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平成２８年度 HIMAC 共同利用報告書

巻頭言

HIMAC は、平成 28 年 4 月に国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・放
射線医学総合研究所へと移行し、さらなる展開を図っています。重粒子線治療
の基礎・臨床研究を軸足に、HIMAC の多彩な高エネルギー重イオンビームの特徴
を活かした物理・工学、放射線生物学等、基礎科学研究が推進され、異分野融
合の新領域研究が展開できる場としても HIMAC の重要性はますます大きくなっ
ています。今回、放医研関係者の皆様、課題採択・評価部会委員会の皆様のご
協力のもとに、平成 28 年度 HIMAC 共同利用報告書を発刊することとなりました。
新機構への移行に伴い、共同利用旅費に関して大変厳しい状況にありながら
も、順調に共同利用研究が実施されたことは、HIMAC 共同利用研究推進室の多大
なご尽力と、共同利用研究者の皆様の深いご理解によるものであり、課題採択
評価部会委員長として深く感謝申し上げます。HIMAC 関係者による装置高度化、
円滑な共同利用運営のご尽力のもと、年々、共同利用もますます活発になって
おり、平成 28 年度は、外部の共同利用研究員が 649 名、所内参加者が 144 名、
また、外国人ユーザーの数も 139 名と多く、国際的にも開かれた研究所として
学術研究の拠点を担っているところです。
さらに、平成 28 年度は、世界初となる超電導技術を用いた重粒子線がん治療
用の回転ガントリーが完成し、新治療研究棟に設置されるとともに、稼働を開
始しました。この回転ガントリーは、これまでの HIMAC での加速器、イオンビ
ーム光学、超電導技術、ビーム診断装置等の様々な理工学研究の成果が結集し
て実現したものであり、今後の重粒子線治療のさらなる高度化が国際的にも注
目され、国内外での重粒子線治療における小型ガントリーシステムの普及が加
速されることが期待されています。HIMAC での様々な分野での挑戦的・萌芽的な
共同利用研究が、今回の超電導回転ガントリー実現に見られるようなインパク
トある成果創出の揺籠になっています。HIMAC の共同利用研究が一層活発になり、
重イオンビーム利用の研究拠点としてますます発展されることを祈念致します。
平成 29 年度 HIMAC 共同利用運営委員会

課題採択評価部会・委員長

東京大学・理学系研究科附属原子核科学研究センター
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酒見泰寛
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２０１６年度重粒子線がん治療装置（HIMAC）運転状況
Operation of HIMAC in 2016
加速器エンジニアリング（ＡＥＣ）
川島 祐洋、近藤 貴律、甲斐 聡
下シンクロトロン 3099 時間の供給を行った。

Abstract
The operation time of HIMAC during FY
2016 totaled 6169 hours. The upper and lower

ここでいう供給は、治療および実験供給の合
算時間を示している。

rings supplied the beams to the users for

HEBT（ビーム輸送系）から供給されるビー

4724hours and 3099hours respectively. The

ムの利用形態としては、治療利用が水平＋垂

unscheduled breakdown was 41 hours in total.

直コース（下 HEBT ）652 時間、垂直コース
（上 HEBT）4 時間となっている。下 HEBT の

2016 年度の HIMAC の運転状況は以下の

実験利用は 2183 時間、上 HEBT の実験利

とおりである。2016 年度入射器および主加

用は 1188 時間となっている。下 HEBT は物

速器運転状況を図１に、2016 年度 HEBT

理実験、上 HEBT は生物実験を主に供給し、

運転状況を図２に示す。

その他、照射系での実験利用も含んだ時間を

入射器運転時間（供給+調整）は約 6169 時

表している。

間で、シンクロトロンへの供給は 5929 時間、

新治療研究棟の治療利用については上シ

他、待機、調整などの時間となっている。上記

ンクロトロンより供給しており供給時間は 2311

とは別に中エネルギーコースでの実験で 558

時間となっている。

時間供給を行っている｡シンクロトロンへの供

ビーム調整（R&D）の時間は、共同利用研

給と中エネルギーコースでの実験はタイムシェ

究で使われる新たなビーム条件の作成や既

アリング運転により並行して行われている。

存ファイルの改善、治療用ファイルの整備に

主加速器では上シンクロトロン 4724 時間、

使われている。

2016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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2016年度HEBT運転状況
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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
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 41 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 10211 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 6551 時間（64.2%）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｡
主加速器では次年度予定されている新棟ガン
トリー室（Ｇ室）治療のコミッショニングを実施
し、ガントリー角度変更、エネルギー変更に対応
するオプティクス計算、R&D での実機検証が完
了した。併せてガントリーの運用方法、メンテナ
ンス方法の検討、確認試験、実作業も並行して実
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施し、Ｇ室治療に向けての準備が整った。また、
新棟治療で要求される多段階エネルギーに対応
する為、上リングでは各機器の調整と共に、磁場
を高速動作させてビーム遮断を行うチョッパシ
ステムを導入した。下リングでも多段階のエネル
ギーに対応できるよう、システム高度化の作業に
引き続き取り組む。
HIMAC は稼動後 20 年を経過しており、機器の
老朽化に伴う不具合が見られる。今年度は棟内の
電力供給トランスがダウンした。治療には影響な
く点検期間中に復旧したが、その他の機器につい
ても経年劣化による影響が最小限に留められる
ようメンテナンスを続けていく。
運用について、引続きトラブルの少ない、安定
したビーム供給が維持できるよう努める。実験対
応では Ca、Ni 等、実績の少ないイオン種でも問
題なく供給を行う事が出来た。
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）

2016 (H28) 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 FY2016
甲斐聡 A、近藤貴律 A、濱野毅 B

Abstract
Proposals of 128 were accepted in FY2016 at HIMAC.
The beam time of 4538 hours was supplied to the
project. Scientific papers and proceedings from 50 to
60 were published every year in these 10 years. More
than 640 researchers, including 139 foreign
researchers, participated in the project. Constant
effort of maintenance and improvement of the
experimental halls and devices support
progress of the project.
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 28 年度（2016 年度）までの実
施課題数の推移である。1997 年位からは 120～
160 課題で推移している。平成 28 年度（2016 年
度）に実施された課題は 128 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。

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。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いる研究も複数あ
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

図 1．HIMAC 共同利用研究課題数
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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 28 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 4538 時間
であった。この他に治療照射のために 2966 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（2011 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 28 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 990 時間、物理・
工学関係で約 3550 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。

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 28 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 53 篇、プロシ
ーディングス 14 篇、口頭発表 323 篇、その他 78
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 28 年度は博士論文が 1 編、
修士論文が 24 編、また 4 年生の卒業研究に
HIMAC の実験が利用された例が 28 件報告され
ている。HIMAC が次世代の研究者育成にも大き
な役割を果たしている事が分かる。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 28 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
4．参加研究者数
平成 28 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 649 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 28 年度は例年と比べて若干減
少気味であるが、マシンタイムの量がほぼ一定で
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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 139 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 26 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。

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。
図 4．HIMAC 共同利用研究参加者数

――――――――――――
AEC
B 放医研加速器工学部
A

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
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、ＮＩＭモジュールの購入および故障モ
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
購入や不用品の廃棄等）、提供する共用品の動作
確認（Ge 検出器、モジュール等）などを行い、
従来の環境維持とともに対応している。
生物実験関係では、環境に対する化学物質の規
制の強まりから、インキュベータの補給水への添
加剤を止め、水を定期的に交換することでリスク
アセスメントに対応している。また、長期間保存
し、今後の使用が見込まれない薬剤については廃
棄を行った。
設備の利用状況としては、利用者が集中した場
合、インキュベータ、クリーンベンチの割り当て
が難しい場合もあったが、なるべく要望に沿った
形で割り振った。インキュベータについては、ま
れにカビや汚れが見受けられたが、日々の点検で
見つけしだい、洗浄、滅菌作業を行い、実験への
影響がないよう努めた。その他、ピペットマンや
電子天秤、フローサイトメーターの点検や修理お
よび校正の対応も引き続き実施している。
物理・工学、生物ともに、半期ごとに行われる
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治療・診断班
Clinical study and Diagnosis

1

2

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)
(13L092)

宮本 忠昭 1)、山本 直敬 2)、中島 美緒 2)、軽部 雅嵩 2)、兼松 伸幸 2)、松藤 成広

2)

、

稲庭 拓 2)、松原 礼明 2)、鎌田 正 2)、柴山 晃一 2)、安川 朋久 3)、東山 聖彦 4)、
中野 孝司 5)、岡部 和倫 6)、広島 健三 7）、高橋 渉

8)、中山

優子 9) 、伊予田 明

10)

吉川 京燦 11)
We have conducted the 3-year simulation study

demonstrated to efficiently decrease the local

on

carbon ion radiotherapy (CIRT) for

recurrence, but severe or sometimes lethal RP

malignant pleural mesothelioma (MPM) using

was induced inevitably. We conducted the

dose distribution map and DVH on CT data of

comparable dose distribution study between

the previously treated- MPM patients. Then,

IMRT and CIRT for two patients after EPP.

we evaluated the feasibility and tried to

Then DVH evaluation was performed by dose

determine the indications for CIRT.

normalization. Compared

For this

with

IMRT,CIRT

simulation, firstly, we provisionally proposed

showed the better dose-localization with

68.4GyE/12fr of the curable carbon dosage for a

negligible effect for the unaffected lung.

massive MTM tumor, and 39.9GyE for the

result definitely indicated that CIRT never

microscopic tumor in entire pleura, which were

occur

estimated from the 95% controlled dose of lung

recurrence. At the second step, the clinical trial

cancer (NSCLC). The controlled dose was

on CIRT as an adjuvant are necessary to

confirmed by cell killing study on several

confirm the accuracy, efficacy and safety of

cultured lines, showing 10% more sensitive to

CIRT

MPM than NSCLC. Secondly, we utilized a new

full-scale clinical trial of CIRT without surgery

scanning irradiation system of CIRT, rapid

for stage II and III will started to proceed to the

respiratory-gated irradiation techniques, and a

third step to confirm

rotating gantry.

determine proper indications.

In the final report at fiscal

lethal

pneumonia

planning

in

with

addition,

This

decreasing

Finally,

the

the safety and

2017, we try to explore the indications. The
sensitivity of MPM with a special emphasis on

研究の目的と背景および研究方法

sarcoma type. Generally, CIRT was publicly
recognized

当研究の目的は、悪性中皮腫（MPM

malignant

to show the high sensitivity to

pleural mesothelioma）臨床プロトコール策定に

sarcoma. This would be the case with MPM.

資することである。本報告は、最終年度 (３年目)

We proposed the clinical trials with the three

に当たる。

step

研究方法

progress

confirmation

As
of

the

first

sensitivity

step
to

CIRT

the

主な研究方法は、MPM の既治療例の CT

is

画像を利用して新しい炭素線照射法の下で線量

necessary for the patient with a localized,

分布と DVH を作製して治療シミュレーションを行

recurrent or highly resistant MPM tumor.

い臨床治療の遂行可能性を検討して適応を決め

IMRT for as an adjuvant to surgery for MPM

る。

3

この方法を使う前提事項を検討した。

び節転移を介する健側肺側へ）の胸膜翻転部とさ

・MPM に対する炭素線治療(CIRT)時の治癒線量は、

れる。また、胸腔鏡時の検査及び胸水ドレーン部

粗大腫瘍は 68.4GyE/12F,胸膜は 39.9GyE/7F と見

位作製したルートも高い再発部位であり、

積 も り ,Boost 線 量 と し て 小 / 微 小 癌 に 対 す る

adjuvant RT によりかなり減るとされる。高い再

12.4GyE/2F を割り当てた。当線量は、非小細胞肺

発部位のいくつかは、炭素線治療でも問題であり、

癌に対する局所制御線量の内、局所再発（500 病

治療計画時、標的の設定と boost 照射の対象部位

巣）の調査で、制御率は 90%以上、しかも、各病

となるであろう。

型、病期から MPM の照射領域に近似した肺門腫瘤

研究成果

型肺癌に対する線量配分 12 分割の線量を選択し

1) 最初のシミュレーションは、放医研で PET-CT

た。一方。培養 MPM７細胞と培養 NSCLC６細胞に

撮影を行い、その後千葉労災病院で治療をした

対する高 LET(80KeV)領域の炭素線の殺細胞曲線

II,III 期の４症例と早期 II 例から Ia 期の疑似

の比較から 10%生存率レベルで MPM/ NSCLC の線量

症例を作製して対象とした。前後対抗 2 門照射で

比は 0.86 を得た。すなわち、MPM は、NSCLC より

根治線量を PTV（腫瘍）と片側全胸膜に 95%以上

14% 高感受性となり、より低い線量の設定も可能

配分し場合の線量分布図とＤＶＨから。肺の安全

である。また、MPM は、組織的には上皮型および

規制線量をＸ線照射と同等(DVH 上 V20,50%)に設

肉腫型を含む 2 相型と肉腫型（非上皮型）から成

定した場合を評価すると、Ia 期症例のみ適応とし

り 、 上 皮 型と 肉 腫 型 から 成 る 。 後者 は 全 体 の

て選ばれた。この研究の過程で、病期を Ib,II,III

20-30%をしめ、手術に不適で、放射線に抵抗性で

期症例に対象を拡大する場合、必然として照射野

極めて難治である。肉腫一般は、炭素線の高 LET

が拡大する。患側肺の放射線障害が細大のネック

領域に対して極めて感受性が高く、ことさら有望

であることが明らかとなった。

な手段となり得る。

２）X 線と比較しながら CIRT の肺傷害について

・炭素線治療は、現在、ブロードビーム方式から

見直を行った。I 期肺癌に対する炭素線の画像反

スキャンニング照射法に代わり、高速呼吸同期法、

応照射野にミリ単位に限局して発現する。急性期

回転ガントリー照射を併せた新照射システムが

と遅発期の D10 と D50 線量から線量規制因子（DRF）

導入され一新した。MPM は、広範囲(片側全胸隔)

は急性期より遅発期反応にあり、線維化反応にあ

照射が基本である。この照射は、内部の肺を避け

るが判った。また、進行期肺癌 65 症例に対する

て片肺の広い、薄い卵殻様の胸膜を標的とする。

炭素線治療ではグレード 2 以上の

新システムの導入により当照射が可能となり、当

肺線量と DVH に依存し、リスク因子は 87%以下の%

研究の課題が開始された動機となっている。

肺活量の低下と, V30GyE レベルで 30%以上（片肺

・2016 年 UICC は、病期分類を更新（第 8 版）し

に換算）と判明した。更に、Ｉ期肺癌に対する X

た。これによると T1a と T1b は T1 に統一、N1 と

線の SRT と炭素線の RP の発症率及び 活動性肺線

N2 は、予後に差なしとされる。しかし、放射線治

維症 21 症例に対するＸ線照射に比べ炭素線照射

療は画像診断を基本とする。胸腔鏡検査や手術所

は急性憎悪の発生率は共に 10 の 1 と極めて軽度

見なしの画像診断では Ib,II,III 期の進行期の区

であった。CIRT の肺傷害は、照射野に限定され、

別はできない。臨床研究では最大の線量規制因子、

全肺に及ぶ急性反応(肺臓炎)はＸ線に比べて極

肺線量を目安とする新しい研究方法の導入が必

めて弱く、X 線に比べて炭素線の急性肺傷害が軽

要とする。

度なことが判明した。これにより、DVH にから炭

・ 手術後の胸郭内の調査より高再発部位は、胸

素線の肺傷害を評価する場合、遅発期反応に注目

骨裏面（から健側肺へ）
、傍脊椎部、肋横角部（か

し、肺臓炎による肺反応の安全性は V30,30%を目

ら横隔膜を介して腹腔へ）、各縦隔諸部位（心臓、

安とすることが良いと判断した。

食道、横隔膜近傍）（から肺門・縦隔リンパおよ

3)
4

反応は、平均

初期解析 4 症例の内、胸壁に原発部位を

含めて 4 か所に顕在腫瘍のある II 期進行例を

床試験から学ぶことになった。

対象に、肺への線量制限を変化させた線量分布

現在 IMRT は、VMAT に代わりつつあり、線量分布

を評価した結果、健側肺の線量はゼロ、患側肺

がさらに改良され健側肺の低線量被曝を減らす

も標的線量とのバランスで MPM は制御可能であ

ことに成功しつつある。事実、15 例の EPP 術後

り、V30GyE

レベルの照射容量（50% >も含む）

症例に VMAT 照射をした広島大学放射線科の成績

が最も線量制限の対応効果が得られることが

では１例の致死的肺傷害も出していない。現在、

判った。

MPM の手術が EPP から肺の温存をする P/D に移っ

この検討より炭素線治療の適応は、進行期まで及

ている。EPP に比べて根治性に劣る P/D の症例に

ぶことが推定された。しかし、大阪成人病センタ

対して再発予防のため IMRT の併用が盛んにおこ

ーの東山班員は自験例の放射線治療例の詳細な

なわれ始めた。まだ研究的段階であるが、現在ま

検討から、現行の MPM の治療体系の中の炭素線治

での報告では、特に肺傷害が増えている報告はな

療の対象は、Ia 期と手術不適の局所腫瘍或いは

い。現在、ガイドライン等では、P/D 術後,患側肺

再発腫瘍に限られ少数であると班会議で報告し

の照射は禁忌とされている。これは。根治 CIRT で

た。ただし、現在 IMRT など X 線が果たしている

は患側肺に照射野を拡げて適応症を拡大を当臨

adjuvant

床研究は目指しているので倫理面を考慮すると

RT に参画する余地は残されていると

示唆した。そこで適応の一つとして

よい開始環境である。更に EPP と IMRT の併用で

４）EPP 術後に Adjuvant RT: H-TR 対 IMRT 対,

は画期的な試みがカナダから報告された。IMRT に

CIRT の比較フィージビリテイ研究行った。山口

より Neoadjuvant として短期間（1W）に 25Gy を

宇部医療センター岡部班員より提供された２例

5 回分割照射して６日後に EPP で肺を摘出する。

(左右)の EPP 術後症例を対象に対抗２門 X 線治療

術中に胸郭内に播種・転移する腫瘍を不活化する

（H-RT）,強度変調放射線治療(IMRT) を対象に炭

ことが目的とされる。最近、当班員の岡部班員（宇

素線治療（CIRT）の線量分布比較を行った。また、

部医療センター）が現地の病院を視察し最新のデ

処方線量を規格化し相対的評価を DVH で行った。

ータを入手し班会議に提出した。発表後２年余り

その結果、H-RT では重要臓器の線量制限で標的

経過したが成績は悪くないとのことである。日本

に十分な線量を PTV に処方できない、IMRT では

では倫理面でどうかという意見もあるが、致死的

重要臓器を線量制限内に収めながら D95 で

肺傷害を防ぐ最終的手段と考えてもよいかもし

40-50Gy を PTV に付与することは付与する可能で

れない。

あったが、低線量領域が健側肺に広く分布した。

最後に、当研究課題に対するこの 3 年間にわたる

CIRT では、対抗２門照射で PTV へ良好な線量集

研究成果として MPM に対する炭素線治療の臨床

中性がえられ、健側肺にはほとんど線量が付加さ

研究へ提言を行う。

れない線量分布が得られた。CIRT は安全にかつよ

予備的臨床研究

り高い再発抑制効果が期待できることが判明し

第１段階（5 症例以下）
非手術あるいは S/RT/CT 後の局所再発例に対し

た。また、炭素線は、健側肺の照射を避けられる
ので致死的肺傷害を起こさない安全な放射線で

て根治局所療法を行う。目的は、MPM に対する感

あることも再確認された。この結果、CIRT は、術

受性を確認する。

後に Adjuvant として適応と成ることも証明され

第２段階（10 症例以下）
EPP 施行後、adjuvant として炭素線治療を行う。

た。しかし、MPM 対する炭素線の適応を検討する
過程で最大の傷害リスクは、患側肺の肺傷害であ

目的は、再発の予防効果による CIRT の効果と健

る問題が残された。

側肺の急性肺傷害の観察、および治療システム、

討論

照射法等の検証

この問題に対して海外で行われている果敢な臨

本格的臨床研究
5

第３段階
画像診断で、全組織型、臨床病期で病期Ｉ期か
ら III 期までを対象とする。葉間膜浸潤の有無は
問わない。研究方法は、線量分布図を作製し、DVH
の相違から治療群を肺の DVH から例えば
V30GyE,50%上下,V40GyE が 50%上下に４区分して
症例をグループ化する。１群当たり 1/3 以上、
grade2 以上の急性肺傷害が出たらストップする
する。
この試験で、葉間膜浸潤症例に対して導入する
予定の回転カントリーを用いた葉間膜照射法を
試作（線量分布図（兼松班員）したので提示する。
参考文献
1)T. Kimura et al. Clinical experience of
volumetric modulated arc therapy for malignant
pleural mesothelioma after extrapleural
pneumonectomy JJR 2015,56.315-324
2) John Cho et al. A feasibility study
evaluating surgery for mesothelioma after
radiation therapy The “SMART” approach for
resectable malignant pleural mesothelioma
JTO 2014; 9:397-402

ガントリー照射（葉間膜照射）

1) 千葉県勤労者医療協会（勤医協）
、2)

放射線射学総合研医研）

3) 千葉労災病院、4) 大阪成人病センター、5) 兵庫医科大学、
6) 山口宇部医療センター、 7) 東京女子医大八千代医療センタ
ー、8) 東京大学、9）神奈川県がんセンター、 10 邦大学医学部、
11)
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仙骨脊索腫重粒子線治療後、局所再発症例の MRI 画像の検討（16L099）
The analysis of MRI signal intensity after carbon ion radiotherapy for sacral chordoma
礼子 a

今井

Reiko Imai
Abstract
Background and purpose: Since 1996

values in the recurrent tumor and in the

carbon ion radiotherapy (C-ion RT) for

muscle on T2WI images, and the lowest

unresectable sarcomas has been

value of recurrent tumor on the DWI

organized and treated cases have been

images could predict the prognosis.

accumulated. The most major sarcoma
treated with C-ion RT was sacral

1.研究目的とバックグラウンド

chordoma. This study aimed for

切除非適応骨軟部肉腫に対する重

investigating that the findings of MRI

粒子線治療は 1996 年から開始され、

images after local recurrence predict

9501 および 9901 プロトコールにおい

prognosis.

ては、2016 年 2 月までに 700 例以上を

Material and Methods: Between 1996

登録した。切除非適応症例ということ

and 2013, 188 sacral chordomas without

で重粒子線治療を受けた骨軟部肉腫

prior surgery were treated with C-ion RT.

の 75％が骨盤部（仙骨部を含む）肉腫

Among 188 cases, 41 had local

であり、このうち仙尾部が 63％をしめ

recurrence. We measured: A) the ratio of

ていた。最多の組織型は脊索腫で、仙

the lowest value in the recurrent tumor

骨脊索腫は 2013 年 2 月までに 188 例

and the value in the muscle on T2WI

治療された 1)。
5 年局所制御率 77.2％、

images (A). B) the lowest value of

5 年生存率 81％であった。188 例のう

recurrent tumor on the DWI images (B).

ち 41 例が局所再発した。この 41 例の

We evaluated the correlation between A,

再発時の MRI 画像を検討すると、予後

B and survival period.

不良の症例のなかには共通した所見

Results: In case of the evaluation of the A

があることに気付いた。これらを検討

there was a significant difference

し、ＭＲＩ画像で再発後の予後の予測

between the group of >6 and 6<. In case

が可能かどうか検討する。

of the evaluation of the B there was a
significant difference between the group

2.今年度の研究内容

of >1000 and 1000<.

対象：1996 年 6 月から 2013 年 2 月ま

Conclusion: The ratio of the lowest
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でに治療した仙骨脊索腫症例 188 例の

Therapy for Unresectable Sacral Chordo

うち局所再発をきたした 41 例。

ma: An Analysis of 188 Cases. Int J Radiat

方法：A)T2WI 画像において腫瘍が最も

Oncol Biol Phys. 2016; 95: 322‐7.

低信号に見える場所の ROI 値を骨盤内
筋肉（大腰筋）ROI 値で除した値。B)

a. 放射線医学総合研究所病院

再発時 MRI 画像における拡散強調画像

Hospital

の ADC-map において腫瘍内の最低値。

Radiological

A および B と局所再発後の生存期間に

Radiological Science and Technology

of

ついて検討した。
図１
3. 解析結果
41 例のうち再発時 MRI を撮影されて
いた症例は 37 例で、これらは A の評
価が可能であった。拡散強調像を撮影
していない症例もおり B に関しては
33 例が検討対象であった。再発後の再
治療の有無における生存期間につい
ては AB の対象症例において、それぞ
れ単変量解析では有意差はなかった。

図２

A に関しては腫瘍筋肉値比の中央値
6.5 であり、6 で 2 群に分けた場合、
生存期間に有意差がみられた。(図
１)B に関しては ADC 値の中央値 1107
であり 1000 で 2 群に分けた場合生存
期間に有意差がみられた。(図２)
4.まとめ
再発時の MRI 画像にて予後の予測が
できる可能性があると考えられた。
5.文献
1) Imai R, Kamada T, Araki N, et al.
Carbon Ion Radiation
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局所進行膵癌の炭素イオン線治療後局所再発に対する
再照射による正常組織への影響に関する研究
Influence on the Normal Tissues by Re-irradiation for Local Recurrence After
Carbon-ion Radiotherapy for Locally Advanced Pancreatic Cancer
(16L101)
a
川城壮平 、山田滋 a、岡田直美 a、磯崎由佳 a
S. Kawashiro a, S. Yamada a, N. Okada a, Y. Isozaki a

time.

Abstract
Purpose
To evaluate the influence on the normal
tissues by re-irradiation for local recurrence after
carbon-ion radiotherapy (C-ion RT) for locally
advanced pancreatic cancer.
Materials and Methods
We analyzed 5 patients with locally
advanced pancreatic cancer who underwent 2
C-ion RT sessions. We totalized the dose
distributions and generated a dose-volume
histograms (DVH). We conducted DVH
analyses for the normal tissues: stomach,
duodenum, kidneys, spinal cord, and liver.
Results
The prescribed doses of the first and second
C-ion RT were 55.2 Gy (RBE; relative
biological effectiveness) in 12 fractions and 52.8
Gy (RBE) in 12 fractions, respectively. The
mean D2cc (dose to the volume of 2 cc) of the
stomach was 43.2 Gy (RBE) (range, 26.1–57.0
Gy [RBE]), while the dose constraint at our
institution is D2cc < 46 Gy (RBE). The
accumulated D2cc of the stomach and duodenum
exceeded 46 Gy (RBE) in 3 and 1 patients,
respectively. The accumulated doses to the other
normal tissues were kept relatively low. We have
not detected any severe adverse events for all
patients.
Conclusions
We could not detect clear influences on the
normal tissues with re-irradiation. However, we
need to observe the patients carefully for longer

1. 研究の目的とバックグラウンド
局所進行切除不能膵癌に対する放射線治
療は局所治療としての役割が期待されるが、
膵癌は放射線抵抗性である上に、周囲には放
射線感受性の高いリスク臓器（消化管、肝臓、
腎臓、脊髄）が近接することから、通常の X
線治療では十分な線量を腫瘍に照射するこ
とが困難である。一方で、炭素イオン線は X
線に比べて高い線量集中性と生物効果が期
待でき、放射線抵抗性腫瘍に対しても有効で
あると考えられる。
当院では膵癌に対する炭素イオン線治療
を施行しており、X 線治療と劣らない局所制
御が得られているが、炭素イオン線治療後で
あっても局所再発を認める症例が発生する。
このような症例に対しては、他に転移がなけ
れば十分な検討の上で再照射を施行してい
る。再照射を実施する際には、正常組織への
影響が初回照射よりも強くなり、それに伴っ
て有害事象も増加することが懸念される。線
量集中性に優れる炭素イオン線であっても、
再照射による正常組織への有害事象が問題
となり得るが、これまで正常組織に対する再
照射による線量の累積に伴う影響を評価し
た報告はなく検証が必要である。
本研究の目的は、局所進行膵癌の炭素イオ
ン線治療後の局所再発に対する再照射につ
いて、線量の累積に伴う正常組織への影響を
評価することである。
2. 今年度の研究内容
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当院において 2014 年 1 月以降に膵癌に対
する初回炭素イオン線治療を施行し、その後
の局所再発に対し炭素イオン線による再照
射を施行した 5 例を対象に解析した。年齢
54〜82 歳（平均 67.8 歳）
、性別は男 3 人、女
2 人であった。初回照射から再照射までの期
間は平均 14.1 か月（6.0〜23.5 か月）であっ
た 。 処 方 線 量 は 全 例 で 初 回 照 射 55.2 Gy
(RBE)/12 回、再照射 52.8 Gy (RBE)/12 回であ
った。
解析方法は、初回照射時と再照射時の治療
計画 CT 画像を fusion し、再照射時の治療計
画 CT 画像上に 2 回の線量分布を合算して表
示させた。治療計画（線量計算）は全例で初
回と再照射のいずれも治療計画ソフトウェ
アの Xio（Elekta, Stockholm, Sweden）が用い
られていた。合算によって得られた線量分布
から線量-体積ヒストグラム（dose-volume
histogram: DVH）を作成した。線量の合算と
DVH の 作 成 に は 、 MIM ver. 6.6.8 （ MIM
Software Inc., Cleveland, OH, USA）を用いた。
DVH 解析を行う正常組織は、胃、十二指腸
（1st-2nd portion, 3rd-4th portion）
、腎臓、脊
髄、肝臓とした。
3. 今年度の研究成果と解析結果
初回と再照射の線量分布を合算し、各正常
組織について DVH 解析を行った。Shinoto
らは DVH パラメータと有害事象との関連に
ついて、胃では V10（10 Gy (RBE)以上照射さ
れる体積）≥ 102 cc、V20 ≥ 24 cc、V30 ≥ 6 cc
が胃潰瘍発生と有意に関連していたと報告
している 1)。今回解析した 5 例においては、
V20 で 1 例、V30 で 2 例が上記のカットオフ値
を超えた体積が累積で照射されていたが、こ
れまでに胃潰瘍は発生していない。
現在当院の膵癌に対する炭素イオン線治
療では、胃や十二指腸の線量制約を D2cc（2cc
の体積に照射される線量）< 46 Gy (RBE)とし
ている。胃に関しては、累積 D2cc の 5 例の平
均が 43.2 Gy (RBE)（26.1〜57.0 Gy (RBE)）
であったが、うち 3 例で累積 D2cc が 46 Gy
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(RBE)を超えていた（図 1）
。同様に十二指腸
（1st-2nd portion）では 1 例が 46 Gy (RBE)を
超えており、十二指腸（3rd-4th portion）では
全例 46 Gy (RBE)未満であった。このように
累積線量が線量制約を超えていた症例を認
めたが、全例で胃および十二指腸に重篤な有
害事象はこれまで発生していない。
その他の正常組織（腎臓、脊髄、肝臓）に
ついては、2 回の照射を合計しても線量が比
較的低く抑えられており、これらの臓器にお
ける明らかな有害事象は発生していない。
今回検討した 5 例は、初回照射からの観察
期間が平均 26.3 か月（17.3〜35.5 か月）
、再
照射からの観察期間が平均 12.2 か月（10.4
〜14.0 か月）であった。これまでに重篤な有
害事象は発生しておらず、今回の解析では 2
回の照射の累積線量が正常組織に与える影
響について、明らかな関連を示すことはでき
なかった。しかしながら、複数回の炭素イオ
ン線治療による正常組織に対する影響につ
いては依然不明な点が多く、有害事象の有無
については今後も長期的な注意深い経過観
察が必要であると考える。

図 1 胃の DVH
参考文献
1. Shinoto et al. Dosimetric analysis of upper
gastrointestinal ulcer after carbon-ion
radiotherapy
for
pancreatic
cancer.
Radiother Oncol. 2016;120:140-144

a.

