliminary results suggested
that
combination
therapy
of
indomethacin and carbon particle is
effective on the U87Δon nude mice
（Fig.3）.

(a) Aim and Background

(c) Materials and Methods

To understand biological mechanism
of radio-resistance in certain
brain tumors. Cancer stemness
contributes to the radio-resistance
of glioblastoma cells by its
potential to regenerate progenitors
of malignant tumor cell types.
Recent studies have demonstrated
that resistance to radiotherapy is
partly due to secretion of certain
tumor growth factors (i.e. PGE2)
from the irradiated tissues in vivo
and this “Phoenix Rising Effect”
can be prevented by prescription of
indomethacin (an inhibitor of the
PGE2 synthesis).

Cells:
U87Δ glioblastoma cell line was
reported to be tumorigenic in nude
mice and to express some stem cell
markers in previous publication
(ref. 1). U87Δ culture cells in a
shape of monolayer(M) or sphere(S).
S type cells were maintained in
DMEM/F12 culture medium with B27
supplement, epidermal growth factor,
basic fibroblast growth factor and
heparin.
Mice:
BALB/cAJci-nu/nu (20 mice).
Beams:
Carbon 70 keV/μm, mono peak
and SOBP 6 cm.
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Fig.1 Appearance of
U87 Δ cells under
serum-free
condition.

(d) Results in 2014
Stemness contribute to the
radio-resistance of glioblastoma
cells probably through their
modified DNA repair activity to
DNA-DSBs (ref. 2). Here, we tried to
evaluate tumor aggressiveness in
vivo by testing the tumorigenesity
of U87 Δ cells in the different
forms (monolayer and sphere) and in
the different cell numbers. Both
types of monolayer and sphere cells
(1x104, 3x104, 1x105, 3x105 cells)
were
tumorigenic
on
BALB/cAJci-nu/nu mice except for
1x104 cells of sphere-type U87 Δ
cells, unexpectedly. Tumors from
greater number of cells grew earlier
and the sphere forms (>1x105 cells)
appeared to grow faster than the
comparable monolayer forms of U87
Δcells although the results are not
statistically sighificant (Fig.5).
These model tumors will provide
useful materials to understand
malignant phenotype of CSCs and
resistance to radiotherapy in
glioblastoma.

Fig.3 Tumor growth (U87Δ cells) on nude mice
pretreated with indomethacin (closed symbols).

Fig.4 Tumor growth (U87Δ cells) on nude mice
pretreated with indomethacin (closed symbols).
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Fig.2 Tumorigenicity and tumor growth curve of
U251 and U87Δcells (injected as M-type) with
or without carbon ion beam treatments.
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微生物の重粒子線照射下での生存条件の検討
Study on effects of heavy ion beam on survivability of microorganisms
（14J363）
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Abstract
We are going to perform space exposure
experiment of microbes at the International
Space Station (ISS): the candidate microbes for
space exposure are Deinococcus spp. (D.
radiodurans, D. aerius, and D. aetherius),
Nostoc sp., and Schizosaccharomyces pombe
(spore). We examined effects of heavy ion
beam, which might be important factor for
survival of microbes in space, on the air-dried
microbes. All species we tested were highly
tolerant to heavy ion beams such as He and C
ion beams. These species are suggested to be
tolerant enough to survive in space condition
on the particle beams for 1 year or more.
In addition, we irradiated C ion beam (up to
500 Gy) to several virus. We did not observed
apparent DNA damage in irradiated virus
genome that can be detected by real time PCR.
However, infection efficiency of irradiated
virus was observed to decrease.

DNA 修復系遺伝子欠損株並びに破壊株、
我々が対流圏の最上部で採取した
Deinococcus aerius TR0125 (Yang et al. 2009)、
並びに対流圏の最上部で採取した
Deinococcus aetherius ST0316 (Yang et al.
2010)を用いる。また、Deinococcus 属真正細
菌同様に高い放射線耐性が期待されるシアノ
バクテリア Nostoc sp. HK-01 並びに真核生物
の分裂酵母 Shizosaccharomyces pombe（胞子）
についても、重粒子照射実験を行い、その生
存に対する影響を検討する。

1． 研究の目的とバックグラウンド
生命は地球上で誕生としたという説と、地球
外で誕生したという説がある。その検証のため、
地球外の天体や宇宙空間における生命存在
並びに相互移動の可能性を知ることは重要な
科学的課題である。一方、高度 77 km までの
微生物の直接採取が報告されている。そこで、
われわれは、国際宇宙ステーション(ISS)の日
本実験棟「きぼう」の JEM 曝露部を利用し、宇
宙ステーション高度(400 km)での宇宙空間で
の微生物・有機物の捕集と曝露実験を計画し
ている(Tnpopo 計画)（山岸他 2007, 2008）。
本研究では、宇宙での微生物の生存に対す
る重粒子の影響を評価しようとするものである。
解析対象微生物として、放射線耐性真正細菌
Deinococcus radiodurans の野生株 R1 株と
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2． 昨年までに得られている結果
D. radiodurans R1、D. aerius TR0125、D.
aetherius ST0316 は He 線、Ar 線に対して高い
耐性を示し、1 年ＩＳＳ上で宇宙曝露を行っても
重粒子線（ならびに他の放射線）による損への
影響は少ない、と考えられた（Kawaguchi et al.
2013）。Ar 線は He 線よりもこれらの細菌の生
存に対する影響が大きい。Nostoc sp. HK-01
の乾燥藻塊に 538 Gy の He 線を照射し、その
後加水し、FDA 染色により蘇生検定を行った
ところ、照射無しサンプルの 80％程度の髙い
エステラーゼ活性を示した。S. pombe の胞子
の乾燥試料に 538 Gy の He 線を照射しても
98%以上の生存率を示し、S. pombe の胞子が
高い重粒子線耐性を有することが分かった。
3． 今年度の研究成果と解析結果
Deinococcus 属：野生株の D. radiodurans
R1 株と、D. radioduran R1 株由来の DNA
修復系遺伝子破壊株 XRA1(recA 遺伝 子
破 壊 株 ) 、 XPA1(pprA 遺 伝 子 破 壊 株 ) 、
XVRD1(uvrA1、uvde 遺伝子二重破壊株)の
4 株の乾燥菌体を用いて、He 線（150 MeV/u、
0~300 Gy）と C 線（290 MeV/u、0~500 Gy）の

照射実験を行った。
その結果、He 線照射により D. radiodurans
R1 (D10: 2.3 kGy)、XPA1 (D10: 1.2 kGy)、
XVRD1 (D10: 2.3 kGy)各株は生存率の大きな
低下を示さなかった。それらの株と比較して
XRA1 (D10: 0.19 kGy)株の生存率低下が最も
大きかった。C 線照射でも He 線と同様に、
D. radiodurans R1 (D10: 5.8 kGy)、XPA1 (D10:
2.3 kGy)、XVRD1 (D10: 3.8 kGy) 株の生存率
の大きな 低下を起こさなかった。XRA1 (D10:
0.26 kGy) 株の生存率が最も低下した。重粒
子線は主に二本鎖切断を引き起こすため、相
同組換えに関する recA 遺伝子の働きが重要
であると推定できる。
ウイルス：フェロガードプラス 3（共立製薬ネコ
用三種混合生ワクチン：ネコウイルス性鼻気管
炎ウイルス、ネコカリシウイルス、ネコ汎白血球
減少症ウイルス）を 2ml のチューブへ 100ul ず
つ分注し、C 線を照射した。それぞれのウイル
ス に つ い て 、 TaqMan リ ア ル タ イ ム PCR
(RT-PCR)によるウイルスゲノムの切断の定量と、
CRFK 細胞に対するウイルスの感染価を評価
した（研究協力：東京農工大学・獣医臨床腫瘍
研究室）。
重粒子線照射によりランダムにウイルスゲノ
ムが切断されれば、RT-PCR による検出効率が
下がると予想されるが、照射線量の違いによる
ウイルス量の変化は認められず、本実験の条
件では切断の頻度が極めて低かったことを示
唆している。
ウイルスゲノムに切断が生じている可能性を
さらに検討するために、培養細胞へ感染させ
た。その結果、どの照射条件においても同様
の細胞変性効果が観察された。ウイルス液をさ
らに希釈してプラーク数を測定し、Dunnett の
多重比較法を用いてコントロールと比較すると、
10、300、500 Gy 照射された 3 サンプルで有意
差が確認された。このように重粒子線により感
染価は減少したが、最大でも約 50%の減少率
であった。
本実験の条件では、重粒子線によるウイルス
のゲノム切断や感染価への影響は少ないと考
えられた。感染価の減少はウイルスのゲノムか
蛋白質への影響によるものかについては今後
の研究課題である。また、ウイルスゲノムへの
変異の可能性についても考慮しなければなら
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ない。
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DNA 損傷応答阻害剤の重粒子線及び低 LET 放射線に対する効果増強作用
Sensitization Effects on Heavy Ion and Low Linear-Energy-Transfer Radiation by
Blocking DNA Repair Response (12J366)
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Cancer
various

cells

frequently

defects

in

DNA

show

種々の線質の放射線照射と併用すること

repair

で、がん組織に対し特異的に放射線の効
果を増幅させる作用を持つ増感剤は有用

pathways, suggesting that they show

である。これまで DNA 修復応答因子の機

low DNA repair abilities compared to
normal

cells.

Therefore,

能阻害による低 LET 及び炭素線を含む高

by

LET 放射線に対する増感作用を検討して

blocking DNA repair pathway, it is

き た 。 ポ リ (ADP- リ ボ ー ス ) 合 成 酵 素

expected

(PARP)は DNA 切断修復応答に関わる。PARP

to

preferentially

阻害剤は抗がん剤として欧州で認可され、

sensitize cancer cells. We have
identified

低 LET 放射線については増感効果につい

several

radiosensitization

target

て臨床試験が行われている。これまでに

genes

ヒト膵癌細胞株を用いて PARP 阻害剤

that are involved in DNA repair

（AZD2281）がガンマ線のみならず、炭素

response by comprehensive screening

線に対して増感効果を示すことを報告し

with

have

炭素線への増感効果のメカニズムを示し

radiosensitization

た。
（Hirai et al., Cancer Sci, 2012）。

shRNA

library.

validated

We

またポリ(ADP-リボース)の主要な分解酵

effects of these genes with siRNA
for

gamma-irradiation,

a

linear-energy-transfer

素であるポリ(ADP-リボース)グリコヒド

low

ロラーゼ（PARG）の機能阻害はガンマ線

(LET)

などの低 LET 及び高 LET 放射線である炭

beam

素線に対して増感作用を示すことを見出

irradiation. We showed that DNMT3b

した。（Shirai et al., Biochem Biophys

radiation,

and

carbon-ion

Res Commun, 2013）
。

gene could be a useful target for
both

low

また、PARG 機能阻

害はヒト肺がん細胞株に対してガンマ線

linear-energy-transfer

の増感作用を示すことが報告されている

(LET) radiation and carbon-ion beam

(Nakadate et al., Biochem Biophys Res

irradiation.

Commun, 2013) 。
２．前年度までに得られている結果
前年度までに放射線増感の標的について

１. 研究目的とバックグラウンド
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網羅的手法を用いて増感標的の検討を開

U2OS 株において増感効果を示した。一方、

始した。lenti-virus の shRNA ライブラ

U2OS 株で炭素線照射(C290MONO、LET70
keV/μm 条件)条件下において増感効果は

リーを用いた放射線増感の標的スクリー

認められなかった。

ニング系を作成し、増感標的遺伝子群を

BACE1 については高発現を示すがん細胞

見いだした。増感標的遺伝子候補にはす

株で今後検証を行う必要がある。アルツ

でに報告のある PARP-1、BRCA-1、 BRCA-2、

ハイマー病を対象とする BACE1 の特異的

RAD51 のほか、これまで検討されていない

な阻害剤が開発されており、これらの阻

遺伝子として DNA methyltransferase 3b

害剤を用いて低 LET 及び高 LET の放射線
増感効果を検討する必要がある。

(DNMT3b)や b-site APP cleaving enzyme 1

2) DNMT3b の機能阻害による放射線増感

(BACEI)などが含まれていた。DNMT3b は

ヒト大腸がん HCT116 細胞株においてノッ

エピゲノム制御に重要な de novo の DNA

クダウン法により機能阻害を行った。炭

メチル化酵素であり、がんにおいてしば

素線(C290MONO)照射後の増感を調べたと

しば高発現が報告されている。DNMT3b の

ころ、LET70 keV/μm 条件での照射後、生

ノ ッ ク ダ ウ ン 下 に お い て HeLa 細 胞

存率 10%での enhancement ratio(ER)は約
1.7 であり、HeLa 細胞株よりも増感度が

variant 株において炭素線(C290MONO)照

高かった。DNMT3b のノックダウンによっ

射後の増感は LET70 keV/μm 条件での照

てガンマ線照射後、γH2AX の集積が増加

射 後 、 生 存 率 10% で の enhancement

し、二本鎖 DNA 切断の修復遅延が示唆さ

ratio(ER)は約 1.2 でありガンマ線に対す

れる。炭素線照射後の細胞応答の変化の

る ER 値と同等であった。

機序を異なる細胞株を用いて検討する必
要がある。DNMT3b の特異的低分子阻害剤
はこれまで開発されていない。DNMT3b の

3．今年度の研究内容

阻害剤は DNMT3b の高発現を示すがんにお

BACE1 は peptidase A1 ファミリータン

いて低-高 LET 放射線の増感標的として有

パク質であり、ベータアミロイドタンパ

効である可能性が考えられる。

ク質のプロセッシングに関わる一方、ノ
ックダウンにより、gammaH2AX レベルが増
加し、DNA 修復応答への関与が報告されて

a.

いる(Paulsen et al., 2009)。BACE1 及び

国立がん研究センター研究所ゲノム安

定性研究分野・創薬臨床研究分野・RI 実

DNMT3b の機能阻害下における炭素線照射

験支援施設、b. 東京理科大学大学院基礎

への増感をがん細胞株において低 LET 放

工学研究科、c.順天堂大学医学部放射線治

射線の増感と比較検討する。

療学講座、d.京都大学医学部、e.放射線医
学総合研究所、f.長崎大学大学院医歯薬学

4．今年度の研究成果と考察

総合研究科

1)BACE1 の機能阻害による放射線増感

BACE1 の siRNA によるノックダウンはガ
ンマ線照射後、HeLa 細胞や骨肉腫細胞
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中皮腫細胞致死メカニズムおよび潜在的致死損傷修復の LET 依存性の検討
The mechanism of lethal effect and LET dependence for PLDR in mesothelioma cell lines
(12J368)
劉翠華
Cuihua Liu
Abstract
Last three years, seven kinds of malignant pleural

the lethal mechanism after high LET ion beams

mesothelioma (MPM) cell lines and one kind of

irradiated,

normal embryonic lung fibroblast cell line were

MicroRNAs are small regulating RNAs that have

used. Cells were irradiated with X rays or heavy-ion

been shown to play important regulatory roles in

beams and survival fractions were analyzed at

most

immediate plating (IP) and 24h delay plating (DP).

Comparing X rays, high LET carbon ions have high

RBE values are higher in DP than that in IP

RBE values, the miRNA profile may be different. It

irradiated by high LET radiations. The mitotic

is necessary to analysis the miRNA profiling after

catastrophe frequency induced by high LET

irradiated with X rays and high LET carbon ions.

carbon-ion beams is higher than irradiated by X

2. Past work until last year

rays in 7 kinds of MPM cell lines. Microarray of

The PLDR of Six kinds of MPM cell lines and 1

miRNA was also analyzed in 2 kinds of MPM cells.

kind of normal cell line were analyzed. The data

In MESO-1 cells, comparing X rays just 1 kind of

indicate the PLDR values were decreasing with

miRNA was up regulated after 2Gy high LET

increasing LET values both in mesothelioma and

carbon ion beam radiations, but in MESO-4 cells, 9

normal cells. Comparing with fetus lung normal

kinds of miRNA were up regulated, 15 kinds of

fibroblast cells, the PLDR in MPM cells was lower

miRNA was down regulated.

than that in normal cells at low LET.

1. Research purpose and background

mitotic

cellular

and

catastrophe

was

developmental

analyzed.

processes.

RBE values at IP and DP are also calculated. The

MPM is an aggressive and lethal cancer arising

data indicated the RBE values at DP are same as or

from mesothelial cells lining of serous membranes,

higher than at IP as PLDR occurred. RBE values

and is considered to be often associated with

have increased with improvement LET both in

previous exposure to asbestos fibers. So far, no

MPM and normal cells. As PLDR is high in normal

effective therapeutics has been established for the

cells, comparing with normal fibroblast cells, the

disease-advanced case. In the past project 21B368,

RBE values of MPM cells at DP in high LET are

confluent cultures of 6 kinds of mesothelioma cell

lower than that of normal cells.

lines were used, the radio-sensitivity and apoptosis

The expression of anti-apoptosis proteins in

irradiated by heavy ions were detected. The results

MESO-1, H226, H2052 cell lines was also detected

showed that the high LET carbon ions are

at different times after 6 Gy carbon-ion radiation

significantly more effective in cell killing effect for

(13 keV/um, 80 keV/um), and analysis by Quantity

MPM cell line, however the apoptosis was very low

One soft. The results of 3 kinds of MPM cell lines

as anti-apoptosis proteins such as

BCL-2 and

indicate the relative quantity of BCL-2 and

SURVIVIN are over expression in all 6 kinds of

SURVIVIN decreased in 3 hours after high LET

MPM cell lines even irradiated with high LET

carbon-ion irradiation, then with increasing culture

ion-beams. As PLDR has been proposed as playing

time increased, but not the case in low LET

an important role in the response of human tumors

radiations.

to radiotherapy, the project aims on the mechanism

3. Work for this year

of cell lethal effect and the LET dependence for

3.1. Materials and methods

PLDR to heavy ions in MPM cell lines. To explain

Cells: Seven kinds of human MPM cell lines
88

(MESO-1, MESO-4, H2052, H2452, H226, H28,

3.21. Mitotic catastrophe in MPM cells by heavy

HMMME) were used for the study.

ions: Mitotic catastrophe frequency was analyzed in

Irradiation: Confluent Cells were irradiated with

seven kinds of MPM cell lines. The results (Figure

heavy-ion beams accelerated by the HIMAC.

1) indicate the frequency of mitotic catastrophe

Carbon ion beams (energy: 290 MeV/u (C290)),

induced by high LET carbon-ion beams is higher

and iron ion beams (energy: 500 Mev/u (Fe500))

than X rays in 7 kinds of MPM cell lines.

(LET: 13, 55, 80,

3.2.2. MicroRNA expression profiling: MESO-4

All

irradiations

200,
were

keV/um)
carried

were used.

out

at

room

cells irradiated with 2 Gy X ray and 80 keV/um

temperature.

carbon ions, miRNA array was analyzed at 24 hours

MTT assay: Cell growth determination kit was used.

after radiation. The results indicated comparing X

The absorbance for MTT analysis was recorded on

rays, 9 kinds of miRNA were up regulated and 15

a microplate reader at a wavelength of 570 nm.

kinds of miRNA were down regulated in high LET.

Colony assay: Colony formation assay was

The function of those miRNA will be analyzed.

conducted after radiation. The RBE values were

3.2.3. Analysis function of miRNA: In MESO-1

calculated by D10 values.

cells, miR-144-3p was upregulated in microarray

Mitotic catastrophe assay: Hoechest33342 was used

analyses irradiated by high LET carbon ions. The

to examine nuclear abnormalities.

miRNA (miR-144-3p) mimic was transfected to

Analysis of miRNA profile: Confluent MPM cells

MESO-1 cells. The results showed that mir-144-3p

were irradiated with X rays or high LET carbon

inhibited proliferation of MESO-1 cells.

ions, miRNA included total RNA was isolated from

Conclusions: 1). Mitotic catastrophe may be a part

~107 cells by EXIQON miRCURY RNA isolation

of responsible for the mechanism of lethal effect by

kit, according to the manufacturer’s protocol.

high LET carbon ions. 2). There are some of

Following RNA isolation, the miRCURY™

different in miRNA array profile in MPM cells

Hi-Power labeling kit was used for miRNA labeling.

between X-ray and high LET ion beam radiations.
―――――――――――――――――――――

After the labeling procedure was terminated,
the Hy3-labeled samples were hybridized to the

a) Radiation Risk Reduction Research Program,

miRCURY LNA Array (Exiqon) according to the

Research Center for radiation protection,

manual provided with the array.

National Institute of Radiological Sciences.

3.2 Result obtained in the fiscal year 2014:

Figure 1. Mitotic catastrophe frequency (%) induced by X-rays (O) and high LET carbon-ion beams (●).
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消化器癌幹細胞に対する重粒子線照射による細胞生存と DNA 修復への影響
Effects of Heavy-Ion Irradiation on Clonogenic Survival and DNA Repair in Gastrointestinal Cancer
Stem Cell (12J371)
崔星、ギョーム バレス
Sei Sai and Guillaume Vares
Abstract
To elucidate whether a carbon ion beam in

the effects of carbon ion beam alone or in

combination with gemcitabine has advantages

combination with gemcitabine on putative

over X-ray in targeting putative pancreatic cancer

pancreatic CSC survival, DNA repair, and

stem-like cells (CSCs) in vitro and in vivo. The

xenograft tumor control compared to X-ray

number of colonies and spheroids formed from

irradiation.

CSCs after carbon ion beam was significantly

Materials and Methods

reduced compared to after X-ray irradiation, and

The human PDAC cells were cultured in DMEM

they were extremely highly suppressed when

with 10% FBS. CSCs sorted from above cells by

carbon ion beam combined with gemcitabine.

FACS Aria were irradiated with carbon-ion (290

Expressions of multiple cell death-related genes

MeV/n, 50KeV/m, 6-cm, SOBP) or X-rays.

were remarkably highly induced, and large

Colony and spheroid formation, H2AX foci

numbers of H2AX foci in CSCs were formed

formation assays as well as xenograft tumor

after carbon ion beam combined with gemcitabine.

growth control analyses were performed.

The

Antibodies of CD44-PE and ESA-FITC were

highly

expressed

CSC

markers

were

significantly inhibited after 30 Gy of carbon ion

used.

beam and almost lost after 25 Gy carbon ion beam

Results

combined with 50 mg/kg gemcitabine. In

Determination of CSC Properties of

conclusion, a carbon ion beam combined with

CD44+/ESA+ Cells

gemcitabine

When equal numbers of cells were plated in a dish,

has

superior

potential

to

kill

pancreatic CSCs via irreparable clustered DSB

CD44+/ESA+ cells had much greater clonal

compared to a carbon ion alone or X-rays

formation capacities than that of CD44-/ESA-

combined with gemcitabine.

cells (Figure 1). The ability to form spheroid

Introduction

bodies in CD44+/ESA+ was significantly higher

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), which

than that in CD44-/ESA- (p<0.01; Figure 1).

constitutes more than 90% of pancreatic cancers

Tumorigenic assay showed that the

in humans, is the fourth most frequent cause of

tumorigenicity of CD44+/ESA+ CC cells was

cancer-related death world-wide

much higher than CD44-/ESA- cells (Figure1).

With increasing evidence supporting the existence

These results suggested that CD44+/ESA+ cells

of cancer stem-like cells (CSCs), pancreatic CSC

isolated from PK45 cells present the

populations have recently been identified based

characteristics of CSCs.

+

+

on cell membrane marker CD44 / ESA /CD24

+

Colony and Spheroid Formation Assays of CSCs
in vitro after Carbon Ion Beam Combined with

cells (1). In the present study, we try to examine

90

Gemcitabine

beam was combined with gemcitabine. In addition,

The number of colonies formed from

spheroid formation abilities were predominantly

CD44+/ESA+ cells was significantly decreased

reduced by carbon ion beam combined with

after X-ray, carbon ion beam, and

gemcitabine compared to that of X-ray combined

gemcitabine-alone treatments, and it was further

with gemcitabine.

remarkably reduced when carbon ion beam was

Histopathological features showed that most of

combined with gemcitabine. The spheroid size of

tumor cells did not disrupt by 30 Gy X-rays or 15

cancer stem like CD44+/ESA+ cells delivered

Gy carbon ion beam, but the tumor cells were

from PK45 cells was significantly reduced by

partially destroyed by 25 Gy carbon ion beam. It

carbon ion beam-alone, or gemcitabine-alone

is very clearly shown that most of the tumor cells

treatment but not by X-ray irradiation alone, and

were destroyed after irradiated with 35 Gy

it was extremely heavily decreased after

carbon-ion alone or 25 Gy carbon ion in

gemcitabine combined with either X-ray or

combination with 50 mg/kg gemcitabine without

carbon ion beam.

significant side effects. The CD44 and ESA

(Figure 2).

In vivo changes of expression of CD44 and ESA

expression was slightly decreased with carbon ion

after carbon-ion beam alone or in combination

beam at dose of 15 Gy, but significantly

with gemcitabine

suppressed by either by 35 Gy of carbon ion beam

Immunofluorescence analysis showed that 30 Gy

alone or 25 Gy carbon ion beam combined with

of carbon-ion beam predominantly suppressed

50 mg/kg gemcitabine. In comparison, the

expression of both CD44 and ESA. In comparison,

expression of CD44 and ESA was increased by

even 60Gy X-rays did not reduced expression of

X-rays at a dose of 35 Gy, and still remained even

CD44 and ESA (Figure 3). The CD44 and ESA

combined with 50 mg/kg gemcitabine. This

expression was almost lost by 25 Gy of

finding suggests that a high dose of carbon ion

carbon-ion beam in combination with 50 mg/kg of

beam alone or relatively low dose of carbon ion

gemcitabine, whereas these CSC markers were

beam combined with chemotherapy can

still expressed by 35 Gy of X-rays in combination

effectively eradicate CSCs

with gemcitabine.
Discussion
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Figure1. Colony, spheroid, and tumor formation of CSCs and non-CSCs delivered from PK45 cells.

Figure 2. Colony and spheroid formation of CSCs and non-CSCs sorted from PK45 cells after X-ray or carbon ion
beam alone or in combination with gemcitabine.

Figure 3. Histopathological changes 1 month after X-ray, carbon ion beam, gemcitabine (50 mg/kg) alone and its
combination in PK45 xenograft tumors.
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High-LET radiation-induced mitophagy and mitochondrial apoptosis in breast
cancer cells (13J372)
X-D. Jin a, Q. Li a, X-G Zheng a, F-F Li a, R.Hirayama b
response to mitochondrial damage. In this study, we
investigated the relationship between high-LET
radiation-induced mitophagy and apoptosis by
mitochondrial pathway in tumor cells.

Abstract
In this study, we explored mitochondrial damage and
responses induced by high-LET radiation in breast
cancer MDA-MB-231 and MCF-7 cells. Cells were
irradiated with carbon ions of 75 keV/m at various
doses. The fluorescence colocalization of Mito
Tracker Green (MTG), as a mitochondrial maker and
Lyso Tracker Red (LTR), as a lysosomal maker, was
used to determine the form of mitopahgy. Flow
cytometric measurements of Annexin V-FITC staining
was used to quantify apoptotic cells. We found that
mitophagy trigged by the high-LET carbon ions at low
doses while apoptosis was dominant at high doses,
accompanying the dissipation of the mitochondrial
electrochemical potential gradient (membrane
potential, ΔΨm).

Activities and results
To elucidate mitochondrial damage induced by
high-LET radiation, MDA-MB-231 cells were
irradiated with the carbon ions of 75 keV/m at
different doses and then mitochondrial ΔΨm was
stained by JC-1 and measured by flow cytometric at 1,
4 or 24 h after irradiation, respectively. We found that
the ΔΨm had no or a slight change when the radiation
dose was as low as about 0.2 or 0.5 Gy at any time,
but the ΔΨm was dissipation at high doses in
MDA-MB-231 cells (Fig.1). This suggests that
mitochondrial membrane potential are no significant
change under low stressful conditions, however, high
levels of cell stress lead to the servious mitochondrial
dysfunction. Mitophagy was quantified by the
colocalization of lysosomes and mitochondria. As shown
in Fig.2, in 0.5 Gy-exposed cells, the number of
colocalized spots was significantly higher at 12 and 24 h,
returned to the control level by 48 h, however, the
number of spots was significantly lower after high dose

Background and objective
Previous studies have demonstrated that extranuclear
target also plays an important role in mediating the
cytotoxic effects of ionizing radiation. Mitochondria
are important dynamic organelles in the cytoplasm
whose major function is to produce ATP through the
respiration chain. Because mitochondria occupy a
fairly substantial fraction of cell volume (4–25%
depending on the cell), which renders them a likely
target of radiation traversal through the cell. What are
the effects and molecular pathway contribute to
mitochondrial damage control and response to
high-LET radiation? According to the literatures and
our previous results, we speculated that mitopahgy
and apoptosis are the key roles to response of
mitochondrial damages. Mitophagy, as a kind of
special autophagy, is required for maintaining a
healthy mitochondrial network, presumably by
eliminating old and damaged mitochondria. Moreover,
apoptosis by mitochonrial pathway is another

radiation. On the contrary, the apoptotic rates of

MDA-MB-231 and MCF-7 cells induced by the
carbon ions were significantly higher in the high-dose
condition than those induced by the low-dose at 24
and 48 h post-irradiation (Fig.3).
These results suggest that mitophagy and apoptosis
are the key roles in response of mitochondrial
damages, depending on the different stress levels.
Under low stressful conditions, mitophagy entails the
wholesale elimination of damaged mitochondria.
However, high levels of cell stress lead to apoptosis
via the mitochondrial pathway.
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3 Future plan
Next year we would like to further demonstrate our
hypothesis from the aspects of mitochondria damage
and protein expression of Bcl-2 family members and
cyto c in mitochondria.

MDA-MB-231
12
24

48 h
0.5

a

Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China

b

National Institute of Radiological Sciences, Japan
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Fig. 1 JC-1 changes in MDA-MB-231 cells
exposed to carbon ions at various doses
A
B

MCF-7
12

24

48 h

number of colocalized spots per cell

20

15

MDA-MB-231

control
0.5Gy
3Gy

0.5

10

5

0
control

12h

24h

48h

time crouse

C
number of colocalized spots per cell

20

15

3 Gy

MCF-7

control
0.5Gy
3Gy

10

5

Fig. 3 Apoptosis induced by the high-LET carbon
ions.
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Fig. 2 Mitophagy induced by the high-LET carbon
ions. A: a representative image displaying colocalized
spot (yellow) merged with MTG stained mitochondria
(green) and LTR stained lysosomes (red), B and C: the
number of colocalized spots per cell at 12, 24 and 48 h
after irradiation in MDA-MB-231 and MCF-7 cell
lines, respectively.

94

重粒子線による DNA 損傷応答を制御するエピジェネティクスの研究
Epigenetic factors (chromatin structures) regulate DNA damage responses
following heavy ion irradiation（13J375）
中島 菜花子 a、柴田 淳史 b
Nakako Izumi Nakajima, Atsushi Shibata
Abstract
Heavy ions induce multiple closely localised
double strand break sites (Clustered DSBs). The
clustered DSBs are repaired slowly during G1
phase. In previous reports, we showed that RNF8
and 53BP1 are indispensable for the clustered DSBs
repair pathway in G1. This year, we investigated
whether RNF8 and 53BP1 contribute to the
clustered DSBs repair in G2 phase. 20% of
DSBs induced by X ray are repaired by homologous
recombination (HR) in G2. RPA foci formation is a
maker of DSB end resection, which is an early step
of HR. The number of RPA foci in 53BP1 defect
cells 2h after heavy ion irradiation was higher than
in normal cells. However 8 and 24 hours after IR,
53BP1 and RNF8 defect did not influence the
number of RPA foci. These results suggest that the
contribution of RNF8 and 53BP1 in HR pathway
post heavy ion irradiation is minimal.

RNF8 の発現と機能を人為的に調節する事で、重粒
子線の効果を高めることを目的としている。
[前年度までの結果]
これまで我々は、
休止期(G1/G0 期)の細胞において、
重粒子線のコアトラック領域にできる DNA 二重鎖
切断(Clustered DSB)の 90%以上が、RNF8 依存性に修
復されることを明らかにした。照射対象であるヒト
正常繊維芽細胞のヘテロクロマチン領域の割合は約
10〜20%であることから、Clustered DSB の修復にお
いては、RNF8 がヘテロクロマチン領域以外の修復
に 機 能 し て い る と 示 唆 さ れ た 。
Heterochromatin-building factor KAP1 をノックダウ
ンした細胞では、クロマチン領域に必須な DNA 修
復因子の欠損による修復効率への影響が認められな
いことが知られている。鉄線照射後では、KAP1 と
RNF8 を両方ノックダウンした細胞では、RNF8 のみ
ノックダウンした細胞と同様の修復欠損が認められ
た。すなわち、Clustered DSB の修復においては、
RNF8 はヘテロクロマチン領域上の DSB 修復のみで
はなく、ユークロマチン領域の DSB 修復に機能して
いる事が示唆された。さらに、DNA 損傷シグナルを
受けて RNF8 が DNA 損傷部位にリクルートする分
子 53BP1 の発現阻害により RNF8 と同等の修復欠損
が認められることを明らかにした。RNF8 は BRCA1
も DNA 損傷部位にリクルートすることが知られて
い る が 、 BRCA1 を ノ ッ ク ダ ウ ン し た 細 胞 で は
Clustered DSB の有意な修復欠損は認められなかっ
た。53BP1 及び BRCA1 の機能を欠損した MEF 細胞
においても同様の結果が得られた。
また、我々は対数増殖期のヒト肺がん細胞(A549)
の RNF8 遺伝子発現阻害および機能阻害には、X
線・炭素線増感効果があることを確認している。

[研究の目的とバックグラウンド]
高 LET の重粒子線は細胞核内に局所に集まった
DNA 二 重 鎖切 断 (Clustered DSB) を 発 生 さ せる 。
G1/G0 期細胞中の Clustered DSB は XLF 依存性に修
復されるが、X 線による単純な DSB の修復と比較し
て 著 し く 効 率 が 悪 く ( 文 献 １ ) 、 Conventional
(Classical) NHEJ とは異なる修復経路で修復されて
いると予想されるがその分子機構はほとんど明らか
になっていない。
一方、G2 期の細胞核内においては、重粒子線によ
る末端構造が複雑な DSB が、DNA 損傷末端の DNA
の削り込み（リセクション）を亢進する（文献 2）。
低 LET 放射線で誘導された DSB の、リセクション
された DNA 末端は相同組換え(HR)によって修復さ
れるが、重粒子線によって誘導された複雑な DSB 末
端部位のリセクション後の修復経路や細胞の運命決
定については未だ不明な点が多い。
RNF8 は 2007 年に DNA 損傷シグナルに必要なユ
ビキチンリガーゼであることが報告された。DNA 損
傷シグナルにおける RNF8 の主な標的分子は H2A で
あると考えられているが、RNF8 は様々な局所的な
場面において多種多様なタンパク質をユビキチン化
する事で総合的に損傷応答に寄与していると考えら
れる。X 線誘発 DSB に対する修復過程において、
RNF8 はヘテロクロマチン領域における ATM 依存
性リモデリングを促進するが、修復に対する直接的
な関与は報告されていない。
当課題は、RNF8 の重粒子線による Clustered DSB
修 復 にお ける 機 能を 明ら か にし 、照 射 対象 物の

[今年度の研究内容]
これまで、G1 期の Clustered DSB 修復における
RNF8 の機能を明らかにしてきた。今年度は DNA 損
傷末端の複雑性と RNF8-53BP1 依存性修復経路との
関連性を検討した。RNF8・53BP１がリセクション
に必要かどうかを検討するため、RNF8 ノックダウ
ン細胞および 53BP1 欠損細胞におけるリセクション
頻度（RPA フォーカス形成能）を測定した。また
G2 期 リ セ ク シ ョ ン に 伴 う HR 経 路 に 対 し て も
RNF8・53BP１が寄与するかどうかを、G2 期マーカ
ー CyclinB 陽 性 細 胞 で の ク ラ ス タ ー DSB 中 の
RPA/RAD51 フォーカス形成を測定した。
[今年度の研究成果と解析結果]
53BP1 欠損細胞では、重粒子線照射２時間後の
95

RPA フォーカス数が野生型細胞より数個多く観察さ
れる傾向があり、リセクションの亢進が示唆された。
X 線等の低 LET 放射線による DSB 修復経路におい
て、53BP1 が BRCA1 のアンタゴニストとしてリセ
クションを抑制している機能があるが、重粒子線照
射後のリセクションにおいても、同様に機能してい
ることを支持している。
重粒子線照射２、８、24 時間後の G2 期 RPA フォ
ーカス数の変化は、RNF8 ノックダウン・53BP1 欠
損に影響を受けなかった。また、Clustered γH2AX
フォーカスの照射後 24 時間後に、RNF8 および
53BP1 欠損細胞において２割程度の高かった。すな
わち、G2 期では重粒子線照射後の一部の経路で
RNF8・53BP1 依存性の修復が起るものの、G1 期ほ
ど顕著ではなく、低 LET 放射線による DSB 修復に
おける機能との違いは認められなかった。重粒子線
照射後の RNF8-53BP1 依存性修復は非常に遅い効率
で進む。増殖中細胞の G2 期では G2 アレストの解除
により重粒子線照射 16~24 時間後に細胞は M 期へ移
行するため、RNF8-53BP1 依存性修復の影響は小さ
いと考えられる。G2 期では重粒子線による複雑な
DNA 末端損傷においても、リセクション後の相同組
み替え修復プロセスには 53BP1 は関与していないこ
とが示唆された。
[参考文献]
文献 1: NI. Nakajima et al., Visualisation of γH2AX foci
caused by heavy ion particle traversal; distinction
between core track versus non-track damage. PLOS
ONE 2014
文献 2:H. Yajima et al., The complexity of DNA double
strand breaks is a critical factor enhancing end-resection.
DNA repair 2013

a
b

放射線医学総合研究所
群馬大学
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重粒⼦線がん治療における低線量被ばくによる組織幹細胞の動態解明
Elucidation of Normal Tissue Stem Cell Responses Irradiated with Low-Dose of
Heavy Ion Particles
(14J376)
松本英樹 a、⼤塚健介 b、平⼭亮⼀ c、鵜沢玲⼦ c、古澤佳也 d
H. Matsumotoa, K. Otsukab, R. Hirayamac, R. Uzawac, Y. Furusawad
率放射線の照射および被ばくが新たな問題を浮き彫りに
してくる可能性が考えられる。この様な背景を踏まえて、
粒⼦線に対する正常組織反応、特に組織幹細胞の動
態およびそれに対する nitric oxide（NO）の寄与を明
らかにすることを⽬的とした。

Abstract
PURPOSE
To investigate how normal tissues, in
particular stem cells, respond after irradiation
with low-dose heavy ion particles in ICR mice.
MATERIALS AND METHODS
ICR male mice (Jcl:ICR, 5 weeks old) were
used. The mice were irradiated with
accelerated carbon ion beams (135 MeV/u, 25
keV/µm) at 0.01 to 2 Gy. The small intestine
and testis were excised 2 days after the
irradiation. These excised tissues were fixed,
embedded in paraffin and made of
thin-sections on slide glasses. Then the
TUNEL-positive (apoptotic) cells in the
thin-sections
were
detected
by
the
immunohistochemical staining.
RESULTS
The accelerated carbon ion-induced
TUNEL-positive
(apoptotic)
cells
were
obviously observed in the small intestine and
testis even though given dose of 0.01 Gy. The
number of TUNEL-positive cells/intestinal
crypt or cross-section of seminiferous tubule
gradually increased with increase in irradiated
dose. These observations were almost
suppressed by c-PTIO administrated into the
peritoneal cavity prior to the irradiation.
Furthermore, the locations of TUNEL-positive
(apoptotic) cells in both small intestine and
testis were most likely the positions of the
tissue stem cells in both organs.
These results suggested that the
apoptosis may be induced in the tissue stem
cells of small intestine and testis after
irradiation with accelerated carbon ion at low
dose.

今年度も割り当てられたマシンタイム回数が少なく、現時
点ではこれまでに得られた知⾒を確認するに留まっている
ことを記す。
２．今までの研究内容
(1) ICR マウス（雄、5 週齢）へは、炭素線（135
MeV/u, 25 keV/µm）を⽤い、0.01〜2.0 Gy
を 単 回 全 ⾝ 照 射 し た 。 ま た c-PTIO （ 6.7
mg/kg)を照射 6 時間前から 2 時間間隔で 3 回
腹腔内投与し、NO の寄与を解析した。
(2) 照射後 36 時間⽬にマウスから⼩腸および精巣を摘
出し、正常組織反応の指標としてアポトーシスの誘
導を TUNEL 染⾊により検討した。
３．今までに得られた結果
(1) ⾼線量炭素線照射によるアポトーシスの誘導
炭素線を全⾝に 2.0 Gy 照射し、36 時間後に⼩腸お
よび精巣を摘出し、アポトーシスの誘導を TUNEL 染⾊に
より検討した。⼩腸および精巣において、⾮照射の場合と
⽐較して、顕著に TUNEL 陽性細胞の誘導が認められた
（図 1 および 2）。これらは c-PTIO の照射前投与によ
り抑制された。
(2) 低線量炭素線照射によるアポトーシスの誘導
炭素線を全⾝に 0.01 ~ 0.05 Gy 照射し、36 時間
後に⼩腸および精巣を摘出し、アポトーシスの誘導を
TUNEL 染⾊により検討した。⼩腸および精巣において、
⾮照射の場合と⽐較して、有意に TUNEL 陽性細胞の
誘導が認められた（図 1 および 2）。これらは c-PTIO の
照射前投与により抑制された。さらに精細管断⾯あるい
は⼩腸腺窩当たりの TUNEL 陽性細胞の個数に線量依
存性が認められた（図 3）。

１．研究の⽬的とバックグラウンド
近年、照射装置の進歩・照射⽅法の⼯夫により、強
度変調放射線治療（IMRT）および画像誘導放射線
治療（IGRT）のみならず、粒⼦線がん治療も普及が
進み、放射線がん治療の症例数は増加してきている。し
かしながら、これらの⽅法による放射線がん治療では、腫
瘍の周辺の正常組織に低線量被ばく域が存在している。
従って、今後放射線がん治療における低線量・低線量

(3) 炭素線により誘導されるアポトーシス細胞の分布
(1)および(2)の TUNEL 陽性細胞の分布を詳細に観
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察した。精巣においては、何れの陽性細胞も精細管の精
原細胞あるいは精⺟細胞が分布する最外層および第２
層⽬に局在し、精⼦幹細胞および前駆細胞に特異的に
アポトーシスが誘導されていることが⽰唆された。⼩腸にお
いては、何れの陽性細胞も⼩腸腺窩のパネート細胞の
近傍に局在し、⼩腸幹細胞および前駆細胞に特異的に
アポトーシスが誘導されていることが⽰唆された。
(4) 低線量炭素線照射により誘導される特異的遺伝
⼦発現の網羅的解析
炭素線を全⾝に 0.01 ~ 2.0 Gy 照射し、36 時間後
に⼩腸および精巣を摘出し、全 RNA 分画を調製し、
RT2 ProfilerTM PCR Array (QIAGEN)を⽤いて、特
異的に発現誘導されている遺伝⼦を網羅的に解析中で
ある。

図 3．⼩腸および精巣における炭素線（0.01 ~ 0.05 Gy）誘発
TUNEL 陽性細胞の出現頻度．

以上の結果から、⾼ LET 放射線による低線量照射に
より⼩腸および精巣においてアポトーシスが誘導され、それ
らの誘導には NO が関与していることが⽰唆された。また
炭素線（135 MeV/u, 25 keV/µm）の 0.01 ~
0.05 Gy において、アポトーシス細胞の出現頻度に線量
依存性が認められた。さらにアポトーシス誘導が認められ
た細胞は、組織幹細胞あるいは⽣殖幹細胞の可能性が
⽰唆された。これらのことは、腹部腫瘍および前⽴腺腫瘍
の重粒⼦線がん治療において低線量被ばくした正常組
織の応答（反応）解析の重要性を⽰唆している。

a. 福井⼤学 ⾼エネルギー医学研究センター
b. 電⼒中央研究所 放射線安全研究センター
c. 放射線医学総合研究所

図 1．⼩腸における炭素線（0.02 Gy）誘発 TUNEL 陽性細胞の局在．
⽮じり，TUNEL 陽性細胞

図 2．精巣における炭素線（0.02 Gy）誘発 TUNEL 陽性細胞の局在．
⽮じり，TUNEL 陽性細胞
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重粒子線分割照射における培養細胞の生物効果に関する研究(2)
異なる核種のイオンビーム分割照射効果と Elkind 修復を加味した細胞致死効果のモデル化
Cell-killing effect and gene mutation on human normal/tumor cells by the split dose irradiations
with different heavy-ion species (2)
（14J379）
鈴木雅雄 a, 稲庭拓 b, 佐藤眞二 c, 村上健 a
M. Suzuki, T. Inaniwa, S. Sato, T. Murakami
We have been examining the biological effects such as
cell-killing effect and gene mutation using normal human
cells or tumor cell lines by split-dose irradiations with
different ion species. This year we focused on the
so-called Elkind recovery curves induced by the
split-dose irradiation of the short-term intervals ranging
from 0 to 165min and provided biological data for
analyzing
heavy-ion
sensitivity
using
the
microdosimetric kinetic model (MKM). The split-dose
irradiation of the short-term intervals was performed to
divide the doses, which obtained around 5% of the
surviving fraction, equally into two fractions at the
defined time intervals. The obtained data show that the
split-dose recovery is induced by the ion beams with
comparatively lower LET values but not by the ions with
comparatively higher LET value, and the repair capacity
is clearly different between normal and tumor cells.
Using these biological data we have a plan to analyze
heavy-ion radiosensitivity and repair kinetics by the
MKM.

依存性を調べて、致死効果と遺伝子突然変異の異なる
二つの生物学的エンドポイントの比較検討から、重粒子
線の最適な分割照射法を明らかにすることを目的とする。
さらには、現在がん治療が行われている炭素イオンビー
ムに加え、その他の核種のイオンビームによる分割照射
の生物効果を明らかにし、炭素イオン以外のイオンビー
ムによるがん治療の可能性を検討する。
2. 前年度までに得られている結果のまとめ
平成 26 年度は、炭素、ネオン、鉄イオンに対する 24
時間間隔連続照射の生物効果（細胞致死効果）を報告
した。それぞれのイオン種に対して、単一照射の生存率
が 20-40%となる線量を一回線量として、24 時間間隔で
3-5 日間の連続照射を行い、一日オーダーの分割照射
で生ずる致死感受性の変化を調べた。実験は、国内の
公的な細胞バンクより供給されたヒト由来正常細胞 2 種
類（皮膚由来正常線維芽細胞：NB1RGB、肺由来正常
線維芽細胞：HFL-I）とがん細胞株 1 種類（神経膠芽
腫：T98G）を用いた。(1)のタイプの照射では、炭素イオ
ン（binary filter : 0 mmH2O 厚と 146.15）、ネオンイオン
（binary filter : 0 と 130.95）、鉄イオン（binary filter : 0 と
63.26）の 3 イオン種、6 エネルギーで照射した。得られ
た結果から、それぞれのイオン種・エネルギーにおいて
正常細胞及びがん細胞何れも生存率も照射回数と共
に指数関数的に減少し、分割照射間での放射線感受
性に変化がないことが示唆された。またネオンイオンの
みで、がん細胞の分割照射感受性と正常細胞の感受
性の差が他のイオンに比べて小さくなることが判った。

1. 研究の目的とバックグラウンド
重粒子線によるがん治療の最適な治療スケジュール
構築のためには、重粒子線独自の分割照射法を確立
することが必要である。しかしながら、生物実験データを
基にしたスタンダードと成り得る分割照射法の知識は乏
しい。本研究課題は、最適な分割照射スケジュール立
案のために必要不可欠な生物学的基礎データを取り、
生物効果モデルを用いたシミュレーションに必要不可
欠な実験データを提供することを最終目的として計画し
た。実施する分割照射法として、(1) 24 時間間隔の連続
照射に対する生物効果、(2) 0 から 3 時間程度の比較的
短時間間隔の二分割照射に対する生物効果、を起源
の異なるヒト由来のがん細胞株および正常細胞を用い
て明らかにする。特に、ヒト由来の正常細胞を用いて、
HPRT 遺伝子座における遺伝子突然変異誘発効果を
調べ、重粒子線分割照射に対する晩発影響を明らかに
する。同時に、ヒトがん細胞および正常細胞の重粒子線
分割照射による分割毎での細胞致死感受性の変化と
潜在的致死障害からの回復能（PLDR）のイオン種・LET

3．今年度の研究内容及び結果
平成 26 年度は、以下に示す二種類の分割照射法に
よる細胞致死感受性を調べた。
(1) 平成 25 年度に引き続き、24 時間間隔で 3-5 日間の
連続照射を行い、一日オーダーの分割照射で生ず
る致死感受性の変化を調べる実験。
(2) 単一照射に対する生存率が 5%程度となる線量を等
量に二分割し、十数分から 3 時間の比較的短い時間
間隔で分割照射を行い、いわゆる Elkind recovery を
調べる実験。
平成 26 年度は、(1)のタイプの照射実験として炭素イオ
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回復が起こらないことが判った。また、炭素イオン
(13keV/µm)に対する Elikind recovery 曲線のヒト正常
細胞とがん由来細胞の比較を行ったところ、正常細胞
に対してがん細胞の方が高い回復能力を有することを
示唆する結果を得た（図２）。平成 27 年度以降は、さら
に実験データを集積し、分割照射による致死効果から
の回復が LET のみによって規定され核種にはよらない
のか否か？正常細胞とがん由来細胞で差があるのか？
を 明 ら か に し 、 得 ら れ た 実 験 デ ー タ を MKM （ the
microdosimetric kinetic model）に適用して重粒子線の
細胞致死効果や細胞損傷修復に関するパラメーターを
決定し、生物学的基礎データを用いて重粒子線治療の
高度化に資する論理の構築に寄与する。

ン 4 日連続照射 1 回、3 日連続照射 2 回のマシンタイム
配分を受けた。 (2)のタイプの照射実験として 1 回あたり
3 時間のマシンタイムをヘリウムイオン 3 回、炭素イオン 4
回のマシンタイム配分を受けた。(1)のタイプの実験では、
ヒト由来正常細胞（肺由来正常線維芽細胞：HFL-I）を
用いて 6 チオグアニン耐性クローンの出現頻度により算
定した HPRT 遺伝子座突然変異を調べた。 (2)のタイプ
の 実 験 で は 、 ヒ ト 唾 液 腺 由 来 が ん 細 胞 株 (Human
undifferentiated carcinoma cell line from floor of
mouth : HSGc-C5)とヒト由来正常細胞（皮膚由来正常
線維芽細胞：NB1RGB）を用いて、等分割照射に対する
細胞致死効果の変化(Elkind recovery)を調べた。
図１に HSG 細胞に対する Elikind recovery 曲線を示
す。比較的低 LET であるビームに対しては、X 線で報
告されている Elkind recovery 曲線と同じような分割照
射による致死損傷からの回復が観察された。一方、LET
が比較的高い炭素・シリコンイオンビームでは、ほとんど
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図１．ヒト唾液腺由来がん細胞株(HSGc-C5)における Elkind recovery 曲線。等分割照射は、ヘリウムイオン(LET
2.2keV/µm)に対して 2.65Gy-interval-2.65Gy、炭素イオン(LET 13keV/µm)に対して 2.5Gy-interval-2.5Gy、炭素イ
オン(LET 21keV/µm)に対して 2.0Gy-interval-2.0Gy、炭素イオン(LET 55keV/µm)に対して 1.1Gy-interval-1.1Gy の
スケジュールで行った。 シリコンイオンのデータは、平成 25 年度までに実施した結果を示す。
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図２．ヒト唾液腺由来がん細胞株(HSGc-C5)とヒト皮膚由来正常細胞(NB1RGB)における炭素イオン(13keV/µm)に対
する Elkind recovery 曲線の比較。等分割照射は、HSG 細胞に対して 2.5Gy-interval-2.5Gy、NB1RGB 細胞に対し
て 2.0Gy-interval-2.0Gy のスケジュールで行った。
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Differential processing of low and high LET radiation induced DNA damage:
Investigation of switch from ATM to ATR signaling
Lian Xue a , Dong Yu b , Hirohiko Yajimac, Cuihua Liu d, Yasuharu Ninomiya d , Bing Wang d , Yoshiya
Furusawa e , Ryuichi Okayasu d
(12J386)

Abstract

future.

As we worked on the phenomenon of low dose
hyper-radiosensitivity

(HRS)

and

later

2. Past work

appeared

radioresistance (termed Induced radioresistance (IRR))

In previous work with HIMAC, we assessed

induced by heavy particles in our last project (19B482),

the early G2/M checkpoint with dual-parameter

which was considered to be related to the mechanism of

flow cytometry as the mitotic entry at early

the early G2/M checkpoint. In last year’s HIMAC

period post radiation by detecting the cells

experiments, we found that though ATM is regarded as

positive for phosphor histone H3 and found

the main regulator of the early G2/M checkpoint, the

unexceptedly that though ATM is regarded as

latter could still be detected in ATM deficient/mutant

the main regulator of early G2/M checkpoint,

cells after X rays and heavy ion beams. We proved that

the early G2/M checkpoint could still be

it’s the ATR pathway that plays a pivotal role when ATM

detected in ATM deficient/mutant cells after X

is absent or mutant. It’s also found that the ATR pathway

rays and heavy ion beams.

was more efficiently activated by heavy ion beams
compared with X rays in not only ATM deficient/mutant

3. This year’s work

cells, but in normal cells, indicating a possible

3.1 The ATR pathway plays a pivotal role in

application of the ATR pathway in tumor therapy under

the

heavy particle radiation.

deficient/mutant cells following irradiation

early

G2/M

checkpoint

of

ATM-

To establish the main player for the early
1. Research background

G2/M arrest in the absence of ATM, different

Heavy ions (carbon ions) are considered

siRNAs able to inhibit the ATR pathway (ATR,

currently as a better way in tumor radiotherapy

BRCA1 and CHK1) and DNA-PKcs were

owing to their advantages in the physical and

employed in AT cells following exposure to

biological properties. However the difference

both low (Fig. 1) and high LET radiation (data

between the mechanisms for X ray and heavy

not shown).When assessed by the mitotic entry

ions is not fully clear. There’s still more work

assay with addition of colcemid immediately

for further exploration on the mechanisms

after IR to prevent the influence of mitotic exit

concerning

checkpoint

on the amount of cells in M phase, pretreatment

regulation, DNA repair, etc., which are specific

with DNA-PKcs siRNA before IR had the same

in particle radiation. In this way, more

effects as NT siRNA compared with siRNAs

reasonable dose design and the protection of

for ATR, CHK1 or BRCA1, indicating that

normal tissue can be carried out in the process

DNA-PKcs mainly inhibits cells to exit from M

of tumor radiotherapy by heavy ions in near

phase, while doesn’t function on the early

DNA

damage,
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G2/M checkpoint.Western blotting showed the

manner following exposure to IR.
Fig 2

specific inhibitory effects of siRNAs. In this
way, we proved that in ATM-deficient cells,
ATR pathway played a pivotal role.
Fig 1

Fig 3

Furthermore, we also proved that ATR
pathway cooperate with ATM to block G2 to
M transition at early period of irradiation with
X-rays and carbon ions in ATM-proficient
cells. And ATR pathway functions more
efficiently by irradiation of heavy particles
(Data not shown).
Taken together, our results reveal that the
complexity of DSBs is a crucial factor for the
activation of ATR pathway for G2/M
checkpoint regulation, and ATM-dependent end
resection is not essential for the activation. The
phenomenon can be observed not only in ATM
deficient cells, but also in ATM proficient cells.

3.2 The activation of the ATR pathway
accounts for the dose- and LET-effects of
IR-induced early G2/M checkpoint arrest in
ATM-deficient cells
To explore this further, the percentage of
mitotic cells was assayed in AT5BIVA cells
harvested at 2 h after different LETs of
radiation. Both a dose-dependent and LETdependent reduction of premature mitotic entry
was observed (Fig. 2).
We also proved by Western blotting with
the

indicator

for

ATR

activity,

the

phosphorylation level of CHK1 that the carbon
ions

induce

substantially

more

CHK1
a

School of Public Health, Medical College of Soochow
University, SuZhou, China
b
School of Radiological Medicine and Protection,
Medical College of Soochow University, SuZhou, China
c
Research Center for Charged Particle Therapy,
National Institute of Radiological Sciences, Japan
d
Research Center for Radiation Protection, Radiation
Risk Reduction Research Program, Active Radiation
Protection Research Team, National Institute of
Radiological Sciences, Japan
e
Microbeam
Development
Office,
Research/
Development/Support Center, National Institute of
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phosphorylation in whole cell lysates compared
with X rays after both 2 Gy and 12 Gy (Fig. 3).
In this way, we proved in ATM deficient
cells from the activity and the cell cycle
regulation function that ATR pathway could be
rapidly activated and functioned in an ATMindependent, but DSB complexity-dependent
102

Cell cycle-correlative bystander effects are co-mediated by DNA-PKcs and ATM
kinase after high LET carbon ions irradiation
(12J387)
Wenzhi Tua, Chen Donga, Teruaki Konishib, Alisa Kobayashib, Yoshiya Furusawab, Yukio
Uchihorib and Chunlin Shaoa
treated with different dose of high LET carbon ions
irradiation, the amount of MN was prominently
increase (Fig. 1A). We also observed a noteworthy
G2/M phase arrest at 10 h post-IR. There was a
significant difference between the amounts of
G2/M-phase cells compared with nonirradiated
control (Fig. 1B). These results suggest us to consider
the RIBE induced by irradiated cells with different
cell cycle status.

Abstract
Radiation-induced bystander effects (RIBE) was
demonstrated with accumulated evidence. Recently,
several studies have focused on the role of DNA
damage and repair in the bystander response, but the
heavy ions induced, especially cell cycle-correlative
RIBE are still largely unclear. Our present study
found that G2/M phase cells had the largest
contribution to the RIBE induced by carbon ions
irradiation and identified a pivotal role for
DNA-PKcs and ATM in this process as two
independent factors.

Background and objectives
IR induces DNA damage not only in the directly
exposed cells but also in their neighbouring
nonirradiated cells, termed as radiation-induced
bystander effect (RIBE). RIBE has potential
implications in cancer radiotherapy as well for heavy
ions well used for cancer therapy. As a cancer risk
factor in space flight, heavy ions irradiation effect has
become a hot topic in space sciences. As we know,
DNA damage triggers cell cycle delay to provide a
time window for DNA repair. Failure of cell cycle
arrest could lead to cell death, mutation, or genomic
instability and tumorigenesis. In many models of
RIBE study, the irradiated cells with different cell
cycle status are exist. Also, members of related DNA
repair proteins maintain cell survival and genomic
integrity by mounting DNA damage response (DDR).
Many signaling factors and their transduction
pathways oxidative metabolism and soluble factors
including gap junction mediated intercellular
communication (GJIC) were involved in RIBE.
Nevertheless, whether the association between cell
cycle and RIBE is exit? What is the role of DNA
repair capacity in the bystander response? These
questions remain largely unknown. Here, we
investigated the effects of cell cycle on RIBE by
focusing on the role of two DNA damage repair
factors of DNA-PKcs and ATM in the high-LET
carbon ions irradiated cells.

Figure 1. Effects of irradiation with carbon ions on
RIBE and G2/M-phase arrest.

2. Cell cycle-dependent RIBE
To identify the cell cycle responsible for RIBE,
the targeted cells were synchronized with TDR. Next,
we examined the yield of MN induced by irradiated
cells with different cell cycle status. Fig. 2
illustrates that G2/M phase cells have the largest
contribution to the RIBE induced by carbon ions
irradiation.

Results
1. Carbon ions irradiation-induced bystander
effect and G2/M-phase arrest
As a consequence of DNA strand breaks, MN
was induced in the irradiated cells. When cells were
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To examine whether DNA-PKcs and ATM could
regulate the G2/M phase-related RIBE, we silenced
their expression in the targeted cells with two siRNAs
individually. Fig. 4A illustrates that knockdown
DNA-PKcs and ATM in targeted cells greatly
reduced MN induction in the bystander cells, and the
high efficiencies of siRNA knockdown were shown
in Fig. 4B. Simultaneously, Fig. 4C and 4D showed
the similar results under the treatment of inhibitors of
DNA-PKcs and ATM.

Figure 2. The yield of MN in bystander cells induced
by irradiated cells under different cell cycle phases.

3. G2/M phase-correlative RIBE
In order to further determine G2/M phase
-correlative RIBE, we synchronized the targeted cells
in G2/M phase using nocodazole. As shown in Fig.
3A, the number of MN increased notably after
nocodazole treatment. To know what kind of signals
being involved in the irradiation-enhanced MN
formation, the expressions of relevant proteins were
examined. Fig. 3B showed that the protein
expressions of DNA-PKcs-pS2056 increased
although ATM-pS1981 did not change significantly.
Therefore, we hypothesized that DNA-PKcs may be
associated with G2/M phase-correlative RIBE.

Figure 3. The yield of MN in bystander cells and
protein expression in the irradiated cells with
nocodazole treatment.

Figure 4. Influence of DNA-PKcs and ATM on G2/M
phase-related RIBE.
___________________________________________
a: Institute of Radiation Medicine, Fudan University,
China.
b: National Institute of Radiological Sciences, Japan

4. Involvement of DNA-PKcs and ATM in G2/M
phase-related RIBE
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XRCC4 に着目した重粒子線作用機序に関する研究
Mechanism study on the role of XRCC4 in radioresistance to heavy ion irradiations.
(12J389)
二宮康晴、王 冰、田中薫、丸山耕一、勝部孝則
Y. Ninomiya, B. Wang, K. Tanaka, K. Maruyama, T. Katsube

要旨 :XRCC4 deficientなCHO細胞で
あるXR1細胞に、ある領域のdeletion
mutantヒト XRCC4遺伝子を導入した
細胞(X細胞)では、野生型のヒト
XRCC4遺伝子を導入した細胞(wild細
胞)と比較して、high LET放射線に対し
て、抵抗性になることを、前課題にお
いて見いだした。そこで、XRCC4遺伝
子の、high LET放射線に抵抗性をもた
らす領域の、機能と作用機序を明らか
にする為に、DNA損傷修復経路に関す
る解析を行なった。Preliminaryではあ
るが、DNA-PK dependent
non-homologous end-joining (D-NHEJ)
経路のinhibitorと、DNA-PK非依存性の
Backup non-homologous end-joining
(B-NHEJ)経路のinhibitorを用いて、
Survival fraction (SF)解析を行なったと
ころ、X細胞においてB-NHEJ経路の
inhibitorでのみC-ion 1.5Gyにおける抵
抗性が顕著に低減する結果を得た。こ
のXRCC4の欠失領域は、B-NHEJ経路
の活性制御に関与する可能性がある。
現在、更なる検証を行なっている。
Abstract: Using the X cell lines that were
XRCC4 deficient XR1 cells derived from
CHO cells, our previous study showed
that cells, harboring human XRCC4 gene
with deletion in certain domain, were
radioresistant to high LET irradiations
compared to that harboring wild type
human XRCC4 gene. To elucidate the
domain and mechanism responsible for
the radioresistance, pathway of DNA
repair was investigated. Our preliminary
data showed that radioresistance of X

cells to 1.5Gy C-ion irradiation
significantly reduced by treatment with
inhibitor of B-NHEJ. Further study is in
progress.
1. 研究の目的とバックグラウンド
目的：細胞において、XRCC4 遺伝
子が、high LET 放射線に対して抵抗性
をもたらす領域(high LET 抵抗性領域)
の、機能と作用機序を明らかにする。
バックグラウンド：申請者は、これ
ま で の 研 究 過 程 に お い て 、 XRCC4
deficient な CHO 細胞である XR1 細胞
に、ある領域の deletion mutant ヒト
XRCC4 遺伝子を導入した細胞(X 細
胞)では、野生型のヒト XRCC4 遺伝子
を導入した細胞(wild 細胞)と比較して、
SF 解析の D30 の線量近辺において、
high LET 放射線に対して、抵抗性にな
ることを見出している。これまで、wild
細胞と X 細胞を比較し、細胞死の解析
では差が認められなかった。しかし、
SF 解析と同じ１２日目まで、30 時間
以降の γH2AX foci kinetics の解析を行
なったところ、X 細胞では、wild 細胞
より、γH2AX 陽性細胞の割合(%)が低
い傾向が認められた。そこで、DNA
損傷修復能に関して、更に inhibitor を
用いた解析を行なった。
2. 今年度の研究内容
LET 70 keV/μm の 炭 素 線 (290
MeV/u)を細胞に照射した。解析は SF
により行った。
3. 今年度の研究成果と解析結果
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Preliminary ではあるが、D-NHEJ 経路
の inhibitor の NU-7026 100μM もしく
は 、 B-NHEJ 経 路 の inhibitor の
AZD2281 10μM を C-ion 1.5Gy 照射前
２時間で添加し、SF 解析を行なった
と こ ろ 、 X 細 胞 に お い て B-NHEJ
inhibitor でのみ放射線抵抗性が顕著に
低減する結果を得た（Fig.1）。今後は、
ハムスター由来の CHO 細胞以外に、
ヒト細胞由来の XRCC4 deficient な
HCT116 細胞を用いて、同様の解析を
行なう予定である。
0.3

C-ion
1.5Gy

Survival fraction

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

No inhibitor

+D-NHEJinhi.

+B-NHEJinhi.
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+D-NHEJinhi.

+B-NHEJinhi.

ΔX

Survival fraction normalized to no inhibitor
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C-ion
1.5Gy

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
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ΔX

Fig. 1. A. Survival fraction of cells irradiated with 1.5Gy C-ions. B. Survival fraction
放医研
(NIRS)to data on cells without inhibitor.
normalized
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各種重粒子線酸素ラジカル経由細胞損傷とその防御・修復機構
Various effects of heavy ion particles on cultured human cells via ROS generation: the cell defence
and repair systems
(12J393)
秋山(張)秋梅 ，松井亜子 a，吉川幸宏 a，鈴木雅雄 b
Q-M. Zhang-Akiyamaa, A. Matsuia, Y. Yoshikawaa, M. Suzukib
a

Abstract
The space environment includes various kinds of space
radiations with low dose-rate, and also high LET heavy
ion particles, under microgravity conditions.
Reactive oxygen species (ROS) act as a mediator of
ionizing radiation -induced cellular damage. In this study,
our goal was to evaluate the biological effects of cosmic
radiations, by comparing their effects with the findings
that ROS play a critical role in the action of gamma -rays.
We also planed to evaluate the effects of low-dose-rate
irradiation.
To evaluate ROS generation by heavy-ion beams, we
used Oxidation resistance 1 (OXR1). Previous studies
showed that the OXR1 gene was induced in cells by
H2O2 treatment (Nathan, 2004). We found that OXR1
protein level was increased in HeLa cells by carbon -ion
beam, and that OXR1 -depleted (shOXR1) HeLa cells
were sensitive to high LET Carbon and Fe particle
radiations.
In this year, to investigate OXR1’s function upon high
LET heavy -ion beams, we studied micronucleus
formation and the cell cycle distribution of shOXR1
HeLa cells. The results showed that depletion of OXR1
significantly increased the frequency of micronucleus
formation after irradiation with carbon -ion beam and
that shOXR1 HeLa cells were released from G2 arrest
earlier.

様の議論が成り立つかは未知数である。
本研究では
（あ）DNA 酸化損傷修復遺伝子
（い）酸化ストレス防御遺伝子
に注目し，重粒子線照射により細胞内に発生する可
能性が考えられる ROS の細胞への影響を評価する
ことを目的とした。
2. 昨年度までに得られている結果
高 LET の炭素イオンビームまたは鉄イオンビーム
を使用した。
（あ）酸化塩基除去酵素 OGG1 安定発現 HeLaS3 細
胞株の表現型解析
（い）①酸化ストレス応答遺伝子 OXR1 に注目した
研究，およびミトコンドリアへの影響を評価するた
めの系を確立するため，②ミトコンドリア形態観察
を行った。
照射条件は文献(3)などを参考に決定した。

1. 研究の目的とバックグラウンド
宇宙環境では重粒子線を含めた様々な線種による
低線量率放射線に長期間曝されることが予測される。
これらの影響を正しく評価する為には、低線量率照
射実験と分子レベルの解析を基にしたメカニズムの
解明が不可欠である。
放射線は DNA のみならず各細胞小器官に損傷
をもたらす。これらの損傷の多くは、細胞内の水分
子が放射線と作用し発生する活性酸素種(ROS)によ
る細胞構成成分の非特異的酸化を起因としている。
我々は以前、酸化的塩基損傷の修復酵素を高発現さ
せると γ 線感受性が上がることをみいだした。この
ように γ 線のような低 LET 線では ROS の寄与が大
きいが、炭素線や鉄線といった高 LET 線において同
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（あ）OGG1 安定発現細胞株の生存率測定，免疫染
色による 8-oxoG の検出，微小核観察を行った。生
存率，微小核観察ではコントロール細胞との違いは
認められなかった。また，照射による 8-oxoG 生成
も認められなかった。
（い）①HeLa 細胞に高 LET の炭素イオンビーム照
射後８時間から OXR1 タンパクの発現が誘導された。
さらに，OXR1 ノックダウン HeLa 細胞株は炭素イ
オン，鉄イオンビームに感受性を示した。②高 LET
のイオンビームによるミトコンドリア断片化率を測
定し，線量依存的に増加することを確認した。
3. 今年度の研究内容
主に，
（い）①酸化ストレス応答遺伝子 OXR1 を使
用した研究を行った。
（微小核形成観察・定量）
細胞周期を S 期直前に合わせた細胞に, 高 LET，2 Gy
または 5 Gy の炭素イオンビームを照射した。一定時
間培養した後固定し，1000 個以上の細胞を対象に微
小核を有する細胞を数えた。
（細胞周期測定）
T25 フラスコ（FALCON）で培養した細胞に 5 Gy の
炭素イオンビームを照射し，一定時間後に細胞を固

定し，FACS 解析を行った。

shLuciferase HeLa
Time a er IR

4. 今年度の研究成果と解析結果
＊
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＊
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Fig. 1. 炭素イオンビーム照射による OXR1 ノックダウン
HeLa 細胞株内の微小核形成観察。

G1/S 期の細胞に重粒子線を照射し 24 時間後には
微小核が顕著に観察された。OXR1 ノックダウン
HeLa 細胞株ではコントロール細胞株と比較し，炭
素イオンビーム照射後に高い微小核形成率がみられ
た。これは時間，線量依存的であった（Fig. 1）。さ
らに，OXR1 ノックダウン細胞は炭素イオンビーム
照射後にみられる G2 arrest から早期に解除された
（Fig. 2）。
これらの結果から，１）重粒子線照射により，細
胞が酸化ストレス状態に陥るほどの活性酸素が細胞
内に発生するが普段は応答遺伝子によって防御され
ていること，２）OXR1 の新たな機能として，重粒
子線などにより発生する細胞内損傷に応答し，細胞
周期制御にも関わることが示唆された。

22.5 h

35 h

Fig. 2. 炭素イオンビーム照射後の OXR1 ノックダウン HeLa
細胞株における細胞周期の変化。

参考文献
(1) Elliott NA, Volkert MR. Stress induction and
mitochondrial localization of Oxr1 proteins in yeast and
humans. Mol Cell Biol. 2004;24:3180-3187.
(2) Chang PW, Zhang QM, Takatori K, Tachibana A,
Yonei S. Increased sensitivity to sparsely ionizing
radiation due to excessive base excision in clustered
DNA damage sites in Escherichia coli. Int J Radiat Biol.
2005;81:115-123.
(3) C. Tsuruoka, M. Suzuki, K. Fujitaka. LET and
ion-species dependence for cell killing and mutation
induction in normal human fibroblasts. Biol Sci Space.
2003;17:185-186.

5. 今後の展望
（あ）OGG1 安定発現細胞株を用いた研究
ガンマ線を使用した研究では OGG1 の過剰発現によ
る細胞への影響がみられている。また低線量率放射
線の研究を開始し，結果が得られている。重粒子線
でも条件検討次第で新たな結果が得られる可能性は
ある。
（い）①OXR1 に注目した研究
今年度までに OXR1 を使用して得られた重粒子の
結果を，γ線を使用した研究結果と比較する。重粒
子線による生物への影響の評価に加え，OXR1 の新
たな機能も考察する。
②ミトコンドリア由来の ROS に注目した研
究
ミトコンドリア局在遺伝子を使用することを考え
ている。

a:京都大学大学院理学研究科
環境応答遺伝子科学研究室
b:重粒子医科学センター
国際重粒子医科学研究ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
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相同組換修復に関与する修復タンパク質の挙動に関する研究
Study of dynamics of DNA damage repair proteins that work
in homologous recombination repair pathway (12J395)
藤澤寛 a、平川博一 b、砂田成章 a、中島菜花子 c、矢島浩彦 c、岡安隆一 b,c、藤森亮 b、上坂充 a
H. Fujisawa a, H. Hirakawa b, S. Sunada a, N. Nakajima c,
H. Yajima c, R. Okayasu b,c, A. Fujimori b, M. Uesaka a

である。しかし重粒子線照射と ATR 阻害併用

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the

により引き起こされる細胞反応はよく分かっ

radio-sensitivity based on the dynamics of

ていない。そこで本研究は相同組換え修復経路

DNA damage repair proteins after heavy ion

で機能する RPA および ATR リン酸化酵素に着

irradiation. We focused on heavy ion induced

目し、重粒子線照射後の細胞反応を ATR 阻害

complex damages, RPA, and ATR kinase in

剤を用いて評価し放射線増感作用や細胞死を

this

明らかにすることを目的とする。

study.

Radio-sensitizing

effects

in

combination with ATR inhibitor, VE-821 (1
2.

μM) were analyzed and confirmed in cell

昨年度までに得られている結果

survival curves, cell cycles analysis, and

炭素イオン線(290 MeV/u, LET: 70 keV/μm)

micronuclei assay. VE-821 caused abrogation

照射後の細胞において RPA フォーカスは 15 時

of

the

間経っても残っており、X 線(200 kV, 20 mA,

unrepaired cells to divide. The combination

1.3 Gy/min)照射の場合と比べてその数は多く

with VE-821 and carbon ions caused a higher

観察された。ATR 阻害による放射線照射後の細

number of multiple micronuclei than X-rays,

胞反応を調べるために、ATR 阻害剤 VE-821 を

leading to decreased cell survival in tumor

用いて HeLa 細胞の炭素イオン線および X 線の

cells, while irradiated normal cells were not

細胞生存率曲線の取得や照射後の細胞周期解

significantly affected by VE-821.

析を行い、細胞生存率の低下と G2 チェックポ

G2/M

checkpoint

and

forced

イント解除を確認した。
1.

研究の目的とバックグラウンド
3.

重粒子線による生じる DNA 損傷は X 線によ

今年度の研究内容

り生じる損傷に比べて「複雑な損傷」と言われ

今年度は U2OS（ヒト骨肉腫細胞）
、1BR-

ている。我々は複雑な DNA 切断末端が生じる

hTERT（ヒト正常繊維芽細胞）の細胞株を追加

とその後の修復過程において DNA 末端リセク

し、VE-821 を用いた細胞生存率（照射後 8 時

ションが高頻度に起こることを報告した。また

間および 24 時間後に細胞を播種）、
細胞周期（照

昨年度までに得られている本課題の結果およ

射後 12 時間および 24 時間）
、小核形成（照射

び先行研究の報告から、重粒子線を照射後長時

後 24 時間に細胞固定）を評価することで、炭

間に渡って RPA タンパク質フォーカスが DNA

素イオン線照射と ATR 阻害併用による放射線

損傷箇所に存在することが分かっている。上記

増感作用を検討した。昨年度と同様、放射線は

の結果から複雑な DNA 損傷を受けた細胞は

炭素イオン線(290 MeV/u, LET: 70 keV/μm)お

ATR リン酸化酵素の活性が高いことが予想さ

よび X 線(200 kV, 20 mA, 1.3 Gy/min)を用いた。

れる。なぜなら ATR は RPA タンパク質にコー

VE-821(1 μM)は放射線照射の 1 時間前に培地

トされた一本鎖 DNA にリクルートされるから

に添加し、細胞播種または細胞固定直前まで培
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トが働いているためだと考えられる。

地に入れておいた。

小核試験により二核(Binucleated: BN)細胞
4.

当たりの小核数を調べると、X 線では線量依存

今年度の研究成果と解析結果
VE-821 処理を行った細胞での炭素イオン線

的に増加した。DMSO（VE-821 の溶媒）処理

および X 線の細胞生存率は、8 時間条件と 24

での X 線 2Gy と炭素イオン線 1Gy の小核数が

時間条件を比較すると、24 時間の方がどちらの

同程度であるから RBE が反映されていると考

放射線でも VE-821 の増感効果が大きくなった。 えられる。この条件で VE-821 を作用させると
どちらの放射線でも DMSO 処理に比較し小核

VE-821 の放射線増感作用はがん細胞（U2OS

および HeLa）で大きく、
正常細胞（1BR-hTERT） 数は増加するが、その増加率は炭素イオン線の
方が高くなった（図３）
。

では小さかった（図１）
。

今後は炭素イオン線と ATR 阻害の併用によ
る mitotic catastrophe や細胞死に着目して検
討を行う必要がある。

図２炭素イオン線およびＸ線照射後の細胞周期解析

図１炭素イオン線およびＸ線の細胞生存率曲線

フローサイトメトリによる細胞周期解析で
は炭素イオン線 3Gy 照射後 12 時間では G2 期
の割合が増加し細胞周期の停止が確認できた。
一方 VE-821 処理により G2 期チェックポイン
トが解除され G1 期の割合が増加していること

図３炭素イオン線およびＸ線照射後の小核数

が確認された（図２）
。U2OS および 1BRhTERT の照射後 12 時間での G1 期の割合が、

a. 東大院・工

HeLa の G1 期の割合と比べて大きいことは

b. 放医研・放射線防護センター

p53 タンパク質を介した G1 期チェックポイン

c. 放医研・重粒子医科学センター
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FGF1 シグナルの重粒子線感受性に関する研究
FGF1 signaling on C-ion sensitivity of the cells
(13J398)
a
a
a
中山文明 、梅田禎子 、藤田真由美 、今留香織 a、小池幸子 a、増澤幹男 b、今井高志 a
F. Nakayamaa, S. Umedaa, M. Fujitaa, K. Imadomea, S. Koike, M. Masuzawab, and T. Imaia
Abstract
FGFs are potential radioprotectors, whereas
they are also involved in malignancy of some
tumors. FGF1 signaling composes of the
activation
of
FGFRs
and
cellular
internalization of FGF1. In this study, we
examined the influence of FGF1 signaling on
C-ion sensitivity of angiosarcoma cell lines
by the enhanced activation of FGFRs using
FGF1 mutants (3M and 4M) or the efficient
internalization of FGF1 using FGF1CPPC
fusion protein. FGF1 mutants decreased
colony formation of ISOS-1 cells, although
FGF1CPPC did not decrease it. In contrast,
both FGF1 mutants and FGF1CPPC reduced
the in vitro invasiveness of ISOS-1 cells after
C-ion irradiation. Moreover, the suppression
of FGFR1 expression and the overexpression
of FGFR1b or 1c in ISOS-1 cells showed that
the activation of FGFR1 increased the effects
of C-ion against proliferation and metastasis
of ISOS-1 cells. Therefore, the transfection of
each FGFR1 gene into ISO-HAS cells
decreased the migration of transfectant,
although FGF1 mutants did not decrease the
migration of wild-type ISO-HAS cells
because they expressed no FGFR1. These
findings suggest that FGFR1 signaling can
prominently suppress the proliferation and
metastasis of angiosarcoma cell lines under
the C-ion irradiation.