量研機構 放医研 臨床研究クラスタ病院

頭頸部腫瘍に対する炭素イオン線治療後の口腔‐鼻副鼻腔瘻の危険因子に関する研究

Risk factors for radiation-induced oroantral or oronasal fistula after carbon-ion radiotherapy for
head and neck tumors
(16L102)
小藤昌志、高木亮、伊川裕明、長縄憲亮
Masashi Koto, Ryo Takagi, Hiroaki Ikawa, Kensuke Naganawa
放射線医学総合研究所病院
Hospital of the National Institute of Radiological Sciences, National Institutes for Quantum and
Radiological Sciences and Technology
Abstract
Purpose: The purpose of this study is to
determine the risk factors for developing
radiation-induced radiation-induced oroantral
or
oronasal
fistula
after
carbon-ion
radiotherapy.
Materials and Methods: Sixty-two patients with
oral or sinonasal tumors who were followed up
more than 5 years after carbon-ion radiotherapy
were included in this study. Thirty patients had
nasal tumors, 20 paranasal tumors, and 12 oral
tumors. Regarding the histology, 29 patients
had mucosal melanoma, 22 adenoid cystic
carcinoma, 11 others. Fifteen tumors invaded
maxilla. Carbon-ion radiotherapy was delivered
to 57.6 Gy (RBE)/16 fractions in 32 patients
and 64.0 Gy (RBE)/16 fractions in 30 patients.
The clinical factors for the radiation-induced
oroantral or oronasal fistula were analyzed
using multivariate logistic regression model.
Results: The median follow up period was 88.8
months
(range;
60.6-120.7
months).
Twenty-three patients (37%) developed the
radiation-induced oroantral or oronasal fistula.
Multivariate logistic regression analysis
showed that maxillary invasion and number of
the teeth in the volume receiving more than 50
Gy (RBE) were significant risk factors (p =
0.016 odds ratio 53.9 95% confidence interval
[CI] 2.1-1381.0, p = 0.01 odds ratio 2.4

95% CI 1.2-4.6, respectively).
Conclusions: Maxillary invasion was the
strongest predictive factor for developing
oroantral or oronasal fistula.
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非扁平上皮癌は
炭素イオン線治療の良い適応であり、これ
まで治療が困難であった症例についても良
好な治療成績が報告されている。しかしな
がら長期生存が得られるに従い治療後の
Quality of life (QOL)の維持が重要な課題
となっている。
当院での治療対象疾患のおよそ 7 割が鼻
副鼻腔、口腔原発である。その為、骨障害
の発生部位として上顎骨の頻度が高い。特
に口腔内と鼻副鼻腔に瘻孔を形成すると、
摂食、発声に於いて患者の QOL が大幅に低
下する。最近、我々は腫瘍による上顎骨浸
潤の無い症例に対する炭素イオン線治療後
の上顎骨の骨障害（Grade1 以上）を来す危
険因子が照射野内に含まれる歯牙の有無と
50 Gy (RBE)以上照射された上顎骨の体積で
あることを報告した。しかし、エンドポイ
ントを実際の臨床で重大な問題となる瘻孔
形成、また対象疾患を上顎骨浸潤例にも広
げるとこの結果は異なる可能性が有る。
この研究の目的は頭頸部腫瘍における炭
素イオン線治療後の口腔鼻副鼻腔瘻発生の
11

危険因子を明らかにし、有効な予防対策を
明らかにすることである。
2.今年度の研究内容
2006 年以降根治的な炭素イオン線治療が行
われた 80 歳以下の口腔、鼻副鼻腔がん症例
で、5 年以上生存が確認された症例は 72 例
であった。この内、顎骨評価が不十分な 4
例、再発で顎骨の評価困難であった 1 例、
照射野に顎骨が含まれない 3 例、術後症例
1 例を除いた 62 例を解析対象とした。性別
は女性 33 例、男性 29 例 年齢中央値は 57
歳であった。腫瘍部位は鼻腔 30 例、副鼻腔
20 例、口腔 12 例であった。組織型は悪性
黒色腫 29 例、腺様嚢胞癌 22 例、その他 11
例。腫瘍の T 分類では 39 例が T4 症例であ
った。顎骨浸潤が 15 例に認められた。炭素
イオン線治療は 16 回／4 週のスケジュール
で行われ、照射総線量は 57.6 Gy (RBE)が
32 例 64.0 Gy (RBE)が 30 例に用いられて
いた。同時化学療法が 23 例に併用されてい
た。腫瘍体積の中央値は 29.8 cc。PTV 内の
歯牙本数中央値は 2 本、50 Gy (RBE)以上照
射された歯牙本数中央値は 1 本、40 Gy
(RBE)以上照射された歯牙本数中央値は 2
本であった。
3.解析結果
多重ロジスティック回帰分析を用い口腔‐
鼻副鼻腔瘻発生の危険因子を検討した（検
討項目：年齢、性別、腫瘍部位、T 分類、
顎骨浸潤、病理、腫瘍体積、総線量、PTV
内の歯牙内の歯牙本数、50 Gy (RBE)以上照
射された歯牙本数、40 Gy (RBE)以上照射さ
れた歯牙本数、化学療法）。経過観察期間中
央値は 88.8 ヶ月（60.6－120.7 ヶ月）。瘻
孔形成は 23 例（37％）に見られた。統計解
析の結果、顎骨浸潤と(p = 0.016 odds ratio
53.9
95%
confidence
interval
[CI]
2.1-1381.0)50 Gy (RBE)以上照射された歯牙
本数(p = 0.01 odds ratio 2.4 95% CI 1.2-4.6)
が有意な危険因子であった。特に顎骨浸潤

の有無は Odds 比が 53.9 と極めて高いリス
クであった。
4.まとめ
上顎骨への照射が行われた口腔癌或いは鼻
副鼻腔癌のうち5年以上経過観察が可能で
あった62例で口腔鼻副鼻腔瘻発生の臨床的
なリスクファクターを検討した。顎骨浸潤
と50 Gy (RBE)以上照射された歯牙本数が危
険因子であった。顎骨浸潤は腫瘍因子であ
るが、歯牙に関しては歯周病などで予後不
良である場合、照射範囲に入る可能性があ
れば事前に抜歯を行うことで瘻孔形成のリ
スクを減らせる可能性がある。
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重粒子線治療のための腫瘍診断・治療評価に役立つ拡散評価 MRI シークエンスの開発と評価
Developing and Evaluating of the New Diffusion-Weighted MR imaging sequence for diagnosing
and assessing tumor characteristics before and while carbon-ion radiotherapy
(16L103)
立花泰彦, 小畠隆行, 土屋洋貴, 尾松徳彦, 岸本理和, 大橋靖也, 桃原幸子, 辻比呂志
Y. Tachibana, T. Obata, H. Tsuchiya, T. Omatsu, R. Kishimoto, S. Ohashi, S. Toubaru, H. Tsuji

Abstract

場を担っている. このうち MRI は主として形態

The purpose of this study was to develop and

的診断を行うが, 重粒子線治療における問題とし

evaluate a new MRI imaging method that can

て, 治療の前後で腫瘍の大きさに大きな変化がな

visualize

and

いまま腫瘍が沈静化する, あるいは逆に治療後一

hindered diffusion components, and also the

過性に腫瘍が増大するがその後縮小に転じるな

water exchange between them in in vivo tumor

ど, 腫瘍の大きさの変化が治療効果の有無に直接

tissue.

結びつかないケースが多く認められる. DWI は水

This year we modified the original imaging

の拡散(ブラウン運動による自己拡散)を画像化す

sequence that was developed for ex vivo cells

る手法で, 対象組織の細胞密度や膜透過性を反映

scanned with animal 7T MRI to be applicable

できるとされている. これは生体内では細胞膜に

for human brain scanned with clinical 3T MRI.

代表される障害物へ水分子が衝突することによ

The processing algorithm for the scanned data

り拡散が制限されている(制限拡散)ためで, 相対

was also modified to achieve higher robustness,

的に小さな細胞が密集することが多い悪性腫瘍

and a software to perform this new method was

では周囲の組織と比較して拡散の低下が強い. こ

developed as well. However, even the modified

の特性は上記のような腫瘍評価において高い有

imaging sequence still required long scanning

用性があり, 日常的に用いられている.

time, approximately 45min, which may not be

しかし, 拡散の低下はほかにも壊死物質の蓄積や

suitable

imaging

治療による出血・炎症性変化などに影響される.

sequence that was largely simplified from the

これは拡散の上昇・低下の特異度を下げ, 診断能

previous one was developed in addition. This

を低下させる原因となっている. また, 現行の方

additional imaging sequence may not maintain

法は全体としてのおおまかな拡散を評価するの

the ability to quantify the water permeability

みであり, 治療による細胞膜の脆弱化や, 腫瘍の

compared to the previous one, but it may be

アクアポリンチャネル発現(転移能などに関連す

more practical for clinics.

るとされる)など, 膜透過性に関する評価を加味

the

for

mixture

clinics. So,

of

restricted

another

することは不可能である.
申請者らは細胞を用いた研究において, 拡散強調

研究内容と成果

像を撮像する方法を工夫することにより制限拡

(a) 研究の目的とバックグラウンド

散成分を特異的に抽出し, さらに細胞膜の透過性

重粒子線治療において, 治療効果の予測, 治療効

をも反映できる撮像法を開発した. この方法を腫

果の判定を診断することは非常に重要であり, 画

瘍に最適化することで, これまでよりも感度・特

像診断はその目的においてひとつの中核的な立

異度に優れ, 治療効果判定や予後予測に有用な画
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像検査を開発することを目的とする.

・臨床 MRI で撮像されたデータから, 透過性に関

(b) 昨年度までに得られている結果

するパラメータや, 現在拡散評価に用いられてい

初年度のためなし.

るパラメータ群(ADC,FA,DKI など)を計算できる
ようアルゴリズムを工夫し, それを実行するソフ

(c) 今年度の研究内容（今年度実施された分で,

トウェアを開発した.

その課題の研究対象となった事例の内容と数） ・開発しようとする検査法を臨床実装するために
はじめに, 細胞実験で開発された撮像シークエン

はより高性能な MRI 装置や長い検査時間が必要

スを臨床用 MRI でヒトを対象とした撮像に使う

となることが判明した.

ための最適化を試みた. このために, プロトタイ

・拡散係数の低い腫瘍組織のみを対象とし, より

プシークエンスにより 15 名の健常ボランティア

限定的ではあるが有用な情報を得ることを目的

の脳を撮像した. 得られた結果は細胞実験で得ら

として, 大幅な簡略化を行ったシークエンスを新

れた結果と矛盾しなかったが, データの質が低い

たに開発した.

点などから, 細胞用に開発されたパラメータ計算
をそのまま適用することは難しかった. その主た

(e) 次年度以降の方針

る原因として, 細胞実験を行った動物用 MRI と

1. 前立腺腫瘍患者に対し, 前項で記載した新し

比較して臨床機では撮像パラメータの設定が限

いシークエンスによる撮像を行う.

られること, 検査時間が限られることが考えられ

2. 水透過性を定量する撮像シークエンスについ

た. また観察しようとする膜透過性が細胞と生体

ては動物モデル(脳梗塞など)での研究を継続し

ではそもそも異なっている可能性も考えられた

(別課題), 生体内に起きている現象の理解や手法

(この点については既存の Golden standard が存

の Brush up をはかる.

在しないため予測や確認が難しい).

3. ヒト生体を対象とした場合の standard を確立

これを踏まえ, 生体から得られたデータでも膜透

するため, より高性能な MRI を持つ他施設での

過性を含めたパラメータ計算をできるように, 既

撮像と共同研究を行う(準備中).

存の拡散指標を別途計算し, それらを外挿するこ

4. 動物筋組織への応用について他施設と共同研

とで計算を単純化する方法を考案し, これを実現

究を行う(準備中).

するソフトウェアを開発した. この方法により,
計算の安定性が向上した (2016 ISMRM でポス
ター発表). しかし, この方法を用いてもなお, デ
ータ収集には 45 分程度の撮像が必要となるため,
現状での臨床実装は難しい. ただし, この問題は
より高性能な MRI 装置を導入することによりあ
る程度解決できる可能性がある.
最後に, 拡散係数が低い腫瘍組織のみを対象とす
ることで撮像を大幅に単純化し, 5-10 分程度で撮
像ができるシークエンスを開発した. 得られる情
報はこれまでよりも減少する(定量性の低下など)

放射線医学総合研究所 分子イメージング診断治

と考えられるが, 現状での臨床実装を行うために

療研究部

必要な変更と考えた.

Department

of

Molecular

Imaging

and

Theranostics, National Institute of Radiological
(d) 結果としてまとめられた事柄

Sciences
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婦人科腫瘍に対する重粒子線治療における晩期有害事象と線量体積分布に関する研究
The relationships between late toxicities and dose volume histogram in carbon-ion
radiotherapy for gynecologic tumors
(16L104)
小此木範之a
Noriyuki Okonogi
Abstract

1991)、あるいは Marks ら(Int J Radiat Oncol Biol

Normal tissue constraints for organ at risks (OARs) are

Phys. 2010)によって、網羅的に報告されているが、

not well-standardized in carbon-ion radiotherapy (C-ion

重粒子線治療での解析はほとんどなく、また、それ

RT). In this study, we analyzed dosimetric data of pelvic

らの解析は旧式の治療計画装置（HiPLAN）によるデ

OARs in patients with gynecologic tumor, and examine

ータ解析であり、線量評価の不正確さが懸念される。

corresponding late toxicity to OARs. The treatment plans

本研究では、最新の治療計画装置（Xio-N）により、

of 99 patients who underwent C-ion RT for gynecologic

これまでに当院で治療した婦人科腫瘍患者の線量体

tumor were reviewed. Dose-volume histogram (DVH)

積分布（dose volume histogram: DVH）を再度算出

statistics were recalculated for rectum and bladder using

し、重粒子線単独治療症例での有害事象の発生率と

recent planning software (Xio-N). DVH data were

照射線量の関係を明らかにし、骨盤部領域の重粒子

analyzed and correlated with the development of late

線治療における線量制約を確立する事を目的とする。

toxicity. The median follow-up period was 38 months
(range: 6-238 months). Thirty-one patients developed

2.昨年度までに得られている結果

late rectal toxicity, and 19 patients developed late bladder
toxicity. The values of V50 for rectum were 10.3 cc

本研究は今年度より開始したものであり、昨年度
の報告事項はない。

(±7.3) and 6.4 cc (±6.3) in the patients with toxicity and
without toxicity, respectively (p=0.009). The values of

3.今年度の研究内容

V60 for rectum were 3.2 cc (±4.8) and 1.1 cc (±1.9) in

当院で、1997 年 12 月から 2010 年 3 月までに重粒

the patients with toxicity and without toxicity,

子線治療を受けた、計 99 例の子宮頸癌および子宮体

respectively (p=0.024). V40, V70, and Dmax did not

癌の患者について、Xio-N で DVH を再度作成し、直

show statistical significance. Meanwhile, the values of

腸および膀胱の晩期有害事象との関連を解析した。

V50 for bladder were 54.1 cc (±31.3) and 36.4 cc (±26.7)

尚、有害事象の確認には当院診療データベース

in the patients with toxicity and without toxicity,

（AMIDAS）で情報を抽出した後、全例で診療録によ

respectively (p=0.015). V40, V60, V70, and Dmax did

り整合性を確認した。

not show statistical significance.

4.今年度の研究成果と解析結果
1.研究の目的とバックグラウンド

解析した患者 99 名の治療後観察期間の中央値は

照射線量と晩期有害事象の関連について、X 線治療

38 か月（幅：6-238 か月）であった。直腸に関して、

においては Emami ら(Int J Radiat Oncol Biol Phys.

99 例中 31 例で Grade 1 以上の直腸有害事象が認め

15

られ、9 例で Grade 2 以上の直腸有害事象が認めら

害事象が認められ、9 例で Grade 2 以上の膀胱有害

れた。DVH による解析では、Grade 1 以上の直腸有害

事象が認められた。DVH による解析では、Grade 1

事象発生群と、直腸有害事象が認められていない群

以上の膀胱有害事象発生群と、膀胱有害事象が認め

において、V50 は 10.3 cc（±7.3）対 6.4 cc（±6.3）

られていない群において、V50 は 54.1 cc（±31.3）

(p=0.009)、V60 は 3.2 cc（±4.8）対 1.1 cc（±1.9）

対 36.4 cc（±26.7）(p=0.015)と、統計学的有意差

(p=0.024)と、統計学的有意差を示した。一方、V40、

を示した。一方、V40、V60、V70、Dmax での比較で

V70、Dmax での比較では統計学的有意差は認められ

は統計学的有意差は認められなかった（Figure 2）。

なかった（Figure 1）。
膀胱に関して、99 例中 18 例で Grade 1 以上の有

Figure 1. 直腸有害事象の有無による DVH 比較

Figure 2. 膀胱有害事象の有無による DVH 比較

a
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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（15J101）
Effects of Heavy-Ion Irradiation on Clonogenic Survival and DNA Repair in Gastrointestinal Cancer
Stem Cell
Sei Sai*, Masao Suzuki

Abstract
In this study, we try to investigate whether carbon

surgical technique over the past decades, only

ion beam alone or in combination with sorafenib

10–20% of hepatocellular carcinoma (HCC) can

is effective in targeting putative human liver

be removed completely by surgical resection, and

cancer cells in vitro and in vivo. Colony and

the patient with unrectable lesion usually

spheroid formation assay as well as in vivo

results in death within few months. Fortunately,

tumorigenic assay showed that CD133+/CD90+

new molecular targeting agents used as

or CD44+/ESA+ cells exactly have cancer stem

monotherapy and/or in combination with

cells

radiotherapy or chemotherapy continue to emerge

(CSCs)

CD133-/CD90-

properties
or

compared

CD44-/ESA-

cells.

to
The

and appear to offer some chance to improve.

number of colony and spheroid formed from

Recently, the prognosis for metastatic or

CSCs was remarkably reduced after carbon ion

unresectable HCC has improved due to the

beam combined with sorafenib compared to that

approval of sorafenib for advanced HCC.

of X-ray or carbon ion beam alone. Carbon ion

Recently, we have reported that a carbon ion

beam combined with sorafenib significantly

beam alone or in combination with anticancer

increased apoptosis-related gene Bax expression,

drug has a marked effect on pancreatic cancer

but

stem cells (CSCs), which are resistant to photon

reduced

autophagy-related

gene

p62

expression compared to that of X-ray or carbon

beams (1, 2). In the present study, we try

ion beam alone. High dose of carbon ion beam

investigate effects of carbon ion beam alone or in

with 35 Gy alone or with 25 Gy of relative low

combination with sorafenib on human liver CSCs

carbon ion beam combined with sorafenib

in vitro and in vivo.

induced more severe xenograft tumor cell
cavitation and fibrosis and significantly regressed

Materials and Methods

the tumors compared to that of X-ray irradiation.

The HepG2 human liver cancer cells were

Taken together, carbon ion beam combined with

cultured in DMEM with 10% FCS. CSCs sorted

sorafenib effectively suppressed CSC spheroid

from above cells by FACS Aria were irradiated

formation and induced alteration of multiple gene

with carbon-ion (290 MeV/n, 50KeV/m, 6-cm,

expression, and destroyed liver cancer cells

SOBP) or X-rays. Colony and spheroid formation,

including CSCs in vitro and in vivo.

H2AX foci formation assays as well as xenograft
tumor growth control analyses were performed.

Introduction

Antibodies of CD133-PE, CD90-FITC, CD44-PE

Although large improvement in medical and

and ESA-FITC were used.
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Results

combined with sorafenib. Histopathological

Colony Formation Ability of non-CSCs and CSCs

finding showed that carbon ion beam irradiation

After Carbon Ion±Sorafenib

at 35 Gy alone or at 25 Gy combined with

Figure 1 showed that the colony formation for

sorafenib induced more severe cell cavitation and

CSCs (CD133+/CD90+; CD44+/ESA+ cells) are

fibrosis compared with sorafenib alone or X-ray

significantly higher than non-CSCs

at 30Gy combined with sorafenib (Figure 3).

(CD133-/CD90-; CD44-/ESA- cells) after
exposure to either X-ray or carbon ion beam,

Discussion

suggesting that CSCs showed resistance to both

The number of colony and spheroid formed from

X-ray and carbon ions. The number of colony

CSCs was remarkably reduced after carbon ion

formed from the CSCs significantly decreased

beam combined with sorafenib compared to that

after carbon ion beam compared X-ray, and it was

of X-ray or carbon ion beam alone. Carbon ion

extremely reduced by combination with sorafenib.

beam combined with sorafenib significantly

Spheroid Formation Ability of non-CSCs and

increased apoptosis-related gene Bax expression,

CSCs After Carbon Ion±Sorafenib

but reduced autophagy-related gene p62
expression. A more large number and large-sized

Spheroid formation ability for cancer stem-like
CD44+/ESA+ cells was significantly decreased

H2AX foci were observed in CSCs after 24 h

after carbon ion beam compared to X-ray

carbon ion beam combined with sorafenib

irradiation, and it was extremely further reduced

compared to that of X-ray or carbon ion beam

after in combination with sorafenib (Figure2).

alone. High dose of carbon ion beam with 35 Gy

PCR Profiler Array Analysis of Various Gene

alone or with 25 Gy of relative low carbon ion

Expressions

beam combined with sorafenib induced more

Carbon ion beam combined with sorafenib

severe xenograft tumor cell cavitation and fibrosis

significantly increased apoptosis-related gene Bax

and significantly regressed the tumor size

expression, but reduced autophagy-related gene

compared to that of X-ray irradiation.

p62 expression (Figure 2A).
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A

B

Figure 1. A. Spheroid formation ability of CSCs and non-CSCs cells sorted from HepG2 cells after X-ray, carbon ion
beam alone or in combination with sorafenib (10 M). B. Spheroid formation ability of CSCs after X-ray, carbon ion
beam alone or in combination with sorafenib (10 M).

A

B

Figure 2. A. Various gene expression analysis of HepG2 cells after X-ray, carbon ion beam alone or in combination
with sorafenib (10 M). B. H2AX foci formation in CSCs and non-CSCs after X-ray, carbon ion beam alone or in
combination with sorafenib.
Cion-15 Gy 2months

Cion-35 Gy 2 months

A

B

Figure 3. Morphological (A) and histopathological (B) changes of HepG2 xenograft tumors after carbon ion beam
alone or in combination with sorafenib (60 mg/kg ip).
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重粒子治療適応拡大に向けた薬物併用療法の基礎的研究 (15J103)
Basic Research for Combination Chemotherapy to Expand Heavy-Ion Radiotherapy Indication
Sei Sai*, Masao Suzuki

Abstract
Malignant mesothelioma (MM) is extremely

10000 patients with various radioresistant tumors,

aggressive and a typical refractory cancer. In this

and achieved promising results to date. However,

study we investigated how effective on killing

some typical refractory cancer like MM, we still

MM cells by carbon ion beam alone or in

have not started clinical trials yet. There are also

combination with cisplatin (CDDP) in vitro.

lack of basic biological studies about effects of

Carbon ion beam dose-independently suppressed

heavy ion beams on MM cells. On the other hand,

MESO1 viability and in combination with CDDP

it has been reported that CSC subpopulations are

(25M)

action.

relatively radioresistant compared with non-CSC

Spheroid formation ability of cancer stem like

subpopulations, because of their high DNA repair

CD24+/CD26+ cells was significantly inhibited

capability and upregulated survival pathways that

by carbon ion beam combined with CDDP.

protect them from various cellular stresses

Apoptosis analysis showed that the percentage of

including radiation. Thus, the development of new

apoptotic cells was dose-dependently increased

potent CSC targeting therapeutics is highly

after carbon ion beam and it was further increased

desirable. In the present study, we try to

when combined with CDDP. Quantitative real

investigate the effects of carbon ion beam alone

time PCR analysis showed that expression of

or in combination with cisplatin (CDDP) on MM

apoptosis-related BAX and autophagy-related

cell survival, CSC spheroid formation ability,

Beclin1 and LC3 was significantly enhanced by

and expression changes of various genes

carbon ion beam in combination with CDDP

compared to that of X-ray irradiation.

compared

significantly

to

carbon

enhanced

ion

beam

its

alone.

In

conclusion, carbon ion beam combined with

Materials and Methods

CDDP has superior potential to kill MM cells

The malignant mesothelioma (MM) cancer cells

including CSCs with enhanced apoptosis.

MESO1 and H226 were cultured in DMEM with
10% FCS. CSCs sorted from above cells by

Introduction

FACS Aria were irradiated with carbon-ion (290

Malignant mesothelioma (MM) has a long latency

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

period and usually detected at the disease has

viability and spheroid formation, apoptosis assays

already reached the advanced stages. Therefore the

as well as gene expression analyses were

prognosis for patients with MM is often very poor;

performed. Antibodies of CD44-PE and

the 1-year survival rate for MM patients is about

CD26-FITC were used.

40 % and the 5-year survival rate is
approximately 10 %. We have treated more than
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apoptosis-related Bax expression and decreased
Results

Bcl2 expression (p<0.01). In addition, carbon ion

Cell viability after carbon ion beam alone or in

beam combined with CDDP significantly

combination with CDDP

increased autophagy-related genes Beclin1 and

Figure 1 showed that Cell viability was

ATG7 expression (p<0.01) compared to carbon

dose-dependently decreased by carbon ion beam

ion beam, CDDP alone (Figure 3).

irradiation alone, and it was predominantly
decreased after in combination with 25 M

Discussion

CDDP.

In the present study, the MESO1 cell viability 72

Spheroid Formation Ability of non-CSCs and

h after irradiation with carbon ion beam alone was

CSCs After Carbon Ion±CDDP

dose-dependently decreased, and it was

To examine the effects of cisplatin on

predominantly decreased after in combination

radiosensitization to X-rays and carbon ion beams,

with 25 M CDDP. Spheroid formation analysis

spheroid formation ability of cancer stem-like

showed that CD44+/CD26+ cells have a

CD44+/CD26+ cells and non-cancer stem-like

significantly higher possibility compared to

CD44-/CD26- cells after irradiation with an X-ray

CD44-/CD26- cells which sorted from MESO1

or carbon ion beam alone or in combination with

cells, indicating that CD44+/CD26+ cells exactly

cisplatin were performed.

have CSC properties. We also examined and

As shown in Figure2,

the spheroid formation ability of CD44+/CD26+

confirmed that CD44+/CD26+ cells have CSC

cells sorted from MESO1 after irradiation with an

properties compared to CD44-/CD26- which

X-ray or carbon ion beam alone or in combination

sorted from H226 cells based on its high spheroid

with CDDP was also performed, and showed the

formation ability. It has been reported that CDDP

carbon ion beam alone but not X-ray significantly

radiosensitize MM cells are accompanied with

inhibited spheroid size and it was remarkably

apoptosis and autophagy (28, 29). In the present

suppressed when carbon ion beam combined with

study, we found that after treatment with carbon

CDDP.

ion beam in combination with cisplatin for

Real time RT PCR Analysis of Various Gene

radioresistant CSCs delivered from MESO1 cells,

Expression

apoptosis-related BAX gene expression and

To quantitatively examine apoptosis- and

autophagy-related genes like Beclin 1 and ATG7

autophagy-related gene expression changes in

showed significant enhancement compared to that

radioresistant CSCs (CD44+/CD26+) delivered

of carbon ion beam alone, suggesting that carbon

from MESO1 cells, real time RT PCR analysis

ion beam combined with CDDP may have more

was performed according to the manufacture’s

power to induce multiple cell death. It has been

protocol.The data shows that treatment with a

shown that CSCs are closely associated with

carbon ion beam combined with constant

radioresistance. In conclusion, the carbon ion

treatment with 25 M of CDDP for 4 days

beam combined with CDDP has promising

significantly increased the expressions of

advantages for targeting putative MM CSCs

23

because of increased induction of apoptosis,

a carbon ion beam alone.

autophagy, and subsequent cell death compared to

*, 量研機構・放医研・障害治療

Figure 1. Cell viability analysis using CellTiter-Glo luminescent cell viability assay. MESO1 cell viability was
showed 72 h after carbon ion beam alone or in combination with 25 M of cisplatin (CDDP).