となっている。我々は放射線障害の予防
治療への FGF1 の有用性を報告してきた。
一方、FGF1 の細胞に対する作用機序と
して 2 通り知られている。主たる経路は
細胞表面の FGF 受容体を介するもので、
もう一つは FGF1 自身が細胞外から細胞内
に移行し、細胞内でシグナル伝達するも
のである。
そこで、我々は、FGF 受容体への反応
性を増した FGF1 変異体や細胞内移行を増
加させた FGF1 融合蛋白質を作成し、それ
ぞれの FGF1 が野生型より優れた放射線防
護効果を発揮することを示してきた。ま
た、細胞内移行シグナルが腫瘍の浸潤能
の抑制につながることも示してきた。
前年度では、血管肉腫細胞株(ISOS-1,
ISO-HAS)に対して炭素線が高い抗腫瘍効
果を示すとともに、炭素線と FGF1 変異体
の併用効果を明らかにした。本年度は、2
つの FGF1 シグナルの腫瘍細胞に対する影
響を検討し、炭素線によるがん治療に有
用な FGF1 シグナリングを同定する。
2. 今年度の研究内容
(1) 種々の FGF1 蛋白による抗腫瘍効果に
関するシグナル経路の検討
アミノ酸残基の置換により、野生型
FGF1 よりも活性の高い FGF1 変異体(3M,
4M)に加えて、本年度は FGF1 の細胞内移
行を促進させる目的で、FGF12 由来の膜
透過ドメインを FGF1 の C 末端に挿入させ
た FGF1 融合蛋白質(FGF1CPPC)を作成した。
血管肉腫細胞株に対して、これらの FGF1
変異体・融合蛋白質を加えて、コロニー

1. 研究の目的とバックグラウンド
Fibroblast growth factor-1(FGF1) は
多彩な薬理作用を有する優れた生理活性
物質である。また、FGF 受容体は多くの
がん細胞の増殖に関与しており、FGF シ
グナル伝達経路ががん治療の標的の一つ
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形成能、浸潤能を検討し、FGF1 のシグナ
ル経路を比較検討し、腫瘍に対する FGF1
シグナリングの影響を明らかにした。
(2) 炭素線の抗腫瘍効果に関する FGF1 シ
グナルの検討
FGF1 変異体・融合蛋白質の存在下、血
管 肉 腫 細 胞 に 炭 素 線 (290 MeV, 80
keV/μm, mono beam)を照射し、コロニー
形成能、浸潤能の測定を行い、炭素線の
抗腫瘍効果に対する FGF1 シグナルの影響
を検討した。
(3)炭素線の抗腫瘍効果に関連する FGF 受
容体の同定
血管肉腫細胞株に対して、FGF 受容体
阻害剤、FGF 受容体 (FGFR1～4)に対する
siRNA を使って受容体の発現を抑制し、
炭素線照射後コロニー形成能、遊走能を
検討することで、抗腫瘍効果に関連する
FGF 受容体を選択した。さらに、FGF1 サ
ブタイプをレンチウイルスで強制発現さ
せることで、炭素線の抗腫瘍効果に関与
する FGF 受容体を同定した。

(2) 炭素線の抗腫瘍効果に関する FGF1 シ
グナルの検討
ISOS-1 細 胞 を 炭 素 線 照 射 し た 後 、
100ng/ml の FGF を添加して、コロニー形
成能を検討すると、FGF1 変異体はコロニ
ー数のを減少させたのに対して、
FGF1CPPC はコロニー数を減少させなかっ
た。一方、炭素線 2Gy 照射 2 日後に浸潤
能を検討すると、野生型 FGF1 では浸潤能
の低下を認めなかったが、FGF1CPPC 及び
3M,4M では浸潤能の低下が認められ、特
に 4M は最も強力に低下させた。
(3)炭素線の抗腫瘍効果に関連する FGF 受
容体の同定
1μM の FGF 受容体阻害剤(AZD4547)を
加えることで、3M 及び 4M によるコロニ
ー形成の抑制が消失した。さらに、FGFR1
～4 の発現を siRNA で抑制すると、FGFR1
を抑制した時にコロニー数の増加をみと
め、2Gy 照射後でも著明に増加した。遊
走能を Incucyte で測定すると、阻害剤及
び FGFR1 siRNA にて遊走能の増加を認め、
レ ン チ ウ イ ル ス を 用 い た FGFR1b 及 び
FGFR1c の強制発現では、ISOS-1 細胞の遊
走能の低下を認めた。一方、血管肉腫細
胞株 ISO-HAS 細胞では、FGFR1 の発現が
極めて低く、4M で遊走能の低下を認めな
かった。そこで、ISO-HAS 細胞に FGFR1b
あるいは FGFR1c を強制発現させると、4M
による遊走能低下が誘導され、炭素線
1Gy 照射後でも、4M による遊走能抑制を
再現できた。
よって、血管肉腫において FGFR1 を介
した FGF1 シグナルが、炭素線による抗腫
瘍活性を増加させることが示唆された。
FGF1 細胞内移行によるシグナルも、炭素
線による腫瘍細胞浸潤抑制効果を促進す
ることが示唆された。
a. 放医研重粒子
b. 北里大医療衛生、病態生化

3. 今年度の研究成果と解析結果
(1) 種々の FGF1 蛋白による抗腫瘍効果に
関するシグナル経路の検討
FGF１による抗腫瘍効果が、いずれのシ
グナル経路を介しているかを調べるため
に 、 FGF1 、 FGF1 融 合 蛋 白 (FGF1CPPC) 、
FGF1 変異体 (3M, 4M)を ISOS-1 細胞に添
加し、コロニー形成能を測定した。その
結果、野生型 FGF1 や細胞内移行の頻度が
高い FGF1CPPC ではコロニー数に変化を認
めなかったが、3M、4M などの受容体に対
して反応性が高い FGF1 変異体は、有意に
コロニー数を減少させ、増殖能を抑制し
た。一方、マトリジェルをコートしたト
ランスウェルチャンバーを用いた浸潤能
アッセイでは、FGF1CPPC も FGF1 変異体
も有意な浸潤能の抑制は認めなかった。
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Cell death bypass mechanisms in DNA damage response
of mammalian cells after exposure with heavy ions relevant
for Space radiation environment (13J399)
L. F. Spittaa, C. Baumstark-Khana, S. Diegelera, S. Felesa, C. E. Hellwega, B. Henschenmachera and T.
Konishib
Abstract
For humans in space, there are two limiting factors namely the microgravity and the galactic cosmic
radiation. For sake of better risk assessment for the astronaut, the cellular response to such ionizing
radiation qualities, as predominate in Space, needs to be better understood. One of the key elements
to be investigated is the cell cycle control as a central element in DNA damage response being a
central switch for cellular decision making between life and death. Thus cell death bypass
mechanisms in DNA damage response of mammalian cells will be investigated after heavy ion
exposure relevant for the Space radiation environment. The RBE-LET dependency will be determined
for different biological endpoints. Of special interest are cellular survival, the activation of transcription
factors and the identification of genes expressed in DNA damage response after high LET exposure.
obtained from cells seeded immediately after
irradiation (Fe 500 MeV/n) and from delayed
seeded (24 h) cells. No repair effect could be
detected after irradiation with a heavy ion such
as iron (LET ~180). Figure 1B shows the doseeffect curves for cell survival (immediate
plating) of Fe ion and He ion (LET~2)
irradiation. Fe ions have a higher RBE than He
for cell survival (Figure 2). Results fit to already
published data for HEK cells from experiments
with different heavy ions.

FY2014 Activities:
After the 2013 beam times, cell stocks were
kept in cryovials in the Laboratory of Dr.
Teruaki Konishi. Frozen samples were thawed
2 weeks before the 2014 beam times. After
arrival of the experimenter team cells were
submitted to X-rays and cytokines tests
thereby checking for inducibility of the cellular
NFB reporter system. Heavy ion exposures
were done at the corresponding dates of the
beam times. So far, in all beam times, the
experiments aimed to generate samples for
RNA and protein analysis, cell cycle analysis
and survival curves.

A

Cell cycle analysis and NFB activation:
Cell cycle analysis and tests for activation of
NFB (EGFP production from the reporter
system) is still ongoing by flow cytometric
measurements. Future experiments will be
analysed in Japan taking advantage of the new
acquired flow cytometer systems for HIMAC
allowing also the introduction of specific
proliferation analysis.

B

Cellular survival (colony forming ability assay):
Colony formation was analysed after seeding
of irradiated cells and cultivation in petri dishes
for 15-20 days at 37°C. Plates containing
visible colonies for all irradiation experiments
have been stained in Japan and were sent to
Germany for the final analysis and calculation
of the results. Figure 1A shows the results

Figure 1. Colony forming assay showing the relative
survival versus the applied dose of irradiated HEK
cells with He 150 MeV/n (n=1).
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Summary and Outlook
The experiments were performed with
accelerated light and heavy ions (He, C, Fe).
Biological endpoints under investigation
showed
a
high
Relative
Biological
Effectiveness (RBE) for cell killing (colony
forming ability test) by irradiation with ~180
keV/µm Fe. 2.2 keV/µm He irradiation resulted
in a RBE of ~1 when compared to X-irradiation.
EGFP fluorescence as a reporter for NF-kB
dependent Gene expression showed for He a
slight activation. Samples of C and Fe
irradiation are to be analysed soon. Due to the
transport problems of the RNA samples, such
experiments have to be repeated. As the
attempts to use RNA protective conditions
seem promising the chances for successful
analysis are given. Furthermore, it is planned
to include double strand breaks assays.

Figure 2. Relative biological effectiveness for cell
survival of HEK cells. Results on He and Fe (black
symbols) are shown in comparison to already
published data (Hellweg et al. 2010).

Gene Expression analysis:
RNA extraction was performed successfully
after the beam times. The transport of isolated
RNA samples from Japan to the Laboratories
in Germany was performed according to all
manageable procedures and legislative
guidelines. Unfortunately, the samples arrived
at DLR in non-frozen state. First tests revealed
insufficient quality (Figure 3) for gene
expression analysis (as mRNA decomposes in
non-frozen state). This problem will be
overcome in future by using RNA protective
conditions during transportation (already
tested).

These experiments are scheduled for the
beam times in early 2015.

a) German Aerospace Center (DLR), Institute of
Aerospace Medicine, Department of Radiation
Biology, Working Unit Cellular Biodiagnostics,
Cologne, Germany
b) National Institute of Radiological Sciences (NIRS),
Research, Development and Support Center, Chiba,
Japan

Figure 3. RNA analysis. Upper panel represents the
minor quality of one of the Fe-beam RNA samples
(RNA integrity number (RIN)=2.7); lower panel
shows an RNA sample transported to Germany at
room temperature using a new approach by adding
a specific RNA protecting agent (RIN=9.6)
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炭素線により生じる DNA 損傷とその修復メカニズムの解明
Carbon beam induced DNA damage and its repair mechanism
（13J402）
a
a
石川隆昭 、真鍋絵梨 、Ariungerel Gerelchuluuna、鈴木健之 a、平山亮一 b、 Asaithamby
Aroumagmec, David J Chenc, 坪井康次 a
T. Ishikawa a, E. Manabe a, A. Gerelchuluuna, K. Suzukia, Z. Honga, R. Hirayamab, A. Asaithambyc,
D.J.Chenc, K.Tsuboia
Abstract
DNA damages induced either by 290MeV carbon
(C)-ions, protons or x-rays in medulloblastoma cells
(ONS76) were analyzed by immunocytochemical
staining of 53BP1, pATM, and H3K9me3 after each
irradiation. So far, we have found that most
irradiation-induced 53BP1 foci were small (<2.1m3)
at 30min, however, these small foci decreased rapidly
by 24 hours after irradiation. On the other hands, large
53BP1 foci (>2.1m3) remained for 24h
post-irradiation time. As these large foci are
considered as the indicator of persistent G1 arrest or
senescence like growth arrest, we are conducting
analyses on the co-localization of these large foci and
G1 phase marker (Cdt1-mKO2) or H3K9me3.

3． 今年度の研究内容
後期に 2 回(12 月) 290MeV 炭素線による照射実
験 を 行 っ た． 照 射 対 象と し て ヒ ト髄 芽 腫 細 胞
(ONS76) と こ の 細 胞 株 に 細 胞 周 期 マ ー カ ー
(Cdt1-mKO2)をトランスフェクションした細胞株
を使用した．
サンプルは 290MeV 炭素線の 6cm SOBP 中心に
設置し，2Gy 又は 8Gy の照射を行い，照射後 30
分，24 時間, 7 日にサンプルの固定・染色を行っ
た．染色には 53BP1，pATM，H3K9me3 に対する
免疫染色を行い，サンプルは Leica 共焦点顕微鏡
を用いて撮影し，その画像を Imaris により三次元
に再構成し foci 数とその体積に関して解析を行っ
た ． 53BP1 foci 核 内 局 在 性 に つ い て は Leica
confocal Viewer (LAS AF Lite) にて line profile によ
り解析を行った．また形成された focus に基づい
た細胞応答について解析を行った.

1． 研究の目的とバックグラウンド
放射線照射により細胞には二重鎖切断, 単鎖切
断, 塩基損傷等の DNA 損傷が生じるが, これら損
傷が組み合わさった複雑な DNA 損傷は修復困
難であり, 細胞死や発がんの原因となる重大な損
傷であると考えられている．これまで宇宙放射線
を想定した高 LET 粒子線に関する報告(1)はある
が, 陽子線, 炭素線といった治療用粒子線による
報告は少なく，また複数の DNA 損傷が核内にど
のように局在し，細胞の運命を決定しているかは
明らかとなっていない．
そこで本研究では 290MeV 炭素線により生成さ
れた複雑な DNA 損傷とその経時的変化、核内局
在性を分子イメージングにより観察し，X 線・陽
子線と比較をすることで，炭素線の生物学的作用
に関して検討することを目的とした．

4． 今年度の研究成果と解析結果
53BP1 foci は照射後 30 分において小さな foci
が多く形成されたが，24 時間後においては照射前
の数まで減少した(図 1a，b)．一方巨大な 53BP1 foci
は残存，又は時間経過とともに新たに形成され，
照射前よりも増加していた(図 1c)．なお foci のサ
イズに関しては V>2.1m3 を巨大な foci とし(2)，
解析を行った．

(a)

2． 昨年度までに得られている結果
これまでに我々は DNA 修復タンパク遺伝子の
導入と免疫染色による分子イメージングによっ
て DNA 損傷の複雑性，局在性について検討して
きた．その結果，照射後 30 分において炭素線が
陽子線・X 線より優位に複雑な DNA 損傷を形成
することを示した．しかしこの複雑な損傷は時間
経過とともに減少し，24 時間後には各線源による
DNA 損傷の差は見られず，何れの線源においても
核内に巨大な 53BP1 が存在することが示唆され
た．
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1. Aroumougame Asaithamby, et al.. Unrepaired
clustered DNA lesions induce chromosome breakage
in human cells. Proc. Natl. Acad. Sci. 2011, 108:
8293-8298.
2. Motohiro Yamauchi et al.. Growth of persistent foci
of DNA damage checkpoint factors is essential for
amplification of G1 checkpoint signaling. DNA repair.
2008, 7: 405-417.
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図 1. (a)炭素線 6cm SOBP 中心 2Gy 照射 30 分後，
24 時間後の 53BP1 foci の形成．(b) 53BP1 体
積 2.1m3 未満，(c) 53BP1 体積 2.1m3 以
上の foci 形成の時間依存性．

炭素線においては照射後 30 分においても巨大
な foci を形成する傾向が見られ，これが複雑な
DNA 損傷形成に関与するか現在検討中である．
この巨大な 53BP1 foci 形成は持続的な G1 arrest
に関与すると考えられており，我々の X 線，陽子
線を用いた実験においても G1 マーカーとの共局
在が観察されている．一方 X 線，陽子線照射サン
プルの H3K9me3 染色ではこれら巨大な foci は
euchromatin 領域に存在することが示唆されたが，
H3K9me3 の foci 形 成 ， す な わ ち senescence
associated heterochromatin foci (SAHF)は現在まで
に観察されていない．同様の検討を炭素線照射サ
ンプルについても行っており，現在解析中である．
参考文献
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炭素線分割照射に対する 3 つの”Rs”を含んだ生物学的レスポンスのモデリング
Modeling the biological response including three “Rs”, to fractionated carbon beam irradiation
(13J403)
a
a
a
鈴木雅雄 、小池幸子 、松藤成弘 、Eunae Choib、韓樹林 c、佐竹佑介 d、三上集 e、篠崎真里 e、
下山薫 e
M.Suzukia, S.Koikea, N.Matsufujia, E.Choib, S.Hanc, Y.Sataked, S.Mikamie, M.Shinozakie,
K.Shimoyamae
Abstract
Therapeutic carbon-ion beam includes many fragment
particles originated from nuclear reaction when traveling
through matter. Biological effectiveness of ion beam is
considered to be dependent on its radiation quality, i.e.,
energy and elemental distribution in the beam.
Dose-mean linear energy transfer (LET) is often
introduced as an index of the complex radiation quality
to describe its biological effectiveness. This study is
aimed at investigating the applicability of the dose-mean
LET as an index of biological effectiveness through cell
survival experiment in various conditions. Experiment
was carried out at the BIO port of HIMAC with 290
MeV/n carbon beam. Two-blade propeller type range
modulator made of aluminum (65 mm thickness) was
placed on the beam line to mix two LETs such as 13 and
71 keV/μm when a propeller is out, respectively. With
this setup, JCRB1070 cells were irradiated by the beam
up to 6 Gy with interval time such as 0, 60, 120, 180
minutes between irradiation, and their survival
probability was evaluated by the colony assay. The
dose-mean LET is the same for all mixed-beam
condition. The appropriateness of the dose-mean LET as
the index of biological effectiveness of therapeutic ion
beams will be reported.

ジュレータを製作し、それを炭素線 290MeV/u を通
すことで得られる LET を TEPC を用いて計測した。
結果、13keV/μm と 28keV/μm が混ざった混合ビーム
を得ることが出来た。その LET 分布を図 2 に示す。

図 1 回転型レンジモジュレータ
5000

1.研究の目的とバックグラウンド
イオンビームの生物学的効果は線質に依存すると
考えられているが、治療用炭素線は物質を通過する
際、核反応によって多くのフラグメント粒子を含ん
でしまう。線量平均 LET はその生物学的効果を説明
するために指標としてしばしば使われるが、これは
一次粒子と二次粒子の影響をすべて平均化して考え
ている。また、照射後の細胞の修復は LET・時間に
よって変化するとの報告があるが、現行のモデルで
はそれらの影響を考慮していない。即ち、線量加重
平均の取り扱いが全ての粒子・時間の範囲で成り立
っているか検証する必要がある。今回の研究では
様々な照射条件の細胞実験を通して、生物学的効果
の指標としての線量平均 LET の妥当性を調べるこ
とを目的とする。
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2.昨年度までに得られている結果
実験では簡単の為に低い LET と高い LET の 2 種
類を混ぜる場合を考える。ある一定の線量平均 LET
に対して、その 2 種類の LET を組み合わせるビーム
を作り出し、それを細胞に照射する。昨年度はその
為の装置（図 1）を製作しその特性の把握に努めた。
実験用にアルミ厚 65mm の二枚羽の回転型レンジモ

図 2 混合ビームの LET 分布
3.今年度の研究内容
昨年度に製作した装置（図 2）を用いて、ある一
定の線量平均 LET に様々な条件を付加して照射す
る 細 胞 実 験 を 行 っ た 。 ビ ー ム は BIO の 炭 素 線
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290MeV/u 10Φmono を使用し、JCRB1070 に 6Gy ま
で 7 点の線量を照射した。装置はバイナリフィルタ
ーとビームダクトの間に設置し、羽根の位置を照射
室外から遠隔操作することで LET を切り替えた。装
置単体では細胞に与える LET の差が小さいので、バ
イナリフィルター8.84mm を追加して 13keV/μm と
71keV/μm を照射することとした。実験では、細胞に
まず低 LET ビームを照射し、照射線量が半分の時点
でインターバルタイム（0 分、60 分、120 分、180
分）を挟み、残りの線量を高 LET ビームに切り替え
て照射した。また当てる LET の順を逆にして同様の
実験も行った。インターバルタイム中のサンプルは
一旦インキュベータに戻し、他のサンプルの照射を
行うことで時間の節約に努めた。インターバルタイ
ムそれぞれの Low -> High 4 種と High -> Low 4 種を
それぞれ 7 点、それを全部で 4 回繰り返しとったの
で、今年度は合計で 224 個のサンプルに照射した。
照射された JCRB1070 細胞はコロニーアッセイ法を
用いてその生存率を評価した。
4.今年度の研究成果と解析結果
Low -> High で得られた生存率曲線を図 3 に、High
-> Low で得られた生存率曲線を図 4 に示す。図 3
ではインターバルタイムによってカーブの傾きはそ
れほど変化せず、傾きのインターバルタイムへの依
存性は低いことが見て取れる。図 3 ではインターバ
ルタイム 120 分のときに大きく傾きが変化している
が、エラーが大きく有意な差であるとは言いにくい。
そのため、線量平均 LET の時間的構造の変化によっ
て生存率が変化すると結論付けるのはまだ難しいの
が現状である。
また、どちらのグラフにも言えることだが 120 分と
180 分は 0 分と比べると傾きが緩やかになる傾向が
ある。これはインターバルタイム中に 1 回目の照射
で受けた損傷を修復した結果であると考えられる。
低 LET の方が修復しやすいという報告があるが、今
回の結果では修復の度合いは High -> Low の方が大
きく、一見矛盾しているように見える。しなしなが
ら Low -> High では 1 回目の照射によって受けた損
傷を修復していたとしても、2 回目の照射によって
サンプル全てのサバイバルが同じレベルになってし
まった可能性がある。また、High -> Low では 120
分と 180 分のエラーを大きくなった理由には、2 回
目の照射が終わってから細胞を剥がすまで時間がか
かった実験があった為、その影響が考えられる。
今回得られた結果が有意な差であるかどうか、以降
の実験で確かめる必要がある。

図3

Low -> High による生存率曲線

図4

High -> Low による生存率曲線

5.今後の展望
High -> Low のエラーが大きい為、最優先として統
計数を増やすことでこの変化が有意な差であるかど
うかを確かめたい。また、インターバルタイムを 0
分、60 分、120 分、180 分から 0 分、30 分、90 分、
150 分に変える実験も考えている。
a.
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分子モデリングにより開発した新規相同組換修復阻害剤の重粒子線治療における増感効果
の解析
Analysis of the effectiveness of Mre11 inhibitors for the biological response
following heavy-ion irradiation
（13J405）
柴田 淳史 a、中島 菜花子 b
Atsushi Shibata, Nakako Izumi Nakajima
Abstract
Heavy ion therapy is a promising cancer therapy
for patients having tumors that cannot be surgically
removed or chemotherapeutically treated. Carbon
therapy shows less side-effects such as skin
inflammation by specifically targeting tumors due
to the Bragg peak. Although the clinical benefit is
evident, molecular mechanisms underlying heavy
ion induced DNA damage response and the repair
are not fully understood.
We recently developed a specific inhibitor against
MRE11 exo or endonuclease activity. MRE11 is
known as an essential factor promoting DSB end
resection during homologous recombination. By
several molecular biological analyses, we
demonstrate that MRE11 endonuclease activity
initiates DSB end resection. Further, following
endonuclease
dependent
incision,
MRE11
3’-5’exonuclease activity increase resection
coordinating with EXO1/BLM which digests DNA
in the 5’-3’direction. In addition, we demonstrate
that the rate of HR usage in G2 cells after heavy
ions is greater than X-rays. Therefore, we
hypothesize that HR inhibition by MRE11
inhibitors would augment heavy-ion sensitivity. In
this study, we investigated the involvement of
MRE11 nuclease activity in DNA-end resection
after heavy-ion beams and examined cell viability
in heavy ion irradiated-tumor cells in the presence
of MRE11 inhibitor.

ることは放射線致死感受性を議論する上で極
めて重要である。これまでの重粒子線研究の結
果によると、重粒子線照射後の DNA 修復におい
ては、X 線等の低 LET の放射線と比較して DNA
の削り込みに関連する応答が大きく、HR 経路の
割合が高いという報告がされている（HIMAC 共
同研究課題 J452, J494）(文献 1)。これらのこ
とから、HR 経路で働くヌクレアーゼの阻害剤は、
特に重粒子線に効果的な増感剤として期待が
持たれる。本研究では、1) HR 経路で働く MRE11
ヌクレアーゼの新規阻害剤により HR 経路を中
断した場合の癌細胞における放射線感受性の
検討。2)もう一つの異なる MRE11 ヌクレアーゼ
阻害剤で HR 経路を遮断し、修復経路を NHEJ に
移行させた場合の放射線感受性の検討。3)炭素
線照射後の癌細胞殺傷効果に対する MRE11 阻害
剤の増感効果の検討。これら 3 点を中心に、DSB
修復機能解析から MRE11 阻害剤の臨床応用への
可能性を検討する。また本研究では放射線照射
後の DSB 修復反応を、ヒト正常細胞と癌細胞の
違いを考慮した上で検討することで、より臨床
を意識した橋渡し研究を行うことを目標とす
る。DSB は二つの異なる修復機構 NHEJ と HR に
より修復される。NHEJ は DNA リガーゼ IV を介
した比較的単純な経路であるのに対し、HR はよ
り複雑な修復機構で DSB を修復する 。MRE11 は
二つの異なるヌクレアーゼ活性、すなわちエン
ドヌクレアーゼ及びエキソヌクレアーゼ活性
を有する。これまで課題代表者はサセックス大
学・アメリカ・スクリプス研究所と共に、それ
ぞれのヌクレアーゼ活性を特異的に阻害する
２種の化合物を開発した。化合物は MRE11 タン
パクの活性部位の X 線構造解析を基盤とするこ
とでデザインされ、高い特異性を示す。我々の
分子生物学的手法を用いた実験から、エキソヌ
クレアーゼ阻害剤は HR 修復過程の途中で阻害
効果を発揮し、細胞内に未修復の DSB が蓄積す
ることを見出した 。つまりエキソヌクレアー
ゼ阻害剤は HR 阻害剤として活用出来ると示唆
された。一方、エンドヌクレアーゼ阻害剤は HR
の開始を阻害するため、DSB 修復経路が NHEJ へ

[研究の目的とバックグラウンド]
放射線療法と化学療法との併用において、作
用機序を明確にした上で併用薬剤を選択する
ことは必須の課題である。さらに DNA 修復因子
やクロマチンリモデリング因子等、DNA 損傷応
答と関連した様々な遺伝的欠失を診断した上
で癌治療方針を導き出すことは、現在の放射
線・化学療法に求められてきている。MRE11 阻
害剤は HR 経路で働くヌクレアーゼを特異的に
阻害することにより HR 経路を妨げるという点
で新しい化学療法剤として期待される。
重粒子線による DNA 障害パターンは通常 X
線とは大きく異なり、その修復機序も異なると
考えられているため、両者を同時に比較検討す
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移行する。従ってエンドヌクレアーゼ阻害剤存
在下では、放射線照射によって DSB 修復欠損は
示さない (文献 1)。しかし NHEJ は修復後に変
異を残す経路として知られているため、HR から
NHEJ へ移行し修復された配列周辺では欠失変
異・転座を生じている可能性が考えられる。
重粒子線によって生じた DSB は、一般的に複
雑な DSB 切断端を有していると考えられている。
そのような複雑な構造を有する DSB 切断端を修
復する際には、損傷 DNA 末端を取り除くプロセ
シングという作業が必要となる。プロセシング
が必要な修復には時間がかかり、NHEJ が遅延す
るため、DSB 修復経路は NHEJ から HR へと移行
する 。そのため重粒子線によって生じた DSB
は主に HR によって修復される 。以上のように
我々がこれまで行ってきた研究成果による知
見を元に、HR 阻害剤である MRE11 エキソ・エン
ドヌクレアーゼ阻害剤による癌細胞殺傷増感
効果を作用機序と併せて検討した。
[昨年度までに得られている結果]
MRE11 阻害剤の重粒子線増感効果
対数増殖期の肺がん細胞 A549 を MRE11 エン
ドヌクレアーゼ阻害剤(PMF01)およびエキソヌ
クレアーゼ阻害剤(PFM39)25μM 存在下で一時
間培養し、炭素線（LET70kev/μm）を照射後、
コロニー形成アッセイで生存率を計測した。そ
の結果、MRE11 エキソ・エンド阻害剤の炭素線
増感効果が認められた。

[今年度の研究内容]
重粒子線誘発 DSB 末端の削り込みに対する
MRE11 ヌクレアーゼ活性の寄与の検討
放射線照射によって誘発された DSB 末端は、
一定時間後にヌクレアーゼによる一本鎖の削
り込みを受ける。重粒子線照射によって生じた
複雑性を有する DSB 末端の場合にも、MRE11 エ
ンド及びエキソヌクレアーゼ活性が DNA 末端の
削り込みに必要かどうかを、削り込みのマーカ
ーである RPA のリン酸化(pRPA S4/8)を指標に
検討した。
[今年度の研究成果と解析結果]
Ｘ線の場合と同様に MRE11 ヌクレアーゼ阻害
剤下では RPA のリン酸化の低下が認められた。
従って、DSB 末端が複雑性を有する場合でも、
HR は同様な削り込み方法を使って修復を進行
させると考えられた。
昨年度と今年度の結果を総括すると、MRE11
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のエンドヌクレアーゼ又はエキソヌクレアー
ゼ活性を阻害することで、重粒子線誘発 DSB は
HR への進行が阻害され、細胞は致死に至ると考
えられた。従って、MRE11 阻害剤は DNA 修復に
おける作用起点が明確にされた重粒子治療増
感効果がある薬剤の一つに提案出来ると考え
られた。
[参考文献]
文献 1: Shibata A. et al., Factors determining DNA
double-strand break repair pathway choice in G2
phase. EMBO J. 2011
文献 2: Shibata A. et al., DNA Double-Strand
Break Repair Pathway Choice Is Directed by
Distinct MRE11 Nuclease Activities. Mol. Cell
2014
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がん幹細胞を標的とした重粒子線と NHEJ 修復阻害剤併用による抗腫瘍効果
The control mechanisms of cellular survival and death signals by heavy-ions
（14J408）
a
高橋昭久 、吉田由香里 b、平山亮一 c
A. Takahashia, Y. Yoshidab, and R. Hirakawad

1. 研究の目的とバックグラウンド
がん細胞の遺伝的背景の違いは放射線療
法におけるがん細胞の致死感受性に大きく影
響するとされている。がん細胞のどの遺伝子を
検索すればその感受性を知ることができるの
か、効率の良い治療効果が望めるのかを明ら
かにする必要がある。また、次のステップとして、
がん細胞の遺伝子にかかわらず、高い治療効
果が望まれる治療法を開発して行くことも重要
である。
これまでに、我々はがん抑制遺伝子 p53 を
放射線療法の先行指標として注目し、低 LET
放射線では p53 の機能を失った細胞は抵抗
性であるが、高 LET 重粒子線では p53 遺伝子
に関係なく効率的にアポトーシスを引き起こし、
高い殺細胞効果をもたらすことをヒトの神経膠
芽腫細胞、舌がん細胞、肺がん細胞、ヒト歯肉
扁平上皮がん細胞で見出している。その後、
①重粒子線の殺細胞効果をさらに高める方法
として「DNA 二本鎖切断修復を標的とするこ
と」を模索してきた。さらに、②X 線と比べて
重粒子線のアドバンテージをもたらすもの
として「がん幹細胞を標的とすること」に
注目した。

Abstract
Background: In order to see if carbon ion
(C-ion) beams have a biological advantage over
X-rays, studies were de-signed to examine the
effects of C-ion beams on radiosensitivity in
X-ray resistant cells.
Materials and Methods: Clinically relevant
X-ray resistant SAS-R cells derived from
human tongue cancer SAS cells were used. The
cells were exposed to X-rays or spread-out
Bragg peak (SOBP) beam C-ions. Cell survival
was measured using a modified high-density
survival assay. Cell survival signaling and cell
death signaling were analyzed using flow
cytometry. The cells were labeled with putative
cancer stem cell markers such as CD44 and
CD326.
Results: SAS-R cells were 1.6 times more
radioresistant than SAS cells after exposure to
X-rays. Cell survival was similar in each cell
line after exposure to C-ion beams. SAS-R
cells displayed enhanced cell sur-vival
signaling when compared to SAS cells under
normal conditions. On the other hand, the
phos-phorylation of AKT-related proteins
decreased and poly-caspase activities were
enhanced when cells were irradiated with C-ion
beams in both cell lines. More CD44 and
CD326 positive cells were seen in SAS-R cells
than in SAS cells. Moreover, the marker
positive cell numbers significantly de-creased
after exposure to C-ion beams when compared
to X-rays at iso-survival doses in SAS-R cells.
Conclusion: C-ion beams efficiently induced
cell killing in X-ray resistant cells which
displayed activated cell survival signaling and
contained more numerous cancer stem-like
cells.

2. 昨年度までに得られている結果
放射線による DNA2 本鎖切断修復には主
に二つの機構が存在する。一つは全細胞周
期ではたらく非相同末端結合 NHEJ 修復で、
早いが雑で誤りがちな修復である。もう一つは
相同組換え HR 修復で、S 期後半から G 期の
みではたらき、切断された部分をもう一対の正
常な DNA を鋳型にしてコピーするので、誤り
のない修復である。p53 欠損マウス胚線維芽
細胞由来の HR 修復欠損、NHEJ 修復欠損、
二重欠損および野生型の細胞を用い、重粒
子線においても NHEJ 修復が HR 修復より増
感効果をさらに高める標的候補になる結果を
得ている。1)
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Fig. 2. The frequency of CD44 and CD326 positive
non-irradiated cells and in irradi-ated cells at 72 h
after irradiation in SAS-R cells. Error bars indicate
standard deviations. Data were statistically evaluated
with the Student's t-test between unirradiated cells and
ir-radiated cells, and between the samples connected
with the lines (*p < 0.05, **p < 0.01, and ***p <
0.001).2)

SAS 細胞と比べて SAS-R 細胞はがん幹細胞
マーカー陽性の集団が多かった。いずれの
細胞でも線量依存的に X 線照射 48 時間後
のがん幹細胞マーカー陽性の集団が増えて
いくのに対して、等生存率の重粒子線照射
および温熱処理 48 時間後ではがん幹細胞
マーカー陽性集団の増加は抑制されていた
(Fig. 2)。
5. まとめ
重粒子線は X 線抵抗性がん細胞のがん幹
細胞様集団が残りにくく、有効であること
が示唆された。X 線と比べて重粒子線のア
ドバンテージをもたらすものと考える。
今後、がん幹細胞を標的として重粒子線
と NHEJ 修復阻害剤の併用で抗腫瘍効果が
高められるかどうかを明らかにしたい。

4. 今年度の研究成果と解析結果

6. 参考文献

SAS

C-ion beams

X 線の 20%生存率は SAS 細胞で 7.5 Gy、
SAS-R 細胞で 12 Gy、炭素線の 20%生存率
は SAS 細胞で 3.0 Gy、SAS-R 細胞で 3.2 Gy
であった (Fig. 1)。

CD44-CD326
positive cells (%)

3. 今年度の研究内容
本課題初年度の今期は、学内行事等と照
射日が重なってしまったため、MT のキャ
ンセルによって、残念ながら報告のできる
データの取得に至らなかった。その為、本
課題申請のきっかけとなった群馬大学の重
粒子線施設を利用したデータについて報告
することとする。
通常、固形がんに対する放射線療法は一
日 2 Gy、総線量 60 Gy 程度の X 線分割照射
からなっている。放射線療法で問題となる
のが治療で根絶できない放射線に抵抗性の
がん細胞の存在である。我々はこのがん治
療効果の向上を目指し、X 線抵抗性のがん
細胞の重粒子線の感受性を明らかにするこ
とを目的とした。
細胞：X 線一日 2 Gy（総線量 2,278 Gy）の
分割照射を続けても生存・増殖し続けたヒ
ト舌扁平上皮がん SAS-R 細胞とその親株
SAS 細胞を用いた。
照射：群馬大学重粒子線照射装置にて
6cm-SOBP 炭素線 70 keV/μm 照射をした。
対 照 と し て X 線 照 射 装 置 (TITAN-225S,
Shimadzu）にて照射を行った。
放射線感受性：High density survival assay で、
細胞数はセルカウンター(TC10, BIO RAD)
を用いて行った。
がん幹細胞様集団頻度：がん幹細胞特異的
マーカーCD44 および CD326 による蛍光染
色後、フローサイトメーター(FACSCalibur,
BD)を用いて調べた。

1) Takahashi A, et al. Radiat Res. 182: 338-344, 2014.
2) Takahashi A, et al. Int J Med Phys Clin Engin
Radiat Oncol. 3: 133-142, 2014.
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Fig. 1. Cell survival measured with the modified
high-density survival assay. Open symbols, SAS cells;
closed symbols, SAS-R cells. Circles, X-rays;
triangles, C-ion beams.2)

a 群馬大学・先端科学者育成ユニット
b 群馬大学・重粒子線医科学センター
c 放医研・重粒子医科学センター
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Effects of carbon ion on expression of organic anion transporting polypeptides
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transporter of this drug within human body6, 7). Recent
studies showed that other anticancer agents, such as
docetaxel, actinomycin D, mitoxantrone and SN-38,
are also substrates for OATP1B3, indicating its major
role in the uptake of anticancer drugs into tumor
cells8). OATP1B1 was demonstrated in vitro and in
vivo to be responsible for the transport of
methotrexate, a folate antimetabolite and a
bicarboxylic organic anion, which is widely used for
the treatment of various types of cancers such as
breast cancer, head and neck cancer, lung cancer, and
non-Hodgkin's lymphoma 9,10). In recent years, there
have been reports suggesting that OATPs distribute
differently in tumor cells and/or tissues such as breast
cancer cells 11), hepatoma HepaRG cells12), and
pancreatic adenocarcinoma13). Delivery of therapeutic
agents to the neoplasms depends on the presence of
membrane transport proteins in the target
cells14).Therefore, OATPs, especially the ones that
were demonstrated to be able to transport anti-tumor
drugs, have been proposed to serve as novel
therapeutics targets for future drug discovery13). A
previous study in our laboratory used two cancer cell
lines-liver cancer cell line HepG2 and breast cancer
cell line MCF7 as study systems to investigate the
effect of X-ray irradiation on OATP family members.
We found out that responses to irradiation treatment
were different in the two cell lines examined.
Moreover, expression of OATP1A2, an OATP that was
found to transport antiturmor drugs and was
undetectable in untreated cells, was dramatically
elevated after irradiation in MCF7 cells. The
combined treatment with X-ray and OATP1A2
substrate methotrexate exerted a more significant
effect on growth rate and cell death compared with
irradiation or MTX treatment alone (Fig. 1). At certain
time points, X-ray increased the level of OATP1A2
while suppressed the expression of efflux transporters
ABCG2 and ABCB115).

Abstract:
The organic anion transporting polypeptides (OATPs)
belong to the solute carrier family and is a group of
membrane transporters that have been extensively
recognized as key determinants of absorption,
distribution, metabolism and excretion (ADME) of
various drugs, xenobiotics and toxins. Many
anti-tumor drugs are substrates of OATPs and
Accumulating evidences in recent years have shown
that OATPs distribute differently in tumor cells and/or
tissues. Therefore, OATPs, especially the ones that
were demonstrated to be able to transport anti-tumor
drugs, have been proposed to serve as novel
therapeutics targets for future drug discovery. Our
previous study revealed that X-ray irradiation can
increase expression level of OATP family member
OATP1A2, an OATP that was found to transport
antiturmor drugs, in breast cancer cells. The combined
treatment with X-ray and OATP1A2 substrate
methotrexate exerted a more significant effect on
growth rate and cell death compared with irradiation
or MTX treatment alone. In the current study
performed at NIRS, we investigate the effect of high
LET irradiation on expression of OATPs and two
major efflux transporters ABCB1 and ABCG2.
Background and objectives of the proposal
The organic anion transporting polypeptides (OATPs)
belong to the solute carrier family and is a group of
membrane transporters that have been extensively
recognized as key determinants of absorption,
distribution, metabolism and excretion (ADME) of
various drugs, xenobiotics and toxins1, 2). So far there
are 12 members of the human OATP family:
OATP1A2, 1B1, 1B3, 1C1, 2A1, 2B1, 3A1, 4A1, 4C1,
5A1 and 6A13-5).Some OATPs are expressed
ubiquitously; while others, such as OATP1B1 and
OATP 1B3, are predominantly found in certain organs
or tissues. Many anti-tumor drugs are substrates of
OATPs. For example, OATP1B3 has a high affinity
with palitaxel and is believed to be the major uptake

Based on the previous studies of OATPs responses to
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irradiation, the objectives of the current proposal are
as follows:
1.

6.

Since X-ray caused elevation of OATP1A2
expression, whether high LET irradiation
also affects the expression of OATPs,
especially OATP family members that
mediate uptake of anti-tumore drugs, i.e.
OATP1A2, OATP1B1 and 1B3.

2.

If high LET irradiation can increase
expression of OATPs, what is the dose- and
time-dependent responses of these effects?

3.

What is the underlying mechanism(s) of such
an effect? Our preliminary experiments
indicated that cytokines may be involved. If
this is the case, how do these factors lead to
the up-regulation of OATPs?

7.

8.

9.

10.

Activities and results in FY2014 (April
2014-February 2015)
We submitted a proposal to NIRS and applied for the
beamtime for our experiments. The beamtime was
assigned to us, which will be on Feb. 7th, 2015 from
10:00-14:00 and March, 14th, 2015 from 10:00-14:00.
Altogether 8 hours irradiation experiment will be
performed to obtain information for the mRNA and
protein expression level of the above mentioned drug
transporters after carbon ion radiation.

11.

12.
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高 LET 粒子線による DNA 酸化損傷生成の可視化
Distribution of 8-OHdG, an oxidation product of DNA, induced by high-LET radiations
(13J424)
a
a
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Abstract
The observation of 8-hydroxydeoxyguanosine
(8-OHdG) distribution using an immuno-staining
method was carried out for cultured mammalian cells
and a DNA-lipid complex film in expecting to
estimate the size of the penumbra area with low LET
characteristics in a track structure of heavy ions. In
cultured human A549 cells, we obtained the dose
dependent staining in cell nuclei. With dose as low as
0.1Gy we observed 8-OHdG staining with neon ions
(LET: 31 keV/m). Also we compared 8-OHdG
staining with that of -H2AX, an index of DNA
double strand breaks in Fe ion irradiated cells. For
cells having foci of -H2AX, 8-OHdG staining does
not always form foci, suggesting that 8-OHdG
staining is diffusible. A DNA-lipid complex film may
be more promising for detecting the penumbra region.
First, we observed dose dependent staining as in the
case of cultured cells. The fluorescence intensity
increased from 0.5Gy to 194Gy of carbon ions with
50 keV/m. Second, to confirm that the fluorescence
is derived from irradiation, the uniformity of DNA
film was checked with DAPI. With this procedure, we
can eliminate the artifact of extremely intense
fluorescence dots which are originated from thick
DNA region with dot nature or dust which absorbs an
antibody of 8-OHdG. The observation with higher
magnification to detect fluorescence dots resulting
from ion tracks is being done.
1.

ら、酸素効果の減少、クラスター損傷の生成と修
復など、高 LET 放射線の特徴をトラック構造に沿
って生成される放射線産物を可視化した画像に
基 づ い て 検討 を 行 う 。我 々 は 前 年度 ま で に 、
penumbra 領域サイズの粒子種及び LET による違
いを可視化するために、OH ラジカルによる DNA
酸 化 的 損 傷 で あ る 8-hydroxydeoxyguanosine
（8-OHdG と略記）生成の空間分布を免疫染色法
によって求めることを目標として、照射材料の選
定、プロトコールの確立、も合わせて試みてきた。
これまでの試行錯誤から、培養細胞と水不溶性
の DNA フィルム 2)の 2 つの材料に絞り、さらに
データの信頼性を向上させる改善を行った。
1) A. Ito et al., Radiat. Res., 165, 703 (2006).
2) 岡畑恵雄、川崎剛美、未来材料、3, 46 (2003).
2.

今年度の研究内容と成果

(1) 培養細胞における 8-OHdG の可視化
ヒト肺がん由来 A549 細胞を用いた。今年度は
特に 8-OHdG 蛍光強度の線量依存性を求めること、
DNA 二重鎖切断の検出に利用される-H2AX の分
布との比較に重点を置いた。図 1 は Ne イオン

研究の目的とバックグラウンド

（LET：31keV/m）について 0.1Gy から 50Gy ま

高 LET 放射線のトラック構造は、一般に電離密

での 8-OHdG 生成の線量依存性を求めたものであ

度の高い中心部の core と周辺部の低 LET 領域で

る。0.1Gy の低線量から検出が可能で、線量の増

ある penumbra に分けられるとされる。従ってこ

加とともに蛍光強度が増大する結果が得られた。

の両者の寄与を評価することが高 LET 線の生物

他のイオン種についても類似の傾向が観察され

作用を知るために重要である。例えば我々は LET

た。細胞核内の 8-OHdG 分布の詳細を観察するた

が 440keV/m の高 LET 領域において、OH ラジカ

めに拡大し、-H2AX の分布と比較した結果を図 2

ルに由来する間接作用が致死の約 50%も寄与す

に示す。用いたイオン種は、より重い粒子として

ることを示したが 1)、これも penumbra の寄与を考

Fe（LET：200keV/m）とした。図の上段は 0.2Gy
照射試料である。中央部の-H2AX の顕著なフォ

慮しなければならないことを示唆している。本課

ーカスが観察されている数個の細胞は、8-OHdG

題は、このように高 LET 放射線の生物作用がその

がやや濃染されているように見えるが、フォーカ

トラック構造と密接に関係しているとの観点か

ス形成には至っていない。8-OHdG の形成は低
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LET 領域全体に広がっているのかも知れない。今

るいは DNA 以外のゴミなどに抗体が集まってい

後は 8-OHdG 直接の抗体ばかりでなく、DNA 二重

ないことの確認を行った。また、培養細胞と同様

鎖切断検出の場合のように、8-OHdG の修復に関

に 8-OHdG 抗体の蛍光強度の線量依存性を求めた。

与する OGG1 に対する抗体も用いて、よりコント

図 3 に C イオン（LET 50keV/m）を照射した結

ラストの高い画像との比較も試みたい。
(a)

果を示す。図の左列は 8-OHdG 抗体による染色、
右列は DAPI の染色結果である。線量に応じて

(b)

8-OHdG 蛍光強度が上昇すること、ドット状の蛍
光も見られるが、その部位は DNA が特に集積し
ている部位であったことが判明した。今後はさら
(c)

に高倍率での観察を行い、トラック由来の蛍光の

(d)

検出と粒子種依存性を明らかにしたい。

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(f)

Fig.1. 8-OHdG induction in human A549 cells by
neon ions with an LET of 31 keV/m. (a) 0Gy, (b)
0.1Gy, (c) 0.5Gy, (d) 2Gy,(e) 10Gy, (f) 50Gy. scale
bar: 10m
(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 2. 8-OHdG and -H2AX in human A549 cells by
iron ions with an LET of 200 keV/m. left panels:
8-OHdG, right panels: -H2AX; (a) and (b): 0.2Gy,
(c) and (d): 0Gy. scale bar: 10m

Fig. 3. 8-OHdG and DNA distribution in DNA film
irradiated with C ions of 50keV/m. left panels:
8-OHdG, right panels: DAPI; (a) and (b): 0Gy, (c)
and (d): 0.49Gy, (e) and (f): 12Gy, (g) and (h): 49Gy,
(i) and (j): 194Gy. scale bar: 10m

(2) DNA フィルムにおける 8-OHdG 可視化
昨年度は水不溶性の DNA フィルムの作製法を
考案し、予備的照射を試みた。ドット状の蛍光が
観察されたが、それが粒子トラックに由来するも

a

東海大・工

のかをはっきりと同定することができなかった。

b

放医研・重粒子医科学センター

今年度は、DAPI と 8-OHdG 抗体の二重染色によ

c

東海大・医

って、8-OHdG 観察部位での DNA フィルムの均一

d 電中研・放射線安全

性を観察し、DNA が極端に集積している部位、あ

e 山形大院・理工学

130

重粒子線照射による細胞損傷応答とその応用
Cell damage responses induced by heavy ion irradiation and their applications
(14J452)
岡安隆一 a 、藤澤寛 a,b、砂田成章 a,b、平川博一 a、正岡綾 a、野口実穂 c、平山亮一 a、
藤森亮 a
R. Okayasua, H. Fujisawaa,b, S. Sunadaa,b, H. Hirakawaa, A. Masaokaa, M. Noguchic,
R. Hirayamaa, A. Fujimoria
past years
Regarding the cell cycle checkpoint studies, our
collaborator Xue et al published (2015) the
relationship between the complexity of DNA DSB,
ATR activation and G2/M checkpoint regulation.
Concerning the study of factors enhancing
tumor cell killing with high LET irradiation, we
found that the combination of Hsp90 inhibitor and
high LET carbon ions are effective in vitro and in
vivo mainly using a lung tumor system. We also
learned that this effectiveness is associated with
DNA DSB repair inhibition by Hsp90 inhibitor. The
example of this phenomenon is shown in Fig. 1 in
the case of 17AAG below. Our DSB related protein

Abstract
In order to improve heavy ion radiotherapy, we
study the combined treatment of Hsp90 inhibitor
and carbon ion radiation. This fiscal year we
completed the 17AAG and carbon ion irradiation
study in vitro and in vivo, and published the result.
Our findings include significant radio-sensitization
in human tumor cells with the combined treatment,
partly due to impairment of homologous
recombination repair (HRR) pathway by 17AAG;
this is also associated with severe G2 cell cycle
delay. Various other Hsp90 inhibitors are being
studied to find the best possible combination
treatment with carbon ions. Another project this
year was to investigate the effect of low LET/low
dose pre-irradiation on tumor cells subsequently
irradiated with usual doses of heavy ions. This
project based on a recent publication from a
respected lab in the USA did not seem to yield an
expected result.
1． Purpose/Background
The purpose of this project is to understand the
biological basis for heavy-ion radiotherapy in order
to have assurance for the patient being treated and
to attain further improvement of this therapy. It is
known that among the damage induced by heavy
ions, DNA double strand breaks (DSBs) are the key
for all kinds of biological consequences including
cell death (e.g., Okayasu et al Radat. Res. 2006,
Okayasu IJC 2012). In order to modify biological
outcomes, it is crucial to regulate DNA DSB and its
repairing processes. We have found that by
combining an Hsp90 inhibitor with heavy ion
irradiation, further reduction in cell survival was
obtained probably due to DSB repair inhibition.
Our proposal is based on this finding and we have
been performing studies in vitro and in vivo with a
mouse xenograft model. For this year, based on the
recent study (Yu et al JCP 2011) published by Prof.
Wang’s lab in Emory University, USA, we added a
project to combine low dose/low LET
pre-irradiation with regular heavy ion irradiation in
order to obtain enhancement of the heavy ion effect.

Fig.1 Comparison of DNA DSB rejoining kinetics
between 17AAG pretreated cells and non-treated carbon
irradiated SQ5 lung tumor cells using the static
gel-electrophoresis technique.

studies indicated that Hsp90 inhibitors including
17AAG, PU-H71 and CAY10607 reduced Rad 51
protein levels, suggesting the inhibition of
homologous recombination repair (HRR) pathway
being involved. Further screening of Hsp90
inhibitors combined with heavy ion irradiation is
ongoing with some mechanism studies at the
molecular level.
3. Studies for this year
In addition to ongoing Hsp90 inhibitor screening
studies with carbon ion irradiation, we have tested a
hypothesis that low dose X-ray pre-irradiation (e.g.
0.1 Gy) may radio-sensitize human tumor cells

2. Brief highlights of the results obtained in the
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irradiated with high LET heavy ions. (Yu et al JCP
2011)
Radiation sources：X-rays, Carbon ions (290 MeV/n,
70 keV/μm or SOBP) and iron ions (500 Mev/n,
200 keV/μm) were used.
4. Results and analysis of this year’s study
(Highlights only)
1) In order to test the hypothesis above for low
LET/low dose pretreatment combined with high
LET irradiation, human A549 lung tumor and
U87 glioma cells were used. Our results did not
show clear radio-sensitization in these tumor
lines as shown in Fig. 2.

Fig. 3 Comparison of Rad51 foci formation
kinetics in carbon ion irradiated SQ5 cells with
without 17AAG treatment.

Cell cycle studies for the combined treatment
were also performed and analyzed this year, and
we show the highlighted results (24 hour
post-irradiation) in this report below. The
combined treatment with carbon irradiation
revealed the most severe form of G2 delay.

Dose (C), Gy

Fig. 4. Cell cycle distribution analysis in SQ5 cells
irradiated with X-rays or carbon ions with/without
17AAG pre-treatment. This analysis was for 24 hour
post-irradiation point.

Fig. 2 A549 (above) and U87 (bottom) human tumor
cells were pretreated with 0.1 Gy X-rays, and 6 hours
later exposed to various doses of heavy ions (Carbon
ions 50 keV/µm and iron ions 200 keV/µm) and cell
survival was assessed by colony formation assay. The
results were compared with those without pre-irradiation
treatment.
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2) Regarding Hsp90 inhibitor studies, the results
with 17AGG + carbon ion irradiation in vitro
and in vivo data were just published (Hirakawa
et al Cancer Med. 2015). As Rad 51 (HRR
associated protein) foci studies were performed
this year with carbon ion irradiation, we show
the result of foci formation kinetics using SQ5
human lung tumor cells irradiated with carbon
ions. The Rad51 foci were observed at very low
levels when 17AAG was added to the culture,
suggesting the impairment of HRR by this drug.
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Study of HeLa cell death rate loaded with gold and platinum salts
or nanos particles irradiated by fast atomic ions
(13J462)
N. Usamia, Y. Furusawab, K. Kobayashia, S. Lacombec, E. Porcelc and C. Le Sechc
Abstract

experimental conditions can be found in [4]
and references therein.
No significant toxicity at the cellular level
with the present experimental conditions was
observed.

This work proposes a strategy based on the
combination of the addition of high-Z atoms,
contained in molecules, or in nano-particles, added
in cancerous cells and irradiated by fast ions.
Precedent studies have focused on the enhancement
of the cell death rate of mammalian cells (CHO K1)
when they are loaded with high-Z atoms and
irradiated C6+ or He2+ ions [1, 2, 3].
The present report is dedicated to the results
obtained in 2014 on HeLa and U87 glioblatomas
cell lines when platinum salt, or gold, or platinum
nanos particles are present.

Cell proliferation and colony-forming assay. After
irradiation, cells were trypsinized and plated into
100 mm Petri dishes (Falcon 3002) at the density of
200 surviving cells per dish. After 14 days
incubation, the colonies were fixed with 10 %
formalin and stained with 1 % methylene blue. The
colonies were counted and the surviving fraction at
the different doses was calculated.

1 Purpose

The aim of this work is to compare the cell
death rate induction when the cancerous cell –
HeLa , U87 - are added with molecules containing
high-Z atom like platinum – Pt - or gold – Au - salts,
with the efficiency when nanos particles respectively PtNP and AuNP- are present, assuming
the same atomic concentration in each experiment.

3 Results

2 Materials and methods

Cell culture. HeLa cells were cultured in
minimum essential medium Eagle (MEM)
supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS)
and antibiotics (penicillin and streptomycin).
Subconfluent cells were trypsinized, resuspended in
the medium and aliquoted into flasks. Controls
correspond to cells irradiated without any additional
compound.
Cervical cancer cell line HeLa have been
loaded by PtTC salt or PtNP nanos particles – about
1000 atoms 3nm size - in different experiments. To
do that, incubation in solutions containing these
radiosensitizers at the same atomic concentration 500 µmol-1 - has been made before irradiation
during 6 hours. No toxicity at the cell level was
observed in presence of PtTC or PtNP.
.Experiments have been made with U87 cell
line added with gold atoms. The gold atoms are
contained in a molecule used in medical practice
aurothiopropanol of sodium - AuTS Allochrysine©
– used for its antiinflamatory properties in the
treatment of the rheumatoid arthritis. Incubation of
U87 glioblastomas cells has been made during 6
hours with gold nanos particles AuNP – 3 nm,
about 1000 atoms - or a gold salt AuTS. The atomic
concentration was fixed at 500 µmol-1 in both
experiments.

Figure 1
HeLa cell line. In the figure 1, surviving fractions
of HeLa cell line are plot versus the irradiation dose
of C6+ ions at LET = 70 keV/µm. The filled
triangles stand for the control when the cells do not
contain any radiosensitizer. The filled circles
represent the survival fraction when the HeLa cell
are added with PtNP. The open triangles display the
results when platinum salt PtTC is added.
When high-Z atoms are present - PtTC or
PtNP-, in all experiments an enhancement in the
cell death rate is observed. For the HeLa cell line
the efficiency of PtTC appears clearly to be larger
than PtNP.
In a linear-quadratic cell survival model :
SF(D)= exp(-mxD) The numerical values for the
parameters m are m(control) = 1.23, m(PtNP) =
1.65, m(PtTC) = 2.15. The enhancement in cell
death rate by the radiosensitizers is 34 % for PtNP
and 74 % for PtTC.
This finding suggests that a careful
attention must be made when the choice of a
radiosensitizer is at hand. Nanos particles are not
necessarily more efficient that corresponding salt.

Irradiation at HIMAC. Irradiations of cells
by C6+ ions with initial energies of 290 MeV/amu
and LET set at 70 keV/µm were preformed. For
irradiation, the flasks were fixed in a sample holder,
perpendicularly to the beam and irradiated under
atmospheric conditions at room temperature. More
details concerning the
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5 Projects

Experiments have been proposed for 2015
aiming for the decrease of cell defences by
inhibition of the transcription factor NF-kappa-B by
cortisone. Decreasing together the cell defences,
and increasing the oxidative stress due to the
ionising particles, might be an interesting synergic
way to improve radiotherapy index in general.
The cell line that will be considered is HeLa.

6 Conclusion

The present study shows that the combination
of salts containing different high-Z atoms, like
platinum and gold, potentiate irradiation by carbon
ions. Similar enhancement of the cell death rate can
be obtained with combination of nanos particles
made of high-Z atoms.
To go further an attractive way is to consider
pharmacological inhibitors of NF-κB activity or
inhibition of anti oxydant proteins like gluthation.
The combination with other compounds behaving
as radiosensitizers, such as the nano-particles or
high-Z containing molecules, might be efficient.
Such combinations should induce a synergic effect
and open a new approach to improve the
therapeutic efficiency of radiation in cancers.

Figure 2
U87 cell line. Glioblatomas are very aggressive
tumors of the brain. The cell line U87 belongs to
this kind of tumors. The figure 2 reports the
survival fraction of this cell line.
The filled squares and diamonds stand
respectively for the cell survival fraction in
presence of AuTS or AuNP. In the latter
experiment the efficiency of the nanos particles is
significantly larger than the corresponding salt at
the same atomic concentration.
Using the linear-quadratic survival law, the
respective values for the slopes m are :
m(control) = 1.25, m(AuTS) = 1.67 and
m(AuNP) = 1.86. The enhancement by the
radiosensitizers is 33 % for AuTS and 49 % for
AuNP.

a

Photon Factory KEK, bNIRS, cParis Sud Univ
(France)
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重粒子線による有・低酸素環境下での RBE ならびに OER
RBE and OER of Heavy ions in vitro and in vivo
（12J468）
平山亮一 a、鵜澤玲子 a、小原麻希 a、劉 翠華 b、松本孔貴 a、古澤佳也 c
R. Hirayamaa, A. Uzawaa, M. Obaraa, C. Liub, Y. Matsumotoa, Y. Furusawac
Abstract
Wild-type CHO cells and deficient cells in
non-homologous end joining (NHEJ) and in homologous
recombination (HR) were irradiated with X-rays, C-, Si-,
Ar- and Fe-ions (15-200 keV/µm), and the dose-response
survival curves on these cells were compared.
HR-deficient 51D1 cells and NHEJ-deficient xrs6 cells
showed radiosensitivity in comparison to CHO cells.
However, contribution of OH radical-mediated indirect
actions from radiation on cell killing of 51D1 cells were
similar to the response of CHO cells under oxic and
hypoxic (anoxic) conditions. In both oxic and hypoxic
conditions, contribution of indirect action in xrs6 cells
were smaller than that in both 51D1 and CHO cells.
DNA repair ability plays a large role in indirect ation.
Tumors of SCCVII cells in one group of mice were
made hypoxic by clamping before irradiation with C-,
Ne-, Si-, Ar- and Fe-ions of the LET range from 15 to
200 keV/µm, whereas those in another group received
irradiation without clamping. Mice received either
single-dose or two fractionated doses with a fixed
interval of 24 h for 2 days. Tumor cell survivals and
micronuclei were determined by in vivo-in vitro colony
formation and micronucleus assay, respectively. We
couldn’t see the difference of RBE and OER at several
LETs on different endpoints, cell lethality and
micronuclei frequency.

胞である 51D1 細胞の LET-RBE, -OER 曲線を作成し
た。xrs6 細胞は RBE のピークがはっきり観察されず、
CHO 細胞とは異なる LET 依存性が観察されている。
51D1 細胞では、大気下照射での RBE ピーク値が
CHO 細胞よりも小さい値を示したが、LET-RBE の
傾向は CHO 細胞のそれと類似していた。OER の LET
依存性については、細胞種の違いは観察されなかっ
た。しかし、これらの実験は十分な繰り返し実験が
行われていないため、信頼性が十分ではなかった。
②マウス移植腫瘍における酸素効果と LET 依存性
移植腫瘍を 24 時間間隔で分割照射を行い、細胞生
存率を調べた。低酸素状態は輪ゴムを用いて下肢を
結紮し、腫瘍を低酸素状態にさせてから照射を行っ
た。照射後は結紮をほどき、照射時だけを低酸素状
態にした。炭素線照射（15 keV/µm）では大気下お
よび低酸素下照射では分割照射による生存率の上昇
が確認された。しかし、鉄線（200 keV/µm）では分
割照射による生存率上昇は確認できなかった。
3. 今年度の研究内容
①LET-RBE, -OER の放射線化学・生物学的アプロー
チによる機構解明
 xrs6 細胞と 51D1 細胞における大気下と低酸
素下での細胞致死に対する間接作用の寄与
率の LET 依存性を調べた（前年度に引き続
き）。
②分割照射によるマウス移植腫瘍の生物応答を指標
とした LET 依存性
 単回照射と分割照射における細胞致死およ
び微小核形成頻度の LET-RBE, -OER を調べ
た。

1.

研究の目的とバックグラウンド
放射線治療において低酸素性がん細胞の存在は解
決すべき課題となっている。培養細胞（in vitro）や
移植腫瘍（in vivo）の致死効果では、高 LET 炭素線
を用いた場合、生物学的効果比（RBE）は上昇する
が、酸素増感比（OER）は 1 にはならず、低酸素に
よる放射線抵抗性が観察される。炭素線治療におい
ても同様な現象が起きている可能性が高く、低酸素
による放射線抵抗性を克服するような治療法が重要
と考えられる。本研究課題では in vivo 実験系におい
て分割照射のデータを取得し、単回照射の既知デー
タと比較することで、分割照射による RBE と OER
の LET 依存性を明らかにする。培養細胞を用いた in
vitro 実験系では、前課題で使用した CHO 細胞の
DNA 損傷修復欠損細胞を用いて、DNA 損傷修復能
と RBE ならびに OER の LET 依存性について明らか
にし、放射線初期過程における細胞種の違いについ
ても明らかにすることを目的とする。

4. 今年度の研究成果と解析結果
①放射線作用別に解析した重粒子線の細胞致死効果
CHO、xrs6 ならびに 51D1 細胞の LET-RBE 曲線を
図 1 にまとめた。CHO 細胞や 51D1 細胞では LET 150
keV/µm 付近に RBE 値のピークが観察されたが、
51D1 細胞の最大値は CHO 細胞よりも小さかった。
xrs6 細胞の LET-RBE 曲線は明らかに他の細胞とは
異なる形状を示した。低酸素下では CHO 細胞と
51D1 細胞は非常に似たような LET 依存性を示した
が、xrs6 細胞では異なる依存性を示した。さらに細
胞致死における OH ラジカル由来の間接作用の寄与
率を調べると、xrs6 細胞は炭素線（15 keV/µm）で
45%、鉄線（200 keV/µm）で 26%であった（すべて
大気下照射）
（表 1）。この値は CHO 細胞よりも小さ

2. 昨年度までに得られている結果
①放射線作用別に解析した重粒子線の細胞致死効果
NHEJ 修復欠損細胞で xrs6 細胞と HR 修復欠損細
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い値であった。低酸素下においても、xrs6 細胞の細
胞致死に対する間接作用の寄与率は CHO 細胞に比
べ、小さいものであった。51D1 細胞は CHO 細胞よ
りも高感受性細胞株であるにもかかわらず、細胞致
死における間接作用の寄与率は CHO 細胞とほぼ同
程度であった。また、傾向は大気下でも低酸素下で
も同様であった。これらの結果から、放射線感受性
と細胞致死における直接・間接作用の寄与率は複雑
な関係であることが判明した。

図 1 In vivo 実験による SCCVII 腫瘍細胞の細胞生
存率曲線
③分割照射における細胞致死と微小核形成頻度の
LET 依存性
現在までに得られている細胞致死と微小核形成頻
度における RBE、OER の LET 依存性を表 1 に示す。
どちらのエンドポイントにおいても LET 依存的に
RBE は増加し、OER は減少する傾向を示した。さら
に低酸素腫瘍における RBE は、常酸素腫瘍の RBE
よりも大きい傾向を示した。エンドポイントの違い
による RBE ならびに OER の LET 依存性はみられな
かった。

表 1 細胞致死における OH ラジカルによる間接作
用の寄与率
Contribution of OH radical-mediated indirect action (%)
Radiation
(keV/μm)

Xrs6 cell (NHEJ-)

51D1 cell (HR-)

Oxic

Hypoxic

Oxic

Hypoxic

X-rays

52

29

77

57

C(15)

45

14

72

62

Si(58)

39

解析中

67

解析中

Ar(90)

解析中

23

62

40

Fe(200)

26

解析中

43

25

表 2 分割照射による細胞致死と微小核形成頻度の
LET 依存性
Cellular lethality

Radiation
(keV/μm)

②単回ならびに分割照射によるマウス移植腫瘍の細
胞生存率曲線
炭素線において分割照射（照射-24h-照射）の結果、
細胞の生存率が上昇した（おそらく亜致死損傷の回
復）（図 1）。常酸素腫瘍の方が、低酸素腫瘍の分割
照射（照射時だけ低酸素で、インターバルの間は結
紮はしていない）よりも生存率の上昇が大きかった。
これは大気下照射で生じた DNA 損傷が低酸素下照
射で生じた DNA 損傷よりも修復されやすいという
過 去 の 結 果 と 一 致 し た （ Hirayama. J. Radiat.Res.
2005）。しかし、ネオン線照射における低酸素腫瘍で
は、亜致死損傷の回復が観察されたが、常酸素腫瘍
では分割照射による生存率の上昇は観察されなかっ
た。この原因はまだ明らかになっていないが、我々
は腫瘍内に含まれる低酸素細胞が一度目の照射後
24 時間以内に再酸素化し、二度目の照射では酸素効
果により放射線感受性が増したためと推測している。
さらに高 LET 放射線になると、分割照射による細胞
生存率の上昇はどちらの酸素状態でも観察されず、
亜致死損傷の回復が起きていないものと推測される。
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a.
b
c

RBE

RBE

(Normoxic)

(Hypoxic)

Micronucleus frequency
OER

RBE

RBE

(Normoxic)

(Hypoxic)

OER

X-rays

1

1

1.6

1

1

1.5

C(15)

1.0

1.0

1.5

1.0

1.2

1.2

Ne(33)

1.5

1.4

1.7

1.4

1.0

2.0

Si(58)

1.6

1.8

1.3

1.6

1.5

1.6

Ar(90)

2.7

2.9

1.5

2.3

2.5

1.3

Fe(200)

4.1

4.7

1.4

3.3

5.7

0.9

放医研・次世代重粒子プログラム（NIRS）
放医研・リスク低減化研究プログラム（NIRS）
放医研・研究基盤技術部（NIRS）

重粒子線による突然変異生成の分子機構の解析
Molecular analysis of heavy ion induced mutations in the budding yeast.
(12J472)
a
b
松尾陽一郎 、中嶋隆登 、泉佳伸 a、下川卓志 c、清水喜久雄 d
Y.Matuoa、R. Nakashimab, Y. Izumi a、Ｔ. Shimokawac、K.Shimizud
Abstract
Our research group has been studying
ion-beam induced mutation of the budding
yeast, S288c（RAD +) as model of eukaryote
cell. The yeast cells were irradiated with
carbon ions (12C5+; 290 MeV). Carbon ion
beam was generated from synchrotron in
HIMAC. When we analyzed the survival rate
with different radiations, the survival rate
was reduced along with the LET. While the
mutation frequencies were enhanced along
with the LET. The mutation frequency
increased consistently with LET. This result
indicates the high LET ion beam is more
mutagenic than low LET ion beam. Moreover,
we examined the new method to evaluate
DNA lesions caused by low or high LET
radiation using a polymerase chain reaction.
We obtained the result that the efficiency of
DNA synthesis decreased with increasing
LET. It means that DNA lesions, in
particularly double-strand breaks, affect the
rate of DNA synthesizing reaction. This
result shows the possibility that this method
will be used to evaluate simultaneously the
biological effects caused by various radiations
with low or high LET.

２． 昨年度までに得られている結果
1) 粒子線照射による URA3 突然変異スペク
トルの解析；粒子線照射による突然変異生成機
構を解析するために出芽酵母の S288c 株を用
い、LET:13 ~107 keV/μm の炭素線を照射した
場合の致死率・突然変異率を評価した。この結
果から、致死率及び突然変異率は LET に依存
することが示された。また、シーケンス解析の
結果から、炭素線及びガンマ線では一塩基置換
が起こるが、炭素線ではガンマ線とは異なり変
異部位が主にヌクレオソーム構造のリンカー
DNA 領域に局在して生じることが示された。
2) ポリメラーゼ反応を利用した DNA 損傷の
評価；電離放射線を照射した DNA の損傷量を
評価するために、照射した DNA を PCR の鋳
型として、リアルタイム PCR 法を用い評価し
た。PCR 法の原理から、鋳型となる DNA に放
射線照射による損傷があれば、ポリメラーゼ連
鎖反応を阻害すると考えられる。すなわち、ポ
リメラーゼ連鎖反応での DNA 合成効率から、
鋳型として機能する未損傷の DNA 量を評価で
きると考えられる。

１． 研究の目的とバックグラウンド
現在、がん治療をはじめとして、粒子線の医
学応用や遺伝子資源の開発への利用が急速に広
がっている。申請者は 2012 年度から 3 年間、重
粒子線照射による生体効果の研究、特に細胞致死
及び突然変異生成に関する基礎的なメカニズムの
解明のために、出芽酵母をモデルとした生存率、
突然変異率、シーケンス解析による突然変異スペ

３． 今年度の研究内容
1) 粒子線照射による URA3 突然変異スペクト
ルの解析；高 LET 粒子線に独特の突然変異を
明確にすることを目的とし、LET が 13、25、
107 keV/μm の場合での変異スペクトルを評価
した。結果を表 1 に示す。炭素重粒子線及び
ガンマ線に共通する特徴として、主に置換変
異 G・C→T・A トランスバーションが起こる

クトルを調べた。また、粒子線に特徴的な DNA
損傷を評価するための手法を開発するために、ポ
リメラーゼ連鎖反応を用いた DNA 鎖損傷量の解
析方法について検討を行った。
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ことが示された。また、13、25 keV/μm の炭
素重粒子線の照射では、A・T→T・A トラン
スバーションの割合が高くなることが示唆
された。2-OH-dATP は G・C→T・A トランス
バージョンの他に、5'-TA*A-3' (A*=2-OH-Ade)
配列の場合に A→T のトランスバーションを誘
発することが報告されている。また、ガンマ線
および 13、25 keV/μm の炭素重粒子線の照
射により誘発した突然変異は、すべて 1 塩基
の置換・欠失・挿入変異であった。一方で、
LET が 107 keV/μm(290 MeV)の炭素重粒子
線(JAEA、TIARA にて照射。比較のために
実施)については、数 bp 以上の欠失が見られ
た。LET によって生じる突然変異のサイズが
異なることが示唆された。
2) ポリメラーゼ反応を利用した DNA 損傷の
評価；炭素線及びガンマ線を照射した DNA の
損傷量を評価した。1)の実験で用いている出芽
酵母 S288c の URA3 領域(804 bp)を PCR 法に
よって増幅し精製した反応物を DNA サンプル
とした。DNA サンプルに対し、放射線医学総
合研究所 HIMAC で炭素粒子（290 MeV,
LET：50 keV/μm）を照射した。吸収線量は
0.05Gy－.1 Gy である。
照射したサンプル DNA
を鋳型とし、MiniOpticon システム®(Bio-rad)
を用い、未損傷の鋳型 DNA の量を評価した。
ここで、解析対象となる URA3 配列は、我々
の先の研究により突然変異のホットスポットが
確認された領域(約 200bp)である。さらに、リ
アルタイム PCR 法での通常の操作では 1 種類
のプライマー(十数塩基の短い DNA)を用いて
特定の領域の DNA 領域を合成するが、本研究
では 1 種類のプライマーセットならびに 3 種類

のプライマーセットを用いて解析を実施した。
図 1 に炭素線を照射した場合の鋳型 DNA の
失活の割合を示す。縦軸がリアルタイム PCR
の評価によって得られた未損傷の鋳型 DNA 量、
横軸が吸収線量である。吸収線量の増加に伴っ
て、DNA 合成効率が低下していることが示さ
れた。DNA 合成効率の低下は、鋳型 DNA に
生成した酸化的損傷(グアニン塩基の酸化損傷
等)や鎖切断に起因すると考えられる。また、
PCR の原理から、同時に複数のプライマーセッ
トを用いることで、複数の領域を増幅すること
ができると考えられる。図 1 の結果は、複数の
プライマーセットを用いた場合、DNA に生じ
た損傷を拡大して評価できることを示している。
また、合成を行なう領域を最適化することで、
DNA 損傷の形態の認識及び感度の向上が期待
できると考えられる。
[1] H. Kamiya. et al., Nucleic Acids Res, 25,
pp. 304-310 (1997)
a. 福井大学附属国際原子力工学研究所
b. 近畿大学総合理工学研究科
c. 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター
d. 大阪大学ラジオアイソトープ総合センター

図 1 PCR を利用した DNA 損傷の解析結果

表 1. シーケンス解析による出芽酵母での変異スペクトル
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重粒子線が誘発する DNA-タンパク質クロスリンク損傷の除去動態
Analysis of DNA-Protein Cross-links Induced by Accelerated Heavy Ion Beams
（12J487）
井出 博 a, 中野敏彰 a, 光定雄介 a, 平山亮一 b, 鵜澤玲子 b, 古澤佳也 b
H. Idea, T. Nakanoa, Y. Mitsusadaa, R. Hirayamab, A. Uzawab, and Y. Furusawab
Abstract
The formation of DNA–protein cross-links
(DPCs) by ionizing radiation is promoted in the
absence of oxygen, whereas that of DNA
double-strand breaks (DSBs) is retarded.
Accordingly, the contribution of DPCs to the
lethal events in irradiated cells may not be
negligible for hypoxic cells, such as those
present in tumors. In the present study,
normoxic and hypoxic mouse tumors were
irradiated with X-rays (low LET radiation) and
carbon (C)-ion beams (high LET radiation),
and the resulting induction of DPCs and DSBs
and their removal from the genome were
analyzed. The yield of DPCs was slightly but
statistically significantly greater (1.3- to
1.5-fold) for C-ion beams than for X-rays. Both
X-rays and C-ion beams generated two types of
DPC that differed according to their rate of
removal from the genome. This was also the
case for DSBs. The half-lives of the rapidly
removed components of DPCs and DSBs were
similar (<1 h), but those of the slowly removed
components of DPCs and DSBs were markedly
different (3.9–5 h for DSBs versus 63–70 h for
DPCs).