Figure 2. Spheroid formation of CSCs sorted from MESO1 cells after X-ray, carbon ion beam alone or in combination
with CDDP (25 M).

Figure 3. Real time RT-PCR analysis of Expression of apoptosis- and autophagy-related genes in CSCs delivered from
MESO1 cells after carbon ion beam, X-ray alone or in combination with CDDP in CSCs.
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Targeting cancer stem cells with miRNA-based strategies and particle
radiation therapy
(15J104)

G. Varesac, Y. Saintignyb, F. Chevalierb, C. Lepleuxb, H. Hoha, V. Jalleta, S. Saic, H. Sugawaraa,
T. Nakajimac

Abstract

Treatment resistance and relapse in challenging
cancer models might be related to the presence of a small
population of radio-resistant cancer stem cells. We have
tested in vitro an approach combining high-LET
carbon-ion therapy and CSC-targeted therapy, based on
the modulation of micro-RNA expression by specific
oligonucleotides (mimics and antagomirs), in three
experimental models (pancreatic cancer, chondrosarcoma
and triple-negative breast cancer). We identified several
micro-RNA mimic treatments capable of improving
carbon-ion therapy efficiency by targeting radioresistant
CSCs in those models.

1. Background and objectives

Remarkable progress has been made in the
understanding and treatment of human cancer, resulting
in greatly improved survival for many patients. However,
such achievements remain incomplete or out of reach for
some hard-to-treat cancers, such as pancreatic cancer or
triple- negative breast cancer. Chondrosarcoma is
resistant to conventional radiation therapy and to
chemotherapy. Innovative approaches focusing on those
challenging cancer models are therefore highly expected.
Cancer treatment failure, relapse or metastasis have
been linked to cancer stem cells (CSCs). CSCs are more
radio- resistant than their non-CSC counterparts and have
a distinct molecular signature. CSCs and differentiated
cancer cells seem to coexist in a dynamic equilibrium
influenced by the micro-environment and by specific
micro-RNA expression patterns.
The development of new therapeutic strategies (such
as micro-RNA modulating strategies) that selectively
target CSCs is currently receiving increasing attention.
Particle radiation therapy (such as carbon-ion therapy) is
effective at treating various radioresistant tumors and has
already achieved promising results. Approaches
combining high-LET radiation therapy and CSCtargeted therapy have been suggested for tumors with
bad prognosis.

b) Targeting of CSCs with micro-RNA modulating
strategies and carbon-ion therapy
We have previously shown that miR-29
downregulation is necessary to maintain CSC phenotype
in triple-negative breast cancer cells. When combined
with carbon-ion radiation, miR-29 mimic administration
resulted in decreased proportions of CSCs and increased
radiation-induced cell death.
We have tested several additional micro-RNA mimic
treatments (miR-34, miR-Xd, miR-Yd) as well as two
inhibitor molecules (Inhibitor Ad, Inhibitor Bd), each in a
specific experimental model (breast cancer, pancreatic
cancer or chondrosarcoma). Several of those treatments
were also capable of increasing radiation therapy
efficiency by targeting CSCs (Fig. 1).
c) Interactions between CSCs and their
microenvironment
Mesenchymal Stem Cells (MSCs) were more
resistant to carbon-ion beams than chondrosarcoma cells.
The long-term behavior of MSCs after irradiation is
under investigation, as well as the interactions between
MSCs and CSCs in vitro.
d) Characterization of chondrosarcoma cells and
their interactions
Chondrosarcoma cells showed a similar response to
carbon-ion beam in HIMAC as previously observed at
the GANIL accelerator (Caen, France). Irradiated
chondrosarcoma cells were able to produce bystander
factors, inducing a response in non-irradiated
chondrocytes.

2. Activities and results in FY2016

a) Characterization of Cancer Stem Cells
We have isolated cancer stem cells (CSCs) from three
challenging experimental models: pancreatic cancer,
chondrosarcoma and triple-negative breast cancer. CSCs
were identified based on cell surface marker expression
(CD133, CD44, CD24) or intrinsic activity (ALDH) in
cultured cancer cell lines. Sorted CSCs were more
radio-resistant and exhibited increased tumorsphere
formation abilities. In chondrosarcoma, both CD133+
and ALDH+ populations had CSC properties.
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Figure 1: Mammosphere formation in CH-2879 cells after
carbon-ion irradiation combined with mimic or inhibitor
treatment.
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Role of stem cells in radioresponse of tumor cells toward high-LET particles and the
involvement of endogenous H2S pathway
(15J105)
Yan Pana, Hang Zhanga , Jiamei Fua, Teruaki Konishib, Alisa Kobayashib, Yoshiya Furusawab, Yukio
Uchihorib and Chunlin Shaoa

Abstract
Growing evidence suggests that low-LET radiation
can paradoxically promote tumor invasion and
metastatic processes, however, there are limited reports
concerning the effect of high-LET radiation on the
invasiveness and migration of tumor cells, and the
molecular mechanism remain largely unknown. Here,
we found that carbon ions and -radiation can both
induce a converse effect on cellular migration and
invasion in HCT116 and DLD-1 cells, and this may be
related to the opposite EMT process in these two cell
lines, which are regulated by different phosphorylation
of GSK3β protein after radiation.

radiation, however, these two proteins declined
significantly over time in irradiated HCT116 cells. In
the meantime, the expression of the marker of epithelial,
E-cadherin, also showed an opposite expression pattern
in DLD-1 cells compared with that in HCT116 cells.
Furthermore, carbon ion radiation could stimulate
the expression of CSE, and knockdown of H2S signaling
by interfering the expressions of H2S producing enzyme
CSE and CBS could strengthen the radiation-suppressed
invasion of HCT116 cells. In addition, we observed that
the mRNA expression of Lgr5, which is considered as a
promising stem cell marker in intestine system, was
down-regulated after carbon ion radiation in DLD-1
cells.

Number of invaded cell/field

Background
High-LET irradiation is now considered as an ideal
method of radiotherapy, but the uncertainties regarding
risks from high-LET remain largely unknown, The aim
of the study is to investigate the behavior of tumor cells
after high-LET radiation, and to compare the difference
in the migration and invasion potential between highand low-LET radiations, and to know the role of stem
cell marker Lgr5 in the changes of cellular behavior of
tumor cells after high-LET radiation as well as
underlying molecular mechanism. Moreover, the
potential significance of endogenous gas transmitter
H2S in tumor cell invasion was also investigated in this
experiment.
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Fig. 1 The change of the invasiveness of HCT116 and DLD-1 after
carbon ion radiation.

Results
1. Carbon ions induced EMT progress in colon
cancer cells
We preliminary results showed that when two colon
cancer cell lines of HCT16 and DLD-1 were irradiated
with 0.5 Gy or 1.0 Gy carbon ions, the migration and
invasion abilities of HCT16 cells were inhibited but they
were enhanced in DLD-1 cells (Fig. 1). Then the
mechanism study showed that this converse effect may
be related to the different EMT process in these two cell
lines after carbon ion radiation.
As shown in Fig. 2, the expression of N-cadherin,
and Slug, both obviously increased with time whether
the DLD-1 cells were exposed to 0.5 or 1Gy carbon ion

Fig. 2 Carbon ion radiation induced conversed EMT progress in two
colon cancer cell lines

2. The change of the invasiveness and EMT process
of HCT116 and DLD-1 after  radiation
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Then we wonder how these two cell lines would
response to -radiation. Interestingly, using matrigel
invasion assay, similar phenomenon was observed after
HCT116 and DLD-1 cells were exposed to 3 or 6 Gy
-radiation. The migration and invasion of HCT116 cells
was impaired but that of DLD-1 was largely enhanced
(Fig. 3A). Western blot assay showed that the radiation
induced EMT process in DLD-1 cells, as indicated by
the increased expressions of N-cadherin and snail over
time after radiation, but this was totally inversed in the
irradiated HCT116 cells (Fig. 3B)

EMT process including promoted migration and
invasion of the irradiated DLD-1 cells. In contrast, for
HCT116 cells, -radiation did not change the
phosphorylation level of GSK3 at Ser-9 but increased
the expression of phosphorylation GSK3 at Tyr216,
indicating that GSK3 pathway was activated in the
irradiated HCT116 cells, which inhibited the EMT
process and resulting in the impaired migration and
invasion after radiation.
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Fig. 4 Gamma radiation conversely modulated the GSK3 pathway in
two colon cancer cells.

Fig. 3 The change of the invasiveness and EMT process of HCT116
and DLD-1 after -radiation.

Interestingly, exposure cells to 0.5 Gy carbon ion
radiation also activated GSK3 pathway in HCT116
cells. But unlike low-LET radiation, high-LET radiation
induced an extremely decline in the phosphorylation of
GSK3 at Ser-9 over time, while the phosphorylation
level at Tyr216 was not changed.

3. Radiation induced converse GSK3 response in
HCT116 and DLD-1 cells
It was found that this pretreatment of cells with
GSK3 inhibitor LiCl could stable the accumulation of
snail protein in both cell lines (Fig. 4A), indicating that
EMT process induced by radiation in these two cell lines
is negatively regulated by GSK3. How does GSK3
pathway respond to high- or low- LET radiation, and
then led to the opposite EMT process in HCT116 and
DLD-1 cells? To be noted, we found that exposure of
DLD-1 cells to 3 Gy radiation caused an accumulation
of phosphorylation GSK3 at Ser-9 but did not change
the phosphorylation level at Tyr-216, indicating that
-radiation inactivated GSK3, leading to the
accumulation of snail in nuclear, and stimulated the
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Fig. 5 Carbon ion radiation activated GSK3 pathway in HCT116 cells

More data are still in collection, and further study
will focus on finding how radiation activates GSK3
pathway in HCT116 cells but inactive this pathway in
DLD-1 cells, and to compare these different responses
toward high- and low- LET radiations.
_________________________________________

a: Institute of Radiation Medicine, Fudan University, China.
b: National Institute of Radiological Sciences, Japan

Effect of nanoparticles combined with hadrons (NanoHadron)
(Project N° 15J106)

M. Bolsa Ferruza, E. Porcela, L. Stefancikovaa, R. Hirayamab, N. Usamic, A. Uzawab, M. Obarab and
S. Lacombea
characterizing the properties of nanoagents to amplify
the effects of fast ions. The group studied the
physical-chemical events that take place at the nanoscale
(Porcel et al. 2010). In particular we have shown that
water radicals play a major role.
In parallel it has been shown by Hirayama and
co-workers that oxygen concentration in cells is an
important parameter of cell sensitivity to radiation. Low
oxygen concentration (anoxia) may result in significantly
lower cell death after exposure to ionizing radiation
(Hirayama et al. 2005). Clarifying the mechanism of the
oxygen effect is important since the radiation resistance
of a cell in a low oxygen level is critical to cancer
treatment.
Hence, it is of fundamental interest to better understand
the role of oxygen concentration on the effect of NPs.
The objective of the present study performed at HIMAC,
was to investigate the effect of gold and platinum NPs on
HeLa cells and BxPC-3 cells incubated in oxic and
anoxic conditions. We demonstrated that the oxygen
concentration influences the effect of NPs.

1. Abstract

Increase of radiation effect in tumor whilst preserving
healthy tissue located at the entrance of the track is an
important challenge in particle therapy. As shown
previously in the group of S. Lacombe, this goal may be
achieved by using radio-enhancing nanoparticles (NPs).
The advantage of high-Z NPs as compared to high-Z
complexes is that:
i) they may be synthesized with high-Z atoms
(radio-enhancer) but also with a contrast agent (e.g. Gd)
in order to enhance radiation effects but also to follow
the biodistribution in bodies, major requirement for
clinical use,
ii) they allow specific accumulation in tumours and not
in healthy tissues because of EPR effect (Enhanced
Permeability Retention), as well as renal clearance
thanks to the size is in the range of 2 to 10 nm, or by
active path when functionalized with surface ligands.
An important question concerning the action mode and
efficacy of NPs is the influence of oxygen concentration
depending on the NP type, cell line and radiation quality.
In the present study, we quantified by clonogenic assay
the effect of gold (Au) and platinum (Pt) NPs on HeLa
and BxPC-3 cells treated by carbon and helium ions
under oxic and anoxic conditions. For oxic and anoxic
conditions we confirmed that AuNPs amplify cell killing
as due to an increase of directly lethal lesions (alpha).
This promising result shows that the same cell killing can
be obtained with lower doses when NPs are present.

3. Methodology

3.1 Nanoparticles (NPs)
Briefly AuNPs and AuNPs-Gd, synthesized by Roux and
co-workers, are composed of a gold core (2.5nm) and
encapsulated within an organic shell of DTDTPA. In the
case of AuNPs-Gd, gadolinium atoms are attached to the
shell. They are stable in biological buffer and in a large
interval of pH (Miladi et al. 2014, Debouttière et al.
2006). PtNPs, newly developed by the group of S.
Lacombe, composed of a platinum core (3nm) and
functionalized with an organic shell of PEG. The two
NPs are not toxic and ready to use in vitro.
3.2 Cell culture
HeLa (human cervical cancer) and BxPC-3 cells are
cultivated in Dubelcco’s Modified Eagle Medium
(DMEM) and RPMI-1640, respectively, both
supplemented with 10% fetal bovine serum, penicillin
(100 mg/mL) and streptomycin (100 mg/mL). 2x105
cells were plated in 35mm glass dishes 24 hours before
the irradiation. Cells were maintained in 5% CO2
incubator at 37°C.
Cells were incubated with NPs 6 or 20h before
irradiation at a concentration of 0.5 mM or 1mM in Au
or Pt atoms. At this concentration, the NPs are not toxic.
For the study of oxygen concentration, oxygen free
chamber developed by Y. Furusawa (NIRS) and R.
Hirayama (NIRS) were used. Cells were irradiated at
oxic (atmospheric) conditions and anoxic conditions (5%
CO2, 95% N2). The combined effect of radiation and NPs
on cells was quantified by clonogenic assay.

2. Introduction - objectives

Increase of radiation effect in tumor whilst preserving
healthy tissue is an important challenge. In this context
heavy ion therapy (hadrontherapy) is superior to
conventional x-ray therapy. However a major limitation
of hadrontherapy is the dose deposited in healthy tissues
located in front of the tumor.
Recent developments in nanotechnology brought new
perspectives of using high-Z NPs to improve tumor
targeting. A new strategy based on the combination of
high-Z NPs with ion radiation has been developed by the
group to improve the performance of hadrontherapy. We
have shown in particular that platinum, gadolinium and
gold NPs are good candidates (Stefancikova et al. 2014,
Porcel et al. 2014 and 2010). The addition of NPs
increases the radiation effects within the tumor allowing
ultimately the reduction of the dose deposited in healthy
tissues. Furthermore, these NPs can be functionalized to
be used for imaging and reach theranostic purposes. The
main activity of the group consists of understanding the
mechanisms involved in this phenomenon and
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Figure 1. Survival
fractions of
BxPC-3 cells
irradiated by C6+ in
oxic conditions and
anoxic conditions
in the presence of
AuNPs, PtNPs and
NPs free cells
(controls).

Anoxic

Anoxic

3.3 Irradiation
Irradiations by C6+ ions (E=290 MeV uma-1, Spread Out
Bragg Peak, SOBP=6cm, LET=50keV/µm) and He2+
(E=150 MeV uma-1, Spread Out Bragg Peak, SOBP=6cm,
LET=2keV/µm) were performed at the Heavy Ion
Medical Accelerator (HIMAC, Chiba, Japan). The doses
ranged from 0 up to 7 Gy for aerobic conditions and up
to 17 Gy for anoxic conditions.

4. Results and discussions

 Hela cells (carbon ion irradiation):
Hela cells were loaded with 0,5 or 1mM of Au, Au-Gd
and Pt NPs at two different incubation times (6h and
20h) irradiated by carbon ions. The efficiency of NPs to
amplify radiation-induced cell deaths is quantified by
calculating the enhancing factor (EF):
(1)
EF = (D10control - D10nanoparticles) / D10control
D10 is the radiation doses used to reach 10% of cell death.
The three different NPs (Au, Au-Gd and Pt) amplify the
effects of carbon irradiation. An EF between 7 and 13%
was observed. The maximum enhancement is obtained
with AuNPs. No increase of the radio-amplification
effect has been obtained when the incubation time was
increased from 6h to 20h. In particular, the Pt NPs
amplification effect disappears at 20h of incubation.
The radioprotective effect of anoxia can be expressed
quantitatively by the oxygen enhancement ratio (OER),
which is defined as:
(2)
OER = D10anoxic/ D10oxic
Since the EF in oxic condition is higher than in anoxic
conditions, we obtained an increase of OER for Hela
cells when NPs are added.
 BxPC-3 cells (carbon/helium ion irradiation):
The survival curves of control BxPC-3 cells and BxPC-3
cells incubated with 0,5mM of AuNPs or PtNPs during
6h and irradiated by carbon/helium ions are presented in
Figure 1 and 2. To characterize the type of lesions
amplified by the NPs, we simulated the curves of cell
survival fraction (SF) with a linear quadratic law:
(3)
SF(D) = exp –(αD+βD2)
D is the dose of irradiation, α correspond to the
contribution of lesions which are directly lethal for the
cell, whereas β is attributed to the contribution of
additive sub-lethal lesions.
The α parameter is increased when AuNPs are present in
oxic and anoxic conditions, while β, the sub-lethal
damage, disappeared. We observed a similar EF values
for both carbon and helium ion irradiations in oxic (22%)
and anoxic conditions (12-16%) when AuNPs are added.
No enhancement was found for PtNPs at the proposed
conditions of carbon ion irradiation.
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Figure 2. Survival
fractions of BxPC-3
cells irradiated by
He2+ in oxic
conditions and
anoxic conditions
in the presence of
AuNPs and NPs
free cells (controls).

The OER value slightly increased when NPs are added.

5. Conclusions and Perspectives

The major conclusions of this study are the following:
i) We have shown a radio-enhancement effect of AuNPs
higher in BxPC-3 cells compared to HeLa cells. Contrary,
radio-enhancement of PtNPs is significant in HeLa cells
only.
This
study
demonstrates
that
the
radio-enhancement property of NPs depends not only on
the type of NPs but also on the cell line. This may be due
to the capacity of cells to internalize NPs, a major
parameter that was not considered in this study. The
characterization and quantification of the NPs uptake in
cells is currently in progress.
ii) The increase of the α/β ratio in the presence of AuNPs
indicates that the lethality of the carbon ion treatment is
increased when high-Z NPs are added. Hence, similar
cell killing is obtained with lower doses when NPs are
present. This opens the perspective to lower the overall
dose given to patient by using NPs and, hence, the dose
deposited at the entrance of the track, a major challenge
in hadrontherapy.
iii) The radio-enhancement effect of AuNPs is higher in
oxic than in anoxic conditions. In BxPC3, it goes from
EF= 22% down to 12 (and 16%) with carbon (or helium)
radiation.

Note that Marta Bolsa, the PhD student, is a European
scholarship fellow (Marie Curie ITN ARGENT). In
addition she has been granted by the JSPS to pursue this
study under the supervision of R. Hirayamab.
We thank the NIRS for the beam time and the JSPS for
the grant. We acknowledge the European Research
Executive Agency (REA) for financial (Marie Curie
FP7-PEOPLE-ITN N°608163).
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Immunogenic potential of carbon ions and protons in combination
with immunotherapeutic drugs tested in a mouse model
(16J111)
A. Helma, W. Tinganellia, T. Shimokawab, P. Simonielloc, D. Ebnerb,d, F. Natalee, A. Bisiof and M.
Durantea

Abstract

mechanisms of action is available and many
clinical trials are currently carried out [2, 3]. As
for local therapy, radiotherapy (RT) is certainly
of great importance since about 50% of all
cancer patients receive radiation. Among
radiotherapies, charged particle therapy (CPT) is
gaining interest, which is not least indicated by
the growing amount of centers in Japan, Europe
and the USA. Proton therapy is the most applied
form within CPT. Carbon ions are applied less
often, predominantly in Japan and Europe, but
have proven to be highly efficient in tumor
treatment [4, 5]. RT may be immunogenic as
reported in several clinical cases. The clustered‐
type damage in the cells induced by traversing
particles may render CPT more immunogenic
than a conventional RT [6]. The regression of
metastases out of the radiation field of a
primary tumor has been reported after CPT and
pre‐clinical data suggest a strong and persistent
immune response following CPT [6, 7]. However,
since radiation can as well trigger immune
suppressive signals and to further enhance the
immunogenic effect, a concurrent treatment
with immunotherapeutic adjuvants is essential.
Such
combination
of
RT
with
immunotherapeutic drugs has been reported in
several studies to lead to metastasis regression
in patients [e.g. 8]. Yet, data for CPT plus IT are
virtually not available.

The abscopal effect describes a phenomenon of
regression of metastases outside the radiation
field, owing to a radiation‐induced immune
response. Charged particle therapy is believed
to trigger immunogenic reactions more
effectively than conventional X‐rays do. A
combination with immunotherapeutic drugs
may comprise a powerful therapy for the
treatment of metastases. This study will
investigate the potential of carbon ions and
protons
in
combination
with
immunotherapeutic drugs.

1. Background and purpose of the study
Metastasis is the major cause of cancer
mortality. The progress that has been made in
the treatment of cancer metastasis has barely
improved the overall survival. Success in
treating cancer metastasis is mainly due to new
anti‐cancer drugs, especially neutralizing
antibodies countering immune suppression or
growth factors [1]. A combination of a local
therapy (e.g. radiotherapy) with a systemic one
such as immunotherapy (IT) is needed. Several
immunotherapeutic strategies are available
which boost the host’s immune system to
inactivate cancer cells especially in metastases.
They target e.g. immune checkpoints with
antibodies, leading to their inhibition and a
subsequent increased immune response. A
large variety of IT drugs with different

We will use a mouse model to test the potential
of the described combination. Carbon ions and
protons will be tested in combination with
Celecoxib (COX inhibitor) and Bardoxolone
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will be analyzed using an ELISA for immune
response‐associated molecules.

(triterpenoid synthesis inhibitor), Ipilimumab
(anti‐CTLA‐4), Nivolumab (anti‐PDL‐1) and
SCH58261 (adenosine‐A2A receptor antagonist),
in order to boost the immune response and
mitigate immune suppressive signaling.

4. Results of this year’s study
The project has recently been started and first
results, especially with respect to histological
analyses are currently under investigation.

2. Brief highlights of the results obtained in the
past years
The project has just been started and results
from previous, similar studies are hence not
available.
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炭素イオン線による新しい乳癌治療法開発のための基礎研究
（薬物療法との併用）
Combination of Carbon-Ion Radiotherapy and pharmacotherapy
on Human Breast Cancer Cell
（16J112）
a
泉 佐知子 、藤田真由美 b、今留香織 b、唐澤 久美子 a
S. Izumi, M. Fujita, K. Imadome, and K. Karasawa
Abstract
Introduction: There are only a few studies on
the carbon-ion (C-ion) radiosensitivity of breast
cancer cell lines, especially in combination with
the pharmacotherapy. We have showed that
C-ion beams were effective against all sub-types
of breast cancer. Several reports have evaluated
that tumor cells can alter their motility after the
irradiation. To examine the effect of C-ion beam
on the breast cancer cell motilities, of breast
cancer cell lines after the X-ray or C-ion
irradiation.
Methods: Three human breast cancer cell lines
with different subtypes, Luminal-human
epidermal growth factor receptor 2 (HER2)
Basal-like
-negative (MCF-7, T47D), and
(MDA-MB-468) were used. Radiosensitivity
under the Estrogen inhibitor (Tamoxifen) and
the Aromatase Inhibitor (Anastrozole) of each
cell lines was assessed with MTS assay and
high-density surviving assay (HDS). In addition,
survival fraction of MCF-7 were determined
after the X-ray (1.5, 3.0 Gy) or C-ion (0.5, 1.0
Gy) irradiation with or without 3-days exposure
of Tamoxifen.
Results: The IC50 of Tamoxifen was 15.7μM for
MCF-7, 12.6μM for T47D and 40.6μM for
MDA-MB468 cell lines by MTS assay. MCF-7
cell line was both suppressed after the X-ray or
C-ion irradiation with Tamoxifen exposure, but
the level of reduction was higher in C-ion
irradiation.
Conclusion: In contrast to the X-ray irradiation,
C-ion irradiation was effective in cell killing
MCF-7 cell line with Tamoxifen exposure.
1． 研究の目的とバックグラウンド
これまでに炭素イオン線治療は種々のがん腫
で有用な局所療法であることが証明されてお
り、平成 25 年度より乳癌に対する乳房局所炭
素イオン線治療の第Ⅰ相臨床研究も開始され
ている。現在、乳癌に対する実臨床では、 内
分泌療法や分子標的薬などの各種薬物療法と
の併用は欠かせない治療となっている。また実

臨床での乳癌は、エストロゲン受容体や HER2
受容体などの発現の有無によりサブタイプに
分類され、それぞれのサブタイプにより、内分
泌療法を含めた薬物療法の効果や、予後が異な
ることが知られている。これまでに薬物療法と
X 線照射の併用の基礎研究では、Tamoxifen 同
時併用で放射線感受性の低下がみられるとの
報告(Paulsen ら、Acta Oncol.1996)や、アロマタ
ーゼ阻害薬同時併用での放射線感受性の増強
など(Azria ら、Breast Cancer res. 2005)の報告が
ある。しかし乳癌細胞株に対する炭素イオン線
照射の基礎的な研究データはいまだ少なく、薬
物療法併用における炭素イオン線の感受性の
検証の報告はない。我々はこれまでに、乳管癌
4 サブタイプや非浸潤性乳管癌の乳癌細胞に X
線と炭素イオン線照射を行い、生存曲線を比較
してきた。その結果、炭素イオン線が乳管癌の
サブタイプに関わらず、すべてに効果的である
と推察された。また X 線では細胞株によって感
受性の幅が広かったが、炭素イオン線では狭い
ことを報告した（J cell Sci Ther.2014. 5:5）。しか
し乳癌に対する薬物療法の基礎的研究や開発
においては一つの細胞株のみの検討では有効
性の判断が必ずしも十分ではない、と Holliday
らも警鐘しており、同じサブタイプでも複数の
細胞株を用いて検証を重ねることが必要であ
る。乳癌に対する炭素イオン線の有用性を基礎
的に裏付けるためには、種々のサブタイプの乳
癌細胞を用い、炭素イオン線照射を薬物療法併
用下で行い、
X 線照射による効果と比較検討し、
更に感受性の変化に関わるメカニズムを探索
することが必要である。
そこで今年度はヒト乳癌細胞株 3 種を用い、
内分泌療法併用下での X 線および炭素イオン
線に対する感受性を比較検討した。
2.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:
下記のヒト乳癌由来培養細胞株を使用した。
MCF-7 (Luminal、HER2-negative)
T47D (Luminal、HER2-negative)
MDA-MA-468(Basal Like)
照射ビームの種類：
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HIMAC (生物照射室、 粒子数： 2.0x109 pps)を 使
用し 、 290Mev 炭素線 2 Gy (MONO、 LET:
80Kev)を 細胞に照射し た。
3. 今年度の研究成果と解析結果
今年度はまず、ヒト乳癌細胞株に対するエス
トロゲン阻害剤（Tamoxifen）と、アロマターゼ
阻害剤（Anastrozole）の細胞増殖阻止作用を確
認した。Tamoxifen はエストロゲン受容体（ER）
に結合し抗エストロゲン作用を示す薬剤のた
め、ER の有無で細胞に与える効果が異なるこ
とが予想される。そのため、本実験では、ER
陽性細胞である MCF-7、T47D と、ER 陰性細胞
である MDA-MA-468 の計 3 種を用い、
Tamoxifen
の効果を検証した。まず、Cell Titer Blue、Cell
Titer Glo を用い、MTS 法にて 50%細胞増殖阻止
濃度（IC50）を算出した。Tamoxifen の IC50 は
MCF-7 で 15.7 μ M 、 T47D で 12.6 μ M 、
MDA-MB468 で 40.6μM であり、ER 陽性細胞
（MCF-7 及び T47D）の IC50 は ER 陰性細胞の
MDA-MB468 より顕著に低い値となった。ER
陰性細胞 MDA-MB468 でも、高濃度（40.6μM）
の Tamoxifen を添加すると 50%細胞増殖が阻止
されたが、この理由としては、薬剤溶解基剤で
ある DMSO による細胞毒性の影響が考えられ
た。また、Anastrozole は、アンドロゲンをエス
トロゲンに変換するアロマターゼを阻 害 す る
薬剤であるが、Anastrozole に関してはすべての
細胞株で 100μM 濃度まで IC50 は得られなかっ
た。
Tamoxifen により ER 陽性細胞の増殖は抑制
できることが確認されたため、次に、Tamoxifen
併用下での X 線および炭素イオン線に対する
細胞の感受性を比較検討した。まず、ER 陽性
細胞である MCF-7 に Tamoxifen の IC50 の 1/10
～1/1 量を 3 日間曝露し、High-density survival
(HDS)アッセイ法を行い、生存曲線を作成した。
これまでの研究から、生存曲線の D10 値で比較
した X 線に対する炭素イオン線の RBE は、
MCF-7 では 2.7 と算出されているため、X 線は
1.5Gy、3Gy を、炭素線は 0.5Gy、1Gy の線量を
用いた。その結果、X 線照射では Tamoxifen に
よる増感効果はみられず、1.5Gy の低線量域で
の照射ではむしろ細胞生存率が上昇する傾向
が認められた。一方で、炭素線照射では、0.5Gy
の低線量域で Tamoxifen による増感効果が確認
され、X 線による効果とは異なることが明らか
となった（図１）
。
実臨床では、乳癌に対する X 線照射では 1 回
2Gy の低線量が標準的に使用されている。また
乳癌の約 7 割はホルモン受容体が陽性であり、
内分泌療法は乳癌治療の柱の一つとなってい
る。近年では、乳房温存術後照射や進行癌・再
発癌の放射線治療時にも内分泌療法剤併用下
で放射線照射が実施される機会も多く、炭素線
と X 線との増感効果の違いに関わる因子を検
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討していくことは、重要な課題である。今後は、
ER 陽性細胞株を中心とし、エストロゲン阻害
剤併用下での炭素線と X 線との増感効果に関
わる因子を DNA マイクロアレイ法にて予測し、
更に分子学的にメカニズムを解明していくこ
とを計画している。