胞に重篤な影響を与えることがこれまでの
研究で明らかにされている。しかし，低酸
素性細胞特異的に生じる放射線誘発 DPC
損傷が DSB に加えどの程度細胞死やゲノ
ム不安定性に寄与するかは明らかにされて
いない。この点は，腫瘍組織に含まれる低
酸素性細胞の放射線応答を考える上で興味
深い問題である。
本研究では，人為的に低酸素状態にした
マウス移植腫瘍を炭素イオン線および X 線
で照射し，照射直後の DPC 生成量および照
射後におけるゲノムからの DPC 除去動態
を明らかにする。これと並行して，DSB 生
成量および照射後の DSB の修復動態を調
べ，両者を比較することにより低酸素性細
胞および腫瘍の放射線致死に対する DPC
と DSB の寄与を見積もる。さらに，DPC 生
成の LET 依存性などについても検討する。

1. 研究の目的とバックグラウンド
放射線の致死作用は，主にゲノムに生じ
た DNA 二本鎖切断（DSB）に由来するが，
低酸素性細胞における DSB 生成量は，常酸
素細胞に比べ顕著に減少する。同時に，低
酸素性細胞では，常酸素細胞では認められ
ない特徴的なゲノム損傷として DNA-タン
パク質クロスリンク（DPC）が生成する。
DPC は非常にかさ高い分子であり，その立
体障害により複製や転写を阻害するため細
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2.昨年度までに得られている結果
DPC に含まれるクロスリンクタンパク質
の fluorescein isothiocyanate（FITC）標識に
基づく新規な DPC の定量法（FITC 標識法）
を確立した。さらに，常酸素および低酸素
状態のマウス SCCⅦ移植腫瘍を炭素イオン
線照射し，ゲノム DNA を単離精製後，FITC
標識法で DPC を分析した。DPC は，常酸素
および低酸素のいずれの腫瘍においても線
量依存的に増加するが，生成量は常酸素腫
瘍に比べ低酸素性腫瘍の方が多いことが明
らかとなった。また，照射後におけるゲノ
ム DPC の経時的変化を調べた。常酸素およ
び低酸素腫瘍いずれの場合も，DPC の量は
照射後 6 h まで減少したが，それ以降はほ
とんど減少せず，18 h 後でも約 60%の DPC
が残留していた。

3. 今年度の研究内容
DPC 生成に対する線質の影響を検討する
ため，前年度から始めた X 線による DPC
生成の追加実験を行った。常酸素・低酸素
状態のマウス SCCⅦ移植腫瘍を X 線照射し，
DPC と DSB を分析した。さらに，得られた
結果を炭素イオン線の結果と比較した。
4. 今年度の研究成果と解析結果
常酸素・低酸素腫瘍ともに，X 線の照射
線量に比例して DPC 量は増加した。炭素イ
オン線でも線量に比例した DPC の増加が
認められた（図 1A）。DPC 生成の線量依存
直線の勾配から DPC 生成効率を比較した
ところ，低酸素腫瘍における DPC 生成効率
は常酸素腫瘍に比べ，2.8 倍（X 線）及び
2.4 倍（炭素イオン線）高かった。これは，
これまでに得られている酸素の影響と一致
した。さらに， X 線と炭素イオン線の DPC
生成効率を直線の勾配から比較した。その
結果，常酸素・低酸素腫瘍ともに，炭素イ
オン線の DPC 生成効率は X 線に比べ，有意
に高いことが明らかとなった（常酸素腫瘍
1.5 倍，低酸素腫瘍 1.3 倍, p<0.05）。この結
果は，高 LET の炭素イオン線（SOBP, LET=
80 keV/m ） が 低 LET の X 線 （ LET=
9.4 keV/m）に比べ，効率よく DPC を形成
することを示す。我々は以前の研究で，プ
ラスミドの放射線誘発 DSB が LET 増加と
ともに減少することを明らかにし，この傾
向は OH ラジカル生成の LET 依存性と正の
相関関係があることを示した。一方，今回
得られた結果は，DPC 生成が OH ラジカル
生成ではなく，放射線の電離密度に依存し
て増加することを示唆する。高 LET 放射線
は飛跡に沿って高密度に DNA 及びタンパ
ク質ラジカルを誘発すると予想されること
から，ラジカルの再結合反応が効率よく起
こり DPC 生成効率が上昇したものと推定
される。
照射（40 Gy）した腫瘍における DPC お
よび DSB の除去（修復）動態を調べた。X
線照射した腫瘍（常酸・低酸素）では，DPC
は時間とともに二相的に減少した（図 1B）。
炭素イオン線（常酸・低酸素）でも同様な
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結果が得られた（図 1C）。DPC の時間依存
的な減少は，二重指数関数モデルでよく近
似され，そのパラメータ解析から，速やか
に除去される DPC（半減期 0.8 h）の割合が
30%，ゆっくり除去される DPC（半減期 67 h）
の割合が 70%と推定された。一方，DSB は，
DPC に比べ非常に速やかに修復された。
DSB の減少も二重指数関数モデルでよく近
似され，速やかに除去される DSB（半減期
0.4 h）の割合が 50%，ゆっくり除去される
DPC（半減期 4.5 h）の割合が 50%と推定さ
れた。これらの結果から，長半減期の DPC
がゲノムに残留し，複製や転写に影響を与
える可能性が示唆された。今後は，鉄イオ
ン線などを用い，DPC 生成の線量および
LET 依存性を明らかにしていく予定である。

図 1 X 線および炭素イオン線照射した腫
瘍における DPC 生成(A)とゲノムからの
DPC・DSB 除去動態(B, C)
───────────────────
a
広島大学大学院理学研究科
b
放医研重粒子医科学センター

重粒子線誘発クラスターDNA 損傷の複雑性解析とその生物効果の解明
Biological Effects of Clustered DNA Damage Produced by Heavy Ion Beams with its
Complexity
（12J488）
寺東宏明 a, 平山亮一 b
H. Teratoa and R. Hirayamab
Abstract
Clustered DNA damage is a specific
damage type with ionizing radiation. We
here analyzed the yields of clustered DNA
damage consisting of base lesions (clustered
base damage: CBD) in cultured cells
irradiated with various heavy ion beams,
and the repair process. Chinese hamster
ovary (CHO) cells were irradiated by carbon,
silicon, argon, and iron ion beams with LETs
of 13, 55, 90 and 200 keV µm-1, respectively.
Agarose gel electrophoresis of those cells
showed the decreasing yields with increasing
LET of the heavy ion beams. Then, we
investigated post-irradiation process of CBD
in irradiated cells with various DNA repair
ability background. DNA double-strand
breaks accumulated in irradiated CHO
mutant cells lacking Xrcc1, and the cell
viability decreased. Mouse embryonic
fibroblast (Mef) cells lacking both Nth1 and
Ogg1 became more resistant than the wild
type Mef, and no DSB accumulation.
Therefore, we conclude that clustered base
damage seems to be involved in the
expression of heavy ion beam biological
effects via the repair process.

exist on the target along its track. Such damage
aggregation is termed as clustered DNA
damage. High LET radiations such as heavy
ion beams make more large and condensed
tracks than low LET radiations such as gammaand X-rays. Therefore, we had imagined that
heavy ion beams produced larger amount of
clustered DNA damage. In this study, we
estimated the yields of clustered DNA damage
in cells irradiated by various heavy ion beams,
and discussed the involvement of clustered
DNA damage in the molecular mechanism of
biological effect from heavy ion beam. For this
purpose, we investigated the cellular process of
clustered DNA damage consisting of base
lesions (clustered base damage: CBD).
2. Result in the previous years
We estimated yields of isolated and clustered
DNA damages in Chinese hamster ovary
(CHO) AA8 cells irradiated with heavy ion
beams including carbon, silicon, argon, and
iron ion beams. The LETs were 13, 55, 90 and
200 keV µm µm-1, respectively. The isolated
and clustered DNA damages both decreased in
elevation of LETs of the heavy ion beams. This
result is similar to our previous study for DNA
molecule irradiation (J Radiat Res 49: 133-146,
2008). On the other hand, the surviving
fractions of the irradiated cells were commonly
shown curves of radio-biological effectiveness
along the LET-elevation. These results suggest
that the quantity of clustered DNA damage is
not enough to decide the radio-biological effect.
Then, we evaluated the surviving abilities of
DNA repair deficient mutants lacking BER
components for involvement of CBD process in

1. Objective and background
Ionizing radiations cause various kinds of
damage to biomolecules including proteins,
membrane lipids, and nucleic acids. Among
these damages, DNA damage is the most
deeply involved in the radiobiological effect,
because only DNA includes genetic
information. Since ionizing radiations traverse
target molecule as beams, radiation damages
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1). EM9 lacking XRCC1 showed apparent
DSB accumulation for carbon ion beams but
not gamma-rays. Thus, CBD seems to be
processed
by
corresponding
DNA
glycosylase(s) resulting in DSB addition as the
repair intermediate. No ligation activity from
XRCC1 defection leaves the additional DSB
and leads to the cell sensitivity increment. The
DNA glycosylase step showed different effect
for CBD repair process. Mef lacking
NTH1/OGG1 had no DSB accumulation after
irradiation like the wild type (data not shown).
DNA glycosylase deficiency cannot convert
CBD to DSB. Therefore, we conclude that
CBD is converted to more malignant DSB by
BER post-irradiation. This process adds further
biological consequence in heavy ion beam
irradiation in part.

the effect. CHO-EM9 cell lacking effective
LIGIII activity showed more sensitive for
carbon ion beam irradiation, whereas mouse
embryonic
fibroblast
(Mef)
lacking
NTH1/OGG1 gained radio-resistance.
3. Experimental in this year
In this year, we mainly investigated
post-irradiation CBD repair process in the
irradiated cells to ensure the repair process
involvement in the heavy ion beam effect. We
here used mutant strains for two BER steps for
the first DNA glycosylase and the final ligation.
CHO-EM9 cell without XRCC1 lacks effective
LIGIII activity, and it cannot complete the
repair process leaving strand break as BER
intermediate
product.
Mef
lacking
NTH1/OGG1 has no available DNA
glycosylase activities for oxidative pyrimidine
and purine lesions such as thymine glycol and
8-oxoguanine, respectively. These cells were
irradiated by carbon, silicon, argon, and iron
ion beams (LETs: 13, 55, 90 and 200 keV µm
µm-1, respectively). At appropriate periods after
irradiation, they were analyzed by static field
gel electrophoresis (SFGE) for their
chromosomal DSB yields. The chromosomal
DSB include both direct product with radiation
and CBD repair process. The procedure of
SFGE was same as our previous study (ibid.).
We also verified the previous year experiments.
The gamma-irradiations were conducted by
137
Cs-gamma source in Saga University. The
respective HIMAC irradiation exams in this
year are listed below:
C290MONO10: 4/25/14, 11/12/14, 1/29/15
Si490MONO10: 5/8/14, 10/22/14
Ar500MONO10: 1/20/15
Fe500MONO10: 5/28/14, 3/2/15

Fig. 1. DSB repair dynamics in CHO-AA8 and
-EM9 post-irradiation. Closed and open squares
represent gamma-ray and carbon ion beam
irradiations, respectively.

4. Result in this year
The wild type CHO-AA8 showed no
accumulation of DSB in 3 h post-irradiations of
both gamma-rays and carbon ion beams (Fig.

a

Analytical Research Center for Experimental Sciences,
Saga University, bResearch Center for Charged Particle
Therapy, National Institute of Radiological Sciences
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不均等分割照射による抗腫瘍効果と転移抑制効果
The effect of non-uniformity fractionation for tumor metastatic abilities
（12J491）
松本孔貴 、山下慶、李恵子、平山亮一 a、鵜澤玲子 a、
安藤興一 c、増永慎一郎 d、古澤佳也 a、坪井康次、櫻井英幸
Y. Matsumotoa,b, K. Yamashitab, H. Lib, R. Hirayamab, A. Uzawab,
K. Andoc, S. Masunagad, Y. Furusawab, K. Tsuboia and H. Sakuraia
a

non-uniformity fractionation may effective
from viewpoint of the suppression of tumor
metastasis. The non-uniformity dose/LET
fractionation would be effective to suppress not
only the tumor cell survival and tumor
metastatic abilities.

Abstract
In recent years, the local control of tumor
after radiotherapy has shown a remarkable improvement due to the widespread of the particle
beam therapy, IMRT etc.. However, the
survival rate of the patients is not satisfied
because of the recurrence or distant metastasis.
There is an urgent need to search for therapies
to control the metastasis. Hyperfractionation is
the mainstream of the recent radiotherapy, and
the fraction size is getting smaller. Our
previous study, however, showed the migration
and invasion abilities of tumor cells were
enhanced by low-LET radiations at the
low-dose region. Small fraction size in
hyperfractiona- tion might promote the
metastasis. The aim of this study is to examine
the effect of non-uniformity fraction- ation for
cell survival and metastatic potential. LM8
cells having highly metastatic potential was
used and cells were irradiated with two
fractionated exposure (24 h interval) in this
study. X-rays and carbon-ion beams were used
as low- and high-LET irradiation, respectively.
First non-uniformity fractionation method: cells
were irradiated with the same total dose but
different dose allocation (e.g. total 2 Gy, first
dose is 0.5 or 1.5 Gy and second dose is 1.5 or
0.5 Gy). Cells were first irradiated with C-ions
and then, with X-rays. The fractionation with
large initial dose decreased the cell survival and
migration ability compared with small initial
dose even the same total dose. Additionally, the
fractionation with high-LET initial radiation
decreased the cell survival and migration
ability compared with low-LET initial irradiation, and this effect was significant at
low-dose region, especially. It is suggested that
non-uniformity fractionation using the high
dose and/or high-LET beams as the initial
irradiation suppressed efficiently the cell
survival and metastatic potential compared
with uniformity fractionation and the

1． 研究の目的とバックグラウンド
現在の分割照射法は 1 回 2Gy を基本とし
た均等分割照射を行っている。しかし、移
植腫瘍への小線量照射の蓄積が肺転移を亢
進させた例や、X 線の低線量照射により転
移能が一過性に亢進されるデータが報告さ
れており、転移の制御から考えて均等分割
照射が適当なのか議論の余地が残る。一方、
粒子線を用いた転移影響研究も徐々に知見
が蓄積され、高 LET 放射線は非常に低線量
の照射でも転移を抑制する結果が示されて
いる。我々の過去の結果からも、Ｘ線では
転移能が亢進した 0.5-1.0 Gy の亜致死線量
域でも、炭素線は顕著に抑制した。しかし、
X 線であっても高線量域では有意に転移能
を抑制することから、最初に高 LET 放射線
と同様に遊走や浸潤など転移に必要な因子
を抑えるような高線量の X 線を照射し、そ
の後は従来の分割照射を行うような不均等
分割照射法により、均等分割よりも転移を
抑えられる可能性がある。本研究では、腫
瘍細胞及び移植腫瘍に炭素線及び X 線分割
照射を行い、その生物効果と分割回数及び
1 回線量との関係を明らかにし、さらには、
不均等分割照射による転移抑制効果につい
て明らかにすることで、転移制御・生存率
向上を目指した治療戦略に役立つ基礎デー
タの取得を目的とし、以下の研究を提案す
ることとする。
2． 昨年度までに得られている結果
本研究課題内容は 2014 年度から新規に
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【2010 年度】
細胞実験
高転移性マウス悪性黒色腫由来 B16/BL
細胞に X 線及び炭素線(LET=50 keV/µm)を
照射し、細胞生存率と遊走能及び浸潤能の
変化を調べた。炭素線では線量に依存した
細胞致死と転移能抑制が観察された。一方、
低線量 X 線照射後、遊走能と浸潤能の亢進
が見られた。
【2011 年度】
細胞実験
2010 年度の結果を受け、2 つの LET=13,
75 keV/µm を加え、エンドポイントとして
接着能を加え、転移抑制効果の LET 依存性
を調べた。結果、LET 依存的に顕著な転移
能抑制効果が観察された。
動物実験
上記細胞の移植腫瘍に炭素線(15, 50, 75
keV/µm)とγ線照射を行い、腫瘍内細胞致死
と肺転移形成率を調べた。炭素線照射群で
は低線量域から顕著な肺転移数の減少が観
察され、等生存率線量で評価した場合でも，
炭素線の方が有意に肺転移を抑制した。
【2012 年度】
細胞実験
1 回照射に比べて分割照射では，分割回
数の増加に伴い生存率、遊走能および浸潤
能の亢進が見られ，その程度は X 線照射群
でより顕著であった。
動物実験
分割回数が増加するにつれて増殖抑制，
腫瘍内細胞致死効果の低減および肺転移結
節数の増加傾向が観察された。これらの程
度についても炭素線では少なかった。
3． 今年度の研究内容
先の結果を受け、本年度は線量配分を変
更した 2〜5 分割照射による細胞致死効果
と転移能抑制効果を細胞、動物実験で評価
した。In vivo では腫瘍内細胞致死を in
vivo-in vitro アッセイで評価し、転移抑制は
肺転移結節数の変化で評価した。

細胞実験
細胞は高転移性マウス骨肉腫由来 LM8
細胞を用い、不均等分割照射（図 1）を行
った細胞の致死効果をコロニー形成法で、
転移能抑制を遊走能及び浸潤能抑制で評価
した。その結果、均等分割より 1 回高線量
を含む不均等分割で有意に細胞致死と転移
能抑制を誘導した（図 2）。
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図 1. 不均等 2 分割照射プロトコル
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図 2. 不均等 2 分割照射後の細胞致死及び浸
潤能変化
動物実験
同細胞を移植後 2 週間(腫瘍径が 7.5±
0.5mm)の時点で 5 分割照射（表 3）を行い、
腫瘍内細胞致死を in vivo-in vitro アッセイ
で、転移抑制を肺転移形成率の変化で調べ
た。その結果、均等分割群に比べ 1 回ある
いは 2 回高線量群で有意に細胞致死及び転
移抑制効果が亢進し、その効果は初回高線
量群で最も顕著だった。
表 1. 不均等 5 分割照射プロトコル
線量量（y ）

b.
c.
d.
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総線量5 Gy

a.

4． 今年度の研究成果と解析結果
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開始したが、2010-2012 年度にその前段階と
なる研究成果を取得している。
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グリオーマ幹細胞の重粒子線 DNA 損傷応答
Analysis of DNA damage response in glioma stem cell by using heavy ion beam
(12J492)
斎藤裕一朗 a, 平山亮一 b, 小林純也 a, 小松賢志 a
Yuichiro Saito a, Ryoichi Hirayama b, Junya Kobayashi and Kenshi Komatsu a

Abstract

活性を定量した。その結果、グリオーマ幹細胞では
脱幹細胞と比較して HR 活性が亢進していた。また、

Plagl1 is identified as a novel glioma stem cell
(GSC) marker and a tumorigenesis factor. Previously,

抗癌剤である DNA 架橋剤 MMC に対する細胞感受

we reported that Plagl1 might induce a hyper

性を測定した結果、幹細胞では抵抗性を示した。

activation of homologous recombination (HR) and it
3.

might cause higher resistance to anti-cancer therapies

今年度の研究内容

in GSCs. In recent study, we found additional

MMC により誘発される DNA 二重鎖架橋は HR

evidences that HR repair was enhanced in GSCs and it

によって修復されることが知られており、幹細胞

might contribute to a resistance of chemotherapy.

の HR 活性の亢進が MMC 抵抗性の原因だと考え
られた。一方、我々はレポーター実験を用いて

1.

HR と NHEJ の活性を放射線量に応じて測定した

研究の目的とバックグラウンド
グリオブラストーマの遺伝子発現解析から、腫

結果、低線量では HR が機能するのに対して高線

瘍形成に直接機能する Plagl1 とその抑制因子

量では NHEJ が優位に機能することを明らかにし

Sox11 の相互関係が示唆された。本研究で Plagl1

た(図 1)。

陽性グリオーマ幹細胞と分化した Sox11 陽性脱幹

コロニー法による細胞生存曲線から、低線量域

細胞の DNA 損傷応答を比較した結果、癌幹細胞

では X、γ線抵抗性になることが知られており、

では相同組換え(HR)が亢進していた。
そこで DNA

これは HR の機能に依ると考えられてきた。この

二重鎖切断修復機構である HR と非相同末端結合

ことから、我々の結果は HR から NHEJ への修復

(NHEJ)のそれぞれの活性化を線種、線量に対して

経路のシフトが放射線抵抗性に影響する可能性

解析することで、難治性グリオーマの治療抵抗性

を示唆する。これをさらに検討するために、NHEJ

の分子メカニズムを解明することを目的とする。

を活性化させた条件下で HR によって修復される
カンプトテシン(CPT)損傷誘発後の生存率を測定

2.

した。その結果、高線量のγ線を照射して NHEJ

昨年度までに得られている結果
ヒトグリオーマ幹細胞(Plagl1 陽性)に HR マーカ

を活性化した条件ではカンプトテシンに対して

ー遺伝子 DR-GFP を導入した細胞と、Sox11 をさら

高感受性になり、特に低量域での抵抗性が消失し

に導入し分化させたグリオーマ脱幹細胞(Sox11 陽

た(図 2)。これは HR 修復の細胞生存への機能が高

性)を用いたレポーター実験により、それぞれの HR

線量照射によって抑制された結果だと考えられ
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る。
一方、炭素線照射後の細胞生存率は、低線量域
でも非常に高い感受性を呈することが知られて
いる。これが低線量での過剰な NHEJ の活性化に
よるものかを検討するために、HR と NHEJ の活
性を炭素線線量に対して測定した。その結果、炭
素線では低線量で顕著に HR が抑制され、NHEJ
にシフトすることが明らかとなった(図 3)。
そこで、
MMC 抵抗性のグリオーマ幹細胞と MMC 感受性

図 2. γ線、CPT 併用処理による感受性

の脱幹細胞の炭素線照射後の生存率を測定した。
その結果、両者の感受性に有意な差は見られなく
なった(図 4)。以上の結果から、炭素線照射は癌幹
細胞に対しても効率よく細胞死を誘導する可能
性が示唆された。
今後は更に NHEJ を過剰に活性化させるエト
ポシドを併用した場合や、NHEJ の寄与度が高い
と考えられる低 LET 炭素線を用いて幹細胞の細
胞死を効率よく誘導する方法を探索する。
図 3. HR と NHEJ の活性パターン(C 線)
HR と NHEJ の相対活性を C 線線量に対してプロ
ットした.

4.

Figures

図 1. HR と NHEJ の活性パターン(γ線)
HR と NHEJ の相対活性をγ線線量に対してプロ

図 4. グリオーマ幹細胞(hGIC2)、脱幹細胞(+sox11)

ットした.

の C 線感受性
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重粒子線に誘発される DNA 損傷応答の分子細胞生物学的解析
DNA damage responses induced by heavy ion beams in human cells
(14J494)
矢島 浩彦 a、劉 翠華 a、藤澤 寛 a,b、中島 菜花子 a、河合 秀彦 c
H. Yajimaa, C. Liua, H. Fujisawaa,b, N. Nakajimaa , H. Kawaic
Abstract

前課題の成果に基づいて新規に開始した本
研究の目的は、重粒子線によってもたらされ
る DNA 損傷に特異的な応答を明らかにする
ことである。多くの損傷応答反応を支配的に
制御するリン酸化反応を中心として解析を進
め、重粒子線によって生じる DNA 損傷に特
に重要な修復機構の解明と、損傷応答からエ
ンドポイントまで繋がるシグナルの特質を明
らかにしたい。こうした分子レベルでの解析
を着実に進める事は、医療の個別化のための
マーカーの探索や有効な併用療法の開発を含
む重粒子線治療の高度化、さらに宇宙放射線
防護のための基礎研究として重要である。

DNA double strand breaks (DSBs)
induced by ionizing radiation can be repaired by
two
major
pathways,
non-homologous
end-joining
(NHEJ)
and
homologous
recombination (HR). It is thought that heavy ion
beams produce complex DSBs because of its
high LET, and that the efficiency of NHEJ is
diminished for repair of this kind of DSB. Our
results of the previous project at HIMAC indicate
that complex DSBs efficiently activate the DNA
end resection. The purpose of our current study is
to elucidate DNA damage responses in human
cells exposed to heavy ion beams, from
molecular mechanisms of DNA repair to the
signaling leading to cell survival, arrest or death.
This year, we revealed novel characteristics of
CtIP at DSB foci, such as focus-formation for a
prolonged period in a hypophosphorylation status
and protein degradation and turnover at the foci,
suggesting that CtIP has an unknown role(s)
during the repair process in addition to the
initiation of resection. Further, we are working on
the ATR signaling activated by end resection in
heavy ion beam-exposed cells.

2．昨年度までの研究結果
ヒト細胞において主要な DSB の修復系は
非相同末端結合 (NHEJ) と相同組換え (HR)
によるものである。HR の初期過程は DNA 末
端 resection として知られており、これは一方
の DNA 鎖を削り込むことで残る一本鎖 DNA
(ssDNA) を露出させる過程である。低 LET 線
照射で生じる DSB の大部分は NHEJ によって
修復されるが、重粒子線が誘発する complex
DSB に対しては NHEJ の効率が低下している
事が知られていた。
complex DSB に対する HR
反応についての情報はほとんどなかったため、
前課題 (11J494) では初期応答に焦点を絞っ
て以下の事を明らかにした。(1) 同じ線量で
は X 線よりはるかに強い resection のシグナ
ルが観察される。(2) 高 LET（重粒子線）誘
発 DSB の 80%以上は resection を受けている。
(3) ヘテロクロマチン内に限らず、ユークロ
マチンに生じた DSB でも resection 反応を受
けている。(4) 損傷の量ではなく質の違いに
よって、重粒子誘発 DSB は低 LET 誘発のも
のとは異なる反応を引き起こし、HR へと進
行するシグナルが流れている。(5) G1 期ヒト
細胞のおよそ 20~40 % が resection のシグナ
ルを示す。これは、マイクロホモロジーを利
用した末端結合 (MMEJ) 等による修復へ進

1．研究の目的とバックグラウンド
放射線で誘発される損傷の中でも DNA 二
本鎖切断 (DSB) は重篤な損傷であり、重粒
子線による癌細胞殺傷効果も DSB 誘発が主
たる要因になっていると考えられる。X 線に
比べると、重粒子線によって生じた DSB は近
傍に塩基損傷などが同時に生じている場合が
多く (complex DSB) 、この様な性質が重粒子
線に特異的な生物効果を生むと考えられる。
しかし、損傷構造の違いに応じて実際に分子
レベルでどの様に異なった反応が起きている
かは明らかでなかったため、HIMAC 共同利
用の前課題において初期応答を中心として解
析を進めた。
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んでいることを示唆する（参考文献１）
。

化している事が明らかになった（参考文献３）。
このことは、DNA 損傷の質の違いが修復経
路選択に大きな影響を与え、その結果として
シグナル経路までも異なってくる事を示して
いる（図２）。ATR 支配によってチェックポ
イント以外にも広範な細胞応答が X 線照射の
場合とは異なっている事が推定され、細胞増
殖停止や細胞死のシグナルに関して検証を進
めている。

3．今年度の実験内容
鉄線 (LET: 200 keV/μm) と炭素線 (LET:
70 keV/μm) で U2OS, HeLa などのヒト培養細
胞を照射した。一定時間おいた後に回収し、
細胞抽出液を調製してウェスタン・ブロット
によって解析した。また、カバーグラスやチ
ャンバースライド上に増殖させた細胞を照射
し、蛍光抗体法によって各タンパク質を可視
化して損傷応答を観察した。

4．今年度の研究結果
CtIP は resection の開始時点で Mre11 と
ともに機能する事が知られている。しかし、
CtIP のフォーカス形成は resection が既に始
動した後に進行し長時間に渡って維持される
事、照射直後には高度にリン酸化されるのに
対し照射後４〜８時間では特有な低レベルリ
ン酸化を受けている事、
このリン酸化が ATM
だけでなく ATR にも制御されている可能性
がある事、重粒子線照射により CtIP の分解
が促進されておりフォーカス上で CtIP タン
パク質がターンオーバーしている事、などを
明らかにした（図１）。この結果は、CtIP が
resection の始動時だけでなくその後の過程
でも何らかの別の機能を持っている事を示唆
しており、論文として発表した（参考文献２）。

図２．損傷の質の違いが細胞応答の違いをも
たらす。

参考文献
(1) DNA repair. (2013) 12: 936-946.
(2) Mutation Research / Fundamental and
Molecular Mechanisms of Mutagenesis. (2015)
771:36-44
(3) DNA repair. (2015) 25:72-83

a. 放医研
b. 東大院 工学系研究科
c. 広島大 原医研

図１．DSB 修復過程における CtIP の機能。

また、resection によって露出する ssDNA
は ATR キナーゼを活性化すると考えられて
いることから、重粒子線照射された細胞では
ATR に支配されるシグナル経路が X 線照射
の場合よりも重要である事が推定される。実
際に共同研究者の Xue 博士（蘇州大学、中国）
の研究により、重粒子線照射後のヒト細胞で
は、極めて低線量でも ATM 非依存的に ATR
経路依存的な G2/M チェックポイントが活性
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蛍光修飾ヌクレオチドを用いた
放射線による生体分子の損傷量評価手法に関する研究
Study of the technique to evaluate amount of bimolecular damage by the radiation
using the fluorescence modification oligonucleotide
(12J499)
a
a
松尾陽一郎 、戸田圭哉 、泉佳伸 a、安田仲宏 a、清水喜久雄 b、下川卓志 c
Y. Matuoa, K. Toda a, Y. Izumi a, N. Yasudaa K. Shimizub and T. Simokawac

本研究は放射線による被ばく影響の解明や生体
影響研究の基礎ツールの開発を目的としている。
図 1 に本手法の原理を示す。5′末端を蛍光修
飾分子(6-FAM: 6-Carboxyfluorescein)で、3′
末端をクエンチャー物質(TAMRA:Carboxytetramethylrhodamine)で修飾した一本鎖のオ
リゴヌクレオチドを緩衝液に溶解したものをサ
ンプルとする。オリゴヌクレオチドに切断が生
じていない状態では、オリゴヌクレオチドと蛍
光修飾分子とクエンチャー物質は同一鎖上にあ
り、蛍光修飾分子に与えられた光エネルギーが
分子内励起移動によりクエンチャー物質へ移動
し、熱エネルギーとして放出されると考えられ
る。従って、励起光を照射しても蛍光は抑制さ
れる。しかしながら、オリゴヌクレオチドに切
断などの損傷が生じれば、クエンチャー物質に
よる抑制効果が抑えられて蛍光が発せられると
考えられる。このことから、放射線照射による
オリゴヌクレオチドの切断量は、励起光を照射
した場合の蛍光強度を介して評価できると考え
られる。異なる線種によるヌクレオチドの損傷
の頻度を評価することへの適用性について検討
するために、蛍光修飾ヌクレオチドに対し、粒
子線及びガンマ線を照射し、蛍光修飾ヌクレオ
チドの切断に伴って生じる蛍光強度を測定した。

Abstract
We have developed an assessment
method employing oligonucleotide samples
consisting of several dozen base pairs and
subjected to fluorescence modification, with a
fluorescent image analyzer or fluorescent
microscope used to measure the amount of
radiation-induced damage. When no
oligonucleotides
are
broken,
the
oligonucleotide, fluorescence modification
molecule and quenching material are
identical molecules. The optical energy
conferred on the fluorescence modification
molecule is transferred to the quenching
material, and is released as thermal energy.
This means that fluorescence is inhibited
even when exposed to excitation light.
However, if there is damage to
oligonucleotides such as breakage, the
inhibiting effect of quenching material is
suppressed, and fluorescence is emitted. This
means that with exposure to an excitation
light, the amount of radiation-induced
oligonucleotide breakage can be assessed
based on the amount of fluorescence emitted.

２． 今年度の研究内容
両端を 6-FAM と TAMRA で修飾したオリゴ
ヌクレオチドをサンプルとして使用した。配列
は[6-FAM] TCATCCTAGTCCTGTTGCTGCCAAGCT [TAMRA] である。1 分子の全長は
約 10nm である。サンプルは Tris－EDTA 緩衝
液(pH 8.0)に溶解し、濃度は 100μM である。
HIMAC において、ヘリウム粒子線（150MeV,

１． 研究の目的とバックグラウンド
放射線による生体分子の損傷を高感度・簡便
に検出する手法として、数十塩基程度のオリゴ
ヌクレオチドを蛍光修飾したサンプルを用い、
放射線による損傷量を蛍光分光光度計や蛍光顕
微鏡などで読みとり評価する手法を開発する。
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LET：2.2 keV/μm）をバイナリーフィルター
無しの条件で照射した。吸収線量は 10mGy‐
100mGy である。比較のために、大阪大学産業
科学研究所のコバルト 60 照射施設の 60Co 線源
によりガンマ線(LET：0.2 keV/μm）を照射し
た。ヘリウム粒子線およびガンマ線の照射は常
温にて行い、輸送時は-20℃に保った。照射した
サンプルを 1cm 角の石英セルに挿入し、蛍光分
光光度計(F-2700、日立ハイテク)により計測し
た。
計測条件は、
励起・蛍光側スリット幅:10nm、
スキャンスピード 2400nm/min、ホトマル電圧
400V である。
３． 今年度の研究成果と解析結果
図 2 に、ヘリウム粒子線を照射した場合の
6-FAM の 蛍 光 ス ペ ク ト ル を 示 す 。 波 長
516-518nm 付近にピークが見られ、
吸収線量の
増加に伴ってピークが上昇していることが示さ
れた。これは蛍光修飾オリゴヌクレオチドの切
断により、クエンチング効果が抑制されて蛍光
物質からの物質 6-FAM の蛍光ピークが上昇す
ることを意味するものである。図 3 にヘリウム
粒子線およびガンマ線照射による 6-FAM の蛍
光強度比を示す。ガンマ線の場合と比較して、
ヘリウム粒子線照射によるオリゴヌクレオチド
の切断の収率は低いことが示唆された。DNA
の一本鎖切断について、ガンマ線の場合と比較
して高 LET 粒子線照射による切断の収率は低
いことが報告 1)されており、本結果とは矛盾し
ない。また、線種によらず 50mGy 以上では蛍
光強度が一定となる結果が得られた。吸収線量
に対し蛍光強度が一定となる要因として FAM
の放射線分解などの理由が考えられる。今後、
FAM の放射線分解についての検討を進める。
本実験では一本鎖のオリゴヌクレオチドをサン
プルとしたが、次年度以降、一本鎖・二本鎖の
蛍光修飾ヌクレオチドを用い、一本鎖切断と二
本鎖切断を区別した評価が可能かどうかを検討
する。また、オリゴヌクレオチドの塩基配列と
切断収率の関係を精査する計画である。

蛍光

蛍光修飾物質

クエンチャー物質
励起光

図 1

蛍光修飾オリゴヌクレオチドの概念図。

(上) クエンチャー物質の抑制が効いた状態、(下)
切断が生じ、クエンチャー物質による抑制が抑えら
れ蛍光が観測できる状態。

図 2 ヘリウム粒子線照射の場合の蛍光スペクトル
(λex=494nm、λem=512-522nm)、N=5.

図 3 ガンマ線および粒子線照射の場合の 6-FAM の
蛍光強度比(λex=494nm、λem=516nm)、N=5.

a. 福井大学附属国際原子力工学研究所
b. 大阪大学 ラジオアイソトープ総合センター

1) R. Watanabe, Radiation Chemistry, 89
(2010) 13-19

c. 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター
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重粒子線治療照射法に関する総合的研究
General Study on Heavy Charged Particle Irradiation System for HIMAC clinical trial
（13H005）
松藤成弘、岩田宗磨 i、稲庭拓、兼松伸幸、古場裕介、福田茂一、古川卓司、原洋介、米内俊祐、ほか
N. Matsufuji, S. Iwatai, T. Inaniwai, R, Ogata, N. Kanematsu, Y. Koba, S. Fukuda,
T. Furukawa, Y. Hara, S. Yonai, et al.

H005 is aimed at conducting experimental

条件毎に測定が必要となる。そこで、新たに照射野

studies

ion

効果を物理的観点から定式化することを目的とし、

radiotherapy. This year, much effort was put on

本年度は 290、350、400MeV/n ビームを使用して

the practical issues such as acquisition of

レンジシフタ厚 0mm～80mm までの 10mm 刻みで

fundamental

the

コリメータの開口形状を種々に変化させた際の照射

treatment planning system and in the scanning

野中心線量の取得を行った。測定データを基に、散

irradiation.

the

乱及びビーム機器との相互作用による一次粒子の減

irradiation field were investigated together with

衰及び二次粒子の増加を考慮したビームモデルの構

developing new detection modalities.

築を行っている。その一例として、ビーム広がりを

1. 研究の目的とバックグラウンド

3 つのガウス分布でモデル化した際の各成分のσ

required

from

data

In

ongoing

needed

addition,

in

carbon

updating

properties

of

について、レンジシフタ厚の依存性を図 1 に示す。

本課題は炭素線治療照射を高度化し推進する
ための研究を行うことを目的とする。治療環境で
実験を行い、治療の高精度化・最適化に必要な情
報を得ることが要求される。課題に含まれる研究
テーマが多いので、主なものを抜粋して報告する。

２．前年度の主な結果
・XiO-N 積層原体照射コミッショニング

図 1 3 ガウスモデルによる、各成分のビーム広が

・新治療棟のスキャニング照射野整備
・シンチレーティング Glass GEM の開発
・多層電離箱開発・較正

りのレンジシフタ厚依存性

など

【エネルギースキャニング整備】
スキャニング治療では現在レンジシフタとシンク

３. 今年度の研究内容と成果

ロトロンの可変エネルギー運転を組み合わせたハイ

【照射野効果の定式化】

ブリッドスキャニング方式によりレンジ変更を行っ

ブロードビーム治療では、患者に処方する線量の

ている。さらなる治療の高度化を目指し、可変エネ

モニターユニット値（MU 値）について、測定によ

ル ギー 運転の みに よるエ ネル ギース キャ ニング

る算出（新患測定）と計算による算出（線量推計）

（ES）方式の加速器調整・照射試験を行った。

を併用している。現在、線量推計においては現象論

従来、治療に用いているエネルギーは 430～140

的にパラメータ化した関数を用いているが、ビーム

MeV/n の 11 ステップのエネルギーであったが、430
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~55.6 MeV/n までの 201 ステップでのビーム調整を

【シンチレーティング Glass GEM 検出器の開発】

行い、治療室での照射に成功した。図 2 は水中にお

空間内で複雑に線量が変化する炭素線場に対

ける代表的なエネルギーの深部線量分布である。

応する二次元の QA/QC デバイスとして、Glass

治療運用を目指し、さらなる試験を行っていく。

GEM (Gas Electron Multiplier)とシンチレーシ

u
/
V
e
M
9
8
0
3
4

5

ョンガス(Ar/CF4)を組み合わせた、シンチレーテ

4

ィング Glass GEM の開発を行っている。シンチ

3

レーションガス中の電離量分布を Glass GEM に

2

て電子増幅し、その際に発生した光量分布を裏側

1

から 45 度に配置した鏡と冷却 CCD カメラを用い

0

]
.
u
.
a
[
t
u
p
t
u
O

て撮影するというもので、本検出器により mm 以
下の空間分解能で LET 依存性のない二次元線量
0
0
3

0
5
2

0
0
2

0
5
1

0
0
1

0
5

0

]
m
m
[
r
e
t
a
w
n
i
h
t
p
e
D

分布情報を取得することを目的とする。今年度は
290 MeV/n の Mono エネルギービーム及び SOBP

図 2 エネルギースキャン用ビームの線量分布

ビームを利用した。高密度ポリエチレン及びレン
ジシフタを使用し、本検出器の電離量と発光量の
水等価深度分布を測定した。図 4 に SOBP ビーム

【水等価型多層電離箱の開発】

2011 年に開発された多層電離箱（MLIC）を改

に対する電離量と発光量の関係を示す。従来はシ

良し、炭素線の深部線量分布が一括して計測でき

ンチレーティングガス中でガス増幅が生じたこ

る水等価型多層電離箱(以下、水等価 MLIC)を

とから LET 依存性が生じていたが、機器構成を

2014 年に 開発した。MLIC の電極基板は電離箱

見直すことでこの影響を排除することに成功し

の電極を持つだけでなく、ビームアブソーバの役

た。電離量と発光量がほぼ比例していることから

割も持っている。従来の MLIC が基板の素材とし

本検出器の応答の LET 依存性が非常に小さいこ

て平均原子番号が水に近くなるように PMMA と

と示された。

グラファイトを使用していたことに対し、水等価
MLIC の基板は、水等価な核破砕反応を生成する
ように、PMMA とグラファイトに銅を追加して
いる。水等価 MLIC の校正を行い、水中線量 分
布と比較した結果を図 3 に示す。

図 4 シンチレーティング Glass GEM 検出器で
取得した深部線量分布の例
今年度はこの他液体電離箱やダイヤモンド検
出器の試験などを実施した。

図 3 水等価 MLIC で取得した深部線量分布の例
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i 加速器エンジニアリング（AEC）

がん治療用加速器の総合的研究
Study on Accelerator Dedicated to Ion Therapy
（13H028）
白井敏之 a、水島康太 a、原 洋介 a、片桐 健 a、古川卓司 a、岩田佳之 a、稲庭 拓 a、佐藤眞二 a、
丹正 亮平 a、早乙女 直也 a、皿谷 有一 a、野田耕司 a、藤本哲也 b、門脇徹人 b
T. Shiraia, K. Mizushimaa, Y. Haraa, K. Katagiria, T. Furukawaa, Y. Iwataa, T. Inaniwaa,
S. Satoa, R. Tanshoa, N. Saotomea, Y. Sarayaa, K. Nodaa, T. Fujimotob, T. Kadowakib

Abstract
We have developed the energy variable (201
steps) slowly extracted carbon beam for the 3D
scanning irradiation at HIMAC synchrotron. We
have also studied the compensation method of the
asymmetric beam from the synchrotron for the
rotating gantry.

布のさらなる改善を目指すために、加速器の供
給エネルギーを 430MeV/n から 56MeV/n まで
201 段階まで拡大することによって、レンジシ
フターを使用しないスキャニング照射システム
に移行することを予定している[1]。今年度は、
E, F 治療室での運用開始に向けて、新しく導入
された IGBT シンクロトロン電源を使用して、
新たな運転パターンを作成し、ビーム取出しと
E, F 治療室までのビーム輸送を実施した。従来
に比べて、電源応答が高速化されたため、従来
10 秒かかっていた 201 段階のエネルギー変更を、
図 1 に見えるように 3.3 秒でおこなうことがで
きるようになった。図 2 は E 治療室のアイソセ
ンター付近まで 201 段階のエネルギーのビーム
を輸送して、ビームサイズを測定したものであ
る。最低エネルギーの 56MeV/n においても、ビ
ームサイズは大きくなるものの、安定してほぼ
円形の炭素線が供給できることが確認できた。

1． 研究の目的とバックグラウンド
本研究は、粒子線がん治療の高精度化、高効
率化を進めるために、またその基礎となる生
物・物理実験の幅を広げるために、HIMAC 加
速器の高度化を図ることを目的としている。同
時に粒子線がん治療用加速器全般にわたる要素
技術の研究開発をおこなうものである。
2． 昨年度までに得られている結果
(1) 照射ビームの可変エネルギー運転の研究
レンジシフターを使用しない 3 次元スキャ
ニング照射システムを実現するために、臨床
利用に向け 26 エネルギーパターンから、201
エネルギーのシンクロトロン運転パターン
を作成する調整方法を確立した。
(2) 水平・垂直ビームエミッタンスの平準化
回転ガントリーの調整簡略化のために、
水平・垂直エミッタンスの平準化に向け、ビ
ームパラメータの計算モデルの改良を中心
に研究を進めた。さらに、散乱体をもちいた
予備実験を実施した。

Time (0.4sec/div)

図 1： 201 エネルギーパターンの波形、上図は
シンクロトロン偏向電磁石電源の電流波形、下
図は電圧波形。

3． 今年度の研究内容
今年度は、去年度に引き続き、レンジシフタ
ーを使用しないスキャニング照射の臨床応用に
向けて、201 エネルギーのシンクロトロン制
御・ビーム輸送方法の確立と、回転ガントリー
に向けた水平・垂直ビームエミッタンスの平準
化に取り組んだ。
4． 今年度の研究成果
4‐1. 照射ビームの可変エネルギー運転の研究
現在の放医研における 3 次元スキャニング照
射では、照射中に炭素線のエネルギーを、
430MeV/n から 140MeV/n まで 11 段階に変化さ
せながら、30mm 以下の薄いレンジシフターで
レンジを制御している。しかしながら、線量分

図 2： E 治療室のアイソセンター上流 150mm
で測定した、ビームサイズ(1)と縦横ビームサ
イズの差。実線が 201 段階エネルギーの測定値
で、○印が 26 段階エネルギーの測定値。
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4‐2. 水平・垂直ビームエミッタンスの平準化
シンクロトロンを用いる粒子線治療装置では、
照射ビームの水平・垂直エミッタンスが一致せ
ず、かつエネルギーによってその比が異なる。
そのため、回転ガントリーにおいては、エネル
ギーごと、角度ごとにビーム光学系を調整する
必要が生じる。この調整時間の短縮化は重要な
課題であるため、厚さが可変の薄い散乱体に通
すことで、どのエネルギーにおいても水平・垂
直のエミッタンスを一致させる研究を進めてい
る [2]。
エミッタンス平準化を実現するためにはシン
クロトロンから取り出されるビームの位相空間
分布を知る必要がある一方、シンクロトロンか
ら取り出されるビームの水平位相空間分布は一
般にガウス形状を有さない。そのため、ビーム
の位相空間分布をモデル化し、そのパラメータ
をビームプロファイルモニターの測定値から最
小二乗法で求めた。図 3 は、そのようにして求
めた 2 台のプロファイルモニタの場所における
計算値と実測値との比較を示す。

図 4： カプトン膜(15m)を張り付けた回転可能なホ
ルダ（上部から見た写真）。

図 5： エミッタンス平準化を実施した場合のアイソ
センター付近（SCN253）のビームプロファイル。上
段より 2ビームサイズが、水平・垂直共に 2 mm、3
mm、4 mm になるよう設計されている。ビームエネ
ルギーは 430MeV/n。

図 3： 2 箇所のビームプロファイルモニターの位置
における実測値と計算値。左図は水平方向、右図は
垂直方向プロファイルを示す。
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本研究を遂行するにあたり、HIMAC 加速器・
照射装置の運転ならびに実験準備に協力いただ
いた AEC の皆さんに、深く感謝いたします。

次に、薄い散乱体によるエミッタンス平準化
を検証するため、新治療研究棟においてビーム
試験を実施した。エネルギーに合わせて回転角
が遠隔操作できるフォイルホルダをビームライ
ン上に設置し（図 4 参照）、そのホルダに 15m
カプトン膜を取り付けた。図 5 は散乱体を通し
てアイソセンターまでビームを輸送し、アイソ
センター付近のビームプロファイルモニター
（SCN253）で測定したプロファイルである。ビ
ーム光学系は、上段より 2ビームサイズが水
平・垂直共に 2 mm、3 mm、4 mm になるよう設
計されている。この結果からビームスポットは
水平・垂直共にガウス分布を有し、エミッタン
ス平準化が正しく行われていることが確認でき
た。また、垂直エミッタンスを比較すると、平
準化後のエミッタンス増加が 3～5%程度に抑え
られていることがわかった。

参考文献
[1] K. Mizushima, et al., “Experimental studies of
systematic multiple-energy operation at HIMAC
synchrotron”, Nucl. Instrum. and Meth. in Phys. Res.
B 331 (2014) 243-247.
[2] T. Furukawa et al. “Compensation of the
asymmetric phase–space distribution for a slowly
extracted beam from a synchrotron”, Nucl. Instrum.
and Meth. in Phys. Res. A, 565, p.430 (2006).
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結晶場による多価重イオンのコヒーレント共鳴励起
Resonant coherent excitation of highly ionized heavy ions
by periodic field in a crystal (13H032)
東俊行 a,b, 中野祐司 a, 中井陽一 c, 小牧研一郎 d, Angela Bräunning-Demiane,
Alena Ananyevae, 高田栄一 g, 村上健 g
a,b
T. Azuma , Y. Nakano a, Y. Nakai c，K. Komaki d, A. Bräunning e, Alena Ananyeva e,
E. Takada f, T. Murakami f
ions with respect to the atomic plane,  and ,
respectively. Tilting the crystal with respect to
the crystal corresponds to scanning the oscillating frequency of the crystal electric
field.
The RCE process can be observed through the
measurements of (i) the charge-state distribution of the emerging ions from the thin crystal,
and (ii) de-excitation x-ray yields. In the former
method, the ionization probability in the crystal
is enhanced by RCE because of the larger
ionization cross-sections of the excited states.
With these techniques, we can examine a
variety of dynamics of coherent interaction of
ions with a crystal field, and explore coherent
manipulation of the atomic internal state.

Abstract
We investigated three-dimensional resonant
coherent excitation (3D-RCE) of highly-charged heavy ions induced by a periodic
electric field due to the arrays of the atomic
strings or planes in a thin Si crystal (1 and 2.5
m-thick). The traveling ions are coherently
excited in the energy region up to the x-ray on
its way through the target crystal. In 2014, we
finally confirmed the production of the highly
excited state (n=3) of He-like Ar16+ by a
two-step resonance, that is, the ladder-type
double resonance of 3D-RCE after a series of
the experiments in the last few years. We also
observed the detailed information on the angular distribution of the emitted de-excitation
x-ray from 2p1/2 and 2p3/2 states of H-like Fe25+
ions, respectively.

2. Highlights of Previous Results in 2013
We have been challenging excitation of a single
ground-state electron of H-like ions to n=2 and
n=3 states sequentially to form the highly
excited state of n=3. We have tried such ladder-type sequential double resonance through
two types of techniques in 2013. Here we
briefly summarize the results of the second
trial.

1. Purpose
Energetic ions passing through a crystal experience periodic oscillating fields by traversing
the periodic arrays of atomic planes. If one of
the traversing frequency matches the electronic
transition energy of the ions, they are resonantly excited: resonant coherent excitation (RCE).
High-energy heavy ions at HIMAC enabled
RCE in the x-ray energy region. In particular,
three-dimensional RCE (3D-RCE) using the
periodicity of the array of the atomic planes
opened up a variety of application of RCE
techniques.
When the ions travel in a crystal at a velocity
v, the resonance condition for the transition
energy E is represented by E = hG·v,
where h is Planck’s constant, g is the Lorentz
factor and G represents the reciprocal lattice
vector specifying the corresponding atomic
planes. The reciprocal lattice vector G is specified by the (k,l,m) Miller indices. The resonance condition of 3D-RCE is satisfied by
tuning two independent angles of the incident

Fig. 1 The ladder-type double 3D-RCE
(1s→2p→3s,3d) of H-like Ar17+ ions. (Upper) the
resonance profile of the fraction of the survived Ar17+
ions. (Lower) the resonance profile of de-excitation
x-ray yield.
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Using 389.5 MeV/u H-like Ar17+ ions passing
through a 1m-thick Si single crystal, we
excited the 1s ground state electron to 2p3/2
state by the array of the planes specified by (k, l,
m)=(1, 1, 0)，and subsequently excited from
2p3/2 states 3s, 3d states by (k, l, m)=(0, 8, m)
(m= -2, 0, 2). In this configuration, in contrast
to the previous one, the latter resonance has
much narrower resonance width as a function
of tilting  angle, reflecting the Miller index.
The resonance profile of the survived Ar17+ ions
(Fig.1 upper) shows that the resonance of
1s→2p3/2 transition as a broad dip (namely,
decrease) in the region from 1.86 deg. to 1.98
deg. with a peak at 1.92 deg. The double resonance of 1s→2p3/2→3s, 3d transitions were
found at 1.88°，1.91°，and 1.95° as further
narrow dips.
The resonance profile of Ly- x-ray yields
(Fig.1 lower) shows the x-ray yield enhancement due to 1s→2p3/2 transition, but under the
double resonance conditions with additional
2p3/2→3s, 3d transitions, shallow narrow dips
were observed. This feature suggests the ladder-type double resonance.

Ly-x-ray from the n=2 state, we clearly observed a sharp and deep dip structure in the center
of the broad peak. The broad component is due to
the 1s→2p3/2 transition, and the dip originates
from the reduction of the excited 2p3/2 due to the
2p3/2→3s, 3d transitions. This characteristic
feature confirms the ladder-type double resonance,
and well agrees with a density matrix calculation.
It is noted that a slight change of the incident
velocity by 0.3MeV/u, less than 0.1% of the
total velocity drastically changes the whole
resonance profile.

3-2. Anisotropy in the direction of x-ray
emission from H-like Fe ions
Using 3D-RCE technique we can excite the

Fig. 3 The x-ray spectrum from the 2p1/2 and 2p3/2 states

3. Works and Results in 2014
3-1. Highly excited state formation by
ladder-type double resonance II

of H-like Fe25+ ions excited by the array of the (2,-1.1)
planes for 3D-RCE. The comparison between the x-ray
yields emitted in the horizontal and vertical directions are
shown.

ions into the specific excited state. Polarization
of the virtual photon of 3D-RCE by selecting
the array of the crystal atomic planes are intuitively controlled. Anisotropy in the direction of
de-excitation x-ray emitted from aligned H-like
heavy ions is quite interesting; the x-ray emission from the 2p1/2 state is isotropic, and that
from 2p3/2 state is anisotropic reflecting the
orbital angular momentum through the ls
interaction. Experimentally, this behavior has
been not easy to access due to the lack of
suitable linearly polarized x-ray lasers.
In 2011 we tried measurements of Ly-
x-rays emitted in the horizontal and vertical
directions from 460 MeV/u H-like Fe25+ passing through a 1m-thick Si crystal, and studied
the polarization dependence by changing m of
the (k,l,m) atomic planes for 3D-RCE. However,
we could not accumulate enough data to reach

Fig. 2 The ladder-type double 3D-RCE (1s→2p→3s,3d)
of H-like Ar17+ ions. The resonance profile of
de-excitation x-ray yield.

To obtain more convincing resonance profile, in
2014 we tried once more by changing the condition of the incident velocity of the H-like Ar17+
ions. Namely, changing it from 389.50 MeV/u to
389.80 MeV/u, As shown in Fig.2 , in the
resonance profile of the yield of emitted
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addition, as has been in progress for the last
years, we aim to measure released electrons
after the excitation through RCE. These electrons should have a specific energy similar to
the case of photoelectron induced by photo-ionization.

the conclusion. In this year, we repeated this
trial adopting a thicker Si crystal of a
2.5m-thick together with large-sized Si SSD
x-ray detectors. A typical results is shown in
Fig.3. The obtained results clearly demonstrates
that the emission from j=1/2 states is isotropic,
but that from j=3/2 is anisotropic, which agree
with theoretical prediction.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

4. Outlook
We plan precise measurements of the angular
distribution of the emitted x-ray distribution by
introducing a multiple x-ray detectors on a
rotating table in the collision chamber. In

159

理研・原子分子物理,
首都大理工,
理研・仁科センター,
理研・原子物理,
GSI, Germany,
放医研

高電離重イオン衝撃による気体分子の電離過程の研究
Ionization of gaseous molecules in energetic fully stripped-ion impact
（12H045）
松尾 崇 a、河野俊之 b、大野由美子 c、渡邉桃 b、渡邉紳一 a、村上 健 d
T.Matsuoa, T.Kohnob, Y.Ohnoc, M.Watanabe, S.Watanabea and T.Murakamid

Abstract
In order to understand excitation and ionization
mechanisms in heavy ion collisions, the mass/charge

の曲線上にデータが乗ることを明らかにした。
また、2 次イオンの生成が標的分子の構造や
原子配置にどのように影響されるのかを調べ
るために、エチレン C2H4 および重水素化エチ
レン異性体を標的にして実験を行った。C２H4
と C2H2D2 異性体の全電離断面積および部分電
離断面積を求め比較結果、炭化水素分子が電離
状態になると構成 H 原子の速い移動
(scrambling :高い振動励起状態になることに
よる) が起こり、解離イオンの生成に大きく影
響することが分かった。

spectra for secondary ions from gaseous molecules were
measured under impact of 6 MeV/amu ions with charge
stats q=1, 2, 6, 10 and 18. The obtained mass/charge
spectra of secondary ions showed apparent formation of
D- and O- ions from D2O molecules. The charge
dependences of production cross sections for these ions
were found to be scaled as ~qn (n=1.75~2.3).

1.目的と背景
高速(>MeV/amu)の重イオンと気相の原子･分
子との衝突により、高い電離状態のイオンや励
起状態の分子が効率よく生成される。重イオン
衝突による電離過程の研究は、重イオンによる
放射線作用やガン治療の基礎過程として重要
であるばかりでなく、宇宙空間物理、ビームモ
ニタリング、各種のプラズマ応用においても重
要である。しかしながら、分子標的の電離･励
起断面積は、限られたものしか報告されていな
い。本研究の目的は、重イオン-分子衝突にお
ける電離断面積の絶対値を求めること、さらに
2 次イオン質量分析により部分電離断面積を求
めることにより、重イオン衝撃による分子の励
起・電離・解離のメカニズムを理解することで
ある。

2-2.マイナスイオン生成
重イオンの放射線作用の理解には、電離だけ
でなく励起課程の研究も重要である。我々は、
衝突により分子の超励起状態が効果的に生成
されれば、それが脱励起、分解していく過程で、
マイナスイオンが生成するのではないかと考
えた。（分子の超励起状態は、分子の第 1 イオ
ン化ポテンシャル以上の内部エネルギーを持
つ中性の状態をいう。最外殻より深いエネルギ
状態にある電子が励起された場合や、2 個以上
の価電子が励起された場合などが相当する。
）
Fig.1 には超励起状態 XY**が生成されたと
きのイオン対生成プロセスを模式的に示して
ある。

2.昨年度までの経過
2-1.プラスイオン生成
全電離断面積測定装置および質量分析装置
を用いて、いろいろな電荷ｑの高電離イオン
（6-MeV/amu-H+, He2+, -C6+, -Ne10+, and -Ar18+）
と、気体状分子との衝突系に対して全電離断面
積σの絶対値測定を行った。炭化水素分子およ
び 2,3 原子分子について、log(σ/ｑ)と log(E/q)
の関係を調べた結果、原子の場合と同じように、
衝突エネルギーや入射電荷によらず、ターゲッ
トによって決まる曲線上にデータがのること
Fig.1 A scheme of negative ion formation
が分かった。
through super excited molecules produced in
ion impact.
さらに、炭化水素分子の全電離断面積は、
(σ/ｑ) を価電子数で割った値と(E/q)の関係を
平成 23 年度より、標的として、水 H2O、重
対数グラフに取ると、標的の種類によらず 1 本
160

水 D2O、水素 H2、酸素 O2 を用いて実験を行っ
てきた。入射粒子としてＨ+、C6+、Ａｒ18+の 3 種を
用い、生成したマイナスイオンの入射電荷 ｑ 依存
性をを調べた。その結果,生成２次イオンの収量は
入セイ電荷に対して ~qn (n=1.6~2.1) とスケール

らは、高電離重粒子イオン衝撃の場合、水素分
子などの軽い分子を除けば、n の値は 2 より小
さくなることが分かっている（我々の以前のデ
ータ）。
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されることが分かった。
Ion yield (arb. unit)

3.実験方法と装置
今年度は、入射粒子として中エネルギーコース
からの 6MeV/amu Ne10+と He2+を用いて、重水
素 D2、水 H2O、重水 D2O 標的からのマイナスイオ
ンの生成について測定を行なった。実験装置はこ
れまでに使用してきたものと同じである。
4. 結果と考察
4-1 2 次イオン質量分析
Figure 2 は,Ne10+-Ｄ 2 Ｏ衝突における、高
M/q 領域(M：質量数)のスペクトルを示してい
る。標的由来と考えられるＯ-イオンが観測され
ている。しかしながら不純物からと思われる、
質量数 14,18,19 というイオンもかなりの強度
で観測された。
8 103
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Fig.3 Projectile charge
negative ion yields.
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of

D-の q 依存性 1.75 は、水分子からの H+イオ
ン生成の q 依存性と近い値となっている（我々
の以前のデータ）
。これは Born 近似がある程度
適用できる遠方衝突で生成された超励起親分
子から、解離によって D-イオンが生成されたと
考えられる。
これに対し、Oーイオンは、n=2.3 と Born 近
似より強いｑ依存性を示している。このことは、
Born 近似が成立する範囲より強い相互作用に
より生成した超励起親分子から、Oーイオンが多
く生成したと考えられる。Dーイオンの場合に比
較して、より内殻の電子が超励起状態に励起し
たことが考えられる。

0
4

4.5

5

5.5

Current ( A)

Fig.2 Mass spectra for negative ions in
Ne10+-D2O collisions.
ターゲットのガス圧を変化させてイオンの
収量（Ion yield ）を測定した結果、Ｄ−および
Ｏ -イオンの強度はターゲットガス圧と正の比
例関係があり、標的由来であることが確認され
た。得られたスペクトルより、Ｄ−およびＯ-の
生成量（断面積に比例）を求め、その入射電荷
依存性を両対数グラフに取った。その結果を
Fig.3 に示してある。
Ion yield〜ｑn と仮定して n の値を求めた。
その結果、n の値はＯ-に対して 2.3、Ｄ−に対し
て 1.75 であった。１次 Born 近似の結果は n=2
である。これまでの全電離断面積の測定結果か
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５．まとめ
以上の結果より、高電離重イオンと分子の衝
突において、負イオンの生成が確認されたと言
える。しかし負イオンの強度は弱く、強度測定
は不純物のイオンに大きく影響される。よって
得られたイオン強度と入射電荷の関係にはか
なりのバラツキが見られる。不純物の原因は、
ターゲットノズルと入射ビームとの衝突、標的
ガス導入部への不純物の付着、入射イオンとビ
ーム形成用スリットとの衝突による２次電子
の影響など様々な要因が考えられる。今後測定
装置を改良して、より正確な断面積を求める必
要がある。
a:神奈川工科大創造工, b:東工大総合理工,
c:群馬県健康科学大学、d:放医研国際重粒子

重粒子ビームの線質測定に関する研究
Study on beam quality of heavy ion therapeutic beams
(12H060)
陳志凌 a、石田祥大
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Abstract
Production of fragment particles in a patient’s body is
one of important issues on carbon ion radiotherapy (C-ion
RT). It is required to understand the fluence and the energy
distribution of each fragment species, so called radiation
quality, to handle the biological effect of the incident beam
precisely. In this study, a single ion track imaging system,
which consists of scintillators, an image-intensified camera, data acquisition (DAQ) and trigger system, was developed. The system has been tested with beams of
290MeV/n carbon-ion, 180MeV/n helium-ion and 160
MeV proton at HIMAC to study the feasibility of utilizing
the ΔE-E-range method to improve Z and even A (isotope)
discrimination of various light ions in a compact system.
Track reconstruction algorithm and data analysis method
has also been established and studied with the experimental data acquired.

We develop a camera-based track imaging system integrated with a tissue-equivalent plastic scintillation ΔE-E
telescope (Figure 1). The incoming ion first passes through
the ΔE detector, which triggers the camera. The Camera
captures the image of the ion scintillation track(s) in the
scintillator. The DAQ records readouts from ΔE-E telescope simultaneously. Ranges of tracks reconstructed from
the images are used for particle identification along with
ΔE-E readouts. We think this compact system has good
potential to measure beam quality of heavy ion therapeutic
beams in treatment rooms.
2. Results in previous years
Results of previous experiments suggested the track
miss-segmentation and the perspective effect spoiled the
range resolution of the system.
We have updated the system with a mirror attached to
the scintillator to derive both frontal and orthogonal image
at the same time. This approach is useful to cross check
the track segmentations to reduce the probability of misidentification of track pixels.
The orthogonal image also provides a new ability to
measure the track in 3D, which can be also used to correct
perspective effect. To be able to extract and use the track
geometries from mirrored images, track reconstruction
algorithm is improved. The mirrored images are used to
correct such effect. The range resolution is improved to
1.31mm for 290MeV/n carbon-ions for EJ-240 plastic
scintillator (Figure 2).
To study the feasibility of using the system to distinguish
lighter ions other than carbon, we have further tested the
system with 180MeV/n helium-ion. We got clear helium-ion and proton tracks on images with CsI scintillator
with high light yields but high density. However, because
the scintillation light output of helium ions is one order of
magnitude lower than that of carbon ions, we had optimized the setup and reduced the image lag of the camera
to use EJ-240. After the update, the system is capable to
measure the range of helium-ions in EJ-240 effectively at
180MeV/n. More data were needed to fully study the performance of the system.

1. Purpose and background of research
Clinical effect of C-ion RT is affected by not only the
primary carbon ions but also contaminated fragment species. The extent of energy transfer or fragmentation in the
beam delivery system or a patient body is a result of complex dynamics involving excitation, ionization, electron
capture, and electron loss. However, no well-established
theoretical models exist for perfectly predicting those interactions. For clinical use, phenomenological models are
typically used based on parameters derived from experimental data to save computing time. The experimental
data presently available are insufficient to thoroughly validate such phenomenological interaction models or Monte-Carlo Simulation. Thus, measuring the spatial distribution of beam quality such as fluence and energy for each
species of particles in treatment room is very important for
both clinical and physical viewpoints.
Concerning the experimental approach, commonly-used methods are not appropriate in some points: Δ
E-E telescope method hardly discriminate heavier isotopes
because of the limited energy resolution; Time-of-flight
technique cannot fit the limited space of the treatment
room.
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3. Result in this year
In previous experiments, it was difficult to detect proton
beam using EJ-240 because of low energy transfer of proton in the scintillator. Even when we used CsI scintillator
to obtain a distinct track of proton beam, it was still needed
to reduce the noises of image further. We have been studying the algorism to reduce the noise from an orthogonal
track image. This year we have tried to reduce the noise by
improving the image taking system such as introducing a
water-cooling system for the camera. Because the improvements showed good noise reduction (Figure 3), we
retook the track images of 290 MeV/n carbon ions with
few noises using both scintillators.
As a result of the improvement, the noise was significantly reduced and the distinct single-track of 160 MeV
proton beam with a range resolution of about 3.4mm in
CsI scintillator (Figure 4) was achieved. It suggested the
feasibility of measuring all fragment species lighter than
carbon ions using CsI scintillator. Therefore we are planning to study fragment species from therapeutic carbon
beam with CsI scintillator firstly and further resolution
improvement by improving track reconstruction algorism.
After the range acquiring method with CsI scintillator
comes along, we study the feasibility of measuring the
proton beam range using EJ-240 and how to apply the
method to measure fragment species using EJ-240.

Figure 2: Range distribution of 290MeV/n carbon ions
in tissue equivalent plastic scintillator (EJ-240).

Figure 3: Track images of 160 MeV proton beam.
Above chart is taken before the improvement of the
image taking system and under chart is improved one
(binarized images).

Figure 1: The system consists a ΔE-E telescope, an
image-intensified camera with wide-angle lens, data
acquisition (DAQ), trigger electronics and image acquisition system (PC and software). The tissue-equivalent scintillator of E-detector and camera
are enclosed in a black box

Figure 4: Range distribution of 160MeV proton in CsI
scintillator with a range resolution of 3.4mm.

a
b
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Abstract

① 陽子過剰 C 同位体ビーム(9,10,11C)の Be,C,Al,CH2 標的に対
する反応断面積を測定。
14 8
② B, He等の中性子過剰核のBe,C,Al,CH2 標的に対する反応
断面積を測定し，核子密度分布の解析を行った。
③ より大きな質量数の核種へ対応するための検出器開発を
行った。ΔE測定のための高分解能イオンチェンバーや全
反射型チェレンコフTOF検出器，重イオン用リングイメージン
グ・チェレンコフ検出器である。

Reaction cross sections for unstable nuclei
C, 26Al on CH2, Be, C and Al targets have been
measured at 50A - 200A MeV in order to study the
nucleon density distributions and nuclear structures in
these nuclei. The transmission method was employed
using plastic, PPAC, Si, NaI(Tl), and CsI(Tl) counters.
Developments of detectors forΔE and timing
measurements were performed using 500A-MeV 58Ni
and 420A-MeV 132Xe primary beams, and secondary
beams from those primary beams.
13,15,16

今年度の研究内容

研究目的
最近、核子当たり数10〜数100 MeV のエネルギー領域での核
反応断面積(σR)測定は不安定核の核子密度分布を研究する
ための良い手段であることが解ってきた1)。我々は、反応断面積
と核子密度分布を結びつける手段として用いるGlauber計算を確
かなものとするために、安定核 12C やさらに、密度分布が比較
的よくわかっている不安定核 11Be などについて反応断面積を
HIMACにおいて系統的かつ精密に測定してきた。その結果、改
良した Glauber 計算により補正なしでこのエネルギー領域の反
応断面積を非常によく再現できることが明らかになった2)。
本研究ではその結果を利用し、不安定核の核子密度分布を
精度よく決定することにより不安定核の核構造を明らかにするこ
と、またさらに、不安定核中の陽子・中性子分布を実験的に独
立に導出する方法の開発、反応断面積に関連した物理量の
新研究方法の開発、など核表面密度に関する発展的課題の
追求を目的としている。

今年度はまず、前記②のデータをさらに詳細に解析した。まず，
CH2 標的とC標的の反応断面積データの差を取ることにより，H
標的の反応断面積を導出する。つぎに，Be, C, Al 標的のデータ
を用いて Glauber 計算によるfitting により核子密度分布を導出し
た。このとき，8He, 14B ともにテールを持つ密度分が最もよくデータ
を再現した。便宜上，8He では湯川２乗型の，14B では単一粒子
模型による密度分布のテールを用いて，コアの半径とテールの

前年度までの結果
前年度までは以下のようなテーマについての研究を行った。
図１ 反応断面積実験値のfittingにより導出された 8He
の陽子および中性子密度分布
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16

C

図３ 16C 反応断面積実験値(markers)と2s1/2および1d5/2軌道を
仮定したときの単一粒子模型密度を用いた Glauber 計算の比較

図２ 反応断面積実験値のfittingにより導出された 14B
の陽子および中性子密度分布

傾き・振幅を自由パラメータとした。このようにして決まった核子密
度分布のテールが陽子であると仮定して計算すると，8He, 14B と
もに H 標的のデータを再現できず，中性子を仮定した場合に
再現できることがわかった。そこで，H 標的の反応断面積データ
に対し，陽子分布をガウス分布(8He)または調和振動子型分布
(14B)と仮定し，その半径を自由パラメータとして fitting を行った。
この場合の中性子密度分布は，核子密度分布と陽子密度分
布の差である。
このようにして決定された，8He, 14B の陽子・中性子密度分布を
図１，２に示す。得られた 8He の陽子分布半径は，アイソトープ
シフトから決められた値と誤差の範囲で一致している。また，中
性子分布のテールに関して，傾きは４中性子結合エネルギーを
S4n として S4n/4 で決まる１中性子密度の傾きより大きく，振幅は
その密度の４倍比べて大幅に小さくなっており，大変興味深い。
14
B の分布に関しては，通常の殻模型では最外殻中性子が
1d5/2軌道に入っていると考えられるが，反応断面積データを再
現するためには，2s1/2軌道に 100 % 近く入っていると考えなけれ
ばならないことがわかった。この軌道逆転については，15C や
16
C についても同様の現象を示唆する結果(preliminary)が得られ
ている。図３に 16C についての反応断面積実験値と，最外殻
中性子２つが1d5/2軌道・2s1/2軌道にそれぞれ入っていると仮定し
たときの Glauber 計算値を示す。
図３からわかるように，16C についても 2s1/2軌道に最外殻中性
子が入っているとしたとき(実線)の方が，1d5/2軌道の場合(点線)
よりずっとよく実験値を再現している。このとき，２中性子結合エネ
ルギーの1/2で結合している中性子を仮定している。以上述べた
ように，8He, 14B に関しては，解析もほとんど完成したと言え，最終
結果を論文にまとめる段階に入る。
最後に，図４に高分解能イオンチェンバーのテスト結果を示
す。420A-MeV 132Xe ビームから生成された２次ビームがきれいに
分離できていることがわかる。電極サイズの工夫により，Ni 近辺
でΔEの分解能σ=0.57% という高分解能を達成している。

1) M. Fukuda et al., Nucl. Phys. A, 656, 209, 1999
and references therein.
2) M. Takechi et al., Phys. Rev. C 79, 060601(R)1-5, 2009.
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図４ 全反射型チ
ェレンコフカウン
ターの時間差スペ
クトル。2つの検出
器の時間差スペク
トルであるため，１
つ当たりの分解能
はスペクトルの幅
よりは狭い。

図４ 420A-MeV 132Xe １次ビームで生成された２次ビーム
の TOF-ΔE スペクトル
f.
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半導体素子の放射線の影響に関する研究
Study of radiation effects on semiconductor devices
（12H095）
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S. Kuboyamaa, H. Shindoua, E. Mizutaa, H. Otomob, O. Shimadab, H. Ohzonob,
T. Aokib, Y. Iwatac, and T. Murakamic
Abstract
It’s extremely hard environment by radiation and
temperature in space. Therefore, it’s mandatory to
consider radiation effects called SEEs (Single Event
Effects). Especially, new advanced semiconductor
materials with small feature size are more sensitive to the
radiation effects. Generally, radiation sensitivity of
semiconductor devices is higher as process rule is
shrunken because new error mechanisms are introduced,
thus it’s necessary to perform a radiation test whenever
new process is rolled out. It’s important to investigate the
mechanism of the radiation effects by performing the
radiation tests for new space products and Commercial
Off The Shelf (COTS).
In this reports, we investigated the fatal destruction
mode by heavy ion’s irradiation on commercial SiC
power MOSFETs. SiC is the material for the next
generation semiconductor devices that is applicable to
higher voltage and temperature applications.

次世代半導体材料である SiC を使用したデバイス
は，従来の Silicon (Si)デバイスに比べて大幅な高効
率化，高速化が可能である．しかし，SiC デバイス
は放射線による故障メカニズムが十分に検証されて
いない．以前，本グループは SiC の Schottky Barrier
Diode (SiC-SBD)の放射線耐性評価を実施したが，図
1 に示すように，3 つの段階に分けて破壊が起こるこ
とが確認されている．Region1 は放射線入射によっ
てデバイス内で電荷が生成するが，故障には至らな
い領域である．Region2 は永久的なリーク電流が発
生している領域で，このリーク電流は放射線の照射
量に比例して増大することが確認された．Region3
は，急激な電流増大でデバイスが焼損する破壊モー
ドであった．このうち，Region1 と 3 は従来の Si で
も確認されていた破壊モードであったが，Region2
のリーク破壊は SiC 固有の破壊現象であった．本研
究においても，SiC-SBD で確認された SiC 固有の現
象であるリーク破壊が発生するか，検証を行った．

1. 研究目的
ここ最近の半導体の技術革新は，プロセスの微細
化や新材料の登場など目覚ましいものがある．衛星
やロケットに使用される部品においても，さらなる
高速化や低損失化が求められており，こうした最先
端部品の使用が期待されている．一般的に，半導体
部品は微細であるほど放射線に対して影響を受けや
すく，また Silicon Carbide (SiC)や GaN を始めとす
る半導体新材料は，従来とは異なる現象で破壊に至
る恐れがあることから，その評価方法を含めて，使
用する前に十分な検討を行う必要がある．
本研究は，宇宙用部品と民生用部品の様々な最先
端の半導体部品に対して放射線試験を実施し，放射
線に起因する誤作動や損傷等のメカニズムを解明す
ることを目的としている．本年度は民生用 SiC パワ
ーMOSFET の放射線耐性評価を行った．

図 1 SiC-SBD における破壊モード．

2. 今年度の研究成果
2-1. 評価計画概要
本研究では，SiC-SBD で確認された SiC 特有の現
象であるリーク破壊が本デバイスでも確認されるか
の検証を行った．
評価を行ったサンプルは，
耐圧 VDSS
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= 1200 V，ドレイン電流 ID = 24 A，オン抵抗 RDS(on) =

30 よりも低い LET = 23.0 の Xe を照射した場合でも，

220 mのものを使用した．表 1 に，本研究で使用し

400 V 弱で故障が発生していたことから，この SiC

た放射線核種を示す．バイナリフィルタを使用する

パワーMOSFET は放射線耐性が低いということが確

ことによって，3 種類の異なるエネルギとした．

認された．故障モードは，LET = 11.9 の Xe を照射し
たサンプルでは，600 V 付近まではリーク電流が全

表 1 使用核種
Ion
Species
Xe

Energy
[MeV]
22620
8290
394

LET@チップ表面
[MeVcm2/mg(SiC)]
11.9
23.0
73.1

く確認されなかったが，600 V を超えたところで急
Range
[µm(SiC)]
3640
724
23.1

激にリーク電流が増加するという，従来の Si パワー
MOSFET で 発 生 し て い た も の と 同 じ SEB(Single
Event Burn-out)という現象での破壊が確認された．一
方，LET = 73.1 と 23.0 の Xe を照射したサンプルで
は，印加電圧を増加させるとリーク電流が徐々に増
加するという SiC 特有の現象が確認された．照射後

2-2 SiC デバイスに期待される放射線耐性

のサンプルで測定した詳細な電気特性から，このリ

図 2 は，太陽活動極小期における静止軌道(上空約

ークはパワーMOSFET 内部の drain-body 界面に放射

36000km)での単位時間，単位面積あたりの放射線(電

線起因で発生した欠陥が原因と疑われているが，完

子，陽子，重粒子等)の飛来数の LET に対する依存

全には故障箇所の特定はなされていない．詳細な故

性のシミュレーション結果のグラフである．横軸の

障箇所の特定のためには，追加の評価試験が必要で

LET は放射線が物質中(シミュレーション上では Si)

ある．

で単位長さ当りに失うエネルギ，縦軸は放射線の飛

104

来数を表す．宇宙空間においては，鉄(Fe)よりも軽

Leakage current [A]

い粒子の数が圧倒的に多いため，LET > 30 で急激に
飛来数が落ち，潜在的に故障する確率が落ちること
になる．よって，宇宙用として部品を設計する際，
LET が 30 を超える粒子に耐えられるよう設計する
2

ケースが多い．本研究の場合，LET ~ 60MeV/(mg/cm )
の Xe を照射し，定格電圧の 1200 V でも故障が起き
なければ放射線に強いということになる．

102

Integral flux [particels/m2/s/sr]

Solar minimum
GEO
Fe

↓

102
104
10

↓

108

H-Fe

1010
1012

132
Xe
LET 23.0

1
101

Region 1

102
0

3. まとめと今後の予定
民生用の SiC パワーMOSFET の放射線耐性を評価
した．今回評価を行ったデバイスでは，放射線耐性
は弱く，定格電圧以下で破壊に至ることが確認され
た．特に，LET = 73.1 と 23.0 の Xe を照射したサン
プルで，SiC 固有のリーク電流発生による破壊が確
認された．故障の原因については，現在詳細な解析
を行っているが，現段階ではパワーMOSFET 内部の
drain-body 界面の損傷が疑われている．詳細な破壊
メカニズム解明のため，引き続き HIAMC を利用し
た実験を行う予定である．

Xe

6

Xe
LET 11.9
MeVcm2/mg

200
400
600
800
1000
Drain bias voltage [V]
図 3 SiC パワーMOSFET のリーク電流特性．

104

100

Region 3
132

101

103

102

Region 2
LET 73.1
129
Xe

103

100
1000
10
LET [MeV/(mg/cm2)]
図 2 太陽活動極小期の単位面積，単位時
間あたりの放射線飛来数．
1

2-3 照射試験結果
図 3 に定格電圧 1200 V の SiC パワーMOSFET の

a.