図１. X 線・炭素線照射後の Tamoxifen 併用での
細胞増殖能（MCF-7）
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and Technology, QST
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免疫チェックポイント阻害剤とサイトカインを併用した
腫瘍免疫療法における重粒子線の役割の解明
Combined effect of heavy ion irradiation with immune checkpoint blockade and cytokines
on antitumor immunotherapy
（16J114）
a
b
b
c
b
d
a
高橋 豊 、安井智洋 、皆巳和賢 、林和彦 、小泉雅彦 、下川卓志 、小川和彦
Y. Takahashia, T. Yasuib, K. Minamib, K. Hayashic,
M. Koizumib, T. Shimokawa, and K. Ogawaa
Abstract
Immune checkpoint blockade has attracted
な役割を果たすだけでなく、非照射領域に
attention for antitumor immune therapy. Recent
対しても抗腫瘍効果を引き起こすアブス
studies demonstrated that X-ray irradiation
コパル効果を惹起することが明らかにな
combined with the checkpoint blockade
り、腫瘍免疫療法との併用が有効である可
provided higher probability of the abscopal
能性が示唆されている。
effect, an antitumor effect outside the radiation
私たちはこれまでに X 線抵抗性である
field. However, the role of carbon ion
骨肉腫に着目し、チェックポイント阻害剤
irradiation on the abscopal effect has been
totally unknown. The purpose of our study was
と X 線の局所照射を行い、高率に照射野外
to investigate whether carbon ion irradiation
の腫瘍に対しても増殖遅延効果（アブスコ
combined with immune checkpoint blockade
パル効果）が得られ、転移の抑制、生存率
provides higher probability of the abscopal
の延長が得られることを見出した。
effect and to elucidate the mechanisms.
さらに、同じモデルで IL2 と IL2 モノク
LM8 mouse osteosarcoma cells were
ローナル抗体 (S4B6)の複合体(IL2/S4B6)
inoculated at both legs of C3H mice which
と X 線を併用することで、一時的ではある
were assigned to 4 groups, no treatment (No
Tx), 5.3 Gy of carbon ion beam (RAD), PD-L1
が腫瘍の増殖遅延、Treg の減少がみられ
and CTLA-4 antibodies only (P1C4), and the
た。放射線は腫瘍免疫療法に非常に重要な
combined therapy (COMB) groups.
役割を果たしており、免疫チェックポイン
About 30% of the mice in the P1C4 group
ト阻害剤と放射線、あるいはさらに IL2 と
experienced tumor growth delay. In contrast,
IL2 モノクローナル抗体 (S4B6)の複合体
the combined therapy provided strong tumor
(IL2/S4B6)を加えることで、抗腫瘍免疫効
inhibition not only for irradiated tumor but also
果をさらに増強できると考えた
for unirradaited tumor for 70% of the mice. In
腫瘍免疫療法における重粒子線の意義は
vitro carbon ion irradiation for LM8 cells
increased PD-L1 which may associate with the
十分に解明されておらず、本研究では免疫
enhanced efficacy for the P1C4 therapy. These
チェックポイント阻害剤あるいは IL2/S4B6
preliminary results suggest that P1C4 with
と重粒子線の併用による局所および遠隔効
carbon ion irradiation may become a new
果に及ぼす影響を研究する。さらに、重粒
therapeutic option for osteosarcoma.
子線照射による腫瘍上のその分子メカニズ
ムを解明することを目的とする。
1． 研究の目的とバックグラウンド
抗腫瘍免疫に中心的役割を果たす CT8+T
細胞上に発現する PD-1 や CTLA-4 は腫瘍免
疫にブレーキをかける役割を果たしてい
る。これらをブロックする免疫チェックポ
イント阻害剤の出現により、腫瘍免疫療法
は画期的なブレークスルーをあげている
が、奏効の高確率化は重要な課題である。
近年、放射線治療はがんの局所治療に重要
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2． 今年度の研究内容
平成 28 年度から、炭素線と抗 PD-L1 抗体
および抗 CTLA-4 抗体(P1C4)を併用し、原発
巣と転移巣の制御、アブスコパル効果が惹
起されるかどうか、そのメカニズム解明の
足掛かりをつかむための実験を行った。具
体的には、in vitro 実験ではマウス腫瘍接
種実験に用いた LM8 マウス骨肉腫細胞に炭

素線を照射し、免疫チェックポイント分子
や共抑制因子の発現量の解析を行った。
また、マウスの両脚に LM8 細胞を移植し、
図 1 に示すエンドポイントで in vivo 実験
を計画した。これまでの X 線を用いた in
vivo 実験では 10Gy を照射してきた経緯が
あり、まず、移植に用いる LM８細胞のコ
ロニーアッセイにより、等価な線量を算出
した。その結果、290 MeV 炭素線の 6 cm SOBP
中心では、5.3 Gy であった。
従って、in vivo
実験では SOBP 中心でマウスの片側の腫瘍
に対して 5.3 Gy を照射した。今年度は図
２の②および③のエンドポイントの実験
を計３回行った。

の延長傾向がみられた。

（２）炭素線誘導性 PD-L1 の解析
照射 72 時間後に PD-L1 の発現をフローサイ
トメトリーで解析した。図３に示すように、
線量依存的に PD-L1 の発現量が増加した。
抗 PD-L1 抗体の奏効率は癌細胞の PD-L1 の
発現量が多いほど高いことが報告されてお
り、炭素線照射が抗 PD-L1 抗体の奏効率に
関与している可能性がある。

図１．本研究の全体像。
3． 今年度の研究成果と解析結果
今年度行った実験のうち、１回目は運搬
等による細胞の調子不良や手技的問題によ
り、未治療群で腫瘍の発育不良や不生着、
全体を通して腫瘍生育のバラツキが非常に
大きく、適切な評価が困難であった。本報
告では２回目と３回目の結果の一部を示す。

図 ２ ． 抗 PD-L1 抗 体 と 抗 CTLA- 抗 体
(P1C4)、または片側腫瘍にのみ炭素線照
射、またはそれらの併用療法(COMB)にお
ける腫瘍体積の変化。縦軸は治療の中間
日で正規化した各日における腫瘍体積。
略語：IR; 照射、Un-IR; 非照射

(1)炭素線と P1C4 の併用による抗腫瘍効果
図２に各治療における治療中間日の腫瘍
体積で正規化した各日における腫瘍体積
(Vd/V12)の変化を示す。腫瘍接種 24 日後で
は P1C4 投与群では約 30%（図２上段右）、
炭素線と P1C4 併用群では 100%のマウスで
非照射腫瘍の増殖遅延がみられた図２下段
右）。腫瘍接種 27 日後でも、P1C4 投与群
では約 30%、併用群では約 70%のマウスで非
照射腫瘍の強力な抗腫瘍効果がみられた。
図３．炭素線照射による PD-L1 の発現増加。
さらに、炭素線照射単独群に比べ、併用群
バー：P<0.05
では照射腫瘍の縮小効果の増強もみられた。
a.
（図２中段左、下段左）。また、今後さら
大阪大学大学院医学系研究科 放射線治療学教室
b.
大阪大学大学院医学系研究科 医用物理工学講座
にマウスの n を増やして検討する必要があ
c
. 放医研 臨床研究クラスタ病院治療課
るが、肺転移の強力な抑制効果、生存期間
d
. 放医研 放射線障害治療研究部
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重粒線照射の線エネルギー付与(LET)の違いにおける腫瘍免疫応答に関する研究
High linear energy transfer radiation increase a release of high mobility group box
1 in human cancer cell lines
(16J115)
小此木範之a
Noriyuki Okonogi
Abstract

あるいは炭素イオン線照射（SOBP 中心）をヒト腫瘍

We previously reported that comparable levels of high

細胞に照射した場合、同等の HMGB1 の放出が見られ

mobility group box 1 (HMGB1), which play a pivotal

ることを報告した。今回、ヒト腫瘍細胞に対し LET

role in activating antigen-specific T-cell responses, were

の異なる炭素イオン線を照射し、HMGB1 の放出量を

detected after irradiation with iso-survival doses of

比較した。

X-rays and carbon-ion beams (CIB). Here, we examined
whether there is a difference in release amount of HMGB
1 in different linear energy transfer (LET) in iso-survival

2.昨年度までに得られている結果
本研究は今年度より開始した。
（Ｘ線と炭素イオン

doses of CIB from human cancer cell lines. The study

線照射の比較の論文は下記をご参照ください。
）J

examined four cell lines: TE2, KYSE70, Hela, and Siha.

Radiat Res. 2015 May;56(3):509-14. doi:

The proportion of cells surviving after CIB irradiation in

10.1093/jrr/rrv007.PMID: 25755254

different LET was assessed in a clonogenic assay. The
D10 was calculated using a linear-quadratic model.

3.今年度の研究内容

HMGB1 levels in the culture supernatants were assessed

計 4 種類のヒトがん細胞株（KTSE70、TE2、Hela、

by an ELISA. The D10 dose for 13 kev/μm of CIB in

Siha）を用いた。13 kev/μm および 70 kev/μm の

TE2, KYSE70, Hela, and Siha cells was 1.0, 2.8, 3.9,

モノピークの炭素イオン線照射により、clonogenic

and 4.1 Gy respectively, whereas that for 70 kev/μm CIB

assay を用いて、異なった LET 下における生物学的

was 0.5, 1.4, 1.9, and 2.2 Gy, respectively. CIB

等価線量を算出し、Enzyme-linked immuno sorbent

significantly increased HMGB1 levels in the culture

assay（ELISA）により、生物学的等価線量での HMGB1

supernatants of all cell lines at 72 h post-irradiation with

濃度を測定した。

a D10 dose. Furthermore, 70 kev/μm of CIB

生物学的等価線量は 10%の細胞生残率を得る線量

significantly increased HMGB1 levels in the culture

（D10）とした。それぞれの腫瘍細胞 2×105 cells

supernatants of KYSE70 and Siha at 72 h

に対して、各 LET における D10 線量を照射し、その

post-irradiation, comparing to 13 kev/μm of CIB.

培養液中の HMGB1 を ELISA 法で測定した。HMGB1 の
測定は照射後 24 時間、48 時間、72 時間で行った。

1.研究の目的とバックグラウンド
High mobility group box 1 (HMGB1)は腫瘍特異的

4.今年度の研究成果と解析結果

Ｔ細胞性免疫応答において、中心的な役割を担って

13 kev/μm の炭素イオン線における TE2、KYSE70、

いる。これまでに我々は、生物学的等価線量のＸ線

Hela そして Siha の D10 はそれぞれ、1.0、2.8、3.9、
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そして 4.1 Gy であった。70 kev/μm の炭素イオン

の HMGB1 の放出量（±SD）は、13 kev/μm 対 70 kev/μm

線における TE2、KYSE70、Hela そして Siha の D10

で、16.8（±3.5） ng/ml 対 28.1（±7.4）ng/ml と、

はそれぞれ、0.5、1.4、1.9、そして 2.2 Gy であっ

高 LET 照射で有意に上昇しており(p<0.05)、同様に

た（Figure 1）。

Siha でも、13 kev/μm 対 70 kev/μm で、11.1（±

4 種すべての細胞株で、照射後 72 時間までに HMGB1
の増加がみられ、70 kev/μm の炭素イオン線照射に

2.0） ng/ml 対 15.4（±2.3）ng/ml と、高 LET 照射
で有意に上昇した(p<0.05)(Figure 2)。

おいて、より高度に HMGB1 が放出される傾向がみら
れた。KYSE70 に対する炭素イオン線照射後 72 時間

Figure 1. 各細胞における clonogenic assay の結果と D10

Figure 2. 炭素イオン線照射後の細胞培地上清中の HMGB1 濃度の経時的変化

a

放医研病院治療課
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Role of HIF-1 in the response of HNSCC cancer stem cells after carbon ion
exposure (16J116)
AS Wozny1, 2, G. Alphonse1, 2, G. Vares3,4, A. Fujimori3, T. Nakajima3 and C. Rodriguez-Lafrasse1, 2
Univ Lyon, University Lyon 1, UMR CNRS5822 /IN2P3, IPNL, Molecular and Cellular Radiobiology, Lyon
Sud Medical School, France 2 Hospices Civils de Lyon, Lyon-Sud Hospital, France 3NIRS, Japan 4OIST,
Okinawa, Japan
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Abstract

stabilization appeared earlier in CSCs than
in non-CSCs and was correlated with the
variation of ROS levels, confirming the
adaptive properties of CSCs to hypoxia.
The diffuse ROS production by photons
was concomitant with HIF-1 expression
and essential to its activation. Compared
with photons, the oxygen effect was
canceled after carbon ion exposure
(OER=1) and no stabilization of HIF-1 was
observed in normoxia, probably due to the
ROS localization in the track, insufficient to
stabilize HIF-1. Finally, CSCs migrated
more and were more invasive than nonCSCs in normoxia. Photon irradiation
increased both process under normoxia
whereas carbon ions decreased them
significantly in normoxic conditions.

Head
and
Neck
Squamous
Cell
Carcinoma (HNSCC) are resistant to
standard treatments, partly due to the
presence of Cancer Stem Cells (CSCs)
localized in hypoxic niches. The protein
HIF-1 (Hypoxia-Inducible Factor 1) is
considered as the major transcriptional
regulator of the cellular response to
oxygen
homeostasis.
We
previously
showed that inhibition of HIF-1 lead to the
decrease of HNSCC-CSC survival after
carbon ion (GANIL, France (75MeV/n))
and photon irradiations in hypoxic
conditions. This proposal aimed at
clarifying the role of HIF-1 in the response
of HNSCC-CSCs. After inhibition of HIF-1
with a siRNA, DNA repair and epitheliomesenchymal transition (EMT) were studied
in response to carbon ion (290Mev/nSOBP) and photon (250kV) irradiations in
normoxic or hypoxic (1% O2) conditions.
Radiosensitization observed after HIF-1
inhibition is associated with a significant
increase of residual DSBs in response to
both types of radiation. Furthermore, under
hypoxia, HIF-1 inhibition is associated with
a low proportion of migrating and invasive
cells, confirming the role of HIF-1 in EMT. In
summary, HIF1 participates to radioresistance by increasing cell survival, DNA
repair and invasiveness and contributes to
tumor escape. These preliminary results will
be confirmed during the next beam time.

Objectives of the experiment

The aim of this study was to investigate the
response of HNSCC-CSCs after carbon ions
at medical energy compared with
conventional radiotherapy in hypoxic
conditions. Many signaling pathways
leading to tumor escape depend on the
stabilization of HIF-1 and its involvement
in the mechanisms of DNA repair, as well
as the invasion/migration process need to
be clarified.

Activities and results
Clonogenic
survival
curves
were
performed for the two HNSCC cell lines
FaDU and SQ20B and their CSCs subpopulation in response to carbon ions in
normoxic conditions. FaDu-CSC and nonCSC present a SF2 of 0.29 and 0.37 but also
D10 values of 3.7Gy and 4.7Gy confirming
that CSCs are more resistant to carbon
ions than non-CSCs (Figure1). For SQ20B
and SQ20B-CSCs, the SF2 were of 0.28 and
0.31 respectively and D10 of 3.7Gy and
3.95Gy (figure not shown).

Background

Previous experiments performed at GANIL
with carbon ions, led us to conclude that
HIF-1 plays a key role in the differential
response of cells to photon and carbon ion
radiations in hypoxic conditions. For two
HNSCC cell lines and their CSC
subpopulation, in response to photons
under
hypoxia,
an
OER
(Oxygen
Enhancement Ratio) upper than 1.2 was
associated with HIF-1 expression. This
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Fraction of
surviving cell

1

Dose [Gy]

0

2

4

Cellular Migration and invasion (matrigel)
were measured using Boyden chambers
after 2Gy carbon ions in normoxia or
hypoxia with irrelevant or HIF-1 siRNA.
Figure 3 shows that SQ20B-CSCs have
higher invasion and migration capacities
than non-CSCs. Compared to normoxia,
hypoxia increases CSCs migration/invasion
whereas carbon ions decrease both
process. Furthermore, when HIF-1 was
inhibited in hypoxic conditions (yellow
bars), a more significant decrease was
observed confirming the role of HIF-1 in
the EMT process in response to carbon ions.

6

0.1
FaDu nonCSCs
FaDu CSCs

0.01

Fig.1: Cell survival curves for FaDu non‐CSCs and
CSCs after carbon ion irradiation in normoxia
DNA damages: Before carbon ion
irradiation, the 4 cell lines were transfected
with a siRNA targeting HIF-1 or with an
irrelevant SiRNA (negative control). Kinetics
of -H2AX foci were realized from 30min to
24h with or without 2Gy irradiation in
normoxia or hypoxia. DNA double strand
breaks (DSB) were counted with Metafer
system® after labeling of γ-H2AX foci.
Results for FaDu-CSCs and non-CSCs are
represented in Figure 2. Firstly, hypoxia
does not alter the DSB repair after carbon
ion irradiation since no difference between
DSBnormoxia and DSBhypoxia (initial and
residual) was observed for the negative
control cells. Secondly, whereas there is no
difference in initial DSBs (normoxia and
hypoxia) when HIF-1 is inhibited, the
residual DSBs at 24h were higher after
irradiation under hypoxia compared with
negative control. These results suggest that
HIF-1 does not play a role in the initiation
of DNA damages but may participate to
DNA repair. Comparable results were
obtained for SQ20B and SQ20B-CSCs after
carbon ion irradiation.
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Future plans
Our results confirm some results previously
obtained at GANIL and demonstrate that
HIF-1 play a critical role in the tumor
escape. Cellular and molecular studies of
the EMT process in response to carbon ions
are currently ongoing with protein samples
prepared during this beam time. Next
irradiation campaign will allow clarifying
the exact role of HIF-1 in the DNA repair
mechanisms in response to carbon ions.
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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
(16J132)
a
a
小泉 雅彦 ，皆巳 和賢 ，坪内 健人 a， 林 直紀 a， 下川 卓志 b
M. Koizumi, K. Minami, K. Tsubouchi, N. Hayashi and T. Shimokawa.
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 low dose irradiation of X-ray
increased the mRNA level of SUN1 variant 888,
on the other hand, carbon ion beam did not.
The migration capabilities of SUN1 variant 888
knock down cells were not enhanced by
X-irradiation. These data suggested that SUN1
variant 888 have important role to X-ray induced
metastatic potentials.

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，引き続き LINC complex
の構成因子であり，昨年度の結果から，X 線照
射と炭素イオン線照射でタンパク発現に違いが
みられた Sad1-UNC84 (SUN)に着目し，研究を
行った．
2. 昨年度までに得られている結果
SUN1 の局在は，その多くが核膜に位置して
おり，炭素イオン線 3.3 Gy を照射された細胞で

1. 研究の目的とバックグラウンド

は，SUN1 の発現量が増加していることが分か

我々はこれまで，炭素イオン線照射により腫

った．一方で， SUN2 の発現量は 3.3 Gy を照

瘍細胞の転移能や血管新生能が抑制されるこ

射された細胞で減少した．SUN1 および SUN2

とを報告してきた．本研究の目的は，その抑制
に至る細胞内分子メカニズムを解明し，転移能，
血管新生能抑制の面から X 線と炭素イオン線

をノックダウンした細胞に炭素イオン線照射し，
24 時間後の遊走能・浸潤能を検討した結果，
SUN1 をノックダウンした細胞の遊走能・浸潤能

の細胞応答の違いを明らかにすることで，炭素

は，炭素イオン線照射の有無に関わらず有意

イオン線を用いた効果的ながん治療法を検討

に抑制された．

することである．
これまでの研究により，炭素イオン線照射後

3. 対象と方法

において細胞骨格関連タンパクである Human

対象：MDA-MB 231(高浸潤性ヒト乳癌細胞

anillin（ANLN）と RhoA および下流分子である

株)方法：MDA-MB 231 が持つ SUN1 variant

myosin light chain 2 (MLC2) のリン酸化が抑

を調べる為に RT-PCR を行い，MDA-MB 231

制されることを証明した．また，ANLN の活性に

細胞が持つ SUN1 variant の種類を同定した．

影響を及ぼし，それ自身も強い転移促進分子
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X 線，炭素イオン線を照射した細胞に対し，
SUN1 variant の mRNA level を検討した結果，
X 線 0.5 Gy 照射された細胞は，48 時間後まで
variant 888 の mRNA level が亢進した．一方で，
炭素イオン線では，888 の mRNA level に亢進
はみられなかった（Fig. 3）．

同定した SUN1 variant を対象細胞に過剰発現
させ遊走能・浸潤能に変化がみられるか検討し
た．対象に X 線（4MV）および，炭素イオン線
(290MeV/u，6cmSOBP)を照射した．細胞遊走
能に関連する可能性のある SUN1 variant をノッ
クダウンさせた細胞を用いて，X 線照射後の遊
走能を評価した．さらに variant 候補を絞り、そ
の variant をノックダウンさせた細胞を用いて，炭
素イオン線照射後の遊走能を検討した．
4.

結果
SUN1 には多くの variant が存在することが報
告されている為，MDA-MB 231 がもつ SUN1
variant の mRNA level を RT-PCR で検討した．
その結果，916 が最も多く，次点で 888，785 が
多いという結果を得た（Fig. 1）．

Fig. 3 X 線・炭素イオン線照射 48 時間後の
SUN1 variant mRNA level の比較
さらに、SUN1 variant 916 および 888 をノック
ダウンさせた細胞を用いて X 線照射後の遊走
能を検討したところ，888 をノックダウンした細胞
の遊走能は放射線を照射されても亢進しないこ
とが分かった（Fig. 3）．

Fig. 1 ヒト乳がん細胞株 MDA-MB-231 がもつ
SUN1 variant の種類
次に，SUN1 variant を過剰発現させ，遊走能・
浸潤能を検討した結果，785 および 888 を過剰
発現させた細胞で有意に遊走能・浸潤能が亢
進した（Fig. 2）．

Fig. 4 SUN1 variant ノックダウン細胞の放射線
照射後の遊走能の変化
そこで、SUN1 variant 888 をノックダウンした細
胞を用いて，炭素イオン線を照射したところ，
888 ノックダウンと negative control の間に有意な
差はみられなかった（data not shown）。
これらの結果から，核膜タンパク SUN が X 線
照射による細胞遊走・浸潤能の亢進に関与す
ることが示唆された．また，炭素イオン線は，
SUN の発現を抑制し，細胞遊走・浸潤能を抑
制するメカニズムが存在する可能性が示唆され
た．

Fig. 2 SUN1 過剰発現による遊走能・浸潤能へ
の影響

a: 大阪大学大学院医学系研究科
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

41

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)
下川卓志1、坂本慶充1,2、東梨佳子1,2
T. Shimokawa1, Y.Sakamoto1,2, R.Azuma1,2

Abstract

ルを用いて、移植腫瘍の増殖に影響の無い線量の

Understanding the development of cancer metastasis

炭素イオン線照射と樹状細胞療法の併用において

is a crucial issue to be resolved in any kind of cancer

顕著に転移が抑制される事(Ohkubo et al. Int J

therapy. Our previous research showed that the

Radiat Oncol Biol Phys. 2010 78:1524-31)、樹状細胞

combination of Carbon-ion (C-ion) irradiation and

の投与方法の至適化および併用療法の分子機構

bone marrow-derived immature dendritic cells (iDCs)

（Ando et al. J Radiat Res, 2017）について報告して

effectively repressed distant lung metastases in cancer

きた。これらの結果は転移制御のために重粒子線

cell-bearing mouse models. However, Our previous
analysis clearly showed the potency of combination

治療と免疫療法の併用が有効である可能性を示唆

therapy depends on the origin of the DCs governed by

するものである。

the genetic background of the mouse strain, and not on
2. 昨年度までに得られている結果

the type of cancer.
To improve outcomes of Carbon-ion RT, we

炭素イオン線と樹状細胞との併用による転移抑

investigate mechanisms of unresponsiveness and

制が複数のがんの種類およびマウス系統で起こる

evaluate

immune

ことを示した。さらに併用効果を誘導できなかっ

checkpoint inhibitors. Our results clearly showed

たマウスモデル（Colon26移植BALB/cモデル）の解

genetic background is a key factor of unresponsiveness

析により、併用効果が起こらないモデルでは照射

impact

of

combination

with

to the C-ion - DC combination treatment, and the

されたがん細胞による樹状細胞の活性化がおこな

combination is able to induced systematic immune

いこと、宿主の遺伝的背景が影響していることを

response and regress distant tumor.