宇宙航空研究開発機構 研究開発本部
Aerospace Research and Development Directorate, JAXA
b. 菱栄テクニカ(株) Ryoei Technica Corporation
c. 放射線医学総合研究所 物理工学部
Dept. of Accelerator and Medical Physics, NIRS

放射線照射特性(電圧-リーク電流)のグラフを示す．
いずれの LET でも定格電圧である 1200 V よりも低
い電圧で破壊することが確認され，特に Fe の LET =
167

放射線による音響信号の形成とその伝搬機構
Production and propagation mechanisms of acoustic signals in materials
(12H105)
小林正規 a、宮地

孝 a、武智誠次 b、三浦義矩 b、三橋知明 b、奥平 修 c、岡田長也 d、藤井雅之 e、
柴田裕実 f、村上 健 g、内堀幸夫 g
M. Kobayashia, T. Miyachia, S. Takechib, Y. Miurab, T. Mitsuhashib, O. Okudairac, N. Okadad, M. Fujiie,
H. Shibataf, T. Murakamig, Y. Uchihorig
今年度は、HIMAC から供給される~1×103 から
~1×106pps の 400MeV/n の Xe イオンを PZT 検出
器へ照射し、1spill（~600ms）内に現れる出力信
号の形成過程を調べた。PZT 素子は直径 10mm、
厚さ 8mm の円形素子を使用している。

Abstract
We have been developing an acoustic-type
radiation detector using a piezoelectric lead zirconate
titanate (PZT) element. The PZT element was directly
irradiated with a 400 MeV/n Xe beam. The response
of the PZT element to one beam spill was
investigated by changing the beam intensity from ~1
×103 to ~1×106 particles per spill (pps). The output
waveform appearing on the element was similar to the
time distribution of the Xe ions. In addition, when the
beam intensity was ~1 × 108 pps, the resonant
frequency of the PZT element (fr) was measured with
keeping the temperature on the element constant.
Then, the fr and the irradiation dose seemed to be in a
linear relationship. The variation of fr was found to be
saved after the irradiation finished. Hence, fr is
considered to be a potential indicator of the radiation
field.

ii) 放射線量に対する PZT 圧電素子特性への影
響：
PZT 圧電素子に~1×108pps の 400MeV/n の Xe
イオンを照射し、素子の共振周波数近傍の周波数
－インピーダンス特性の変化をインピーダンス
アナライザーで計測した。そして、fr の変化を詳
細に調べた。昨年度と同様に、熱電対で素子表面
の温度も同時に測定している。
4. 今年度の研究成果と解析結果
i) HIMAC か ら 3 秒 ご と に 供 給 さ れ る 1spill
（~600ms）内の Xe イオン粒子数の時間分布は、
シンチレータからの発光を 2 台の光電子増倍管
で独立に観測し、同時計数法で得た信号から算出
した。様々なビーム強度で得た粒子数分布をそれ
ぞれの強度で規格化し、それらから求めた平均分
布を図 1 に示す。

1. 研究の目的とバックグラウンド
我々は PZT 圧電素子を用いた放射線検出器の
開発を目指している。そのために、放射線と物質
との相互作用によって PZT 素子に生じた電気信
号の生成機構や素子の特性変化について調べて
いる。その際、放射線を液体媒質へ照射する場合
（間接照射実験）と PZT 検出器へ照射する場合
（直接照射実験）の両方で実施している。

2. 昨年度までに得られている結果
昨年度は、直接照射実験において HIMAC から
供 給 さ れ る ~2 × 107 あ る い は ~6 × 107pps の
400MeV/n の Xe イオンを、口径が 1～3.5mm の計
6 種類のコリメータを使って、その強度と信号形
成域の変化を更に大きくし、電気信号の生成過程
を調べた。~0.2ms 以下のパルス照射内で PZT 検
出器に生じる電気信号を解析した結果、その信号
形成はパルスに含まれる Xe 粒子の数だけでなく
粒子数の時間分布にも依存していることがわか
った[1]。
また、~1×108pps の照射下で PZT 素子の表面
温度と同時にその共振周波数（fr）や反共振周波
図 1 1spill 内での Xe イオン粒子数の規格化され
数（fa）を測定し、温度変化に対する素子の特性
た分布
への影響を調べた。表面温度が一定値に達した後、
fr はビームの照射時間と共に単調に増加し、その
~1×103pps のビーム強度で 1spill 内で PZT 検出
一方で、fa はあまり大きくは変化しないことがわ
器に生じた電気信号を図 2 中の実線で表してい
かった[2]。
る。ただし、ノイズの成分を抑制するために 100
イベントで得た結果の加算平均処理を施してい
3. 今年度の研究内容
る。
i) 直接照射実験での検出器の出力評価：
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その出力信号は、1 個の Xe 粒子が生じさせる
信号を V(t)=A·exp(-t/)とし（ここで、A とは定数、
t は 0~600ms 内で粒子が PZT 素子に入射した時刻
からの経過時刻としている）、この V(t)の加算に
よって形成されると仮定した。1spill 内で Xe イオ
ンは図 1 の分布に従って入射するとしたシミュ
レーション実験から、PZT 検出器の出力信号に適
合するパラメータ A とを探索している。その様
子を図 2 中の×記号で表している。その結果から、
1 個の Xe イオンが出力に寄与する信号量を調べ
ている。

図 4 に Xe ビームの照射に対する PZT 圧電素子
の表面温度と fr の関係をプロットした。表面温度
一定の領域で、fr がその照射線量に比例した関係
で増加しているのがわかる。照射終了後（~550min.
以降）に fr がほぼ一定の値を維持しているのも見
て取れる。

図4

PZT 圧電素子の表面温度と fr の照射時間依
存性（実線：表面温度、×印：fr）

PZT 素子の表面温度が一定の下での Xe の照射
線量に対する fr の変化を図 5 に示す。照射線量と
fr の変化量との間には 1 次の線形関係があると思
われる。
図2

1spill 内で生じた PZT 検出器の出力信号
（実
線）とシミュレーションによる結果（×印）
との比較

ii) PZT 素子は直径 40mm、厚さ 8mm の円形素子
であり、この厚さは 400MeV/n の Xe イオンの飛
程に相当し、直径方向の共振周波数が 50~60kHz
となる。この周波数帯は、今回用いたインピーダ
ンスアナライザーの仕様範囲である。図 3 に Xe
ビーム照射下で計測した PZT 素子の共振周波数
近傍の周波数－インピーダンス特性の変化の一
例を示す。×記号は実測値を表している。その実
図5
PZT 圧電素子の fr の照射線量依存性
測値の変化は単純な多項式で近似できると仮定
し、その平滑化を試みた結果を実線で表している。
この特質は、PZT 素子を放射線量計としても利
そして、その平滑化から得られた最小のインピー
用できることを示唆している。
ダンス値を示す周波数を共振周波数（fr）とした。
参考文献
[1] S. Takechi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014)
118005.
[2] M. Kobayashi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 53 (2014)
066602.
a.

千葉工大、b.大阪市大, c.JAXA, d.本多電子
ファムサイエンス, f.阪大, g.放医研

e.

図3

PZT 圧電素子の周波数－インピーダンス特
性（×印：計測値、実線：多項式近似曲線）

169

高エネルギー重荷電粒子に対する気体の W-値の系統的測定
Experimental Study of Ionization Yields in Gases for Heavy Ions
(13H111)
佐々木慎一 a、佐波俊哉 a、岸本祐二 a、飯島和彦 a、斎藤究 a、萩原雅之 a、村上健 b
S. Sasakia, T. Sanamia, Y. Kishimotoa, K. Iijimaa, K. Saitoa, M. Hagiwaraa, and T. Murakamib
Abstract
In order to measure the energy depositions of high energy
charged particles, a TOF system was newly designed and the
performance of the TOF system has been tested. Using the
TOF system, the value of W, the average energy to produce an
ion pair, and the differential values (w-value) were planned to be
measured for particles with energies more than 100MeV/n and
less than 6 MeV/n from HIMAC in argon, air and
tissue-equivalent gases of the pressures more than 0.2MPa. In
this fiscal year, however, we could not make the machine-time
application from the reasons of our various circumstances, and
the experiments were postponed.
1 これまでの経緯
放射線による物質の電離収率を表す量として知られる
W-値（１イオン対を生成するために必要な粒子の平均エネ
ルギー）は電子に対してほとんど一定であるが、重荷電粒
子に対しては粒子依存性及びエネルギー依存性を示すこ
とが知られる(1)。また、粒子のエネルギーが完全に吸収さ
れた場合の電離（全電離）とその一部しか吸収されなかっ
た場合の電離（部分電離）では、その収率（前者が W-値
に対応し、後者は微分 W-値と呼ばれ w で表される）は異
なり、エネルギーに対する応答にも相違があると考えられ
る。しかしながら、現状では荷電粒子のエネルギーを変え
て測定した例が少なく、その詳細はよく知られていない。
このことは、重荷電粒子に対する線量評価や吸収エネル
ギーの推定に大きな不確定要素となっている。
これまでの荷電粒子に対するW-値の測定は数Torr程度
の低圧気体を中心に行われてきた。また、粒子のエネル
ギー自体も 0.1MeV/u 以下と小さい。常圧の測定は極めて
少なく、測定があってもエネルギーが大きくなり、w-値
のみに対して行われている(2)。W-値における気体圧力に
対する依存性はほとんど知られておらず、また W と w の
関係についてもよく理解されていない現状では、これら
の値を直接に比較することはできない。治療分野で使用
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される粒子エネルギー領域、検出器で通例用いられる圧
力を考えると、広いエネルギー範囲にわたる、かつ常圧
での W-及び w-値の系統的な測定が望まれる。
このような背景にあって、我々は HIMAC からの重イ
オンビームに対する気体の電離収率測定を試み、検出器
に使用される最も基本的なガスであるアルゴン、空気並
びに組織等価ガスの電離収率を異なる荷電粒子に対して
エネルギーを変化させて測定し、W-及び w-値の決定を行
ってきた(3,4)。我々が用いた手法は、生成電荷を入射イベ
ント毎の信号として取り出すパルス法と呼ばれるもので
ある。加速器ビームを用いた実験では、吸収エネルギー
を知るために入射粒子数を厳密に知ることが必要となる。
パルス法により入射粒子を１個近くまで観測ができれば、
粒子個数に対応させながら生成電荷の観測が可能となり、
気体中で消費される粒子のエネルギーを曖昧さなく評価
できる。本研究では、電子親和性の空気等を含めた全て
の気体に対して適応可能な、並行平板型電離箱と高速電
流増幅器を用いた数ミリ秒から百ミリ秒に及ぶ長い測定
時定数のイオンを収集電荷とする遅いパルス計測法を開
発し（
「イオンパルス法」
）測定を行っている。これまで
の中エネ実験室における結果(2-4)により、He を除く粒子に
対して、3MeV/u 以下のエネルギーで W-値のエネルギー
依存性を確認した。一方、w-値はほとんどエネルギーに
よらず一定で、先の W-値はエネルギーが高くなるに従い
w-値に漸近していく。しかしながら、エネルギーの高い
ところで W が一定となるか、その値と w が一致するのか
等の曖昧さを残していた 6)。これらの点を解決し、もう一
つのテーマである圧力依存性の測定を進展させるため、
高圧気体に対する実験も視野に、物理汎用実験室におい
て 100MeV/n 以上の荷電粒子に対して、また実験室中エ
ネ実験室においては１から 5MeV/n の粒子の測定を行っ
ている段階にある。
2 現在の状況
これまで、TOF 装置を用いた粒子の飛行時間測定、そ

図 1 高圧気体を用いた測定のための電離箱。入射及び出射
窓（直径 3mm）には 50 m 厚の Al 箔を使用した。また、
6MeV/n 以下の粒子に対する場合は、
窓径を1mm とし、
2.2 m
厚のハーバー膜を使用した。

の結果と阻止能計算コードによる評価から粒子エネルギ
ーの決定、及び高圧試料気体における電離効率測定を主
として行ってきた 5)。実験装置は、前回の研究課題で作成
した高圧用電離箱（図 1 参照）を用いた。TOF 装置の性
能の向上を終了し概ね１％の精度でエネルギーを決定で
きるようになった。
今年度は、日程調整並びに諸般の事情によりマシンタ
イム申請が行えなかった。従って、HIMAC での具体的な
照射実験は行っていない。
現在、これまでのデータの整理を進めている。装置の
準備、測定法の改良等は終了しているので、時期をみて、
実験を再開したいと考えている。

参考文献
(1) ICRU Report 31, 1979.
(2) 佐々木他：平成 21 度放射線医学総合研究所重粒子線
がん治療装置等共同利用研究報告書 II (2010 年 4 月).
(3) S. Sasaki, et al., IEEE Trans. Nucl. Sci., 52 (2005)
2940-2943.
(4) S. Sasaki, et al., IEEE Nucl. Sci. Symp. Conf. Record,
N15-221 (2007).
(5) S. Sasaki, et al., IEEE Nucl. Sci. Symp. Conf. Record,
N13-146 (2010).
(6) 佐 々 木 慎 一 ： 気 体 の W 値 測 定 の 現 状 、
RADIOISOTOPES, 61 (2012) 415-427.
a 高エネルギー加速器研究機構、b 放射線医学総合研究所
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高分子系飛跡検出器の応答特性を表す化学的クライテリオンの確立
Chemical criterion for the response of polymeric nuclear track detectors

(14H138)
山内知也 、楠本多聞 、田尾陽 、池永龍之介 a、安田修一郎 a、小田啓二 a、北村尚 b、
小平聡 b、小西輝昭 b、安田仲宏 c、レミ・バリオン d
T. Yamauchia, T. Kusumotoa, A. Taoa, R. Ikenagaa, S. Yasudaa, K. Odaa, H. Kitamurab,
S. Kodairab, T. Konishib, N. Yasudac, and R. Barillond
a

a

a

Abstract

ームや X 線との混成場の中で、プロトンや重イ

The polymeric etched track detectors of PET, PC, PI and

オンを弁別計測する必要がある。Al や Fe イオン

PADC films are exposed to proton and heavy ions in the

の発生も報告されており、それらと C や O イオ

air. Chemical damage parameters of damage density,

ンとの識別も要請される。高い感度の PADC だ

which is the number of loss of considered function groups

けでなく、高い検出閾値を有するポリエチレン

per unit length of tracks, effective track core radius, in

テレフタレート（PET）や Kapton 等のポリイミ

which the considered chemical groups are lost, and the

ド（PI）樹脂が検出器として使われている。

radiation chemical yields, G values, for each group are

本研究の最終的目標は、任意の応答特性（検

evaluated as a function of the stopping power. The

出器閾値と感度）を有する検出器を開発するた

response of these polymeric detectors has been also

めの分子配列上の系統的知見を得ること、さら

evaluated for each ion against the stopping powers.

にそのような検出器を実際に開発することであ

Correlation has been examined between the damage

る。それにはまず損傷構造と応答特性との関係

parameters and the response.

を知る必要がある。阻止能が検出器感度を表現
するパラメータでないことが確認されてより、
初期電離や限定的エネルギー損失といった物理

1. 研究の目的とバックグラウンド

化学エッチング処理によって、一次元格子欠

的パラメータが開発され応用されている。いず

陥である転位と同様に、LiF 結晶中の核分裂片の

れも二次電子の一部（または全部）は応答特性

飛跡をエッチピットに拡大した最初の研究報告

に寄与する損傷形成に関わらないとするモデル

から半世紀以上が過ぎた。月から帰還した飛行

であるが、そのカットオフエネルギーは実験的

士のヘルメットの内部に、宇宙線の重核成分を

に決定されるので、実験結果へのひとつのフィ

エッチピットとして直接見出したアポロ計画か

ッティングである。カットオフエネルギーがな

らもほぼ同じ年月が経過している。1970 年代後

ぜその値を持つのかは説明できない。我々は応

半に CR-39 という商品名で知られるポリアリル

答特性を決定する損傷構造を、化学分析を通じ

ジグリコールカーボネート（PADC）樹脂が、高

て明らかにする。閾値に共通する、感度変化に

感度飛跡検出器であることが見出され、数 MeV

共通する損傷構造を求め、潜在飛跡の化学構造

程度のプロトンや中性子も検出可能となり、現

から応答特性を理解する、あるいは説明するた

在のエッチング型飛跡検出器が確立した。

めの化学的基準を明らかにすることを目指す。

飛跡検出器は、大半のイオン検出器が窒息す
2. 昨年までに得られている結果

るような高強度電磁パルス下であっても、電子
やガンマ線との混成場であっても、特定のイオ

PADC や PET、ビスフェノール A カーボネー

ンのみを検出し得る。例えば、高強度レーザー

ト（PC）薄膜については 6 MeV/n 以下のエネル

駆動イオン加速実験では、高エネルギー電子ビ

ギーをもったプロトンと重イオンの照射効果に
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ついて系統的な結果が得られてきており、トラ

であり、親水基であるが故にエッチング溶液の

ック単位長さあたりの損失量として定義した、

侵入速度を律速すると考えられる。損傷構造と

核種官能基の損傷密度等の化学的損傷パラメー

応答特性との関係についての議論が実験をベー

タを阻止能の関数として評価した。ガンマ線照

スにして可能になりつつある。

射結果との比較も行い、重イオン照射効果との

図 2 にプロトンと He から Xe までの重イオン

違いを検討した。それぞれの高分子材の特徴も

に対する PADC と PET、PI の応答特性を示す。

明らかにしてきた。数 100 MeV/n 以上の高エネ

PADC はプロトンにも感度を有するが、ここに示

ルギー条件での実験も開始した。絞ったビーム

した PET 材は C イオンに不感であった。Kapton

と赤外線分光に顕微赤外を利用することで、高

は Al イオンに対してはブラッグピーク近傍での

14

2

フルエンスの実験（10 ions/cm ）が可能となり、

みエッチピットを形成する。これらはともに鋭

PI についてもデータを得られるようになった。

い感度の立ち上がり（閾値）を有している。

3. 今年度の研究内容

4

10

Number of OH per unit distance
of track length (OH/nm)

1) 中エネルギー照射室において、大気中で高
分子薄膜材料（PADC、PC、PET、PI）に H
と He、C、Al、Si、Ar、Fe、Xe イオンを照
射した。
真空中でも H とイオンを照射した。
PADC を構成する各官能基の損失だけでな
くヒドロキシル基の生成率や表面の濡れ特
性も実験的に求めた。
2) 生物照射室において 500 MeV Fe 及び 290
MeV Xe イオンを高分子材料（PADC、PC、
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PET、PI）に照射し、エッチング特性を評
図1

価した。また赤外線分光分析による損傷評

PADC 中に形成されるヒドロキシル基密度と
エーテルの損失密度．

価も行った。
3) 物理照射室 PH1 において、大気中で 400
MeV Kr と 290 MeV Xe イオンを PI に照射
した。中エネルギー照射室や生物照射室で
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Xe

PET

の実験とは異なり、絞ったビームを用いた。
4. 今年度の研究成果と解析結果
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図 1 に PADC 中に形成されるヒドロキシル基
の生成密度とエーテル基の損失密度との相関を
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示す。C から Fe までのイオンでは両者がほぼ同
10-3
101

じであるのに対して、H と H、Xe イオンではヒ

102

103

104

105

Stopping power (keV/m)

ドロキシル基のそれがほぼ２倍になっている。
ヒドロキシル基の定量にはそのモル吸光係数が

図 2 プロトンと重イオンに対する PADC と PET、

必要であるが、PADC 中に吸蔵させた水に対して

PI の応答特性.

求めた値を適用した（ε= 9.65×103 M-1cm-1）。ヒ
a

ドロキシル基は新たな端点である。損傷の実体
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神戸大, b 放医研, c 福井大, d ストラスブール大.

重粒子線照射による模擬宇宙環境下での有機物の生成とその変成
Formation and alteration of organic compounds in possible space environments by heavy ion
bombardment
(12H157)
小林憲正 a，金子竹男 a，大林由美子 a，癸生川陽子 a，五東弘昭 a，
時村隼人 a，松田知之 a，横堀伸一 b，吉田聡 c
K. Kobayashia, T. Kaneko a, Y. Obayashi a, Y. Kebukawa a, H. Gotoh a,
H. Tokimura a, T. Matsuda a, S. Yokoborib and S. Yoshidac
過程で，宇宙線や太陽輻射などの影響を受け，
有機物は変成しただろう。
本研究では，星間での有機物の生成におよぼ
す宇宙線，特に重粒子線の効果を調べることを
第１の目的とした。また，そのようにして生成
した有機物，特にアミノ酸や核酸関連分子が，
太陽系環境で宇宙線などによりどのように変
成するのかを調べることを第２の目的とした。

Abstract
A wide variety of organic compounds including
amino acid precursors and nucleic acid bases have
been found in extraterrestrial bodies such as
carbonaceous chondrites. It was suggested that
these organic compounds were originally formed
from interstellar media in molecular clouds, and
that they were altered in circumstellar,
interplanetary environments and in parent bodies of
meteorites. We examined possible formation and
alteration of organic compounds in such space
environments. Amino acid precursors with high
molecular weights were formed by from possible
interstellar media by irradiation with high-energy
heavy ions (HIMAC) or protons (Tandem
accelerator, TIT). Several nucleic acid bases were
also detected by proton irradiation. Stability of
organic compounds such as amino acid precursors
and nucleic acids in space environments was
examined by heavy ions irradiation (HIMAC) and
by soft X-rays, UV and -rays irradiation.
Stability of amino acids and their precursors in
actual space environments will be tested as a part of
the Tanpopo Mission by utilizing Exposed Facility
of the International Space Station.

2. 前年度までにえられている結果
模擬星間物質（メタノール・アンモニア・水
の混合溶液）に室温，もしくは液体窒素温度で
炭素ビーム（290 MeV/u）などを照射した。生
成物を酸加水分解後，アミノ酸分析システム
（島津 LC-10A）によりアミノ酸の定量を行っ
たところ，各試料からグリシンなどのアミノ酸
の生成が確認された。グリシンのＧ値は炭素線
を室温で照射した場合，0.014 であった。これ
に対し，ヘリウム線(150 MeV/u),アルゴン線(500
MeV/u), 鉄線(500 MeV/u)の場合はＧ値が下が
り，ネオン線(400 MeV/u；室温)ではＧ値が 0.028
と最も高いＧ値を示した。液体窒素温度（固相）
では，室温（液相）の場合よりも若干低いＧ値
となった．核酸塩基の検出も試みたが，検出下
界以下であった。
加水分解前の生成物をゲルろ過法，熱分解
GC/MS 法などで分析したところ，推定分子量は
約 2300 で，その構造中に，種々の芳香族炭化
水素，複素環化合物，ニトリル類を含む極めて
複雑な有機物であることがわかった。
惑星間環境での有機物の変成を調べるため
に，アミノ酸への重粒子線照射を行い，β線照
射や紫外線照射の結果との比較を行ったとこ
ろ，一般に高エネルギー光子（紫外線・軟 X 線）
の方が重粒子線よりもアミノ酸等の有機物の
分解への寄与が大きいことがわかった。

1. 研究の目的とバックグラウンド
生命の誕生以前に生体有機物の存在は必須
である。すなわち無生物的に生体有機物が合成
されなければならない。生命誕生時の地球の大
気が酸化的であったならば，化学反応は起こり
にくく，必然的に地球外からの有機物の供給を
考えなければならない。隕石や彗星中に多様な
有機物が存在することが知られており，その安
定同位体比より，それらの有機物が極低温で生
成したことが示唆されている。そこで，分子雲
中の星間塵アイスマントル中での生成の可能
性が注目されるようになった。
星間で生成した有機物は原始太陽系星雲に
取り込まれ，さらに太陽系生成時に隕石母天体
や彗星に取り込まれる。地球へは，隕石や彗星
により，さらに隕石・彗星から生じたダスト（宇
宙塵）の形で供給したと考えられる。これらの

3. 今年度の研究内容（下線部が本年実施した
HIMAC 照射実験）
１）メタノール・アンモニア・水の系への種々
の重粒子線照射によるアミノ酸・核酸塩基合成
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アデニン，グアニン，チミンなどの核酸塩基類が
LC/MS により同定された。シトシンは GC/MS で同
定されているので，すべての主要核酸塩基が模擬
星間物質から生成可能ということになる。核酸塩基
は，アミノ酸と異なり，遊離態として生成することが
多い。
捕捉剤添加実験では，今回用いたものの溶解
度が低かったため，LC/MS 分析により，原料以
外の化学種が検出できなかった。より溶解性の
高い補足剤を用いた実験を行う予定である。

前年度にひきつづき，種々の重粒子線による星
間塵アイスマントル中でのアミノ酸前駆体の生成の
比較のため，メタノール・アンモニア・水（モル比
1:1:2.8 など）の混合溶液への炭素線(290 MeV/u)
照射を行った。照射線量（０〜15 kGy）や組成を
様々に変えて実験を行った。照射生成物は，酸加
水分解後，陽イオン交換 HPLC によりアミノ酸分析
を行っている。
比較として，一酸化炭素・メタン・アンモニア・水
等の混合気体に東工大タンデム加速器からの陽
子線(2.5 MeV)を照射し，同様にしてアミノ酸の分
析を行った。また，HPLC および LC/MS（逆相およ
び HILIC カラム使用）により核酸塩基類の検出を
行った他，MALDI-MS による分析も試みた。
また，反応過程にラジカルが関与していると
考えラジカル捕捉剤であるニトロキシドラジ
カル（tert-butyl(10-phenyl-9-anthryl)nitroxide）を
加えた炭素線照射実験も行った。

２）重粒子線照射に対するアミノ酸前駆体およ
び核酸塩基の安定性評価
高分子態アミノ酸前駆体CAWの水溶液に炭
素線，アルゴン線を照射した時，照射線量に応
じてアミノ酸回収率の減少が観察された。CAW
やヒダントイン類（低分子態アミノ酸前駆体）
は，遊離アミノ酸よりも重粒子線照射に対して
安定であることがわかった。また，宇宙環境で
のアミノ酸・アミノ酸前駆体の安定性を考える
場合，太陽からの紫外線が最も分解に大きく寄
与することが示された。
核酸塩基類はアミノ酸前駆体よりもさらに
重粒子線に対する安定性が高く，また，分解生
成物も芳香環構造を維持する傾向が高いこと
がわかった。

２）重粒子線照射に対するアミノ酸・アミノ酸
前駆体および核酸塩基の安定性評価
種々の核酸塩基水溶液に対し，HIMAC からの
重粒子線(290 MeV/u 炭素線，400 MeV/u ネオ
ン線)を照射した。照射前後の試料を加水分解後，
HPLC(逆相カラムや HILIC カラム使用)で分析し，
核酸塩基の安定性（回収率）を調べた。
4. 今年度の研究成果と解析結果
１）メタノール・アンモニア・水の系への種々
の重粒子線照射によるアミノ酸合成
メタノール・アンモニア・水（モル比 1:1:2.8）の混
合溶液への炭素線(290 MeV/u)照射生成物中の
アミノ酸分析を行ったところ，いずれの照射生成物
からも，加水分解後にグリシン等のアミノ酸の生成
が確認された。グリシンが最も多く生成し，その G
値は 10 cmφ照射場の場合，線種にかかわらず
10-3 程度であり，炭素線を高フルエンス率（3cm 照
射場）で照射した場合に若干高い値を示した。こ
れらの結果は，過去の実験結果と一部異なるとこ
ろがあり，次年度，再度確認する予定である。
混合溶液の組成を，より星間塵環境に近づけた
実験では，メタノールやアンモニアの濃度を下げる
ことによりグリシンのＧ値は減少するものの，モル比
1:0.1:3.7 のものでもグリシンの生成が確認できた。
比較として，一酸化炭素・メタン・アンモニア・水
等の混合気体への陽子線(2.5 MeV)を東工大タン
デム加速器を用いて照射した。一酸化炭素・アン
モニア・水の混合気体に照射した場合にはグリシ
ンの G 値が 0.4 と，極めて高い値を示したが，メタ
ンを加えると，アミノ酸の多様性は増すものの，グリ
シンのＧ値は１桁減少した。アミノ酸の他，ウラシル，
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３）今後の展望
次年度，照射生成物の構造や反応機構を調べ
るための捕捉剤添加実験や生成物の質量分析，
赤外分析などを進める予定である。
国際宇宙ステーションの曝露部を用いて，宇宙
塵の捕集および有機物の曝露実験を行う実験
「たんぽぽ計画」が採択され，2015 年に始まる
予定である。曝露実験に用いる有機物としては，
HIMAC 実験の結果などからグリシン，イソバ
リン，ヒダントイン類（アミノ酸前駆体）およ
び CAW（高分子態アミノ酸前駆体）が選定さ
れた。また，極低温の分子雲環境下での重粒子
線による有機物生成をデジタル加速器(KEK)を
用いて行うことを計画している。
----------------------------------------------a. 横浜国立大学大学院工学研究院
b. 東京薬科大学生命科学部
c. 放医研環境放射線影響研究グループ

治療ビーム中の中性子・荷電粒子フラグメントによる生物効果に関する研究
Study of the biological and clinical effects caused by secondary radiation
on charged-particle radiotherapy
(12H158)
a,b
a
a
松藤成弘 、福村明史 、赤羽恵一 、高田真志 a、岩田佳之 a、米内俊祐 a、稲庭拓 a
河野俊之 b、佐竹佑介 a,b、古場裕介 a、深堀麻衣 a、脇田明尚 a,b、松山哲大 a,b、石田祥大 a,b
篠崎真理 a,c、三上集 a,c、下山薫 c
N. Matsufujia,b, A. Fukumuraa, K. Akahanea, M. Takadaa, Y. Iwataa, S.Yonaia, T. Inaniwaa
T. Kohnob, Y. Satake a,b, Y. Kobaa, M. Fukahoria, A. Wakita a,b, T. Matsuyama a,b, A. Ishida a,b
M. Shinozaki a,c, S. Mikami a,c, K. Shimoyama c
Abstract
In heavy ion radiotherapy, clonogenic cell survivals
obtained by cell irradiation are generally used as the
biological endpoint. But those experimental cell lines
sometimes show chronic change in radiosensitivity. Thus,
it is desired to establish more stable and easier modality
in order to estimate the biological effectiveness. So, I
focus and developed on the SBD (Superheated Bubble
Detector) for this purpose because the sizes of the
interest unit, domain which is microdosimetric unit in
cell nucleus and the effective length which is critical
region to trigger the phase transition in SBD, are in the
same order of magnitude (~1m).
SBD was irradiated by 1H 、 12C 、 20Ne 、 40Ar at
HIMAC BIO –port. Immediately after irradiation, the
SBD was scanned with X-ray CT in order to obtain 3D
distribution of the bubbles. I try to explain the response
of SBD by Microdosimetric Kinetic Model (MKM).
Response of SBD increased by increasing energy
deposition. So, SBD showed the response which similar
to cells. But in the high energy deposition area, response
of SBD exceeded the biological effectiveness. It is
different from the apparent response of the cells. So,
Model that can explain the response of SBD is needed.

は、ポリマーゲル中に分散した過熱液体の微小液滴
の相転移を利用して放射線を検出する。再圧縮操作
を行うことで繰り返し使用可能であり、組織等価な
構成であることから医療応用も期待されている。過
熱液滴型検出器は数十 nm オーダーの領域への線量
付与によって相転移が観測されるため、粒子のトラ
ック構造の違いを反映したマイクロドシメトリ的な
測定の可能性があり、生物効果の推定に有用となり
うることが示唆された。過熱液滴型検出器は微小線
量を検出できるため、照射野外における二次粒子の
生物効果も評価できる可能性がある。以上の状況を
鑑み、本研究では計測を通じて治療用放射線による
照射野内外の生物学的効果の評価を行う。得られた
結果にマイクロドシメトリ的な解析方法を採用し、
照射野の内外での治療ビームの物理・生物線量分布
を正しく評価することを目的とする。
2． 昨年度までに得られている結果
昨年度は、SBD の自作に取り組み吸収線量に対す
る基礎的な応答特性を明らかにした。SBD はグリセ
リンと数種の試薬を混合して重合反応が起こり高分
子化する水性ゲルに、液化イソブテンガスを混合し
て製作することができる実験は生物照射室で、ビー
ム軸上に SBD を設置して照射を行った。開発初期は
感度が不明であったため、数百μGy から数十 mGy
の範囲でのビームの照射を行った。検出器の個体差
によるが数 mGy～数百 mGy の線量域で概ね良い直
線性が確認された。しかしその後気泡数が減少して
いる。これはゲルの硬度が足りず気泡がゲル内から
揮発していったのではないかと考えられる。この線
量域であれば 107［pps］程度のビーム強度で照射を
行えるので、治療照射ポートに備え付けられている
線量モニターでビームの制御を行うことが可能であ
ることが明らかとなった。

1． 研究の目的とバックグラウンド
荷電粒子の生物学的効果が線量のみならず粒子の種
類やエネルギー、即ち線質に依存することは古くか
ら知られていた。治療用重粒子線は物質を通過する
際、一部が原子核と衝突して核反応を起こす。その
結果一次粒子数が減少する一方で、中性子も含んだ
様々な二次粒子が発生する。中性子や陽子などは
Bragg peak 近傍では一次粒子数を上回る生成量が予
測され、多重散乱を通じて動径方向へも大きく散乱
される。従って特に照射野外、即ち粒子線治療にお
いては腫瘍周囲に存在する正常組織への付与線量の
主因となると推定される。このことは、照射野の内
外で線質、即ち生物効果が大きく変化することを示
唆するものである。現在、生物効果を評価する指標
として細胞を用いた生物実験が行われている。しか
し、実験に使用する細胞の放射線感受性は徐々に変
化するため、確実な指標とは言い難い。そこで、細
胞照射実験に依らずとも簡便に生物効果を評価でき
る指標として過熱液滴型検出器(以 SBD：Superheated
Bubble Detector)の利用を考える。過熱液滴型検出器

3． 今年度の研究内容
本年度も引き続き検出器の自作・改良を行った。検
出器の品質を左右する要因として、試薬やガスの量、
液化ガスの撹拌や混合などの作成の方法や作成環境
の検討を行った。実験は生物照射室で、SBD を垂直
(図 2)またはビーム軸上(図 3)に設置して 1H、12C、20Ne、
40
Ar を 106～109 [pps]の強度で照射した。検出器は 9
本用意し、それぞれのロットの検出器にそれぞれの
176

図 5 に示す。SBD 内での深度が増し、y*値が増大す
るにつれて SBD の応答も大きくなった。この傾向か
ら、SBD が生物に類似した応答特性持っていること
が明らかとなった。しかし高 y*領域においては生物
効果を上回るような応答を示した。そのため SBD の
応答特性を説明することができるモデルの検討が必
要となる。今後は気泡分が均一であり、長期利用に
耐えうる検出器の開発や、様々なエネルギーや粒子
種が混在する治療用ビームに対する応答の評価を行
う予定である。

粒子を照射した。照射後の SBD 内での気泡の 3 次元
分布を取得するため、X 線 CT で撮影を行った。本
実験で使用した CT のスライス圧は 0.625 [mm]であ
る。垂直照射では検出器全体に LET の変化が少ない
一様なビームを気泡が飽和するまで照射した。CT
撮影を行い、スライス毎の気泡数を計数することで
SBD がもつ液滴分布を取得した。軸照射では SBD
後半にブラッグピークが一致するように BF を挟み
スライスごとに計数した気泡数とそのスライス厚の
エネルギー付与と比較して、エネルギー付与に対す
る依存性を明らかにした。さら得られた気泡生成特
性について、生物効果モデル MKM を用いて、SBD
の応答の説明を試みた。
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図 2 垂直照射
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表 1 検出器のロットと照射した粒子種
4． 今年度の研究成果と解析結果
垂直照射の結果から、SBD 内の液滴に偏りがあるこ
とが明らかとなった。そのため、軸照射の結果に液
滴分布の偏りを考慮した補正を加えた。補正を加え
た軸照射の結果と電離箱の深部線量分布を比較した
ものを図 4 に示す。横軸は SBD の水等価厚測定から
算出した深さで、縦軸は最初のスライスでの気泡数
とそれに対応する位置の線量で規格化した値である。
図 4 より SBD は吸収線量以上の応答を示しているこ
とが明らかとなった。MKM によって推定された気
泡生成曲線と実験によって得られた気泡数の結果を
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図 5 SBD の気泡分布と MKM によって推定された
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核破砕反応により生成される陽電子崩壊核を利用した
照射野確認システムに関する研究
Study on system for evaluating irradiation field by using positron emitters
produced through fragmentation reactions
(13H177)
阿南佑樹 a、河野俊之 a、佐藤眞二 b、稲庭拓 b、吉田英治 b、山谷泰賀 b
Y. Anana, T. Kohnoa, S. Satob, T. Inaniwab, E. Yoshidab, T. Yamayab
Abstract
To evaluate the fields irradiated with proton
beams in a patient’s body, utilization of the positron
emitters produced through target fragmentation
reactions with protons has been examined.
In the previous studies, the ranges of 12C beams
were estimated with the positron emitters in projectile
fragmentation reactions. Some kinds of tissue
equivalent materials were irradiated to simulate a
human body, and the ranges were estimated within an
accuracy of ±1.0 mm by assuming that the irradiated
targets were water. This means that it is possible to
regard the target as water in spite of the difference in
their chemical composition.
In this year, we used 1H beams of 160 MeV
which can cause only target fragmentation reactions.
In this case, the annihilation radiation distributions
are expected to be much affected by the target
composition. The results show that for the five targets,
it is possible to estimate the ranges within an
accuracy of ±3.0 mm by assuming the targets were
water. Consequently, the theoretical calculation for
the range estimation can be simplified even in proton
irradiations.
1. 研究の目的とバックグラウンド
重粒子線を用いたがん治療では、重粒子線の持
つ優れた特性である良好な物理線量分布、Bragg
ピーク領域における高い生物学的効果比等を利
用することで、従来の X 線、線、非荷電粒子線
に比べ、患部に線量を集中させ、周辺の正常組織
への影響を最小限にとどめることが可能である。
一方で、この特性は、ビーム制御等を誤って患部
を外れた照射となった場合には、正常組織に大き
な影響を与える可能性がある。そこで、患者体内
での荷電粒子の振る舞いや与えられる線量分布
を何らかの形でモニタすることが非常に重要と
なる。本研究では核破砕反応により生成される陽
電子崩壊核を利用し、そこからの消滅放射線を観
測することで、患者体内での線量分布を外部から
直接的に確認するためのシステムを構築するこ
とを目的としている。
2. 昨年度までに得られている結果
核破砕反応による陽電子崩壊核の生成、輸送、
崩壊、消滅放射線の検出を理論的に計算するコー
ドを開発し、この計算値と、ポジトロンカメラあ
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るいは PET 装置により測定された消滅放射線分
布を最尤推定法(Maximum Likelihood Estimation
Method : MLE 法)により比較することで、標的中
の線量分布や飛程推定を行う手法の開発を行っ
てきた。元素組成が既知である均質標的内にスキ
ャニング法で作成した照射野の 3 次元線量分布
を推定する方法を開発しつつ、元素組成が未知あ
るいは不均質な標的については、pencil beam の飛
程推定について検討してきた。その結果、各種人
体模擬物質に対する 12C ビームの照射実験におい
て、実際の組成にかかわらず標的全体を水と仮定
して飛程推定を行ったとしても、±1.0 mm の精
度で求めることができることがわかった。これは、
人体を水と仮定しても飛程推定に及ぼす影響は
小さいことを示唆している。
3. 今年度の研究内容
今年度も引き続き 1 次元飛程推定のみに絞っ
て研究を行った。昨年度までの 12C ビーム照射実
験における飛程推定は、「入射核破砕反応」で生
じる陽電子崩壊核を利用したものであり、そのた
め実際の組成と計算上の組成が異なっても飛程
推定へ大きな影響を与えなかった可能性がある。
そのため今年度は入射ビームを 1H に変え、
「標的
核破砕反応」で生じた陽電子崩壊核に着目して飛
程推定を行った。1H ビームは標的核破砕反応し
か起こさないため、生じる陽電子崩壊核種は標的
の元素組成に大きく依存する。そこで 1H ビーム
を用いて昨年度と同様の飛程推定を行い、未知組
成標的を水と仮定した場合の飛程推定への影響
を検証した。
標的物質を表 1 に示す。前年度同様、水に近い
密度のものや人体模擬物質を使用した。照射実験
表 1 照射に用いた試料
標的物質
水
PE
PMMA
上腕骨(参考)
PVC
テフロン

密度(g/cm3)
1.0
1.0
1.2
1.5
1.5
2.2

組成
H2O
(C2H4)n
(C5H8O2)n
―
(C2H3Cl)n
(C2F4)n

は、SB1 コースで 1H 160 MeV の pencil beam を用
いて行った。照射終了後から、主な測定対象であ
る陽電子崩壊核のおよそ半減期分(15O：5 分、11C：
20 分)ポジトロンカメラで測定し、消滅放射線分
布の測定値と計算値を比較することで飛程を推
定した。
4. 今年度の研究成果と解析結果
代表的な結果として、PMMA の 1 層標的とテ
フロン(50mm)+PMMA の 2 層標的における消滅
放射線分布を図 1、図 2 に示す。図 1 において、
横軸は標的中の深さ、縦軸はポジトロンカメラで
検出された消滅放射線数を表す。また点は測定値、
赤実線は実際の PMMA の組成を用いた場合の計
算値、青破線は組成を水と仮定した場合の計算値
である。PMMA 標的中の飛程推定値は、実際の
組成を用いた場合は、RMLE = 154.7±0.4 mm、組
成を水と仮定した場合は RMLE(wat.) = 155.7±0.4
mm となり、1 mm 程度の差が生じた。一方、別
途行われた測定による飛程は Rexp = 153.1 mm で
あった。
本研究では、飛程付近の消滅放射線分布のフォ
ールオフの再現性によって飛程推定を行ってい
る。そこで分布形状に着目すると、実際の組成を
用いた場合と水と仮定した場合では、多少の違い
が見られる。これは、標的核破砕反応によって生
じた陽電子崩壊核種が異なるためであり、上記の
再現性に影響を与えていることがわかる。
また図 2 の 2 層標的に対しては、平坦領域では
計算値と測定値に大きな差があるが、飛程推定精
度は 1 層標的と同程度の結果が得られた。これは、
フォールオフ領域のみが飛程推定に影響を与え
ることを示している。

その他の標的についても、飛程の推定値と測定
値を表 2 に示した。両者の差を ΔR(=RMLERexp)
とすると、実際の組成で飛程推定を行った場合は
ΔR は±2 mm 以内、水と仮定した場合は±3 mm
以内におさまる結果が現時点では得られている。
また RMLE < RMLE(wat.)の傾向が確認された。以上よ
り、人体のような複雑な組成の場合にすべて水と
仮定して計算したとしても、3 mm 以内の精度で
飛程推定できることが期待される。

図 2 テフロン(50 mm)と PMMA の 2 層標的中
に生じた消滅放射線分布
表 2 各標的における飛程推定値。括弧内の数字
は ΔR(=RMLERexp)を表す。
標的
水
PMMA
PMMA
(2 回目)
PE
PVC
テフロン
+PMMA
(2 層)

Rexp
177.2
153.1
※1

153.1

※1

174.7
136.9

※1

※1

121.4

RMLE
177.3(0.1)
154.7(1.6)

RMLE(wat.)
―
155.7(2.6)

152.7(-0.4)

153.9(0.8)

172.3(-2.4)
138.4(1.5)

173.5(-1.2)
139.4(2.5)

※2

※3

118.7(-2.7)

119.8(-1.6)

※1 SB1 コースの治療台が故障していたため、
Rexp を測定することができなかった標的に関し
ては、過去の測定値や 12C ビームで測定した水
等価厚から算出し、参考値として扱った
※2 水より分布が類似している PE の 1 層標的と
仮定した場合の飛程推定値
※3 PMMA の 1 層標的とした場合の飛程推定値

図 1 PMMA 標的中に生じた消滅放射線分布
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重イオン照射によりメタノール中に生成するラジカル量の研究
Yields of radicals produced in methanol irradiated by heavy ions
(13H180)
中川清子 a,b、村上 健 c
S. Nakagawaa,b and T. Murakamic
Abstract
The radicals produced in methanol irradiated
by heavy ions were studied by spin trapping
with phenyl-t-butylnitrone (PBN). The
concentration of the solute was 0.1 mol/L. Siion (490 MeV/u), Ar-ion (500 MeV/u) and Feion (500 MeV/u) were irradiated and LETvalues were 60 - 160 eV/nm for Si-ion, 100 –
240 eV/nm for Ar-ion and 200 - 320 eV/nm for
Fe-ion. The ratio between the spin adduct,
PBN-CH3O/PBN-CH2OH decreased with
increasing the LET value for irradiation of the
same kind of ion. Moreover, the ratio obtained
by Ar and Fe-ion irradiations was larger than
that by lighter ion at the same LET value. On
the contrary, the ratio (PBN-CH3O +PBNCH2OH) / PBN-H decreased with increasing the
LET value and the mass of ion.

ため、使用するスピントラップ剤や照射温度
などが適当でないと観測が非常に難しい。
一方、メタノールでは、前者のラジカルを
比較的安定に検出することが可能である 1)。
また、メタノールは分子構造が水分子に近く、
水溶液との比較も重要である。
そこで、本研究では、スピントラップ剤を
利用して、イオンビーム照射によりメタノー
ル中に生成するラジカルの分布について検討
することとした。
２．昨年度までの成果
スピントラップ剤としてフェニル-t-ブチル
ニトロン(ＰＢＮ)0.1 mol/L および 0.5 mol/L
を溶解したメタノール溶液に、ヘリウム(150
MeV/u)、炭素(135, 290, 400 MeV/u)、ネオン
イオン(400 MeV/u)を照射した時に生成するラ
ジカルを測定した。PBN-CH2OH に対する PBNOCH3 の生成比は、炭素およびネオンイオンの
照射ではヘリウムイオン照射と比較して小さ
く、ＬＥＴの増加に伴って減少した。一方、
PBN-H に対する PBN-CH2OH＋PBN-OCH3 の生成比
は同じＬＥＴ領域において、炭素イオン照射
の方がネオンイオン照射より大きかった。
また、0.5 mol/L 溶液における PBN-CH2OH に対
する PBN-OCH3 の生成比は、0.1 mol/L 溶液の
1.7 倍であり、PBN-H に対する PBN-CH2OH＋
PBN-OCH3 の生成比は 0.1 mol/L 溶液より小さ
かった。
今年度は、高ＬＥＴ領域での効果を検討す
るためケイ素イオン(490 MeV/u)、アルゴンイ
オン(500 MeV/u)および鉄イオン(500 MeV/u)
を照射してラジカルの生成量を測定した。
３．今年度の研究内容
フェニル-t-ブチルニトロン(ＰＢＮ)のメタ
ノール溶液(0.1 mol/L)を作成し、50 µL を 2
mmφのＥＳＲ試料管に封入し、真空ラインで
脱気した。ＨＩＭＡＣの生物照射室で、ケイ
素イオン(490 MeV/u)、アルゴンイオン(500
MeV/u)および鉄イオン(500 MeV/u)を照射した。
ＬＥＴは 60 – 160 (Si), 100 - 240 (Ar) お

１．研究の目的とバックグラウンド
重イオン照射のようなＬＥＴの高い放射線
照射では、照射によって高密度に活性種が生
成し、生成物のＧ値がＬＥＴの低い放射線
（γ線・電子線等）と異なることが知られて
いる。したがって、重イオン照射を含めた放
射線照射による生成物のＧ値のＬＥＴ依存性
を調べることにより、生成物の反応機構が照
射の初期に生成する活性種の影響をどの程度
うけるかがわかる。スピントラップ剤を利用
して、安定化したラジカルをＥＳＲ測定する
ことで、初期生成ラジカル量を直接観測する
ことが可能となる。
イオンビーム照射における初期生成ラジカ
ルの研究は、水溶液中においては多くの測定
例があるが、アルコール溶媒においてはほと
んど行われていない。γ線照射の研究によれ
ば、アルコールでは HR-O·ラジカルと·R-OH ラ
ジカルの２種類が生成することが知られてい
る。2-プロパノールでは、前者のラジカルは
非常に不安定ですぐに後者に変化してしまう
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ンより軽いイオンでは重イオン照射ほど PBNOCH3 の生成割合が減少した。アルゴンおよび
鉄イオン照射で PBN-OCH3 の生成割合が増加し
たのは、イオントラック内で高密度のカチオ
ン・電子の再結合反応で励起状態のメタノー
ル分子が生成し、CH3O·ラジカルの生成が促進
されたためと考えられる。
PBN-H に対する PBN-CH2OH＋PBN-OCH3 の生成
比を図２にプロットする。高ＬＥＴ照射およ
び重イオン照射で、PBN-H の生成割合が増加
していることがわかる。これは、局所的に生
成したメタノールラジカルは拡散が遅く PBN
と反応する前に再結合してしまうのに対し、
プロトンの拡散が速いことを反映していると
考えられる。今後は、メタノール-d4 を使い、
プロトンの拡散のＤ置換効果について検討す
る。

よび 200 – 320 (Fe) eV/nm であった。生成
ラジカルの減衰の影響を抑えるため、照射時
間は 25 分以内に設定し、線量で 30～90 Gy 照
射した。
生成したラジカルの測定には、ＭＢ２のＥ
ＳＲ装置を使用した。ＥＳＲ測定条件は、マ
イクロ波出力: 4 mW, 共鳴周波数: 9.2 GHz,
磁場: 325±7.5 mT, 磁場変調幅: 50 µT であ
った。
イオンビーム照射は室温、ＥＳＲ測定は
263 K で行った。照射後の試料は、生成ラジ
カルの反応を抑えるため、液体窒素中に保管
した。
４．今年度の研究成果と解析結果
PBN-CH2OH に対する PBN-OCH3 の生成比を図
１にプロットする。同じイオン種では、ＬＥ
Ｔの増加に伴って PBN-OCH3 の生成割合が減少
している。同じＬＥＴの場合、アルゴンイオ
1

1

PBN-CH3O/PBN-CH2OH

γ-ray

◆：He 150MeV/u
◎： C 135MeV/u
●： C 290MeV/u
○： C 400MeV/u
▲：Ne 400MeV/u
×：Si 490MeV/u
■：Ar 500MeV/u
＋：Fe 500MeV/u
0.1
1

10

LET eV/nm

100

1000

図1 メタノールラジカル生成比のＬＥＴ依存性

(PBN-CH3O+PBN-CH2OH)/PBN-H

100

◆：He 150MeV/u
◎： C 135MeV/u
●： C 290MeV/u
○： C 400MeV/u
▲：Ne 400MeV/u
×：Si 490MeV/u
■：Ar 500MeV/u
＋：Fe 500Mev/u

γ-ray
10

1
1

10

100
LET eV/nm
図2 メタノールラジカル生成比のＬＥＴ依存性

1000

参考文献 1) S. W. Mao and L. Kevan, Chem. Phys. Lett., 24, 505 (1974).
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都産技研, b 神奈川大
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重イオンビームのエネルギー付与特性を利用したナノ空間制御材料の創製
Fabrication of nano space controlled materials using high-energy heavy ion irradiation
(13H186)
鷲尾方一 a、大島明博 b、濱 義昌 a、坂上和之 a、岡 壽崇 c、村上 健 d
M. Washioa, A. Oshimab, Y. Hamaa, K. Sakauea, T. Okac, and T. Murakamid

Abstract: High-energy ion beams from MEXP port in

の微小空間における局所性に関して基礎的知見を

HIMAC were irradiated to various perfluorinated

取得するとともに、ナノ空間でのエネルギー付与量を

polymers under vacuum at room temperature (RT).

制御し、空間的な分布を持ったラジカルを誘起し、グ

In

ラフト反応させることを試み、燃料電池用の空間制御

the

case

of

perfluorinated

polymers,

three-dimensional micro-functional proton exchange

機能材料の創製を行った。

membranes (MF-PEMs) with controlled hydrophilic and

２．前年度までに得られている研究内容

hydrophobic hybrid structures in the thickness direction

これまでに、各種高分子に、中エネルギー照射室で

were fabricated by ion beam and ultra-low energy

各種イオンを 109n/cm21013n/cm2 のフルエンスまで、

electron beam (ULEB) induced hybrid grafting technique.

真空中室温下で照射した。照射後、顕微 FT-IR、

Poly(tetrafluoroethylene

hexafluoropropylene)

UV-vis 測定、19F-NMR、ESR, DSC などにより、イオン

(FEP) irradiated by ULEB under vacuum at RT. And then

の飛跡方向での局所的な化学構造ならびにモルフ

Stacked FEP films covered by stencil mask were

ォロジー変化を評価してきた。その結果、各種イオン

irradiated by various ions. After irradiation, FEP was

照射を行った際に生成捕捉されるラジカルを ESR に

grafted with functional monomer in Waseda University.

て評価し、その収量とイオンの透過した距離の関係

The structure and characteristics of fabricated MF-PEMs

は、SRIM2013 によって得られるブラッグカーブに概

were

imaging,

ね対応することを明らかにしてきている。また、イオン

Moreover,

照射後、生成したラジカルを利用したグラフト反応が

electrochemical analysis and fuel cell test was carried out.

可能であることを示し、次世代のエネルギーデバイス

From Raman imaging, it was observed that MF-PEM

である燃料電池への応用を検討してきた。イオンビー

with the controlled hydrophilic and hydrophobic hybrid

ムによる面方向での親水／疎水部の機能制御を行

structures would be obtained by our fabrication process.

った場合、ステンシルマスクの形状に合わせて、親水

１．研究の目的とバックグラウンド

部の膨潤が原因と考えられる格子状の凹凸があるこ

evaluated

3D-Ramman

by

imaging,

-co-

XPS,
and

SEM-EDX
so

on.

高分子に対するイオンビーム誘起の放射線化学

とが確認されたことから、膜表面を含めた全体の空間

は、固体材料への量子ビームからのエネルギー付与、

的な機能化を行うことで発電性能に優れる電解質膜

放射線場で使用される材料の健全性、材料への機

が得られることがわかった。

能付与や加工等、基礎から応用に至る非常に多岐

３．今年度の研究内容

に渡る先端科学分野に資する可能性を秘めているが、

本年度は、主に電子ビームとイオンビームの複合照

必ずしも十分な理解と利用には至っていない。本課

射によって誘起されるラジカルを利用したナノ空間制

題では、各種高分子(i) 含フッ素系高分子（PTFE,

御を行ったフッ素系の機能性電解質膜の合成を試

FEP）、(ii)ポリイミド（PI）等の耐熱高分子、(iii)バイオ

みた。フッ素系高分子（PFA および FEP）に対して、

プラスチックを主な試料とし、イオンを真空中照射し、

予め超低エネルギー電子ビームの加速エネルギー

分光分析、構造解析等を行い、照射による化学反応

を変えてフィルムの表面に照射し、その後、各種イオ
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ンを中エネルギー照射室にて室温真空中(210-4Pa

ア性及び表面改質による表面の平滑性をバランスよ

以下)照射した。ビームサイズは典型的な場合でφ

く併せ持つことためであると考えられる。

25mm 程度である。照射試料は、厚さ 25-100m の
FEP フィルムを SRIM コードのよる各種イオンの飛程
分の膜厚になるように重ねあわせて、スタック構造とし
照射した。電子ビームとイオンビームを組み合わせ、
試料内に空間的に制御された分布を持ったラジカル
を誘起し、後グラフト反応を利用して、空間的に機能

(a) UL50

(b) UL60

(c) UL70

(d) UL80

制御された燃料電池用の電解質膜を合成した。
４．今年度の研究成果と解析結果
イオンと電子ビームを組み合わせたハイブリッドグラ
フト重合法による電解質膜合成において、表面層の
機能化領域の最適化を検討するため、超低エネルギ
ー電子ビームの加速エネルギーを変えて照射し、そ

Fig. 1 イオンビーム／電子ビームハイブリッド重合法に
より得られた空間機能制御電解質膜のレーザー顕微鏡
像. 各図は、電子ビームの加速エネルギーを変えたも
の で あ る 。 (a) UL50(50kV), (b)UL60(60kV),
(c)UL70(70kV), (d)UL80(80kV)

の後、C6+イオンビーム照射(6 MeV/u)実験を行った。
イオンビームのみでは、これまでに報告しているよう
に、面方向でマスク形状に合わせた微細的に機能化
された電解質膜が合成できるが、親水部の隆起によ

15

1

り表面に生じる凹凸が観察された。

0.8

Voltage (V)

と電子ビームのハイブリッドグラフト重合により得られ
た電解質膜のレーザー顕微鏡像である。凹凸の高低
差が、50kV で電子ビーム照射を行った電解質膜
（UL50）は 8µm 程度であったのに対し、80kV の電子
ビームで照射（UL80）では 1 µm 程度まで減少してお

10
0.6
0.4
5

化されることが観察された。発電時における界面の抵

0

抗は、この表面平滑性に起因するため、性能に直結

2

0.2

り、電子線の加速電圧が高いほど凹凸が小さく平滑

Power density (mW/cm )

Fig.1 は、100m の FEP フィルムを基材として、イオン

UL50
UL60
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すると考えられる。SEM-EDX による断面観察により

Fig. 2 5wt%メタノール使用時の発電試験結
果 (30ºC, MeOH: 3ml/min, O2: 50 ml/min,

UL50 は表面から 30m 程度親水部を有するのに対

0.2 MPa)

し、UL80 は 60m 程度であった。各 M-PEM に対す

５．今後の展開予定

る 30ºC での燃料透過試験を行った結果、UL50 は

今後、ステンシルマスクの格子間隔のマイクロオー

UL80 と比較して燃料透過性が 7 割程度に抑制され、

ダーからナノオーダーへの縮小や本材料の実用化

高濃度になるにつれて透過量の差が顕著になって
いた。これは、電子線照射時の加速電圧が低いほど、
メタノールバリア性に優れる疎水部の領域が保持さ

に向けた、簡易化したプロセス設計を検討する予
定である。

れることに起因していると考えられる。

a. 早大理工研, RISE, Waseda Univ.

Fig.2 に 5wt%メタノール使用時における各電解質膜

b. 阪大産研, ISIR, Osaka Univ.

の発電試験結果を示す。UL70 は、他の PEM と比較

c. 東北大 高等教育開発推進セ, Tohoku Univ.

して、高い出力特性を示した。これは優れたガスバリ

d. 放医研物理工学部, HIMAC, NIRS
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位置有感比例計数管の重イオンに対する応答
Response of a position-sensitive tissue equivalent proportional counter to heavy ions
(14H189)
a, e
b, e
寺沢和洋 、道家忠義 、佐々木慎一 c、谷森達 d、松本晴久 e、
俵裕子 c、内堀幸夫 g、窪秀利 d、込山立人 e、北村尚 g、
身内賢太朗 f、中村裕広 e、永松愛子 e、伊藤裕一 e、布施哲人 e、岸本祐二 c、
齋藤究 c、高橋一智 c、寺門康男 h、中澤道夫 h、江口信次郎 h
鈴木朋憲 h、佐藤祐貴 h、桑田金佳 h、河本泰成 h
K. Terasawa a, e, T. Doke b, e, S. Eguchi h, T. Fuse e, Y. Kishimoto c, H. Kitamura g, Y. Kohmto e,
T. Komiyama e,H. Kubo d, K. Kuwata e, Y. Itoh e, H. Matsumoto e, K. Miuchi f, M. Nakazawa h,
A. Nagamatsu e, Y. Nakamura e, K. Saito c, S. Sasaki c, Y. Sato e, T. Suzuki e, K. Takahashi c,
T. Tanimori d, H. Tawara c, Y. Terakado h, Y. Uchihori g
Abstract
We have been developing a new space dosimeter
named
“Position-Sensitive
Tissue-Equivalent
Proportional Chamber (PS-TEPC)” with tissue
equivalency and position sensitivity. The Bread
Board Model (BBM) for the detection part was
manufactured and irradiated. The flight model was
also developed. Data acquisition for energy
deposition and three dimensional tracks has been
performed.
1.

研究の目的とバックグラウンド
月や火星への有人ミッションの際に、より長期
化する宇宙滞在において、根源的な問題の一つは、
宇宙放射線被曝であり、被曝線量の測定精度は滞
在期間に強い制限を与える。
宇宙放射線被曝線量に対して定常的に寄与す
るのは銀河宇宙線であり、荷電粒子（主に陽子か
ら、鉄までの重イオン）とその 2 次粒子（中性子
を含む）であるが、技術的な観点から、これまで
荷電粒子と中性子について別々に測定が行われ
てきた 1, 2)。更に現状で、中性子については十分
な測定が行われていない。そこで、荷電粒子と中
性子の両方の測定が可能となるような検出器の
開発に着手した 3)。
線量評価は、吸収線量と線質係数の積である線
量当量で行うことができる。線質係数は LET の関
数として与えられるので、宇宙放射線線量計とし
て成立するための最初の条件は、LET を精度よく
測定できることにある。入射粒子の 3 次元的な飛
跡を測定できれば、検出器内での経路長 R と粒子
が検出器内に付与したエネルギー E を測定する
ことで、LET を E/R として求めることができる。
NASA が標準検出器として採用している TEPC
(Tissue Equivalent Proportional Counter) 4) は、文字
通り生体組織等価物質で構成され、中性子に感度
を持つが、位置有感でないため、LET 分布の実時
間計測を宇宙長期滞在に対して必要な測定精度
で行うことが原理的にできない。代わりに y 分布
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という近似を使用している。そこで、TEPC に位
置 情 報 を 加え 、 経 路 長の 測 定 を 可能 と し た 、
PS-TEPC
(Position-Sensitive
Tissue-Equivalent
Proportional Chamber) の開発を本研究で開始した。
原理的には、Micro-Pixel Chamber (μ-PIC) 5) を用
いた Time Projection Chamber (TPC)により実現可
能となる。
銀河宇宙線には数百 MeV/n 付近にエネルギー
分布のピークがあり、HIMAC から供給されるビ
ームを、模擬銀河宇宙線として使用できる。本研
究の第一歩は、今回開発する検出器でまだ行われ
ていない、これらの荷電粒子についての応答を調
べることにある。
National Council on Radiation Protection -142
(NCRP-142)等で宇宙放射線被曝線量は個人線量
計（パッシブ）とエリアモニター（アクティブ）
の両方で十分な精度で測定することが勧告・推奨
されているが、国際宇宙ステーション上の日本の
実験モジュール内では、現状でアクティブな測定
は行われておらず、本研究でまずはそれを目指す。
a

2.

昨年度までの取り組みと結果
まず、有効体積が 100×100×100 mm3 の大きさを
持った既存の μ-PIC 検出器を用いて C 400 MeV/n、
Si 800 MeV/n、Fe 500 MeV/n のビームを照射した。
使用したガスは、アルゴンベースのガス（Ar: 90%、
C2H6: 10%の混合ガス）と線量計測の際に使用する
プロパンベースの生体組織等価ガス（C3H8: 55%、
CO2: 39.6%、N2: 5.4%の混合ガス）である。生体
組織等価ガスは、NASA の TEPC で使用している
ものと同じで、気圧はいずれも 1 気圧である。照
射実験の結果、阻止能の計算と比較して妥当な付
与エネルギーの平均値を得ることができた 6)。
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

慶應義塾大学・医学部 (Keio Univ.)
早稲田大学・理工学総合センター (Waseda Univ.)
高エネルギー加速器研究機構・放射線科学センター (KEK)
京都大学大学院・理学研究科 (Kyoto Univ.)
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
神戸大学大学院・理学研究科（Kobe Univ.）
放射線医学総合研究所 (NIRS)
明星電気（株）（Meisei Electric Co. LTD.）

更に、宇宙船への搭載性を考慮し、小型の μ-PIC
を新たに開発し（有効面が 25×25 mm2 ）、原子番
号が小さく低 LET でより測定の条件が厳しい He
ビーム、H ビームについても検出に成功し、更に
生体組織等価物質で作られたドリフトケージの
開発も行った。
位置分解能については、400 μm ピッチの電極で
隣り合う 4 本を接続し、x-y 面でそれぞれ 64 本あ
るストリップの読み出しをそれぞれ 16ch とし（全
体で 32ch）測定を行った。各ストリップからの応
答は前置増幅器、FlashADC を用いて読み出して
いる。
更に、プロパンベースガスよりも、ドリフト電
子の移動速度が速く、安定性もよいメタンベース
の生体組織等価ガス（CH4: 64.4%、CO2: 32.4%、
N2: 3.2%の混合ガス）の使用も開始し、いずれの
ガスを使用した場合も、荷電粒子に対して、NCRP
等で推奨している 30%以内 7) の測定精度を達成
できる見込みとなった 8,9)。
昨年度は更に宇宙船への搭載化を考慮し、実機
を想定した Bread Board Model（BBM）の製作を検
出部について開始した。

改良を行っている。具体的には、電極表面の有効
領域外に、一部陽極ストリップと同電位の部分が
あったため、裏側へ回す改良を行い、基板全体と
して四角形だったものを円形にし、信号経路も円
状に配置するようにした。それに伴い、電場整形
のためのガードリングも円形に改良した。BBM
の製作は検出部のみであったが、昨年度に引き続
き照射実験を行った。またこれまでの結果を集約
し、並行して、フライトモデルの製作を検出部の
みならず、制御部についても行い、最初の照射実
験を実施した。
4.

今年度の研究成果と解析結果
BBM の結果については、これまでの手作りの
検出器とほぼ同等の性能を達成することができ
た。Fig.1 に He 230MeV/n ビームの対する 3 次元
飛跡の例、Fig.2 に検出器内での付与エネルギーに
対する分解能を示す。多少のばらつきはあるが、
LET の範囲全体として、前年度までに報告してい
る過去の試作機と同様 30%以内の精度を達成で
きる見込みとなった。
フライトモデルについても最初の照射実験を
年末に実施し、良好な結果を得ているが現在解析
中である。制御部も合わせた実験は今回が初で、
ソフトについては一部改良を検討しており、来年
度に再度照射実験を行いたいと考えている。照射
実験と並行して環境試験を行い、ISS での軌道上
実証を目指す。

3. 今年度の研究内容
BBM の製作に当たっては、-PIC 基板について
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Fig.1 Reconstructed 3-dimensional tracks for the
irradiation of helium ions with the energy of 230
MeV/n
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Fig.2 Dependence of the energy resolution on the LET
for heavy ion beams with the PS-TEPC
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銀 塩 感 光 材 料 を用 いた飛 跡 像 の蛍 光 標 識 化 による微 細 飛 跡 検 出 システムの開 発

Development of minute-track-detecting system
by fluorescent-labeling method on silver-salt photographic materials
(12H212)

久下謙一 1，中 竜大 2，北原 怜 1，水口剛太朗 1，伊瀬谷夏輝 1，砂坂康平 3，稲葉俊喜 3，小平 聡 4
Ken’ichi Kuge1, Tatsuhiro Naka2, Rei Kitahara1, Gotaro Mizuguchi1, Natsuki Iseya1,
Kohei Sunasaka3, Toshiki Inaba3, Satoshi Kodaira4

Abstract
Analyzing systems for radiation tracks using silver-salt
photographic materials were developed. An outstanding
problem in the fluorescent-labeling method was
resolved. The key element for the emission of tracks
was ascertained. Temperature dependence of
post-exposure latensification method with red light was
investigated and suitable temperature was found.
Progress of elimination of γ-ray noise by adjusting the
sensitivity of photographic materials was obtained.

するため集中効果も低下する．今回赤色光後露光補力の
温度依存性を調べ，感度上昇に最適の温度を求めた．
③について，昨年低感度の感光材料で，混在する X 線
やγ線のノイズを除去する方法に取り組んだ．このとき感
光材料の感度調整に減感色素のフェノサフラニン（PS）を
用いたが，PS は像を軟調化させ，カブリを増大させるとい
う欠点があった．ここでは低露光量部の減感により硬調化
させるテトラゾリウム化合物 2)を用い，PS と比較した．
３．実験方法

１．研究の目的と背景
放射線にも感度を有する銀塩写真感光材料は，高い空
間分解能と三次元記録の可能な特性のため，微細な放射
線飛跡の重要な検出手段である．銀塩感光材料はファイン
ケミカルの頂点を極めたが，これは光に対する記録であっ
て，放射線記録については感光過程の解明も不十分であ
り，その能力を充分に引き出しているとは言えない．ここで
は銀塩感光材料の特長を極めた放射線飛跡検出手法と，
それに適した銀塩写真感光材料の開発を試みた．

①蛍光標識化： 濾紙上に調製したヨウ化銀沈殿に
NK863 (3,3’-diethyl-2,2’-oxacyanine iodide)と，構
造の類似する NK85 (3,3’-diethyl-2,2’- oxacarbocyanine
iodide)の，混合比の異なる２つの色素の溶液を滴下して，
その蛍光スペクトルを測定した．他のシアニン色素との組
み合わせでの発光についても調べた．
②赤色光補力： 補力効果を強めるため，分散の起こり
やすい硫黄増感乳剤 3)を用い，HIMAC の重粒子線や
241Am

のα線で露出した後，−30～20℃の温度で赤色光

２．本年度の研究内容

を照射し現像した．放射線での露出部と未露出部につい
①.蛍光標識化法の手法の確立，②.低温赤色光後露光 て，赤色光照射部と未照射部の現像後の黒化濃度を測定
補力による放射線感度の向上，③.飛跡解析におけるγ線 し，それぞれの差から赤色光の効果を調べた．
ノイズ除去法の開発を進めた．

③ノイズ除去：

テトラゾリ ウム化合物として

①について，以前の蛍光標識化法の報告 で，蛍光標 2,3-di(methoxyphenyl)-5-phenyltetrazolium(Tz)を用い
識化色素として用いていた NK863 色素について，その後 た．昨年と同じ写真乳剤に，PS を 3~300 µmol/molAg，Tz
１）

新規購入した同じ色素では飛跡が光らないという問題が生 を 30~300 µmol/molAg 添加した．HIMAC で重粒子線を
じており，引き続きこの問題の解決に取り組んだ．また，こ 照射し，現像処理の後，飛跡を光学顕微鏡で観察した．単
位長さあたりの現像銀粒子個数である Grain density
②の，分散した小さな潜像核を赤色光で大きな核に集 (GD)と，未露出部での乳剤膜の単位体積中の現像銀粒子
中させて感度上昇を得る補力法については，18P212で共 個数である Fog density FD を求めた．
れ以外の蛍光標識化に有効な色素の探索を行った．

同研究を行った．このとき化学増感処理は弱い赤色光感度

これらの研究のために炭素イオン(290MeV/n ; 1 回)と

を伴うため全体が弱く感光してしまう．この過程は電子の熱 ヘリウムイオン(150MeV/n ; 2 回)を，104~107 ions/cm2 の
励起を含むため，低温で赤色光露光を行えば防止できる． 密度で照射した．照射試料は，PS や Tz 添加乳剤自製フィ
ただ低温では銀核形成に必要な銀イオンの移動度も低下
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いくつかの色素の組み合わせを試したところ，混合する

ルム，硫黄増感乳剤自製フィルム，電子顕微鏡フィルムな

どの感光材料を積層し，遮光したパックで，合計 35 パック と飛跡を光らせるものがいくつか見いだされたが，顕著に
光るものは見いだせなかった．

に照射した．

②赤色光後露光補力： Fig. 3 の上半分にα線露出で

４．今年度の研究成果と解析結果
①蛍光標識化法： 濃度比を変えた NK863 色素と
NK85 色素の混合溶液を濾紙上に滴下したときの発光ス
ペクトルを Fig.1 に示す． NK85 色素の緑色発光は弱く，
紫色の NK863 色素の発光が遙かに強い．各色素単独で
も同じ発光スペクトルを示し，両者に相互作用が無いことを

の赤色光照射部と未照射部の黒化濃度の差を，下半分に
未露出部での同様の差を，各温度での硫黄増感と未増感
の感光材料について示す．潜像核の分散の起こりやすい
硫黄増感乳剤では，α線露出部の黒化濃度が−30℃から
温度とともに上昇した．赤色光による感度は 10℃付近から
増大しており，0～10℃で赤色光後露光補力の効果がもっ

示す．

とも顕著に表れた．分散しにくい未増感は補力効果も赤色
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光感度も示さなかった．潜像核の分散が強いと，従来条件
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めと推測された．不発光問題は解決をみた．
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Intercomparison and Verification of Active Dosemeters for Space
(14H233)
S. Burmeister1, J. Tammen1, R. Elftmann1, S. R. Kulkarni1, J. Steinhager1,
T. Berger2, Y. Uchihori3, H. Kitamura3, S. Kodaira3
Hamamatsu detector. Hamamatsu photo diodes are
used for light collection from the crystal. Readout
electrons is included a pre-amp with new design. The
HIMAC accelerator facility is used to see the initial
performance of the demonstration model with heavy
ions. Furthermore quenching effects in the different
scintillator materials shall be analyzed. In figure 4,
the response of both crystal with He, C, and O ions
are shown and it is learnt that, there is no such
significant difference between these crystal with
respect to resolution for our application. Also in
figure 5, the E/dE vs E*dE plot of He, C, O, Si and
Fe for BGO crystal is shown. From these plots it is
understood that either BGO or GSO can explain all
science issues of HET. But quenching studies with
these ions and mechanical properties of crystals
prevails that, BGO is more suitable than GSO.

Abstract
In preparation of manned missions to the planet Mars
and the radiation protection for the International
Space Station several electronic dosimetry
instruments are used in space. All these instruments
have different abilities. This project is to characterize
the differences between three of these instruments.
These are the MATROSHKA/SSD (Silicon
Scintillator Detector), the ExoMars/IRAS (Ionizing
Radiation Sensor) and the MSL/RAD (Radiation
Assessment Detector) instruments; each of these
instruments has the ability to provide dosimetry data
for radiation protection. In two of these instruments
the organic scintillator BC-430 is used as well as
inorganic scintillators like GSO, BGO and LSO. This
material shows a non linear quenching effect which
shall be investigated and characterized with this
project.

Comparison of high density scintillation crystals
with HIMAC ion beams: A short report

1. Introduction
In the frame of the HIMAC Research Project two
HIMAC have been recently performed in fiscal year
2014 (See Table 1).

The High Energy Telescope (HET) is one of the
instruments of the Energetic Particle Detector Suite
(EPD) on ESA’s Solar Orbiter mission. It is designed
to measure electrons from 300 keV up to about 30
MeV, protons from 10 –100 MeV, and heavy ions
from ~20 to 200 MeV/nuc. Thus, HET covers the
energy range which is of specific interest for studies
of the space environment and will perform the
measurements needed to understand the origin of
high-energy events at the Sun which occasionally
accelerate particles to such high energies that they
can penetrate the Earth’s atmosphere and be
measured at ground level. To achieve about
mentioned broad energy ranges and verities of
species, a high density scintillation crystal is used in
the design along with Si detectors.
The HET has high density 2 cm thick, hexagonal
scintillation crystal called Bismuth Germanate (BGO).
Silicon detectors have been used as tracking as well
as anti- coincident detectors. Apart from the HETDM,
one more particle telescope called Proton-Electron
Telescope (PET) has been built with two crystals,
Lutetium Oxyorthosilicate (LSO) and Bismuth
Silicate (BSO).
Quenching is known as a non-linear light-loss of
scintillation light. To determine the quenching factors
for LSO we designed and built a particle telescope
consisting of the previously used LSO crystal, one 2 x
2 x 2 cm3 BSO scintillator, an anti-coincidence
photodiode between the scintillators and two tracking

Table 1: Ions and energies

Ion

Energy (MeV/n)

June 2014

Hydrogen

160

Currently
under analysis

Carbon

400

Helium

230

Silicon

400

January 2015

Iron

500

Currently
under analysis

Hydrogen

160

Helium

230

Neon

600

In FY 2014 only the HET instrumentation for ESA’s
Solar Orbiter Mission has been exposed to heavy ion
beams at HIMAC.

2. HET – evaluation of scintillation materials
for the European Solar Orbiter Mission
HET Demonstration Model (HETDM) is designed to
study its performance at accelerator facilities.
HETDM consists of a SEPT Canberra detector, a
hexagonal 2 cm thick crystal (GSO/BGO) and a
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photodiodes. A CAD view of the instrument is shown
in Fig. 1.

The deposited energy E was calculated with a Geant4
simulation of the complete setup at HIMAC. With the
energy E and the atomic mass and charge number, A
and Z, we determined the parameters C1 and C2. For
L we used the deposited energy from the
measurement. Therefore the resulting quenching
factors are not related to the light output of the
scintillator and can be compared to other scintillators
more easily. The most probable energy loss in LSO
of the measurement and of the simulation were then
plotted against each other in Fig. 3 to determine the
quenching factors. The quenching parameters were
determined by a least square fit of the equation given
above to the data points of the ions which stop in the
LSO crystal. For each ion species a separate set of
parameters was determined.

Fig. 1 The LSO crystal is shown in yellow, the BSO
in blue. Circular openings at the ends allow an
individual characterization of each scintillator.
Both scintillators were wrapped in two layers of
Millipore and PTFE tape. To detect the scintillation
light of the scintillators each scintillator was read out
by two photodiodes. Therefore events where a
photodiode is directly hit by a particle can be
excluded from the analysis. The telescope features
two entrance windows, so that ions may enter the
instrument from two sides. This makes an individual
characterization of each scintillator possible.
Measurements of the scintillator response to several
heavy ion species were performed at the HIMAC.
Here the quenching factors of LSO for He, C, and Si.
The initial energies of these ions at HIMAC are 230
MeV/nuc, 400 MeV/nuc and 800 MeV/nuc,
respectively. By placing polyethylene (PE) blocks in
front of the telescope we were able to decrease the
ion energy. The instrument was calibrated using
protons which originate from ion fragmentation
processes of the primary ions inside the PE absorber
and also with cosmic muons. The muons and the
protons both produce only low ionization densities
inside the scintillator and thus they do not exhibit
quenching and can be used for calibration. Fig. 2
shows the combined measurement data points for all
He measurements for the various PE thicknesses. The
deposited energy in the crystal is plotted against the
deposited energy in the photodiode. With increasing
PE thickness, the deposited energy in the LSO
increases up to a certain value until at a certain
thickness the particles stop in the scintillator. At this
point the deposited energy decreases since the
particles only deposit their remaining energy. The
quenching is most severe for stopping particles
because of the high dE/dx, especially at the Bragg
peak.
Using the approximation for high energetic particles

Fig. 2 The measured and calibrated data points of the
helium run. The data are not corrected for quenching.

Fig. 3 The energy deposited of the ions stopping in
the LSO from the experiment and from the simulation
is plotted against each other.
1
Kiel University, Germany, 2German Aerospace
Centre (DLR), Cologne, Germany, 3 National Institute
of Radiological Sciences (NIRS), Chiba, Japan.

that
with C being a proportionality
constant the following equation can be calculated:
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不安定核ビームを応用したインビーム・メスバウアー分光法による物質科学の研究
Mössbauer Spectroscopic Study of Materials with Unstable Nuclear Beam
(14H238)
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Abstract
Mössbauer spectra of 57Fe, the decay product of
57
Mn, were measured to investigate the chemical and
physical states of 57Fe in pure silicon (Si) and
deuterated lithium hydride (LiD). A highly energetic
57
Mn ion beam at the HIMAC was introduced to the
samples. Time differential Mössbauer spectroscopy
was applied to investigate the diffusive behavior of
57
Fe in Si at high temperatures. An isotope effect on
the distribution of chemical species products of 57Fe
with LiH and LiD was explored.

Figure 1. Simplified level scheme of 57Fe arising from 57Mn.

Starting a clock at the -ray emission detected by
plastic scintillation counters, we can register a
Mössbauer -ray with elapsed time from the birth of
the 57Fe. Time dependent chemical and physical
state changes of 57Fe within about 1.0 s, limited by
the halflife of the Mössbauer level and the beam
intensity, were explored.
By introducing the
time-resolved spectrum measurement system and
obtaining the information of the initial state of 57Fe at
the production, distinction of the behaviors of 57Mn
and 57Fe will be enabled. Si and LiD were chosen as
samples continued from past years. Measurements
at higher temperatures were conducted this year.

1. Introduction
In-beam Mössbauer spectroscopy using highly
energetic 57Mn ion which decays into 57Fe with a
half-life of 87 s, is useful in studying chemical,
physical and magnetic behaviors of extremely dilute
Mn and Fe in materials even having no solubility to
these elements. Starting in 2008 we successfully
constructed an emission Mössbauer spectrum
measurement system at HIMAC employing a -
anti-coincidence method to reduce -event noises
and applied it to various materials, e.g. MgO, Al2O3
and LiH [1-4]. 57Mn ions with energy of 240A MeV
were implanted into a sample, and the 14.4 keV
Mössbauer -ray from the daughter 57Fe was
detected (Figure 1.) A specially designed parallel
plate avalanche counter (PPAC) counting conversion
electrons emitted by the 57Fe excited by incoming
Mössbauer -rays from the sample enabled a high
efficiency and selectivity to the Mössbauer -ray
simultaneously.
Since 2012 we have been developing a dime
differential Mössbauer spectrum measurement
system. 57Mn predominantly decays to the first
excited state of 57Fe accompanied by emission of an
energetic -ray. After the emission of the -ray a
57
Fe in its first excited state is predominantly created.