明らかにした。さらに樹状細胞の投与において、
静脈注射でも効果が誘導できること、炭素イオン

1. 研究の目的とバックグラウンド

線が光子線より低線量でより効果的に併用効果が

炭素イオン線治療はその物理・生物学的特性か

誘導できる機構について明らかにしてきた。

ら従来の放射線治療に抵抗性の腫瘍に対しても有
効であり、良好な治療成績が得られている。しか

3.照射対象物の種類と数、照射ヒームの種類

し症例によっては局所が制御できても転移によっ

前期 2 回、後期 5 回の照射時間を利用し、免疫

て予後不良となる事がある。そのため、転移抑制

機能を有するマウス(C3H/He, C57BL/6J, BALB/c)

は炭素イオン線治療において重要な課題の一つで

の片足または両下肢に同系統マウス由来のがん細

ある。我々は炭素イオン線照射と他の治療法との

胞を移植するマウスモデルを用いて解析を行った。

「併用療法」による転移の制御の可能性について

移植した腫瘍のうち、一方の下肢に対して炭素イ

検討をすすめてきた。NR-S1マウス扁平上皮癌細胞

オン線(290 MeV/n、SOBP 6 cm)を、10Gy 照射した。

株をC3H/Heマウスに移植した肺転移マウスモデ

また、対照実験としての細胞照射は、炭素イオン
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線(290 MeV/n、Mono, LET 60-80kev/µm)で行った。

先に記述した実験ならびに先行研究に基づいた
遠隔腫瘍制御を目指した我々のこれまでの研究で

4. 今年度の解析結果のまとめ

は遠隔腫瘍の増殖に影響をおよぼすことを示す明

結果 1 : 併用療法適応性の解析

確な結果は全く得られなかった。しかし炭素イオ

これまでの解析により、樹状細胞と炭素イオン

ン線の照射は非照射遠隔腫瘍へも炎症などの影響

線の併用療法による転移抑制には、明確なマウス

を及ぼしていることが、遺伝子解析から示された。

系統による効果の差が確認できている。この治療

近年、抗 PD-1 抗体や抗 CTLA-4 抗体といった免

効果と系統を比べると、Th1 優位である C3H/He

疫チェックポイント阻害剤の顕著な治療効果が報

および C57BL/6J では効果があり、Th2

優位な

告されていることから、炭素イオン線との併用に

BALB/c では効果がなかい。そこでこの遺伝的な

よる遠隔腫瘍制御について検討を行った。我々の

Th1/Th2 優位性との関係を調べるために、併用効果

使用しているすべてのマウスモデルにおいて、両

のなかった BALB/c と同じく遺伝的に Th2 優位な

足に炭素イオン線単独及び抗 CTLA-4 抗体単独治

DBA2 マウスを用いて、併用効果について検討を

療では遠隔腫瘍の増殖には全く影響が認められな

行った。その結果、DBA2 では樹状細胞と炭素イ

かった。一方でその全てのモデルにおいて両者の

オン線の併用療法による転移抑制の併用効果は認

併用により遠隔腫瘍の増殖抑制または治癒が認め

められなかった。上記の事から、遺伝的な Th1/Th2

られた(Fig.1)。本効果については、今後その再現性

優位性と併用効果に関係があることが示された。

とメカニズムについて解析を行う予定である。

ただし、Th1/Th2 優位性を決める遺伝子（群）と併
用療法の効果を決定している遺伝子（群）が同じ
または近傍に位置しているかは今後さらなる解析
が必要である。
H27 年度までの解析により、炭素イオン線が光
子線より低線量から免疫細胞死を誘導することを
示してきた。一方で、免疫細胞死の指標のうち、
HMGB1 の細胞外への放出については、光子線と炭
素イオン線で優位な差が先行研究でも、我々の研
究でも認められていない。そこでこの HMGB1 の
放出を介したシグナル伝達の炭素イオン線と DC
併用療法への関与を明らかにするために、HMGB1

Fig.1：遠隔非照射腫瘍への抗腫瘍効果の誘導

炭素イオン線と抗 CTLA‐4 抗体の併用による、非照射遠隔腫
瘍の常食に対する効果を検討した。赤線は効果のなかった
個体、緑線は装飾抑制の認められた個体を示す。

のレセプターである TLR4 に変異のある C3H/HeJ
マウスを用いて、併用療法の効果について評価を
行った。その結果、この C3H/HeJ マウスでも併用
効果が認められたことから、炭素イオン線と DC
併用療法では HMGB1 を介したシグナル伝達系は
主要な役割を担っていないことが明らかになった。

結果 2 : 炭素イオン線と免疫チェックポイント阻
害剤併用による遠隔腫瘍制御
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1. 放医研放射線障害治療障害分子
Quantitative RedOx Sensing Team (QRST),
Dept. of Basic Medical Sciences for
Radiation Damages, NIRS, QST
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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
(15J185)
a
a
a
野村大成 、足立成基 、梁 治子 、坂巻 靖 a, b、鳥 正幸 a, b、吉留克英 a, b、辻本正彦 b、
野々村祝夫 c、古澤佳也 d、鵜澤玲子 d
T. Nomuraa, H. Ryoa, S. Adachia, Y. Sakamakia, b, M. Toria, b, K. Yoshidomea, b, M. Tsujimotob,
N. Nonomurac, Y. Furusawad, A. Uzawad
Abstract

Gy/count、Ｘ線は、150KeV、20mA、0.5mm Al
＋0.2 ㎜ Cu、線量率 0.97Gy/min である。X 線
遮蔽には、鉛板を用いた。
平成 25～27 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、
前立腺がん、膵がん組織に対し線量依存性の
増殖抑制がみられた。増殖抑制線量効果比よ
り RBE は、Ｃ；約 5、He；2 以下（Fig.1）
、前
立腺がんにおいては 3 Gy までは炭素、ヘリウ
ム、Ｘ線に差はなかった（Fig.2）。微量ヒト
PSA 測定法を確立し、分泌抑制効果（生細胞の
減少）を測定したところ（Fig.2 の×印）、腫
瘍サイズに比例して減少している。

Effectiveness and safety of heavy ions on
human lung, prostate, pancreatic and breast cancer,
and those on normal tissues were examined with
the use of C3H/HeJ/NOs-scid mice. Dosedependent suppressing effects of carbon ion,
helium ion and X-rays were shown on human
lung cancer, prostate cancer, pancreatic and breast
cancer tissues. RBE was C>>He>X in lung cancer,
C>He=X in prostate cancer, C>He=X in
pancreatic cancer, C>>X in breast 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
により、有効かつ安全な重粒子線医療の発展
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）、膵がん組織（175）
と前立腺がん組織(415)、ヒト正常肺組織、甲
状腺組織を医薬基盤・健康・栄養研究所（基
盤健栄研）にて、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 週間後に重粒子線センターにて炭素線、ヘリ
ウム線の照射、基盤健栄研にてＸ線照射を行
い、基盤健栄研にて飼育観察を行った。炭素
線照射条件は、C290MeV/µm、SOBP60mm、φ10cm、
3.596E-5 Gy/count、ヘリウム線照射条件は、
150MeV/µm 、 SOBP60mm 、 φ 10cm 、 3.537E-5
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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・脱色が 14 匹中 11 匹
にみられた（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。
ヒト膵がんにおいては、炭素線ではＲＢ
Ｅ；2.3、ヘリウム線では、ほぼ１であった
（Fig.3）。

2）ヒト正常乳腺への影響
ヒト乳腺組織（1221：46 才）については炭
素線の遺伝子発現の変化におよぼす影響をマ
イクロアレイにより解析中である。12 例の解
析であるが、炭素線、X 線ともに照射線量に比
例して遺伝子発現の変化は増加している。
【今後の方針】
乳がん、肺がん等の病理型による炭素線の
増殖抑制効果の違いを検討する。

ヒト正常肺への影響に関しては、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
変化を比較したところ、照射線量とともに増
加し、炭素線の RBE は 4.6 となり、肺がんの
増殖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（甲状腺；文献 2）
と異なっていた。
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3.今年度の研究内容
28 年度はヒト乳がん組織（502：乳管がん、
1265：浸潤性乳管がん）への炭素線の抑制効
果を調べた。また、正常乳腺組織への影響を
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。

4.今年度の研究成果と解析
1）炭素線によるヒト乳がんの増殖抑制
乳がん（502）の腫瘤体積を Houchins の式
により求め、腫瘍増殖抑制の効果を、Fig.4
に示した。炭素線による増殖抑制効果の RBE
は 3.9～4.4 であった（照射後 45 日）。乳がん
1265 については腫瘍増殖が遅く、29 年度に病
理型の異なる乳がんを用い実験を行う。
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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，若井展英 a，
井上和也 a，大野達也 b，石内勝吾 c，若月優 d，村上健 e

M. Hasegawa, N. Fujitani, E. Shimoda, N. Wakai
K. Inoue, T. Ohno, S. Ishiuchi, M. Wakatsuki, T. Murakami
Abstract
Two human brain tumors (an
ependymoblastoma with wild-type p53 and a
glioblastoma with mutant-typt p53) were
transplanted into nude mice subcutaneously 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 regression and growth
delay following 2, 8, 16, or 32 Gy irradiation.
Tumors were excised for immunohistochemistry 6,
48 hours or 6 weeks after irradiation. A part of
each tumor was fixed in formalin and embedded in
paraffin for histological examination. CD133,
CD44, Nestin, p53, PTEN, Ki67, and GFAP
expressions were evaluated immunohistochemically. (The following are the results of the
ependymoblastoma.)
Tumor regression or growth delay was observed
in every irradiated tumor group compared with the
unirradiated control group. Tumor regrowth was
not observed in most of the tumors of 16- and
32-Gy groups following irradiation; however,
regrowth was observed in some tumors of 8- and
16-Gy groups following irradiation
Apoptosis increased significantly 6 hours after
irradiation, but only a few apoptotic cells were
found and Ki67 LI decreased 48 hours after
irradiation. Most of the tumor cells were small and
round before irradiation. They were intensely
Nestin-positive, weakly CD44-positive, and some
of the tumor cells were weakly CD133-positive.
Following 16 Gy or higher irradiation, residual
tumors cells were enlarged and intensely
CD133-positive 48 hours after irradiation.
However, in some tumors showing regrowth,
tumor cells were small, round, and weakly CD133positive 6 weeks after irradiation as the
unirradiated tumor cells. Increase of Ki-67 LI was
also observed in the tumors.
Conclusions: Human ependymoblastoma with
wild-type p53 showed a growth arrest, a significant
decrease in growth fraction following irradiation.
Residual tumor cells after high-dose irradiation
were enlarged and intensely CD133-positive. But,
it is not clear whether these cells are cancer stem
cells or not. Further examination is in progress.

１．研究の目的と背景
悪性神経膠腫は治療抵抗性で，現在の標準治療
（術後にテモゾロミドと放射線治療を併用）では，
生存期間中央値は２年未満，５年生存率も 10％
程度で，予後不良である．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，近年、個々の腫瘍の感受性に加えて，
癌幹細胞に代表される治療抵抗性細胞が議論さ
れている．平成 23 年度から 25 年度の共同利用研
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を明
らかにすることを目的に研究を行ってきたが、臨
床応用への課題はまだ多い。
Ｘ線等の放射線に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
と比較し，さらに in vivo での腫瘍抑制にどのよ
うに反映するかを明らかにすることを目標とし
てきた．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，重粒子線による難治性神経膠腫の
治療成績改善の基礎の確立することを目指して、
本研究では、神経系腫瘍における幹細胞あるいは
幹細胞マーカー陽性細胞と重粒子線の治療効果
との相関を明らかに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
平成 27 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た．照射後の組織
検索と cDNA マイクロアレイ解析からは，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
46

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与する遺
伝子発現が目立つ傾向を示唆した．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，CD133，
CD44 等の免疫組織化学等を行い，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，詳細は不明であった。平成 26, 27 年
度は特に p53 野生型腫瘍について、照射後の増殖
抑制と組織学的変化との相関についての検討を
開始し、増殖遅延と増殖分画の変動の相関、さら
に一部の腫瘍については、CD133, Nestin 等の変
動についても検討した。

３．今年度の研究内容
p53 野生型の上衣芽腫および p53 変異型の膠芽
腫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回照射を行い，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
アレイ解析を実施して、増殖抑制と幹細胞マーカ
ー、遺伝子発現等との関係を検討した（一部は実
験中または近日実施予定）
。
４．今年度実施結果と解析結果
１）増殖遅延：昨年度までの結果に今年度の結
果を加えて検討した。2Gy のＸ線照射後および炭
素イオン線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，16Ｇy の一部および 32Gy 照射後のマウスで
は６週後まで再増大を認めず、照射部位に皮膚び
らん（後に瘢痕化）を認めた。２）ＨＥ染色、免
疫組織化学：大部分の細胞は、類円形、小型で、
Nestin 強陽性，CD44 弱陽性で，これらには照射
前後で有意な変化を認めなかった。CD133 は弱陽
性であったが、16Gy 以上照射後 48 時間で線維性
間質の間にわずかに残存していた相対的にやや
大型の細胞は、明瞭に CD133 陽性で、陽性率も高
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かった．Ki-67 labeling index (LI)は照射後に
著しく低下し、8Gy 以上照射した群で顕著だった。
ただし、16Gy 照射後でも再増大を示した腫瘍で
は Ki67 LI の再上昇を認めた．
大線量照射後に残存していた大型の細胞は
CD133 強陽性であったが、必ずしも再増大と相関
しているとは言えなかったので、癌幹細胞に相当
するかどうかについてはさらに検討が必要であ
る。なお、大線量照射の追加実験及び p53 変異型
の膠芽腫についての同様な実験を実施中である。

a

b

c
Fig.1 Hematoxylin and Eosin (H.E.) staining :
ependymoblastoma, a) control, b) 48h after
16Gy, c) 6w after 16Gy.

a
Fig.2. Immunohistochemistry for CD133:
ependymoblastoma. a) control, b) 48h after
16Gy
a
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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
Several clinical trials for carbon-ion irradiation (C-ion
RT) combined with chemotherapy have been ongoing
at the National Institute of Radiological Sciences. The
synergistic effect of combination treatment between
C-ion RT and cisplatin remains to be fully examine.
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
an hour 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 and 30 KeV/μm). However, there were
no significant differences of those in higher LET of
C-ion RT (70 KeV/μm).
Conclusion: This result suggested that lower LET
showed a trend of synergistic effect, 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、放射線医学総合研究所では、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、
未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。
放射線医学総合研究所で行われた『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
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療法併用症例で 54%、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 = 0.01)。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 (Spread out
Bragg-pesk: SOBP）において炭素イオン線は高
LET 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。放射線医学総
合研究所で行われている炭素イオン線治療では
例えば 400 MeV/u で SOBP が 150 ㎜であると体
内での LET は 10 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。
２．昨年度までの結果
初期の実験結果として低 LET での化学療法併用
群では化学療法非併用の重粒子線単独群とで有
意差を認めたのに対して、高 LET での化学療法
併用では両群に有意差を認めなかった。
３．今年度の研究内容
昨年度と同様の実験を追加し、結果の再現性の
確認を行う。また正常組織細胞（Fibroblast）を
用いて、正常細胞における増感効果を検討する。
照射対象物: ヒト子宮頸癌細胞 (HeLa 細胞)、ヒ
ト線維芽細胞 (AG0157)
照射ビーム: 炭素イオン線 290 MeV/u
炭素イオン線照射を 13 KeV/μl、30 KeV/μl、70
KeV/μl と異なる LET で照射を行う。
照射 1 時間前にシスプラチン (5 μM) 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 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
結果① ヒト子宮頸部腺癌細胞
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 2 Gy 照射時の生存率がそれぞれ、
13 KeV/μl 単独群: 0.53 ± 0.067
13 KeV/μl 併用群: 0.31 ± 0.064
30 KeV/μl 単独群: 0.33 ± 0.032
30 KeV/μl 併用群: 0.27 ± 0.068
70 KeV/μl 単独群: 0.092 ± 0.036
70 KeV/μl 併用群: 0.081 ± 0.014
（図 2）であり、CDDP による増感比率はそれぞ
れ 13 KeV/μl: 1.78 ± 0.34 (p < 0.01)、30 KeV/μl: 1.24
± 0.17 (p < 0.05)、70 KeV/μl: 1.19 ± 0.17 (p = 0.1) (統
計学的解析は non-paird t test を使用)であった。
13, 30 KeV/μl では有意な CDDP による増感効果を
認めたのに対して、70 KeV/μl では有意な増感効
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果を認めなかった。
図2

結果② ヒト線維芽細胞
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 2 Gy 照射時の生存率がそれぞ
れ、
13 KeV/μl 単独群: 0.39 ± 0.0028
13 KeV/μl 併用群: 0.24 ± 0.0018
30 KeV/μl 単独群: 0.21 ± 0.0022
30 KeV/μl 併用群: 0.23 ± 0.0018
70 KeV/μl 単独群: 0.025 ± 0.0013
70 KeV/μl 併用群: 0.021 ± 0.0004
であった。
(参考文献)
Kitabayashi et al. ONCOLOGY REPORTS 15:
913-918, 2006
量子科学技術研究開発機構、放射線医学総合研究
所病院
Hospital, National Institute of Radiological Sciences,
National Institutes for Quantum and Radiological
Science and Technology

Experiment No. 15J197

Function of non-coding RNAs in regulating heavy-ion induced biological effects.
(15J197)
G ZHOUb, H PEIb, L LIUb, B LIb, Y FURUSAWAb, R HIRAYAMAa

Abstract: In this project, we planned to study

biological effect on cell cycle arrest after X-rays or
Carbon ions irradiation.

the function of non-coding RNAs in regulating
heavy-ion induced biological effects and establish
mathematic models to evaluate the benefits of particle
therapy. During HIMAC experiment, we found a
heavy ion radiation sensitived LncRNA PHL13 and it’s
overexpression caused tumor cells’ survival rate
decreased for 72%. LncRNA PHL13 significantly
inhibit

polymerization

localization

of

PC4

of

G-actin

protein.

and

nuclear

Therefore,

we

hypothesized that lncRNA PHL13 regulates heavy ion
induced apoptosis by targeting Actin-PC4 pathway.

Background and Objectives:

Fig1 LNC CRYBG3 is down-regulated in M phase and its

With increasing incidence and mortality, cancer is

overexpression leads to cells binucleated.

the leading cause of death and is a major public health

(A) Flow cytometry profiles of cell cycle assay. A549 cells were

problem. Lung cancer has the highest incidence and

20,000 cells were counted for each sample. Ctrl, sham control; NC,

stained with propidium iodide and examined with flow cytometer.

mortality rates in China[1]. Heavy ions, with its unique

negative control adenovirus; LNC CRYBG3, A549 cells infected

inverted depth dose distribution and higher relative

Cell cycle distribution of A549 cells after overexpress or inhibiting

with LNC CRYBG3 antivirus and subcultured for 24 hours. (B)

express of LNC CRYBG3 for 24h.

biological effectiveness, will be a better way for

NC, negative control

adenovirus. Sh1 or sh2, short hairpin RNAs of LNC CRYBG3 .

[2]

radiotherapy . In this study, we would like to study

(C)

Comparison of G2/M phase cells among different treatments. ). Data

the biological effects of heavy-ion in the sight of long

are represented in mean±SE of three independent experiments. P

non-coding RNAs.

were presented. (D) Morphology of A5409 cells 48 h after infection

values between LNC CRYBG3-infected cells and negative control

with LNC CRYBG3. Cytoplasms were visualized by 18S RNA in

Activities and results in FY 2016:

situ FISH (Red) and nuclei by DAPI staining (blue). GFP

■Through deep sequencing, we found 464 lncRNAs

demonstrates the LNC CRYBG3 adenovirus-infected cells.

(E)

after exposure to radiation. Lnc RNA PHL13 highly

Quantification of binucleated cells. Data are represented in

expressed when exposured to carbon or iron ions

CRYBG3-infected cells and negative control were presented.

mean±SE of three independent experiments. P values between LNC

■ Overexpressed lncRNA PHL13 inhibited cell

compared with X-rays. LNC PHL13 has significant
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Experiment No. 15J197

mitosis.

Figure 2 The vaginal mitotic division was observed under a confocal
laser

scanning

microscope.

GFP

demonstrates

the

adenovirus-infected cells. A total of 18 hours were taken.

■ LncRNA PHL13 expression inhibits G - actin
polymerization.
Figure 4 RNA pull down and RIP assay showed

lncRNA PHL13

interact with beta-actin .

It’s quite important for revealing the mechanism of

Figure 3 LncRNA PHL13 inhibits G - actin polymerization.

heavy ions’ lethal effects to tumor cells. Cytoskeleton
collapse is likely to be a good starting point.

By biotin-labeled RNA pulldown assay, we found
lncRNA PHL13

interacted

with

Actin

References:

protein.

Immunofluorescence assay showed the overexpressed

[1] Chen WQ: Cancer statistics: updated cancer

lncRNA PHL13 led the loss function of Actin. But it

burden in China Preface. Chinese J Cancer Res 2015,

seemed to cause no effects on tubulin.

27(1):1-1.
[2] Mobaraki A, Ohno T, Yamada S, Sakurai H,
Nakano T: Cost-effectiveness of carbon ion radiation
therapy for locally recurrent rectal cancer. Cancer
science 2010, 101(8):1834-1839.

Figure 4 Immunofluorescence of lncRNA PHL13and Tubulin .

■lncRNA PHL13 interact with beta-actin.
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効率的な細胞老化促進によるがん抑制法の基礎研究
Promotion of cellular senescence as an effective cancer treatment
（15J199）
a,b
a,b
b
b
b
b
砂田成章 、金井英樹 、Younghyun Lee 、安田武嗣 、平川博一 、劉翠華 、
b
a
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藤森亮 、上坂充 、岡安隆一
S. Sunada, H. Kanai, Y. Lee, T. Yasuda, H. Hirakawa, C. Liu, A. Fujimori, M. Uesaka, R. Okayasu
Abstract
We focus on cellular senescence of cancer
cells to achieve efficient cancer therapy using
heavy ions and DNA-PK inhibitor. In the
present study period, we found even non-toxic
concentration of DNA-PK inhibitor NU7441
for normal cells induced significant
radio-sensitization in non-small cell lung
cancer (NSCLC), A549 and H1299 cells not
only with X-rays but also with carbon ions. In
particular, the concentration of NU7441 does
not seem to show DSB repair inhibition in
irradiated
cells.
Moreover,
relatively
radio-resistant H1299 cells showed more
effective radio-sensitization with NU7441.
NU7441 also induced p53 independent
senescence and strong G2/M arrest in irradiated
H1299 cells. The most significant combination
effect was observed in carbon irradiated cells
with NU7441. These results indicate that
non-toxic concentration of DNA-PK inhibitor
causes not DSB repair inhibition but G/M arrest
induced radio-sensitization, moreover p53
status plays a role in the combined therapy of
carbon ions and NU7441. We believe our study
will help improve clinical outcome of the
combined therapy with heavy ions.
1． Purpose and Background
The purpose of this study is to find how to
accelerate cellular senescence in cancer cells
for contribution to radiation therapy. Recently,
cellular senescence for cancer was focused on
to suppress cell growth in cancer cells. Several
studies reported that heavy ion radiation and
DNA-PK inhibition with X-rays accelerated
cellular senescence in cancer cells[1, 2]. In
particular, heavy ions induced cellular
senescence in p53 deficient cell line despite
p53 was essential for senescence. However, the
combined effect of DNA-PK inhibition with
heavy ions has not been well known. In order
to investigate the detailed, we adopted NU7441
52

Fig. 1. Radio-sensitization in X- and carbon irradiated
A549 and H1299 cells with non-toxic concentration of
NU7441. Survival fraction in A549 (A) and H1299 (B)
cells after indicated treatments were determined by
clonogenic survival assay. Data represent mean ± SD
from three independent experiments.

as a specific DNA-PK inhibitor and carbon ions
as a heavy ion radiation. These studies would
also shed a light on DNA repair mechanisms in
high LET irradiated cells with DNA-PK
inhibition.
2． Results in past years
We investigated the combined effect of
heavy ions and NU7441 mainly for cellular
senescence last year. In order to confirm the
effect above, clonogenic survival assay,
senescence
associated
beta-galactosidase
(SA-βGal) assay, western blotting for p21
expression and cell cycle analysis were
performed. For irradiation, X-rays and carbon
ions (290 MeV/n, 50 keV/μm) were used. For

drug treatment, NU7441 was pretreated for 1 h
before irradiation and kept treating until each
assay. NSCLC, A549 (p53 wild type) and
H1299 (p53 deficient) cells were used.
Non-toxic concentration of NU7441 (0.3
μM) still showed significant radio-sensitization
in A549 and H1299 cells irradiated with X-rays
and carbon ions (Fig. 1). In cellular senescence
analysis, the combined treatment increased
SA-βGal positive cells not only in A549 cells
but also in H1299 cells. The results indicate
that NU7441 treated H1299 cells experience
p53 independent cellular senescence. In cell
cycle analysis, even non-toxic concentration of
NU7441 induced strong G2/M arrest in both
X-rays and carbon ions. In particular, NU7441
treated H1299 cells showed remarkable
increase of G2/M arrest with irradiation (Fig.
2).
3． Studies for this year
We have investigated an additional aspect of
the radio-sensitization induced by non-toxic
concentration of DNA-PK inhibitor. We have
evaluated DSB repair for this year.

Fig. 3. Low concentration of NU7441 does not seem to
show double strand break (DSB) repair inhibition in
X-ray-irradiated and carbon-irradiated non-small cell
lung cancer (NSCLC) cells. The quantification of DSB
was analyzed by gamma-H2AX signal using flow
cytometry 1, 4 and 24 h after 4 Gy of irradiation. The
fold change of the gamma-H2AX level at the indicated
time after irradiation was calculated with respect to
control (without irradiation and NU7441). DSB repair
kinetics with 0.3 and 3 lM NU7441 were analyzed in
A549 cells irradiated with X-rays (A) and carbon ions
(C), and in H1299 cells irradiated with X-rays (B) and
carbon ions (D). Data represent mean ± SD from at least
two independent experiments.

Then interestingly, we have found that 0.3
µM of NU7441 did not induce DSB repair
inhibition in A549 and H1299 cells irradiated
with not only X-rays but also carbon ions (Fig.
3). The combined results in last and this year
indicate that non-toxic concentration of
DNA-PK inhibitor NU7441 may induce
radio-sensitization not by DSB repair inhibition
but G2/M cell cycle arrest, then resulted in
inducing cellular senescence and others[3].
These findings would contribute to future
radiation therapy including heavy ion
treatment.
[References]
1.
Fig. 2. Prolonged G2/M arrest induced by NU7441
treated NSCLC cells irradiated with X-rays and carbon
ions. Cell cycle distribution after indicated treatments
were analyzed 24 h after 4 Gy irradiation using flow
cytometry. The figures show cell cycle distribution in
A549 cells (A) and in H1299 cells (B). Data represent
mean ± SD from at least three independent experiments.
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哺乳動物 ES 細胞に対する重粒子線の影響の解析
Effect of heavy ion particles to mouse ES cells at NIRS-HIMAC
(14J265)
a
吉田佳世 、木津あかね、江口-笠井清美 b、森田隆 a
K.Yoshidaa, A.Kizua, K.Eguchi-Kasaib, T.Moritaa

存された 2 回目のＥＳ細胞サンプルが回
収された。2016 年 5 月には、3 回目が回
収され、2017 年には 4 年目のサンプル回
収が予定されている。これらのサンプル
について、宇宙放射線による DNA 損傷や
染色体異常を検出し、その影響を考察す
る予定である。

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
have been keeping the ES cells in ISS for
about 3 months. We have got the second
sample on February 23th in 2015 and will
get the final samples in May of 2017.
This year we analyzes the effects of
space radiation to gene expression of
mouse ES cells using Agilent Expression
Array.

2. 昨年度までに得られている結果
凍結マウス ES 細胞のリン酸化ヒストン
H2AX フォーカスを FACS により定量的に解
析するための予備実験としてフィーダー
細胞の放射線（Ｘ線）による定量的な解析
凍結 ES 細胞と凍結 MEF 細胞に Fe イオン線
(500Mv)を、0,0.5,1,2,5Gy を照射した。
FACS 解析における DNA 損傷定量、の予備
実験のため、凍結 MEF 細胞 2×106 個の細胞
に X 線を 0, 5Gy 照射後 3 時間培養後、ト
リプシン-EDTA にて収集し、2％PFA で細胞
固定をおこなった。DNA 損傷は、抗γH2AX
抗 体 (Millipore) 、 二 次 抗 体 は Alexa
fluore488 標識抗マウス IgG 抗を用いて行
い、DNA 量は Propidium Iodide (PI)にて
染色し、フローサイトメーターBD LSRII
を用いてγH2AX 陽性細胞の蛍光強度の変
化を解析した。0Gy と 5Gy の X 線照射し
た MEF 細胞のリン酸化 H2AX の発現は、
5Gy の X 線照射したリン酸化 H2AX 陽性
の細胞集団が上方にシフトしていること
から、5Gy 照射細胞のリン酸化 H2AX 陽
性細胞が増加していることを示すことが
できた。

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、
長期的な有人宇宙飛行、有人火星探査な
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収された。
さらに、2015 年 2 月には、1 年 11 か月保
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3. 今年度の研究内容
今年度の研究は、種々の粒子線をマウス
ＥＳ細胞に照射し、その影響を染色体異常、
γH2AX 抗体によるフォーカス形成、遺伝子
発現などで解析し、宇宙放射線を被ばくし
たサンプルとの比較を行うための実験を
行った。マウスＥＳ細胞で、ヒストンＨ２
ＡＸ遺伝子の野生型、ヘテロ、ホモのノッ
クアウト細胞について、Fe 線（500 Mev/u）
で、0.2ＧｙおよびＧｙで照射実験を 3 回
図 1．地上と ISS で 3 年間保存したマウス
行った。また同様の実験を Si (490 Mev/u),
ES 細胞を 2，8，24 時間培養後、RNA を抽
Ne (400 Mev/u), He (150 Mev/u), C (290
出して、遺伝子発現を Agilent Expression
Mev/u)でも行った。これらのサンプルは現
Array により解析した。
在、照射後凍結中である。平成 29 年 5 月
a 大阪市立大学大学院医学研究科遺伝子制御
に、宇宙保管 4 年目のサンプルの回収と同
学,
時に、地上でのコントロールとして解析を
b 放射線医学総合研究所
始める。
謝辞
本実験は放射線医学総合研究所重粒子線
共同研究費および、JAXA および日本宇宙フ
ォーラムとの共同研究費で実施された。

４．今年度の研究成果と解析結果
地上とＩＳＳにおけるＤＮＡ修復関連遺
伝子発現の解析
今年度は、ＨＩＭＡＣ照射サンプルは、地
上実験の標準として、まだ使用していない
が、ＩＳＳに約 3 年間冷凍保存したマウス
ＥＳ細胞と地上（つくば）で保存したサン
プルについて、遺伝子発現をジーンチップ
を用いて比較した結果を示す。3 年経過し
たＥＳ細胞を融解後、2 時間、8 時間、24
時間後に、細胞を集め、ＲＮＡを抽出した。
それぞれのＲＮＡについて、Agilent chip
mouse hole genome のチップを用いて、全
ゲノム遺伝子発現を比較した。その結果、
（１）2 時間から 8 時間とさらに 24 時間へ
の時間経過で全般的に遺伝子発現の増加
がみられるが、ＩＳＳと地上群で、ほとん
どの遺伝子でとくに発現の変化がみられ
る遺伝子は少なかった。
（２）この傾向は
主たるＤＮＡ修復関連遺伝子についても
同様で、哺乳動物細胞では放射線による修
復遺伝子の転写の顕著な誘導があまり見
られないことと一致した。現在、種々の重
粒子線照射サンプルを保存しているので、
これらについても同様に解析し、線量との
関係を検討する予定である。

論文とシンポジウム、ワークショップ発表
(1) JW.Norbury T. Morita, et al. Galactic
cosmic ray simulation at the NASA Space
Radiation Laboratory, Life Sci Space Res
(Amst). 8:38-51 (2016)
(2) 吉田佳世 1)，木津あかね 1)，北田紘平 1)，
秦 恵 2)，江口－笠井清美 3)，寺村岳士 4)，
鈴木ひろみ 5)，嶋津 徹 5)，永松愛子 6)，
矢野幸子 6)，白川正輝 6)，長田郁子 7) ，笠
原春夫 7) ，F. A. Cucinotta 8)，森田 隆；
凍結マウスＥＳ細胞を用いた宇宙放射線
影響の解析：宇宙航空環境医学会・宇宙生
物科学会合同大会シンポジウム、名古屋
(2016)
(3) K. Yoshida, A. Kizu, K. Kitada, M. Hada2, K.,
Eguchi-Kasai, T. Teramura, H. Suzuki, T.
Shimazu, S S. Yano, M. Shirakawa, I. Osada,
H. Kasahara, F. A. Cucinotta, T. Morita. Space
Experiment to estimate effects of space
radiation mouse ES cells in ISS; ワークショ
ップ「粒子線を利用した研究へのいざな
い」日本放射線影響学会大 59 回大会、広
島, (2016)
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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
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２．昨年度までの研究内容
カンキツ類には、１つの種子から複数の実
生が生じる多胚性のものがあり、母系のク
ローンである。これらを利用したカンキツ
照射条件の検討とイネ乾燥種子への照射
を中心に実験を行ってきた。照射区は炭素
イオンビーム（290MeV/u、LET 20kev/μm）
10、15、20、30、40、50、60、75、100Gy
とした。地上部のみへの照射を行うために、
通常のシャーレの照射野に向けて芽を伸
ばし、一方で、コリメータを調整し照射野
を遮断した領域に根を張らした試料を調
整した。これにより、根の損傷による生長
不良を回避した照射体群を作出した。
その結果、10〜40Gy はそのまま生育す
るが、50Gy からは一度芽の生育は停止し、
その後 7〜10 日を経て、新芽が伸びること
が判明した。また、75Gy〜は枯死すること
も分かった。よって、50Gy 辺りの照射区
の利用法について検討したところ、矮化・
極小化した変異体が得られた。この変異体
に対し、既報の手法１）に基づく改良 RAPD
法を用いて DNA 多型検出を進めたところ、
多型を示すパターンが検出された。さらに、
この塩基配列を決め、より検出のし易い
500bp の多型バンドをデザインし、一個体
内の地上部（葉）と根のパターン検出を行
った。これまでに、この照射体の根はコン

４．今後の展開
カンキツ（シキキツ）では 50Gy 辺りの照
射区で、キメラ性のない変異誘発が期待で
きる。接ぎ木により増殖した植物体の成長
に合わせ、キメラのチェック、DNA 多型検
出を進め、DNA マークを作成すると同時に、
新芽誘導等の栽培技術や試料調整による
変異導入の高効率化を目指す。イネでは
M2 植物体育成を進め、得られた DNA 多型
を有し、形態・形質に変異のない系統を標
的とした選抜を行う。また、カンキツも含
め、DNA マーキングの過程で生じた変異体
についても育種利用の展開を図る予定で
ある。

トロールと同じパターンとなることが判
明した。
イネ類では、農研機構・作物研究所が開
発（育成）し、今後国内外での育成・生産
が期待される品種である「あきだわら」の
乾燥種子を供試し、カンキツと同じ条件の
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た。
このうち、M1 植物の育成を経た M2 植物（幼
植物体）での多型検出を進め、３つの多型
パターンを検出した。
３．今年度の研究成果と解析結果
カンキツ類： シキキツ照射体の DNA 多型
検出し、照射体の根はコントロールと同パ
ターンであることから、変異が地上部にの
み起きていることが示された。地上部の
DNA 多型は複数の枝から採取した葉でも同
じ結果となり、キメラ（モザイク）性はな
い、ないしは非常に低いと判断し、接ぎ木
による増殖実験を開始した（図１）。
イネ科植物：これまでに M1 植物の育成を
経た M2 植物での多型検出を進め、３つの
多型パターンを検出できている。これらの
系統を中心に M2 植物の育成を進め、形
態・形質調査を進めている（図２）。

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
b．株式会社 向山蘭園
c. 放射線医学総合研究所

図１ カラタチ台木への照射体の接ぎ木

図２ あきだわら M2 系統の育成
（DNA 多型の検出された系統由来）
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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 1、坂本慶充 1,2、東梨佳子 1,2、中西郁夫 1, 松本謙一郎 1
T. Shimokawa1, Sakamoto1,2, R. Azuma 1,2, K. Matsumoto1, I. Nakanishi1
Abstract

事象を引き起こし、患者のQOLや治療成績の低下を

Radiation induced pneumonitis and consequential

引き起こす。肺がん治療での胸部放射線照射後に起

pulmonary fibrosis are well known serious adverse

こる有害事象は，放射線肺炎・肺線維症が特に重篤

reactions of thoracic radiation therapy (RT).

な晩発障害として知られている。一般的な放射線治

Although clinical reports have indicated that the

療では、肺がん治療患者の5-15%に照射1-6ヶ月後に

risk of adverse effects by the carbon-ion (C-ion) RT

放射線肺炎が発症している。一方で、炭素イオン線

is lower than conventional RT, it is still important

治療ではグレード３以上の有害事象は定位放射線

to understand the molecular and pathogenic

治療に比べ少なく、分割回数を減らした治療におい

mechanisms

for

ては認められていない(1)。しかし今後、重粒子線治

improvement of C-ion RT. We aim to identify the

療の適応が拡大され、より進行期症例の治療を行う

underlying mechanisms, which can become novel

際には、現在よりも広範囲に対し照射するような治

targets for prevention or treatment of radiation

療も必要になると予想される。そのような場合には

induced adverse reactions.

正常肺組織への照射線量も相対的に増加する事か

behind

these

symptoms

We locally irradiated the thorax of C3H/He and

ら、一般的な放射線治療と同様にその長期的影響や

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

予防・治療法の検討が必要となる。

mono-energetic beam) and subsequently performed

本研究では、マウス肺晩期障害実験モデルを用い

histological analyses.

て重粒子線治療後の有害事象発症メカニズムを明

At the previous report, we showed the timing of

らかにし、その有効な治療・予防法の確立を最終的

irradiation during the day influenced survival rate

な目的とする。

after irradiation in both strains. Therefore, we

2. 昨年度までに得られている結果

investigated early reactions, which are related with
the irradiation-time dependent adverse reactions.

胸部局所照射による放射線肺炎/線維化発症に関

We found that there is a clear correlation between

するマウス系統差を利用した実験を行ってきた(2)。

cell proliferation in spleen and irradiation timing

こ れ ま で の 実 験 に よ り 、 1) C3H/He(♀) と

dependent adverse reactions.

C57BL/6J(♂)の交配 F1 マウスが放射線肺炎/線維化
発症の感受性に関して C57BL/6J と同じ表現形を示

1.

すこと、2) SOBP 中心での照射と mono-energetic

研究目的とバックグランド
放射線によるがん治療においては、正常組織への

beam、LET13kev/µm での照射においての同程度に晩

ダメージ量が照射線量の制限となるため、その制御

発死が誘導されること、３）C57BL/6J マウスと

は重要である。過剰な正常組織へのダメージは有害

C3H/He マウスにおいて照射時刻による有害事象発
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症に差があることを明らかにした。

再生モデルとして今期より照射対象として追加したプ
ラナリアの放射線感受性について評価を行った。先行し

3.

今年度の研究内容

て行った X 線への放射線感受性実験の結果を元に 1-4Gy

前期 1 回、後期 2 回の利用時間の配分を受けた。

の炭素イオン線照射を行い、その生存率を測定した(Fig.2)。

C3H/He マウスおよび C57Bl/6J マウスに炭素イオン

その結果、2Gy 以上では明確な線量依存性は認められな

線(290MeV/n, mono-energetic beam, LET 13keV/µm)

かったが、どの線量でも同様の経時変化を示した。一方

を照射し、経時的に観察を行った。さらにプラナリ

でこの経時変化は X 線照射実験とは大きく異なっており、

ア に 対 し て も 炭 素 イ オ ン 線 (290MeV/n,

線質の違いによる組織再生に対する効果の違いを示して

mono-energetic beam, LET 13keV/µm)を照射し、経時

いる可能性が考えられる。

的に観察を行った。
120

今年度の研究成果と解析結果

100

A）照射時刻による肺線維症発症への影響の検討
昨年までの実験により、肺晩発障害感受性な
C57BL/6J マウスと肺晩発障害抵抗性な C3H/He マウ
スの両系統において有害事象発症に照射時刻が強

生存率 (%)

4.

80
60

く影響することが明らかになった。そこで、今年度

20

はその系統差に寄与する早期の変化について検討

0

を行った。照射後一ヶ月まで比較解析を行ったとこ

0Gy
1Gy
2Gy
3Gy
4Gy

40

0

3 6

9 12 15 18 21 24 27 30

ろ、脾臓における細胞増殖に照射時刻による差が認

Fig. 2：プラナリアの炭素イオン線感受性試験

められた。

プラナリアに対し、全身照射を行い、その後 4 週間生存率を比較
した。

B) 晩発影響に影響する初期応答の解析
今期、照射実験を行ったうち、2mm slit を介した
照射実験(fig.1 )については、照射野中の肺ならびに

(1)

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

皮膚の経時的変化について現在解析中である。

Fig.1

1. 放医研放射線障害治療障害分子

2mm 幅 Slit で

の炭素イオン線照射に

Quantitative RedOx Sensing Team (QRST), Dept.

よる皮膚の晩発影響。

of Basic Medical Sciences for Radiation

(A)2mm 幅 Slit 通過後

Damages, NIRS, QST
2. 東邦大・院・理学研究科・生物分子科学専攻

の炭素イオン線の線量

Toho univ, Dept. Molecularbio. Sci.

分布。(B) 照射半年後の
C57BL/6J マウス。照射
した部分の毛が白くな
っている。
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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）
二宮康晴、王冰、田中薫、丸山耕一、劉強 a、藤田和子 b、笠井清美、村上正弘、
根井充
Yasuharu Ninomiya, Bing Wang, Kaoru Tanaka, Kouichi Maruyama,Qiang Liua, Kazuko
Fujitab, Kiyomi Eguchi-Kasai Masahiro Murakami and Mitsuru Nenoi
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 revealed
in AR-inducible condition 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. Accelerated HIR with carbon (15keV/μm),
iron (200KeV/μm) and neon (30keV/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., carbon+neon,
significantly
increased number
of
endogenous
CFU-S was observed, while under AR-uninducible
condition, i.e., carbon+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 related to the
suppression of challenge radiation-induced lethality. To
elucidate the AR mechanisms, the anti-oxidative capacity
as measured by 8OHdG was studied in the nucleated
bone marrow cells. Results showed that under
AR-inducible conditions, increased anti-oxidative
capacity was observed, while under AR-uninducible
condition, no increase was detectable except for the
priming dose from carbon particles at a dose of 0.1 Gy.
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。この放射線誘発適応応
答の研究は、現象が発見されて以来 30 年あまりの歴史が
60

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、in
vitro 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(Wolff et al.
1991; Marples and Skov 1996; Vares et al. 2011a & 2011b)、in
vivo 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放射線誘発適応応答のメカニ
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放射線誘発適応応
答のメカニズムは、「米澤効果」においては、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)は骨髄死の抑制を示唆していた。
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、X 線のみを照射に用いた場合には既に放射線誘
発適応応答条件下での増加が示されている、内因性脾コ
ロニー (造血幹細胞数の指標の一つである)の数につい
て(Yonezawa et al. 2004)、重粒子線によって放射線誘発
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、DNA 修復能及び抗酸化
能の変化について研究を進め、詳細な分子機構の解明を
行なった。

2． 26,2７年度に得られている結果
放射線誘発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、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

た。
今後は、これまでのデータをまとめて論文にしていく予定で
ある。

線、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、前照射炭素イオン線＋本照射ネオンイ
オン線でコロニー数の増加が見られた。また、放射線誘発
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、前照射鉄イオン線+本照射 X 線、前照射炭
素イオン線＋本照射鉄イオン線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。

3． ３年目最終年度の今年度の研究内容
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 約
15KeV/μm)、鉄イオン線(500MeV/u , mono- beam, LET 約
200 KeV/μm)、ネオンイオン線(400MeV/u , mono-beam , LET
約 30KeV/μm)を使用した。放射線誘発適応応答誘導の
ポジティブコントロールとして、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：エンドポイントとして内因性脾コロニーの数を評価す
るため、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、放射線誘発適応応答が誘導さ
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。DNA 修復能及び抗酸化能の解析は、蛍光免疫
染色法を用いたフローサイトメーターにより行なった。DNA 修
復能についてはγH2AX 抗体を用いて評価し、抗酸化能に
ついては 8OHdG 抗体を用いて評価した。

図１：内因性脾コロニー(内因性 CFU-S)
の変化
低線量炭素線前照射＋高線量ネオン線本照射
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内因性脾コロニー数については、27 年度に内因性のコ
ロニー数の増加は見られたが、統計的には有意な増加に
はいたらなかった、炭素イオン線＋ネオンイオン線の組み合
わせについて、サンプル数を増やすことにより、コロニー数
が有意に増加するという結果がえられた(図 1)。このことは、
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。
更に、分子機構の解明のため、抗酸化能の変化の解析
を１群６匹で８週齢の骨髄にて行なった。その結果、マウス
個体死の放射線誘発適応応答が認められる６週齢に炭
素線 0.45Gy を前照射した群において、p=0.05 の有意差に
近い 8OHdG の低下を見出した。また、放射線誘発適応応
答が認められない炭素線 0.1Gy 前照射においても、有意な
8OHdG の低下を見出した。放射線誘発適応応答が認めら
れないネオンイオン線及び鉄イオン線においては、前照射に
よる 8OHdG の低下はなく、逆に 8OHdG の有意な亢進が見出
された(図 2)。以上の結果より、炭素線 0.1Gy 前照射以外
では、個体死の放射線誘発適応応答と 8OHdG の低下に
相関が見られた。8OHdG の低下は、抗酸化能の亢進を示
唆すると我々は考えている。このため、抗酸化能の亢進は
放射線誘発適応応答の要因の１つであることが示唆され
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図２：A. 炭素イオン線前照射。B.ネオンイ
オン線前照射。C.鉄イオン線前照射。
統計は t-検定にて行なった；
*：p<0.05、**：p<0.01。

無印 放医研

a.
b.

放射線医学研究所(中国)
つくば国際大学
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「重粒子線を用いた根治的不整脈治療の開発」
―高脂血症加齢モデルを用いた心房細動の抑制効果―

Effect of targeted heavy ion irradiation for the atrial fibrillation
in aged and hypercholesterolemic rabbits (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

Results: Four aged-HC +THIR rabbits and four
aged-HC rabbits were prepared for this study.
Serum cholesterol levels (mg/dL) were 819 ±
228 mg/dL in aged-HC, 835 ± 217 mg/dL in
aged-HC +THIR (n.s). Analysis of atrial late
potential showed significant improved by THIR;
P width was decreased and RMS20 was
increased in aged-HC +THIR rabbits (89.8 ±
17.0 ms; 12.2 ± 0.5 µV) compared with that of
aged-HC rabbits (91.5 ± 15.7 ms; 1.5 ± 0.5 µV)
(RMS20, P <.01). The findings of
echocardiograms were not different between two
groups. AF was induced in 0% in
aged-HC+THIR, 100% in aged-HC (P <.05).
Conclusion: THIR improved the depolarization
abnormalities, and significantly reduced AF
incidence. The future research to investigate the
mechanism of anti-arrhythmic effect will be
needed.

Background: The incidence of atrial fibrillation
(AF) increased with aging and dyslipidemia. The
patient population reached to a million people in
Japan. AF is not fatal arrhythmia but associated
with a bad prognosis from the perspective of
frequently causing an ischemic stroke. However
there are few limited therapeutic options
fundamentally preventing AF. We have previous
reported that a single targeted heavy ion
irradiation (THIR; 15 Gy) to rabbit hearts
decreased a reduction of vulnerability to
ventricular arrhythmias (VT/VF) after
myocardial infarction.
Objective: The purpose of this study was to
investigate the effect of THIR for AF using aged
and hypercholesterolemic (HC) rabbits.
Methods: New Zealand white rabbits aged
43-48 months (n = 8) were fed HC chow
(aged-HC) for 8 weeks. Single targeted heavy
ion irradiation (THIR, 15 Gy) was applied for 4
aged-HC rabbits (HIMAC, Chiba, Japan). The
other 4 aged-HC rabbits without THIR were
used as controls.
In vivo examinations were performed for the
rabbits 2 week after THIR; atrial late potential in
SAECG, echocardiograms with the parameters
of left ventricular dimensions/contractility/
diastolic function, and AF incidence under the
Ach infusion in electrophysiological study.

1.

研究の目的とバックグラウ ンド
心室細動が致死性不整脈であるのに対し、
罹患後の患者の QOL を極端に低下させる
不整脈として心房細動 (AF) の存在があげ
られる。AF は加齢と脂質異常により発生頻
度が増し、我が国の患者数は 100 万人にも及
ぶ。心原性血栓による脳梗塞の合併は社会的
予後不良な疾患であるとともに、医療経済に
及ぼす影響も大きい。しかしながら AF を
予防する根本的な治療法は非常に限られて
いる。
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± 15.7 ms, RMS20; 1.5 ± 0.5 µV に対して, 重
粒子照射モデルで P width; 89.8 ± 17.0 ms,
RMS20; 12.2 ± 0.5 µV と後者で RMS20 の
有意な改善を呈した。
心臓超音波を用いた心機能評価において、非
照射モデルで EF; 78.0 ± 2.8%, FS; 43.0 ±
4.8%, E/A 1.2 ± 0.1, DT; 87.3 ± 8.9 ms に対し
て, 重粒子照射モデルで EF; 74.8 ± 2.2%,
FS; 41.3 ± 2.1 %, E/A 1.1 ± 0.2, DT; 72.0 ± 14.2
ms と両群で有意差は認められなかった。
電気生理学実験による AF 誘発試験を施行し
た結果、発生頻度は重粒子照射モデルで 0%
(0/4) , 非照射モデルで 100% (4/4)であった。

いままで我々はウサギ心筋梗塞モデルを
用 い て 重 粒 子 線 照 射 (targeted heavy ion
irradiation ; THIR) に よ る 心 室 不 整 脈
(VT/VF) の抑制作用を明らかにしてきた。今
回は加齢および高脂血症を有したウサギを
用いて、AF に対する重粒子線の抗不整脈作
用を検証する。
2.

昨年度までに得られている結果
昨年度までは若年の 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
間継続投与後、THIR 15Gy (290MeV/u) 単回
照射を施行した。電気生理学検査による評価
では、致死性心室不整脈の易誘発性を有意に
減弱させた。その際、収縮能および拡張能に
影響を与えなかった。交感神経マーカーの免
疫染色および生体心電図解析の結果から病
態心における交感神経過剰増生の抑止と興
奮伝導および再分極時間の改善が明らかと
なった。

5. 結語
ウサギを用いた加齢＋高脂血症モデルに
対する重粒子線照射は、心房細動の易誘発性
を有意に減弱させた。その際、収縮能および
拡張能に影響を与えなかった。心電図解析の
結果から照射後の心房興奮伝導の改善が明
らかとなった。
6. Limitation
興奮伝導ならびに再分極時間不均一性の
改善に関与する心房のギャップジャンクシ
ョンジャンクションタンパク（コネキシン
40）についてたんぱく解析および病理学的検
討を行う必要性がある。

3.

今年度の研究内容
加齢ウサギを用いて高脂質食を連続 8 週
間投与し、合計 8 例の HC モデルを作成し
た。4 例に THIR 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)。
【解析項目】
① 体重、血清コレステロール値計測
② 加算平均心電図: 心房遅延電位
③ 心臓超音波検: EF, FS, E/A, DT
④ 電気生理学検査: AF 誘発

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
線医学総合研究所 4
Department of Cardiovascular Medicine1 and
Support Center for Medical Research and
Education2 Tokai University, Kanagawa, Japan,
Department of Cardiovascular Medicine, Ebina
General Hospital Cardiovascular Center,
Kanagawa, Japan3, National Institute of
Radiological Sciences, Chiba, Japan4

4.

今年度の研究結果
照射後 2 週間経過した時点で、解析実験
を行った。体重は, 非照射モデルで 3.6 ± 0.37
kg, 照射モデルで 3.7 ± 0.12 mg/dL であった
(n.s). 血清コレステロール濃度は, 非照射モ
デルで 819 ± 228 mg/dL (開始時の 46 倍), 照
射モデルで 835 ± 217 mg/dL (開始時の 42 倍)
であった (n.s).
加算平均心電図を用いた心房遅延電位の計
測においては、非照射モデルで P width; 91.5

成果報告なし（今年度学会発表予定）
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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、冨樫和樹 a、下川卓志 b
G. Arimura, K. Togashi, and T. Shimokawa
Abstract

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環境（特
に、温度）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、様々な植物に寄生
して葉を吸汁加害する重要害虫のハダニ
の特異的な捕食性天敵であるチリカブリ
ダニ（Phytoseiulus persimilis）（Fig. 1）に
重粒子線を照射することによって、環境
適応や捕食性などに優れたカブリダニ系
統を作出し、有用天敵種創出のための基
盤の構築を試みた。温度適応力に優れる
等の特性をもつ有用カブリダニ品種を作
出することで、我が国におけるカブリダ
ニ種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。
これまで重粒子線照射による節足動物
への変異誘導に関してはほとんど試され
ることは無かったが、昨年度までの共同
利用研究における予備実験を通して、重
粒子線種の選抜およびアッセイ手法の確
立に努めた。これらの確立されたシステ
ムを用いて、
本年度は重粒子線 Ne
（10 Gy）
を照射したチリカブリダニの熱耐性能力
を検証した。

The predatory mite Phytoseiulus
persimilis is biological control agents that
play an important role in pest management
against spider mites in agriculture.
Because these predatory mites 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. However, in
hot, dry conditions, the predatory mites
are reported to be less active some effort
should be made toward developing "heat
tolerant" strains. The objective of our
study is, therefore, to generate the mutated
predaotory mites that advance in
environmental adaptability and feeding
prey, by irradiation of Ne ions at
NIRS-HIMAC.
On each experiment, the 10,000
predatory mites were irradiated at 10 Gy,
and subclutured, and their offsprings
were used for heat tolerance assay at
40C. We are currently trying to isolate
the candidate of the mites that are tolerant
to heat stress.
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
て抵抗性をもつ難防除害虫の防除策とし

Fig. 1 チリカブリダニ
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2. 今年度の研究内容
チリカブリダニ（スパイデックス：アリスタ
ライフサイエンス株式会社から購入）の雌雄成
虫を対象に Ne イオンビーム（10 Gy）を
照射した。照射後のカブリダニ（Ne 株）
を飼育・繁殖させ、次世代ダニを用いて
熱耐性アッセイを実施した。Ne 株および
コントロールである非照射カブリダニ
（野生株）は共に、40℃の外気温度で 24
時間もしくは 18 時間処理した。
3. 今年度の研究成果と解析結果
昨年度に確立した照射条件と熱耐性ア
ッセイ法（Fig. 2）を用いて、高温抵抗性
カブリダニ変異体のスクリーニングを試
みた。
Ne（10 Gy）イオンビームを照射した
Ne 株を照射後、定常の外気温（24℃）で
飼育・繁殖させ、次世代（第 2 世代）の
カブリダニに対して 40℃の熱処理を施し
た。40℃の熱処理を 24 時間施した Ne 株
および野生株では、共に生存できる個体
を得ることは出来なかった。そこで、熱
処理の時間を 18 時間に短縮することによ
り、野生株において 10~20%程度の生存率
が期待できる条件（事前に検証済）で再
度スクリーニングを試みた。その結果、
Ne 株の第 2〜4 世代のアッセイ後の生存
率は 10~20%程度となり、これらは野生株
と比べて差異は認められなかった。
今後は、Ne（10 Gy）イオンビームもし
くは Ne（20 Gy）イオンビームを照射し
た株の熱耐性アッセイを継続して行う。
さらに、高温適応性のみならず、チリカ
ブリダニ系統低温適応性、ハダニ類の捕
食率、ハダニに食害された植物から放出
される匂いに対する誘引率を非照射ダ
ニと比較することで、放射線の影響につ
いて評価したい。

Fig. 2 チリカブリダニの熱耐性アッセイ

Fig. 3 40℃の熱処理（18 時間）後のチリ
カブリダニの生存率

a.

東 京 理 科 大 学 基 礎 工 学 部 ; Faculty of
Industrial Science & Technology, Tokyo
University of Science
b.
量研機構放医研; National Institute of
Radiological Sciences, QST
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放射線感受性マウスにおける重粒子線発がんの被ばく時年齢依存性
The carcinogenic effect of radiosensitivity mouse after exposure to heavy ions
（15J292）
a
a
a
柿沼志津子 、鶴岡千鶴 、尚 奕 、森岡孝満 a、甘崎佳子 a、山崎隼輔 a、鬼頭靖司 b、
塚本智史 b、島田義也 a
S. Kakinumaa、C. Tsuruokaa、Y. Shanga、T. Moriokaa、Y. Amasakia、S. Yamazakia、S. Kitob,
S. Tsukamotob, Y. Shimadaa
Abstract

の宇宙飛行の実現間近等を考えた時、放射線感受性
グループ(家族性がん症候群)の重粒子線による生
物影響を明らかにすることは大変重要であると考
えられる。
そこで本課題では、ゴーリン症候群のモデルマウ
スである Ptch1 遺伝子ヘテロ欠損マウスにおける重
粒子線による発がんの被ばく時年齢依存性を明ら
かにすることを目的とする。
さらに、我々は国際宇宙ステーション「きぼう」
船内実験室の宇宙実験候補テーマに採択され、家族
性がん症候群のモデルマウスをはじめとする 7 系統
の凍結胚を「きぼう」船内に約 1 年間（2015.4〜
2016.5）保管した。地上保管群の一部の凍結胚を用
い、重粒子線被ばくの影響を明らかにする。

There are insufficient data at present to provide
information on cancer risk after radiation exposure,
especially that to heavy ions, during the fetal and
childhood periods. We studied the effects of
age-at-exposure on radiation-induced cancer and life
shortening in a mouse model of a familial cancer
syndrome where carriers of an inherited Ptch1 mutation
are known to be radiosensitive. Ptch1 heterozygous
mice were irradiated on postnatal day 1 (PN1), 4 (PN4)
and 10 (PN10) with 0.05 to 0.5 Gy of 290 MeV/u
carbon ions (13 keV/µm). After irradiation, mice were
observed daily until they became moribund. Mice of all
experiments, including the non-irradiated group,
developed medulloblastoma after around age of 80 days.
Incidence of medulloblastoma increased in a
dose-dependent manner in the PN1 and PN4 groups.
On the other hand, incidence of medulloblastoma in the
PN10 irradiated group was lower than that of the
non-irradiated group.

2.