2. Experiment
A sample was place in temperature controllable
vacuum chamber capable of keeping the sample at
temperatures from RT to 820 K. 820 K was achieved
by improving the heat shields surrounding the
sample and preventing the melting of Kapton
windows of the chamber. Kapton is necessary to
efficiently pass the low energy Mössbauer -ray
from the sample to the detector. The detection
system was described in the previous report by
11H238 last year.
Accumulation data required 30 to 50 hours of
beam time depending on the nature of the sample
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and measurement temperature.
At higher
temperatures measurement took long time due to the
small recoilless fraction, the probability of the
occurrence of Mössbauer effect.

[2] Y. Kobayashi et al., Hyperfine Int., 198, 173-178
(2011).
[3] T. Nagatomo et al., Hyperfine Int., 204, 125-128
(2012).
[4] J. Miyazaki et al., J. Radioanal. Nucl. Chem., 303,
1155-1158 (2015).
[4] Y. Yoshida et al., Physica B, 401-402, 101-104 (2007)
[5] Y. Yoshida et al., Hyperfine Int., 204, 133-137 (2012).

3. Results
Figure 2 shows the Mossbauer spectra of Si at 750
K and 820 K at different elapsed time after 57Fe
formation. All the spectra were analyzed by a
superposition of two independent singlet peaks. The
peak at around -0.8 mms (left hand side) is
assigned to the 57Fe atom at an interstitial site and the
other right hand side peak at around +0.1 mmsis
the assigned to the 57Fe atom at the Si site compared
with the previous results by time integral
measurements [5,6]. Peaks are very small before
100 ns because he PPAC detector has 100 ns time
constant because the PPAC uses the 57Fe Mössbauer
effect for detection of the Mössbauer -ray. The
linewidths at short elapsed time ranges are
significantly wide compared to the last time range
due to the uncertainty relationship between the
observation time duration and energy. Although the
data is noisy, the site distribution seems different at
820 K from that at 750 K except the last time region.
The data at 750 K was very similar with the previous
data at RT. The difference could be explained that
the 57Fe atoms formed in Si diffuses at 820 K. The
diffusion is also supported by larger line width at 820
K.
The resemblance of the spectra at two
temperatures at the last time slice 600 ns – 700 ns
suggests that the diffusion terminates after about 500
ns probably because the diffusing atom fits into a
lattice defect and finishes moving.
Mössbauer spectra of LiD revealed very similar
chemical species formation in LiH and LiD. There
were observed 57Fe in Li site, D site and either site
adjacent one or more lattice defects. In LiH we
found different time constants for 57Fe migrating into
the interstitial site and the substitutional site. Such
analysis is under progress for LiD.
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750 K

820 K

0‐100 ns
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Figure 2. Time-resolved emission Mössbauer spectra of 57Fe
arising from 57Mn in Si at 750 K and 820 K. The times
indicated are elapse times from the formation of 57Fe. The
horizontal axes are corresponding to the Doppler velocity in
mms-1 and the vertical axes are -ray counts.
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Heavy Ion Response of the TimePix Version of the Medipix2 Technology In Preparation
For Use In Space Radiation Dosimetry Applications
(14H248)
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the built-in radiation area monitoring hardware to be
deployed when these modules become operational.
Beyond that, the use of the technology for portable
personal dosimeter versions is also being seriously
explored. Again, it is impossible to overstate the
importance of he data taken at HIMAC in allowing us to
achieve this success, and it will continue to be so in the
future as we begin the formal program to develop
operational hardware based on the next generation of the
Medipix technology, the Medipix3 Collaboration’s
Timepix3. There is also a re-design of the current
Timepix by the Medipix2 Collaboration, and that device
will need to be evaluated at HIMAC as a
“plug-and-play” replacement in the current devices.

Abstract
The
CERN-based
Medipix
Collaborations have produced several pixel-based
radiation-imaging detectors that include an ADC
capability embedded within the footprint of each pixel.
This HIMAC project has been an essential part of a
larger effort to develop versions of this technology for
use in the field of space radiation monitoring and
dosimetry. Six of these Medipix-based devices, all of
which were individually calibrated during the HIMAC
running reported here have been operated successfully
on the International Space Station for more than two
years, and another such device with 2 detectors was the
only active radiation monitor flown on the EFT-1 test of
the new Orion spacecraft this past December. The next
generation of this device from the Medipix3
Collaboration, whose properties in part have been
heavily influenced by the analysis of the data taken at
HIMAC, has undergone initial testing at HIMAC this
past year.

The objectives of this project are to support the
development of the hardware and software required to
produce NASA flight hardware for the coming missions,
and to continue to improve the analysis software for the
current and future devices. This activity will include
exposing different versions of the technology to HIMAC
beams of heavy ions through Fe. We also typically need
to include periodic proton runs to ensure the full range
of performance capabilities for space radiation
applications.

1. Background and Objectives
This report summarizes the accomplishments
of this very successful project with respect to the studies
conducted at HIMAC during the past year (2014) with
respect to the investigation of a silicon-based hybrid
pixel detector to be used to develop active radiation area
monitors and personal dosimeters for use in space
radiation environments. This project originally began
in 2008 prior to the period reported here, when the
Timepix first became available from the Medipix2
Collaboration at CERN. In part based on data taken at
HIMAC during those earlier years, NASA became
convinced to initiate the current project to deploy this
technology initially on the ISS (See Figure 1) and to
evolve it towards the basis for future active radiation
monitoring activities.
The TimePix is a robust mature hybrid pixel
detector technology based on electronics developed for
use in the harshest radiation conditions at the core of the
major experiments at the Large Hadron Collider (LHC)
at CERN (the European Organization for Nuclear
Research) in Geneva, Switzerland. The advent of the
Timepix version allowed us to begin to explore its
properties and to make the case with NASA that it
should be used as the basis of the next generation of
space radiation dosimeters. This project has been
successful. NASA has undertaken a formal project that
includes the current deployment of 6 individual units on
the International Space Station (ISS). See Figure 1.
Based on this and the ground–based results from the
HIMAC, NASA has committed to related projects such
as the devices flown on the recent test of the new US
Orion Crew Module, with the further intention to
incorporate the next generation of this technology into

2. Summary of Previous Years
Figure 2 shows a synopsis of all of the data we
have taken with the current generation of Timepix
detectors at HIMAC including the runs from this past
year. Our analysis has been targeted at several goals
related to determining the capabilities of the detector to
characterize the radiation fields that are present in the
space radiation environment. From a physics and
radiobiology standpoint, our goal is to produce the
energy and charge spectrum of the significant
charged-particle environment that is present in the
vicinity of the detector, including the directionality of
the components on a particle-by-particle basis.

Figure 1. This is a shows of one of the detector units
attached to a USB port on one of the laptops onboard the
ISS. This actual unit was calibrated at HIMAC.
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Figure 2. This presents a plot of nominal LET curves
(logarithmic in LET) v. energy in MeV/u. The black dots
on the curves indicate beams that we have taken data with
at HIMAC using the Timepix detectors, and the red dots
are the corresponding points taken at NSRL.

3. Activities and Results in 2014
Our 2014 HIMAC activity was
focused on improving and tuning the algorithms for use
with 500 m thick sensors, and the beginning of the
effort to characterize the new Timpix3 devices. In both
cases these efforts will continue into our 2015 HIMAC
campaigns.
The Timepix3 generation of devices
differs in several key capabilities from the current
generation. Most importantly, the Timepix3 employs a
continuous readout scheme that is “data-driven” rather
than through the use of fixed time observation frames.
Grouping four adjacent pixels in each row with a
corresponding set in an adjoining row and addressing
these super-pixel clusters individually for readout only
when they possess data achieves essentially dead-time
free acquisition up to very high incident rates.
The Timpix3 pixels also possess both
an Analog-to-Digital Convertor (ADC) and a
Time-to-Digital Convertor (TDC) capability in each
pixel with a time resolution of ~1.6ns. Figure 3 shows
a cluster from the data taken at HIMAC this past
December with one of the first examinations of this new
device’s capabilities. Both the ADC (Time Over
Threshold) values and the TDC (Time of Arrival) data
are depicted separately. Finally, the Timepix3’s analog
front-end electronics has been modified from the
front-end design of the current Timepix to try and
correct an issue that occurs with very high charge inputs
when protection diodes are activated. Figure 4 shows
the so-called “volcano-effect” that is present in the
current Timepix. Characterizing the behavior of the
Timepix3’s front-end is one of the continuing
challenges.

Figure 3. These plots are of the same 100 MeV/u He ion
track obtained at HIMAC in December 2014. The upper
plot is a depiction to the charge collected as represented by
the TOT counts. The lower plot is a depiction of the TOA
values for the threshold crossing times in ns.

So far, based on the Timepix3 data taken at HIMAC,
there are still some important issues to be resolved, and
the HIMAC running planned for 2015 will in part be
focused on exercising the Timepix3’s front-end response
by taking data with a range of settings.
2014 also saw a number of
publications and talks to international meetings
describing the results of our HIMAC efforts and their
application to the analysis of data from space. Figure 5
shows the integrated absorbed dose measurements for an
extended period on the IS by one of the units on board.
The successful NASA EFT-1 mission, testing the new
Orion spacecraft, and the associated successful
operation of a Timepix-based device as the only active
radiation monitor onboard that ground-breaking mission,
culminated the year.

Figure 5.

Orbital absorbed dose plot from the ISS.

_____________________________________________
a
University of Houston, b NIRS, c NASA-JSC, d Czech
Technical University in Prague

Figure 4. A contour plot of a cluster due to a 400 MeV/u
Fe particle. The “volcano” is due to protection diodes in
the Timepix pixel’s front-end electronics.
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生体元素からの中性子およびガンマ線生成断面積の測定
Measurements of neutron- and photon-production cross sections from heavy-ion
reactions on tissue equivalent elements
（12H252）
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dose. Undesired exposure from secondary radiation

Abstract
In heavy-ion radiotherapy, lots of discussion has

has enticed considerable discussion. Since neutrons

been attracted potential risk of second cancer by

have a large radiation weighing factor, even a small

secondary

primary

dose may have results in serious biological effects.

heavy-ion reactions. It is essential to obtain

Low neutron doses are known to have a high

energy-angle double-differential cross sections

potential for carcinogenesis.

particles

produced

from

(DDXs) and thick target yields (TTYs) of neutron-

There are strong demands on neutron spectral

and photon-productions in heavy-ion reactions.

cross section measurements. Although there are

Since the radiation weighting factor for neutron

several measured data, most of them are for

reaches at its maximum at around 1 MeV,

heavy-nuclear targets aiming at radiation shielding

measurements should cover this energy range.

studies. A few data exist for tissue constituent

However, measurements have difficulties of energy

element targets. These data do not cover the low

spectra of neutrons in this low energy range.

energy range of spectra below 5 MeV. Moreover

Experiments were carried out at HIMAC facility

there is no photon data from a thin target.

of NIRS. We have succeeded to lower the neutron

Along the above context, we would like to

energy threshold down to 0.6 MeV at energy of 290

perform experiments for energy-angle DDXs of

and 100 MeV/u.

neutron- and photon-productions at NIRS-HIMAC.

To investigate neutron production in planed

Measurements by light ion beam at 100, 290 MeV/u

beam for therapy and a new accelerator facility,

for a carbon target have been performed.

neutron DDXs and TTYs were measured for 430
MeV/u C beam on a carbon and a water target and

2. Results obtained by last year

630 MeV/u argon beam on a carbon in this year.

By the last year, we made measurements with a

Two sizes of liquid scintillator detectors were

12

applied to cover wide neutron energy range. The

carbon target. We obtained neutron production

present results for neutron productions are in

DDXs of reactions at 100 MeV/u in a neutron

reasonable agreements with PHITS.

energy rage down to about 0.6 MeV. DDXs and

C,

14

N and

16

O of 100 MeV/u impinging on a

TTYs for 290 MeV/u Ar and 500 MeV/u Fe beam
1. Purpose and background

on a carbon target were also measured for heavy ion

Neutrons produced by the primary beam in the

accelerator shielding data.

heavy-ion therapy could contribute to the integral
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3. Research of this year
In this year, we made measurements of DDXs
and TTYs for a 12C of 430 MeV/u impinging on a
carbon and a water target in a neutron energy rage
down to about 0.6 MeV. DDXs and TTYs from 630
MeV/u

40

Ar beam on a carbon target were also

measured. The typical experimental setup is
shown in Fig. 1.

Fig. 2 Dots are measured DDX spectra of C(C,
nx) reaction at 430 MeV/u. Calculated results
by PHITS are shown by lines.

Fig. 1 Typical experimental setup.
The beam spot size was about 10 mm in

In addition, neutron energy spectra for 630

diameter on the target. Since the beam intensity was

MeV/u Ar incidence on a carbon target were also

low of about 3-5 x 105 particles / 3.3 sec, the

measured for radiation safety calculation of a heavy

number

ion accelerator.

of

individually

incident
by

two

particles
0.5-mm

was
thick

counted
plastic

3. Summary

scintillators to monitor the number of ions and to
provide trigger signals for the time-of-flight (TOF)

We performed measurements of neutron DDX

measurements. Energies of emitted neutrons were

and TTY for 430 MeV/u C beam on a carbon and a

measured with two sizes of NE213 liquid organic

water target. We realized DDX measurements in the

scintillators by the TOF technique. Detectors as

neutron energy threshold below 1 MeV though data

well as the target placed in atmosphere at six

points scatter due to poor statistics. Data analyses

directions from 15 to 90 degrees.

for γ-ray production cross sections were almost
done.

The background neutrons from the beam dump
was suppressed by a shield made of iron plates and
a concrete block located between the beam dump
and detectors.
We obtained DDX data in an energy range from
the highest energy down to 0.6 MeV. The
experimental results are presented in Fig. 2 for the
430 MeV/u C + C reaction and compared with
PHITS results. This figure shows PHITS reproduce
experimental data to some extent.
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粒子線照射を用いた鉄系超伝導体における臨界電流増強とギャップ関数の同定
Enhancement of Critical Current Density and Identification of Gap Symmetry
in Iron-based Superconductors by means of Particle Irradiation
（12H262）
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Abstract
In order to get some insight into the
symmetry of the superconducting order
parameter in iron-based superconductors (IBSs),
the effect of 3 MeV H+-irradiation on the
superconducting transition temperature, Tc, and
resistivity, , are studied in Ba(Fe1-xRux)2As2
single crystals with various doping levels.
Obtained results are compared with the
previous results on Ba(Fe1-xCox)2As2 and
(Ba1-xKx)Fe2As2. We also studied the combined
effect of 3 MeV H+-irradiation and heavy-ion
irradiation on the critical current density, Jc, in
Ba0.6K0.4Fe2As2 single crystals.
1． Introduction
IBSs with Tc up to 58 K have been
discovered in 2008 [1]. Since then, extensive
studies have been focused on this material
system to clarify the mechanism of superconductivity for basic science and to increase Jc
for practical applications. In IBSs, two kinds of
scenarios for the superconductivity; one based
on spin fluctuations with a sign-reversing order
parameter (OP) ( s -wave) [2,3] and the other
based on orbital fluctuations with a signpreserving OP (s++-wave) [4] have been
proposed. Superconductors with these two OPs
are believed to respond to the introduction of
scattering centers differently. Namely, since the
introduced scattering centers mixes the OP with
different signs, the suppression of Tc in s -wave
superconductors should be strong. On the other
hand, s++-wave superconductors with signpreserving OP should be much insensitive to
the introduction of scattering centers. Actually,
through a systematic studies on the H+-induced
defects on Tc, we have demonstrated that the
pair-breaking effect in Ba(Fe1-xCox)2As2 [5]
and (Ba1-xKx)Fe2As2 [6] is not consistent with
the s -wave scenario. In the present work, we

extend this study to Ba(Fe1-xRux)2As2, which is
believed to have nodes in the OP [7].
We have demonstrated that heavy-ion [8]
and H+ irradiations [9] are very effective in
enhancing Jc in Ba(Fe1-xCox)2As2. In this study,
we investigated the combined effect of H+ and
heavy-ion irradiations in (Ba1-xKx)Fe2As2.
2． Experiments
First of all, the growth of high-quality
Ba(Fe1-xRux)2As2 single crystals is not trivial
[7]. By optimizing the growth temperature, we
have succeeded in growing Ba(Fe1-xRux)2As2
single crystals with reasonably sharp
superconducting transition widths from the
under-doped (x=0.25) to over-doped (x=0.45)
levels. In the H+-irradiation experiments, we
used 6 MeV H+ ions, and their energy was
reduced to 3 MeV by using an Al foil.
Ba(Fe1-xRux)2As2 crystals with four electrical
leads were cooled down to 40 K using a
cryocooler. Temperature dependence of
resistivity was measured using a four-probe
method after each irradiation up to a total dose
of 6.2×1016 /cm2. 320 MeV Au irradiations into
Ba0.6K0.4Fe2As2 to create columnar effects were
performed by using the tandem accelerator in
JAEA. Jc was evaluated by measuring the
irreversible magnetization using a commercial
SQUID magnetometer. The uniformity of the
irradiation was confirmed in terms of
magneto-optical imaging using a garnet film.
3． Results and discussion
Figure 1(a) shows temperature dependence
of resistivity in Ba(Fe1-xRux)2As2 with x = 0.36
by successively increasing the dose up to
6.2×1016 /cm2. It is clear that as the dose
increases, resistivity increases and Tc is
suppressed steadily. We can evaluate the
normalized scattering rate g  h/2kB Tc0 (  :
scattering time including both intra- and inter-
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FIG. 2: Jc in Ba0.6K0.4Fe2As2 as a function of magnetic
field; pristine (circle), 320 MeV Au (B=4 T) (square),
Au (B=4 T)+3 MeV H+ (1x1016 /cm2) (triangle), Au
(B=4 T)+3 MeV H+ (3x1016 /cm2) (inverted triangle).

of Jc~6 MA/cm2 at 5 K under SF with Pb
irradiation at B=21 T with H+-irradiation at
3x1016 cm2, and is the largest value reported in
122-type IBSs. When the H+ dose is increased
to 3x1016 /cm2, Jc is suppressed to 11 MA/cm2
at 2 K under SF mainly due to the suppression
of Tc.
FIG. 1: (a) Temperature dependence of resistivity in
Ba(Fe0.64Ru0.36)2As2 for different H+ doses up to
6.2×1016 cm−2. (b) Tc as a function of the normalized
scattering rate gl in Ba(Fe1-xRux)2As2.

We thank S. Okayasu for 320 MeV Au
irradiations.
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band scatterings) by several ways [5,6]. Figure
1(b) shows Tc/Tc0 as a function of g, where g
is evaluated from  1   / 0 2 with doping
independent =200 nm for Ba(Fe1-xRux)2As2.
Similar to the case of Ba(Fe,Co)2As2 [5] and
Ba1-xKxFe2As2 [6], Tc is suppressed much more
slowly compared with the critical value gc  ,
for s -wave superconductors, although the
suppression rate is steeper than Ba1-xKxFe2As2,
possibly due to the presence of the node in the
OP. It strongly suggests that the sign change in
the OP is not present in Ba(Fe1-xRux)2As2.
Combined effects of 3 MeV H+ and 320
MeV Au irradiations on Jc have been studied in
Ba0.6K0.4Fe2As2. In the pristine Ba0.6K0.4Fe2As2,
Jc is ~4 MA/cm2 at 2 K under self-field (SF).
By introducing columnar defects in terms of
320 MeV Au irradiation at a matching field of
B=4 T, Jc increases up to ~16 MA/cm2 at 2 K
under SF. When the H+-irradiation at a dose of
1x1016 /cm2 is added, Jc is further enhanced to
19 MA/cm2 at 2 K under SF. This is much
larger than the previous report in (Ba,K)Fe2As2

a.
b.
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宇宙硬 X 線精密撮像分光観測に向けた CCD 素子・ASIC 素子の放射線耐性の実証
Radiation Tolerance of X-ray CCD and ASICs Developed for Future Space Observatory
(13H277)
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Abstract
We have been developing a hard X-ray camera
onboard the future astronomical satellite FFAST
(Formation Flight Astronomical Survey Telescope).
The focal place sensor is Scintillator-Deposited CCD
(SDCCD) that has high detection efficiency for hard
X-ray (10-80keV). The analog signals from SDCCDs
are processed with low-noise analog ASICs
(application-specific integrated circuits). Since the
background rejection capability of the camera
determines the sensitivity limit of the survey, we need
to reproduce the detector response against the
backgrounds particles and electromagnetic waves.
Especially the charged particles also damage the ICs
inside the instruments. Therefore, we performed the
particle irradiation test both for the SDCCD and ASIC.
As a result, the charge transfer inefficiency (CTI) of
the SDCCD was lower with a factor of 4 compared
with that of the conventional CCD sensors after the
absorbed dose corresponding to those during three
years in a low earth orbit (LEO). This ensures the
better spectroscopic performance compared with the
conventional X-ray CCD cameras. The ASIC also
showed the sufficient tolerance against the radiation
damage; the latch-up rate is expected to be below one
events per 48 years and the noise performance is
stable after the dose corresponding to those in about
590 years in the LEO.
(a) Objectives and background
The primary objective of the FFAST is the survey of
the active galactic nuclei (AGN) in the hard X-ray
band over the 100 square degree sky. The sensitivity
limit of the survey strongly depends on the two
performance
measures:
background
rejection
capability and charge transfer efficiency. As for the
background issue, obtaining the frame image of the
SDCCD during the particle irradiation is essential as
well as the simulation. We also need to predict the
radiation damage caused by the geo-magnetically
trapped protons. The particle-induced displacement
damages in the Silicon lattice generate trap states in

the band gap. Some of the signal charges produced by
incident X-rays are trapped during their transfer,
which leads to the deterioration of the spectral
resolution. The expected dose rate in the orbit with the
height of 550km and the inclination angle of 30° is
550rad/yr. Then our first aim of this experiment is to
evaluate the tolerance of the SDCCD against the
radiation damages described above.
The primary mechanism of the radiation damage for
ICs is significantly different from that for CCD
sensors. As the charged particles penetrate MOS
(metal-oxide-semiconductor) transistors, the holes
leave inside the oxide layer and they gradually change
the behavior of the transistor (total ionizing dose
(TID) effect). When the heavy-ion hit the CMOS
(Complementary MOS) structure and switches on the
parasitic thyristor, the large current continues to flow
inside the chip resulting in the destruction (Single
event latch-up (SEL) effect). Then our second aim is
to diagnose the tolerance of our ASIC against both of
TID and SEL.
(b) Summary of the experiments in the last fiscal
years
Since we have cancelled all the experiments in the
last fiscal year, this is the first report of this joint
research program.
(c) Specifications of the experiments in this fiscal
year
SDCCD experiment: the device was irradiated with
protons (100 MeV/u) in the PH1 course. The beam
was extracted after normal debunch process. The
device was cooled downed to -70 ℃ and was
55
irradiated also with 5.9 keV X-rays from Fe radio
isotope source throughout the machine time to
monitor CTI.
ASIC experiment: the device was irradiated with
protons (100 MeV/u) in the PH1 course for TID
tolerance test and Fe/Xe (6 MeV/u for both of them)
in the MEXP course for SEL test. The device was
functioning throughout the test feeding pseudo CCD
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Figure 2. (top panel)Input equivalent noise
level plotted as a function of the absorbed
dose. The four data represent the outputs
from each signal chain. All the chains show
negligible degradation (increase) of the noise
level. (bottom panel) Same as the top panel
but for integrated non-linearity.

Figure 1. (top panel) The frame image of the
SDCCD just after the proton irradiation. The
absorbed dose is shown with equivalent time in
the LEO. The dark current increased in the
bright position. (bottom panel) CTI plotted as a
function of the equivalent time for some of the
conventional CCD devices. All of the data except
this work were obtained by the device colled
down to -90 or -120℃, while the SDCCD was
-70℃.

published in any journal.
ASIC experiment: The ASIC exhibited no latch-up
event throughout the experiment. The expected SEL
rate in the LEO is calculated dividing the number of
the SEL events by the fluence of the particles. Since
there was no SEL event in this experiment, we
estimate the upper limit of the rate using Poisson
statistics to be one events per 48 years (95%
confidence level). During the TID test, the
performances were stable even after the dose
corresponding to those in about 590 years in the LEO
as shown in Figure 2.
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signals in order to monitor its noise performances.
(d) Summary of the results
SDCCD experiment; The frame image just after the
irradiation showed the significant increase of the dark
current (Figure 1). The spectra of X-rays from 55Fe
source were obtained and the CTI is calculated to be
3.3×10-5 after being dosed for 3.0 years. This is
roughly the same as those obtained with some of the
conventional CCD devices adopted for Suzaku and
ASTRO-H satellite. However, the CTI has some
temperature dependency; The CTI decrease as the
temperature of the device decrease. Considering the
effect, it can be said that the SDCCD shows better
tolerance compared with other devices. The detailed
analysis is undergoing and the results will be
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高エネルギー重粒子線による水分解：気体生成物のオンライン収率測定
Water Radiolysis with High-Energy Heavy Ions:
Yield Measurements of Gaseous Products by Online Analysis
(14H281)
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Abstract

の収率およびその時間挙動を調べることを目
的とし，オンラインガス分析装置を開発・整備
したり，比較的検出・定量が容易な H2 を対象
として装置のパフォーマンスをチェックした
りしてきた．

Yield measurements of gaseous products
appearing in water radiolysis have been carried out
since 2011. One of our goals is to detect/quantify
molecular oxygen (O2) for verification of, so-called,
oxygen-in-the-track hypothesis. An apparatus for
online gas analysis with a thermo-conductivity
detector (TCD) had been developed and applied to
measurements of molecular hydrogen (H2) as the
first step. During the past year, a quadrupole mass
spectrometer (QMS) was installed in the apparatus,
performance of which after the installation was
checked with 60Co γ-rays at Takasaki institute of
JAEA. Sensitivity of the apparatus was improved
by modifying the design of irradiation cell. Due to
difficulty in direct detection of O2, utilization of
formate anions to convert O2 to CO2 was attempted.

2. 今年度の研究内容
5 回のマシンタイム全てで Fe イオンを用
いて実験を行った（執筆時点で No. 5 は未実
施）．6 月から 1 月にかけての半年間，残念なが
らマシンタイム配算がなかったため，原子力機
構高崎研の
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Co γ 線照射施設で装置の改良や

四重極質量分析計（QMS）の組み込みなどを実
施した．
Table
No.
1
2
3
4
5

1. 研究の背景と⽬的
重粒子線特有の生物効果の一つに低い酸素
増感比（OER）がある．現象そのものは実験的
に数多く示されているが，詳細なメカニズムは
不明で，これを説明する 1 つの仮説として“ト
ラック内酸素仮説”が提唱されている [1]．多
重イオン化を考慮したモンテカルロ法シミュ
レーションでは，イオン通過直後に局所的な酸
素（O2）生成が予測されている [2]．しかし，
O2 の
・予測される収率が非常に小さい
・他の物質と反応しやすい
・大気中に高濃度で存在する
といった特徴が実験を困難にし，歴史的にもそ
の収率はほとんど報告されていない．
本研究では，O2 などの気体生成物をオンラ
インで検出・定量する手法を確立し，各生成物

Machinetimes in Apr. '14-Mar. '15.
Date
Apr. 22
May 31
Mar. 3
Mar. 4
Mar. 20

Ion
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe

Energy /MeV/u
500
500
500
500
500

3. 今年度の研究成果
3.1 ガラスセルの改良による測定効率改善

一昨年度までに H2 をオンラインで検出・定
量できる装置を開発してきたものの，一度の測
定に約 1 時間要していた．そこで，照射用ガラ
スセルの形状を改良することにより，時間効率
の改善および検出感度・精度の向上を試みた．
具体的には，セルのデッドヴォリュームを減ら
すことで気体生成物が希釈されてしまう問題
を低減できた．また，ガラスフィルタをセル内
に付けることで，分析用キャリアガスを微細な
泡にして水溶液試料を通過するようにした．セ
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•

ルの改良前後での比較を図 1 に示す．

COO− + O2 → CO2 + O2•−

2.4×109 M−1s−1

図 2 に 230 mM ギ酸アニオン水溶液（pH 3）
へ照射したサンプルを QMS で分析した結果
を示す．

Fig. 1

TCD time profiles before and after
modification of irradiation vessel.
Fig. 2

気液界面の表面積が稼げ，結果として気体生成
物の気相への移行が早くなっていることが分
かる．ピークがシャープになったことで測定時
間が短くなり，検出の感度・精度も 7 倍程度改
善できた．

QMS spectrum for gaseous products
from aqueous formate solution
irradiated with Fe ions of 500 MeV/u

M/Z = 2, 12, 28, 44 の位置に気体が検出されて
いることが分かる．これはそれぞれ，H2+，C+，

3.2 オンラインガス分析装置への QMS 導⼊

CO+，CO2+ と考えられる．C+ および CO+ は

TCD は気体を熱伝導率の違いで検出する．

QMS で 電 子 衝 突 に よ る イ オ ン 化 で 生 じ た

このため，例えば酸素と窒素など熱伝導率が近

CO2+ のフラグメントと思われる．H2 は水の放

い気体の分離は難しい．さらに本研究の場合，

射線分解で直接生じたものだけでなく，むしろ，

オンラインでガスを液相から取り出す際に数

HCOO− + H• の反応で生成する割合の方が大き

分の時間が必要なため，一般的なガスクロで用

い．いずれにしても，G 値にして 3～5 (100

いられるカラムによる分離も適用できない．そ

eV)−1 の CO2 生成が確認された．しかし，CO2

こで，複数の気体生成物の分離のために QMS

は O2 だけでなく H2O2 からも生成する．

を導入した．

•

COO− + H2O2 → CO2 + •OH + OH−
7.3×105 M−1s−1

3.3 ギ酸アニオンの利⽤

そこで，捕捉剤濃度や pH を変えるなど，今後

前述の通り，O2 は生成したとしても高い反

様々な条件で測定を進めていく必要がある．

応性のため直接検出することは必ずしも容易
ではない．そこで，酸性条件でギ酸アニオン

参考⽂献

（HCOO−）を利用し，水分解ラジカルを以下の

[1] G. J. Neary, Int. J. Radiat. Biol. 9, 477 (1965).

ように除去し，同時に O2 を CO2 に転換する

[2] J. Meesungnoen, et al., J. Phys. Chem. A 109,

ことを試みた．
−

6406 (2005).
•

•

H2O -^^^→ e aq, OH, H , etc.
e−aq + H+ → H•
−

•

2.3×1010 M−1s−1
•

−

9

−1 −1

HCOO + OH → COO + H2O

3.2×10 M s

HCOO− + H• → •COO− + H2

2.8×108 M−1s−1

•

3.8×108 M−1s−1

COO− + •COO− → Product

a.

東大院・工 (Sch. Eng., Univ. Tokyo),

b.

放医研・重粒子医科学 (Res. Ctr. Chrgd. Part.

Therapy, NIRS).
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Ground Based Verification of a European Crew Personal Active
Dosemeter (EuCPAD) for Astronauts (14H282)
T. Bergera, K. Marsaleka, B. Przybylaa, G. Reitza, J.P. Paalassalob, E. Koivulab,
M. Luszik-Bhadrac, P. Beckd, M. Latochad, A. Jaksice, U. Straubef, Y. Uchihorig,
H. Kitamurag, S. Kodairag
Biology room (BIO room) at HIMAC while Figure 2
shows the setup for the Tissue Equivalent Proportional
Counter (TEPC) in the BIO room at HIMAC.

Abstract
In space, humans as well as electronics are
exposed to primary radiation of cosmic and solar origin
as well as secondary radiation produced by primaries’
interactions with matter. The annual exposure levels
applicable for radiation workers on Earth are exceeded in
extended space missions on the International Space
Station (ISS). The European Crew Personal Active
Dosemeters for Astronauts (EuCPADs) project aims at
the development of an active dosemeter system to
document the astronaut’s exposures, to support risk
assessments and to provide a complete data set for space
crew dose management of the very diverse nature of
space radiation.

Figure 1: Setup of the active personal dosemeter for
rotational exposures in the HIMAC BIO room

1. Introduction
Important data for the characterisation of the
newly developed prototypes of the radiation detectors for
the EuCPAD project has been gained within the HIMAC
Research Project 11H282. The aim of the new HIMAC
Research Project 14H282 is the final calibration and
testing of the upgraded Engineering Qualification
Models (EQM) and Flight Models (FM) of the EuCPAD
hardware. In the frame of the new HIMAC Research
Project 14H282 two experiment runs have been
performed, June 2014 (Run #1) (Prototype) and February
2015 (Run #2) (EQM) (see Table 1) up to now.
Table 1: HIMAC runs #1 - #2 (ions and energies)

Run #

Date

Ion

Energy
(MeV/n)

1

June 2014

Protons

230

2

February 2015

Iron
Carbon
Helium

500
400
150

Figure 2: Setup of the prototype of the Tissue Equivalent
Proportional Counter (TEPC) in the HIMAC BIO room

2. Results
TEPC: Figure 3 shows the y*d(y) spectra
measured with the TEPC for the 230 MeV protons at
HIMAC (Run #1). The results show y*d(y) spectra for
two different high voltages (750V and 780V) of the
TEPC. With the increase of the high voltage the gas gain
increases and the TEPC can measure down to lower LET
values. Figure 4 shows the y*d(y) spectra measured
with the TEPC for six different ion species starting with
Protons up to Fe. The data from He to Fe was taken
during the previous HIMAC Research Project 11H282.
Based on these results the current prototype of the TEPC
is further developed into the Flight Model for
measurement on board the International Space Station
This FM will be tested in the upcoming HIMAC beam
time in summer 2015.

The aim of these two experiment runs performed at
HIMAC for the research project 14H282 was the
following:
a) To test the personal active dosemeter (based on silicon
detector technology) especially to compare the angular
dependence of the applied silicon detectors with Monte
Carlo Calculations (Run #1 prototype and Run #2 EQM
model).
b) To test the prototype of the Tissue Equivalent
Proportional Counter (TEPC) with low energetic protons
(Run #1 prototype).
Figure 1 shows the set-up of the active personal
dosemeter on a rotational stage for the irradiation in the
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Figure 5: Absorbed dose versus LET measured with the
active personal dosemeter for protons and He to Fe ions

Figure 3: yd(y) spectra measured with the TEPC for 230
MeV primary protons applying two high voltage levels
(750 and 780V)

Figure 4: yd(y) spectra measured with the prototype of
the TEPC for primary Protons, Helium, Carbon, Neon,
Silicon and Iron ions at the BIO Room at HIMAC

Figure 6: Rotational response of the thick diode of the
MU for protons in comparison with MC calculations

Active Personal Dosemeter: Figure 5 shows
the absorbed dose (normalized) versus LET measured
with the two applied silicon detectors within the active
personal dosemeter system. Using the combination of the
two detectors it is possible to cover a LET region up to
1000 keV/µm and to clearly separate the relevant ion
species used within the irradiation. The data from He to
Fe was taken during previous HIMAC Research Project
11H282.

3. Conclusion and Outlook
The results of the HIMAC Run #2 (February
2015) with the upgraded EQM versions of the active
personal dosemeter are currently evaluated. First look at
the data showed good comparison with Monte Carlo
Simulations. Within the next HIMAC run the full
functional Flight Models of the active personal
dosemeter and the TEPC will be tested.
_________________________________________
a
DLR, Germany; bMIRION, Finland; cPTB, Germany;
d
AIT, Austria, eTyndall, Ireland; fESA-EAC, Germany;
g
NIRS, Japan. The EuCPAD project is carried out under
ESA CONTRACT NO. 4200023059/09/NL/CP, Project
Manager: M. Dieckmann, ESA-ESTEC, The Netherlands

Figure 6 shows the comparison of energy
deposition spectra measured within the thick diode of the
active dosemeter after irradiations with 230 MeV protons
at various angles with Monte Carlo Calculations
performed with the PHITS code. The measurements are
in excellent agreement with the calculations. First EQM
testing has been performed during Run #2 (Feb 2015).
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粒子線ブロードビーム照射法の高精度化と省力化の研究
Study for high precision broad beam delivery method for particle therapy and
improvement of its efficiency (14H284)
高田義久,水谷昌平, 飯泉直也,土居惇一,松井健人,山口秀徳,原洋介 a,松藤成弘 a
Y.Takada, S.Mizutani, N.Iizumi, J.Doi, K.Matsui, H.Yamaguchi, Y. Haraa, N.Matsufujia
Abstract
The bi-material bolus (BM bolus) made from
Cycowood and brass was found to improve dose
uniformity in the target for proton beam1). We have
applied it to the carbon beam by developing a design
model of bolus using a biologically effective dose
(BED) optimization method. We have developed an
accurate and fast BE dose calculation model for that
purpose based on the measurement data. We
manufactured an optimized bi-material bolus and a
bolus designed by the conventional method for a
target model simulating a para-spinal tumor. We
found that the BED in the OAR can be reduced by
use of the optimized bolus compared with the
conventional bolus. We also found that the dose
uniformity in the target region is improved by use of
the BM boluses.
We have extended the dose optimization method of
designing a single-material bolus for proton beam to
any beam delivery condition. We manufactured a
ridge filter with a SOBP width of 80 mm and an
optimized bolus and measured dose distributions. We
confirmed the effectiveness of the method.
1. Purpose and summary of the research
A purpose of the present study is to develop an
optimized bi-material bolus for a carbon beam as
well as for a proton beam. We have developed an
accurate and fast BED calculation model for
designing an optimized BM bolus using a BE dose
optimization method.
As for the bolus optimization for protons, the
study was limited to a case of 60 mm in SOBP width
so far. We have extended the technique to any beam
delivery condition. As accuracy of dose calculation
degrades with the increase of the SOBP with, we
modified our fast dose calculation model to improve
the accuracy. We manufactured a ridge filter of in
SOBP width and an optimized bolus and measured
dose distributions and confirmed the effectiveness.
2. Contents of the this-year research
2.1 Dose distributions were measured for a 290
MeV/u carbon ion beam passing through the ridge
filter of 60 mm in SOBP width with a ripple filter and
an optimized bolus or a conventional bolus.
2.2 Dose distributions were measured for 160 MeV
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protons passing through a ridge filter of 80 mm in
SOBP width and an optimized bolus or a
conventional bolus for a target model simulating a
para-spinal tumor.
3. Results of this-year research
Figure１shows the optimized BM bolus and
conventional one for 290 MeV carbon ion beam
for a target model simulating a para-spinal tumor
as shown in figure 2.
Figure 3 shows iso-BED distributions formed by
a 290 MeV/u cabon ion beam passing through a
ridge filter with a ripple filter and an optimized BM
bolus (a) or a conventional one (b). Figure 4 shows
comparison of measured BED surface histograms
(BEDSH) between the optimized BM bolus and
conventional one. We found that the optimized BM
bolus significantly reduces dose in the OAR and
that both BM boluses give the uniform BED
distribution in the target. Calculated BED
distributions reproduce measurement results well
overall.
Figures 5(a), (b) show the optimized bolus and
conventional one for the target model simulating a
para-spinal tumor for 160 MeV protons passing
through the ridge filter of 80 mm in SOBP width.
Figures 5(c), (d) show measured iso-dose
distribution for the case of optimized bolus and that
of the conventional bolus, respectively. Figures
5(e), (f) show comparison of DSH between the
case of optimized bolus (red line) and that of the
conventional bolus for the target and for the OAR,
respectively. The optimized bolus significantly
reduces dose in the OAR and both boluses give the
similar relatively uniform dose distributions in the
target. Calculations reproduce measurement results
well overall.
In conclusion, our bolus optimization method
works well for both proton beam and carbon ion
beam.
References
1) Takada Y, et al.: Phys. Med. Biol. 53 (2008)
5555-5569.
Graduate School of Pure and Applied Sciences,
University of Tsukuba
a
National Institute of Radiological Sciences

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 1 Optimized BM bolus ((a) front view,
(b) back-side view) and conventional BM
bolus ((a) front view, (b) back-side view).

Fig. 2 Target model simulating a para-spinal
tumor. Green volume is target and brown
volume is OAR.

Fig. 3 Measured BED distribution formed by 290 MeV/u carbon ions passing through the optimized
BM bolus (left figure) and that passing through the conventionally designed BM bolus (right figure).

Fig. 4 Comparison of BED surface histogram between the case of optimized bolus and that of
conventionally designed BM bolus for target (left figure) and that for OAR (right figure). Red lines
show the cases of optimized bolus and blue lines show those of conventionally designed BM bolus.
(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

Fig. 5 (a) Optimized bolus, (b) conventional bolus for 160 MeV protons. (c), (d) show measured
iso-dose distribution for the optimized bolus and that for conventional bolus, respectively. (e), (f)
show comparison of measured DSHs between the optimized bolus (red lines) and conventional bolus
(blue lines) for target and for OAR, respectively.
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重粒子線照射野イメージングのための OpenPET 装置開発に関する研究
Development of OpenPET for Irradiation Field Imaging in Carbon Ion Therapy
（14H285）
a
a
a
山谷泰賀 、吉田英治 、錦戸文彦 、田島英朗 a、A. Mohammadia、稲玉直子 a、中島靖紀 a、
辻厚至 a、脇坂秀克 a、北川敦志 b、稲庭拓 b、佐藤眞二 b
a
T, Yamaya , E. Yoshidaa, F. Nishikidoa, H. Tashimaa, A. Mohammadia, N. Inadamaa,
Y. Nakajimaa, A. Tsujia, H. Wakizakaa, A. Kitagawa b, T. Inaniwab, S. Satohb
Abstract
The OpenPET geometry is our original idea to
visualize a physically opened space. One of our
targets is in-beam PET, which is a method for in
situ monitoring of particle therapy. We expect the
OpenPET will be the first practical 3D geometry to
be realized, as conventional systems using positron
cameras are basically limited to 2D imaging. In this
work, we developed a whole-body dual-ring
OpenPET based on accumulated knowledge
obtained through previous initial developments.

1． 研究の目的とバックグラウンド
我々は、世界初の開放型 PET 装置「OpenPET」
のアイディアを 2008 年に提案し[1]、粒子線治療
における照射野イメージングや、直接的な腫瘍
トラッキングの実現を目指している。具体的に
は、20P250 において、dual-ring OpenPET（DROP）
の小型試作機を開発し(Fig. 1 (a))、106 pps 程度
の 11C ビームによる照射野イメージングをファ

ントム実験にて実証した[2]。照射中＋照射後の
PET 計測により、従来のオートアクティベーシ
ョンでは実現不可能であった、一次粒子自体の
3 次元分布の画像化が可能であることが示され
た（Fig. 1 (f)）。
一方、高強度ビーム照射における PET 検出器
の飽和の問題については、光電子増倍管（PMT）
のフロントエンド回路を改良してダイナミッ
クレンジを 5 倍に高めることで回避できること
が示されてた。
そこで本研究では、
・OpenPET 試作機開発（2016 年 3 月完成目標）
・OpenPET の性能を高めるための基礎研究
の 2 つを目的として進めている。

2． 前年度のまとめ
Fig. 1(c)-(d)に示すような第二世代 OpenPET
（single-ring OpenPET: SROP）の提案および小
型試作機開発に続いて[3]、各検出器を体軸方向

Fig. 1. Conceptual sketches and prototypes of the OpenPET geometries: the dual-ring OpenPET (DROP) (a)-(b)
and the single-ring OpenPET (c)-(e). Following proofs-of-concept of in-beam imaging (f), a whole-body DROP
was developed (g).
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に可動にする Axial Shift (AS)という新しい発想
に基づいた新たな SROP 小型試作機を開発した
(Fig. 1 (f))。AS 型 SROP は、通常のリング型 PET
と SROP を自在に切り替えられるようにするア
イディアである。
2016 年 3 月完成を目指したヒトサイズ実証機
開発については、これまでの検討を通じて確定
した仕様に基づいて、160 個の PET 検出器の製
作を完了した。そして、一部の検出器を HIMAC
PH2 コースでテストした結果、最も過酷条件で
ある水ファントム後方 30 度、30cm の位置にて、
12
C ビーム強度 108 pps での安定動作を確認した。

3． 今年度の研究内容
3.1 ヒトサイズ OpenPET 実証機の開発
これまでの 3 つの小型試作機による原理実証
を受けて、ヒト全身用 DROP の試作に成功した
（Fig. 1 (g)）
。160 個の DOI 検出器は、2.8mm x
2.8mm x 7.5mm の GSOZ シンチレータを 16 x 16
x 4 層に配置した結晶ブロックと高感度 PMT か
ら成る。粒子線照射野の強いバックグランド放
射線に対して、検出器のダイナミックレンジを
高めたりや放射線ダメージを抑制したりする
工夫を施した。移動式の筐体は、検出器リング
内径 640mm に対して装置害寸法は直径 940mm
と小型である。
3.2 OpenPET の性能を高めるための基礎研究
・放射化、放射線耐性
今後の装置改良の指針を得るために、筐体カ
バーの材質（アルミニウムなど）の放射化や、
PMT に代わる次世代受光素子として注目され
るシリコン PM
（SiPM）
の放射線耐性について、
PH2 コースにて試験した。ターゲットは水ファ
ントムであり、後方 30 度など後方に角度をつ
けた位置に評価対象物を置いた。
・15O ビーム
将来の多核種混合ビームによる LET 最適化
粒子線治療等の実用化を見据えて、RI ビームで
ある 15O ビームに注目し、16O ビームからの二
次ビーム生成法の最適化を行った
（SB1 ポート）
。
照射野確認において、半減期約 20 分の 11C や半
減期約 20 秒の 10C に比べて、半減期約 2 分の 15O
は、高い被放射能で照射後数分の体内動態の観
察に適していると期待される。なお、16O ビー
ムの使用は当初計画には含まれていなかった
が、マシンタイム部会の承認のもと実施した。
・washout 解析
陽電子放出核種による照射野イメージング
法の課題の一つが生物的洗い出し（washout）の
影響であるが、重粒子線照射後に生体内で生じ
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る陽電子放出核種が結合した化合物が不明で
あるため、washout 効果のモデル解析は容易で
ない。そこで、炭素線によるこれまでのデータ
を補完する狙いから、上記 15O ビームをウサギ
に照射し、washout 速度を計測した。

4． 今年度の研究成果と解析結果
4.1 ヒトサイズ OpenPET 実証機の開発
HIMAC 二次ビームポートにて、通常の炭素
線（12C）照射に加えて、将来の RI ビームの実
用化を想定した 11C 照射および 10C 照射も試行
した。PMMA ファントムに対して、いずれも
2.5Gy のペンシルビーム照射を行った結果、12C
照射においてもピーク位置が明確に画像化さ
れたが、PET ピーク位置はブラッグピーク位置
とは理論的に異なる問題は残る（Fig. 2）
。一方、
RI ビームでは、粒子の停止位置そのものが、よ
り短時間（数十秒から数分）の PET 計測で得ら
れることが示された。

Fig. 2. An example of reconstructed OpenPET images of
a PMMA phantom (12C beam irradiation).

4.2 OpenPET の性能を高めるための基礎研究
・放射化、放射線耐性
ここでは、SiPM である MPPC の放射線耐性
についてのみ報告する。12C ビーム照射（108pps）
において数分の照射後から出力の低下が見ら
れ、SiPM は OpenPET に適さないと思われる。
・15O ビーム
二次ビーム生成のためのターゲットとして
Be とポリエチレンを比較した結果、11cm 長ポ
リエチレンで最大の生成率が得られた。
・washout 解析
以前行った炭素線照射と比べて、酸素線照射
によって異なる washout 速度が得られた。今後、
詳しい解析を行う予定である。
参考文献
[1]
Yamaya T, et al.: Phys. Med. Biol. 53, 757–73,
2008.
[2]
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CR-39 を用いた高エネルギー荷電粒子が人体内中に生成する短飛程二次粒子の
線量寄与の研究
Verification of dose contribution due to short range secondary particles produced
by high energy charged particles measured with CR-39

(14H286)
小平聡 A, 小西輝昭 A, 北村尚 A, 内堀幸夫 A, Eric BentonB
S. KodairaA, T. KonishiA, H. KitamuraA, Y. UchihoriA, E. BentonB
Abstract
In addition to energy loss by ionization process,
protons of energy >~50 MeV, such as those used in
proton radiotherapy, can undergo nuclear interactions
with nuclei of Z >1, resulting in the production of
short range (<10 m), high-LET (linear energy
transfer) target fragment particles. One of the few
methods to detect these short-range particles is by
means of CR-39 plastic nuclear track detector
analyzed with an atomic force microscope. However,
due to the LET-dependent angular sensitivity of
CR-39, multiple detectors exposed at a range of
incident angles to the primary proton beam, must be
analyzed in order to accurately determine the LET
spectrum, absorbed dose and dose equivalent. The
LET spectrum of 160 MeV proton induced secondary
particles was experimentally measured with CR-39,
which were exposed at six different incident angles to
take into account the intrinsic sensitivity of the critical
angle for track registration. The irradiated detectors
were chemically processed to remove a 1 m thick
volume of CR-39. The measured LET range of short
range tracks was from 15 keV/m up to 1.5 MeV/m.
The absorbed dose contribution (Ds/Dp) from
secondary particles to primary proton dose was ~1%,
while the dose equivalent contribution (Hs/Dp) was
found to be ~20%.

線量寄与は投与される計画線量には反映されて
いないのが現状である。従来の放射線計測法では
二 次 粒 子 の実 測 は 困 難で あ る が 、本 研 究 で は
CR-39固体飛跡検出器と原子間力顕微鏡を組み合
わせた精密計測法により、この問題を解決する。
本研究では、二次粒子の生成断面積や線量分布に
関する精緻な基礎実験データを集約し、放射線防
護の観点からの余剰線量について定量評価する
ことを目的とする。

2. Progress in 2014

1. Introduction
放射線治療に用いられる粒子線やX線が、腫瘍
に投与する線量以外に、それらが人体内外の物質
との核反応によって二次粒子を発生させること
が知られている。これらの被ばくと二次がん発生
リスクとの関係を系統的に評価することが喫緊
の課題となっている。とりわけ粒子線が標的（人
体）と衝突することで人体内元素を破砕し生成す
る二次粒子（標的核破砕反応）は、高LET荷電粒
子であるため、人体に与える線量影響は無視でき
ない。これら二次粒子は粒子線が人体中を通過す
る際に確率的に繰り返し生成されるため、ブラッ
クカーブのプラトー領域における余剰線量を評
価することが放射線防護の観点から重要である。
従来の線量計測法では、高密度な一次粒子線と二
次粒子の同時計測が難しいだけでなく、二次粒子
の殆どが10 mよりも短い飛程しかないことから、
検出自体が非常に難しい。そのため、二次粒子の
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標的核破砕反応による放出される二次粒子は
完全に等方的な分布を持たず、入射陽子線の方向
性を反映する（前方に指向する）と考えられる。
また、CR-39 にはある一定角度よりも大きい飛跡
はエッチピットとして観測され得ない臨界角度
が存在する。二次粒子の線量を定量的に評価する
ためには、二次粒子の放出角度分布を知ったうえ
で、臨界角度を考慮した補正が必要となる。シミ
ュレーションを用いて補正する方法が考えられ
るが、本研究では実験データを活用した次の補正
方法を見出した。CR-39 への陽子線の入射角度を
90 度から 15 度まで変化させ、各角度における
LET 分布を平均化することによって、放出角度分
布を含んだ LET 分布を得ることができる。更に、
各入射角度において生成し得る臨界角度(c)を
LET ビン毎に考慮し、式 1 のような補正式で放出
角度分布を考慮した微分 LET 分布を実験データ
から導くことができる。

 90  1 n  dN i 
  
 

dLET  90   c  n i 1  dLET 
d N

図1. 二次粒子の立体角及び臨界角補正のための、90度~1
5度まで15度刻みの角度照射用治具。19mmx19mmのCR-3
9スタックを固定し、一度に6角度で照射することができ

る.

160MeVの陽子線の入射角度を90度（検出器に
対して垂直）から15度まで変化させ、各スタック
に1.8x1010cm-2のフルエンスで照射を行った（図1）。
図2には各入射角度（(a) 90、(b) 45、(c) 15）
において生成した二次粒子のAFM画像を示して
いるが、臨界角度制限によって(a) 90では見えて
いないエッチピットでも、(c) 15では見えてくる
ようになる。このように臨界角度制限を、照射体
系の角度を変化させることで解決することが可
能になる。

にまとめてあるが、適切な補正を適用することで
得られる二次粒子の線量寄与は線量当量で20%
程度に及ぶことが分かる。
本年度では二次粒子の放出角度ならびにCR-39
の臨界角度を補正する手法を確立し、二次粒子の
線量を定量評価可能になった、次年度では、水中
深さの一次陽子線のブラッグカーブに沿った二
次粒子の線量寄与の変化の他、放医研サイクロト
ロンの実験と組み合わせ、二次粒子生成断面積に
関する入射陽子線のエネルギー依存性を評価す
る予定である。

図 2. 各入射角度（(a) 90、(b) 45、(c) 15）において生
成した二次粒子の AFM 画像（25µm 角）.

図4. Comparison of LET spectra with angular correction, no
angular correction and isotropic correction cases.

表. Comparison of dose contribution of secondary particle
s to the primary proton dose for the cases of with angul
ar correction, without angular correction and isotropic ass
umption.

図 3. 各入射角度（=90~ 15）において生成した二次粒
子の放出角度（）と LET 値の散布図.点線は臨界角度制
限を示していて、それよりも角度が大きい領域ではエッ
チピットが生成しない.

図3は、各入射角度（=90~ 15）において生
成した二次粒子の放出角度（）とLET値の散布
図であるが、本来観測され得る二次粒子は臨界角
度制限によって観測されないことを示している。
しかしながら、各入射角度毎に放出角度分布と臨
界角度制限を各LETビン毎に補正すれば、本来の
放出角度分布を反映しつつ臨界角度制限を補正
することができる。図4では、この補正を反映し
たLET分布の他、補正していない入射角度=90
だけのLET分布、二次粒子の放出が等方的だと仮
定した場合のLET分布をそれぞれ比較している。
とりわけLETが低い領域（~150keV/µm以下）では、
補正していないと過小評価になる一方、等方的な
過程では過大評価になっていることが分かる。高
LET領域では、エバポレーション過程を通じて最
終的に反跳された重粒子でありほぼ等方的な分
布となることが分かる。各ケースの線量結果を表
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多糖類ゲルによる重粒子線治療用ポリマーゲル線量計の開発
Development of Polymer Gel Dosimeters based on Polysaccharide Gel
for Radiation Therapy with Heavy Ion Beams
(14H287)
a
a
田口 光正 , 廣木 章博 , 山下 真一 b, 木村 敦 a, 長澤 尚胤 a, 村上 健 c
M. Taguchia, A. Hirokia, S. Yamashitab, A. Kimuraa, N. Nagasawaa and T. Murakamic
Abstract

推定されている。水ファントム中に電離箱を入

Polymer gel dosimeters (PGDs) have been
proposed

to

be

of

知られているが、この方法では照射計画のよう

in

な連続した空間的（３次元）線量分布を得るの

tissue-equivalent materials because gel matrix

は困難である。３次元線量分布を簡便に評価す

consists mostly of water and suppress the diffusion

るツールとして注目されているのが、水と生体

of chemicals produced by radiation. Most of PGDs

組織に近い物質で構成された「ポリマーゲル線

are composed of gelatin or agarose as the gel matrix

量計」である。しかし、従来のポリマーゲル線

and acrylamide or methacrylate as monomer. These

量計には、熱安定性が良くない、有害な薬品が

PGDs are rather difficult in handling because of less

使用されているなどの問題があった。

three-dimensional

used
dose

in

measurement

れて線量を計測し、線量分布を評価する方法が

distributions

thermal stability of the gel matrix and toxic

我々は、放射線橋かけにより作製した多糖類

constituents. We have proposed less toxic PGDs by

ゲルをマトリクスに、非毒劇物のメタクリル酸

employing a radiation-crosslinked polysaccharide

エステルを放射線検出液に使用することで、
「安

gel and less toxic monomers. Prepared transparent

全で環境にも優しく取扱いに専門知識が要らず、

PGDs became white and cloudy by irradiation with

照射に伴う重合反応が白濁として視覚的に見え

gamma-rays and heavy ions. The cloudiness of

るポリマーゲル線量計」の開発を行っている。

PGDs was evaluated from absorbance by UV-Vis

これまでに、作製したポリマーゲル線量計がヘ

spectrometry.

リウム線、炭素線、及び鉄線の線量に応じた白

In this annual report, the effect of the
composition ratio of monomers and antioxidant on

濁度合いを示し、その放射線感度は LET に依存
することを報告してきた。

the dose response and the evaluation of dose

本研究では、３次元線量分布を評価可能な重

distribution at various depths in water bath have

粒子線治療用ポリマーゲル線量計の開発を目指

been shown. The dose sensitivity of the dosimeters

し、白濁化に及ぼす重粒子線照射（線質）の影

was enhanced by increment in antioxidant. The

響を調べるとともに、ポリマーゲル線量計の放

obtained dose distribution was almost agreement

射線感度の向上を図る。

with that of EBT3 as a general radiochromic film.
2. 今年度の研究内容
1. 研究の背景と目的

平成２６年度は、合計７回（150 MeV/u ヘリ

がんに対する放射線治療の高度化に伴い、患

ウム線照射；３回、290 MeV/u 炭素線照射；４

者のがん形状に合わせた複雑な線量分布の照射

回）のマシンタイムをいただき、Bio ポートにて

が可能になってきている。しかし、実際の治療

照射を行った。放射線橋かけ多糖類ゲルと放射

における線量分布を簡便に計測する方法がない

線検出液（モノマー及び脱酸素剤の水溶液）か

ため、線量分布は予め策定した照射計画を元に

ら成るシート状ポリマーゲル線量計の線量応答
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性を調べ、ポリマーゲル線量計の放射線感度に

149 mm）に配置したサンプルで最大となった。

及ぼす検出液の組成の影響を検証した。また、

これは、炭素線が水中で散乱し、照射領域が広

シート状ゲルを積層することで作製した立体型

がることを裏付ける結果である。ガフクロミッ

ポリマーゲル線量計に対して、ヘリウム線を４

クフィルムで測定した線量分布とほぼ一致する

方向から照射し、３次元的な線量評価を試みた。 ことが分かった。
３次元線量分布の評価に向けて試作した立体
3. 今年度の研究成果

型ポリマーゲル線量計（ブラッグピークが中央

放射線検出液中の脱酸素剤の濃度を変え作製

付近となるように水槽中に配置）に対して、10 x

したポリマーゲル線量計に、高崎量子応用研究

10 mm2 の照射野でヘリウム線を４方向から照射

所においてコバルト６０線源からのγ線を照射

した結果、透明なゲルの中心部分に立体的な白

した結果、放射線感度は、脱酸素剤濃度に伴い

濁領域の形成を視認できた（図２）
。

増加することを確認した。脱酸素剤濃度を高め
たシート状ポリマーゲル線量計にヘリウム線を
照射したところ、従来に比べ高い放射線感度を
示すことが分かった。
作製したシート状ポリマーゲル線量計を炭素
線と直交するように水槽中に配置し、コリメー
タの使用により照射野を 20 x 20 mm2 に調節して
照射したサンプルの様子を図１に示す。ここで、
入射直後の線量を 10 Gy とした。入射直後のサ
Fig. 2

ンプルでは、透明・白濁領域の境界がクリアに

A photograph of the polymer gel dosimeter

現れた。白濁領域は深さ方向の距離が増えるに

irradiated with He ion (150 MeV/u) from

従って広がり、ブラッグピーク付近（水換算で

four directions. The sample was prepared by
putting gel sheets on top of another in the

a

b

glass vessel.
4. まとめ
作製したシート状ポリマーゲル線量計は、ガ
フクロミックフィルムと同様に優れた空間分解

c

d

能をもつが確認できた。さらに、シート状ゲル
を積層することで試作した立体型ポリマーゲル
線量計が３次元的な白濁領域を形成することを
確認できた。今後は、シート状ポリマーゲル線
量計の白濁度分布を光学スキャナにより数値化

10 mm

し、３次元に再構築することで、空間的な線量
Fig. 1 Photographs of the polymer gel dosimeter

分布評価に取り組む。

irradiated at various depth (1 mm; a, 101
mm; b, 130 mm; c, 148 mm; d). Beam of

a.

原子力機構・量子ビーム (QuBS, JAEA),

carbon ion (290 MeV/u) was collimated to

b.

東大院工 (The Univ. of Tokyo),

c.

放医研・重粒子医科学 (Res. C. Chrgd. Part. Therapy, NIRS).

2

the size of 20 x 20 mm
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物性プローブとしての高偏極不安定核ビーム生成法の開発
Development of Highly Polarized Unstable Nuclear Beams for Materials Science Use
（14H290）
三原基嗣 a、松多健策 a、福田光順 a、大野淳一 a、田中聖臣 a、山岡慎太郎 a、島谷二郎 a、田中悠太郎 a、
杜航 a、岩切秀一 a、柳原陸斗 a、神戸崚輔 a、渡邊浩太 a、泉川卓司 b、大坪隆 c、武智麻耶 c、
室岡大樹 c、西村太樹 d、百田佐多生 e、小沢顕 f、長江大輔 f、石橋陽子 f、阿部康志 f、長友傑 g、
南園忠則 a、久保謙哉 h、杉山純 i、北川敦志 j、取越正己 j、佐藤眞二 j
a
M. Mihara , K. Matsutaa, M. Fukudaa, J. Ohno a, M. Tanaka a, S. Yamaoka a, J. Shimaya a, Y. Tanaka a,
H. Du a, S. Iwakiri a, R. Yanagihara a, R. Kambe a, K. Watanabe a, T. Izumikawab, T. Ohtsuboc, M. Takechic,
D. Murooka c, D. Nishimurad, S. Momotae, A. Ozawaf, D. Nagaef, Y. Ishibashif, Y. Abef, T. Nagatomog,
T. Minamisonoa, M.K. Kuboh, J. Sugiyamai, A. Kitagawaj, M. Torikoshij, and S. Satoj
砕反応において約–25%、 12C 荷電交換反応では
CH2 標的の場合約+10%の偏極ビームが得られた
[1]。とりわけ後者においては、p(12C,12N)n 反応が
高偏極かつ高収量に寄与し、狭い運動量幅をもつ
偏極 12N ビームが得られることを示した（図１）。

Abstract
Production of spin polarized short-lived -emitters
8
Li (I = 2+, T1/2 = 838 ms), 9Li (I = 3/2–, T1/2 = 178
ms) and 58Cu (I = 1+, T1/2 = 3.2 s) has been carried
out using heavy ion reactions. Nuclear magnetic
resonance of 12N (I = 1+, T1/2 = 11 ms) in liquid media
has been successfully observed using a spin polarized
12
N beam developed in this project.
1. 研究目的
従来の核磁気共鳴(NMR)に比べ、線検出を利
用することにより約 1010 倍もの高い検出感度を示
す-NMR 法は、物質中希薄不純物の NMR 測定を
可能とし、不純物のサイト同定、局所電子状態、
不純物原子の拡散機構などを調べる上で非常に
有効な実験手法となる。-NMR による物性研究を
進めるにあたり、プローブ核として用いる短寿命
核を、高いスピン偏極度をもち、かつ高強度のビ
ームとして生成することが非常に重要となる。
様々なビーム種を広いエネルギー範囲で供給可
能な HIMAC を利用して、プローブ開発およびそ
れを用いた物性研究を行うことが本研究の目的
である。
2. 昨年度までに得られている結果
2-1. 重イオン核反応によるスピン偏極 12N の生成
短寿命核 12N(I = 1+, T1/2 = 11 ms)の高スピン偏
極ビーム生成を目的とした、重イオン核反応によ
る生成テストを行った。70A MeV における 14N 入
射核破砕反応と、12C 荷電交換反応の２種類の核
反応を用いて 12N を生成した結果、14N 入射核破

図 1. CH2 標的による 12C 荷電交換反応により生成された
12
N の、スピン偏極および収量の角度依存性.
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2-2. 入射核破砕反応によるスピン偏極 8,9Li 生成
Li イオン電池材料中の Li イオン拡散係数の測
定に有効な-NMR プローブ核として注目してい
る、8Li(I = 2+, T1/2 = 838 ms) および 9Li(I = 3/2–,
T1/2 = 178 ms) の、入射核破砕反応による偏極ビー
ム生成テストを、70A MeV の 11B ビームを用いて
行った。その結果、偏極の運動量と角度に対する
依存性は、定性的にはよく知られている
kinematical model [2,3] を再現しているように見
える（図２）。8Li および 9Li 共に約–5%の偏極が、
相対運動量 106%付近、出射角度 2°以上の領域で
得られた。
3. 今年度の研究内容
3-1. 10B および 12C ビームによるスピン偏極 8,9Li 生成
スピン偏極 8,9Li の生成条件の最適化を図るため、
HIMAC で供給可能な 10B および 12C からのスピン偏極
8,9
Li ビーム生成テストを行った。
実験は SB2 コースを用いて行った。70A MeV の
10
B および 12C ビームを Be ターゲットに照射し、
得られた 8,9Li 核を二次ビームとして分離し、運動
量と出射角度を変えながら 8Li および 9Li の偏極
度を測定した。偏極測定は、第三焦点に設置した
-NMR 装置を用いて行った。8,9Li を静磁場中に置
かれた Si 試料中に植え込み、放出された 線を、
偏極方向に対して上下に設置した３連のプラス
チックカウンターテレスコープにより検出した。
NMR によって引き起こされた偏極変化を、線計
数の非対称度を指標として観測し、核反応により
得られた 8,9Li の偏極量を求めた。
今回の結果を、昨年度の 11B 入射核破砕反応に
よる結果とともに図２に示す。8Li に関しては、12C
ビームからの生成により約–7%の偏極が得られ、
11
B ビームから生成した場合よりも大きいことが
分かった。また、10B ビームから生成した場合、8Li

が、有意に偏極しているかを判定するには、統計
精度を上げる必要がある。
3-3. H2O 中 12N のβ-NMR
本実験課題により開発したスピン偏極 12N ビー
ムを用いて、液体試料中に打ち込まれた不安定核
の NMR 観測に初めて成功した。図１に示すよう
に、70A MeV における 12C 荷電交換反応において
12
N の出射角度を 1°に選択することにより、偏極
度約 10%の 12N ビームが得られる。ポリエチレン
の袋で作成した容器に純水(H2O)を入れて大気中
に置き、偏極 12N ビームが試料内部に確実に止ま
るよう直前に置かれたデグレーダの厚みを調整
した。
静磁場 1 T、室温において測定した H2O 中 12N
の NMR スペクトルを図４に示す。参照用として
測定した Pt 中 12N に対し、偏極度は約半分であっ
た。ラーモア周波数は Pt 中に比べ少し低い値を示
している。

図 2. Be ターゲットへの 70A MeV 10,11B, 12C ビーム照射
により生成された 8,9Li の、スピン偏極および収量の運
動量依存性.
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電交換反応により生成された 58Cu スピン偏極の角度依存
性.

図 3. 500A MeV の 58Ni ビームを用いて、p(58Ni, 58Cu)n 荷
電交換反応により生成された 58Cu スピン偏極の角度依存
性.
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粒子線ＣＴのためのシリコンストリップ検出器の開発
Development of silicon micro strip detector for proton computed tomography
（12H291）
泉川卓司 a、川崎健夫 b、後藤淳 a、皿谷有一 c、福田茂一 c
T.Izumikawaa , T. Kawasakib, J. Gotoa, Y. Sarayac and S. Fukudac

Abstract
The purpose of this study is to develop a small
detection apparatus for proton computed tomography. We
have developed a high-speed tracker with large area silicon
strip detector and Amplifier-Shaper-Discriminator LSI,
which was developed for high energy physics. The
performance of the tracker was measured with different
beam intensities. The beam profile for high intensity beam
was successfully obtained.
1． 研究の目的とバックグラウンド
粒子線治療の際にはＸ線による画像診断により腫瘍
の位置や物質密度を測定して、治療の際に与える放射
線量を決定している。しかしながら、粒子線とＸ線で
は人体や物質との相互作用が異なるため、Ｘ線ＣＴ値
から推定された線量分布には数パーセントの不定性が
残ってしまう。そこで、Ｘ線ではなく粒子線を用いて
電子密度を直接に測定できれば、この不定性が取り除
かれることから、より精度の高い線量分布予測が可能
となり、
より適切な治療計画を策定することができる。
このような観点から、粒子線を用いた断層写真に関す
る研究は、放医研も含めて世界各地でなされている。
本研究の目的は小型の粒子線ＣＴの開発研究である
が、粒子の位置検出器として、シリコンストリップ検
出器を用いている点に特徴を持つ。近年のシリコンス
トリップ検出器の技術・性能向上はめざましいものが
あり、従来の位置検出器を用いた試みに比べて、コン
パクトで位置分解能の優れた装置の開発が可能である。
また、シリコンストリップ検出器を複数枚用いて、測
定対象物の前方と後方の粒子軌跡を完全に追跡すると
ころも本研究の特徴の一つである。

図１ 画像測定セットアップ

方向用のストリップ検出器の組を一組として、被写体
の前方に 2 組、後方にも 2 組を配置し、被写体前後で
の粒子線の軌跡を正確に測定し、最後部に置かれた
NaI 検出器により粒子のエネルギーを測定する。これ
ら粒子の軌跡とエネルギーの情報から粒子線透過像を
得ることができる。シリコンストリップ検出器は、大
きさ 9cm × 9cm、厚さ 400μm、ストリップ間距離は
約 228μm ピッチの物を使用した（但し、データ収集
回路の単純化・高速化のために、使用領域は約 4.5cm
×1.5cm に制限）
。最後方に NaI(Tl)検出器を配置し、
被写体通過後の残余エネルギーを測定する。
前年度までは上記システムによる、簡単な被写体の
電子密度分解能の測定と粒子線軌跡を再構成する方法
による空間分解能の測定実験を行った。NaI カロリー
メータ自身のエネルギー分解能は 1%以下であった。
この残余エネルギーから物質の電子密度を計算する際
に必要となるイオン化ポテンシャルは物質によって異
なる。アクリルとポリエチレンを通過後の粒子線エネ
ルギーの測定を通じて、その影響を見積もった。実験
結果を図２に示す。アクリルのイオン化ポテンシャル
を用いて、アクリル自身、ポリエチレンのそれぞれ電
子密度を導出すると、
真値からのずれはそれぞれ0.1%,
0.6%であった。また、水、骨、脳など異なる物質のイ
オン化ポテンシャルの違いの電子数密度導出に対する
影響を見積もるために、モンテカルロシミュレーショ
ンを行った。同じイオン化ポテンシャルの値を用いて

図２ アクリル 10mm、ポリエチレン 10mm 通過後の
残余エネルギー （0<x<10mm 付近が物質なし、
10<x<22mm 付近がポリエチレン、22<x<35mm 付近が

2． 昨年度までに得られている結果
まず、開発してきた検出システムについて概説する
（図１参照）
。90 度の角度で交差させたＸ方向用とＹ

ポリエチレンとアクリルを重ねた領域、35<x<40mm
付近がアクリル 10mm のみを配置した領域）
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も、電子数密度は 1〜2%程度以下の精度で再現できる
ことが分かった。空間分解能の測定例を図３に示す。
被写体は 5mm ステップの階段状のポリエチレンであ
る。被写体の前方と後方の軌跡を独立して求めて、前
方と後方の軌跡の交点（交わらない場合は再近接点の
中間点）を位置座標として利用する軌跡再構成の方法
で解析すると、境界部の空間分解能として約 0.5mm が
得られている。

成分を除くとビームラインに常設されているプロファ
イルモニターによる測定とほぼ一致する。また、少な
くとも 400kHz 程度の高レートのビーム強度下におい
ても動作することが確認された。ノイズが多いことは
今後改善を要する点ではある。
今回利用したチップは素粒子実験で用いられている
ものを応用したもので、必ずしも理想的なものではな
いが、来年度もこの検出器の改良とともに基礎実験を
行い、将来の陽子線ＣＴに最適化された高速検出器の
開発に役立てる予定である。最適化された検出器は最
大計数速度が MHz に達するものを目標としており、
この計数速度が実現できれば、例えば頭頸部程度の大
きさのＣＴ画像撮像にはシミュレーションよれば 108
〜109 イベントのデータが必要と思われるが、これが
10 分〜数 10 分で達成されることとなり、粒子線ＣＴ
が現実的なものとなる。

図３ 1 次元電子数分布。空間分解能とし
て約 0.5mm が得られた。

3． 今年度の研究成果と解析結果
２６年度は高速化した回路を用いたシリコン検出器
を作成し、HIMAC にてテスト実験を行った。
昨年度までの測定システムの問題点として、データ
収集時間が200Hz 程度と遅い点があげられる。
原因は、
各ストリップからの信号をマルチプレクサ回路で順次
AD 変換して読み出す、という現在の読み出し方式にあ
る。今年度はこれを改めて、各ストリップの信号をパ
ラレルに読み出す方式に変更し高速化した回路を試作
した。読み出しのフロントエンド用 LSI として Belle II
実 験 の た め に 開 発 さ れ た ASD (Amp- ShaperDiscriminator) チップを利用した。このチップは図４に
見るように増幅回路とコンパレータ回路を有し、8 チ
ャンネルが一つのチップ上に集積されている。今回開
発した回路では、高速処理のために各ストリップから
の信号はコンパレーターによる弁別のみを行い、全ス
トリップからのデジタル信号を同時に（パラレルに）
読み取り、FPGA を使ったインターフェースを介して
ＰＣに取り込んだ。
このチップ 8 個を用い、合計 64strip の読み出し行う
検出器を２個作成し、HIMAC 2 次ビーム照射室にてテ
スト実験を行った。
ビームエネルギーは 160MeV とし、
ビーム強度は4×103 ppsから4×10６ ppsまで変化させ
た。図５に 4×105 pps でのｙ軸方向のビーム形状の測
定結果を示す。ノイズと信号の分離が余り良くなく、
ノイズによるオフセットが見られる。このオフセット

図４ 使用した ASD チップのブロック図

図５ 高速検出器によるビームプロファイルの測定

a. 新潟大学アイソトープ総合センター
b. 新潟大学大学院自然科学研究科
c. 放射線医学総合研究所
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250 MeV/u 領域におけるクーロン分解反応実験のための
シリコン検出器アレイの性能テスト
Performance Test of a Si Detector Array Used for the Coulomb Breakup Experiments at
around 250 MeV/u
(12H293) d
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Abstract

原子番号 1 に対して、最も重い残留核の原

We characterized a Si detector array developed for the

子番号が 50 となることから、反応生成物の

Coulomb breakup experiments with intermediate-energy

シリコン検出器中でのエネルギー損失量に

RI beams.

The array consists of a microstrip Si

は最大で 50^2 倍の大きな差異が生じるこ

detector and an ASIC preamplifier aiming at a wide

とになる。これら２つの課題を克服するに

dynamic range from 200 keV to around 1 GeV. As

は、大きなダイナミックレンジを持つ前置

preliminary results of the characterization, we report on

増幅器 ASIC が必要不可欠であったことか

the responses of the array to the irradiation of a 230 MeV

ら、理研仁科センターが中心となり ASIC

proton beam and of secondary beams produced from a

技術を適用した DGCSA (Dual Gain Charge

200 MeV
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Sensitive Preamplifier) を 開 発 し た

Xe beam, which made an energy deposit of

1)

。

around 250 keV and 800 MeV at maximum, respectively.

DGCSA より後段の波形処理は HINP システ

Further analysis is now going on to extract the linearity

ムで行った 2)。シリコン検出器は、GLAST

through the whole range, and the cross-talk ratio between

衛星用に開発された物を使用した

channels, which has an effect on the detection efficiency

ら３つの構成要素からなる系の性能テスト

of a proton particle.

結果について以下に記述する。

3)

。これ

1. 研究の目的とバックグラウンド
核子当たり 250 MeV 領域における陽子過

2. 去年度までに得られている結果

剰核のクーロン分解反応実験で使用するシ

１昨年行った性能テストでは、シリコン

リコン検出器系の開発を行っている。反応

検出器中でのエネルギー損失量が 400 keV

により放出される放出陽子と放出後の重い

から 300 MeV の範囲について評価を行った。

残留核が反応生成物となる。実験では、そ

その範囲における応答の線形性、エネルギ

の終状態に不変質量法を適用し、粒子間の

ー分解能は、系がクーロン分解反応実験に

相対エネルギーを導出する。

使用可能であることを示した。課題として

相対エネルギーの分解能が、対応する共

残されたのは、チャンネル間のクロストー

鳴状態の共鳴幅より広くなることを避ける

クが等価回路を用いた予想値より何倍も大

には、シリコン検出器１台当たりのストリ

きかった事、また、検出可能下限値がノイ

ップ数が数百となる。そのような多数の信

ズによって 400 keV 程度に制限されてしま

号を取り扱うには集約化された回路を用い

った事の二つであった。どちらも、エネル

た効率的な処理が望ましい。また、陽子の

ギー損失量が 250 keV 程度の放出陽子の検
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出効率に関わる重要な課題であることから、 800 MeV 領域における線形性並びにクロス
トークの割合について検証する予定である。

原因の追求を行い、２点の改良を行った。
１点は、シリコン検出器の電極構造の改変、
１点は DGCSA の高利得側出力チャンネル
の改造である。
3. 今年度の研究内容
上述の二つの課題検証に加えて、シリコ
ン検出器中でのエネルギー損失量が前回調
べた範囲とは異なる領域において、線形性
を調べることを目的とした性能テスト実験
を行った。使用したのは、132Xe から生成さ

図 1

230 MeV 陽子ビーム照射時のエネルギースペクトル。

ギー損失をする放出陽子の測定が可能であ

図 2

132

る事を確認する目的で使用した。

のエネルギーと飛行時間。

れ る A/Z = 9/4 を 満 た す ２ 次 ビ ー ム と
230 MeV の陽子ビームである。２次粒子の
エネルギー損失量は 400 MeV から検出可能
上限値に近い 800 MeV の分布を持っていた。
この照射により、線形性だけではなく、同
時にチャンネル間のクロストークの割合を
求めることも可能である。陽子ビームは検
出可能下限値が改善され 250 keV のエネル
Xe から生成される A/Z = 9/4 を満たす２次ビーム照射時
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Abstract
We are developing time of flight detectors
used for RIEKN Rare-RI Ring. In this year, we
developed a beam monitor detector and a
velocity selector using the cone angle of
Cherenkov light emission. Properties of these
detectors were measured using Kr beam at E =
200 A MeV and secondary beam produced
using Fe beam at E = 500 A MeV and Be target.
1．研究の目的とバックグラウンド
理化学研究所、RI ビームファクトリー[1]
において稀少 RI を蓄積し、質量測定を行う
為の「稀少 RI リング」[2]の開発が進行中で
ある。質量測定は等時性磁場を利用した
Isochronous Mass Spectrometry [3]を用いる。
稀少 RI リングでは入射前と出射後の時間
差の計測と稀少 RI リング上流での稀少 RI
の速度を計測することにより、質量を決定
する。質量を 10-6 以下の誤差で決定するこ
とを目的としており、その為には時間差測
定用の検出器の時間分解能は = 100 ps 以
下が、速度は 10-4 以下の誤差で決定する必
要がある。以上の要請を満たすような数種
の飛行時間検出器開発を進めている。また
稀少 RI リング上流において数種類の RI か
ら目的とする RI からの情報のみを選択し、
リングへの入射を行う為の検出器、リング
内でのビームの振る舞いを検出する検出器
の開発も進めている。
2．昨年度までに得られている結果
Kr 200 A MeV の一次ビームと Fe 500 A
MeV と Be ターゲットからの二次ビームを
用いて下記の検出器について時間分解能、
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検出効率、等の測定を行った。得られた結
果は下記の通り。
①BE-MCP：比較的重いビームにおいて
の使用を目的としたスタート検出器（ビー
ムが薄膜を通過する際に放出される電子を
電磁場(E, B)で制御し MCP へ導く TOF 検出
器；電場の一様性の改善を図る為、検出器
開口部分に Au + W ワイヤーを設置・MCP
位置の調整を行った。また磁場の一様性の
改善の為、補助コイルを設置した。時間分
解能の向上には至らなかったが、飛行時間
の出射位置依存性では最大のズレが 1 ns 程
度から 100 ps 程度に改善した。
②0.1mmtPla：比較的軽いビームにおいて
の使用を目的としたスタート検出器（0.1
mm の厚さのプラスチックシンチレーター
を使用）。稀少 RI リング仕様のジオメトリ
ィーでも十分な時間分解能、検出効率（ =
60 ps, ～ 100%）が得られた。
③E-MCP：リング中でのビームの周回数、
入射直後のビームの振る舞いの観測を目的
とした検出器（炭素薄膜から放出される電
子を電場(E)のみで MCP へ導く）。ビームの
周回数を測定するに十分な時間分解能 ～
130 ps、検出効率～ 70%が得られている。
また稀少 RI リング中での周回時間の測定
から質量を 10-4 程度の誤差で決定できるこ
とが分かった。
④チェレンコフ速度選択器：チェレンコ
フ光の角度分布を直接測定することによっ
てビームの速度を選択する検出器。ビーム
の速度精密測定に特化した実験を行い、数
種類のラディエータに対して速度分解能を
測定した。その結果、56Fe 500 500 A MeV ビ

ー ム に 対 し て 、 ラ デ ィ エ ー タ TAFD40
（0.3mmt ）を用いたとき、最高/～4×
10-3 を得た。
3．今年度の研究内容
①、④の検出器の特性を 84Kr 200 A MeV、
56
Fe 500 A MeV からの二次ビームを用いて
測定した。詳細は以下の通り。
①BE-MCP：時間分解能の向上を目指し
電場増強を行う。時間分解能は電子の周回
周波数、電子の初速 v(0)、電場(E)、磁場(B)
1 v(0)
を用いて  
で決まる為[4]、電場の
 ( E B)
大きさが決めると考えられる。その為、こ
れまでの 60 V/mm から最大 1000 V/mm を目
指して電場を増強させる。1000 V/mm が実
現できれば時間分解能は計算上 10 ps 以下
となる。使用する MCP をこれまでの有感領
域 100 mm×50 mm の物から14.5 mm の物
に変更し、電子の入射位置に依存する飛行
時間の広がりを減らし、電場増強による効
果を判別しやすくする。電場増強に付随す
る磁場増強に対応する為磁場の生成方法を
これまでのコイルから永久磁石へ変更した。
これによりコイルから放出される熱を考慮
せずに済むようになった。
④チェレンコフ速度選択器： Fe 500 A
MeV から生成される 2 次ビーム（生成標的:
Be 40~50mmt）に対して、チェレンコフ光を
用いた速度選択によって粒子選択の効率化
向上を目指した。ビーム軸に対称にチェレ
ンコフ光のコーン角をとらえるよう左右に
2 台の光電子増倍管 R9880U-210 を配置した。
光電子増倍管には 400±40 nm のフィルタ
ーを取り付けた。光電子増倍管とラディエ
ータ（TAFD30, 0.5mmt）は、ステッピング
モーターを遠隔制御し、距離と角度を任意
に変更できる装置を製作した。
4．今年度の研究成果と解析結果
① BE-MCP ：アルファ線源を用いたオフ
ライン試験では電場 183 V/mm で = 180 ps
が得られた。以前の電場 60 V/mm では =
240 ps 程度だったので 25%の向上となる。
84
Kr 200 A MeV に対する時間分解能は 3 月
のマシンタイムで測定する予定である。

④チェレンコフ速度選択器：下図に結果
の一例を示す。図(a)は 56Fe 500 A MeV を Be
42 mm に照射し、磁気剛性率のみによる分
離した粒子識別図である。横軸は粒子の速
度、縦軸はシリコン検出器のエネルギー損
失である。図(b)は図(a)にチェレンコフ光の
検出条件を適用したものである。この測定
は 54Cr のチェレンコフ光を検出する設定で
ある。結果として、54Cr が選ばれ、速度が
異なる他の粒子の強度が減少していること
が分かる。ラディエータと光電子増倍管の
距離と角度を最適化することで、最高 96%
の効率、速度分解能 2%の選択が得られた。
これは稀少 RI リングへの 2 次ビーム入射条
件の要請の十分に満たすものである。

参考文献
[1] Y. Yano, NIM B 261, 1009 (2007).
[2] A. Ozawa et al., Prog. Theor. Exp. Phys. 2012,
03C009 (2012).
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LET 依存性のないゲル線量計の開発
Development of no quenching 3D gel dosimeter about LET dependence
（12H297）
a
a
前山拓哉 , 福西暢尚 ,石川顕一 a,b,c, 深作和明 d,e, 福田茂一 f
T. Maeyamaa, N. Fukunishi a, K. L. Ishikawaa,b,c, K. Fukasakud,e, S. Fukudaf
Abstract
LET independent nanocomposite Fricke gel (NC-FG)
dosimeter was prepared by mixing Fricke solution and
nanocomposite gel at deaerated condition. Radiological
properties of NC-FG under various preparation
conditions were investigated under argon and carbon
beam irradiation covering an LET range from 10 to 3000
eV/nm. The NC-FG dosimeter exhibited the radiological
properties that were totally different from conventional
Fricke gel dosimeter which is prepared by using organic
gel matrix without nano-clay. Especially, NC-FG works
not only in an acid but also in a neutral condition. We
have revealed that the nano-clay in NC-FG is essential
for radiation sensitivities. In addition, surprisingly, the
radiation sensitivity of NC-FG does not change even at
very high LET (3000 eV/nm) at the Bragg peak region of
argon ion beam.

年の報告書を参考されたい。簡易には NC-FG は 1 wt%
のナノクレイ(合成ヘクトライト、商品名 Laponite
XLG: Rockwood Ltd.) 、 3 wt% ゼ ラ チ ン (300
Bloom/porcine skin, Sigma-Aldrich)、1 mM 硫酸第
二鉄アンモニウム、50 mM 過塩素酸を標準試料とし、
表１に示すように (NC-FG)の調製条件を変化させた。
照射後のサンプルの測定には 1.5 T MRI を用い、
turbo Mixed シーケンスからサンプルの緩和速度 R1
(=1/T1)を評価した。測定条件は TR = 2260 ms, TE1 =
19 ms TE2 = 100 ms, TI = 500ms, ETL = 6, pixel
spacing = 0.78 mm である。

1． 研究の目的とバックグラウンド
3 次元スキャニング照射法などの粒子線治療の高
度化が進められ、より複雑な線量分布ががん患部に
合わせて計画される。この時の実際の三次元線量分
布の検証手法の開発が必要とされている。ゲル線量
計は水を主成分とした生体に近い材料であり、三次
元線量分布を評価することができるため、複雑な三
次元線量分布の検証手法として期待されている。一
方で、これまでのゲル線量計を粒子線に用いた場合、
LET (Linear Energy Transfer) が増加すると共に検出
感度の低下が生じ、測定値からの直接の線量評価が
困難であった[1]。そのため、我々はこれまでの液体
化学線量計の知見とナノサイズの粘土が持つ吸着特
性による拡散の抑制手法による新規のゲル線量計の
開発を進めた。
2． 昨年度までに得られている結果
昨年度までに、LET 増加に対してそれぞれ感度が
増加、減少する放射線誘起の還元反応型と酸化反応
型の水溶液線量計をナノクレイ添加ゲルに加えた時
の特性評価を進めた。結果、水溶液状態とは異なり
放射線誘起の酸化反応型の線量計において LET に
依存しない感度特性を示すことを持つことを発見し
た[2]。このゲルは代表的な液体化学線量計であるフ
リッケ水溶液線量計をナノクレイ添加ゲル中に脱気
環境下で分散させることで調整される。
3． 今年度の研究内容
本年度は興味深い特長を持つ脱気ナノコンポジッ
トフリッケゲル線量計(NC-FG)の調整条件を網羅的
に変化させた時の特性評価を進めた。また、カーボ
ンビームよりも高い LET を持つアルゴンビーム照射
時の NC-FG の特性も評価した。詳細な調整手法は昨

4． 今年度の研究成果と解析結果
図 1 の a と b にそれぞれ 12C6+ 290 MeV/u と 40Ar18+
500 MeV/u を照射した時の標準の NC-FG の R1 (1 / T1)
分布(左縦軸)を示した。ゲルサンプルを封入した試
験管中央にイオンビームの飛程が来るようにそれぞ
れ、カーボンビームでは 63.26 mmH2O、アルゴンビ
ームでは 11.04 mmH2O のバイナリーフィルターを挿
入している。照射した線量は照射サンプル表面の値
で、それぞれカーボンビームが 0, 150, 300, 450,
600 Gy で、アルゴンビームが 0, 200, 400, 600, 800
Gy である。図 1(a, b)より、カーボンビームの場合
は 79 mm 近辺でアルゴンビームの場合は 105mm 近辺
で鋭いピークを持つことが分かる。それぞれ、入射
表面近辺(5 mm)と R1 分布のピーク位置における R1
の値を入射表面線量に対してプロットしたものを図
1 の c と d(左縦軸)に示した。R1 は入射表面線量に対
して線形性を持って増加し、傾き(R1)はカーボンビ
ー ム と ア ル ゴ ン ビ ー ム 共 に ほ ぼ 同 じ 値 、 約 0.6
[kGy-1s-1]であった。また、この傾きと電離箱測定か
ら得られる線量分布と比較すると図 1 の e と f にな
る。ここで、図 1 の e と f のδR1 分布と物理線量分
布(右縦軸で表示)はともに表面付近(5 mm – 10 mm)
の値を規格化して表示してあり、R1 分布のピーク位
置に対して物理線量分布のピーク位置を合わせて表
示してある。NC-FG のR1 分布は表面を１とした場合、
4 倍程度増加し、線量分布と同じように、鋭いピー
クを示すことが解る。アルゴンビームのブラッグピ
ーク近辺の LET は 3000 eV/nm と非常に高い値になる
が、NC-FG の感度はほとんど変化しないことを示し
ている。

Table 1 Chemical composition.
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Gelatin

Laponite

3wt%

0.1 - 1wt%

HClO4

Fe2+

0 - 150 mM 0.2 - 5 mM

次に、組成条件を網羅的に変更させカーボンビー
ム照射時の NC-FG の表面付近の感度特性(0 – 5 mm
の平均値)を図 2(a,b,c)にまとめた。図 2(a,b,c)は
図 1 で 用 いた 標 準 の調整 条 件 (Laponite 1 wt%,
Gelatin 3wt%, Fe2+ 1 mM, HClO4 50 mM)を基準とし、
それぞれ、(a)クレイ濃度依存性、(b) HClO4 依存性、
(c)鉄濃度依存性に分けて図示した。これらの結果を
まとめると以下の３つのことが理解できる。
1.ナノクレイが酸化反応に必要不可欠。(図 2a)
2.中性でも酸化反応が進み、HClO4 が 150 mM では
反応しない。(図 2b)
3.鉄の濃度増加に伴い感度が増加傾向にある。(図
2c)
上述の 2 と 3 の特性は従来のフリッケゲル線量計、
つまりナノクレイを用いない系において報告されて
いる特徴と全く異なっており、1 ではこの系の反応
にナノクレイが必要不可欠であることを示している。
そのため、これまでに報告されている反応メカニズ
ムを用いた解釈が困難であり、添加しているナノク
レイが関与した新しく鉄の酸化反応機構を検討する
必要がある。また、図 2(d)には濃度が既知の Fe3+を
用い検量線を作成した結果を載せている。詳細には
ナノコンポジットゲル(Laponite 1 wt%, Gelatin
3wt%, Fe2+ 0 mM, HClO4 50 mM)に対して Fe3+を 0 ～
0.5 mM まで変えたときの R1 値である。この傾きから
評価される値は 4.6 [mM-1s-1]であり、標準の NC-FG
の MRI に対する感度 0.6 [kGy-1s-1]を単位線量あたり
の生成濃度に換算すると 0.13 [mM/Gy]もしくは 1.26
[1/100eV]となり、一般的なフリッケ水溶液線量計の
G 値 15.6[1/100eV]よりも非常に小さい値であった。
上記内容は論文として投稿予定である。 LET 依存性
が抑制されるメカニズム解明には少なくともクレイ
の影響を考慮した新しい酸化反応機構よる説明が必
要であり、今後より詳細なメカニズム解明のための
追究を行う。

Fig1. Dose dependence of R1 distribution with
different ion beam irradiation

Fig.2 . Summary of dose-response property and
Correlation with relaxation rate and [Fe3+]

５まとめ・今後の予定
本 研 究 LET 依 存 性 の な い ゲ ル 線 量 計 の 開 発
[H24-H26]を進め、最終的にこの目的を達成すること
ができた。しかしながら、LET 効果の抑制メカニズ
ムに関しては、従来の液体化学線量計からは説明が
困難であり、今後より詳細な追究が必要である。ま
た、実用上の観点からは感度の増加も必要不可欠で
あると考えられる。直近の研究結果からはゼラチン
を添加しない条件での NC-FG 線量計の固形化に成功
しており、LET に対する特異的な性質を保ったまま
感度が 4 倍程度増加することが明らかになってきて
いる。来年度からは LET 依存性の制御方法の検討す
ることを目的としてより詳細な LET 効果の抑制メカ
ニズムの追究を進めて行きたい。

参考文献
[1] Maeyama, T., et al., Radiat Phys Chem, 2015
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[2] Maeyama, T., et al., Radiat Phys Chem, 2014.
96: p. 92-96.
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二次電子放出材質の研究
Study on Materials for Secondary Electron Emission
(12H298)
東明男a, 橋本義徳b, 大澤大輔c, 白井敏之d, 野田耕司d
A. Higashia, Y. Hashimotob, D. Ohsawac, T. Shiraid, K. Nodad
Abstract

アルミニウムに対する放出量の比を求める. 実験の
セットアップは図 1 であるが, SEM 内部は 3 枚の電
極がビーム軸に垂直に並べられている. 両側の電極
は□5cm 厚さ 1mm の銅板に□3cm の穴が開いており,
厚さ 1m のアルミニウム薄膜が張られている. モニ
ターの上下流側は3cm のコリメータが取り付けら
れている. 中央に数百 μm 厚の目的とする材質の板
を置き, ビームを停止させ後方に放出される二次電
子の収集電荷とファラディカップとしての測定を兼
ねる事ができる. また SEM 上流のアルミナ蛍光板
を稼働できたので, 大強度ビームから薄膜を保護す
る事でビーム調整前に SEM を設置し真空引きを済
ませ, 実験時間を有効に使用できる様になった.

On development and the spread of Secondary Election
Emission Monitor (SEM), it is important to search
materials emitting large number of secondary electrons.
We measured SE charge over beam one for Al, Cr, Cu
and GaP of n- and p-type. There are about 30%
differences for obtained SE emission ratio in those
materials.

1. 研究の目的とバックグラウンド
二次電子モニター (SEM) は構造の単純性と安定
性が優れること, 粒子ビームを準非破壊的に測定で
きること, 他の多くのモニターとは異なり気体を用
いないこと, 電極間隔を短くできるので時間分解能
が非常に高いこと等の利点があるが, 収集電荷に限
界がある. 医療用で線量モニターとしての電離箱の
バックアップとして用いる場合でも, ビーム停止の
余裕に 5%程度を採る必要がある. スキャニングで
は副モニターとしても用い難く, 電離箱という同一
型式を用いる事になり不具合時の相互チェックにお
いて望ましくないとされている. またビームライン
等真空中に置くプロファイルモニターとしてもガス
漏れ等の心配もなく最適なはずであるが, あまり使
用されていない. やはり単膜あたりの二次電子放出
量を増加させる開発が重要である.
副モニターとしての精度向上には現状の数倍, ビ
ームラインのプロファイルモニター等測定器として
も 10 倍程度以上の二次電子収集量が望まれる. 負性
電子親和力を持つ材質ではその程度となる結果 1, 2)
が得られているが, さらに測定器として安価で耐久
性に優れ, 更に設置や保守において操作容易となる
材質を調査研究することが本研究の目的である.

アルミナ
蛍光板

真空槽
SEM
Al 電極膜 (中央は資料の板)
2mm 間隔に設置

Beam
3cm

Q

Q

Q

電圧印加
ケスレー6517A ケスレー6517A ケスレー6517A
図 1 実験セットアップ. ビームは破線で, 二次電子
は実線で示されている.
中央の板でビームを停止させ電荷を収集しビーム
量を測定するが, 二次電子が放出され, そのままで
は誤差となる. SEM 電極の最上流 Al 薄膜に正電位を
印加すれば, 目的とする中央の板から放出された二
次電子を引きつけてその電荷を収集測定出来ると同
時に自身から放出された二次電子は引き戻せて無視
できる. また更に下流に放出された電荷があったと
しても最下流電極で収集測定や反転無効化可能であ
るが 0.1%未満で無視できた. よって最上流には負電
荷, 中央の板には正電荷が収集測定されるが, 符号

2. 昨年度までに得られている結果
実験装置はかつて中エネ実験室で開発されたもの
を用い, 二次電子を放出させる電極をアルミニウ
ムと目的とする材質のそれとを交換することにより,
3)
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出比は,

を含めその総和がビーム電荷 Qbeam となり, 最上流
の負電荷 Q が二次電子量となる. その精度はビーム
調整値及びアルミナ蛍光板と SEM を取り払い真空
槽最下流に従来のファラディカップを用いた測定と
5%以内で一致していた. この測定法で Al とリン化
ガリウム (GaP) の正負キャリア二種類計 3 つの材
質に関して Q/Qbeam を測定出来た.

 = zeff Q / Qbeam .
ここで zeff としては各種計算法があるが誤差 5%と
考えられる中で C6+で 5.937, Ne10+で 9.611 を採った.
さらに, 二次粒子発生量はビームと物質の阻止能
によるから, ビーム電荷の二乗と材質の原子番号 Z
に比例し, 材質の質量数 A に反比例する. そこで図 3
に各材質で得られたをその逆数で規格化して示す.
これで分かる様に, 文献 4) で示された様な Al や Cu
に対し Cr で二倍になると言うことはここでは見ら
れず, また GaP でもせいぜい Cr と同程度で Al に対
し 1, 2 割増であった. GaP では Cs 蒸着が必須と考え
られるが当装置で設置時の大気中なのが測定に影響
するため実現に至っていない. なお誤差は各種積算
してこの時は 10%程度になる.

3. 今年度の研究内容
ビーム強度依存性をより詳しく見るために, コリ
メータ内である約2cm に Ne10+ビームを広げ, 強度
を約 100μA で調整した. ビームライン上のアッテネ
ータでその強度と更に 1/3, 1/10, 1/30, 1/100 の計 5 段
階で測定出来る様にした. 材質として昨年度使用し
た正負のキャリア各々の GaP と, 文献 4)で二次電子
が Al の 2 倍と報告されている Cr (1mm 厚), さらに
入手しやすい Cu (1μm 厚) を測定した. また Al と
負キャリアの GaP については C6+でも Ne10+と同条件
で測定した. エネルギーは共に 6MeV/u である.
GaP に関しては正しくは表面に Cs を薄く蒸着さ
せないと負性電子親和力を持たない. しかしそのよ
うな材質では安価で操作容易なモニターとしての特
徴が失われるので次の課題として留保し, Cs 蒸着な
しでどの程度二次電子収量があるかを見ることにし
た.

図 3 各材質で得られた二次電子放出比を zeff2 と Z
で割り A 倍したもの. ×印は C6+, +印は Ne10+ビー
ムでのそれである. 両ビームのデータがあるもの
は Al と GaP n-type のみで他の 3 種類では Ne10+の
それしかない.

4. 今年度の研究成果と解析結果
図 2 に代表として Cr 板によるプラトー曲線を示す.
例えば収集電荷は 40V 印加で 10 パルス積算時最上
流電極-1.16μC, 中間 Cr 板 1.39μC, 最下流 0.33nC で
あった.
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図 2 厚さ 1mm の Cr 板によるプラトー曲線. 縦軸を
上下反転させている.
物質をビームが通過する時はビーム電荷が平衡状
態に達していると見なされ zeff となる. 二次電子放
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インビーム・メスバウアー分光による孤立プローブ核の化学反応の研究
Study on chemical reactions of localized Mössbauer probes in solid gas matrices
by means of in-beam Mössbauer spectroscopy (12H301)
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The in-beam Mössbauer spectra of 57Fe after 57Mn (T1/2 =
1.45 min) implantation into low-temperature CH4 and
CH4/Ar mixture matrices was measured. The resonance
lines associated with two structural isomers of
[Fe(CH4)2]+ were found in a CH4 solid. In the case of the
low concentration of CH4 with an Ar matrix, the Fe+
(3d74s0) in the excited state electronic configuration and
Fe+ (3d64s1) in the ground state were observed, as well as
our previous implantation experiment into the Ar and Xe
solids. The relative yields of these species, [Fe(CH4)2]+,
Fe+ (3d74s0) and Fe+ (3d64s1), could be explained in term
of the number of the first-nearest-neighboring CH4
molecules around Fe+ cations. DFT calculations of an
Fe+ in CH4 lattice were carried out to confirm the
experimental results.

to produce CH3FeH via the insertion reaction into a C-H
bond in gas-phase [4].
In this study, the in-beam Mössbauer spectroscopy of
57
Fe arising from 57Mn implantation into CH4 and
mixtures of CH4/Ar matrices was carried out. The 57Mn
implantation Mössbauer experiment differs from the
previous studies in that 57Mn as the Mössbauer mother
nuclide are charged particles. 57Mn decays to 57Fe of the
Mössbauer probes in several electric charge states. It is
expected to observe the exotic Fe species since Fen+ ions
may readily react with CH4.
2. Previous results obtained since last year
We have reported the in-beam Mössbauer spectra
obtained after 57Mn implantation into Ar and Xe solids at
low temperatures. Only Fe+ with the 3d7 electronic
configuration was observed. The production mechanism
of Fe+ (3d7 of excited state) could be explained in terms
of a charge transfer process between charged particles
and the surrounding Ar atoms; 57Mn probe was trapped
in a substitutional position in the divalent state in the fcc
Ar lattice, and Fe3+ was produced by -decay of 57Mn2+
without disturbing the surrounding Ar lattice, which was
followed by a charge transfer process with neighboring
Ar resulting in the production of Fe+ (3d7) [5].
There were four singlet peaks, Fe+ (3d7), Fe+ (3d64s1),
Fe0 (3d64s2), and Fe0 (3d74s1), observed in the Mössbauer
spectrum of a solid Xe matrix. Combination with free
electrons in the Xe solid stabilized the neutral 57Mn atom,
and -decay of 57Mn produced Fe+ with various
electronic states. The free electrons also reduced Fe+ to
produce Fe0. The -decay of 57Mn does not disturb the
surrounding cubic symmetry of the fcc Xe solid, and thus
no doublet peaks were observed. The ion and atom with
excited states, Fe+ (3d7) and Fe0 (3d74s1), were observed

1. The purpose and background
The in-beam Mössbauer spectroscopy using a
short-lived 57Mn implantation in gas matrices at low
temperature represents the simplest system to study the
nature of “dilute and isolated” 57Fe atoms produced just
after the -decay of 57Mn in the gas matrix. This
technique has the advantage to provide us directly the
information of electronic states, the oxidation states and
the coordination of the 57Fe atom in any matrices.
Reaction of Fe atoms with chemically reactive CH4 and
the activation behavior of C-H bonds in hydrocarbons on
the metal surface have attracted much attention for a
long time because of the applications of catalytic systems.
There have been a lot of experiments concerning the
reaction products between transition metal ions M+ and
CH4, and MCH4+ were observed experimentally [1-3].
Yamada et al. reported that an exotic species of CH3FeH
was produced by the gas-phase reaction of laser-ablated
Fe atoms with CH4 molecules. Since the laser-evaporated
Fe atoms have a large translational energy, it is possible
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because transitions to the ground states were forbidden in
the surrounding Xe atoms with cubic symmetry [6].

was estimated by the
number of the firstnearest-neighboring
(1nn) CH4 molecules
around Fe+ cations and
the CH4 concentration.
Suppose that 57Fe+ ions
arising from 57Mn are
placed at the octahedral
interstitial sites in the
fcc lattice of a CH4
solid, the proportion of
CH4 molecules around
Fe ions was considered.
The proportion pn was
defined by pn =
xn(1–x)6–n·6Cn, where n
is the number of CH4
molecules in the 1nn of
Fe ions and x is the
concentration of CH4.
Fig. 1. In-beam Mössbauer
The p0 (n=0) indicated
spectra of 57Fe/57Mn in CH4/Ar
that there are no CH4
matrices measured at 18K. The
isomer shift is given relative to
around Fe+ ions. p0
Fe metal at room temperature.
decreased with an
increase of x exponentially. This was consistent with x dependence
of the area intensities
of the singlet of Fe+
(3d7). In a presence of
more than two CH4
molecules around Fe
Fig. 2. Optimized geometries
ion, p2 (n≥2) increased
of [Fe(CH4)2]+.
gradually
with
an
increase of x, that was
in good agreement with the total area intensities of
[Fe(CH4)2]+. The production yields of the components
observed in the in-beam Mössbauer spectra could be
explained in term of the existence proportion of the 1nn
CH4 around Fe+ ions.

3. Experiments in FY2013
57
Mn nuclei were produced by the nuclear projectile
fragmentation reaction between 58Fe ions with the energy
of 500 MeV/u and a production target of 9Be. The 57Mn
particles were separated by an in-flight RI beam
separator installed in the SB2 hall at HIMAC. After
optimizing the 57Mn beam, the energy degraders were
used to stop 57Mn probes at an adequate depth in the
gas-matrix samples. A parallel- plate avalanche counter
(PPAC) was employed as the Mössbauer -detector. The
- anticoincidence method that uses a plastic
scintillation detector to detect and reject extraneous
-rays was employed to obtain high-quality spectra with
improved S/N ratios [7].
CH4 and mixture of CH4/Ar gas matrices were prepared
on a metallic plate cooled down to 16 K using a pulsed
tube refrigerator. The high-purity CH4 and/or Ar gases
were introduced to the plate using a gas-flow controller
for 36 h.
4. Results and discussions
The in-beam Mössbauer spectra of 57Mn implantation
into CH4 (Fig. 1e) and mixture of CH4/Ar (Fig. 1b~d)
matrices were measured at 18 K. The spectrum of the
CH4 matrix could be analyzed with two components of a
doublet (A) and a singlet (B) lines. The components were
considered to be in Fe+ (S = 3/2) from the derived values
of the isomer shift . Combined with DFT calculation,
the components were assigned to be two structural
isomers of [Fe(CH4)2]+. One of the isomer A has a Fe+
ion connected to edges of two tetrahedrons of CH4, and
another isomer B has Fe+ attached to faces of two
tetrahedrons of CH4, as shown in Fig. 2. [Fe(CH4)2]+
consist of two CH4 molecules with no cleavage of the
C–H bonds, and have a linear structure of C–Fe –C. A
larger electric field gradient of the isomer A corresponds
to a quadrupole splitting in the spectrum, compared with
that of the isomer B.
The spectrum at CH4 : Ar =5 : 5 (Fig. 1d) was fitted by
three components of a singlet line and the former two
components. The singlet line was assigned to be Fe+
(3d7) species surrounded by Ar atoms from the value of
the isomer shift . The mixture ratio of CH4:Ar
decreased with a increase of the area intensity of the
singlet. In the ratio of CH4:Ar from 30 at.% to 10 at.%, a
new doublet lines appeared, which was assigned Fe+
(3d64s1).
The formation yields of the isomers A and B of
[Fe(CH4)2]+, that were proportional to the area intensities,
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フラグメント生成反応断面積の角度・エネルギー依存性測定
Measurement of angle and energy dependence of fragment production
cross-sections (12H302)
小川 達彦 a, 佐藤 達彦 a, 津田 修一 a, 佐藤 大樹 a,村上 健 b
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Abstract
Differential fragment production cross sections of
12 Nat
C( C,x) and 12C(27Al,x) reactions were measured in
an angular range from 0 to 4 degrees. The measured
cross sections were integrated over the solid angle to
obtain fragment production cross section and compared
with the experimental data taken with a thick target. In
the experiment, charge, mass, and kinetic energy of the
projectile fragments were measured using a telescope
composed of three scintillators and a TOF path. The
obtained angular-integrated cross sections are in
reasonable agreement with the data taken in thick
target experiment. The measured differential cross
sections are useful for development of nuclear reaction
models.
1. 背景と目的
重粒子線治療や宇宙活動の進展に伴い、重粒子
線による被ばくや放射化が世界的に問題となって
いる。その評価には放射線輸送計算コードを用い
るのが一般的であるが、重粒子線の核反応による
フラグメント生成の予測については、ベンチマー
ク測定による精度向上が求められている[1]。
そこで本研究では、フラグメント生成断面積を
測定し、そのエネルギー・放出角度依存性を解明
することを目標として実験を進めている。昨年度
は厚いターゲットを使うことで、断面積のエネル
ギー依存性測定に成功した。今年度は薄いターゲ
ットを使用し 12C(NatC,x)X, 12C(27Al,x)X 反応でフラ
グメント生成反応断面積とその放出角度依存性を
測定した。これによりフラグメントの放出角度に
関する特性を明らかにするとともに前年度の測定
結果を検証し、さらに開発
中の核反応モデル検証も行
った。

シンチレータテレスコープで検出した。その測定
体系を図 1 に示す。
表 1 、2013 年度に実施した実験の照射条件
C
Al
C
Al
ターゲット
2
(g/cm )
(0.36) (0.54) (0.36) (0.54)
12C
12C
入射粒子
(MeV/u)
(400)
(290)
シンチレータテレスコープ(図 1)は上流から順に
500 µm BC400(図 1 の A,B)、3 mm BC408(同 C,E)、
10 cm BGO(同 D) 5 つのシンチレータで構成され、
それぞれ A:ビーム電流計、B:TOF start 検出器、
C:TOF stop 検出器 兼 ΔE 検出器、D:total E 検出器
E:陽子混入検出器として機能し、フラグメントの
速度、質量、電荷を調べることができる。さらに
測定器 C-E をビーム軸から水平方向にずらして測
定することにより、断面積の放出角度依存性を得
ることもできる。昨年度の断面積測定値を検証す
るために、0-4°の範囲で測定した断面積を積算す
ることにより全生成断面積を得て比較した。なお、
検出できたフラグメントは最も多い条件で 11B,10B,
10
Be,,9Be,7Be, 8Li,7Li,6Li の 8 種類である。

3. 結果
(1)角度依存性
角度依存性の測定結果のうち、炭素ターゲット
に対する 290 MeV/u 12C の照射で得た 12C(NatC,x)X
反応断面積を図 2 に示す。
0.6°毎の角度分点で測定し、核種ごとの系統的
な角度分布を得た。重い核は前方に多く、軽い核
ほど広がる傾向がみられる。また断面積は、角度

2. 実験手法
表 1 に示した条件で照射
を行い、ターゲット後方か
ら出射するフラグメントを
a: 日本原子力研究開発機構 (Japan Atomic Energy Agency)
b: 放射線医学総合研究所重粒子医科学センター
Research Center for Charged Particle Therapy, National Institute of Radiological Sciences)
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に対して指数関数的に減少する傾向にある。

12

も核間の非弾性反応断面積[3,4]も当エネルギー領
域で低下することからして妥当な結果である。

図 2 今年度の測定により得られた 290MeV/u
C 入射に対する 12C(NatC,x)X 生成角度微分断面積。

さらにこのデータは、本研究で目的とした放射
線輸送計算コード(PHITS)の検証と改良にも用い
た。図 3 は PHITS の核-核反応モデル JQMD の改
良前後で PHITS と実験値を比較したものだが、生
成量・角度分布とも実験に近付いたことが分かる。

図 4 本研究により得られた 12C(NatC,x) 9Be, 6Li 生
成断面積。厚ターゲットは昨年度の実験結果、薄
ターゲットは今年度の実験による測定結果。Kidd
は先行研究[2]における測定値。
図 3 290MeV/u 12C 入射に対する 12C(NatC,x)6Li
生成角度微分断面積の比較。

4. 今後の展望
本年度までの測定で、炭素とアルミのターゲッ
トに対する断面積を得たので、今後は鉄・鉛など
(2)エネルギー依存性
重いターゲットで断面積の角度依存性・エネルギ
今年度得られた断面積を角度について積算し、
ー依存性の測定を行う予定である。また、現在ま
昨年度までに得られている断面積のエネルギー依
で測定できていない 100MeV/u 以下での断面積測
存性測定結果及び先行研究の測定値[2]と比較する。 定方法についても検討を進める。
ここでは 12C(NatC,x)9Be, 6Li 反応断面積を図 4 に示
す。なお、4.2°より外の成分は図 2 の角度分布を
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アクティブ標的を用いた重陽子非弾性散乱の研究
Deuteron Inelastic Scattering using Active Target
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detector array surrounding the field cage of
TPC. The deuterium gas filled in the TPC is not
only the target but also the detector gas. Thick
Gas Electron Multiplier (THGEM) is used for
the multiplication of the primary electrons. The
energy deposit of beam particle is 100-times
larger than that of recoil particle. If the
THGEM operation is optimized for the
detection of recoil particle, the total amount of
charges due to the beam particle become too
large and discharge or voltage drop may
happen. In the previous study, the mesh grid to
reduce the effective gain by absorbing primary
electrons are introduced along the beam path
but the energy resolution was worse than 10%,
which is the designed value of the TPC. To
reduce the effective gain with keeping the

Abstract
We are developing a gaseous active target
system called CNS Active Target (CAT) aiming
at the measurement of Isoscalr Giant Monopole
Resonances in tin-group stable and unstable
nuclei via deuteron inelastic scattering in
inverse kinematics for the study of Equation of
State of nuclear matter. New scheme of the
electron multiplication in the CAT was
developed for high-intensity beam injection
such as 106 particles per pulse. The
measurement of deuteron inelastic scattering
off 132Xe at 100-MeV/u incident energy in
inverse kinematics was performed.
Introduction and previous work
Equation of State (EoS) of nuclear matter is an
important equation, which governs the bulk
property of nuclei in femto-scale and one of
neutron stars in universe on an equal footing.
Isoscalar Giant Monopole Resonance (ISGMR)
is related to the incompressibility, which is one
of the parameters in the EoS. The ISGMR can
be studied via the inelastic scattering (d,d’). To
extract the ISGMR strength, the angular
distribution of the differential cross-section
should be measured and the forward angle
scattering is important since the monopole
strength has peak at the forward angle.
We are developing the gaseous active target
system called CAT to measure the low-energy
recoiled particles corresponding to the forward
angle scattering, especially, up to 10 degrees in
center-of-mass frame. The CAT consisted of
the time projection chamber (TPC) and Si

Fig 1. Picture of Dual Gain THGEM is
displayed. Bias voltages for central region
along the beam path are independent from
those of side region.
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3U
3D
2U
2D
1U
1D
Side
2634 1975
1778
1120
922
270
Center 2657 2087
1746
1319
1060
370
Table 1: List of absolute values of negative
voltages in unit of volt applied to electrodes of
DGTHGEMs. The leftward column corresponds
to the electrode closer to the drift region of the
TPC.

better energy resolution, the electrode of
THGEM has been segmented into three region
and different effective gains are realized. In this
report, the study of the effective gain with the
segmented-electrode THGEM, called Dual
Gain THGEM (DGTHGEM) and the
measurement of ISGMR in 132Xe at 106-ppp
beam intensity is described.

Fig 2: Effective gains at center region as a
function of the bias voltage VB3U. The
effective gain below 100 is achieved while the
estimated effective gain at side region is
larger than 5000.

Present Work
Three layers of DGTHGEM were installed in
the CAT system. Figure 1 shows the top view
of the DGTHGEM. The hole diameter and
pitch are common for whole region and the gap
between center and side regions is 0.5 mm. The
bias voltages for the center region were
independent from those of side region. The bias
voltages for each side region are common.
There are six electrodes in each region and
typical voltage values were listed in Table 1.
The voltage difference between side and center
regions at the same layer of the electrode is set
to be below 200 V in order to avoid the
discharge between side and center region and to
minimize non-uniform electric field. The
measured effective gains and energy resolution
are shown in Fig. 2 and Fig. 3, respectively.
The effective gains (and resolutions) indicated
by filled circles are measured keeping the
voltage ratio among the electrodes. The bias
voltages to side region is set so as to have the
effective gain above 5000, which is to be
evaluated. The effective gain below 100 at the
center region was successfully achieved
keeping the energy resolution below 10%.
The measurement of ISGMR in 132Xe stable
nucleus was performed at the incident energy
of 100 MeV/u. The typical beam rate of 106
ppp was achieved thanks to the DGTHGEM.
The number of beam particles was measured by
using diamond detector in front of the CAT.
The analysis is in progress.

Fig 3: Energy resolutions at the center region
as a function of the effective gain. Resolution
becomes better when the gain increases. The
resolution well below 10% is achieved.
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小型衛星搭載用ガンマ線バースト偏光度検出器の性能評価 +
Performance Test of Gamma-ray Burst Polarimeter for Small Satellite
a
a
b
b
郡司修一 、中森健之 、北村尚 、小平聡
S.Gunjia, T.Nakamoria, H.Kitamurab, and S.Kodairab
Abstract
We have been developing Gamma-Ray Burst
(GRB) polarimeter for small satellite. The
polarimeter consists of plastic scintillator and
inorganic scintillator of GAGG(Ce). Each signal
is read out by multianode photomultiplier and
avalanche photodiode, respectively. After basic
researches for the scintillator and the optical
devices, we constructed the Bread Board Model
(BBM) polarimeter with 1/4 size. In March, we
will inject 150 MeV proton beam to the BBM.
Then we will confirm that spurious trigger is not
issued by the events due to protons.
1．研究の目的と背景
ガンマ線バーストは宇宙最大の高エネルギ
ー現象であり、超新星をも凌ぐルミノシティ
ーを持っている。しかし現在、そのエネルギ
ー輻射メカニズムの詳細は分かっていない。
現在ガンマ線バーストの輻射メカニズムと
して 2 つの有力な理論モデルが存在する。一
つは光球モデルであり、もう一つはシンクロ
トロンモデルである。光球モデルは基本的に
は熱的な輻射によって放出された X 線がロ
ーレンツブーストによりガンマ線に見える
というモデルである。この場合ガンマ線の偏
光度は一般的に低い。一方シンクロトロンモ
デルは、磁場に絡まった電子がシンクロトロ
ン放射により X 線を放射し、それがローレン
ツブーストによりガンマ線として見えると
いうモデルである。この場合、ガンマ線の偏
光度が高いことが期待される。この様にガン
マ線の偏光度の測定は輻射メカニズムを同
定する上で、キーとなる観測である。実際
2010 年に GAP と呼ばれる超小型のガンマ線
バースト偏光度検出器が 3 例の GRB の偏光
を測定した。その結果からシンクロトロンモ
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デルが有力だという事が分かったが、3 例で
は決定的な事が言えない。そこで、山形大学
では小型衛星に搭載可能な GAP より大型の
ガンマ線バースト偏光度検出器の開発を現
在行っている。この検出器はコンプトン散乱
の異方性を原理とした偏光度検出器であり、
入射ガンマ線を散乱させるプラスチックシ
ンチレーター(散乱体)とそれを吸収する
GAGG(Ce)シンチレーター(吸収体)で構成さ
れている。我々は今までの基礎実験やシミュ
レーションから検出器の検出効率や偏光解
析能力などを詳細に調べてきた。しかし、一
番推測しにくいのがバックグランドレート
であり、特にシンチレーターが放射化する事
で生じるバックグランドは実験的に調べる
以外無い。そこで平成 25 年度は GAGG(Ce)
単体にプロトンを照射し、バックグランドレ
ートを調べた。平成 26 年度は 4 分の 1 サイ
ズのブレッドボードモデルを製作し、この検
出器にプロトンを照射し、どの程度偽のトリ
ガーが発生するのかを回路系込みで調べる
事を平成 27 年の 3 月に行う予定である。
2．昨年度までに得られている結果
吸収体シンチレーターの候補である
CsI(Tl)、GSO(Ce)、GYSO(Ce)、GAGG(Ce)に
各々10krad 程度 150MeV のプロトンを照射し
た。そして照射したシンチレーターを光電子
増倍管に取り付けて、5cm 厚の鉛のケーブに
入れてバックグランド測定を行った。また照
射前と照射後で発光量に変化が無いかを調
べるために、バックグランドの測定を行って
いる合間に、60keV のガンマ線を照射して、
エネルギーキャリブレーションも同時に行
った。

以下の図は照射後の各シンチレーターの発
光量の推移を示している。横軸は照射後から
の時間であり、縦軸は照射前の発光量を 1 と
した場合の相対的な発光量を意味している。
ほとんどの結晶で照射後一時的に発光量が
増えているが、照射後 1 週間で発光量がほぼ
元に戻っている事が分かった。

る。そしてレートが安定する半年後には、1
本の GAGG(Ce)で、およそ 500Hz/1min 程度
のバックグランドが生じる事が分かった。
3．今年度の研究内容
今年度は BBM を製作し、これにプロトン
を照射する。一つの実験は、低レートで検出
器にプロトンを照射し、回路がどの様な誤動
作を引き起こすのかを調べる。特に偽のトリ
ガーがかかるかを調べる。二番目には高レー
トでプロトンを照射後、検出器全体を鉛レン
ガで囲み、バックグランドを測定する。実際
に取得するイベントは 1 本のプラスチックシ
ンチレーターと 1 本の GAGG シンチレータ
ーがコインシデンスした場合である。この様
なイベントがどの程度バックグランドで存
在するかを実験的に調べる。
4．今年度の研究成果
以下に示す検出器が我々が製作した BBM
モデルであり、プラスチックシンチレーター
36 本、MAPMT9 台、GAGG と APD がそれぞ
れ 24 個で構成されている。以下に結晶を並
べた写真を示す。現在これらのシンチレータ
ーから信号を読み出す回路系の調整をして
おり、ビーム実験に備えて準備を行っている。

またこのデータをキャリブレーションデー
タとして用い、それぞれの結晶で 30keV から
400keV までのバックグランドレートを照射
後 3 ヶ月に渡って測定した。その結果が以下
の図である。横軸は照射後からの経過時間を
表し、縦軸は 1krad の照射に対してノーマラ
イズされた 30keV から 400keV までのバック
グランドレートである。

a.
b.

このデータを見ると、1 週間後には
GAGG(Ce)のレートが一番低くなる事が分か

231

山形大学理学部
(Faculty of Science, Yamagata University)
放射線医学総合研究所
(National Institute of Radiological Science

銀活性リン酸塩ガラスの LET 依存性
LET dependence of silver activated phosphate glass（12H309）
b
a
b
a
a
柳田由香 、小平聡 、北村尚 、小口靖弘 、竹内宣博 、
Y. Yanagidaa , S. Kodairab, H. Kitamurab, Y. Koguchia and N. Takeuchi a
Abstract
The objective of this study is to investigate
the
emission
mechanism
of
radiophotoluminescence (RPL) in the silver
activated phosphate glass (glass dosimeter),
which is now used as individual radiation
dosimeter, because the emission mechanism of
RPL in glass dosimeter has been not fully
understood. We have investigated the
assignments and characteristics of the X-ray
induced colour centres in the Silver activated
phosphate glass up to now. Optical properties
such as optical absorption spectra related with
heavy ions irradiation were measured for
commercially available glass dosimeter.

ESR を用いた RPL の発光中心について詳
細な実験を行い，議論を行っている。しか
しこれ以降、詳細な発光メカニズムについ
てはあまり報告されておらず RPL 発光特
性の詳細について 2007 年ごろから調べて
きた。その結果，RPL 蛍光スペクトルに 2
つの発光波長領域（ブルー発光とイエロー
発光）が存在することをつきとめた。
次に、LET の異なる放射線による、蛍光
スペクトルの違いを見るため、アルファ線
（コイン型線源 Am-241）を照射し、RPL
蛍光スペクトルを比較した。その結果、①
ブルー発光とイエロー発光の強度の比率が
異なった。また、各スペクトルを成分分離
すると、②成分ごとのピーク波長が異なっ
1． 研究の目的とバックグラウンド
た。②そして成分分離した波長領域の広が
放射線個人被ばく線量計の一つとして、
りが狭くなった。このことは、アルファ線
ラジオフォトルミネッセンス（RPL）を利
照射により形成される発光中心の励起に関
用した蛍光ガラス線量計が個人被ばく線量
するエネルギーバンドは狭く、同時に、発
測定等に用いられている。この蛍光ガラス
光に関するエネルギーバンドも狭いことに
線量計には母材ガラスとして銀活性リン酸
なり、ガラスに LET の異なる電離放射線が
ガラスが用いられており，含有されている
+
照射されると、それにより形成される発光
銀は常温では Ag の状態で安定してドープ
中心および RPL 蛍光スペクトルに差が出る
されている。ガラスに電離放射線が入射す
可能性がある。
ると電子と正孔（ホール）が生成される。
+
0
本研究では、LET の異なる放射線と RPL
生成された電子は Ag に捕獲され，Ag に、
光学特性との関係を明らかにし、銀活性リ
一方正孔は，一旦 PO4 に移り，ある時間を
ン酸塩ガラスの RPL 発光メカニズムを解明
経過した後，最終的に Ag+ に捕獲され，
2+
0
する。
Ag となると考えられている。この Ag
2+
と Ag は常温で安定して存在し，紫外光
による励起により RPL を発光すると報告
2． 今年度の研究内容と進捗
されている。この RPL 発光量が照射線量
2.1 BF と蛍光ガラスの発光中心との関係
に比例すること，発光中心は紫外線の刺激
これまでの結果から、ガラスに対する
によって消失せず，繰り返し測定が可能で
LET が高くなると発光強度が下がり、また、
あることから，精度良い線量計として広く
ブルーRPL とオレンジ RPL の発光強度の比
用いられている。
率が異なることがわかった。そこで今年度
この蛍光ガラスにおける 銀 の価数変化
は、これらの結果を元に、BF を変えたとき
および RPL 発光との関係については，
1969 年に横田氏（当時の東芝総合研究所） の発光中心及び蛍光スペクトルとの関係を
が論文で発表しており，とくに横田氏らは， 調べること、また、線種同一条件における、
エネルギーを変えたときの関係も調べた。
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図 1 は、BF を変えたときの各種強度を調
べた結果である。図 1 の上図は、HIMAC に
て設置されている測定器（ICK4）によるカ
ウント値における吸収線量（Gy）（●）に
対する、蛍光ガラスを励起光 355nm の読取
装置を用いた時の発光量（600nm～：●）
を示している。ここで、取得データは、BF
なしの状態を 1 とした時の相対値で表して
いる。また、下図は、蛍光スペクトルを取
得した時の 440nm のブルー発光領域（発光
中心 Ag0）および 550nm のオレンジ RPL 領
域（発光中心 Ag2+）の各ピーク発光強度を
示している。図 2 は、各 BF と、蛍光スペ
クトルの関係を示している。
図 1 の結果より、オレンジ RPL は、図 1
上図の、読取装置による発光量と類似の傾
向を示したのに対し、ブルーRPL は減少を
示さなかった。 ブルーRPL の励起帯近傍に
は、Ag のイオン形態が異なる励起帯の存在
も考えられており、励起帯と発光強度の関
係を調べる必要がある。また、このときの
蛍光スペクトル（図 2）を見ると、ブルー
RPL とオレンジ RPL では、増加量が異なる
ことがわかる。

図 2 BF と蛍光スペクトルの依存性
2.2 エネルギー依存性
また、線種を Si にし、エネルギーを変え
たときの RPL 発光強度（励起光 355nm の読
取装置を使用）を調べた結果、RPL 発光強
度は 2.1 と類似の傾向を示した。
BF を変えたときの蛍光波長領域は、線種
を同一にして、エネルギーを変えて BF な
しの条件のときよりも、幅が広くなると考
えていたが、スペクトルの形状はあまり変
化がなかった。
このことは、照射したビーム条件が近い
状態になったか、もしくは、発光中心 Ag０
のイオン形態による可能性があり、励起蛍
光スペクトルを詳細に調べる必要がある。
3． まとめ
LET の異なる放射線と RPL 光学特性との
関係を明らかにすることを目的とし、①BF
を変えたときの蛍光スペクトル、②同一線
種（Si）における蛍光スペクトルのエネル
ギー依存性を調べた。その結果、ブルーRPL
（Ag0）とオレンジ RPL の、放射線量に対
する増加傾向が異なることがわかった。さ
らに、蛍光ガラスの表面および深さ方向と
光学特性との関係から、ガラスへのエネル
ギーの付与、発光中心の形成のプロセスを
調べる。

図 1BF と RPL 発光強度の関係

a.
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重粒子線による超許容ベータ崩壊の研究
(12H312)
Research on the super-allowed beta decays via heavy ion beam
西村太樹A， 金野峻平A， 田口義眞A， 千葉順成A， 福田光順B， 藤田佳孝C， 阿部康介D，
馬場秀忠E，福田茂一F，本間彰D，保高寿也A，市川雄一E，泉川卓司G，菅家悠生A，菊川直樹D，
北川敦志F， 小島拓実A， 小島和佳A， 古浦新司A， 劉斌C，松多健策B，三原基嗣B，水上淳A，
森田祐介B，長島正幸D，南雲淳也A，大坪隆D，鈴木伸司F，佐藤眞二F，田中聖臣B，田代圭佑D，
若林優B，渡邉大介A，吉永健太A，吉延俊輝A，朱易帆A
D. NishimuraA, S. KinnoA, Y. TaguchiA, J. ChibaA, M. FukudaB, Y. FujitaC, K. AbeD, H. BabaE
S. FukudaF, A. HommaD, H. HotakaA, Y. IchikawaE, T. IzumikawaG, Y. KankeA, N. KikukawaD,
A. KitagawaE, T. Kojima A, W. KojimaA, S. KouraA, B. LiuC, K. MatsutaB, M. MiharaB,
A. MizukamiA, Y. MoritaB, M. NagashimaD,J. NagumoA, T. OhtsuboD, S. SuzukiF, S. SatoF,
M. TanakaB, K. TashiroD,M. WakabayashiB, D. WatanabeA, K. YoshinagaA, T. YoshinobuA,
and Y. ZhuA
Abstract
The beta-gamma spectroscopy experiments
have been performed to measure the
branching ratios of the 0+ → 0+
super-allowed beta emitters 30S and 34Ar.
The branching ratios were determined by
counting the numbers of 511-keV gamma
rays and that of beta-delayed gamma rays.
It was found that the uncertainty due to
the beta-ray detection efficiency was
small enough in our experiment. The
precision of our preliminary result of
the 0+ → 0+ branching ratio for 34Ar is
improved by factors of 2. The ft-value
ratio of the super-allowed beta decays in
A = 34 system ft(34Ar→34mCl)/ ft(34mCl→34S)
deduced by our result is useful for
studying isospin-symmetry breaking.
1. 研究の目的とバックグラウンド
超許容純フェルミ型ベータ崩壊はスピン
-パリティが 0+ のアイソスピン多重状態
間のベータ崩壊のことである。この崩壊は
ガモフテラー遷移の影響が無く、親核と娘
核の波動関数がほとんど同じであるという
特徴を持つ。したがって、その換算寿命で
ある ft 値は「カビボ小林益川(CKM)行列の
ユニタリー性」などの基礎物理の検証に用
いることができる [1]。ところが、親核と

娘核の波動関数のわずかな違いによる「ア
イソスピン対称性が破れによる補正(δc)」
は、理論計算に頼っているのが現状である。
しかも、理論計算法の違いによってδcの値
が異なっていることが問題となっている。
したがって、様々な原子核の超許容ベータ
崩壊のft値測定から、δcの値についての理
論計算の正しさを検証することは大変重要
である。また、δcの値自身は原子核構造を
反映しており、本研究は原子核構造の解明
やさらに核力の理解に対しても重要である。
いくつかの超許容ベータ崩壊核種(30S な
ど)は「ベータ崩壊分岐比」が未だ精度良く
測定されておらず、ft 値に大きな不定性を
もたらしている。その理由はこれらの核種
が基底状態へのベータ崩壊も起こすことで、
γ線の相対強度比のみならず全β崩壊数を
測定する必要があるためである。また最近、
38
Ca の超許容ベータ崩壊の ft 値が決定さ
れ、同質量数の 38mK の ft値との比ft(38Ca
→38mK)/ ft(38mK→38Ar)が δc の理論計算の
検証に有用であることがわかった(図
１)[2]。この手法は質量数 A = 34 体系に
も応用できうるが、現状では 34Ar の分岐比
の測定精度が十分ではないために、未だ議
論の対象とはなっていない。そこで、今年
度は 34Ar の ft 値の精度向上を目指して
34
Ar の分岐比の精度測定も行うこととした。
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2. 前年度までに得られている結果
平成25年度は 18Ne および 30S の0+ 状態
へのベータ崩壊分岐比を preliminary な
結果ではあるが、既存の値に比べてそれぞ
れ5倍および3倍良い精度で決定した。しか
しながら、30S については他の混入核種やベ
ータ線検出効率の閾値の影響による系統的
不定性および 2342 keV の統計量が足りな
かったことなどいくつかについての検討が
十分ではなかった。
3. 今年度の研究内容
今年度は 30S および 34Ar の「超許容ベー
タ崩壊分岐比」の精密測定実験を行った。
HIMAC の重イオンシンクロトロンにより
500 MeV/u に 加 速 さ れ た 36Ar ビ ー ム を
24(29) mm 厚のポリエチレン標的に照射し、
30
S (34Ar) を含む2次ビームを生成した。こ
の2次ビームを2次ビームライン(SB2)に輸
送し、粒子の分離および識別を行った。第1
焦点面に設置した 24 (17) mm 厚のアルミ
エネルギー減衰版を通過させることで、SB2
を通過した後の 30S (34Ar) の純度を約 99%
と高くすることに成功した。これらの2次ビ
ームを第3焦点面に配置された 20 mm 角の
穴が空いた鉛コリメータを通過させた後、
6.0 mm 厚の Gd2SiO5(GSO) シンチレーショ
ンアクティブストッパに埋め込んだ。前回
と同様に、埋め込まれた 30S (34Ar) からの
β線をGSOアクティブストッパで測定し、γ
線をストッパの周りにビーム軸に対して
45°、135°、225°、315°の角度で 150 mm
離れた位置に配置された4台のクローバ型
ゲルマニウム検出器で測定した。
また、ゲルマニウム検出器のγ線検出効
率の精密較正のため、ガンマ線強度が既に
精密に決定されている 10C、14O 、22Mg およ
び 23Mg をそれぞれ生成し、同様のセットア
ップでβ線およびγ線を測定することも行
った。昨年度に比べて較正核種に 14O と
23
Mg を追加したことで、ガンマ線エネルギ
ーのより広い領域(440 keV ~ 3500 keV)で
精度良くガンマ線検出効率を見積もること
ができた。

4. 今年度の研究成果と解析結果
この実験によって、閾値の影響によるベ
ータ線検出効率の不定性が 0.1%未満であ
ることを検証した。また、30Sに対して29Pの
混入核種量は小さいことが分かった。また、
これまで既存のデータを頼っていた 30Sの
2342 keV への分岐比を精度良く決定した。
さらに、34Ar の分岐比をこれまでの既知
のデータよりも２倍の精度で決定した。こ
の結果を用いて導出された質量数 A = 34
体系における 超許容ベータ崩壊の ft 値
の比 ft(34Ar→34mCl)/ ft(34mCl→34S) は原子
核のアイソスピン対称性の破れについて理
論計算の正しさを検証するのに有益な情報
を得られた (図１)。

図1: 各質量数における超許容ベータ崩壊の ft
値の比。WSとHFの帯はそれぞれWoods-Saxon型ポ
テンシャルとHartree-Fock平均場計算によって
得られた波動関数を用いたアイソスピン対称性
の破れの理論計算をもとにしたものである。
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重荷電粒子に対する希ガスシンチレーションの蛍光効率とエネルギー分解能に関する研究
Study of Scintillation Yield and Energy Resolution in Rare Gases for Heavy Ions
（13H313）
a
a
a
a
b
齋藤究 、佐々木慎一 、岸本祐二 、飯島和彦 、村上健
K. Saitoa, S. Sasakia, Y. Kishimotoa, K. Iijimaa and T. Murakamib
Abstract
In order to study scintillation yields and energy
resolution in rare gases and to understand the
ionization and scintillation mechanism, the
measurements of scintillation in rare gases were
carried out using heavy ions with 100 MeV/u Si and
6 MeV/u C from HIMAC in argon and xenon of the
pressures more than 0.1 MPa.
1． 研究の目的とバックグラウンド
キセノンをはじめとする希ガスは、形状を自
由にできる、耐放射線損傷に優れている、など
利点を持つため、気体・液体の状態を問わず、
有望な放射線検出器媒体として電離・蛍光過程
が研究され、利用されてきた。
希ガスを電離箱式放射線検出器の検出器媒
体として利用する場合、その特性を示すパラメ
ータとしては、W 値、ファノ因子などがある。
W 値は 1 電子・イオン対を生成する平均エネル
ギーとして定義される。生成される電子・イオ
ン対数の統計的揺らぎはポアソン分布からず
れており、そのずれを示すのがファノ因子であ
る。W 値、ファノ因子に関しては研究がなされ
てきており、例えば、気体キセノンの W 値と
し て は 21.90.03eV[1] 、 フ ァ ノ 因 子 は
0.290.02[1]、液体キセノンの W 値としては
15.60.3eV[2]が報告されている。液体希ガスの
ファノ因子としては理論計算で、例えば、キセ
ノンの場合 0.04[3]という値が報告されている。
しかしながら、実験的に得られる分解能は理論
値より大きい値が報告されており[4]、液体希ガ
スにおける計算と理論の差はいまだに議論の
対象となっている。
一方、希ガスシンチレーションに関しては、
蛍光効率は 1 個のシンチレーション光子を発生
させるために必要な平均エネルギーとして定
義される Ws 値として示されるが、Ws 値に関し
ては幾つかの報告はあるものの、ファノ因子に
関してはほとんど報告がなく、例えば、液体キ
セノンに関して、0.0330.045[5]という実験結果
が報告されているのみである。しかしながら、
この値も誤差が大きく、さらなる研究が必要で
ある。
また、我々の研究グループは HIMAC を利用し
た共同利用研究の成果より、重荷電粒子に対す
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る電離効率・W 値には線種依存性があることを
報告してきた。しかしながら、Ws 値の線種依存
はほとんど知られていない。
Platzman[6]によると物質に吸収された放射線
のエネルギーは E = EiNi + EexNex + iNi の式で
示されるように電離と励起に分配される。ここ
で、Ei は電子・イオン対を生成するための平均
エネルギー、Eex は励起原子を生成するために消
費される平均エネルギー、Ni は電子・イオン対
数、Nex は励起原子数、i は準励起電子のエネル
ギーである。電離箱での測定対象はイオン(電
子)であり、Ni を測定していることになるが、希
ガスシンチレーションでは Ni と Nex を測定する
こととなり、さらに Ni と Nex を分離して測定す
ることも可能である。
重荷電粒子に対する希ガスシンチレーショ
ンの蛍光効率を知ることは、物質中でのエネル
ギー損失過程についてのさらなる知見を得る
ことにつながるものである。
本研究の目的は、希ガスシンチレーションの
蛍光効率・エネルギー分解能を実験的に研究し、
重荷電粒子の物質中でのエネルギー損失過程
に関する知見を得ること、シンチレーションの
本質的なエネルギー分解能を決定している要
因・機構について明らかにすることである。
2． 前年度のまとめ
Si 100MeV/u、C 6MeV/u の重荷電粒子をアル
ゴンガス、キセノンガスに照射し、電離収量・
蛍光収量の測定を試みた。シンチレーションの
測定では、光電子増倍管(PMT)を用いたが、PMT
のノイズが大きく、分解能を議論するために十
分なデータは取得できなかった。
3． 今年度の実験内容
Si 100MeV/u、C 6MeV/u の重荷電粒子をアル
ゴンガス、キセノンガスに照射し、電離収量・
蛍光収量の同時測定を行った。
アルゴン、キセノンの圧力はアルゴン 80kPa、
0.1MPa、キセノン 0.1MPa で行った。
図 1 に実験体系の概略図を示す。シンチレー
ションを検出する光検出器としては PMT を利
用したが、前年度の実験結果より電圧分割回路
等を見直し、ノイズ低減をはかった。

希ガス媒体中には平行平板からなる電離箱
を導入し、電離収量と蛍光収量を同時に測定し
た。
電離箱、PMT からの信号は電荷有感型前置増
幅器で積分し、波形整形増幅器で波形整形した
のち、仁木工芸製 A3400 で波高値を収集した。
4． 今年度の実験結果
図 2 にシンチレーション測定における波高分
布の一例を示す。測定条件は使用重荷電粒子 Si
100MeV/u、キセノン 0.1MPa。白丸は電場無し
(E0)、黒丸は電場を印加し重荷電粒子によって
希ガス媒体中に生成された電子・イオン対を電
極で完全に収集した場合(Esat)である。
波高値に対する半値幅を R(使用重荷電粒子、
ガス種、圧力、電場)とすると、R(Si 100MeV/u、
Xe、0.1MPa、E0)=0.22、R(Si 100MeV/u、Xe、
0.1MPa、Esat)=0.24、R(Si 100MeV/u、Ar、0.1MPa、
E0)=0.83、R(Si 100MeV/u、Ar、0.1MPa、Esat)=0.88
であった。
これまでに行ってきた、Am-241 からの粒子
を利用した電離・シンチレーション測定の結果
と合わせて蛍光効率・分解能に関する解析・考
察をすすめている。
scintillation signal
PMT

H.V.

-H.V.
collimator
beam

rare gas

charge signal

図 1 実験体系概略図

図 2 測定したシンチレーションの波高分布。
Si 100MeV/u、キセノン 0.1MPa。白丸は電場無
し、黒丸は電場を印加し荷電粒子によって生成
された電荷を完全に電極で収集した場合。
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治療中線量オンラインモニタリングに向けた小型線量計の開発
Development of Small Size Dosimeter for On-line Dose Monitoring in Radiotherapy
(13H315)
渡辺賢一 a、宮前英史 a、山﨑淳 a、瓜谷章 a
K. Watanabea, H. Miyamaea, A. Yamazakia and A. Uritania
Abstract

な小型線量計の開発を進めている。
開発を進めている線量計の概略図を Fig. 1 に
示す。線量計の有感部は、光ファイバ先端に積
分型の線量計素子である光刺激蛍光体が設置
されている構造を持つ。光刺激蛍光体は、イメ
ージングプレートで知られるように、照射され
た放射線量の情報を、放射線照射後に刺激レー
ザー光を照射することで光刺激蛍光（OSL）と
して読みだすことのできる積分型線量計素子
である。これを光ファイバ先端に設置し、ある
一定時間放射線を照射したのち、光ファイバを
介して刺激レーザー光を照射し、同一の光ファ
イバを介して光刺激蛍光を読みだすというシ
ステムである。既定の強度のレーザー光を照射
することで、蓄積された放射線情報をすべて読
み出し、読み出しと消去を同時に行うことがで
きる。
本課題では、開発を進めている小型線量計を、
炭素線治療中のオンライン線量モニタリング
に適用すべく、出力線形性・荷電粒子の阻止能
依存性等の各種応答特性評価試験を行なう。

We are developing a small-size dosimeter
combining an optically stimulated luminescence
element and an optical fiber. In this study, we
evaluated various properties under carbon ion
irradiation.
The radiation hardness of our
dosimeter to carbon ion beam was checked to have
no significant damage up to 15 Gy irradiation.
The relationship between the luminescence
efficiency of Eu:BaFBr and BGO scintillator and
the LET of carbon ions was confirmed to have
different responses. We demonstrated that the
response of Eu:BaFBr dosimeter can be corrected
with the luminescence ratio of BGO and Eu:BaFBr.

1． 研究の目的とバックグラウンド
我々の研究グループでは、放射線治療中のオ
ンライン線量モニタリングを実現すべく、小型
線量計の開発を進めている 1), 2)。従来の放射線
治療においては、事前の線量見積りで事実上十
分な精度で線量を評価できていたが、粒子線に
よるスポットスキャニング法等の非常に細か
な線量分布を実現可能な照射法の開発が進ん
できており、事前の線量評価が十分な精度で実
施できているかを確認することが望まれてい
る。特に、前立腺治療では、患部の中を通る尿
道を避けて照射することで、その線量を抑える
ことが提案されているが、実際に線量が抑えら
れているかを実測して確認する技術の確立が
求められている。そこで我々は、放射線治療中
の線量を体内でオンラインモニタリング可能

2． 前年度までの成果
これまでに、線量計ヘッド部の製作工程を確
立し、直径 1 mm 以下のヘッド部を製作するこ
とが可能となっている。また、ガンマ線、高エ
ネルギーX 線に対する応答評価試験を進め、検
出下限線量として 1 mGy が得られることを確
認している 2)。
さらに前年度は、炭素線に対する応答評価試
験を実施し、ブラッグピーク付近で本線量計の
蛍光効率が低下することを確認した。この蛍光
効率の低下を補正すべく、蛍光効率の炭素線の
LET に対する依存性を明らかにした。加えて、
本線量計出力の不確かさが、１スピルあたり 0.6
mGy であると評価された

Optical fiber
Stimulation
Light

Detector
head

Coupler

OSL

Stimulation
Light source

Photo
detector
Stimulation light

3． 今年度の研究内容

Optical fiber

今年度は、HIMAC の生物照射実験室にて以
下に挙げる項目について評価を進めた。
１）線量計出力の線量率依存性評価
２）線量計の耐放射線性評価
３）線量計応答の阻 LET 依存性評価
以下、各々の項目について詳しく述べる。すべ

OSL element

OSL
Cladding

Fig.1

Conceptual drawing of a small size
dosimeter system.
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ての評価実験において、リファレンスとして電
離箱線量計により線量測定を行った。１）線量
計出力の線量率依存性の評価としては、線量計
に照射する線量率を変化させ、小型線量計出力
との線形性を確認した。２）線量計の耐放射線
性の評価としては、通常の１回の治療時線量を
超える 15 Gy の炭素線を照射し、線量計応答が
どのように変化するかを評価した。３）線量計
応答の阻 LET 依存性については、ファントム内
の炭素イオンビームの通過距離によりイオン
のエネルギーおよび LET が異なるため、ファン
トム厚さを変化させつつ、線量計応答を評価し
た。

4． 今年度の研究成果と解析結果

800
600

相対線量(a.u.)
Normalized
detector output

信号強度(Vs)
Detector
output (Vs)

Fig. 2 に照射した線量率と小型線量計の出力
値の関係を示す。横軸はスピルあたりの線量、
縦軸はスピルあたりの線量計出力を示す。本小
型線量計が、治療で用いられる線量率の範囲で
は良い線形性を示すことが確認された。

前年度までに Eu:BaFBr 蛍光体を用いた線量
計では LET の増加に伴い蛍光効率が低下する
ことが確認されていたが、この効果を補正する
ため、複数の蛍光体の蛍光効率の低下度合いを
比較することで LET 情報を抽出できるかにつ
いて検討を進めた。Fig. 3 に Eu:BaFBr および
BGO シンチレータの蛍光効率の LET 依存性を
示すが、両者で僅かではあるが、蛍光効率が異
なることが確認された。
両者の発光量比から LET 情報を抽出し、それ
を元に、蛍光効率の補正を行った。Fig. 4 は小
型線量計の前に厚さの異なるアクリルファン
トムを設置し、290 MeV/u の炭素線照射時の線
量計出力を測定しブラッグピークを観測した
結果を示す。補正を行う前は、Eu:BaFBr ではブ
ラッグピーク付近の高 LET の領域で、電離箱で
測定した線量に比して、その出力の低下が著し
いが、補正を行うことで実際の線量分布に近い
分布を取得できていることが確認できる。現状
では、不確かさの大きな結果となっているが、
これは BGO との発光量の差異が小さいことに
起因しており、今後、より差異の大きな蛍光体
を探索していく予定である。
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また、耐放射線性の試験の結果、少なくとも
15 Gy の照射までは線量計感度の低下は確認さ
れなかった。
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固体水素標的を用いた、陽子ドリップライン近傍核生成法の開発
Development of proton drip line nuclei production method utilizing solid
hydrogen target
(13H318)
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Y. Abea, K. Sawahataa, A. Ozawaa, D. Nagaea, Y. Ishibashia, Y. E. Ichikawaa、
T. Yamaguchib, S. Matsunagab, Y. Takeuchib, A. Kitagawac and S. Satoc
Abstract
We are studying charge pick-up cross sections
with proton and carbon targets for proton-rich
unstable nuclei to investigate effective method
to produce proton-rich nuclei close to the
proton drip line. In this time, we measured the
cross sections with the carbon target for 34-36Ar
and 25-28Si at ~300 AMeV. We also measured
charge-changing cross sections for the nuclei
and succeeded to deduce the effective
root-mean-square proton radii for 25-27Si.
1. 研究の目的とバックグラウンド
我々は入射核破砕反応のみでは生成が
困難である陽子ドリップライン近傍核の
新しい生成法として、入射核破砕反応と
固体水素標的(SHT)による荷電移行反応
を組み合わせて利用する方法を提案した。
陽子標的による荷電移行反応の断面積が
十分大きければ、我々が開発した 100 mmt
の SHT[1]により、入射核破砕反応のみで
生成する場合より大きな生成量が期待で
きる。以上の動機から、我々は昨年度か
ら陽子過剰不安定核の荷電移行反応断面
積の測定を始めた。荷電移行反応断面積
の測定では、同時に荷電変換断面積の測
定も行うことができる。最近、荷電変換
断面積から、グラウバー模型を用いて平
均二乗根陽子核半径（陽子核半径）を導
出する手法が提案された[2]。この手法の
有効性を検証するには陽子核半径が既知
である原子核の荷電変換断面積の測定が
必要である。さらに、この手法の有効性
が確認できれば、荷電変換断面積測定に
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より、未知核の陽子核半径を決定するこ
とができる。
2. 昨年度までに得られている結果
昨年度の測定では、SHT により 34-36Ar
の荷電移行反応を測定するとともに、炭
素標的により 36Ar と 33Cl の荷電移行反
応の測定を行った。SHT による荷電移行
反応断面積は、安定核の測定から求めら
れたシステマティクス[3]から予想される
程度であり、陽子過剰側では、いくつか
の中性子過剰核で測定された陽子標的に
おける荷電移行反応断面積の増大[4]は見
られなかった。同時に測定できた荷電変
換断面積から 36Ar と 33Cl の陽子核半径
が求められた。33Cl は先行研究より質量
核半径が求められており[5]、今回の測定
と組み合わせることにより陽子スキンの
導出を行った。
3. 今年度の研究内容
今年度の研究では、炭素標的(10 mmt)
により 34-36,Ar と 25-28Si の荷電移行反応の
測定を行った。実験は SB2 コースで行っ
た。1 次ビームには 400 AMeV の 36Ar 及び
28
Si を用い、34, 35Ar と 25-27Si 生成のための
1 次標的には Be を用いた。 Be 標的の厚
さは、2 次ビームのエネルギーが炭素標的
中心で約 300 AMeV となるように調整し
た。SB2 コースの実験セットアップは昨
年度[6]とほぼ同じで、照射物はプラスチ
ックシンチレーター(1 mmt)、PPAC(C3F8
ガス)、IC(P10 ガス)、NaI 及び炭素標的で
ある。実験は、2 次標的位置には何も設置
しない測定、炭素標的を設置した測定を

定されておりかつ陽子核半径が既知であ
る 39-46Ca[7]と 16-18O[8]を使って補正項の
拡張を行った。拡張された補正項を使っ
て 25-28Si に対して、測定された荷電変換断
面積から陽子核半径の導出を行った。Si
同位体では、28-30Si の陽子核半径が既知で
ある[9]。今回導出された 28Si の陽子核半
径は、既知の値と誤差の範囲で一致した。
また新たに決定された 25-27Si の陽子核半
径は、誤差の範囲で既知の 28-30Si の陽子核
半径と一致しており Si 同位体では、25-30Si
で陽子核半径に大きな変化が無いことが
わかった。この結果は相対論的平均場理
論による計算結果[10]と矛盾しない。

順に行った。
4. 今年度の研究成果と解析結果
炭素標的における 34-36Ar と 25-28Si の荷電
移行断面積は、安定核で知られているシ
ステマティクスからの予想値と同程度か
あるいはそれより小さく、炭素標的にお
いても荷電移行反応断面積の増大は見ら
れなかった。
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図 1. ~300 AMeV における炭素標的での
荷電変換断面積の測定結果。(a)Ar 同位
体、(b)Si 同位体

測定された炭素標的における 34-36Ar と
Si の荷電変換断面積を図 1 (a)(b)に示
した。34-36Ar の陽子核半径は既知である。
a. 筑波大学数理物質科学研究科
参考文献[2]では、グラウバー模型によ
b. 埼玉大学理工学研究科
り荷電変換断面積から陽子核半径を導出
したが、補正項の導入を必要としていた。 c. 放医研
この補正項は、陽子核半径が既知核で荷
電変換断面積を再現するように決定する。
参考文献[2]では、この操作を 28Si のみで
行っていたが、我々は、今回測定した
34-36
Ar、および荷電変換断面積がすでに測
25-28
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In field and Out of Field Dose Profile from Therapeutic Hadron Therapy Beams
at HIMAC facility
(13H319)
Anatoly Rosenfelda, Dale Prokopovicha,b, Linh Trana, Marco Petaseccaa, Lachlan Chartiera,
David Bolsta, Matthew Newalla, Stefano Agosteoc, Alberto Fazzic,
Eleni Sagiac, Naruhiro Matsufujid

the proton therapy facility at Loma Linda University,
USA [3].
The purpose of this project is to study RBE of 12C ion
beam derived from microdosimetric measurements with
very high spatial resolution microdosimeter and compare
to the TEPC. The study of fragmentations using the ΔE-E
telescope and range verification using the Dose
Magnifying Glass (DMG) detector were also carried out
and compared to Geant4 simulation to verify the physics
model.

Abstract
The Relative Biological Effectiveness (RBE) of a
carbon-ion radiotherapy beam is increasing with depth
in the body that is determined by energy of 12C ions and
the nuclear fragmentation process that occurs in the BP
or spread out BP (SOBP) as well as neutrons. It is
important to understand the RBE of the heavy ions in
hadron therapy applications in order to deliver correct
biological dose. Microdosimetry is extremely useful
technique, used for dosimetry in unknown mixed
radiation fields typical of hadron therapy. The Centre for
Medical Radiation Physics (CMRP), University of
Wollongong has developed silicon microdosimetry
devices with sub-millimeter high spatial resolution of
RBE derivation based on mirodosimetric spectra
measurements along and downstream of the SOBP to
overcome shortcomings of the conventional Tissue
Equivalent Proportional Counter (TEPC). New
generation of CMRP silicon microdosimeters have been
produced using Micro-Electro-Mechanical-Systems
(MEMS) and 3D technology, RBE10 results derived from
the microdosimetric measurements in 12C ion beam at
HIMAC using the SOI microdosimeters are presented.
Dose Magnified Glass (DMG) detector based on silicon
strip detectors was also used for range verification of 12C
ions. The response of the ΔE-E monolithic telescope in
12
C ion beam aiming for fragments identification was
also studied theoretically and experimentally.

2. Material and Methods
The measurements were acquired using the new
semi-3D SOI “bridge” microdosimeter. In order to avoid
charge sharing effect between the SVs, silicon
surrounding the SVs have been removed whilst leaving
thin silicon bridge between the SVs to support the Al
tracks [4]. The microdosimeter was connected to an
Amptek A250 preamplifier inside thin aluminum probe
housing. The preamplifier output was connected to a
Cremat CR-200 shaping amplifier, with a 1 µs shaping
time, the energy output of the shaping amplifier was
digitized using Amptek Pocket MCA-8000A.
A monolithic E-E silicon microdosimeter consists of
a matrix of micrometric cylindrical diodes (about 2 μm
in height and 9 μm in diameter each) coupled to a
residual energy measurement stage E (about 500 μm
thick).
The read out electronics consists of two
spectroscopy channels (custom Charge sensitive
amplifier and standard shaper) and a digital acquisition
unit. The SOI Microdosimeters and the ΔE-E monolithic
telescope were placed in various positions along the
central axis of the SOBP therapy beam. A modular
Polymethyl Methacrylate (PMMA) phantom was used to
adjust the position of the Bragg peak relative to the
devices. A thin Si strip detector in edge-on mode was
placed in a PMMA phantom coaxially with an ion beam
and measured the range and energy of the ion beam.

1. Purpose and Background of Research
Conventional detectors for microdosimetry consist of
tissue equivalent proportional counters which have
advantages of a spherical sensitive volume and tissue
equivalency through use of a tissue equivalent gas.
However, TEPC has several limitations such as high
voltage operation, large physical size and introduces wall
effects [1]. The CMRP has initiated the concept of
silicon microdosimetry to address the shortcomings of
the TEPC. The silicon microdosimeter is based on array
of micron sized silicon SVs instead of gas, to mimic an
array of biological cells. The array of silicon SVs were
fabricated using silicon on insulator (SOI) substrates.
The SOI microdosimeters have been investigated in a
variety of mixed radiation fields including those
associated with proton therapy, fast neutron therapy,
boron neutron capture therapy (BNCT) [2], Carbon ion
therapy using scanning beam at Heidelberg ion therapy
(HIT) facility. Additionally to SOI microdosimeter,
CMRP in collaboration with Politecnico di Milano has
investigated the solid state monolithic silicon telescope
which was successfully used to derive the RBE at
defined positions along and downstream of the 100MeV
proton Bragg peak and spread-out Bragg peak (SOBP) at

c)

Fig. 1 a) A bridge microdosimeter mounted on a DIL package, b) a
SEM image of arrays of SVs, c) microdosimeter setup in the PMMA
phantom.