1．研究の目的とバックグラウンド
これまでに、将来における重粒子線治療の小児へ
の適応、また若年者の宇宙環境利用を見据えて、重
粒子線による発がんと被ばく時年齢依存性の関係
を明らかにしてきた。具体的には胎生 17 日齢、1
週齢、7 週齢時のマウスに炭素線（290 MeV/u）13
keV/µm を 1 回もしくは 4 回照射（1 週間おきに 4 回）
し、その後の寿命および発がん頻度と被ばく時年齢
との関係を調べた。
放射線感受性には個人差があり、遺伝的にがんを
高発する家系（網膜芽細胞腫、リンチ症候群、家族
性大腸腺腫症、ゴーリン症候群等）が存在する。こ
れら家族性がん症候群の個人が被ばくした際、がん
のリスクが高くなる可能性があると考えられる。そ
の理由として、これら症候群では、がん抑制遺伝子
の片方のアレルに変異があるため、残りの正常アレ
ルに変異が生じるだけでがん抑制遺伝子が失活す
るためである。近年の重粒子線治療の増加、民間人

67

昨度までに得られている結果
生後 1、4、10 日齢の Ptch1 遺伝子ヘテロ欠損マ
ウスへ炭素線（290 MeV/u）13 KeV/µm を 0.05〜0.5
Gy 照射した。照射後、低線量棟 SPF 室において遺伝
子型を決定し（野生型とヘテロ型が生まれるため）、
ヘテロ欠損マウスのみ終生飼育を開始した。毎日、
健康観察を行い、健康状態の悪化が見られたマウス
より、解剖を行い、病理診断および分子解析を行う
ためのサンプリングを開始した。
3．今年度の研究内容
・《放射線感受性マウスにおける重粒子線発が

んと被ばく時年齢依存性》
2016 年 4 月（3 日間連続）に照射実験を行った。
マウスはマシンタイムにあわせ生後 1 日齢、生後 4
日齢、生後 10 日齢になるよう自然繁殖した。マウ
スは終生飼育を行うため、低線量棟 SPF マウス室を
利用し、我々が以前に作製した SPF 動物用照射容器
を用い、SPF 環境下のまま照射を行った。線源は炭
素線（290 MeV/u）13 keV/µm、線量は 0.2 および 0.5
Gy とした。照射匹数は、生後 1 日齢 85 匹、生後 4
日齢 30 匹、生後 10 日齢 11 匹だった。自家繁殖に
おいて Ptch1 遺伝子が野生型とヘテロ型のマウスが
生まれるため、照射後に遺伝子型を決定し、ヘテロ

欠損マウスのみ終生飼育を開始し、毎日健康観察を
行い、健康状態の悪化が見られたマウスより、解剖
を行った。
・《宇宙放射線の胎児期被ばくへの影響》
2 細胞期凍結胚に 2016 年 6 月、鉄線（500 MeV/u）
を 0.2 および 1.0 Gy 照射した。凍結胚のマウス系
統 は B6C3F1 、 C57BL/6JApc/min 、 C3B6F1Gptdelta 、
C.B17-Scid の 4 系統を使用した。照射後、凍結胚を
融解し、代理母へ移植した。胎生 18 日目（出産予
定 1 日前）に解剖を行い、着床胚率および胎児数を
算出した。さらに、2016 年 9 月（3 日連続）に凍結
胚と同じ 2 細胞期に相当する胎生 1.5 日目のマウス
へ炭素線（290 MeV/u）13 keV/µm、の照射を行った。
系統は B6C3F1 と C3B6F1Ptch1+/-の 2 系統、 線量は
0.2 および 1.0 Gy を用いた。照射後、出産・離乳後、
終生飼育を開始した。
4．今年度の研究成果と解析結果
・《放射線感受性マウスにおける重粒子線発が

んと被ばく時年齢依存性》
これまでに計 3 回（9 日間）のマシンタイムで生
後 1 日齢照射 0.05 Gy 群 29 匹、0.1 Gy 群 45 匹、0.2
Gy 群 25 匹、0.5 Gy20 匹、生後 4 日齢照射 0.1 Gy
群 52 匹、0.5 Gy 43 匹、生後 10 日齢 0.1 Gy 群 51
匹、0.5 Gy 群 37 匹の Ptch1 遺伝子ヘテロ欠損マウ
スへ照射を行い、非照射 45 匹とともに終生飼育を
開始した。すべての実験群において生後 80 日前後
より髄芽腫の発生が認められ、解剖および病理、分
子サンプルの採取を開始した。また、髄芽腫発生は
生後約 1 年でほぼ終了している。解剖時に確認した
髄芽腫の発生率を算出した。その結果、生後 1 日齢
および 4 日齢照射群では線量依存的に髄芽腫の発生
率が増加し、生後 10 日齢照射群では照射線量によ
らず、非照射群に比べ発生率が低下していた。今後、
終生飼育を続けると共に病理解析・診断を行い、髄
芽腫をはじめとするがんの発生率等を解析する。
・《宇宙放射線の胎児期被ばくへの影響》
鉄 線 を 照 射 し た B6C3F1 、 C57BL/6JApc/min 、
C3B6F1Gptdelta、C.B17-Scid、4 系統の凍結胚における
着 床 胚 率 お よ び 胎 児 数 を 算 出 し た 。 B6C3F1 、
C57BL/6JApc/min、C3B6F1Gptdelta の 3 系統は、鉄線 1.0 Gy
を照射した場合でも、胚は生存し胎児になることが
わかった。しかし、C.B17-Scid は照射群だけではな
く非照射群においても生存胚から胎児にはならず、
照射以外に問題があることがわかった。
胎生 1.5 日（2 細胞期）B6C3F1 および C3B6F1Ptch1+/マウスへ照射を行い、B6C3F1 0.2 Gy 群 74 匹、1.0 Gy
群 49 匹、C3B6F1Ptch1+/- 1.0 Gy 群 29 匹の終生飼育を
開始した。
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重粒子線組織障害に対する FGF 防護効果に関する研究
Protective effects of FGFs on tissue injury by C-ion irradiation
（15J294）
川野光子 a、梅田禎子 a、小池幸子 b、藤田真由美 a、今井高志 c、中山文明 a
M. Kawano, S. Umeda, S. Koike, M. Fujita, T. Imai and F. Nakayama
Abstract

ンマ線による皮膚および小腸での放射線障害に

The clinical application of carbon ions is one of

対する予防・治療効果を検討した結果、複数の

most effective and safety cancer therapy. Because it is

FGF が強力な防護効果を有することを報告して

easy to control the irradiation focus of carbon ion

きた 1),

beam, side effects on normal tissues are considered to

による組織障害に対しても FGF が防護剤として

be kept to a minimum. However, exposure to normal

有効であるか検討することを目的とした。まず、

tissue is not nil, irradiation doses are restricted.

マウスの全身に重粒子線を照射し、腸管に障害を

Therefore, development of protective and therapeutic

誘導する線量を crypt assay により検討し、重粒子

agents has potential to sublimate the carbon ion

線障害マウスモデルを作製した。このモデルを利

therapy to more powerful cancer therapy tool. Some

用して、重粒子線による組織障害／修復に関与す

of fibroblast growth factor (FGF) are reported to have

る FGF の同定を試みた。また、ガンマ線による検

protective effects against radiation injury. Previously,

討において、野生型 FGF1 に比べて高い防護効果

we evaluated the effects of some FGFs on skin and

を示した FGF 変異体および FGF1 融合タンパク質

intestinal injury by gamma-ray irradiation and

が、重粒子線による組織障害に対しても予防・治

reported that multiple FGFs have not only protective

療効果を示すか解析し、重粒子線障害防御因子と

but also therapeutic effect against radiation injury.

して機能する可能性を検討した。

2), 3)

。そこで、本研究課題では、重粒子線

These results suggested that FGFs have potential to
promote tissue regeneration from remaining stem cells,

2.

and then there are possibility that FGFs could be

(1) 重粒子線照射による放射線障害の評価

前年度までに得られている結果

protective/therapeutic agent against carbon ion injury.

重粒子線照射による放射線障害を評価するマ

In this study, we firstly tried to make mice model

ウスモデルを構築するため、既に放射線腸管障害

representing normal tissue injury by carbon ion

を誘導することを確認済みのガンマ線 10 Gy 照射

irradiation. To determine the radiation doses small

後 3.5 日目と同等の腸管障害を誘導する炭素イオ

intestine would be injured, crypt assay was performed.

ン線の線量を検討した。我々の目的は、腫瘍に重

Using this mice model, we examined the protective

粒子線を照射した際に正常組織を放射線障害か

effect of FGF1 fusion protein on normal intestinal

ら防護するための FGF の機能解析であることか

injury by carbon ion irradiation.

ら、低 LET ゾーン（RBE を 1.2～1.5 程度と予測）
における照射を実施し、6.0～9.0 Gy にて検討した。

1.

炭素イオン線照射後 3.5 日における crypt assay の

研究の目的とバックグラウンド

結果、γ線 10 Gy 照射と同等の炭素イオン線の線

重粒子線は、生物学的効果が高く、照射深度の
調節が容易であることから、正常組織への副作用

量を 7.5 Gy と換算した。

を最小限に抑えて体内のがん病巣に集中的に照

(2) 重粒子線による腸管障害マウスモデルを用

射できる放射線治療技術である。しかしながら、

いた FGF 防護能の検討

周囲の正常組織への被ばくは皆無ではない。した

中山らはγ線を用いた検討により、FGF 受容体

がって、重粒子線組織障害を予防・治療する技術

への反応性を増した FGF1 変異体や細胞内移行能

があれば、これまで以上に重粒子線は癌治療のパ

を増加させた FGF1 融合タンパク質が腸管障害に

ワフルなツールとなり得る。研究分担者である中

対し防護能を有することを報告した

山は、線維芽細胞増殖因子（FGF）に着目し、ガ

線においても同様の効果が得られるのか検討す
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2), 3)

。重粒子

るため、FGF1、FGF1 変異体および FGF1 融合タ

なかった。

ンパク質を腹腔内に投与し、12 時間後に 7.5 Gy

(2) FGF 投与時期の検討

の 炭素 イオン 線（ 290 MeV/u, 6 cm-SOBP） を

照射 24 時間前の投与では FGF1 および FGF1 融

BALB/c マウス（8 週齢、♂）の全身に無麻酔にて

合タンパク質による重粒子線腸管障害防護能は

単回照射した。クリプトアッセイにより、投与し

同等であったのに対し、照射 12 時間前の投与で

た FGF 群が重粒子線による腸管障害を防護する

は、FGF1 融合タンパク質が FGF1 に比べて優位に

可能性を検討したところ、FGF 群の投与により腸

防護能を示し、その効果も 24 時間前投与に比べ

管障害が防護される可能性が見出されたものの、

て高かった。

FGF 間での効果の違いは認められなかった。

(3) アポトーシス解析
炭素イオン線 8.0 Gy の照射 12 時間前に 10 μg

3.

または 100 μg の FGF1 または FGF1 融合タンパク

今年度の研究内容

重粒子線障害マウスモデルを用いた重粒子線腸

質を腹腔内投与し、照射 24 時間後の腸管におけ

管障害に対する FGF 防護能の検討

るアポトーシスの頻度を TUNEL アッセイにより

(1) 照射線量の再検討

解析したところ、FGF1 は 100 μg 投与した場合の

FGF1、FGF1 変異体または FGF1 融合タンパク

み、クリプトあたりのアポトーシス細胞の減少が

質を BALB/c マウス（8 週齢、♂）の腹腔内投与

見られたのに対し、FGF1 融合タンパク質におい

し、12 時間後に炭素イオン線（290 MeV/u, 6

ては、10 μg の投与でも優位にアポトーシスを抑

cm-SOBP）7.5 Gy および 8.0 Gy を照射し、投与す

制し、更にその効果は濃度依存的であることが示

る FGF により腸管障害の防護効果に違いが見ら

唆された。
以上の結果から、炭素イオン線 8.0 Gy の照射に

れるか検討した。
(2) FGF 投与時期の検討

より、重粒子線腸管障害マウスモデルが構築され、

重粒子線による腸管障害をより効果的に防護

防護効果の検討が可能となった。また、細胞内移

する FGF 投与条件を検討するため、炭素イオン線

行能を増加させた FGF1 融合タンパク質は、重粒

照射の 12 時間および 24 時間前に FGF1 または

子線による腸管障害に対する防護能を有し、その

FGF1 融合タンパク質を腹腔内投与し、防護効果

機序の一端はアポトーシスの抑制であることが

を検討した。

示唆された。引き続き、作用機序解析として、細

(3) アポトーシス解析

胞周期への影響や DNA 損傷修復に対する効果等

FGF1 融合タンパク質による重粒子線腸管障害

を検討する。

防護効果について、その機序を検討するため、照
射後 24 時間目の腸管サンプルを用いてアポトー
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拘束ストレスによるマウスの重粒子線感受性修飾に関する研究
Modification of biological effects of heavy-ion irradiation by chronic restraint-induced stress
(16J295)
勝部孝則，藤森亮，王冰，中島徹夫，丸山耕一，劉翠華，二宮康晴，平川博一，田中薫，
新井ひろみ，岩井妙子，佐久間恭子，広部定男，小久保年章，根井充
T. Katsube, A. Fujimori, B. Wang, T. Nakajima, K. Maruyama, C. Liu, Y. Ninomiya,
H. Hirakawa, K. Tanaka, H. Arai, T. Iwai, K. Sakuma, S. Hirobe, T. Kokubo and M. Nenoi
Abstract
Psychological stress (PS) has been
suggested to increase the risk of various
health conditions including cancer development.
It appeared that PS due to the fear of the health
effects of ionizing radiation (IR) and to the
prohibition from doing outdoor activities is a
major health concern in nuclear accidents. A
recent study on Trp53-heterozygous mice
showed that chronic restraint-induced PS
(CRIPS) could attenuate Trp53 functions and
promote radiocarcinogenesis. This report had a
big impact on the academic and a sensational
effect on the public, especially the residents
living in the radioactively contaminated areas.
It also raised a matter in future Mars mission,
in which astronauts will stay in a closed small
space over a long time and be exposed to
cosmic rays.
To elucidate the possible effects of PS on
IR-induced health consequences, we previously
conducted a series of investigations in which
the biological responses of mice to total body
X-irradiation under CRIPS were examined. In
this project we will farther examine the
possible synergistic effects of CRIPS and Fe
particle irradiation. In FY2016, we obtained
tissue samples from mice exposed to CRIPS
and/or Fe particle radiation. Cellular and
molecular analyses of the tissue samples are
now under being taken.
１．研究の目的とバックグラウンド
心理的ストレスは、免疫系への作用等
を通じて、発がんを促進することが知られ
ている[1]。放射線事故においては、放射線
に対する恐怖心や屋外活動の制限などによ
る心理的ストレスが健康に大きく影響し、
年齢が低いほどその作用が強いとの報告も
ある。最近、p53 ヘテロ（p53+/-）マウスを
用いた身体拘束実験系で、心理的ストレス
によって癌抑制遺伝子 p53 の機能が抑制さ
71

れ、放射線発がん感受性が高まるとする報
告がなされた[2]。この報告は、放射線事故
に際する被災者の心理的ストレスが放射線
リスクを上昇させる機構が存在することを
示している点において大きな意味を有して
いる。一方、火星探査に向けた長期宇宙ミ
ッションにおいて、長期間に渡って閉鎖空
間に拘束される宇宙飛行士の宇宙放射線リ
スクを検討する上でも大きな問題である。
身体拘束は忌避感・恐怖感により分泌
されるホルモンやサイトカインの影響によ
り免疫抑制、粘膜上皮細胞再生抑制等に作
用することが知られている心理ストレスの
実験モデルである。我々はこれまでに、心
理的ストレスが子供の放射線影響に相乗的
に作用する可能性を検討するために、野生
型幼若マウスの身体拘束ストレス実験系を
構築し、X 線の影響について多面的な解析
を行ってきた[3, 4]。本研究では、宇宙放
射線の中で特に生物影響の大きな Fe イオ
ン線に注目し、その健康影響に対する身体
拘束の修飾作用を、細胞生物学、分子生物
学的な手法により評価する。
２．今年度の研究内容
今年度は、 p53+/- マウスを用いた身体
拘束実験系を構築し、Fe イオン線照射後に
各種臓器試料を取得した （図１）。
表１に示す６つの実験群を設定した。
+/p53 オスマウス（C57BL/6N）を放医研（技
術安全部）において生産した。６週齢から、
１日６時間（午前９時～午後３時）の身体
拘束を、２８日間毎日実施した。ストレス
ホルモン（corticosterone）濃度を測定す
るために、身体拘束開始後７日目早朝と２
９日目早朝（解剖の直前）に、尿を採取し
た。身体拘束開始後８日目の早朝に、Fe イ
オン（0, 0.1, 2.0 Gy）を照射した。２８
日間の拘束終了後（２９日目）、マウスを解

剖し、血液、骨髄、脾臓、肝臓等の臓器試
料を取得した。脾臓については、脾細胞を
分離培養し、染色体観察用に固定標本を作
製した。

表１
C57BL/6N

身体拘束

Fe イ オ ン 線

1

なし

0Gy

6匹

2

なし

0.1Gy

6匹

3

なし

2Gy

6匹

4

あり

0Gy

6匹

5

あり

0.1Gy

6匹

6

あり

2Gy

6匹

群

p53 + / - ♂
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Nakajima, M. Nenoi, Chronic restraint-induced
stress has little modifying effect on radiation
hematopoietic toxicity in mice, Journal of
Radiation Research, 56 (2015) 760-767.
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図１

３．今年度の研究成果と解析結果
Fe イオン線照射時に７週齢になるよ
う p53+/-オスマウスを生産する必要がある。
上期マシンタイムには間に合わず、８月後
半からマウスの生産（胚移植）を開始し、
１１月～１２月に身体拘束および照射を行
い、各種試料を取得した。拘束７日目の尿
において、身体拘束したマウスに特異的に、
corticosterone 濃度の顕著な上昇が観察さ
れた。この実験系において、身体拘束によ
り心理的ストレスが誘導されているものと
思われる。現在、脾細胞染色体の
fluorescence in situ hybridization
(FISH)法による解析、骨髄細胞における小
核形成頻度の解析が進行中である。
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硫黄化合物のマウスにおける重粒子線感受性修飾に関する研究
Modifying effects of sulfur-containing compounds in mice exposed to heavy-ion radiation.
(16J296)
中島徹夫 1、Guillaume Vares2、二宮康晴 1、王冰 1、勝部孝則 1、田中薫 1、劉翠華 1、平川博一 1、丸山
耕一 1、藤森亮 1、岩井妙子 1、佐久間恭子 1、新井ひろみ 1、広部定男 1、根井充 1
Tetsuo Nakajima1, Guillaume Vares2, Yasuharu Ninomiya1, Bing Wang1, Takanori Katsube1, Kaoru Tanaka1,
Cuihua Liu1, Hirokazu Hirakawa1, Kouichi Maruyama1, Akira Fujimori1, Taeko Iwai1, Kyoko Sakuma1,
Hiromi Arai1, Sadao Hirobe1, Mitsuru Nenoi1
（Abstract）

（ 研 究 の 目 的 と バ ッ ク グ ラ ウ ン ド ）

Radiation induces many molecular alterations in

3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (MPST) or

organisms. Particularly, aiming to living in space,

本研究課題は粒子放射線のリスク評価のための研

we are exposed to many kinds of particle radiation.

究である。今後、宇宙での長期滞在を計画してい

Radiation protectors which are easily taken and

る中で粒子線の影響評価、防護法の開発は重要

have no side effects are expected in cases of

な課題である。肝臓は様々なリスク、毒性の評価に

exposure to radiation environmentally. Some of

利用されている。放射線影響についても多くの研

food factors have been studied for the purpose. One

究がなされている。肝臓は多くのストレス、環境物

of them, garlic oil has characters to reduce radiation

質などの影響を受けやすく複合的な修飾作用を受

effects. However, functions of components of garlic

けやすい臓器でもある（1）。防護物質なども体内に

oil have not been fully investigated, particularly in

取り込まれると肝臓に蓄積するものが多く、放射線

the case of the oral administration. We have already

防護物質の評価臓器としても重要なものである。こ

demonstrated

induced

こではマウスを用いて粒子放射線の肝臓影響を生

micronuclei in HepG2 cells and that one of garlic

化学的な解析でみるとともに粒子線に対する放射

oil

線防護物質の評価を行うことを目的として本研究

that

components,

X-ray
diallyl

irradiation
disulfide

(DADS)

ameliorated the induction. Here, to investigate

課題を申請した。

biochemical changes and DADS-induced effects on

（今年度の研究内容）

radiation damages by Fe-ion irradiation, mice

本 計 画 で は 硫 黄 化 合 物 、 中 で も diallyl

irradiated at 0.1, 0.5 and 2 Gy and administrated

disulfide(DADS)と DAS(diallyl sulfide)を評価する。

with

of

これらはにんにく油の硫黄含有物の主成分（DADS

dose-dependent- or dose-specific -alterations in

は７割程度を占める）として知られ効用も明らかに

amino acids, cytokines, anti-oxidative regulation or

されつつある。効用として硫黄代謝酵素の活性化、

sulfur

as

がんの増殖抑制やアポトーシスの誘起などが報告

3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (MPST) or

されている。硫黄代謝酵素の活性化は放射線防

thiosulfate sulfurtransferase (TST) in the livers. The

護に関わると考えられ（2）,実際にニンニク油はこ

analyses are in progress.

れまでに注射による投与で低ＬＥＴ放射線につい

DADS

were

metabolizing

analyzed

proteins

in

terms

such

て放射線防護作用があることも報告されているが、
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経口摂取による効果は明らかでない。ここでは宇

MPST は DADS の処理で 1 ヵ月後でも発現の上昇

宙空間での防護を対象としており被ばくした場合

がみられた。DADS 非投与群では MPST の発現上

にはリスクの大きい高ＬＥＴの鉄粒子線の防護効果

昇が線量依存的に見られたが投与群では明確で

の検討を対象として行う。

なかった。一方で TST は DADS 投与で発現のわず

・今年度実施された分で照射対象物の種類と数、

かな上昇傾向がみられた。そして非投与群も投与

照射ビームの種類

群も線量依存的に発現の上昇傾向がみられた。抗

Fe 粒子線（500MeV/u、mono-beam）

酸化能の変化として GSH 量について測定したとこ

１回分の種類 個体数

ろ DADS 非投与群では 0.1Gy 以上の照射で GSH

非投与

試 薬 投 与

の増加傾向が１ヵ月後でみられ、DADS 投与非照

線量

（ミネラルオイル）

(DADS0.5%等）

射でも増加傾向がみられた。一方 DADS 投与群で

0Gy

6(匹)

6(匹)

0.1Gy 照射で有意な減少傾向がみられた。

0.1Gy

6(匹)

6(匹)

0.5Gy

6(匹)

6(匹)

ものの解析途上である。詳細は今後報告する。

2Gy

6(匹)

6(匹)

一方で X 線での予備実験で我々は DADS により、

条件

本計画は１年目であり、現在サンプリングをした

骨髄における小核形成が顕著に抑制されることを

5 回/年
（今年度の研究成果と解析結果）

見いだした。防護の観点から DADS の有効性は

DADS(0.5%), DAS(5%) 投 与 し た マ ウ ス に つ い て
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重粒子（炭素）線照射した水溶液試料における初期レドックス状態の反応速度論的解析
Kinetic Analysis for Initial Redox State of Aqueous Samples Irradiated by Carbon-Ion Beam
(16J297)
a

中西郁夫 、小川幸大

a,b

、関根（鈴木）絵美子 a、松本謙一郎 a,b

I. Nakanishi,a Y. Ogawa,a,b E. Sekine-Suzuki,a and K. Matsumotoa,b
Abstract
The redox state of H2O after irradiation of low
linear energy transfer C-ion beam (13 keV/µm) was
evaluated using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical
(DPPH•), which was solubilized in water by
β-cyclodexstrin.
The dose dependence of the
decrease in the absorption band due to DPPH• after
the C-ion irradiation is similar to that after
X-irradiation.
On the other hand, DPPH• was
significantly more susceptible to the C-ion beam than
to X-ray in isopropyl myristate, a saturated fatty acid
ester.
1. Introduction
Quantitative evaluation of changes in the redox
state induced by low linear energy transfer (LET)
radiations, such as X-rays and the plateau region of
heavy-ion beams, via formation of reactive oxygen
species (ROS) is of considerable importance to
eliminate the adverse effects of radiation therapy on
normal tissues.
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH•), a stable radical even at room temperature, is
known to undergo reversible one-electron reduction
and oxidation with a characteristic change in color of
its solution (Fig. 1). However, the insolubility of
DPPH• in water has precluded its use as a redox probe
in aqueous systems. Recently, we have succeeded in
solubilizing DPPH• in water by β-cyclodextrin
(β-CD).1,2 The inclusion complex of DPPH• with
β-CD (DPPH•/β-CD) thus obtained enables us to
evaluate the redox state of aqueous and non-aqueous
samples using the same redox probe, DPPH•. In fact,
DPPH•/β-CD was demonstrated to be a powerful tool
to evaluate the reducing power of water-soluble
antioxidants.1,2 In this study, DPPH•/β-CD was used

Fig. 1

Redox behavior of DPPH•
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as a redox probe to evaluate the redox state of aqueous
solutions after low-LET C-ion and X-ray irradiations.
2. Experimental
All the chemical reagents used in this study were
commercially obtained and used as received. The
water used in this study was freshly prepared with a
Milli-Q system (Millipore Direct-Q UV 3). The
solubilization of DPPH• in water by β-CD was carried
out according to a literature procedure. 1,2 Because
DPPH•/β-CD could not be isolated, its aqueous
solutions contain free β-CD.
All the samples (1.5 mL each in a microtube) were
irradiated
by
290
MeV
carbon
beam
(C290MONOΦ10, 13 keV/µm) using the HIMAC at
room temperature. X-irradiation was carried out
using a Shimadzu Pantak HF-320 at a dose rate of
1.79 Gy/min (200 kVp, 20 mA, 0.5 mm Al + 0.5 mm
Cu filter) at room temperature. UV-vis spectra were
measured using an Agilent 8453 photodiode array
spectrophotometer. In each case, it was confirmed
that the absorbance changes, ΔAbs (= A – A0, where A
and A0 are denoted to the absorbance at 527 nm after
and before irradiation, respectively) derived from at
least three independent measurements.
3. Results
Low-LET (13 keV/µm) C-ion irradiation to
DPPH•/β-CD in H2O resulted in a decrease in the
absorption band at 527 nm due to DPPH•. This
suggests that ROS, such as •OH, generated by the
C-ion beam may oxidize DPPH•. The absorbance at
527 nm linearly decreased with increasing the
radiation dose (Fig. 2). From the linear plot of the
values vs the radiation dose, the slope was determined
to be –3.2 × 10–3 Gy–1 (Table 1). When H2O was
replaced by methanol (MeOH) or acetonitrile (MeCN)
without β-CD, the slopes were about twice larger than
that in the case of DPPH•/β-CD in H2O (Fig. 2 and
Table 1). When isopropyl myristate (IPM), one of
saturated fatty acid esters, the slope was much larger
compared to those in H2O, MeOH, and MeCN (Fig. 2
and Table 1).

to the C-ion beam than to X-ray.
Further
experiments are underway using liposome systems as
a cell model.

Fig. 2 Dose dependences of the absorbance change (ΔAbs)
due to DPPH• after C-ion irradiation (13 keV/µm) of DPPH• in
H2O (●), MeOH (□), MeCN (▲), and IPM (○).

Fig. 3 shows an effect of H2O on the decay of
DPPH• after C-ion irradiation in MeOH.
No
significant effect on the slope of the linear plot was
observed upon addition of H2O (Fig. 3 and Table 1).
Thus, the smaller slope in the case of DPPH•/β-CD in
H2O may not be caused by H2O but by free β-CD. In
fact, β-CD was reported to react with •OH with a rate
constant k = 9 × 109 M–1 s–1.3 These results indicate
that the free β-CD should be removed to use
DPPH•/β-CD as a redox probe for the samples, where
highly reactive ROS, such as •OH, are generated.

Fig. 4 Dose dependences of the absorbance change (ΔAbs) due
to DPPH• after C-ion (●) or X-ray (○) irradiation of DPPH• in
various solvents.
Table 1 Slopes of the linear plots of the absorbance changes
(ΔAbs) vs radiation doses.

a

Fig. 3 Dose dependences of the the absorbance change
(ΔAbs) due to DPPH• after C-ion irradiation (13 keV/µm) of
DPPH• in H2O (●), MeOH (□), MeOH–H2O (3:1 v/v) (▲),
and MeOH–H2O (1:1 v/v) (○).

When C-ion was replaced by X-ray, the slope
values of the linear plots in H2O containing β-CD,
MeOH, and MeCN were about the same as those in
the case of C-ion (Fig. 4 and Table 1). These results
suggest that the redox state after low-LET C-ion
irradiation is similar to that after X-irradiation in these
solvents. In the case of IPM, however, the slope
after X-irradiation was significantly smaller than that
after C-ion irradiation (Fig. 4 and Table 1). Thus,
significantly larger amount of reactive species to
oxidize DPPH• may be produced after C-ion
irradiation than X-irradiation in IPM. These results
suggest that lipid molecules may be more susceptible
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Solvent
H2Oa
H2Oa
MeOH
MeOH–H2O (3:1 v/v)
MeOH–H2O (1:1 v/v)
MeOH
MeCN
MeCN
IPM
IPM

Containing free β-CD.