Fig. 1a shows the 3D bridge microdosimeter mounted
on a dual-in-line (DIL) package and Fig. 1b shows SEM
image of arrays of SVs where the etched region outside
of the SVs was clearly visible. This new technology
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deposition in 500 m of Si calculated by Geant4
simulation. This discrepancy can be explained by plasma
time generation when such high LET 12C ions hit the E
stage and produce dense electron-hole pairs which also
called plasma columns. It can be improved by increasing
of electric field in E stageDifferent species of fragments
such as Be, B, Li, He, H represented by different loci
which can be seen in Fig. 5.
3.3 Silicon strip detector for range/energy
verification

provided well-defined micron sized 3D SVs of similar
dimensions to biological cells. The experimental setup
for the microdosimeter placed in the PMMA phantom is
shown in Fig. 1c.

a)

b)

Fig. 2 a) Measurement of depth dose profiles with the CMRP strip
detector (DMG) for BP and SOBP. (b) Orientation of detector for
penumbral study

An edge on thin Si strip detector placed in a phantom
coaxially with a beam and for penumbra study are shown
in Fig. 2a, b, respectively. Detector was readout with fast
readout electronics (256 channels)

3. Results and Discussions
Fig. 5 a) 290 MeV/u 12C pristine Bragg peak; b) Three-dimensional
visualisation of penumbral measurement of Spread-Out Bragg peak
beam, 10x10cm2 field size as a function of depth in PMMA.

3.1 Results obtained by the SOI microdosimeter
Derived RBE10 values based on the Microdosimetric
Kinetic Model (MKM) model [5] and SOI bridge
microdosimetric spectra are presented in Fig. 3. The
RBE10 values match very well with those obtained from
the TEPC measurements. Due to the high spatial
resolution of the microdosimeter, more detailed RBE10
measurements were obtained at the end of the SOBP
compared to the TEPC. It should be noted that the bridge
microdosimeter measurements were done in a PMMA
phantom while the TEPC measurements were carried out
in water.

Fig. 5a illustrates the pristine Bragg peak in silicon
measured at a depth of (19+/-0.1) mm in the Si strip
detector while PMMA thickness in front of the detector
was 98 mm. The peak is observed to be clearly defined
with a sharp drop-off beyond the distal edge. Based on
BP position in Si strip detector and detector front edge
depth in PMMA we determined the energy of 12C ions in
front of the detector followed by conversion to the
residual range in PMMA and the total range of 12C ions
in PMMA phantom was (127+/-1) mm, justifying high
accuracy of range/energy verification of proposed QA
technique. Figure 5b shows a three dimensional
representation of the penumbral study measurements
conducted, as a function of depth in PMMA for the
spread out Bragg peak beam of field size 10x10cm2. The
maximum response is observed at a depth of 80.5mm in
PMMA and the penumbral width is measured to be
(2+/-0.1) mm between the 80%/20% responses.

4. Conclusion
This work presented a summary of comprehensive
study on RBE10 derivation, measurements of dose profile
in Si with 0.2 mm spatial resolution for ions
range/energy verification and and fragmentation study in
12
C ion therapeutic beam using high spatial resolution
real-time silicon devices. It has demonstrated a simple
and fast method for Quality Assurance in charge particle
therapy using silicon detectors and this work is important
for improvements of Monte Carlo simulation physics
models and potentially for improvement of clinical
outcome of HIT..
References
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Fig. 3 Derived RBE10 along the central axis of the C SOBP, obtained
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Fig. 4 Comparison simulation and experimental results obtained by the
E-E telescope at 127 mm in PMMA in 290 MeV/u 12C ion therapy.

The experimental and theoretical responses of the
ΔE-E telescope placed at 127 mm depth in the PMMA
phantom in a centre of the field are shown in Fig. 4. The
maximum energy deposited in E stage in the experiment
was 160 MeV which is less than expected energy

________________________________________
a

Centre for Medical Radiation Physics, CMRP, University of

243

熱蛍光板状線量計による重粒子線の線量と線質分布に関する研究
Research of dose and radiation quality using Thermoluminescence Slab Dosimeter for
Heavy Ion beam
（13H320）
眞正浄光 a、古場裕介 b、福田茂一 b、若林源一郎 c、川路康之 d、大坪圭介 a、張 維珊 a、
大島梨奈 a、小山千絵 a、栁澤伸 a、齋藤雄介 a
K. Shinshoa, Y. Kobab, S. Fukudab, G. Wakabayashic, Y. Kawajid, K. Otsuboa, W. Changa,
R. Oshimaa, C. Koyamaa,S. Yanagisawaa,Y. Saitoa
Abstract
A
tissue
equivalent
phantom
thermoluminescence
slab
dosimeter
(TEP-TLSD) developed by our team was used
to measure the dose distribution of 12C beam at
HIMAC. It showed high spatial resolution and
high dose response, with excellent usability.
However TL efficiency declined at the
proximity region of the Bragg peak.
To resolve the LET dependence of TL
efficiency, we investigated the relationships
between the shapes of glow curve (TL glow
peak intensity ratio, HTR), TL efficiency and
LET last year. It seems that is possible to use
the HTR of these two peaks to estimate the
dose average LET and calibrate the TL
efficiency. To evaluate the usability of HTR
correction in absorbed dose estimation, a 60
mm SOBP carbon beam was used.
Besides of the TEP-TLSD, we also
investigated the LET dependence of Al2O3 slab
type ceramic. Even the amount of TL showed
the LET dependence, the TL efficiency at one
of the glow peak seems not affected by LET.
Therefore, we focused on the behavior of this
peak. It showed excellent linearity between the
TL intensity at the low temperature peak and
irradiated dose.

た全く新しい線量計（TEP-TLSD）を開発し
た。平成 21～23 年度に HIMAC にて 12C の
線量分布測定を行った。高い線量応答性を
示し簡易的に高分解能の線量分布を取得で
きたが、重荷電粒子に対する組織等価性が
不十分であったことや、LET 依存性からブ
ラックピーク付近で熱蛍光量の低下がみら
れた。今回は、独自に開発した精密な熱蛍
光特性測定による熱蛍光の LET 依存性を利
用し、各 LET とグロー曲線の関係から LET
を推測することを第一の目的とした。また、
その LET 依存性と発光効率を詳細に調べる
ことにより線量測定に必要な補正手法の確
立を目指した。最終的には、それらの情報
を利用して熱蛍光素子を利用した重荷電粒
子の線量分布測定を行う。また、本手法は
電離箱で取得できない LET 情報を簡易的に
取得できる革新的な測定手法として期待で
きる。

2. 昨年度までに得られている結果
TEP-TLSD の TL 効率が LET に依存するこ
とだけでなく、観測された 2 つのグローピ
ークの光量比も LET に依存することがわか
った。この２つのピークの光量比 HTR
(High Temperature Ratio)を用いると線量平
1. 研究の目的とバックグラウンド
均 LET を推定することができ、TL 効率の
高エネルギー重粒子線によるがん治療は、 補正が可能であることが分かった。
高精度放射線治療において最先端の技術で
ある。しかし、高エネルギーの重粒子が人
3. 今年度の研究内容
体を構成する物質とフラグメント生成反応
今年度は TEP-TLSD の HTR と TL 効率の
を起こすので、体内を進行するにつれて治
関係を様々な荷電粒子ビームを用いて精度
療ビームに様々なフラグメントが混入し、
良く測定した。また、得られた HTR と TL
腫瘍以外の正常組織に影響を与える。この
効率から炭素線線量分布測定のための TL
ため、生体等価物質による 3 次元線量分布
効率補正の検証を行った。また、新しく開
を精密に把握する必要がある。そこで、我々
発を行ったセラミックタイプの TLD の LET
は組織等価ファントムの機能を持ち合わせ
依存性の調査と粒子線治療への応用を検討
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するための基礎的実験を行った。
3.0

4.

今年度の成果と解析結果
図 1 に今年度の実験により得られた
TEP-TLSD のγ線照射時の HTR により規格
化した HTR と TL 効率の関係を示す。この
関係を用いることにより、TEP-TLSD の熱
蛍光の LET 依存性を補正することが可能で
ある。本補正を用いて炭素線 60 mm SOBP
ビームの深度線量分布を測定した結果を図
2 に示す。TL 効率補正を行うことにより電
離箱のによる線量値に近づいているものの、
十分な精度を示すことができなかった。こ
れは HTR と TL 効率の関係を Mono エネル
ギーに近い線質で測定しているが、SOBP
ビームでは広い LET スペクトルを持った線
質で測定していることが原因であると思わ
れる。
また、セラミック TLD に関しては、図 3
で示したように高温側のピークは LET によ
って発光量が変化するのに対し、180℃付近
の低温側の第 1 ピークはほとんど LET 依存
性がないことが示された。図 4 にセラミッ
ク TLD の第 1 ピークと 250℃付近の第 2 ピ
ークの線量依存性を示す。第 1 ピークは 1
～20 Gy の範囲で線形性を示し、その傾き
は線質にほとんど依存しないことが示され
た。今後、本セラミック TLD の第 1 ピーク
を用いた陽子線や炭素線の線量分布測定法
について調べる予定である。
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重イオンによるエアロゾル粒子生成効率
Production Rate of Aerosol Particles by Heavy Ion Irradiation to the Air
(13H321)
増田公明 a，鈴木麻未 a，竹内雄也 a，杉浦佑樹 a，三宅芙沙 a，﨏隆志 a，村上健 b
K. Masuda a , A. Suzuki a , Y. Takeuchi a , Y. Sugiura a , F. Miyake a , T. Sako a
and T. Murakami b
accelerators for cosmic-ray particles. The used
radiations are gamma-rays [2], electron beams
[3] and πbeams [4]. We have also performed
a preliminary experiment in a laboratory by
using β-rays [5]. The all experiments have
not yet obtained results that can explain the
natural phenomena of nucleation. Their results
showed that irradiation of radiation increases
the ions and aerosol particles in the air but the
production rate may be too small to account for
the phenomena.
On the other hand, principal component of
secondary cosmic rays near the earth surface is
neutron. Yearly variation of neutrons at the
surface, together with that of secondary protons,
shows the similar pattern to that of primary
cosmic rays, which is formed by the solar
activity variation. Therefore, neutrons must be
charged with the important part in aerosol
production. However, no experiment has been
reported for neutrons. We aim to verify if
neutrons are related to the processes and if any,
to clarify their role quantitatively.
Since reactions of neutron are complicated,
we would like to start with high-energy heavy
ions, which has large energy loss rate and can
be a proxy of products from neutron reaction
with air nuclei. Also the effect of heavy ion
itself to the aerosol formation is interesting.
Following the first beam experiment with N
and O ions last year [6], we used different
projectile ion Xe this time to measure the effect
of high density ions to aerosol formation.

Abstract
A correlation between the solar activity and
the global climate is seen and the mechanism
of the correlation is under discussion. One of
possible hypothesis is that galactic cosmic rays,
which are modulated by the solar activity,
produce atmospheric ions, which promote the
production of aerosol particles and their growth
to cloud condensation nuclei in the lower
troposphere. In order to verify this hypothesis
experimentally, we investigate how the
secondary cosmic-rays in the atmosphere
contribute to the production of aerosol particles.
Among the secondary cosmic-ray particles,
neutrons have the largest flux near the earth’s
surface and their influence on the aerosol
production should be investigated. Here we
measure ionization due to the large energy loss
of high-energy heavy ions as a proxy of
resultants of nuclear reaction by neutrons on
aerosol production. This year, we improved
the setup of apparatus for aerosol measurement
at the beam line and the method of data
acquisition and took some data with different
type of incident ions.
1. Introduction
It is considered that the galactic cosmic rays
and their secondary particles produce ions in
the atmosphere by ionizing the molecules of
the air and these ions promote the formation of
aerosol particles, which grow up to cloud
condensation nuclei. Since the flux and energy
spectra of the galactic cosmic rays reaching the
earth are controlled by the solar magnetic
activity, this scenario is considered to explain
the correlation between the solar activity and
the global climate [1]. Many groups have
carried out the laboratory experiments in order
to verify this hypothesis using a reaction
chamber with synthesized air and trace gases
irradiated by UV light for solar irradiance and
ionizing radiation from radioactive sources or

2. Apparatus and beam
The experimental apparatus consists of a gas
handling system, a reaction chamber and
various measurement devices. Details are
described in the previous report [6]. The total
gas flow rate is 5 L/min. The reaction chamber
is a cylindrical vacuum chamber of a volume
of 75 L and can be evacuated with baking. It
has a quartz window for illumination of UV
246

light and a thin stainless steel window for
irradiation of β -rays. Figure 1 shows a
photograph of the reaction chamber at the PH1
beam line.
The irradiation experiments were done in the
two nights of 8th and 10th and a full day of 12th
-13th October, 2014. This skipped schedule was
selected because the chamber and other system
need time duration more than 1 day to be reset.
The beam used was 180 MeV/u N-ion for the
first 1 night and the last 1 day shifts and 180
MeV/u Xe-ion for the second night. Much
heavier ion of Xe was used to investigate the
effect of ionization density. Beam intensity was
monitored by the trigger counters, which are
plastic scintillators placed in front of and
behind the reaction chamber.
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3. Results
The result in the last year can be
summarized as follows. N-ions and O-ions
were used and the particle production by ion
density increase was observed. Good linearity
was obtained for the relations of both ion
density, ne , and particle number density, N,
against the beam intensity. The particle
production efficiencyη= N/ne was about 0.02
particle/ion. There was almost no difference
between N-ions and O-ions.
This year, the experiment was done with
N-ions and Xe-ions in order to investigate
different ionization power. Ion density increase
with beam intensity from 1,000 counts/spill to
10,000 counts/spill. The increment was not
linear but rather indicated a tendency of
saturation. Absolute numbers of ion density
was much smaller than those expected values
from energy loss rate of incident fast ions. This
might be due to recombination of produced
ions and electrons, attachment of ions to the
chamber wall, the absolute calibration of the
ion counter etc. Careful analysis is ongoing.
The relation of the particle number density and
the ion density is almost linear although the
value of the particle production efficiency
obtained from the slopes of the relation was
much larger than the previous one. This
indicates also the necessity of the absolute
calibration of the ion counter. The present
results suggest that more detailed analysis and
wide range of experiments are needed.

Particle density [particles/cm3]

Fig. 1 Photo of the reaction chamber at the beam
line (PH1).

Preliminary

Ion density [ions/cm3]
Fig. 2 Preliminary data of the relation between
the particle density and the ion density. Red dot: N
ion, blue square: Xe ion, small green dot: -rays.

-----------------------------------------------------a.

b.
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On-ground calibration of the 3-dimensional silicon detector space dosimetry
telescope TRITEL with energetic heavy ions (FY2014)
(13H322)
a
A. Hirn , O. A. Ivanovab, H. Kitamurac, S. Kodairac,
R. Tolochekb, V. A. Shurshakovb, and Y. Uchihoric
absorbed dose and dose equivalent. Due to the three
orthogonal telescopes an assessment of the anisotropy of
the radiation field might be also possible.

Abstract
In cooperation with BL-Electronics Ltd. a
three-dimensional silicon detector telescope (TRITEL)
was developed at the Centre for Energy Research,
Hungarian Academy of Sciences in the past years. The
main objective of the instrument was to measure not only
the absorbed dose in the cosmic radiation field, but also
the linear energy (LET) spectrum of the charged particles
and their average quality factor in three mutually
orthogonal directions in order to give an estimation of
the equivalent dose, too. In the frame of the experiment
No. 13H322 no calibration measurements have been
performed yet in FY2014. The next beam time for the
project will be available between the 10th and the 12th of
March 2015. Besides calibration purposes, the
measurements might also help us understanding the
weird behavior of the TRITEL system on board ISS
(significant difference in the shape of the energy
deposition spectra compared to DOSTEL and DB-8
results). The background and objectives of the
experiment as well as a brief description of the
experiment setup are provided in the present annual
report. Some results from the previous session (between
the 10th and the 12th of February 2013; FY2014) are also
presented.

1.2. TRITEL projects
Several different versions of the TRITEL 3D silicon
detector telescope have been and are being developed in
parallel at MTA EK:
1)
Measurements with the TRITEL-SURE
experiment were performed on board the European
Columbus module of the ISS between November 6, 2012
and May 10, 2013. The project was co-funded by the EC
project SURE (ISS: a Unique Research Infrastructure),
contract number RITA-CT-2006-026069 and by the
Government of Hungary through ESA contracts No.
98057 and 4000108072/13/NL/KML under the PECS
(Plan for European Cooperating States).
2)
In the frame of the Matroshka-R space
experiment and in cooperation with IMBP, Moscow, an
advanced version of TRITEL (TRITEL-RS) was
installed on the Russian segment (RS) of the ISS in April
5, 2013. TRITEL-RS was developed with the financial
support provided by the Government of Hungary through
the Hungarian Space Office. The shape of the energy
deposition spectra obtained show differences with
respect to the results of the measurements performed
with the DOSTEL and DB-8 silicon detector systems
during the same period of time. Analysis of this behavior
of the system is ongoing.
3)
TRITEL-JMS will be a satellite version of
TRITEL chosen to be one of the scientific instruments
operated on board the Japanese Rapid International
Scientific Experiment Satellite (RISESAT). The
RISESAT project is led by the Space Robotics
Laboratory of Tohoku University and is mainly granted
by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
through the “Funding Program for World-Leading
Innovative R&D on Science and Technology (FIRST
Program),” initiated by the Council for Science and
Technology Policy (CSTP). RISESAT project is also
partly supported by Grant-in-Aid for Scientific Research
on Innovative Areas KAKENHI:24760658 from the
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology of Japan. The development and
manufacturing of the TRITEL-JMS instrument is
supported by MTA EK.
4)
TRITEL-ESEO is another satellite version of
TRITEL chosen to be one of the scientific instruments
operated on board ESA’s European Student Earth Orbiter
(ESEO). The ESEO satellite would be injected to a
sun-synchronous low Earth orbit similar to that of
RISESAT. Launch of the satellite is planned in spring
2016.
5)
Measurements with TRITEL were conducted
by the CoCoRAD and TECHDOSE university student

1. Background and objectives of the
experiment
1.1. Background
One of the many risks of long-duration space flights
(e.g. International Space Station expeditions, future lunar
or Mars-missions, etc.) is the excessive exposure to
cosmic radiation. The dose equivalent on board the
International Space Station (ISS, at an altitude of ~400
km) in orbit might be two orders of magnitude higher
than that under the shield of Earth’s atmosphere. Due to
significant spatial and temporal changes in the cosmic
radiation field, radiation measurements with advanced
dosimetric instruments on board space vehicles are
extremely important. Since dose equivalent, which
characterizes the stochastic biological effects of the
radiation, was defined in terms of a LET-dependent
quality factor, determining the LET spectrum and the
quality factor of cosmic radiation is necessary. For this
reason, a three dimensional silicon detector telescope
(TRITEL) with almost uniform sensitivity was
developed in MTA EK in the past years. The instrument
comprising three mutually orthogonal, fully depleted,
passivated implanted planar silicon detector pairs and
having a thickness of 300 μm and a sensitive area of 2.2
cm2 is capable of providing the LET spectrum and the
average quality factor of the radiation as well as the
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teams on board stratospheric balloons BEXUS-12 and
-14 launched from Northern Sweden in September of
2011 and September 2012, respectively. The
REXUS/BEXUS programme is realized under a bilateral
Agency Agreement between the German Aerospace
Center (DLR) and the Swedish National Space Board
(SNSB). The Swedish share of the payload has been
made available to students from other European
countries through collaboration with the European Space
Agency (ESA). EuroLaunch, cooperation between the
Esrange Space Center of the Swedish Space Corporation
(SSC) and the Mobile Rocket Base (MORABA) of DLR,
is responsible for the campaign management and
operations of the launch vehicles. The BEXUS
CoCoRAD and the BEXUS TECHDOSE experiments
were co-funded in the frame of the PECS contracts No.
4000103810/11/NL/KML
and
No.
4000107210/12/NL/KML, respectively.

channel boundaries, etc.) to study the behavior of the
system in the light of the measurement results obtained
on board ISS.

2. Summary of the previous year(s)
Measurements were performed in FY2013 with 230
MeV/u He, 400 MeV/u C and 290 MeV/u Ar ions. The
results showed good agreement with the calibration
obtained from measurements performed with Po-210 and
Am-241 (see the calibration points shown in Figure 1 as
an example and Table 1 summarizing the parameters of
the calibration line).
Table 1 Parameters of the calibration line (Ei [keV] =
ai + bi * Chi). The *-ed values correspond to the
calibration performed with heavy ions + Po-210 and
Am-241.
a
a*
b
b*
X -13.9±1.7 -16.7±4.7 1.44±0.01 1.50±0.05
Y -9.6±1.6
-11.7±4.1 1.38±0.01 1.43±0.04
Z -8.3±1.6
-10.4±5.6 1.36±0.01 1.40±0.01
The shift of the energy deposition peak can be seen in
Figure 2. The deviation from the theoretical value at
higher angles might be due to the effect of the shielding
in front of the detectors.

Figure 1 Calibration points for TRITEL (results for the
X-telescope)

1.3. Objectives
Though the main components of the radiation
environment in the ISS are galactic cosmic ray (GCR)
protons and trapped protons, the small amounts of GCR
heavy ions are not negligible in determining the absorbed
dose and the dose equivalent due to their high LET.
The main objective of the project is the ground
calibration of the TRITEL 3D silicon detector space
dosimetry telescope. The operational range of the system
in terms of LET in water is 0.2–120 keV/μm and in terms
of deposited energy in silicon it is 60 keV–83 MeV.
Calibration measurements have been already performed
with Po-210 (Eα = 5.3 MeV) and Am-241 (Eγ = 59 keV),
however extensive calibration of the system both in
terms of deposited energy and in LET can be performed
only with particles produced in particle accelerators with
given energies.
Energy deposits are also measured for different
angles of incident (0°, 15°, 30°, 45°, and 60°) and with
aluminum absorbers of different thicknesses in front of
the detectors at perpendicular incidence. Response of the
detector system is studied also for particles coming from
behind (angle of incidence: 180°).
Energy deposition spectra are measured also for
different settings (e.g. different offset corrections, energy

Figure 2 Peak energy as a function of the angle of
incidence (X-axis, 230 MeV/u He)
The effect of the additional aluminium shielding put
in front of the telescopes is summarized in Table 2.
Table 2 Relative changes in the peak energies.
Al [mm]:
2
5
10
20
He 230 MeV/u
0.43% 1.1% 2.4% 5.2%
C 400 MeV/u
0.46% 1.2% 2.3% 5.2%
Ar 290 MeV/u
2.5% 7.2% 17% 62%

3. Activities and results in FY 2014
In the frame of the project measurements have not
been performed yet in FY 2014. Beam time is due
between the 10th and the 12th of March 2015 (beams: 180
MeV/u He, 650MeV/u Ar,, 100 MeV/u Si ).
_____________________________________________
a
MTA EK, bIMBP, cNIRS
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Radioluminescence and Optically Stimulated Luminescence studies of
Al2O3:C in hadron beams. (13H323)
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b

b
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on using OSL for precise dosimetry in hadron therapy
has yet to be demonstrated, and that is the main
objective of this project.
OSL potential in medical dosimetry was recognized
due to their small size suitable for point
measurements, high sensitivity, fast readout and
reanalysis and the use of relatively simple readers
with a high degree of automation. Current
developments in this field include the use of Al2O3:C
as active RL/OSL dosimeters, using optical fibers and
point detectors as passive dosimeters, both described
and used in this proposal.
Both approaches can significantly contribute in
improving quality assurance and patient safety for
hadron therapy centers where dose delivery
precision/accuracy is of utmost importance.
Moreover exposing droplets and Al2O3:C-optical
fiber coupled detectors to different LET and ions
would add important information on the response of
the material (Al2O3:C) in different applications: as
active and as passive dosimeters, using both OSL and
RL information.

Abstract
The capability of radioluminescence (RL) dosimeters
composed of carbon-doped aluminium oxide
(Al2O3:C) detectors + optical fibre has been verified
for absorbed dose-rate measurements during carbon
radiotherapy. The RL signals from two separate
Al2O3:C detectors (single crystal 'CG' and droplet
'P1') have been systematically measured and
compared along the Bragg-curve and Spread-Out
Bragg-Peak of 290 MeV/n carbon beams in the water.
The absorbed dose response was assessed for the
range of 0.5 to 10 Gy. For doses up to 6 Gy, we
observed a linear response for both types of detectors,
while for higher doses CG presented a more
prominent supraliearity than P1. The RL response for
low-LET protons in the plateau region of the Bragg
curve was found to closely resemble that observed for
a clinical 6 MV X-ray beam, while it was found that
P1 has a better agreement with the reference data
from standard ionization chamber than CG. We
observed a significant decrease in luminescence
efficiency with LET in the Bragg peak region. The
study implies that the RL-signal from Al2O3:C could
potentially be suitable for medical carbon dosimetry
in the plateau range even without any LET-dependent
correction factors. which will be a promising tool for
in-vivo therapeutic carbon beam dosimetry.
A portable and robust instrument has been developed
for the routine assessment of patient exposure to
ionizing radiation during radiotherapy treatments.
The design principles of hardware and software were
described, along with measurements that illustrate the
operation of the system and its capabilities, and
presented during the 17th Solid State Dosimetry in
2013 [1]. This prototype uses radioluminescence
(RL) and Optically Stimulated Luminescence (OSL)
from Al2O3:C detectors coupled to a PMMA optical
fiber to acquire dose in medical dosimetry. In
principle, the RL/OSL prototype can provide two
independent dose estimates from the same in vivo
treatment: one integrated dose estimate (OSL) and
one real-time dose estimate (RL), which can be
compared to one another. This report presents the
preliminary results and future work.

2. Materials and Methods.
In the prototype (figure 1) the light stimulation can be
done using three wavelengths: 625, 523 and 462 nm
(dominant wavelength). The 40W RGB LED is a
small high density foot print – 9.0mm x 9.0mm x
5.4mm controlled by a Labview software. The LED
light is collimated into the optical fiber using two biconvex lenses - f = 35.0 mm, ARC: 350-700nm,
THORLABS (figure 3) - and UV contribution from
the emission of the LED is filtered using a 2 mm
flexible thin film UV filter (Edmund Optics).
Droplets are described in previous works.
Luminescence is acquired by a bialkali P30USB
PMT from Sens-TechTM. Two sets of filters can be
used: 7.5 mm Hoya U-340 and one 2 mm U-360
filters are sited in front of the PMT to minimize the
directly scattered light from the LEDs in OSL
measurements [2, 3]; and 2 mm 425nm Hard Coated
Broadband Bandpass Interference Filter (Edmund
Optics) is used for radioluminescence measurements.

1. Background and Objectives
The necessity of an in vivo dosimetry system is
needed for applications in hadron therapy; it has to
show a reliable response and behavior under different
energy ranges and radiation qualities. The possibility
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Figure 1. OSL/RL SCK•CEN Prototype.

3. Preliminary results
The dose–response of the detectors in the 0.5–10 Gy
dose range was investigated for 290 MeV/n carbons
at depth '0' mmw-eq. (free in air, at the entrance of the
phantom, with 2.42 Gy/min). Figure 2 and Figure 3
show the integrated radioluminescence intensity for
CG and P1, respectively. Each point is the average of
three independent irradiations and error bars are the
standard deviation (1 sd). The RL dose–response for
photon-rays (6 MV) was also included for
comparison in both graphs. The data for carbon and 6
MV photons was normalized to their respective value
at 1 Gy. The supralinearity factor of the RL shows a
similar behavior for carbons and photons when
comparing the same fibre-type; the dose–response is
linear up to about 6 Gy for probe CG and 7 Gy for
probe P1. The response becomes supralinear for
higher doses. The degree of supralinearity does not
appear to depend on type of radiation, but with type
of detector.

Figure 3. Linearity obtained from the P1 fibre irradiated
with 290 MeV/n carbon (blue symbols) from 0.5 to 10 Gy
and 6 MV photons (grey symbols) from 0.2 to 9 Gy.
Upper-right graph is the linearity up to 2 Gy and bottomright graph is the residuals (in %) for P1 compared to the
expected linearity.

Irradiations with carbons in air (at the entrance of the
phantom) and at different water equivalent depths
were performed to investigate the radioluminescence
detectors energy response and performance for
measurements in the pristine (BP) and Spread-Out
Bragg-Peak (SOBP). Figure 4 shows the
luminescence efficiency ( 𝜂𝑘,𝑙 ) calculated from the
radioluminescence from the probes at different water
equivalent depths, irradiated with 0.5 Gy nominal
dose (2.42 Gy/min). The error bars are the standard
deviation from the average of three independent
irradiations. A reduction in RL efficiency at the end
of the carbon range is evident for both CG and P1.
The ratio between the average from the absolute
values for RL in carbon (SC) and 6 MV photons
(S6MV) gives the luminescence efficiency as follows:
𝜂𝐶,6𝑀𝑀 =

𝑆𝐶

𝑆6𝑀𝑀

→

𝜂𝑃1 = 0.98 ± 0.01
𝜂𝐶𝐶 = 0.95 ± 0.01

ηP1 and ηCG are calculated using the average of
luminescence efficiencies from Figures 2 and 3 from
0.5 to 2 Gy. The errors are the standard deviation.

Figure 2. Linearity obtained from the CG fibre irradiated
with 290 MeV/n carbon (blue symbols) and 6 MV
photons (green symbols) from 0.2 to 10 Gy. Upper-right
graph is the linearity up to 2 Gy and bottom-right graph is
the residuals (in %) for CG compared to the expected
linearity.
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exposed to radiation fields that create low ionization
density (e.g. high energy gamma rays).
Measurements with helium, neon and iron ions [8]
demonstrated that the OSL signal is strongly LET
dependent, but in monoenergetic beams, the obtained
signal shows a linear response up to high fluences.
An apparent difference in relative luminescence
efficiency (ηk,l) can be seen for CG and P1, where P1
presented better agreement with respect to the
reference data. The relative luminescence efficiency
(ηk,l) for radioluminescence apparently does not have
the same dependence with LET as observed with
Al2O3:C OSL. Crystal size of the detectors is possibly
an important aspect for LET dependence in RL.
For future work we would like to repeat one of the
beam used (He or H) using a higher sampling rate to
have better resolution of the delayed signal and to
perform tests using Carbon beams
Further analysis will help to elucidate how is the
behavior of ηk,l with respect to smaller crystal sizes
and if the same LET dependence can be seen for
other types of HCP, like protons and helium.
______________________________________
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Figure 4. Calculated luminescence efficiencies (ηk,l) from
290 MeV/n mono beam dose distributions in water for a)
P1 and CG, and b) compared to the reference obtained
with the ionization chamber. Insert graphs are the Braggpeak and 'tail' region in detail.

4. Conclusion and future work.
In spite of its increased biological effectiveness,
dosimetry in ion beam radiotherapy is also based on
absorbed dose to water as an operative quantity. As in
conventional radiotherapy, the knowledge of the
absorbed dose should be as accurate as possible to
assure reproducible results within and between
radiotherapy units.
The response of solid-state detectors such as Al2O3:C
can be considerably different from tissue equivalent
detectors and highly dependent on the HCP charge
and energy [4-6]. The explanation is that the energy
deposited in the solid state detector can be different
from the energy deposited in tissue (or water) when
both are exposed to the same HCP fluence because of
the dependence of the HCP stopping power on the
stopping medium [7]. Another reason is that HCPs
create high ionization densities within the particle
tracks, with doses approaching saturation of the
Al2O3:C RL signal within the particle track. As a
result, the light emitted per unit energy deposited in
the material, is reduced in comparison to detectors
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Calibration of TEPC and personal dosimeter designed for ISS(International
Space Station) dose measurement
(13H326)
a
a
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Uchihoric, H. Kitamurac, S. Kodairac
Abstract
The goal of this experiment is verifying the
performance of new designed Tissue Equivalent
Proportional Counter (TEPC) for monitoring space
radiation. In space, human cells could be exposed by
complex radiation sources, X-ray, Gamma ray, energetic
electrons, protons, neutrons and heavy charged particles
in a huge range of energies. These generate much larger
range of Linear Energy Transfer (LET) than ground and
cause unexpected effect on human cells. In order to
measure the large range of LET, from 0.2 to 1000

Wire holder
(Teflon, PTFE)
Detector holder
(Kel-F)
Detector PCB
Preamp PCB

keV/μm, we developed a compact TEPC which measures
ionized particles produced by collision between radiation
sources and tissue equivalent(pure propane) gas in the
detector. From measuring LET spectra, we can derive
easily the equivalent dose from the complicated space
radiation field. In this HIMAC experiment of 14H326,
we calibrate and demonstrate the active radiation
detector, TEPC with Fe 500 MeV/u and C 290 MeV/u
beams. In addition, we performed heavy ion experiments
with the passive dosimeter, CR-39 in order to compare
LET spectra measured by TEPC.

Connector PCB
Chamber base

Figure 1. The assembled TEPC detector and PreAmp
board

1. Introduction
Galactic Cosmic Rays (GCR) are high energy
particles originated from outside solar system. About
99% of GCR is composed of proton and helium atom
and just 1% is heavy nuclei (HZE) ions. Due to the high
charge and heavy nature of HZE ions, their contribution
to an astronaut’s radiation dose in space is significant
even though they are relatively scarce. In order to
measure the radiation dose contributed by the HZE ions
and investigate the effects of heavy GCR ions, we have
designed an active dosimeter, TEPC which is an
instrument measuring LET deposited on the tissue
equivalent gas interacting with unknown type radiation.
Figure 1 shows the TEPC chamber and PreAmp
electronics boards. The spherical type detector is made of
tissue equivalent plastic, A-150 which outer diameter is
40 mm, and the inner diameter is 30 mm. The detector
was filled by pure propane (C3H8). Comparing previous
TEPC used in FY2013 experiment, the detector and
electronics have been improved in FY2014. In the new
TEPC, we adopted a segmented TEPC sphere in which
the different bias voltages are applied on the segmented
TE sphere in order to make uniform electric field. In
addition, new technology of digital pulse processor was
applied to the new TEPC to improve the noise to signal
ratio. Totally the mass and size of the new TEPC
decreased comparing the previous one. Figure 2 shows
the experimental setup of TEPC for the HIMAC beam
exposure in BIO room.

Figure 2. Setup of the prototype of the Tissue Equivalent
Proportional Counter (TEPC) calibration in the HIMAC
BIO room

2. Summary of FY2013 and FY2014
experiments
Table 1 summarizes the HIMAC experiments
performed during FY2013 and FY2014. In FY2013, two
experiment runs have been performed. On 1st February
2014, our first experiment with He (150 MeV/u) and on
5th February 2014 the second experiment with C (135
MeV/u) were performed. The goal of these experiments
was to demonstrate the performance of the prototype
TEPC that is our first version of active detector designed
for the ISS operation. From these experiments, while the
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results are preliminary, we successfully measured the
LET spectra for the several bias voltages and measured
the response functions for the different beam angles.
In FY2014, the HIMAC experiment was performed
three times, on April 4th, 2014, Feb. 6th, 2015 and Feb. 9th,
2015 with Fe (500 MeV/u) and C (290 MeV/u) beams.
For this campaign, we modified the TEPC design and
applied new technology. While FY2013 experiment was
focused on test prototype detector, FY2014 experiment
was designed to calibrate new TEPC. In these
experiments, we obtained LET spectra for the different
thickness of beam filters and beam directions.
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Table 1. Summary of HIMAC experiments during
FY2013 and FY2014
Date

Fe 500 MeV/u
BF=56.70mm

Figure 4. Linear energy calibration curve obtained from
three sources, C(290 MeV/u), neutron (Cf-252) and
Fe(500 MeV/u)

Goal
LET
spectrum
measurem
ent

Otherwise, we also performed HIMAC experiment
with passive detectors, CR-39. Figure 5 shows the LET
spectra obtained from the CR-39, where note the location
of LET peak is similar with the TEPC measurements.

calibration
of TEPC
with DPP
Calibration
of TEPC
with New
DPP
(2
gain
mode)

3. Results
Figure 3 shows the measured LET spectra by TEPC
for the Fe (500 MeV/u) ion beams with changing beam
binary filters. Without the beam binary filter, the LET
peak was measured at the 297 keV/m that is expected
result. Note the LET peak was shifted to high energy
channels and count rate decreased according to increase
the thickness of beam binary filters.

Figure 5. Linear energy transfer spectrum measured by
CR-39

4. Conclusion and Outlook
In the experiment of FY2014, we have tried to
calibrate our new TEPC with HIMAC heavy ion beams.
The design goal of our instrument is measuring LET of
space radiation in the wide range of 0.2 – 1,000 keV/μm
and it should be calibrated with known energy radiation
sources. While low LET could be calibrated with gamma,
proton and neutron beams in Korea, to confirm the high
LET, heavy ion beam experiment is absolutely required.
In these experiments, we successfully obtained high LET
spectra that will be used to design a flight model for
Korean Cubesat that will be launched in the late 2015.
_____________________________________________
a
Korea Astronomy and Space science Institute, Korea;
b
Cheongju Univ., Korea; cNIRS, Japan.

Figure 3. Linear energy transfer spectra measured by
TEPC with Fe(500 MeV/u) for the different thickness of
beam binary filters
In Figure 4, the LET obtained from the HIMAC
experiment and from neutron (Cf-252) sources in Korea
are plotted together. In this figure, it should be noted the
LET points are fitted well with a linear function and this
means our instrument has good linearity from low LET
to high LET

This work was supported by the National Research
Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Ministry
of Science, ICT & Future Planning (MSIP) (No.
2012-00209
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Heavy ion CT imaging for large objects using scintillation screen - EMCCD camera
増感紙－EMCCD カメラを用いた重粒子線 CT による大型被写体の撮影
(14H327)
H. Muraishia, H. Haraa, M. Yokosea, T. Watanabea, T. Takedaa, S. Abeb, Y. Kobac, S. Fukudac
村石 浩 a、原 秀剛 a、横瀬 鎮 a、渡辺 宝 a、武田 徹 a、阿部慎司 b、古場裕介 c、福田茂一 c
Abstract
We developed a new heavy ion computed
tomography (IonCT) system using scintillation
screen – electron-multiplying charged coupled
device (EMCCD) camera capable of measuring a
large object, such as a human head. We prepared a
new large dynamic range shifter (RS) consisting of a
binary
right
triangular
prism
made
of
polymethylmethacrylate (PMMA). A new broad
beam of 12C generated by spreading out the pencil
beam accelerated up to 430 MeV/u using a scatterer
and wobbler magnets was also prepared. We
demonstrated that the two-dimensional (2D) relative
residual range distribution was successfully achieved
with the same accuracy (σΔR=0.04 mm (PMMA)) for
a field of view (FOV) of 180 mm.
1. Introduction
IonCT would allow us to improve treatment
planning in heavy ion radiotherapy. Here, we
investigate an IonCT system using an scintillation
screen and an EMCCD camera with the Heavy Ion
Medical Accelerator in Chiba (HIMAC), installed at
the National Institute of Radiological Sciences
(NIRS) in Japan. In previous work, we demonstrated
that this technique enables fast CT data acquisition
of approximately 10 minutes for a small object of
110 mm when using the HIMAC and the proposed
method (Muraishi et al. IEEE TNS 2012). In this
study, we report on the development of a new IonCT
system that allows us to extend CT data acquisition
for a larger object, such as a human head (180 mm),
for purposes such as brain tumor treatment.

Fig. 1 shows an overview of our new heavy ion
CT system. We designed a new broad beam of 12C
generated by spreading out the pencil beam
accelerated up to 430 MeV/u using a scatterer and
wobbler magnets. We prepared a 180-mm
water-filled cubical container made of PMMA in
which a phantom was immersed. We also developed
a large dynamic RS consisting of a binary right
triangular prism made of PMMA with an acute angle
of the triangular faces of only 2.9°. The RS allowed
us to change the residual range of the irradiation
beam of 12C while keeping the uniform beam
intensity within a square region of 200 mm in
diameter when placed on the irradiation beam line.
By attaching it to a stepping motor driven in stages
(SGSP65; SIGMAKOKI Co.,LTD., Japan), we were
able to operate at an RS thickness of between 16 mm
and 62 mm in PMMA thickness using our online
computer in real time via RS-232C.
A performance test of our new system for one
projection was conducted using HIMAC at NIRS in
2014, the conditions of which are summarized in
Table 1. We measured the 2D relative residual range
distribution for a water-filled cubic container with a
thickness of 180 mm and a step-wedge phantom
made with PMMA.

2. Materials and Methods
Our system consists of a beam intensity monitor,
dynamic RS, an Gd2O2S:Tb scintillation screen (Fuji
HR-12) with an EMCCD camera, which are
operated using a computer placed in the operating
room. The projection images were taken for several
values of range-shifter thickness at each angle to
obtain the residual range distribution. The relative
residual range distribution was obtained from curves
of the CCD outputs at each pixel versus the
thickness of the range shifter. The range was
determined by the thickness corresponding to the
average of the maximum and minimum pixel values
in the curve.
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Table 1 Conditions of a performance test.
Item
Irradiation beam
Beam intensity
CCD
exposure
time
Projection
images for one
projection
Object

Condition
C, 430MeV/u
3.6108 pps

12

1 s (one image per one spill (3.3 s))
161 (RS thickness between 16 mm and 62
mm (interval of 0.2875 mm)
i) Cubic container filled with water
(thickness: 18 cm)
ii) Cubic container with step wedge
(PMMA)

Fig. 1 Overview of our new heavy ion CT system in this study.

Fig. 2 Transition of the mean pixel
values in the ROI as a function of
RS thickness.

Fig. 3 2D relative residual range
distribution ΔR(x,y).

3. Results and Discussion
Fig. 2 shows examples of the transition of mean
pixel values in the region of interest (ROI) as a
function of RS thickness. The left panel shows
examples of raw projection images. The middle and
right panels represent the results obtained from the
raw projection images and the projection images
after applying the beam intensity correction using
the data acquired by the parallel-plate ionization
chamber, respectively. The upper and lower panels
represent the cases without and with a step wedge,
respectively. We can see that each curve is shifted to
1 mm in PMMA thickness, which corresponds to the
interval thickness of the step wedge.
We then calculated the relative residual range for
each pixel from the dataset described above. The
results for the step wedge (left), without the step
wedge (middle), and the difference between the two
(right) are shown in Fig. 3. The 2D relative residual

range distribution after passing the beam through the
water-filled cubic container and the step-wedge
phantom was successfully achieved with the same
accuracy (σΔR=0.04 mm (PMMA)) for an FOV of
180 mm. We also confirmed that the relative residual
range was obtained by our new system for the object
with the water-equivalent thickness between 160
mm and 200 mm. This implies that CT data
acquisition is possible for axial brain slices in the
human head using our proposed system. CT data
acquisition using a brain tumor phantom and our
new system will be performed in 2015 at NIRS.
Acknowledgments
This work was supported in part by grants from
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大強度重イオンビームの飛跡決定及び粒子識別検出器開発

Detector development for track reconstruction and particle identification of
high-intensity heavy ion beam
（14H329）
a
b
c
d
a
銭廣十三 、松田洋平 、寺嶋知 、坂口治隆 、文超 、
d
e
e
f
田中純貴 、津村美保 、中塚徳継 、高田栄一

a

J. Zenihiro , Y. Matsuda

d

b

, S. Terashimac, H. Sakaguchid, C. Wena,
e

e

J. Tanaka , M. Tsumura , N. Nakatsuka , E. Takada
Abstract

f

Recently several heavy ion accelerator facilities in the world, which can provide
high-energy, high-intensity and high-Z heavy
ion beam, have been or will be constructed
such as RIKEN-RIBF, GSI-FAIR, MSU-FRIB.
However, there are many difficulties to use
them due to radiation damages or multi track
events of existing detectors
We have developed new high-rate tolerant
detectors for track reconstructions and identifications of heavy ion particles. Test experiment
using 132Xe beam at NIRS, HIMAC has been
and will be performed in July 2014 and February 2015. In this report we report some preliminary results from the analysis of the obtained
data.

設が建設されつつあり、これらを用いた不
安定核反応実験が計画されている。ところ
が、既存の検出器では放射線耐性等様々な
問題から、大強度で質量数の大きい不安定
核ビームを識別することが困難な状況にあ
る。
そこで我々は新たな検出器(低圧多芯線
ドリフトチェンバー(LP-BDC)、固体 Ar(Xe)
シンチレータ、LaBr3(Ce)シンチレータ、セ
グメント型プラスチックシンチレータ等)
の開発や既存の検出器の放射線耐性等の性
能評価を目的とした本研究課題を進めてい
る。
本研究課題は加速器施設が提供する重イ
オンビームの効率的な利用にもつながるた
め、非常に重要である。

1． 研究の目的とバックグラウンド

2． 今年度の研究内容

本研究は、陽子数が 50 以上の重い領域で
の大強度重イオンビームの飛跡決定や粒子
識別を可能にする新たな検出器の開発を目
的としている。これまで我々は軽い不安定
核や安定核において陽子弾性散乱測定によ
る密度分布や中性子スキン厚の精密な抽出
を成功してきた。[1,2] さらに不安定核にお
いても同研究を行うべく主に HIMAC にお
いて、不安定核ビームを用いた逆運動学で
の散乱測定の開発を行ってきた。[3]
現在、理研 RIBF を始めとして、世界各
地で高エネルギー大強度重イオン加速器施

2014 年 7 月に、まず新たに製作及び開発
を行ってきた、LP-BDC(2 台)のテストを行
っ た 。 LP-BDC は 1 台 あ た り 、 8 面
(X,X’,Y,Y’,X,X’,Y,Y’) の ア ノ ー ド ワ イ ヤ 面
を持ち、ドリフト間隔は 2.5 mm である。使
用した核種は、132Xe ビームで、エネルギー
は 200、300、400 MeV/u である。
200 及び 300 MeV/u のビームは特に強度
依存(103 ~ 106 ppp)の試験に用いた。400
MeV/u のビームは 2 次ビーム生成に用いら
れ、原子番号で 30 ~ 50 程度の様々な重イオ
ンを生成し照射した。これらのビームに対
257

できている。大強度でのデータ解析は現在
進めており詳細は 2014 年度 3 月末の物理学
会において成果報告を予定している。

参考文献
[1] H. Sakaguchi, et. al. Phys. Rev. C57, 1749
(1998).
[2] J. Zenihiro, et. al. Phys. Rev. C82, 044611
(2010).
[3] Y. Matsuda, et. al. Phys. Rev. C87, 034614
(2013).

図 1 今年度前期の実験セットアップの様子。場所
は SB2 照射室。上流から Si、Plastic、LP-BDC、
Plastic を使用した。

して、主に LP-BDC の飛跡検出効率や位置
分解能等の評価実験を実施した。HIMAC の
SB2 コースを用いた。図 1 は本実験でのセ
ットアップ(SB2 照射室)の写真である。
また、2014 年度 2 月末にも引き続き本実
a.
験を予定しており、大強度に伴い増加する
理化学研究所
複数飛跡事象に対する LP-BDC での同定や、 b.
甲南大学理工学部
LaBr3 シンチレータ等の分解能及び放射線
c.
北京航空航天大学
耐性等を調べる予定である。
d.

大阪大学核物理研究センター

e.

3． 今年度の研究成果と解析結果

f.

今年度前期は様々な 2 次ビームや 132Xe を用
い て LP-BDC の 基 本 性 能 を 調 査 し た 。
LP-BDC で用いるガスは、低圧(20 ~ 200
Torr)のイソブタンとエタンと用い、これら
を変えながら検出効率を測定した。
(a)

(b)

(c)

(d)

図 2 一例としてイソブタンガス(100 Torr)を用
いた場合の LP-BDC の検出効率の印加電
圧依存性を示す。

図 2 は得られた検出効率の例である(イソブ
タン 100 Torr)。LP-BDC1 台目の X 面(a: X1,
b: X2, c: X3, d: X4)の検出効率を示した。ど
れもほぼ-400V 程度で 100%となっている。
M や C は多重度やクラスター多重度を示し
ている。位置分解能も 80 um ()以下が得ら
れており十分な精度が出ていることが確認
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PID-TEPC を用いたマイクロドシメトリによる陽子線 RBE の評価（14H330）
Evaluation of proton RBE by microdosimetry using PID-TEPC
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To evaluate proton RBE, single event spectra for each phantom thickness were
measured by irradiating phantoms which have different thickness: 0.0, 57.0, 99.3, 97.0, 98.3,
100.3, 101.6 and 102.6 mm with 135 MeV protons from HIMAC. Proton single event
spectra were extracted from the single event spectra by using microdosimetry technique
with a Particle IDentifying Tissue Equivalent gas-Propotional Counter system (PID-TEPC).
The proton RBE was derived from the obtained proton single event spectrum and a response
function. The estimated proton RBEs increased with increasing phantom thickness. The
maximum value of RBEs was obtained to be 1.7 at the Bragg peak.
1. 目的と背景
現在、日本国内には4つの炭素線治療施設と
8つの陽子線治療施設がある。世界的に見ても
最も多くの粒子線治療施設を持つ国である。
粒子線治療における治療線量は、物理線量に
RBEを乗じた値が利用される。炭素線のRBE
はブラッグピーク近傍で3に対し、陽子線では
1-1.1の値が利用されている1)。しかしながら、
陽子線のブラッグピーク近傍におけるLETは、
100 keV/μm程度であり、2以上の値が期待され
る2)。この原因を明らかにするためには、マイ
クロドシメトリ手法を用いた詳細な解析が必
要である。
課題申請者は、これまで、治療用炭素線
のマイクロドシメトリにおいて、開発した
PID-TEPCシステムを用いて、炭素線および生
成2次フラグメントを区別した線質評価を行
ってきた3-5)。この手法を用いることで、陽子
ファントム

線についても粒子を識別して線質を評価でき
る。このため、陽子線はもとより、陽子線場
で生成される2次荷電粒子や中性子成分線
量・線質の評価を詳細に行うことが可能であ
る。本研究では、陽子のRBEが1で良いのか否
か、また1であればその原因がどこにあるのか
を探る。
2. 研究経過と成果
本研究は、当該年度が初年度である。本研究
年度は、135 MeV 陽子線を人体を模擬したアク
リルファントムに照射して測定した。セットア
ップを図 1 に示す。アクリルファントムの厚さ
を 0.0、57.0、99.3、97.0、98.3、100.3、101.6、
102.6 mm の 6 点とした。PID-TEPC の Forward
Scintillation Counter (FSC)の 波 高 分 布 か ら 荷
電・非荷電粒子事象を識別し、2 枚の半導体検
出器 (SSD1、SSD2)の 2 次元波高分布から荷電
粒子の粒子種識別を行うことで、粒子種ごとに
PID-TEPC システム

SSD1,SSD2

PSC
陽子線
135 MeV 陽子線
FSC

TEPC

2 次粒子

図 1：測定セットアップ。PSC：入射粒子計数用プラスティックシンチレーションカウ
ンタ、FSC：荷電・非荷電粒子識別用プラスティックシンチレーションカウンタ, SSD1、
SSD2:荷電粒子種識別用シリコン検出器、ファントム:人体模擬用アクリルファントム
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(1)

ここで、d(y)は、マイクロドシメトリの線量分
布を示す。
3. 結果
アクリルファントム厚: 0.0、57.0、99.3、97.0、
98.3、100.3、101.6、102.6 mm のマイクロドシ
メトリ y d(y)スペクトルを図 3 に示す。ファン
トム厚の増加に伴い y d(y)が高 y 側に移動し、
102.6 mm では再び減少している。これは、陽
子線のブラッグピークが 101.6 mm 近傍である
ことを示し、102.6 mm ではブラッグピークを
越えたことに対応している。
式(1)を用いて求めた RBE のファントム厚依
存性を図 4(a)に、線量平均リニアルエネルギー
依存性を図 4(b)に示す。図 4(a)より、ブラッグ
ピーク近傍で RBE が上昇し最大値を持つこと
が分かる。RBE の最大値はおおよそ 1.7 であり、
単一エネルギーの陽子線では、治療で用いる
RBE より大きな値を示した。図 4(b)では、本
測定で得られた RBE の線量平均 y 依存性と比
較するため、Belli 等による陽子線 RBE の LET
依存性測定結果を共に示した。Belli 等の結果
は、V79 細胞を用いた 10%生存率(LET=30 keV
で線量～3Gy)のデータであり、本測定の評価値
と良い一致が得られた。したがって、使用した
応答関数を用いることで陽子線 RBE の推定が
可能であることが確認された。今後さらにデー
タを追加し、陽子線の RBE が線質と共にどの
ように変化するかデータ収集を行う。
4. まとめ
135 MeV 陽子線を人体模擬ファントムに照
射しマイクロドシメトリスペクトルを測定す
るとともに、Tilikidis 等の応答関数を用いて
RBE を導出した。結果は、既存の生物データ
と矛盾の無い値が得られた。
5．謝辞
本研究は、HIMAC 共同利用実験 14H330 で
行った。実験に際しては、放医研共同利用担当
スタッフ、AEC 実験サポートスタッフの協力
が不可欠であった。
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マイクロドシメトリの線量分布を導出した。粒
子識別の一例を図 2 に示す。
RBE は、Tilikidis 等が評価した 2 Gy 照射用
応答関数 r(y)を用いて、以下の式で求めた。
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図 4 得られた RBE の暫定値。(a) RBE のフ
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中間エネルギー原子核衝突実験の為の飛跡検出器用読み出し系の性能評価
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nucleus-nucleus collision experiments
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いて重イオン衝突を起こし、その環境下に
Abstract
おける読み出し回路の振る舞いを確認する
For the study of nuclear Equation of State,
ことが本研究の目的である。
heavy RI collision experiments have been
proposed at RIKEN-RIBF. The tracking device
2． 昨年度までに得られている結果
of Time Projection Chamber (TPC) has been
平成 12 年度、12H292 実験課題として同様
proposed to use for the reconstruction of large
の評価を行った。平成 12 年度の時点では
number of trajectories produced in such kind of
GET のアナログ部分がまだ開発途上にあり、
collisions. Recently new TPC was produced for
the experiment at RIBF-SAMURAI. Novel
アナログ部分の設計が同じとされる T2K 実
type of readout electronics for TPC readout has
験にて使用されていた TPC の読み出し回路
been developed. It is called GET which stands
を使用した。その結果、重イオンが通過し、
for General Electronics for TPC.
多大な数の電子-イオンペアを生成するよ
We performed the test experiment of the
うな環境だとベースラインが不安定になり、
readout electronics of GET with heavy ion
満足な性能を出すことができなかった。こ
collisions which can be realized at HIMAC. We
の結果は GET 開発グループにフィードバッ
achieved 600Hz DAQ rate, which is 20 times
クされ、その後の開発に考慮された。
faster than previous readout electronics,
T2K-TPC electronics. We could confirm that
the problem of baseline instability observed at
3． 今年度の研究内容
the previous test is fixed with GET electronics.
GET 実機を用いて、重イオン衝突実験を
遂行する上で評価が必要な項目について評
1． 研究の目的とバックグラウンド
価を行った。ビームレートが低く、粒子多
理研の RIBF-SAMRUAI に高い粒子多重
重度が低い場合における位置解像度・２粒
度に特化した飛跡検出器 Time Projection
子分解能の評価といった GET 読み出し回路
Chamber(TPC)を設置し、重不安定核衝突を
の基本的な性能をまず基本性能として評価
用いて原子核状態方程式における対称エネ
した。また実際の実験では Z~50 程度の重イ
ルギー項に定量的な制限を与えるプロジェ
オンビームが 104 pps 程度で TPC 中を通過
クトが主に日本・アメリカ・ポーランド・
するので、この環境下で読み出し回路が安
イギリスの共同研究体制で進行している。
定して動作するか、高レートに通過する重
本プロジェクトのメイン検出器 TPC の読
イオンは TPC 中の電場を歪めるがその影響
み出し回路には、米仏を中心とする研究開
はどの程度か確認・評価した。
発グループで開発されている GETa)(General
図１の 2 設定にて実験をおこなった。TPC
Electronics for TPC)システムを採用する。こ
実機は PH2 でテストするには大きすぎるの
のシステムは世の中で使われている様々な
で、読み出し部分の構造が同様な Brahms
TPC に汎用的に対応できる様設計されたも
実験にて使用された TPC b)を使用した。こ
のである。HIMAC にて重イオンビームを用
の TPC には 1024ch パッドがあり、そのう
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ち 768ch を 25MHz のサンプリングで 10μ 秒
分読み出した。ビームは 300AMeV の 132Xe
を使用し、これを CsI ターゲットに照射し
て重イオン衝突を発生させた。

ート 600Hz を達成できた。これは実験要求
に対して十分である。 図３と図４に位置
解像度の解析結果を載せる。横軸は粒子が
通るパッド何層目かを示す。位置解像度は
12H331 と同程度だった。今回は重イオンビ
ーム入射における解像度も評価し、その悪
化が確認されたので今後評価を継続する。
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6
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図３：ワイヤー方向の位置解像度。

図１：14H331 実験セットアップ図。Setup1
では TPC をビームラインから 60 度方向へ
設置し、Setup2 では TPC をビームライン前
方へ設置する。RIBF での物理実験では、
Setup2 に近い状態で TPC が設置される。
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図４：ドリフト方向の位置解像度。
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図２：Brahms-TPC に GET 読み出し回路を
設置し、ビームライン上に設置した様子。
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4．今年度の研究成果と解析結果
12H331 で見られたような、ベースライン
のふらつきは無く、改善された事を確認し
た。また 756ch の読み出しに対し、DAQ レ

g.
h.
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重粒子ドシメトリーにおける線質依存性のトラック構造モデルを用いた評価に関する研究
Study of the evaluation of the radiation quality dependence in heavy-ion dosimetry
with a track structure model
(14H332)
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Abstract
The extent of recombination on an ion chamber
is dependent on the radiation quality of incident
radiation. In particular, heavy ion beams such
as carbon shows complex radiation quality. The
reason is not only the energy of incident ions is
continuously changing in the material, but also
the beam is associated with fragment particles
of various species and energies produced by
nuclear reactions. Therefore, it is essential to
evaluate and formulate of the recombination
characteristics of the therapeutic beams for the
accuracy of the treatment. However, few
studies have been carried out so far on the
quantification of the recombination effect. In
this study, it was aimed to experimentally
obtain the recombination characteristics of
heavy ion beams to understand and formulate
using the track-structure model. The
experimental results were reproduced well
(better than 2 %) by the track-structure model
coupling a radiation-quality dependent
correction. The characteristics of recombination
were
also
compared
with
previous
recombination model.

素線をはじめとする種々の治療領域のイオンビ
ームについて電離箱を用いた測定により再結合
特性を実験的に得るとともに、トラック構造モデ
ルを用いた解析によって、その系統的な理解と定
式化を試みた。
2． 今年度の研究内容
本年度の研究では、イオン再結合の線質依存性
を明らかにすることを目的とし、そのための手段
としてトラック構造モデルを用いて重粒子線照
射における初期再結合を評価する。実験では再結
合を評価するために、電離箱に印加する電圧と使
用核種・エネルギーを変化させて再結合の線質依
存性を測定した。実験は 4 種類の核種に関する単
色ビームを使用した実験を 2 次ビームコース
(SB2)で、治療用炭素線拡大ブラッグ・ピークを
用いた測定を生物照射室(BIO)で行った。SB2 の実
験 で は 、 1H100/160MeV 、 4He100/230MeV/n 、
12
C100/230/400MeV/n、56Fe200/500MeV/n のように、
4 種類の核種について様々なエネルギーを用いた。
加速器側ならびに、プロジェクションターゲット
を使用してエネルギーを変化させた。ビーム強度
は 107pps 程度である。BIO では炭素線 400MeV/n
SOBP 幅 60mm、ビーム径 10cmΦのビームを使用し
た。ビーム強度は 108pps 程度である。照射対象と
して、有感領域の直径が 148mm の大面積平行平板
電離箱を２台使用した（図１）。一つは電圧を一
定としてモニタに使用し、もう一方は電圧を４段
階変化させて、収集電荷を測定した。
初期再結合は、電圧の逆数 1/V に対する収集電
荷量の逆数 1/QV のグラフに於いて線形関係に回
帰できる。この時の切片の値は電圧が無限大で、
再結合が起こらないと考える事が出来、飽和電荷
量 Q∞の逆数に相当する。これにより初期再結合補
正係数 ksini = Q∞/QV の線質依存性を求めた。

1． 研究の目的とバックグラウンド
放射線治療において患者に投与される吸収線
量の測定には一般に電離箱が使用される。電離箱
で測定した電荷から吸収線量を評価するために
必要となる補正の一つに、電離箱内で生じた電荷
の再結合補正がある。再結合の程度は放射線の種
類や照射条件（線質）によって異なる。特に炭素
線など重粒子線は物質内でエネルギーが連続的
に変化するのみならず、核反応により生じた様々
な核種・エネルギーのフラグメント片が混入する
ことから複雑な線質を呈する。このため、治療用
重粒子線の再結合特性の評価とその定式化が治
療の高精度化のためには不可欠である。しかしな
がら、重粒子線の複雑な線質における再結合のメ
カニズムは明らかになっていない。現状の再結合
補正では線質の違いが考慮されておらず光子線
と同様の補正を行っている。故に、本研究では炭

図 1 SB2 実験での実験体系
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3． 今年度の研究成果と解析結果
実験値を計算と比較した結果を図 2 に示す。炭
素線をはじめとする種々の治療領域のイオンビ
ームについて電離箱を用いた測定により再結合
特性を実験的に得る事が出来た。実験結果を従来
の再結合モデルと比較するとともに、トラック構
造モデルを用いた解析によって再結合の定式化
を行い、その傾向を説明する事ができた。しかし
ながら実験値を再現するためには線質依存する
補正項βを導入する必要があった。
SOBP 測定における結果を図 3 に示す。再結合は、
測定深度の増加に伴い増加する傾向が示された。
つまり、Proximal に比べ、Distal の方が再結合
補正係数の値が大きい事がわかった。現状のよう
に、SOBP 幅中心のみでの再結合補正を行った場合
には Proximal で 0.1%の過大評価、Distal で 0.9%
の過小評価となる事を実験的に示した（図 4）。線
量測定における相対不確かさの許容値±2 %に収
められているとして品質保証がなされる中、絶対
線量として約 1% の違いが考慮されていないとい
うのは問題であり、特別有意な影響を有するもの
ではないが治療の高精度化のためには、線質依存
を考慮した上での再結合補正を行う必要がある
と言える。
炭素線 SOBP 幅 60mm の測定では計算値を実験値
と比較すると、Proximal と Distal に関しては 95%
信頼区間内に含まれ、トラック構造モデルに基づ
いたモデル計算によって治療用放射線の拡大ブ
ラッグ・ピーク測定における初期再結合を精度よ
く再現することが出来た。
今後、補正項βの線質依存性に関しての物理的
メカニズムの理解が必要である。

図 2 初期再結合補正係数の線質依存性
プロットは実験値、実線は計算値を表す。
□○△は先行研究の計算値を表す[1]。
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図 3 12C 400MeV/n SOBP 幅 60 mm 測定に
おける再結合補正係数の実験と計算の比較

図 4 12C 400MeV/n SOBP 幅 60 mm 測定にお
ける再結合補正係数の実験と計算の比較
a.
b.
c.
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Secondary Neutron Yields from 4He-induced reactions at 100 and 230 MeV/nucleon
(14H333)
Pi-En Tsaii and Lawrence Heilbronn1
distribution of secondary neutrons were investigated. It
was found that with a thicker target, the neutron yield
is attenuated in the forward direction, whereas at large
and backward angles the neutron yield is increased
owing to more interactions of secondary particles and
target materials occurring inside the additional target
material. However, the influence of the cross sectional
area on the angular yield is not evident, and may be
dependent on target materials, beam species and beam
energies. The result was presented at the 2014 Topical
Meeting of the Radiation Protection & Shielding
Division in Knoxville. The paper has also been
submitted to Nuclear Technology and is currently
under review.

I. Abstract
Secondary light ion (neutron, proton, deuteron, triton,
3
He and 4He) thick target yields from 230- and 100MeV/nucleon stopping in Fe, PMMA and water targets
were measured in June 2014 on the PH2 beam course
at HIMAC. Preliminary results are shown.
II. Background and objectives of the experiment
Background
The U.S. has renewed its interest in heavy ion
radiotherapy. In addition to proton and 12C, the U.S.
charged particle radiotherapy community has
expressed interest in using 4He ions for heavy ion
radiotherapy, especially for pediatric cases, based in
part on the pioneering work of Castro et al. at
Lawrence Berkeley National Laboratory1. 4He ions
have advantages of its deep penetration distances with
a more significant peak-to-entrance dose ratio
compared to protons’ Bragg peaks, as well as the
reduction of the dose from secondary particles relative
to carbon. As such, characterization of the secondary
neutron field created by primary ion interactions in
beam component materials as well as human tissues is
of critical interest in determining the dose to healthy
tissue surrounding the target site within the patient.
Existing transport codes such as PHITS2 and FLUKA3
can be used to calculate the secondary neutron flux and
resulting dose to patients through complex geometries
involving both the beam line and patient, but those
codes rely on accurate cross section and thick target
data to verify their calculations and quantify the
uncertainties associated with their results. There have
been He-induced secondary neutron thick target yields
and cross section measurements conducted at HIMAC
and other facilities4, but the data are limited.

The experiments were conducted in June 2014 by using
the PH2 beam line at HIMAC. The thick target neutron
spectra were measured by using six sets of NE105A
plastic scintillators and NE213 (or EJ301) liquid
scintillation neutron detectors along with the time-offlight and ΔE-E techniques.
The analysis tasks of the experiment data include 1)
pulse height calibration of neutron detectors and time
calibration of TDCs, 2) neutron, gamma, and charged
particle discrimination, 3) time-of-flight spectra
analysis, 4) energy differential spectral determination,
and 5) the application of corrections for detector
efficiencies, acquisition dead time, and other
experimental effects. The majority of the experiment
data of 230-MeV/nucleon 4He projectiles has been
analyzed. The analysis tasks for rest of the data will be
finished soon, and the results will be published in the
near future.
The accomplished analysis tasks are shown below.
Discrimination of neutral and charged particles

Objective
Secondary neutron thick target yields from 4He
interactions in stopping targets of water, iron, and
PMMA were measured at 4He energies of 100 and 230
MeV/nucleon. The secondary neutron spectrum were
measured at 0ᵒ, 15ᵒ, 30ᵒ, 60ᵒ, 90ᵒ, and 120ᵒ. The
experiments were proposed primarily for the purpose
of providing secondary neutron production data
relevant to 4He ion therapy, a treatment modality
currently under consideration for pediatric patients in
the U.S and other countries. The data are also relevant
to neutron dosimetry and shielding design in space.
III. Activities and results in FY 2014
The experiment design for the stopping target was
performed by PHITS. The influences of the target
thickness (the length along the beam direction) and the
target cross sectional area (the surface area
perpendicular to the beam direction) on the angular

Fig. shows a time-of-flight vs E plot measured at 0⁰
when 230-MeV/nucleon He bombarded the PMMA
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target. In this plot, a small peak located at 18-ns timeof-flight is the signals generated by prompt gamma
rays created along with the nuclear interaction of
projectiles and target nucleus. The signals created by
prompt gamma rays can be used as a timing reference
point as photons travel through a fixed flight path with
a constant velocity. Different species of secondary
particles have different velocities even if they carry the
same kinetic energy owing to their different rest
masses. Hence, the species of secondary particles can
also be identified by using the time-of-flight – energy
correlation
as
shown
in
Fig. 3 The PSD for the 0⁰- neutron detector in the system
with 100-AMeV He projectiles and a PMMA target.

Discrimination of neutrons and photons
After neutral particles are separated from charged
particles, neutrons and gamma rays are further
distinguished by a pulse shape discrimination (PSD)
technique based on their different light responses in
NE-213. Scintillation light created by neutrons
(recoiled charged particles) or other heavier charged
particles has a larger fraction of the charge in the slow
component than light created by gamma rays
(Compton electrons). The PSD was done by splitting
the signal from the neutron detector into two, one
whose charge is totally integrated (Qtot), whereas for
the other only the charge in slow component is
integrated (Qtail). By plotting the correlation of Qtot and
Qtail as shown in Fig. 3, neutrons and photons can be
discriminated.

Fig. . However, since neutrons have to transfer their
energies to charged particles by elastic or inelastic
scattering to create scintillation lights in the liquid
scintillator, their energy depositions can be as large as
the original neutron energy to as small as zero. To
distinguished neutron recoiled charged particles from
secondary particles generated in the stopping target
relies on a thin NE102A plastic scintillator in front of
the neutron detector, since neutrons have no responses
while passing through a thin and low-Z scintillator.

Neutron spectra
After properly selecting the neutron events by the veto
signals from the NE102A plastic scintillator and the
PSD from the NE213 liquid scintillator, the time-offlight information is used to calculate corresponding
neutron energies, and the neutron spectra are obtained.
Fig. 4 demonstrates the preliminary results of double
differential thick target neutron spectra at six angles
before applying the neutron detector efficiency for the
system with 230-MeV/nucleon 4He projectiles and the
iron target. The detector efficiency will be calculated
by the SCINFUL-QMD code. The double differential
thick target neutron spectra will be obtained after
applying appropriate detector efficiency, and these
spectra will be compared with the PHITS and FLUKA
simulation results.

Counts
prompt
gammas
tritons
deuterons
protons &
neutron induced
recoil protons

Fig. 2 A ToF vs. E plot measured at 0⁰ under the system with
230-MeV/nucleon He incident on the PMMA target.
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Fig. 4 Double differential thick target neutron spectra before
applying the neutron detector efficiency for the system with
230-MeV/nucleon He projectiles and iron target.
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atmosphere. GCRs arrive in the heliosphere with an
isotropic angular distribution, and the atmosphere
of Mars does not change the angular distribution on
the surface. The detectors in RAD are therefore
illuminated over their full surface areas.

Abstract
In June 2014, we performed an experiment in the
HIMAC Bio Room to help us understand the dose
calibration of the flight spare unit of the Radiation
Assessment Detector (RAD). The flight unit is
aboard the Curiosity rover on Mars. The flight
spare has previously been extensively calibrated in
the P2 course at HIMAC with pencil beams, but the
way RAD measures dose rates is actually much
more similar to a broad-beam geometry than to a
pencil beam. It therefore seemed appropriate to
place the flight spare in a broad beam to test the
responses of the two detectors used for dose.
During the spacecraft’s trip to Mars, and on the
Martian surface, RAD measures both Galactic
Cosmic Rays (GCRs) and Solar Energetic Particles
(SEPs). The flux of heavy ions in the GCR is quite
small, but because of their high LET, they make a
significant contribution to dose. We therefore used
12
C beams at HIMAC to roughly simulate the
situation in flight.
Background
The RAD flight unit [1] has been making GCR and
SEP measurements in deep space since the launch
of the MSL spacecraft in November 2011 [2]. The
“sensor head” portion of the instrument (the part
that contains all the detectors) is shown
schematically in Figure 1. As explained below, the
“B” silicon detector and the “E” plastic scintillator
are used for dosimetry simply by keeping running
tallies of all energy deposits above threshold in
these detectors. The dose in silicon and in tissue are
both of interest; we treat the dose in E as being a
good approximation of the tissue dose, though the
non-linear light yield of plastic scintillator
complicates matters. The dose data are obtained by
specific triggers that do not require any coincidence
conditions, i.e., every hit above threshold in B
contributes to the tally of the B dose, and similarly
for E. Therefore sideways-going charged particles
(not represented in Fig. 1) contribute, as do neutral
particles such as γ-rays in B.

Dose in B vs. Dose in E
Particles in the A*B coincidence cone (indicated by
dashed lines in Fig. 1) must pass through the D
detector (12.6 g cm-2 of CsI) to reach D. A small
fraction of GCRs do not have sufficient energy to
penetrate through D; these particles contribute to
the dose in B but not in E. Some heavy ions may
undergo nuclear fragmentation in D, so that they
contribute more to the B dose than they do to the E
dose. On the other hand, because E has a high
content of hydrogen, it is more sensitive than the B
detector is to neutrons, which are abundant on the
surface of Mars. The ionization potential of plastic
is lower than that of silicon, so for a particle with a
constant dE/dx across RAD, E reports a larger dose
than B. Comparison of the doses seen in the two
detectors is further complicated by the quenching
of the light output in E when it is hit by a heavy ion.
Despite these complications, the B and E doses
from flight data are remarkably similar, as shown in
Fig. 2 below for a period when there was no solar
activity. The statistical fluctuations in the B data
(black line) are much greater than those in the E
data (blue line) simply because E is about a factor
of 300 more massive than B. Because the E data

On the Martian surface [3], the central axis of RAD
is oriented to be vertical to within a few degrees.
Due to the ~ 22 g cm-2 column depth of atmosphere
above RAD, and also to the unusually weak solar
maximum of Cycle 24, few SEPs have been
measured on Mars, and the dose has been
dominantly due to GCRs and their secondary
products created when primaries traverse the
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have less statistical noise, a diurnal oscillation of
the dose rate is visible; this is driven by the diurnal
thermal tide of the Martian atmosphere, which
causes the column depth of CO2 above RAD to
vary by about ±5% over the course of a sol.

parameters for onboard calibration, we try to
account for quenching, but possibly the effect has
been underestimated. The B dose rate is calculable
using the count rate and the LET of the beam.

Effects of Broad-Beam Geometry
In the pencil-beam geometry used in previous
calibration runs at HIMAC, particles were directed
along the central axis of the detector. Ions with
enough energy to pass through D traversed the full
depth of CsI (2.8 cm) before entering E. In the Bio
Room at HIMAC, with a broad beam, the situation
is different, as illustrated by the purple line in Fig.
1 that hits the outer part of the A detector, misses
the inner segments that define the B and C
detectors, goes through a small amount of the upper
part of the F plastic scintillator, and finally goes
through part of D before reaching E. An ion with
this kind of trajectory may fragment either in D or
F before reaching E. Although such particles do not
satisfy the coincidence criteria for a “good” event,
they are still counted for purposes of the E dose.
This is similar to the situation in space.

For the first 3 intervals shown above, the reported
count rate in B averaged 22 Hz, including the time
between spills, with a rate of 20 Hz in the 4th
interval. Notations in our log book that indicate the
actual rate was ~ 25/spill on a 1 cm2 scintillator,
with 18 spills/min, for an average of 7.5 ions per
(cm2 sec). Given that the area of B is 1.92 cm2, we
expect that the rate should have been reported as
14.4 Hz rather than 22 Hz as measured. The
difference is likely due to γ background in the room,
which would cause extra B triggers with very small
energy depositions. The beam ions have LET in
water of ~ 13 keV/µm, or ~ 24 keV/µm in silicon.
The expected dose rate in silicon is then (in units of
µGy/day) 86.4 × 1.6 × rate × LETSi / (Aρ) where A
is the detector area and ρ is the density of silicon.
Using the 14.4 Hz rate as above, the expected dose
rate is 10700 µGy/day, in excellent agreement with
the measured values of 10500 µGy/day. To first
order, we expect the measured E dose rate to be
greater than that measured by B. Due both to the
difference in ionization potentials and to the energy
lost in D, dE/dx for a given ion is higher in E than
in B. The geometric cross sections for 12C on 127I
and 133Cs nuclei suggest that only ~ 13% of primary
ions undergo fragmentation before reaching E, not
enough to explain the lower observed dose rate in E.
This suggests that the effect of quenching in E may
not have been fully calibrated out. Since the
calibration parameters used for the spare unit are
very close to those used in flight, this may have
important implications for analysis of the flight
data. There is much more data to be analyzed; this
work is in progress and we will report additional
details of the analysis at the upcoming HIMAC
Users Meeting. The results will also be
incorporated into a paper describing the calibration
of the RAD instrument, which is now in
preparation.

First Results from 290 MeV/nuc 12C Data
For part of the run in the Bio Room, the RAD flight
spare was operated in “flight-like” mode in which
dosimetry data were obtained in 16-minute
intervals. The doses depend critically on the
calibration constants that are used by the onboard
software; these values are probably not as well
optimized for the flight spare unit as they are for
the real flight unit. In flight-like mode, RAD
produces count rate data which are helpful in
interpreting the dose data. With the unit placed
side-on to the beam, the B detector presents an area
of 1.92 cm2, and the E detector 18.8 cm2. If the
beam were spatially uniform, we would expect the
count rates from the two detectors to simply be in
that same ratio, about 9.8:1. Figure 3, above and to
the right, shows B and E dose rates for 4
measurements made in the bare beam (upper panel),
along with the ratio of dose and count rates (lower
panel). As expected, the count rate ratio is very
close to 10:1. However the dose rate ratio (E:B)
was only about 0.75 on average. We would
generally expect the ratio to be larger than 1.0. As
mentioned above, at least two factors may be
contributing to this unexpected result: quenching of
the light output from E, and fragmentation of the
incident 12C ions as they traversed D. In setting the
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熱量計測を基にした治療用重粒子線の吸収線量の絶対評価
Calorimetric evaluation of absorbed dose in heavy ion beams
（14H335）
a
a
田中隆宏 、清水森人 、森下雄一郎 a、黒澤忠弘 a、加藤昌弘 a、齋藤則生 a、福村明史 b
T.Tanakaa, M.Shimizua, Y.Morishitaa, T.Kurosawaa, M.Katoa, N.Saitoa and A.Fukumurab
Abstract
We are developing the standards of absorbed
dose to water in heavy ion beams using
calorimetry. Before calorimetric evaluation of
the absorbed dose, we performed preliminary
measurements, namely, (i) depth ionization
distributions in both water and graphite
phantoms, (ii) field distributions and (iii) test
operation of a graphite calorimeter in heavy ion
beams. The results show that our system for
ionization measurement works well in heavy
ion beams. However, we found that our
calorimeter needs some improvements to
establish it as a measurement standard.

2． 昨年度までに得られている結果
新規課題のため、該当しない。

1． 研究の目的とバックグラウンド
本研究の目的は、治療用重粒子線である
炭素線の水吸収線量の絶対値を、不確かさ
１～２％の高精度で決定することである。
我々のグループでは、コバルト６０のγ
線および医療用リニアック光子線の水吸収
線量標準を開発してきた。その結果、これ
ら光子線の水吸収線量を不確かさ１％未満
で評価することに成功し、海外の標準と同
等の精度で評価できるようになった。一方、
炭素線などの重粒子線の水吸収線量の不確
かさは６～７％程度あり、さらなる高精度
化が可能であると考えられる。
水吸収線量の絶対評価には、放射線照射
による受光部の上昇温度計測を基にした熱
量計（カロリーメータ）が国際的に多く用
いられている。我々のグループでも、グラ
ファイトカロリーメータによる光子線の水
吸収線量標準を開発してきた。そこで、本
研究では、我々のグループに技術的蓄積の
あるグラファイトカロリーメータによる水
吸収線量評価からスタートし、最終的には
水カロリーメータによる水吸収線量の絶対
評価を目指す。これらカロリーメータを使
い、光子線と同等の精度で炭素線の水吸収
線量の絶対評価を目指す。
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3． 今年度の研究内容
本年度は、グラファイトカロリーメータ
を用いて水吸収線量を測定するための予備
的な測定を行った。具体的には、①炭素線
の線質評価、②照射野内の不均一性評価、
③グラファイトカロリーメータの炭素線場
での試運転を行った。以下に各測定の内容
を挙げる。
3-1. 炭素線の線質評価
炭素線の深度線量分布の測定を、水ファ
ントム中とグラファイトファントム中の両
方で行った。炭素線のエネルギーは 135
MeV/u と 290 MeV/u の２種類(いずれも
Mono ビーム)を使用した。
3-2. 照射野内の不均一性評価
グラファイトカロリーメータの受光部は
直径 20mm と比較的大きいため、照射野内
の不均一性の評価が必要となる。そこで、
水ファントム中で電離箱を二次元スキャン
し、不均一性の評価を行った。
3-3. グラファイトカロリーメータの動作
テスト
重粒子線（炭素線）用のグラファイトカ
ロリーメータならびに計測システムを新た
に開発し、これらの動作テストを実施した。
4． 今年度の研究成果と解析結果
4-1. 炭素線の線質評価
図 1 に炭素線の 290 MeV/u の深部線量分
布の結果を示す。水ファントムとグラファ
イトファントムで、ブラッグピークの位置
が異なるが、これは阻止能比の違いを表し
ている。炭素線 135 MeV/u でも同様の結果
となり、これらの結果について、モンテカ
ルロ計算で評価を行う予定である。

PDI (arb. unit)

5

290MeV/u Carbon
Mono 10cm
Graphite phantom
Water phantom

4
3
2
1
0

0

5

10
g/cm2

15

図 3：グラファイトカロリーメータの外観

図 1：炭素線の深度電離量分布 290 MeV/u
4-2. 照射野内の不均一性評価
炭素線 290 MeV/u の照射野内の二次元強
度分布を図 2 に示す。なお、照射野の大き
さは直径 10 cm であり、水深さは 2 cm で測
定を行った。

5．まとめ
カロリーメータによる炭素線の吸収線量
の絶対評価を行うため、本年度は線質評価
などのカロリーメータによる熱量測定に必
要な事前評価に重点を置いて研究を進めた。
本年度は、概ね計画通りに進めることがで
きた。本年度の実験で明らかになった問題
点は、次年度のマシンタイムに向けて解決
していく予定である。
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図 2：炭素線 290 MeV/u の二次元強度分布

a.

この結果から、グラファイトカロリーメ
ータの受光部の大きさが直径 20 mm である
ため、この不均一性の補正が必要であるこ
とが分かった。
4-3. グラファイトカロリーメータの動作
テスト
図 3 にグラファイトカロリーメータの外
観を示す。炭素線の照射によりグラファイ
トカロリーメータの受光部の温度が上昇す
ることを確認した。ただ、グラファイトカ
ロリーメータの計測システムの SN 比の改
善や、測定結果の再現性など、いくつかの
課題が明らかとなった。次年度に向けて改
良する予定である。
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CsI シンチレータの放射化を用いた中性子測定法の開発
Neutron Measurement based on the Activation of a CsI Scintillator
(14H336)
若林源一郎 a、鷲尾知也 b、向井崇一郎 c、吉中悠二 c、納冨昭弘 d、眞正浄光 e、古場裕介 f
G. Wakabayashia, T. Washiob, S. Mukaic, Y. Yoshinakac, A. Nohtomid, K. Shinshoe, Y. Kobaf
Abstract

るため、β線の検出効率は極めて高く精度のよ

Measurement of secondary neutrons based on

い測定が可能である。また、128I の半減期が約

the activation of a CsI scintillator was applied to a

25 分と短いため、残留放射能が少なくとも 1 日

heavy ion irradiation field. A tough water phantom

で事実上消滅すること、従来の方法に比べて安

was irradiated by carbon beams from HIMAC, and

価に実現可能であることなどの利点がある。

a CsI scintillator located around the phantom was
activated

by

secondary

neutrons

and

しかしながら、重粒子線照射場では中性子の

other

他にも高エネルギーの荷電粒子や光子が発生

radiations. The radionuclides produced in the

しており、本方法を重粒子線照射場に適用する

scintillator and photomultiplier were identified by

場合、核反応によって 128I 以外にも様々な核反

gamma-ray measurement. Neutron flux at the

応生成物がシンチレータ中に生成される可能

irradiation site was roughly estimated by measuring

性がある。本課題では、CsI シンチレータに含

I-128 activity produced in the scintillator by the

まれるヨウ素の放射化を用いた中性子測定法

scintillator itself.

を重粒子線照射場に適用することを検討する
ための実験を行った。

1. 研究の目的とバックグラウンド
近年、放射線治療の高エネルギー化に伴い、

2. 今年度の研究内容

治療照射に伴って発生する二次中性子の影響

今年度は生物照射室において 2 回の照射実験

が懸念されている。中性子は生物学的効果が大

を行った。使用したビームは 290 MeV/u の炭素

きいため二次がんの発生をもたらすことが懸

ビーム（MONO、φ10 cm）であり、タフウォー

念されており、精度の高い治療計画と十分な線

ターファントムを標的として 50 Gy（BF 厚 0 mm）

量管理が必要である。そこで本研究グループで

の照射を行い、タフウォーターファントムの周

は、治療場における実用的な中性子モニタリン

囲に設置した CsI シンチレータ（φ2.54 cm×

グ法を開発することを目的として、ヨウ素を成

2.54 cm）を放射化させた。図 1 に実験体系を

分として含むシンチレータ（NaI または CsI）

示す。
1 回目の実験では、光電子増倍管に接続した

を使った新しい中性子測定法を試みている。
この方法は放射化法の原理に基づいており、

CsI シンチレータを最も多くの二次粒子に曝さ

シンチレータ中に含まれるヨウ素を中性子場

れるビーム軸上に配置して照射を行った。照射

で放射化した後、シンチレータ中に生成した放

終了後、CsI シンチレータからの出力を繰り返

射能をシンチレータ自身で測定することによ

し測定するとともに、LaBr3 検出器及び HPGe 検

り中性子束を求める。具体的には、シンチレー

出器を用いてシンチレータから放出されるγ

タに含まれる

127

I の放射化により生成する

128

I

線を測定し、シンチレータ中に生成された放射

が放出するβ線を測定して放射能を定量する。
128

I がシンチレータ中に内部線源として含まれ

性核種の同定を行った。
2 回目の実験では、CsI シンチレータのみを
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ビーム軸に対して 90°方向に設置して放射化

現時点では 2 回目の実験を行った直後であり、

させた。照射終了後は 1 回目と同様に測定を行

詳細な解析は今後行う予定であるが、得られた

った。

結 果 か ら 中 性 子 束 を 概 算 す る と ～ 1 × 104
n/cm2/sec であった。

ﾀﾌｳｫｰﾀｰﾌｧﾝﾄﾑ
（20×20×24.7 cm）
12

今後、今回照射したシンチレータの測定を継

CsI ｼﾝﾁﾚｰﾀ

C 290 MeV/u

PMT

1 回目

続して長半減期核種を確認するとともに、詳細
な解析により測定条件の最適化について検討

40 cm

を進めたい。

2 回目

CsI ｼﾝﾁﾚｰﾀ

100
I-124
ann. Cs-132 V-48
Ni-57
Mn-52
Mn-52 Mn-52
V-48

図 1 実験体系
cps / ch

10-1

3．今年度の研究成果
1 回目の実験では、CsI シンチレータととも
に光電子増倍管が放射化し、照射終了直後は光

I-124
Ni-57

10-2
10-3

電子増倍管からの出力が不安定となったため、
10-4

128

I をはじめ短半減期の放射性核種を CsI シン

0
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MCA channel

チレータで直接測定することはできなかった

図 2 照射終了 1 週間後に HPGe 検出器で測定し
た CsI シンチレータ及び光電子増倍管からのγ線
スペクトル

が、LaBr3 検出器によるγ線測定により 128I が生
成されたことを確認した。図 2 に HPGe 検出器
で測定した照射 1 週間後の CsI シンチレータ及
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照射終了15分後
照射終了37分後
照射終了60分後
照射終了82分後

び光電子増倍管から放出されたγ線スペクト
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ルを示す。CsI シンチレータ及び光電子増倍管
cpm

の材料成分に起因する多数の核種が確認され
た。
2 回目の実験において、タフウォーターファ

102
101

ントムの側面から 40 ㎝の位置で放射化させた
100

CsI シンチレータからの出力の時間変化を図 3

0

に示す。128I からのβ線エネルギースペクトル
及び

134m

Cs からの内部転換電子によるピークが

500

1000 1500 2000 2500 3000
energy (keV)

図 3 照射後に CsI シンチレータ自身で測定された
エネルギースペクトルの時間変化

確認された。
また図 4 に照射終了直後からの CsI

106

ほぼ 128I の半減期である 25 分で減衰しており、
生成された核種の主成分が 128I であることが分
かった。
a 近畿大学原子力研究所
b 近畿大学大学院総合理工学研究科
c 近畿大学理工学部

counting rate (cpm)

シンチレータによる計数の変化を示す。計数は
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図 4 照射後終了後に CsI シンチレータ自身で測
定された計数率の時間変化。

f 放射線医学総合研究所
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宇宙背景放射偏光測定科学衛星実験で使用する部材の放射線耐性の研究
Study on the radiation tolerance of the materials used for a scientific satellite to measure
the polarization of the cosmic microwave background.
（14H337）
a
a
a
a
b
c
石野宏和 、喜田洋介 、岡奈穂 、舟木巧 、羽澄昌史 、松村知岳 、
d
e
e
唐津謙一 、入江郁也 水上邦義
H. Ishinoa , Y. Kidaa, N. Okaa, T. Funakia, M. Hazumib, T. Matsumurac,
K. Karatsud, F. Iriee and K. Mizukamie
Abstract
We carried out a study on the radiation
tolerance of the materials used for a scientific
satellite that measures the polarization of the
cosmic microwave background. The satellite,
called LiteBIRD, observes the millimeter
waves (50~320GHz) using a polarization
modulator (Half Wave Plate), a telescope,
anti-reflection coated silicon lenses and
superconducting detectors. The components
will be irradiated by the cosmic radiation that
are mainly protons with the average energy of
200MeV and may change the optical
characterization due to the displacement of the
crystal nuclei. Therefore it is important to study
possible effects of radiation to the satellite
components before the launch. The satellite
will operate for about three years at the
sun-earth L2 point. The total ionization dose
amounts to 10 to 20krad.
We performed a test to irradiate protons to
samples of the LiteBIRD components using a
HIMAC 160MeV proton beam. The samples
are the HWP, YBGO, superconducting
detectors (TES, MKIDs) and anti-reflection
materials. We report the results of the optical
transparency measured before and after the
irradiation.
1． 研究の目的とバックグラウンド
本研究は、科学衛星 LiteBIRD[1]で使用す
る部材の放射線耐性を調べることを目的と
する。LiteBIRD は、宇宙マイクロ波背景放
射の偏光を精密に測定する衛星であり、
2020 年台の打ち上げを目指している。宇宙
の熱いビックバンの前に、インフレーショ
ンと呼ばれる加速膨張があり、一瞬にして
アメーバーが銀河の大きさになったと考え
られている。このインフレーション理論が
予言する重要な帰結の一つとして、宇宙の

温度揺らぎが挙げられる。実際、宇宙マイ
クロ波背景放射（CMB）の温度揺らぎは既
に発見されている。加えて、時空そのもの
にも揺らぎを与えたと考えられ、それは原
始重力波となる。原始重力波は、CMB に B
モードと呼ばれる特殊な偏光をつくる。そ
の偏光成分は、温度にして数十ナノ K であ
るため、系統誤差を抑えるための細心の注
意が必要である。LiteBIRD では、50-320GHz
のミリ波領域で CMB の偏光を精密測定す
ることを目的とする。ミリ波で空を高感度
で撮像し、系統誤差を極力減らすために、
偏光を変調する回転半波長板(HWP)、表面
反射を防ぐコーティングがなされたレンズ、
超伝導検出器を使用する。それらの構成部
品は、宇宙空間上で絶えず放射線（主成分
は陽子）によって被爆する。放射線により、
それらの光学特性が変化すると、余分な系
統誤差になりうる。そのため、事前に放射
線による影響を理解する必要がある。
本研究では、LiteBIRD で使用する光学部
材と超伝導検出器に、宇宙における 3 年間
分に相当する陽子ビーム量を照射し、照射
前後の特性を比較することにより、放射線
による影響の有無を調べることを目的とす
る。もし仮に影響が認められれば、他の材
料を探すなどの対応が必要であり、衛星の
設計上、極めて重要な試験である。
2． 昨年度までに得られている結果
平成 26 年度の実験は、本課題では初めて
なので、この項目には該当しない。
3． 今年度の研究内容
平成 26 年 11 月 17 日に 8 時間の HIMAC
のビームタイムを頂き、生物照射室におい
て陽子ビームの照射試験を行った。ビーム
の径は 1σが 50mm 程度のガウシアン形で
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定セットアップで、図 3 はサファイアの予
備的な測定結果である。透過率の値は、測
定誤差も含めて現在解析中である。超伝導
検出器・YBCO についても評価中である。

ある。照射試料において、ビーム中心付近
の 10mm 程度の領域がほぼ一様になる条件
を課したので、最適なビームとなった。平
均エネルギーは 157MeV で、照射フルエン
スは 1.2×1011 (陽子/cm2)である。照射試料
をジグに固定し、ビームライン上に配置す
る。試料として、HWP(サファイア、酸化ア
ルミ)、HWP の回転に使用する高温超伝導
体(YBCO)、反射防止膜、超伝導検出器(TES,
MKID)を配置する。これらの部材は、照射
前にその性能を評価したものである。約
10krad の照射を行った後、各部材を持ち帰
り、再度それらの特性を評価した。図１に
照射試料の写真とビームライン上のセット
アップを示す。

図２：透過率測定装置のセットアップ

図３：
（上）アルミナの透過率の周波数依存
性。（下）照射前後での透過率の差。
参考文献
[1] T. Matsumura et al., “LiteBIRD: mission
overview and design tradeoffs”, SPIE proc.
Vol.9143, doi:10.1117/12.2055794.

図１：（上）照射した試料。（下）生物照射
室ビームラインにおける試料の設置。
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4． 今年度の研究成果と解析結果
HWP の材料の評価を行うために、宇宙科
学研究所において、光学系を組んだ。ミリ
波人工光源、測定試料、受信機を一直線上
に配置し、ロックインアンプを用いて、試
料の透過率を、周波数を変えながら測定す
る。試料と空気の屈折率の違いから生じる
透過率の周波数依存性から、試料の屈折率
を測定することができる。図 2 は試料の測
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重イオン線照射による歯牙のインビボ EPR 信号の測定
L band EPR tooth dosimetry for heavy ion
（14H338）
a
b
b
c
c
c
d
山口一郎 、佐藤 斉 、川村 拓 、濱野 毅 、吉井 裕 、須田 充 、三宅実
I. Yamaguchia , H. Satob, H. Kawamurab, T. Hamanoc, H. Yoshic, M. Sudac and M. Minorud
exposed to clinically relevant doses of ionizing
radiation because of the need to have an
isolated tooth. In vivo EPR tooth dosimetry
using L-band (1.0-1.2GHz) has been developed
to allow measurements to be made with teeth in
the mouth in situ. This approach has several
desirable characteristics for screening for
significant radiation exposures following a
mass-exposure incident. It can be used in any
individual with one or more intact incisor teeth,
providing estimates of dose at the level of
individuals. The measurement is based on a
physical phenomenon (radiation-induced free
radicals in the enamel) that is unaffected by
prior disease or concurrent stress or trauma.
The method initially has been developed for
screening for triage for risk of the acute
radiation
syndrome
the
measurements
(threshold is 2 Gray). Such measurement can
be made with acquisition times of less than 5
minutes. Equipment has been developed to
enable the measurements to be made in the
field with a transportable EPR tooth dosimeter.
For ex-vivo measurement, sensitivity and
specificity to 1Gy irradiation by 150 kV x-ray
were above 80% for 20 times scan (1 minute).

Abstract
The purpose of this project is to acquire the
fundamental response curves for heavy ion
irradiation in tooth dosimetry using L band
Electron Paramagnetic Resonance (EPR). For
this purpose we irradiated carbon ion to human
teeth at HIMAC in National Institute of
Radiological Sciences, NIRS. EPR signals for
carbon ion irradiation depended on radiation
dose and were suggested to be larger than
neutron irradiation.
1． Research purpose and background
In case of a nuclear accident such as atomic
bomb attack by terrorists or a critical accident
at a nuclear fuel plant and nuclear power plant,
workers and first responder will be exposed by
radiation without certain notice. From view
point of emergency response, dose assessment
including the accumulated exposure would be
important in considerations of mental health
care for many potentially affected people in
such a scenario even if doses were less than the
level that causes acute effects. Therefore it
would be needed for triage for emergency
situation and retrospective dosimetry.
Ionizing radiation generates stable unpaired
electron species in irradiated tooth enamel
instantly upon irradiation, persisting long time.
The radiation-induced signal is proportional to
dose. Electron Paramagnetic Resonance (EPR)
spectroscopy has been applied to perform
retrospective radiation biodosimetry, following
radiation accidents and exposures (e.g.
Chernobyl disaster, Atomic bomb in Hiroshima,
Nagasaki) by the conventional EPR dosimetry
involves the isolation of tooth enamel for
measurements made at X-band (9.1-9.5 GHz).
While this technique has been useful for
retrospective studies of exposures based on
exfoliated teeth, it is not applicable as a tool to
perform screening after an event where a large
number of people have potentially been

The specific characteristic of EPR dosimetry is
to measure radicals. However the mechanism
on carbon dioxide radical formation in
hydroxyapatite by irradiation is not fully
understood.
The purpose of this project is to acquire the
fundamental response curves for neutron, and
heavy ion irradiation in tooth dosimetry using L
band EPR to acquire basic knowledge on EPR
dosimetry.
Carbon ion beam is used for radiation therapy
so that this study will provide a fundamental
basis for in vivo dosimetry for patients who
have been treated with heavy ion radiotherapy.
2． What progress has been occurred
The main composition of a tooth
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recoil proton should be small and the neutron
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Fig. 1. Relative response for 290 MeV carbon
ion irradiation, comparing 150kV x-ray

4．Results and discussion
We observed dose-response relationships as
shown in Fig 1. The response to 290 MeV
carbon ion at Bragg peak region was about
one-tenth of 150kV X-ray. On the hand the
response to neutron irradiated at NASBEE was
about 8% of 150kV X-ray.

Reference
Williams BB, Flood AB, Salikhov I, Kobayashi K,
Dong R, Rychert K, Du G, Schreiber W, Swartz
HM. In vivo EPR tooth dosimetry for triage after a
radiation event involving large populations.
Radiat Environ Biophys. 2014 May;53(2):335-46.

The main activated nuclide was confirmed to
be C-11 by measuring the half-life of
annihilation photons.
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3． Research design
Carbon
ion
field:
Well-characterized
high-energy carbon ion field of HIMAC in
NIRS were used in this study. Natural human
molar teeth were included in the phantoms and
set at the Bragg peak region.
Irradiation procedure: Step-by-step irradiations
from 10 to 20Gy at the Bragg peak region were
performed. Energy of irradiated carbon ion was
290MeV. The sample size was 6 for each dose.
EPR measurements: Irradiated teeth were
measured for detecting EPR signal by using the
L band EPR at NIPH.
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Enhancement of a new method for ion spectroscopy using different primary beams
(14H339)
Giulia Arico1,2, Jan Jakubek3, Oliver Jäkel1,2,4, Maria Martisikova1,2, Naruhiro Matsufuji5,

Material and Method
Each particle reaching the detector sensitive area,
generates a signal that is collected in one or more
adjacent pixels, forming a so called cluster. Size,
shape and features of the generated clusters depend
on the particle type and energy. Thus particle species
can be distinguished in a 2D histograms of cluster
size and cluster signal [4]. An example is shown in
Figure 1: fragments arising from a carbon ion beam
crossing PMMA have smaller cluster sizes and
signals than the primary ions. Performing cluster
parameter analysis, different fragment species can be
identified and quantified.
Nuclear fragmentations of a 150 MeV/u helium
ion beam in water and in PMMA phantoms were
investigated. The detectors are simultaneously placed
in front and behind the targets. Particle position,
arrival time and energy loss in the detectors are
measured. For water and PMMA phantoms with the
same water equivalent thickness, we compared the
number of residual primary ions, the number of
secondary protons and the lateral particle
distributions behind the targets.
Moreover, secondary fragments arising from 290
MeV/u carbon ion beams interacting with brass
collimators were analysed. Collimators different in
thickness and radius were compared, and different
detector positions were investigated.

Introduction
Ion beam therapy allows to deliver a more
conformed dose to the target than conventional
radiotherapy, and therefore to reduce the side effects.
However, ion beams may undergo fragmentation
processes along their paths in matter. Consequently,
less primary ions reach the patient and lighter
fragments are created. As the current knowledge on
nuclear fragmentation processes is fairly limited,
calculation of the fragment contributions to the
delivered dose is still challenging. Therefore a
mismatch between planned and delivered radiation
therapy often occur in the clinical practice.
The goal of our research is hence to provide a
deeper knowledge on the ion fragmentation
processes, to improve the accuracy of the physical
beam models implemented in the treatment planning
systems. The previously experimental set-ups
employed for ion fragmentation studies perform
time-of-flight measurements and are thus rather large
(e.g. [1] and [2]). In contrast, we use pixelated
semiconductor Timepix detectors [3], which make a
novel approach for ion spectroscopy investigations
possible. These devices, developed by the MediPix
Collaboration at CERN, are indeed easy to handle
devices and allow single particle measurements very
close to the nuclear interaction positions.

Figure 1: Fragment species created by a 430 MeV/u carbon ion beam through a PMMA phantom
2D histogram of cluster size and cluster signal.
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can be distinguished in a

Figure 2: Comparison of primary ions and lighter fragments, detected beyond two brass collimators, for different detector
positions.
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Results and Discussion
Comparing the results obtained in PMMA and in
water phantoms with the same WET, significant
differences in the number of residual helium ions and
secondary protons were observed. The different
chemical compositions and phantom thicknesses for
the two materials affects the measurements.
Furthermore, we found a strong dependency on the
target position: reducing the distance between the
phantom distal edge and the stack of detectors, more
protons were detected.
The secondary radiation originated by nuclear
interactions between carbon ions and brass
collimator nuclei was investigated. In Figure 2 the
relative numbers of detected particles beyond two
collimators, different in radius, are compared.
Lighter fragments could be detected at greater
distances from the collimator edge. The major
contribution to the total number of detected
fragments was found to be given by helium ions.

References:
[1] Gunzert-Marx K., et al., Secondary beam fragments
produced by 200 MeV u-1 12C ions in water and their
dose contributions in carbon ion radiotherapy, New
Journal of Physics, 10:075003 (2008)
[2] Matsufuji N., et al., Influence of fragment reaction
of relativistic heavy charged particles on heavy-ion
radiotherapy, Phys. Med. Biol. 48 (2003) 1605-1623
[3] Llopart X., et al., Timepix, a 65k programmable
pixel readout chip for arrival time, energy and/or
photon counting measurements. Nucl. Instr. Meth. A,
581:485–494 (2007)
[4] Hartmann B.: A Novel Approach to Ion
Spectroscopy of Therapeutic Ion Beam Using a
Pixelated Semiconductor Detector, PhD Thesis,
University of Heidelberg (2013).

Conclusions
Phantom chemical compositions, positions and
geometries play an important role on ion
fragmentation processes occurring within the target
and on the lateral particle distributions behind the
target. This research work is of particular interest for
dosimetric measurements, where PMMA is often
used to replace water.
The effects of brass collimators on carbon ion
beam quality were investigated. The gained
information aims to improve the accuracy of the dose
calculations in passive beam delivery systems.
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(13H005)
古場裕介、兼松伸幸: 治療計画装置 XiO-N の眼治
療用ビームデータ設定に関する報告書. 放射線
治療品質管理室, 2014.6.
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小林憲正他分担執筆: 「はじまり」を探る.東京大
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小林憲正: 模擬星間物質への量子ビーム照射に
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α-Synodos.141, 52 (2014).
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文彦, 山谷泰賀: ウサギおよびラットの脳にお
ける Single ring OpenPET を用いた 11C ビーム
照射直後の洗い出し速度の測定. 平成 25 年度
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田島英朗, 吉田英治, 品地哲弥, 羽石秀昭, 伊藤
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学位論文 (Theses)
（昨年以前の未掲載分も収録）
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大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻
(2014).
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藤枝美菜: 水の高 LET 放射線分解における“ト
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(2014).
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論文, 早稲田大学大学院共同原子力専攻
(2014).
酒井裕輔: 量子ビームを用いた DMFC 用微細加
工電解質膜の開発. 修士論文, 早稲田大学大学
院共同原子力専攻 (2014).
花崎祐: ポリイミドフィルムに対する重イオン
ビームの真空中照射効果. 修士論文, 早稲田大
学大学院共同原子力専攻 (2014).

(14H284)
土居惇一: 炭素イオン線用 Bi-material bolus の研
究. 修士論文, 筑波大学大学院 数理物質科学
研究科 (2014).
松井健人：陽子線治療の任意照射条件に対する
Bolus 最適設計法の研究. 修士論文, 筑波大学
大学院数理物質科学研究科 (2014).
山口秀徳: 陽子線治療の in vivo dosimetry 応用に
向けた RADPOS 検出器の性能評価. 修士論文,
筑波大学大学院数理物質科学研究科 (2014).
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稲葉俊喜: 原子核乾板を用いた放射線飛跡検出
でのノイズ除去効率の向上. 学士論文, 千葉大
学工学部画像科学科 (2015).
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花岡慶祐: CR39 を用いた飛跡追跡法による重イ
オンの核破砕反応断面積の測定. 修士論文, 早
稲田大学大学院先進理工学研究科 (2015).

砂坂 康平: 低温赤色光後露光補力効果の温度依
存性. 学士論文, 千葉大学工学部画像科学科
(2015).
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(14H233)

314

榎本彩乃: RI ビーム速度選択用チェレンコフ検出
器の開発 —稀少 RI リングへの効率的なビーム
入射に向けて—. 修士論文, 埼玉大学理工学研
究科 (2015).

小野祥寛、杉山修一朗、横瀬 鎮: 頭部がん治療
計画を想定した大型の被写体撮影が可能な重
粒子 CT の検討. 学士論文, 北里大学医療衛生
学部医療工学科診療放射線技術科学専攻
(2015).

(12H308)
(14H329)
T. Baba: Master thesis, Kyoto University (2013).

坂野光成: 小型衛星搭載用ガンマ線バースト偏
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山形大学理工学研究科前期博士課程 (2014).
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喜多亮介：μPMT を用いた小型シンチレーション
検出器の製作. 学士論文, 広島大学工学部
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片桐惇: 衛星搭載を目指したガンマ線バースト
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課程 (2014).
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金野峻平: 超許容フェルミ型ベータ崩壊核 34Ar
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工学研究科物理学専攻 (2014).
田口義眞: 30S における超許容フェルミ型 β 崩壊
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工学研究科物理学専攻 (2014).
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創造エネルギー専攻 (2014).
優秀論文賞 受賞
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平田悠歩: 炭素線治療時のオンライン線量測定
に向けた放射線誘起蛍光体の基礎検討. 学士論
文. 名古屋大学工学部物理工学科量子エネルギ
ー工学コース (2014).

(14H336)
向井崇一郎: 重粒子線照射場における CsI シンチ
レータの放射化に関する研究. 学士論文, 近畿
大学理工学部生命科学科 (2015).
吉中悠二: 重粒子線照射場において CsI シンチレ
ータ中に生成される放射性核種の調査. 学士論
文, 近畿大学理工学部電気電子工学科 (2015).

(13H318)
沢畑克樹: 陽子過剰 Si、Ar 同位体の荷電変換断面
積の測定. 修士論文, 筑波大学大学院数理物質
科学研究科物理学専攻 (2014).
(13H320)
小山千恵: Al2O3 セラミックス板の X 線と粒子
線に対する熱蛍光の線量応答性. 学士論文, 首
都大学東京健康福祉学部放射線学科 (2014).

特許出願 (Patents)
(13H320)
LET 非依存性ピーク検出法、線量分布測定法、
並びに、熱蛍光特性の判定法 整理番号
CTP14003、特願 2014-176380、提出日 平成 26
年 8 月 29 日

(13H321)
竹内雄也: 宇宙線の線種の違いによる雲凝結核
生成促進及び粒径成長に関する研究. 修士論
文, 名古屋大学大学院理学研究科 (2014).
(13H323)
Luana de Freitas Nascimento: On-line Dosimetry for
Radiotherapy Using Non-invasive Optical Fibre
Sensors with Al2O3:C RL/OSL Detector. PhD,
Vrjie Universiteit Brussel and Gent Universiteit
(2015).

学会賞 (Awards)
(13J285)
国際学会賞受賞（Best Poster Award）41th Annual
Meeting European Radiation Research Society,
The effects on the cognitive function and
astrocytic activation in the hippocampus after
local brain irradiation with carbon ions using

(14H327)
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mice. Takai Nobuhiko, Uzawa Akiko, Hirayama
Ryoichi, Yoshitaka Matsumoto, Ohba Yoshihito,
Nakamura Saori, Furusawa Yoshiya.
古場裕介、藤原健、松藤成弘、高橋浩之: 第 37
回応用物理学会春季学術講演会 講演奨 励賞,
2014.9.
(14H281)
第 51 回アイソトープ・放射線研究発表会，若手
優秀講演賞（藤枝美菜）
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H26 年度 HIMAC 共同利用研究課題一覧
整理番号
申請者
所内対応者

12L083
13L087

今井礼子
小藤昌志

今井礼子
小藤昌志

13L090

高橋 渉

山本直敬

14L091
14L092

高木 亮
宮本忠昭

高木 亮
山本直敬

14L093

桃原幸子

桃原幸子

14L094

大橋靖也

大橋靖也

14L095

長縄憲亮

長縄憲亮

課題名

骨盤肉腫における重粒子線治療後の神経障害解析
頭頸部腫瘍に対する炭素イオン線治療後の滲出性中耳炎の危険因子に
関する研究
早期肺癌への炭素線治療に伴う肺機能障害の検討: 1 回照射における肺
機能変化の評価およびその予測因子に関する研究
頭頸部領域炭素イオン線治療における照射野近傍の体内金属の影響
悪性中皮腫（ＭＰＭ）に対する炭素線治療のフィージビリテイスタデ
イ
Bland-Altman 解析による肺癌患者 FDG-PET/CT の各種集積評価指標の統
計的比較
11C-Methionine PET 集積指標 TNR、SUVmax と新しい指標 SUVpeak の統
計的比較 ：頭頚部悪性黒色腫頚部リンパ節症例
炭素イオン線治療による頭頸部粘膜悪性黒色腫の肉眼的腫瘍体積
(GTV)の経時的変化の解析

(

8 課題

)
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H26 年度 HIMAC 共同利用研究課題一覧
整理番号
申請者
所内対応者

13J132
12J157
14J164
14J175
14J178
12J183
12J185
13J186
14J188
14J191
14J192
14J265
13J272
14J277
14J278
12J281
13J285
14J286
14J287
14J288
14J289
14J290
13J301

13J302

13J303
13J307
13J308
14J310
14J311
14J313
12J335
14J361
14J363

小泉雅彦
鵜澤玲子
吉田由香里
馬 立秋

2015-12-15
課題名

佐藤克俊
鵜澤玲子
鵜澤玲子
馬 立秋

重粒子線照射によるがんの転移と血管新生抑制機序の解明
粒子線分割照射による正常組織反応の研究
重粒子線至適分割照射法開発の為の基礎研究
マウスモデルを用いた炭素イオン線治療と樹状細胞療法の併用療
法の研究
藤田真由美
藤 田真 由 放射線照射によるヒト癌由来細胞株の浸潤能変化とその機序解明
美
佐藤克俊
佐藤克俊 局所再発腫瘍における炭素イオン線抵抗性獲得とそれに伴う転移
に関わる性質変化に関する研究
野村大成
鵜澤玲子 ヒトがん組織等移植 SCID マウスを用いた重粒子線治療の有効
性・安全性の研究
松本文彦
唐 澤久 美 頭頸部癌における EGFR,IGF-1R と重粒子線の関係の検討
子
柴田淳史
中 島菜 花 重粒子線照射後のがん治療標的分子 NKG2D 発現誘導機構の解明
子
長谷川正俊
村上 健 神経系腫瘍幹細胞を標的とした重粒子線治療の有効性の検討
若月 優
若月 優 LET の異なる炭素イオン線と抗癌剤併用時の増感効果の解明
森田 隆
笠井清美 DNA 修復遺伝子の変異によるほ乳動物細胞への重粒子線の影響の
解析
村山千恵子
平山亮一 重粒子線治療成績向上を目的とした正常組織障害防護薬の研究開
発
松山知樹
下川卓志 重粒子線利用による植物品種識別法の開発
下川卓志
下川卓志 重粒子線照射による有害事象の発症機序の解明と予防
松本謙一郎
松 本謙 一 重粒子（炭素）線の生物影響に対する抗酸化剤の影響
郎
高井伸彦
鵜澤玲子 重粒子線に脆弱性を示す脳部位の障害機序の解明
田中 薫
田中 薫 成体マウスにおいて重粒子線によって誘導された適応応答の機構
研究
吉岡公一郎
平山亮一 重粒子線を用いた根治的不整脈治療の開発
松本謙一郎
松 本謙 一 重粒子（炭素）線で誘発される組織のレドックス状態変化の画像
郎
解析
有村源一郎
下川卓志 重粒子線による有用天敵種作出に向けた基盤研究
今岡達彦
今岡達彦 重粒子線によるラット乳がん誘発の被ばく時年齢依存性メカニズ
ム
MOELLER, Ralf
岡安隆一 Intercomparison study of astrobiological model systems in
their response to major components of the galactic cosmic
radiation (STARLIFE project)
MOELLER, Ralf
岡安隆一 Molecular characterization of different error-prone DNA
repair pathways in heavy ion irradiated Bacillus subtilis
spores: systematic studies of the temporal DNA repair cascade
from germination to outgrowth (hiiSPORES)
馬嶋秀行
松 本謙 一 ヒト神経細胞 SK-N-SH 細胞における重粒子線による酸化ストレス
郎
影響およびハイドロキシアパタイトに対する重粒子線の効果
KIM, Eun Ho
鵜澤玲子 Radiosensitization of Metformin to low and high LET radiation
西原昌宏
下川卓志 重粒子線照射による多年生植物の突然変異に関する研究
正岡 綾
正岡 綾 重粒子線を用いた新たな併用療法の探索
Hada, Megumi
岡安隆一 Chromosomal Aberrations in Human Lymphocytes and Fibroblasts
after Exposure to Very Low Doses of High-LET Radiation
LIU Qiang (劉強) 勝部孝則 重粒子線に対する細胞応答における DNA 損傷応答関連因子の機能
に関する研究
澤尻昌彦
村上 健 重粒子線の骨代謝におよぼす影響
藤森 亮
藤森 亮 次世代がん治療標的分子に対する粒子線の効果に関する研究
横堀伸一
吉田 聡 微生物の重粒子線照射下での生存条件の検討
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H26 年度 HIMAC 共同利用研究課題一覧
整理番号
申請者
所内対応者

12J366
12J368
12J371
13J372
13J375
14J376
14J379

12J386
12J387
12J389
12J390
12J393
12J395
13J398
13J399

13J402
13J403
13J405
14J407
14J408
14J409
13J424
14J452
13J462
12J468
12J472
12J487
12J488
12J491
J396
12J492
14J494

益谷美都子

岡安隆一

斎藤裕一朗
矢島浩彦

平山亮一
矢島浩彦

2015-12-15
課題名

DNA 修復応答阻害剤の重粒子線及び低 LET 放射線に対する効果増
強作用
劉 翠華
劉 翠華 重粒子線における中皮腫細胞致死メカニズムおよび潜在的致死損
傷修復の LET および加速核種依存性の検討
崔
星
崔
星 消化器癌幹細胞に対する重粒子線照射による細胞生存と DNA 修復
への影響
LI, Qiang
平山亮一 Autophagy contributes to sensitivity or resistance of tumor
cells to high-LET radiation
中島菜花子
中 島菜 花 重粒子線による DNA 損傷応答を制御するエピジェネティクスの研
子
究
松本英樹
平山亮一 重粒子線がん治療における低線量被ばくによる正常組織幹細胞の
動態解明
鈴木雅雄
鈴木雅雄 重粒子線分割照射における培養細胞の生物効果に関する研究(2)
異なる核種のイオンビーム分割照射効果と Elkind 修復を加味し
た細胞致死効果のモデル化
XUE, Lian ( 薛 / 岡安隆一 Differential processing of low and high LET radiation induced
蓮)
DNA damage: Investigation of switch from ATM to ATR signaling
SHAO, Chunlin
小西輝昭 HZE particle irradiation-induced signals and its downstream
cell responses
二宮康晴
二宮康晴 XRCC4 に着目した重粒子線作用機序に関する研究
唐澤久美子
唐 澤久 美 乳癌の炭素イオン線感受性に関する研究
子
秋山（張）秋梅 鈴木雅雄 各種重粒子線による酸素ラジカル経由細胞損傷とその防御・修復
機構
藤澤 寛
藤森 亮 相同組換修復に関与する修復タンパク質の挙動に関する研究
中山文明
中山文明 FGF1 シグナルの重粒子線感受性に関する研究
BAUMSTARK-KHAN, 小西輝昭 Cell death bypass mechanisms in DNA damage response of
Christa
mammalian cells after exposure with heavy ions relevant for
Space radiation environment
坪井康次
平山亮一 炭素線により生じる DNA 損傷とその修復メカニズムの解明
CHOI, Eunae
松藤成弘 Modeling the biological response including three “Rs”, to
fractionated carbon beam irradiation
柴田淳史
中 島菜 花 分子モデリングにより開発した新規相同組換修復阻害剤の重粒子
子
線治療における増感効果の解析
三好憲雄
小 久保 年 炭素線に増感作用のあるポルフィリン誘導体の実験腫瘍モデルに
章
よる検証
高橋昭久
平山亮一 がん幹細胞を標的とした重粒子線と NHEJ 修復阻害剤併用による
抗腫瘍効果
Hong Mei
小西輝昭 Effects of carbon ion on expression of organic anion
transporting polypeptides
伊藤 敦
平山亮一 高 LET 粒子線による DNA 酸化損傷生成の可視化
岡安隆一
岡安隆一 重粒子線照射効果を増進する因子の研究
LE SECH, Claude 平山亮一 STUDY of CANCEROUS CELLS DEATH RATE -HeLa, U87-LOADED with
HIGH-Z ATOMS and NANOPARTICLES IRRADIATED with CARBON IONS
平山亮一
平山亮一 重粒子線による有・低酸素環境下での RBE ならびに OER
清水喜久雄
下川卓志 重粒子線による DNA 損傷と突然変異誘発機構の解析
井出 博
平山亮一 重粒子線が誘発する DNA-タンパク質クロスリンク損傷の除去動
態
寺東宏明
平山亮一 重粒子線誘発クラスターDNA 損傷の複雑性解析とその生物効果の
解明
松本孔貴
鵜澤玲子 不均等分割照射による抗腫瘍効果と転移抑制効果
グリオーマ幹細胞の重粒子線 DNA 損傷応答
重粒子線に誘発される DNA 損傷応答の分子細胞生物学的解析

321

2015-12-15

H26 年度 HIMAC 共同利用研究課題一覧
整理番号
申請者
所内対応者

14J495
12J499

NICKOLOFF,
A.
松尾陽一郎

Jac 藤森

課題名

亮

下川卓志

Genetic Control of the DNA-repair Response to Photon and
Hardron-particle Radiation
蛍光修飾オリゴヌクレオチドを用いた放射線による生体分子の損
傷量評価手法に関する研究

（

66 課題
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H26 年度 HIMAC 共同利用研究課題一覧
整理番号
申請者
所内対応者

13H005
13H028
13H032
12H045
12H060
12H093
12H095
12H105
13H111
14H138

松藤成弘
白井敏之
東 俊行
松尾 崇
河野俊之
福田光順
久保山智司
小林正規
佐々木慎一
山内知也

松藤成弘
白井敏之
村上 健
村上 健
松藤成弘
北川敦志
岩田佳之
村上 健
村上 健
北村 尚

12H150
12H157
12H158

Li, Qiang
小林憲正
松藤成弘

北川敦志
吉田 聡
松藤成弘

13H177

河野俊之

稲庭 拓

13H180
13H186

中川清子
鷲尾方一

村上 健
村上 健

14H189
12H212

寺沢和洋
久下謙一

北村 尚
小平 聡

14H233

BURMEISTER, 北村 尚
Soenke
久保謙哉
北川敦志

14H238
14H248
12H252
12H262

PINSKY,
Lawrence
魚住裕介
為ヶ井 強

北村 尚
松藤成弘
北村 尚

13H277

中嶋 大

北村 尚

14H281
14H282

村上 健
北村 尚

14H284
14H285

勝村庸介
BERGER,
Thomas
高田義久
山谷泰賀

14H286

小平 聡

小平 聡

14H287
14H290
12H291
12H293

村上 健
北川敦志
福田茂一
岩田佳之

12H296
12H297
12H298
12H301

田口光正
三原基嗣
泉川卓司
上坂（黒川）
明子
長江大輔
前山拓哉
東 明男
小林義男

12H302

小川達彦

村上 健

松藤成弘
山谷泰賀

北川敦志
福田茂一
白井敏之
北川敦志

2015-12-15
課題名

重粒子線治療照射法に関する総合的研究
がん治療用加速器の総合的研究
結晶場による多価重イオンのコヒーレント共鳴励起
高電離重イオン衝撃による気体分子の電離過程の研究
重粒子ビームの線質測定に関する研究
重粒子線による核反応断面積の研究
半導体の放射線の影響に関する研究
放射線による音響信号の形成とその伝播機構
高エネルギー重荷電粒子に対する気体の W-値の系統的測定 II
高分子系飛跡検出器の応答特性を表す化学的クライテリオンの確立
Chemical criterion for the response of polymeric nuclear track
detectors
Research on biological effects of radioactive ion beam
重粒子線照射による模擬宇宙環境下での有機物の生成とその変成
治療ビーム中の中性子・荷電粒子フラグメントによる生物効果に関す
る研究
核破砕反応により生成される陽電子崩壊核を利用した照射野確認シ
ステムに関する研究
重イオン照射によりメタノール中に生成するラジカル量の研究
重イオンビームのエネルギー付与特性を利用したナノ空間制御材料
の創製
位置有感比例計数管の重イオンに対する応答
銀塩感光材料を用いた飛跡像の蛍光標識化による微細飛跡検出シス
テムの開発
Space Radiation Dosimetry-Energetic Particle Detection with
active Instruments for Space Missions
不安定核ビームを応用したインビーム・メスバウアー分光法による物
質科学の研究
Advancing the Medipix Technology For Use In Space Radiation
Monitoring and Dosimetry Applications
生体元素からの中性子およびガンマ線生成断面積の測定
粒子線照射を用いた鉄系超伝導体における臨界電流増強とギャップ
関数の同定
宇宙硬 X 線精密撮像分光観測に向けた CCD 素子・ASIC 素子の放射線
耐性の実証
重粒子線による水分解：気体生成物のオンライン収率測定
Ground Based Verification of a European Crew Personal Active
Dosemeter (EuCPAD) for Astronauts- Flight Model Verification
粒子線ブロードビーム照射法の高精度化と省力化の研究
重粒子線照射野イメージングのための OpenPET 装置開発に関する研
究
CR-39 を用いた高エネルギー荷電粒子が人体内中に生成する短飛程二
次粒子の線量寄与の研究
多糖類ゲルによる重粒子線治療用ポリマーゲル線量計の開発
物性プローブとしての高偏極不安定核ビーム生成法の開発
粒子線 CT のためのシリコンストリップ検出器の開発
Performance test of a Si detector array used for the Coulomb
breakup experiment at 250 MeV/u
RI ビーム飛行時間検出器の開発
LET 依存性のないゲル線量計の開発
二次電子放出材質の研究
インビーム・メスバウアー分光法による孤立プローブ核の化学反応の
研究
プラグメント生成反応断面積の角度・エネルギー依存性測定
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H26 年度 HIMAC 共同利用研究課題一覧
整理番号
申請者
所内対応者

12H307
12H308
12H309
12H312
13H313
13H315
13H318
13H319

大田晋輔
郡司修一
柳田（宮本）
由香
西村太樹
齋藤 究

アクティブ標的による重陽子非弾性散乱の研究
小型衛星搭載用ガンマ線バースト偏光度検出器の性能評価
銀活性リン酸塩ガラスの LET 依存性

北川敦志
村上 健

重粒子線による超許容ベータ崩壊の研究
重荷電粒子に対する希ガスシンチレーションの蛍光効率とエネルギ
ー分解能に関する研究
治療中線量オンラインモニタリングに向けた小型線量計の開発
固体水素標的を用いた、陽子ドリップライン近傍核生成法の開発
In field and Out of field Dose Profile from Therapeutic Hadron
Therapy Beams
熱蛍光板状線量計による重粒子線の線量と線質分布に関する研究
重イオンによるエアロゾル粒子生成効率
On-ground calibration of the 3-dimensional silicon detector
space dosimetry telescope TRITEL with energetic heavy ions
Radioluminescence and Optically Stimulated Luminescence studies
of Al2O3:C in hadron beams
Calibration of TEPC and personal dosimeter designed for
ISS(International Space Station) dose measurement
増感紙－EMCCD カメラを用いた重粒子線 CT による大型被写体の撮影
Dosimetry for light -ion beams

古場裕介
北川敦志
松藤成弘

古場裕介
福村明史

14H329
14H330
14H331

村石 浩
Vynckier,
Stefaan
銭廣十三
梶本 剛
磯部忠昭

14H332

松藤成弘

14H333

Heilbronn,
Lawrence H
Zeitlin,
Cary J.
田中隆宏
若林源一郎
石野宏和

13H323
13H326
14H327
14H328

14H334
14H335
14H336
14H337
14H338
14H339
14H340

山口一郎
ARICO
Giulia
中川公一

課題名

高田栄一
北村 尚
小平 聡

渡辺賢一
阿部康志
ROSENFELD,
Anatoly B
眞正浄光
増田公明
HIRN,
Attila
NASCIMENTO,
Luana de
LEE, Jaejin

13H320
13H321
13H322

2015-12-15

古場裕介
村上 健
北村 尚
小平 聡
北村 尚

高田栄一
濱野 毅
高田栄一

大強度重イオンビームの飛跡決定及び粒子識別検出器開発
PID-TEPC を用いたマイクロドシメトリによる陽子線 RBE の評価
中間エネルギー原子核衝突実験の為の飛跡検出器用読み出し系の性
能評価
松藤成弘
重粒子ドシメトリーにおける線質依存性のトラック構造モデルを用
いた評価に関する研究
岩田佳之
Secondary Neutron Yields from 4He-induced reactions at 100 and
230 MeV/nucleon
岩田佳之
Calibration of the RAD Instrument for Dosimetry and Isotope
Identification
福村明史
熱量計測を基にした治療用重粒子線の吸収線量の絶対評価
古場裕介
CsI シンチレータの放射化を用いた中性子測定法の開発
北村 尚
宇宙背景放射偏光測定科学衛星実験で使用する部材の放射線耐性の
研究
濱野 毅
重イオン線照射による歯牙のインビボ EPR 信号の測定
松藤成弘
Enhancement of a New Method for Ion Spectroscopy Using Different
Primary Beams
松 本 謙 一 重粒子線で生ずるスクロースラジカルの ESR イメージングによる画
郎
像化

（

65 課題

）

324
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2015/4/14

「H26年度HIMAC共同利用研究成果発表会日程表」
日時：2015年4月20日（月）、4月21日（火）
場所：ホテルポートプラザちば（JR京葉線千葉みなと駅前）
日付

時間

治療・診断
講演：パール

生物
物理・工学
講演：パール
講演：ルビー
ポスター：４F房総
ポスター：４F房総
挨拶、9:50 - 10:00
挨拶、9:50 - 10:00
課題番号 132-183,278,408 A 治療I/照射装置、測定装置
の開発
10:00 － 11:00
10:00 － 11:20
休憩
課題番号 188-277,185
昼休み、ポスターセッション
11:10 － 12:10
11:20 － 12:20

10:00
11:00
12:00
4月20日
（月）

13:00
14:00
15:00
16:00

B 治療II/治療場の性質

12:20 － 13:40
12:10 － 14:00
コーヒーブレイク
課題番号 281-290
14:00 － 14:50
C 加速器ビーム利用の新展開
コーヒーブレイク
課題番号 303,405,287,402
15:10 － 16:10
14:00 － 16:00

17:00

総合講演

16:30 - 17:30

18:00

懇親会（於：2FロイヤルI）

17:30 - 19:30

9:00
10:00
11:00
4月21日
（火）

昼休み、ポスターセッション
治療・診断班成果発表
12:30 －13:40

12:00
13:00
14:00
15:00

課題番号 308-363,192
9:00 － 9:50
コーヒーブレイク
課題番号 366-376,186
10:10 － 11:00
休憩
課題番号 390-398,178,286
11:10 － 12:00
昼休み、ポスターセッション
12:00 － 13:00
課題番号 407-468,164
13:00 － 13:50
休憩
課題番号 472-499
14:00 － 14:50

16:00

D 宇宙観測の為の測定器
9:00 － 10:10
コーヒーブレイク
E 様々な検出器の開発
10:30 － 11:40
昼休み、ポスターセッション
11:40 － 12:40
F 粒子線の化学作用
12:40 － 14:10
休憩
G 原子核の研究と検出器開
発
14:20 － 16:20

17:00
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2015/4/13

「H26年度HIMAC共同利用研究成果発表会プログラム、治療･診断班」
日時：
場所：

2015年4月20日（月）12時30分～13時40分
ホテルポートプラザちば（JR京葉線千葉みなと駅前）、2Fパール
口頭発表

4月20日（月）
12:30 - 12:40
12:40 - 12:50
12:50 - 13:00
13:00 - 13:10
13:10 - 13:20
13:20 - 13:30
13:30 - 13:40

13L087 小藤昌志 頭頸部腫瘍に対する炭素イオン線治療後の滲出性中耳炎
の危険因子に関する研究
13L090 高橋 渉 早期肺癌への炭素線治療に伴う肺機能障害の検討:1回照
射における肺機能変化の評価およびその予測因子に関する
14L091 高木 亮 頭頸部領域炭素イオン線治療における照射野近傍の体内
金属の影響
14L093 桃原幸子 Bland-Altman解析による肺癌患者FDG-PET/CTの各種集
積評価指標の統計的比較
14L094 大橋靖也 11C-Methionine PET集積指標TNR、SUVmaxと新しい指標
SUVpeakの統計的比較 ：頭頚部悪性黒色腫頚部リンパ節
14L095 長縄憲亮 炭素イオン線治療による頭頸部粘膜悪性黒色腫の肉眼的
腫瘍体積(GTV)の経時的変化の解析
14L092 宮本忠昭 悪性中皮腫（ＭＰＭ）に対する炭素線治療のフィージビリテイ
スタデイ

16:30 － 17:30

総合講演：福島の高汚染地域における野外調査（久保田善久）

17:30 － 19:30

懇親会（2F)

※一課題の発表時間は７分、討議3分を予定
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2015/4/9

「H26年度HIMAC共同利用研究成果発表会プログラム、生物班」
日時：
場所：

2015年4月20日（月）9時50分～4月21日（火）15時00分
ホテルポートプラザちば（JR京葉線千葉みなと駅前）、2Fパール、4F房総

4月20日（月）
9:50 － 10:00
課題番号
10:00 － 10:10
10:10 － 10:20
10:20 － 10:30

開会の挨拶
132-183,278,408
13J132 小泉雅彦
12J157 鵜澤玲子
14J175 馬 立秋

10:30 － 10:40 12J183

佐藤克俊

10:40 － 10:50 14J278
10:50 － 11:00 14J408

下川卓志
高橋昭久

口頭発表
（座長：笠井清美）
重粒子線照射によるがんの転移と血管新生抑制機序の解明
粒子線分割照射による正常組織反応の研究
マウスモデルを用いた炭素イオン線治療と樹状細胞療法の
併用療法の研究
局所再発腫瘍における炭素イオン線抵抗性獲得とそれに伴
う転移に関わる性質変化に関する研究
重粒子線照射による有害事象の発症機序の解明と予防
がん幹細胞を標的とした重粒子線とNHEJ修復阻害剤併用に
よる抗腫瘍効果

11:00 － 11:10

休憩

課題番号 188-277,185
11:10 － 11:20 14J188 柴田淳史
11:20 － 11:30 14J191
11:30 － 11:40 14J265
11:40 － 11:50 13J272
11:50 － 12:00 14J277
12:00 － 12:10 12J185

（座長：松本謙一郎
）
重粒子線照射後のがん治療標的分子NKG2D発現誘導機構
の解明
長谷川正俊 神経系腫瘍幹細胞を標的とした重粒子線治療の有効性の検
森田 隆
DNA修復遺伝子の変異によるほ乳動物細胞への重粒子線
の影響の解析
余語克紀 重粒子線治療成績向上を目的とした正常組織障害防護薬の
研究開発
松山知樹 重粒子線利用による植物品種識別法の開発
野村大成 ヒトがん組織等移植SCIDマウスを用いた重粒子線治療の有
効性・安全性の研究

12:10 － 14:00

昼休み、ポスターセッション

課題番号 281-290
（座長：下川卓志）
14:00 － 14:10 12J281 松本謙一郎 重粒子（炭素）線の生物影響に対する抗酸化剤の影響
14:10 － 14:20 13J285 高井伸彦 重粒子線に脆弱性を示す脳部位の障害機序の解明
14:20 － 14:30 14J288 松本謙一郎 重粒子（炭素）線で誘発される組織のレドックス状態変化の画
像解析
14:30 － 14:40 14J289 有村源一郎 重粒子線による有用天敵種作出に向けた基盤研究
14:40 － 14:50 14J290 臺野和広 重粒子線によるラット乳がん誘発の被ばく時年齢依存性メカ
ニズム
14:50 － 15:10

コーヒーブレイク

課題番号 303,405,287,402
15:10 － 15:20 13J303 馬嶋秀行

（座長：臺野和広）
ヒト神経細胞SK-N-SH細胞における重粒子線による酸化スト
レス影響およびハイドロキシアパタイトに対する重粒子線の効
分子モデリングにより開発した新規相同組換修復阻害剤の
重粒子線治療における増感効果の解析
重粒子線を用いた根治的不整脈治療の開発
炭素線により生じるDNA損傷とその修復メカニズムの解明
生物世話人からの連絡

15:20 － 15:30 13J405

柴田淳史

15:30 － 15:40 14J287
15:40 － 15:50 13J402
15:50 － 16:10 -

網野真理
真鍋絵梨

16:30 － 17:30

総合講演：福島の高汚染地域における野外調査（久保田善久）

17:30 － 19:30

懇親会（2F)
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4月21日（火）
課題番号 308-363,192
－
9:00 9:10 13J308 西原昌宏
9:10 － 9:20 14J313 勝部孝則
9:20 － 9:30
9:30 － 9:40
9:40 － 9:50

12J335
14J363
14J192

澤尻昌彦
横堀伸一
若月 優

9:50 － 10:10

（座長：小久保年章）
重粒子線照射による多年生植物の突然変異に関する研究
重粒子線に対する細胞応答におけるDNA損傷応答関連因
子の機能に関する研究
重粒子線の骨代謝におよぼす影響
微生物の重粒子線照射下での生存条件の検討
LETの異なる炭素イオン線と抗癌剤併用時の増感効果の解
コーヒーブレイク

課題番号 366-376,186
（座長：中山文明）
10:10 － 10:20 12J366 益谷美都子 DNA修復応答阻害剤の重粒子線及び低LET放射線に対す
る効果増強作用
10:20 － 10:30 12J368 劉 翠華
重粒子線における中皮腫細胞致死メカニズムおよび潜在的
致死損傷修復のLETおよび加速核種依存性の検討
10:30 － 10:40 13J375 中島菜花子 重粒子線によるDNA損傷応答を制御するエピジェネティクス
の研究
10:40 － 10:50 14J376 松本英樹 重粒子線がん治療における低線量被ばくによる正常組織幹
細胞の動態解明
10:50 － 11:00 13J186 松本文彦 頭頸部癌におけるEGFR,IGF-1Rと重粒子線の関係の検討
11:00 － 11:10

休憩

課題番号 390-398,178,286
（座長：若月 優）
11:10 － 11:20 12J390 唐澤久美子 乳癌の炭素イオン線感受性に関する研究
11:20 － 11:30 12J393 松井亜子 各種重粒子線による酸素ラジカル経由細胞損傷とその防御・
修復機構
11:30 － 11:40 13J398 中山文明 FGF1シグナルの重粒子線感受性に関する研究
11:40 － 11:50 14J178 今井高志 放射線照射によるヒト癌由来細胞株の浸潤能変化とその機
序解明
11:50 － 12:00 14J286 田中 薫
成体マウスにおいて重粒子線によって誘導された適応応答
の機構研究
12:00 － 13:00

昼休み、ポスターセッション

課題番号 407-468,164
13:00 － 13:10 14J407 三好憲雄
13:10
13:20
13:30
13:40

－ 13:20
－ 13:30
－ 13:40
－ 13:50

14J164
13J424
14J452
12J468

（座長：佐藤克俊）
炭素線に増感作用のあるポルフィリン誘導体の実験腫瘍モ
デルによる検証
吉田由香里 重粒子線至適分割照射法開発の為の基礎研究
伊藤 敦
高LET粒子線によるDNA酸化損傷生成の可視化
岡安隆一 重粒子線照射効果を増進する因子の研究
平山亮一 重粒子線による有・低酸素環境下でのRBEならびにOER

13:50 － 14:00

休憩

課題番号 472-499
（座長：平山亮一）
14:00 － 14:10 12J472 松尾陽一郎 重粒子線によるDNA損傷と突然変異誘発機構の解析
14:10 － 14:20 12J487 井出 博
重粒子線が誘発するDNA-タンパク質クロスリンク損傷の除去
動態
14:20 － 14:30 12J491 松本孔貴 不均等分割照射による抗腫瘍効果と転移抑制効果
14:30 － 14:40 14J494 矢島浩彦 重粒子線に誘発されるDNA損傷応答の分子細胞生物学的
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14:40 － 14:50 12J499

13J301
13J302

13J307
14J361
12J371
13J372
14J379
12J386
12J387
12J389
12J395
13J399
13J403
14J409
13J462
12J488
12J492

松尾陽一郎 蛍光修飾オリゴヌクレオチドを用いた放射線による生体分子
の損傷量評価手法に関する研究

ポスター発表（4F房総）
MOELLER, Intercomparison study of astrobiological model systems in
Ralf
their response to major components of the galactic cosmic
radiation (STARLIFE project)
MOELLER, Molecular characterization of different error-prone DNA
Ralf
repair pathways in heavy ion irradiated Bacillus subtilis
spores: systematic studies of the temporal DNA repair
cascade from germination to outgrowth (hiiSPORES)
KIM, Eun Radiosensitization of Metformin to low and high LET
Ho
radiation
藤森 亮
次世代がん治療標的分子に対する粒子線の効果に関する
崔 星
消化器癌幹細胞に対する重粒子線照射による細胞生存と
DNA修復への影響
LI, Qiang
Autophagy contributes to sensitivity or resistance of tumor
cells to high-LET radiation
鈴木雅雄 重粒子線分割照射における培養細胞の生物効果に関する
研究(2)異なる核種のイオンビーム分割照射効果とElkind修
復を加味した細胞致死効果のモデル化
XUE, Lian Differential processing of low and high LET radiation induced
DNA damage: Investigation of switch from ATM to ATR
(薛/蓮)
signaling
SHAO,
HZE particle irradiation-induced signals and its downstream
Chunlin
cell responses
二宮康晴 XRCC4に着目した重粒子線作用機序に関する研究
藤澤 寛
相同組換修復に関与する修復タンパク質の挙動に関する研
BAUMSTA Cell death bypass mechanisms in DNA damage response of
RK-KHAN, mammalian cells after exposure with heavy ions relevant for
Christa
Space radiation environment
松藤成弘 Modeling the biological response including three “Rs”, to
fractionated carbon beam irradiation
Hong Mei Effects of carbon ion on expression of organic anion
transporting polypeptides
LE SECH, STUDY of CANCEROUS CELLS DEATH RATE -HeLa,
Claude
U87-LOADED
with
HIGH-Z
ATOMS
and
NANOPARTICLES IRRADIATED with CARBON IONS
寺東宏明 重粒子線誘発クラスターDNA損傷の複雑性解析とその生物
効果の解明
斎藤裕一朗 グリオーマ幹細胞の重粒子線DNA損傷応答

・原則として口頭発表とし、時間は１課題あたり発表6分、討議4分を予定しています。
・ポスターは4月20日（月）11時00分から4月21日（火）14時00分の間、掲示してください。
・ポスター掲示板の大きさは横90cm、縦180cmです。画鋲等は会場に用意されています。
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2015/4/14

「H26年度HIMAC共同利用研究成果発表会プログラム、物理･工学班」
日時：
場所：

2015年4月20日（月）9時50分～4月21日（火）16時30分
ホテルポートプラザちば（JR京葉線千葉みなと駅前）、2Fルビー、4F房総

4月20日（月）
9:50 － 10:00
10:00 － 11:20

開会の挨拶
セッションA

治療I/照射装置、測定装置の開発
（座長：北村尚）
13H028 白井敏之
がん治療用加速器の総合的研究
13H177 阿南佑樹
核破砕反応により生成される陽電子崩壊核を利用した照射
野確認システムに関する研究
14H284 高田義久
粒子線ブロードビーム照射法の高精度化と省力化の研究
14H285 錦戸文彦
重粒子線照射野イメージングのためのOpenPET装置開発
に関する研究
13H315 渡辺賢一
治療中線量オンラインモニタリングに向けた小型線量計の
13H320 眞正浄光
熱蛍光板状線量計による重粒子線の線量と線質分布に関
する研究
14H327 村石 浩
増感紙－EMCCDカメラを用いた重粒子線CTによる大型被
写体の撮影
13H319 ROSENFELD, In field and Out of field Dose Profile from Therapeutic
Anatoly B
Hadron Therapy Beams

11:20 － 12:20
12:20 － 13:40

10 分
10 分
10 分
10 分
10 分
P

昼休み、ポスターセッション
セッションB

12H291
12H252
14H330
13H005
12H060
14H328

川崎健夫
梶本 剛
梶本 剛
福田茂一
石田祥大
Vynckier,
Stefaan
14H339 ARICO
Giulia

治療II/治療場の性質
（座長：古場裕介）
粒子線CTのためのシリコンストリップ検出器の開発
生体元素からの中性子およびガンマ線生成断面積の測定
PID-TEPCを用いたマイクロドシメトリによる陽子線RBEの評
重粒子線治療照射法に関する総合的研究
重粒子ビームの線質測定に関する研究
Dosimetry for light -ion beams
Enhancement of a New Method for Ion Spectroscopy Using
Different Primary Beams

13:40 － 14:00
14:00 － 16:00

20 分
10 分

20
20
10
10
20
P

分
分
分
分
分

P

コーヒーブレイク
セッションC

12H157 小林憲正
12H262 為ヶ井 強
12H301 小林義男
13H032 東 俊行
12H045 松尾 崇
14H238 久保謙哉
13H321 増田公明

加速器ビーム利用の新展開
（座長：福田茂一）
重粒子線照射による模擬宇宙環境下での有機物の生成と
その変成
粒子線照射を用いた鉄系超伝導体における臨界電流増強
とギャップ関数の同定
インビーム・メスバウアー分光法による孤立プローブ核の化
学反応の研究
休憩
結晶場による多価重イオンのコヒーレント共鳴励起
高電離重イオン衝撃による気体分子の電離過程の研究
不安定核ビームを応用したインビーム・メスバウアー分光法
による物質科学の研究
重イオンによるエアロゾル粒子生成効率

332

20 分
20 分
20 分
10
10
10
10

分
分
分
分

10 分

12H093 福田光順
12H302 佐藤達彦
16:30 － 17:30

懇親会（2F)

宇宙観測の為の測定器
（座長：小平聡）
12H308 郡司修一
小型衛星搭載用ガンマ線バースト偏光度検出器の性能評
12H095 新藤浩之
半導体の放射線の影響に関する研究
14H189 寺沢和洋
位置有感比例計数管の重イオンに対する応答
13H277 中嶋 大
宇宙硬X線精密撮像分光観測に向けたCCD素子・ASIC素
子の放射線耐性の実証
14H337 石野宏和
宇宙背景放射偏光測定科学衛星実験で使用する部材の
放射線耐性の研究
14H233 BURMEISTER Space Radiation Dosimetry-Energetic Particle Detection
, Soenke
with active Instruments for Space Missions
14H248 PINSKY,
Advancing the Medipix Technology For Use In Space
Lawrence
Radiation Monitoring and Dosimetry Applications
14H282 BERGER,
Ground Based Verification of a European Crew Personal
Thomas
Active Dosemeter (EuCPAD) for Astronauts- Flight Model
Verification
13H322 HIRN, Attila On-ground calibration of the 3-dimensional silicon detector
space dosimetry telescope TRITEL with energetic heavy
13H326 LEE, Jaejin Calibration of TEPC and personal dosimeter designed for
ISS(International Space Station) dose measurement
14H334 Zeitlin, Cary Calibration of the RAD Instrument for Dosimetry and
J.
Isotope Identification

セッションD

10:10 － 10:30
10:30 － 11:40

20
20
10
10

分
分
分
分

10 分
P
P
P
P
P
P

コーヒーブレイク
セッションE

12H212 久下謙一
14H286 小平 聡
12H298 東 明男
14H335 田中隆宏
12H158 松藤成弘
14H332 松藤成弘

様々な検出器の開発
（座長：寺沢和洋）
銀塩感光材料を用いた飛跡像の蛍光標識化による微細飛
跡検出システムの開発
CR-39を用いた高エネルギー荷電粒子が人体内中に生成
する短飛程二次粒子の線量寄与の研究
二次電子放出材質の研究
熱量計測を基にした治療用重粒子線の吸収線量の絶対評
治療ビーム中の中性子・荷電粒子フラグメントによる生物効
果に関する研究
重粒子ドシメトリーにおける線質依存性のトラック構造モデ
ルを用いた評価に関する研究

12H309 柳田（宮本）
銀活性リン酸塩ガラスのLET依存性
由香
13H313 齋藤 究
重荷電粒子に対する希ガスシンチレーションの蛍光効率と
エネルギー分解能に関する研究
13H323 NASCIMEN Radioluminescence and Optically Stimulated Luminescence
TO, Luana studies of Al2O3:C in hadron beams
14H336 若林源一郎 CsIシンチレータの放射化を用いた中性子測定法の開発
11:40 － 12:40

10 分
P

総合講演：福島の高汚染地域における野外調査（久保田善久）

17:30 － 19:30

4月21日（火）
9:00 － 10:10

重粒子線による核反応断面積の研究
プラグメント生成反応断面積の角度・エネルギー依存性測

昼休み、ポスターセッション
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10 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分
P
P
P

12:40 － 14:10

セッションF

12H297 前山拓哉
14H138 山内知也
13H180 中川清子
13H186 大島明博
14H281 山下真一
14H287 田口光正
14H338 山口一郎
14H340 中川公一

粒子線の化学作用
（座長：田口光正、大島明博）
LET依存性のないゲル線量計の開発
高分子系飛跡検出器の応答特性を表す化学的クライテリオ
ンの確立Chemical criterion for the response of polymeric
nuclear track detectors
重イオン照射によりメタノール中に生成するラジカル量の研
重イオンビームのエネルギー付与特性を利用したナノ空間
制御材料の創製
重粒子線による水分解：気体生成物のオンライン収率測定
多糖類ゲルによる重粒子線治療用ポリマーゲル線量計の
開発
重イオン線照射による歯牙のインビボEPR信号の測定
重粒子線で生ずるスクロースラジカルのESRイメージングに
よる画像化

14:10 － 14:20
14:20 － 16:20

休憩

原子核の研究と検出器開発
（座長：高田栄一）
12H307 大田晋輔
アクティブ標的による重陽子非弾性散乱の研究
12H312 西村太樹
重粒子線による超許容ベータ崩壊の研究
12H293 上坂（黒川） Performance test of a Si detector array used for the
明子
Coulomb breakup experiment at 250 MeV/u
14H290 三原基嗣
物性プローブとしての高偏極不安定核ビーム生成法の開発
休憩
12H296 小沢 顕
RIビーム飛行時間検出器の開発
13H318 小沢 顕
固体水素標的を用いた、陽子ドリップライン近傍核生成法
の開発
14H329 銭廣十三
大強度重イオンビームの飛跡決定及び粒子識別検出器開
14H331 磯部忠昭
中間エネルギー原子核衝突実験の為の飛跡検出器用読み
出し系の性能評価
12H105 武智誠次
放射線による音響信号の形成とその伝播機構
14H333 Heilbronn, Secondary Neutron Yields from 4He-induced reactions at
Lawrence H 100 and 230 MeV/nucleon

20 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分

セッションG

・講演時間は、
10分の場合→講演7分＋質疑応答3分
20分の場合→講演15分＋質疑応答5分
P
→ポスター発表
・ポスターは、原則として、
4月20日（月）11時00分から4月21日（火）14時00分の間、掲示して下さい。
・ポスター掲示板の大きさは横90cm、縦180cmです。画鋲等は会場に用意されています。
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20 分
20 分
10 分
10
10
10
10

分
分
分
分

10 分
10 分
10 分
P
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氏名

所属略称

鬼塚 昌彦

前 純真学園大学 保健医療

青木 理奈

長崎国際大学

小畠 隆行

放医研 病院

浅野 まき

放医研 AEC

小原 麻希

放医研 次世代重粒子

東 梨佳子

放医研 先端粒子線生物

尾松 徳彦

放医研 病院

東 俊行

理化学研究所

及川 剛

ヨシザワ LA （株）

阿南 佑樹

東京工業大学総合理工

笠井 清美

放医研 人材育成センター

網野 真理

東海大学 医

梶本 剛

広島大学 工

有西 聡美

長崎国際大学

勝部 孝則

放医研 リスク低減化

有村源一郎

東京理科大学 基礎工学

金子由美子

筑波大学

安藤 興一

群馬大学重粒子線医学研究セ

鎌田 正

放医研 重粒子医科学センター

安藤 裕

放医研 病院長

上林 将人

京都薬科大学

安納 章夫

大成建設（株）

川崎 健夫

新潟大学 理

飯泉 直也

筑波大学 大学院数理物質科学

唐澤久美子

東京女子医大

石井 保行

日本原子力研究開発機構

川嶋 元

放医研 研究基盤技術

石川 正純

北海道大学 医

川嶋 元

放医研 研究基盤技術

石田 祥大

放医研 物理工学

川野 光子

放医研 先端粒子線生物

石野 宏和

岡山大学 自然科学

川村 拓

茨城県立医療大学

磯部 忠昭

理化学研究所

岸本 祐二

KEK

井出 博

広島大学 理

北川 敦志

放医研 国際重粒子

伊藤 敦

東海大学 工

北村 尚

放医研 研究基盤技術

今井 高志

放医研 先端粒子線生物

久下 謙一

千葉大学 融合科学

今井 諒

放医研 AEC

久保田善久

放医研 福島復興支援本部

上坂 友洋

理化学研究所

久保山智司

JAXA

熊谷 忠房

放医研 物理工学

熊田 雅之

前 放医研

熊田 由美

前 放医研

上坂（黒川）
明子

理化学研究所

上田 文博
上野 恵美

放医研 先端粒子線生物

黒川美恵子

放医研 重粒子医科学センター

鵜澤 玲子

放医研 次世代重粒子

郡司 修一

山形大学 理

後田 藤太

東海大学 工

Gerelchuluun

遠藤 暁

広島大学 工

Ariungerel

筑波大学 人間総合科学

大石 真史

放医研 AEC

小池 幸子

放医研 次世代重粒子

大内 章央

東海大学 工

小池 学

放医研 次世代重粒子

大島 明博

大阪大学 産業科学研究所

小泉 雅彦

大阪大学 医

太田 完治

三菱電機（株）

小久保年章

放医研 研究基盤技術

大田 晋輔

東京大学 理

小平 聡

放医研 研究基盤技術

大橋 靖也

放医研 病院

小藤 昌志

放医研 病院

岡安 隆一

放医研 リスク低減化

小西 輝明

放医研 研究基盤技術

小川 幸大

放医研 先端粒子線生物

古場 裕介

放医研 医療被ばく

小沢 顕

筑波大学 数理物質科学

小林 克己

前 KEK
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小林 憲正

横浜国立大学 工

立花 泰彦

放医研 病院

小林 千広

放医研 AEC

田中 薫

放医研 リスク低減化

小林 寛幸

千葉大学

田中 憲一

広島大学 工

小林 義男

電気通信大学 情報理工

田中 隆宏

産業技術総合研究所

坂本 慶充

放医研 先端粒子線生物

為ヶ井 強

東京大学 工

張 維珊

首都大学東京 人間健康科学

佐久間(藤森)
浩彰

国立がん研究センター研究所

堤 大輔

キャンベラジャパン（株）

酒見 泰寛

東北大学サイクロトロン・RI セ

坪井 康次

筑波大学 医

佐々木武仁

前 東京医科歯科大

寺沢 和洋

慶應義塾大学 医

佐々木伸大

岩手生物工学研究センター

桃原 幸子

放医研 病院

佐藤 克俊

放医研 先端粒子線生物

寅松 千枝

放医研 次世代重粒子

佐藤 眞二

放医研 物理工学

中川 公一

弘前大学 保健学

佐藤 達彦

日本原子力研究開発機構

中川 清子

神奈川大学 総合理学

澤尻 昌彦

広島大学 医歯薬学総合

中島菜花子

放医研 次世代重粒子

塩山 善之

九州国際重粒子線がん治療セ

永谷 昌子

放医研 国際重粒子

柴田 淳史

群馬大学 先端科学

長縄 憲亮

放医研 病院

柴田 裕実

大阪大学 産業科研

中西 郁夫

放医研 先端粒子線生物

下浦 享

東京大学 理

中山 文明

放医研 先端粒子線生物

下川 卓志

放医研 先端粒子線生物

中山 雄介

ナカライテスク

薙野 綾

大阪大学 理

Jaekel
Mark-Olivier

放医研 物理工学

夏目 吉久

金属技研（株）

白井 敏之

放医研 次世代重粒子

錦戸 文彦

放医研 先端生体計測

新藤 浩之

JAXA

西原 昌宏

岩手生物工学研究センター

砂田 成章

東大

西村 太樹

東京理科大学 理工

砂田 成章

東京大学 工

二宮 康晴

放医研 リスク低減化

関田 恵子

放医研 国際重粒子

根本 建二

山形大学 医

銭廣十三

理化学研究所

野田 章

放医研 物理工学

臺野 和広

放医研 発達期被ばく影響

野田 悦夫

放医研 物理工学

高井 伸彦

長崎国際大学 薬

野田 耕司

放医研 物理工学

高木 亮

放医研 病院

野村 大成

医薬基盤研究所

高田 栄一

放医研 物理工学

長谷川純崇

放医研 分子病態

高田 義久

筑波大学 数理物質科学

長谷川正俊

奈良県立医科大学放射線腫瘍

髙橋 昭久

群馬大学 先端科学

濱野 毅

放医研 国際重粒子

高橋 渉

東京大学医学部附属病院

原

(株）アドフューテック

高見 梨紗

長崎国際大学

韓 樹林

放医研 物理工学

田口 光正

日本原子力研究機構

坂東 暦子

放医研 国際重粒子

田口 勇希

セイコーイージーアンドジー（株）

東 明男

兵庫県立粒子線医療センター

武智 誠次

大阪市立大学 工

平田 則子

放医研 国際重粒子

田代 聡

広島大学原爆放射線医

平山 亮一

放医研 次世代重粒子
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廣木 章博

日本原子力研究開発機構

森田 隆

大阪市立大学 医

深堀 麻衣

放医研 放射線治療品質管理

盛武 敬

産業医科大学産業生体科学研

福田 茂一

放医研 物理工学

森宮 救

福田 光順

大阪大学 理

矢島 浩彦

放医研 国際重粒子

福村 明史

放医研 放射線治療品質管理

保田 浩志

放医研放射線防護研究センター

古澤 佳也

放医研 研究基盤技術

柳田（宮本）

本多 庸郎

応用光研工業(株)

由香

株式会社 千代田テクノル

馬 立秋

放医研 先端粒子線生物

山内 知也

神戸大学 海事科学

前山 拓哉

理化学研究所

山口 明則

クリアパルス（株）

馬嶋 秀行

鹿児島大学 医歯学総合

山口 一郎

国立保健医療科学院

増田 公明

名古屋大学太陽地球環境研

山下 真一

東京大学 工

増永慎一郎

京都大学 原子炉実験所

山田 滋

放医研 病院

松井 亜子

京都大学 理

山田 康洋

東京理科大学 理

松浦 成昭

大阪大学 医

山中 宏青

セイコーイージーアンドジー（株）

松尾 崇

神奈川工科大学 工

山本 直敬

放医研 病院

松尾陽一郎

福井大学 国際原子力工学

余語 克紀

北里大学 医療系

松葉 俊哉

放医研 次世代重粒子

横瀬 鎮

北里大学 医療系

松原 礼明

放医研 次世代重粒子

横堀 伸一

東京薬科大学 生命科学

松藤 成弘

放医研 次世代重粒子

吉岡公一郎

東海大学 医

松本謙一郎

放医研 先端粒子線生物

吉田由香里

群馬大学重粒子線医学研究セ

松本真之介

放医研 医療被ばく

Lee

松本 英樹

福井大学 高エネルギー医

Younghyun

放医研 リスク低減化

松本 文彦

国立がん研究センター中央病院

劉 翠華

放医研 リスク低減化

松本 孔貴

筑波大学陽子線医学利用研究セ

若月 優

放医研 病院

松山 知樹

理化学研究所

渡辺 賢一

名古屋大学 工

真鍋 絵梨

筑波大学 人間総合科学

渡邉 桃

東京工業大学 総合理工

丸橋 晃

京都大学 原子炉実験所

王 冰

放医研 リスク低減化

水田 栄一

JAXA

水谷 昌平

筑波大学 数理物質科学

三原 基嗣

大阪大学 理

宮武 宇也

KEK

宮地 孝

千葉工業大学惑星探査研究セ

宮地 幸久

国立循環器病センター

宮本 忠昭

千葉県勤労者医療協会

三好 憲雄

福井大学遠赤外領域開発研究セ

村石 浩

北里大学 医療衛生

村上 健

放医研 国際重粒子

村松 正幸

放医研 物理工学

村山千恵子

東海大学 医
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