Beam
C-ion
X-ray
C-ion
C-ion
C-ion
X-ray
C-ion
X-ray
C-ion
X-ray

Slope / Gy–1
–3.2 × 10–3
–3.8 × 10–3
–6.5 × 10–3
–6.3 × 10–3
–7.1 × 10–3
–6.7 × 10–3
–6.5 × 10–3
–6.0 × 10–3
–1.3 × 10–2
–7.8 × 10–3
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重粒子線感受性に影響を与える末梢性 NMDA 受容体の解析
Analysis of peripheral NMDA receptor affecting carbon-beam irradiation
(16J298)
高井伸彦 a，大神正次 a，鵜澤玲子 b，平山亮一 b，中村沙織 a，大庭義史 a
N.Takai a, M. Ohgami b, A. Uzawab, R.Hirayama b，S.Nakamura a, Y.Ohba a
Abstract

The intestinal crypt stem cells in gut have a high
growth potential and radiosensitivity, it is
dose-dependently reduced by heavy-ion irradiation and
intestinal death occurs by arrest of epithelial cells
supply in high dose area. The radiation to abdominal
cancer, for example uterus and bladder, could give
impairments not only on tumor but also on gut nearby
target. Therefore, the development of radioprotective
agents for gut may contribute to more effective and less
harmful heavy-ion therapy. N-methyl-D-aspartate
receptor (NMDAR) is one of glutamate receptors and
NMDAR antagonist has been reported to prevent the
radiation-induced injuries in the central nervous system.
Thus, we examined whether the peripheral NMDAR
activation is a possible cause of gut injuries in mice
irradiated with carbon-ion beam. We compared the
dose-dependent change in the number of crypts after
irradiation between treated MK-801 (0.1 mg/kg), a
noncompetitive NMDAR antagonist, and untreated
mice in order to confirm a MK-801 radioprotective
effect on crypts. Compared with sham group, the
number of crypts in MK-801 group was significantly
increased at 12.0 Gy or over. The radiolabeled
[3H]MK-801 was intravenously injected with C3H
female mice received 9 Gy whole body irradiation (290
MeV/u, 20 keV/μm). The significant increase was
observed in [3H]MK-801 at 24 hr after irradiation,
followed by decrease thereafter. These results suggest
that intestinal NMDAR are most activated at 48 hr after
carbon-ion irradiation. Thus, we conclude that it would
be possible to inhibit radiation-induced gut injuries by
NMDAR antagonists as radioprotective agents until 48
hr after carbon-ion exposure.
１．研究の目的とバックグランド
(a) 腸管クリプト幹細胞は、高い増殖能があり放
射線感受性細胞の１つである。重粒子線の照射に
より、クリプト幹細胞は線量依存的に減少し、高
い線量域においては腸管上皮細胞の供給が停止す
ることにより腸管死を引き起こすことが知られて
いる。腸管の放射線障害は、依然として腹部がん
の放射線治療において注意しなければならない重
要臓器である。N-methyl-D-aspartate(NMDA)受容
体は、興奮性アミノ酸の受容体の一つであり、NMDA
受容体の阻害剤が中枢における放射線障害を抑制
したという報告がある。一方、末梢性 NMDA 受容体
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は、腸管の粘膜下神経叢（Meissner’s plexus）
や腸筋神経叢（Auerbach’s plexus）に分布して
いることが報告されているが、その生理学的な役
割や細胞障害の機序への関与は未だ解明されてい
ない。我々はこの NMDA 受容体が放射線による腸管
障害の原因の一つではないかと考えており、NMDA
受容体阻害剤の一つである MK-801 を投与し炭素線
照射によるクリプト幹細胞の生存実験を行ったと
ころ、炭素線をマウス腹部に 12 Gy 照射した場合、
MK-801 を投与していない群(sham)では、照射 84
時間後にクリプト細胞は約 90％以上減少している
が、MK-801 投与群では約 40％程度の減少に留めて
おり、顕著な炭素線防護作用を見出してきた
(Fig.1)。今回、この研究課題「重粒子線感受性に
影響を与える末梢性 NMDA 受容体の解析」では、腸
管防護作用に関与する末梢性 NMDA 受容体を、種々
のトレーサー実験によって、NMDA 受容体の活性化
が生じる線量及び活性化時期を調べることを第一
目標とし、また種々の NMDA 受容体阻害剤を用いて、
腸管防護薬の探索と最適な投与方法の開発を行う
ことを目的とする。2016 年後期に課題採択され、
10 月に第一回目の照射実験を行い、炭素線照射に
よる腸管 NMDA 受容体の in vivo 並びに in vitro
解析を実施しているところであり、照射 12 時間後、
24 時間後、48 時間後、84 時間後の NMDA 受容体数
の変動を測定した。
(b)初年度第二期申請課題
(c)マシンタイム１回（２回目は、2/25 実施予定）
２．昨年度までに得られた研究成果
初年度課題マシンタイムを１回実施
３．今年度の研究内容
照射対象物：C3H/HeMsNrsfICR mice ♀20 匹
炭素線（290 MeV/u, 20 keV/µm, 1 Gy/min）
４．今年度の研究成果と解析結果
NMDA 受容体阻害剤の一つである MK-801 を
投与し炭素線照射によるクリプト幹細胞の生存
実験を行ったところ、炭素線をマウス腹部に 12
Gy 照射した場合、MK-801 を投与していない群

(sham)では、照射 84 時間後にクリプト細胞は約
90％以上減少しているが、MK-801 投与群では約
40％程度の減少に留めており、顕著な炭素線防
護作用を見出してきた(Fig.1)。このことより、
炭素線照射による腸管クリプト細胞の生存に
NMDA 受容体が関与していることが推察された。
そこで腸管の NMDA 受容体を計測するため、
3
H-MK801 をトレーサーとして in vivo における体
内動態を解析したところ、脳や血清への 3H-MK801
の集積は、静脈投与後すぐに減少しているが、腸
管への集積は、投与 30 分後に最大値となることが
判明したことから(Fig.2)、炭素線照射後の集積動
態の解析には、投与 30 分後を指標とする解析を行
った。

Fig.1

3

炭素線照射後の腸管への 3H-MK801 の集積動態

次に、炭素線 9Gy 照射後の腸管への 3H-MK801 集
積動態を解析したところ、照射 24 時間後および 48
時間後に有意な増加が認められた。この結果は、
炭素線照射 24-48 時間後に生じる NMDA 受容体の活
性化によるものと推察された。この in vivo 結合
実験による集積増大は、NMDA 受容体数(Bmax)、受
容体親和性(Kd)、 トレーサーと受容体の二分子結
合定数(kon)などの要因が含まれているため、現在
in vitro 結合実験によって詳細に Bmax 及び Kd を
計測し、in vivo における集積増大の要因を明らか
にする予定である。
また今年度の実験により、NMDA 受容体の活性化
が照射 24 時間後から 48 時間後に最大になること
が判明したことから、照射後における腸管防護薬
の可能性を確認すると共に、NMDA 受容体活性化の
線量依存性について検討することを予定している。

炭素線照射後の腸管クリプト細胞数に与える
NMDA 受容体阻害剤の影響

Fig.2

Fig.3

H-MK801 の体内集積動態
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[16J301] 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, Akira Fujimorib,
Ryuichi Okayasub and the STARLIFE consortium
Abstract
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, a set of
different astrobiological model systems has been
studied within the STARLIFE radiation
campaign (until now six irradiation campaigns
have been conducted). The STARLIFE group is
an international consortium with the aim to
investigate
the
responses
of
different
astrobiological model systems to the different
types of ionizing radiation (X-rays, c rays, heavy
ions) representing major parts of the galactic
cosmic radiation spectrum. Low- and highenergy charged particle radiation experiments
have been conducted at the Heavy Ion Medical
Accelerator in Chiba (HIMAC) facility at the
National Institute of Radiological Sciences
(QST/NIRS) in Chiba, Japan. All samples were
exposed under identical conditions to the same
dose and qualities of ionizing radiation (i)
allowing a direct comparison between the tested
specimens and (ii) providing information on the
impact of the space radiation environment on
currently used astrobiological model organisms.
In 2012, we established a consortium
(called STARLIFE) of various international
laboratories and research groups (coordinated by
Ralf Moeller) in order to determine and
investigate a selection of previously and
presently used as well as planned astrobiological
model systems for ground-based ionizing
radiation experiments. Several of those systems
have been ‘‘space veterans,’’ which had already
participated in space exposure experiments. In
those
studies,
most
organisms
have
demonstrated high resistance to the non-ionizing
parameters of space, such as space vacuum,
extraterrestrial solar electromagnetic radiation
(especially UV radiation), and extreme
temperature fluctuations. However, in those
missions, the doses of GCR were in the milligray
range, too low to detect any radiobiological
effect, if only global analyses were performed.
Therefore, it was one of the objectives of
STARLIFE to study the responses of those test

systems to increased doses of heavy ions,
mimicking representatives of the HZE
component of GCR; however, it should kept in
mind that the doses and dose rates used in the
experiments were much higher than those of
natural GCR. So far six irradiation campaigns
were conducted. They included four irradiations
with heavy ions at the HIMAC facility of the
QST/NIRS, using helium (150MeV/n), argon
(500MeV/n), and iron (500MeV/n), covering an
LET range in water from 2 to 200 keV/µm and
doses up to 3 kGy. For comparison, low-LET
radiation was provided at the German Aerospace
Center (DLR, Cologne, Germany) with X- rays
up to 15 kGy and at Beta-Gamma-Service
GmbH (BGS, Wiehl, Germany) with gammarays up to 113 kGy. Various biological
endpoints (e.g., vitality, survivability, cell
proliferation, damage induction) have been
investigated with a combination of different
biochemical and molecular biological methods
[e.g., colony formation assays, most probable
number, vitality staining, different microscopic
analysis, Raman spectroscopy, PCR/RTPCR,
metabolism, and key biomarker stability. They
allowed gaining a better understanding and
broader spectrum of the effects of GCR on
astrobiological model systems. The individual
reports of the STARLIFE group are enclosed in
a special issue of ASTROBIOLOGY Volume 2,
February 2017 (http://online.liebertpub.com/toc/ast/17/2).
Results and overview of STARLIFE
A total of eight research articles (one
overview and seven individual articles are
included
in
the
special
issue
of
ASTROBIOLOGY:
(1) STARLIFE - An International
Campaign to Study the Role of Galactic Cosmic
Radiation in Astrobiological Model Systems
by Ralf Moeller, Marina Raguse, Stefan
Leuko, Thomas Berger, Christine Elisabeth
Hellweg, Akira Fujimori, Ryuichi Okayasu, and
Gerda Horneck
Astrobiology. Feb 2017, 17(2): 101-109.
(2) The Effects of HZE Particles, γ and
X-ray Radiation on the Survival and Genetic
Integrity of Halobacterium salinarum NRC-1,
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Halococcus hamelinensis, and Halococcus
morrhuae
by Stefan Leuko, and Petra Rettberg
Astrobiology. Feb 2017, 17(2): 110-117.
(3) Evaluation of the Resistance of
Chroococcidiopsis spp. to Sparsely and Densely
Ionizing Irradiation
by Cyprien Verseux, Mickael Baqué,
Riccardo Cifariello, Claudia Fagliarone, Marina
Raguse, Ralf Moeller, and Daniela Billi
Astrobiology. Feb 2017, 17(2): 118-125.
(4) Survival, DNA Integrity, and
Ultrastructural
Damage
in
Antarctic
Cryptoendolithic Eukaryotic Microorganisms
Exposed to Ionizing Radiation
by Claudia Pacelli, Laura Selbmann,
Laura Zucconi, Marina Raguse, Ralf Moeller,
Igor Shuryak, and Silvano Onofri
Astrobiology. Feb 2017, 17(2): 126-135.
(5) Simulated Space Radiation: Impact
of Four Different Types of High-Dose Ionizing
Radiation on the Lichen Xanthoria elegans
by Annette Brandt, Joachim Meeßen,
Reiner U. Jänicke, Marina Raguse, and Sieglinde
Ott
Astrobiology. Feb 2017, 17(2): 136-144.
(6) The Effect of High-Dose Ionizing
Radiation on the Astrobiological Model Lichen
Circinaria gyrosa
by Rosa de la Torre, Ana Zélia Miller,
Beatriz Cubero, M. Luisa Martín-Cerezo,
Marina Raguse, and Joachim Meeßen
Astrobiology. Feb 2017, 17(2): 145-153.
(7) The Effect of High-Dose Ionizing
Radiation on the Isolated Photobiont of the
Astrobiological Model Lichen Circinaria gyrosa
by Joachim Meeßen, Theresa Backhaus,
Annette Brandt, Marina Raguse, Ute Böttger,
Jean-Pierre de Vera, and Rosa de la Torre
Astrobiology. Feb 2017, 17(2): 154-162.
(8) Tolerance to X-rays and Heavy Ions
(Fe, He) in the Tardigrade Richtersius coronifer
and the Bdelloid Rotifer Mniobia russeola
by K. Ingemar Jönsson, and Andrzej
Wojcik
Astrobiology. Feb 2017, 17(2): 163-167.
Research highlights
One research highlight of STARLIFE is
the heavy ions radiation response of tardigrades
(Richtersius coronifer, Jönsson and Wojcik,
2017). Interestingly, the mean egg production
rate tended to decline with higher doses of heavy
ion radiation (but a direct pattern could not be
statistically confirmed). Here, we concluded that
these animal phyla represent the most
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desiccation and radiation tolerant animals on
Earth and provide excellent eukaryotic models
for astrobiological research (Fig. 1).

Fig. 1 SEM of the anhydrobiosis in tardigrades
(Wełnicz et al. (2011) Journal of Insect Physiology
57:577-583).

Hypersaline environments are of high
interest for astrobiological related studies as
several studies suggest the possible presence of
liquid brines on Mars. Three halophilic archaea,
i.e.,
Halobacterium
salinarum
NRC-1,
Halococcus hamelinensis, and Halococcus
morrhuae have been exposed to different
regimes of simulated outer space ionizing
radiation (Leuko and Rettberg, 2017).

Fig. 2 Halophilic archaea embedded in salt crystals
(image source: Strobist)

Previous research has uncovered that
haloarchaea are extremely versatile and able to
survive detrimental environmental conditions
such as desiccation, microgravity, and UV
radiation (Fig. 2).
To our knowledge, this project is the
first joint international approach to directly and
cooperatively determine the effects of heavy ion
radiation on currently used model systems in the
astrobiology community. These data will
enhance our knowledge on the correlation of
physiological state of the different extremophilic
biological species and relevant astrobiological
stressors.
a
German Aerospace Center, Radiation Biology
Department, Cologne, Germany; bNational
Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japan

Study on functions of the DNA damage response factors
in the cellular response to heavy ion beams
(14J313)
1
2
1
LIU Qiang , XIE Yi , DU Liqing , WANG Yan1, XU Chang1, GUO Mengzheng1,
KATSUBE Takanori3, NINOMIYA Yasuharu3, WANG Bing3
Abstract

A synthetic polypeptide ANTPSmacN7 is a possible radiosensitizing agent
derived from N terminal 7 amino acid sequence
of Smac protein, which antagonizes a caspase
inhibitor XIAP. To investigate the underlying
mechanisms behind radiosensitization, we
analyzed cellular responses of two non-small
cell lung carcinomas (NSCLC) cell lines, H460
and A549, to low- and high-LET ionizing
radiation (IR) and ANTP-smacN7. Western
analysis revealed that expression of XIAP was
higher in A549 than in H460. Sensitivities of
these cells to iron (LET=200 kev/μm), carbon
(LET=70 kev/μm) and photon (200 kvp
X-rays) beams were determined by clonogenic
assay. A549 cells were 1.6-2.0-fold more
resistant to these IRs than H460, based on the
doses required to reduce the cell survival to
50% (LD50). Flow cytometry assay.0s revealed
that radio-induced cellular apoptosis emerged
at 6 h and reached a peak level at 24 after IR at
LD50.
Notably,
administration
of
ANTP-SmacN7 reduced the cell survival of
A549 and H460 cell by 56% and 30%,
respectively, after the iron irradiation at each
LD50.
These
results
suggested
that
ANTP-SmacN7 promotes apoptotic response to
IR by antagonizing inhibitory effect of XIAP
on caspase and thus being effective for cells
particularly with high XIAP expression.
Background and objectives
DNA damages are prominent cause
for detrimental biological effects of radiation.
To maintain 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 factors involved in DDR to
low-LET IR have been characterized.
The non-homologous end joining
(NHEJ) is a primarily repair pathway of DNA
double-strand break (DSBs) in the higher
eukaryotes. We confirmed the participation of
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NHEJ in DDR to X-rays in a series of human
cell lines deficient for NHEJ-related genes
(Artemis-/-, XRCC4-/-, MDC1-/-) generated by
gene targeting from a human cell line HCT116.
XIAP, cIAP1, cIAP2, ML-IAP and
Survivin constitute IAP family proteins, which
bind to caspases and inhibit their activity. Some
IAP family proteins are known to be
upregulated in some radioresistant cancer cells.
Smac/DIABLO is a bona fide mitochondrial
protein that antagonizes the interaction between
XIAP and caspase and promotes apoptosis
when released into cytosol. The N terminal 7
amino acids (AVPIAQK) of Smac (SmacN7)
are minimal region to bind XIAP. We
previously generated a fusion polypeptide
attaching the SmacN7 to a 16 amino acid
peptide derived from Drosophila antennapedia
protein (ANTP) and showed that the fusion
polypeptide (ANTP-SmacN7) can enter cells
and sensitize radioresistant tumor cells to -rays
(Fig. 1).
DNA damages induced by high-LET
heavy ion beams are qualitatively different
from those induced by low-LET IR. Hence,
DDR pathways activated by high- and
low-LET IR may be different. The purpose of
this study is to clarify participation of Artemis,
XRCC4 and Smac in DDR to heavy ion beams
using our experimental cell culture systems.
This project was started from Apr.
2014. Most of the results concerning the
NHEJ-deficient cells had been obtained by
FY2015. On the other hand most of the
experiments
for
ANTP-SmacN7
were
conducted in FY2016.
Results and discussion
1. Artemis and XRCC4
Some previous works demonstrated
that the relative biological effectiveness (RBE)
of high- to low-LET IR is about 1 in
NHEJ-deficient rodent cells and concluded that
NHEJ did not participate in DDR to high-LET
IR. We examined NHEJ-deficient (Artemis-/-,
XRCC4-/-) human cells by clonogenic survival

for A549 cells with high XIAP expression than
for H460 cells.
Lung cancer is the leading cause of
cancer-related mortality in both men and
women, with a median 5-year survival rate
about 18%. NSCLC is the most prevalent
type of lung cancer, with more than 85% of the
cases. The majority of patients newly
diagnosed with NSCLC present with locally
advanced or metastatic disease was beyond the
scope of surgical cure. As a result, systemic
radiotherapy continues to be the mainstay of
treatment to improve the survival and quality of
life of the patients. Nevertheless, not every
cancer patients benefit satisfactory therapeutic
effect due to the tumor is not sensitive to
radiation, possess too powerful malignant
proliferation ability, or patients can't tolerate
the side effects. Therefore, it's essential to look
for a method to increase the therapeutic effect
of radiotherapy or decrease the dosage under
the premise of not affecting the treatment
efficacy.
Our
results
suggested
that
ANTP-SmacN7 is a promising radiosensitizer
for radioresistant NSCLC particularly with high
XIAP expression.

and H2AX foci analyses following IR and
found that the values of RBE of high- to
low-LET IR determined in NHEJ-deficient
human cells were larger than 2 as those
determined in NHEJ-proficient HCT116 cells
(Table 1). It is known that the enzymatic
activity of DNA-PK, one of the core factors of
NHEJ, in rodent cells is much lower than that
in human cells. This might be a cause for the
functional difference of NHEJ pathway in DDR
to high-LET IR between human and rodent
cells.
Table. 1 RBE of heavy ion beams to X-rays
XRCC4-/- Artemis-/- HCT116
C
2.8
2.5
2.7
Fe
2.1
2.3
2.8
2. Smac, XIAP and cIAP1.
Here we examined two NSCLC cell
lines, H460 and A549. Western analysis
revealed that XIAP was upregulated in A549
while cIAP1 was in H460. Sensitivities of these
cells to iron (LET=200 kev/μm), carbon
(LET=70 kev/μm) and photon (20 kvp X-rays)
beams were determined by clonogenic assay.
A549 cells were 1.6-2.0-fold more resistant to
these IRs than H460, based on the LD50. The
RBE for iron and carbon beams relative to
X-rays were 4.1 and 2.9 for A467 and 3.3 and
2.4 for H460, respectively, based on LD50
values. Flow cytometry assays revealed that
radio-induced cellular apoptosis emerged at 6 h
and reached a peak level at 24 after IR at LD50.
Examination of the effects of
synthetic ANTP-SmacN7 fusion polypeptide on
apoptotic responses of these cells to IR is
currently undertaking. The radiosensitizing
effects of the polypeptide are anaylzed by
clonogenic
survival
assay
and
flow
cytometry-based apoptosis detection using PI
staining. Expression profiling of the
apoptosis-related genes will be done too.
Notably, we have obtained a result showing
that administration of ANTP-SmacN7 reduced
the cell survival of A549 and H460 cell by 56%
and 30%, respectively, after the irradiation of
iron ion beams at each LD50. ANTP-SmacN7
may promote apoptotic response to iron ion
beams by antagonizing the inhibitory effect of
XIAP on caspase and thus being more effective

Fig. 1. A schematic of the interaction of Smac
and XIAP in the regulation of apoptosis.
1. Institute of Radiation Medicine, Chinese
Academy of Medical Sciences
2. Institute of Modern Physics, Chinese
Academy of Sciences
3. NIRS
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高 LET 放射線における G2 期の潜在的致死損傷修復
Potentially lethal damage repair in G2 phase after high LET radiation
exposure
(15J314)
1
1
Junko Maeda , Cathy Su , Yoshihiro Fujii2, Shigeaki Sunada3, Hiroto Yoshikawa4,
Mitsuru Uesaka3, Hirokazu Hirakawa5, Akira Fujimori5 and Takamitsu Kato1
Abstract
Potentially lethal damage (PLD) repair has been
defined as that property conferring the ability to
cells to recover from DNA damage depending on
the post-radiation environment. Using a novel
cyclin dependent kinase 1 inhibitor RO-3306 to
arrest cells in the G2 phase of the cell cycle; we
carried out experiments aimed at examining PLD
repair in G2 in cultured Chinese hamster ovary
(CHO) cells. Several CHO derived DNA repair
mutant cell lines were used in this study to
investigate the mechanistic of DNA double strand
break repair and to interrogate PLD repair during
G2 phase after low and high LET radiation. On
contrary to low LET radiation exposure, arrested in
G2-phase wild type CHO cells displayed no
radiation mitigation in cell kill over cells released
immediately from G2 after irradiation. The PLD
repair capability in G2 after high LET radiation was
only observed in two cell lines of non-homologous
end joining (NHEJ) mutants but absent in one
NHEJ mutant, two homologous recombination
(HR) mutants, a PARP deficient mutant cells.
G2-NHEJ mutant cell lines were found to be very
sensitive to gamma-ray exposure when compared to
G2-HR mutants. Our investigation suggests that
following exposure to ionizing radiation during G2,
the NHEJ mechanism is responsible for the
majority of non-PLD repair, and conversely, that the
HR mechanism is responsible for repair of PLD in
G2 when NHEJ is not available.
Background and Objectives of the experiment
High LET radiation has higher relative biological
effectiveness (RBE) compared to low LET photon
and proton radiation. It is widely accepted that high
LET radiation produces complex DNA damages
and they are difficult to be repaired. As a result,
G0/G1 phase cells do not show potentially lethal
damage (PLD) repair after high LET radiation.
Dr. Little’s group at the Harvard University
originally identified the radiation induced PLD
repair. If cells are kept in the non-dividing situation,
cells can repair lethal damage. Cells lacking ATM
or non homologous end joining repair have no PLD
repair in G0/G1.
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Some evidences showed that those complex
DNA damages are repaired by special types of
DNA repair pathways such as homologous
recombination repair, but it is still under
investigation.
We recently published a paper in Radiation
Research 2014. We found there is a potentially
lethal damage repair in G2 phase. We synchronized
cells into G2 phase and hold them with drug in G2
during repair without noticeable toxicity. G2-PLD
is depending on homologous recombination repair.
It was surprising that PLD repair is not depending
on non homologous end joining repair because
G0/G1-PLD repair is depending on non
homologous end joining repair. Therefore, it seems
repair in G2 phase is much more complex than just
having extra homologous recombination repair on
top of the non homologous end joining repair.
Therefore, we would like to test a hypothesis that
high LET radiation produces potentially lethal
damage in G2 phase cells and G2-PLD for high
LET radiation is also depending on homologous
recombination repair as G2-PLD for low LET
radiation.
We aimed to clarify the following two things.
1. Whether potentially lethal damage exists in G2
phase after high LET radiation.
2. Which DNA damage repair pathway(s) is
responsible for this potentially lethal damage repair
in G2 phase?
By answering those questions, we will be able to
prove that high LET radiation actually produces
special types of damages and they can be repaired
by specific pathway(s). This research will clarify
the types of DNA damage and its repair after high
LET radiation exposure.

Activities and Results in FY2016

Cell lines used in this study
We planed to use CHO wild type (CHO10B2), Non
homologous end joining repair deficient mutants
xrs5 (Ku80 mutant), V3 (DNA-PKcs), and XR-1
(XRCC4 mutant), and homologous recombination
deficient mutants irs1SF (XRCC3), and 51D1
(Rad51D), and Fanconi Anemia Pathway deficient
mutant KO40 (FANCG) and Single strand break

Cell Cycle Distribution after Drug Treatment
Cells will be synchronized into G2 phase with
RO3306 as previously described in our paper.
Figure3. RO-3306 induced cell cycle
synchronization into G2 phase. After 24 hours
treatment, majority of cells were arrested in G2
phase. Very few apoptotic or tetraploid population
were observed.
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Figure 2. Cell survival curves in G2 phase cells
after iron-ion exposure.

Figure 1. Typical cell cycle distribution after
RO3306 treatment.
Irradiation and cell survival fraction
Heavy ions used in this proposal are carbon-ions
290MeV/n SOBP 6cm center and iron-ions 500
MeV/n monoenergetic beam. These heavy ions will
give approximately 50keV/μm and 200keV/μm,
respectively. The carbon SOBP will give equivalent
situation for clinical situation for carbon ion
radiotherapy and iron monoenergetic beam can be
considered as equivalent to radiation exposure in
the outer space.
After exposure to heavy ions (0.5-6 Gy), cells will
be immediately or 6 hours delayed subcultured for
PLD repair experiment for colony formation assay.
After 7-10 days, colonies will be fixed and stained
for analysis of cell survival curves. PLD repair will
be evaluated with the changes of D10 values (90%
cell killing dose).
Cell Survival After heavy ion exposure (G2-phase).
Survival fraction was obtained by colony formation
assay. So far all of gamma-rays and part of carbon
ions and all of iron ions experiments were
completed. In this report, we put only iron-ion data
based on space availability.
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No PLD repair was observed in wild type, two HR
repair deficient cells, Fanconi Anemia pathway
deficient cells, PARP deficient cells and one NHEJ
repair deficient cells. On the other hand two NHEJ
repair deficient cells showed clear PLD repair after
iron-ion exposure. After gamma-ray exposure, WT,
xrs5, V3, KO40 showed PLD repair in G2 phase
cells. Therefore, WT and KO40 which could be
recovered from DNA damage after low LET
gamma-rays, could not be recovered from DNA
damage after high LET radiation.
Also, we identified two DNA repair mutants XR1
and PADR9 did not have recovery from any types
of radiation. Therefore, XRCC4 and PARP1 may
play an important role in G2-PLD repair.
Cell Survival After heavy ion exposure (G1-phase).
We also used isoleucine deprivation induced G1
phase synchronized cells to understand PLD in G1
phase. After 24 hours treatment, cells were

synchronized into G1 phase.
Figure 2. Typical cell cycle distribution after
isoleucine deprivation treatment.
Here, results obtained after iron ion exposure are
illustrated. No cell lines showed any PLD repair
after high LET radiation exposure.
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Figure 4. Cell survival curves in G1 phase cells
after iron-ion exposure.
Cells survival after G1 phase irradiated with iron
ion was compared with gamma-ray exposed results.
After gamma-ray exposure, WT, HR deficient cells,
KO40 showed PLD repair. It means NHEJ and
PARP play an important role in G1-PLD. On the
other hand, after exposure of iron ions, no cell lines
showed PLD repair in G1 phase. Therefore, damage
produced by high LET radiation may be difficult to
be recovered by NHEJ or PARP.

Conclusions and Future Plans
And Discussion

Our results clearly indicate that damage produced
by high LET are difficult to be recovered. Repair
system in G1 phase can not handle this type of
DNA damage but repair system in G2 phase, which
is most likely HR repair can contribute recovery.
We will complete our study in Carbon SOBP beam
and other cytogenetic output in coming FY2017.
1. Colorado State University, 2. Ibaraki Prefectural
University of Health Sciences, 3. University of Tokyo, 4.
North Carolina State University, 5. QST
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重粒子線による腫瘍再酸素化に関する基礎研究
Basic research for tumor oxygenation by heavy-ions
（15J315）
平山亮一 a、鵜澤玲子 a、小原麻希 a
R. Hirayamaa, A. Uzawaa, M. Obaraa
Abstract
To investigate the change of hypoxic fraction in tumor
after helium, carbon and neon ions. SCCVII cells were
transplanted into the right hind legs of syngeneic
C3H/He female mice. Helium, carbon and neon ions
were accelerated by the HIMAC up to 150, 290 and 400
MeV/n. Irradiation position was the center of a 6 cm
SOBP beams. The LET of the 150 MeV/n helium, 290
MeV/n carbon and 400 MeV/n neon beams with the
center of SOBP were 12, 50 and 93 keV/μm. Heavy
ions were delivered to the tumors about 5 mm diameter.
After heavy ion irradiations, the leg tumors (clamped or
not) received test doses of 200 kV X-rays. Differences
in tumor cell survival between the clamped and
non-clamped tumors were interpreted in term of
reoxygenation. Vivo-vitro colony formation assay was
used to obtain cell survival curves.
The SCCVII tumor reoxygenated 54 h after carbon
irradiation, but reoxygenated as early as 30 h after neon
ions. Tumor reoxygenation might be accelerated after
high LET radiations.

本課題は重粒子線によるマウスがん細胞ならびに
ヒトがん細胞の腫瘍内微小環境変化を明らかにし、
腫瘍再酸素化の機構解明を行う。細胞生存率から求
めた腫瘍内低酸素分画の算出と腫瘍血管と低酸素マ
ーカーによる腫瘍内低酸素領域の可視化を行い、腫
瘍内低酸素分画の経時的変化と腫瘍内微小環境変化
の関連性を明らかにする。
2.

昨年度までに得られている結果
昨年度は本課題にとって 1 年目であり、He-、C-、
Ne-SOBP 中心位置で腫瘍細胞生存率が 1%になる線
量（16.4、10.3、8.2Gy）をマウス大腿部に移植した
SCCVII 細胞へ照射し、経時的に 2 回目の照射（X 線）
を行い、直ちに腫瘍細胞の生存率を求めることで、
腫 瘍 内 の 低 酸 素 分 画 の 割 合 を 算 出 し た （ Paired
survival curve assay）。LET 値は He-、C-、Ne-SOBP
中心でおおよそ 12, 50 ならびに 93 keV/μm
である。データ数が少ないが、Paired survival curve
assay による HF の算出が行えた（例、C 線照射 54 時間後
では、HF は約 20％であった。）。

1.

研究の目的とバックグラウンド
放射線治療にとって腫瘍内に存在する低酸素細胞
は、治療抵抗性の一因になっており、解決しなけれ
ばならない課題である。重粒子線は低酸素細胞に対
し、有効な放射線の一つであることは我々の研究で
も明らかになっている（Hirayama et al., Mutat. Res.
2013）。また、重粒子線の一つである炭素線は腫瘍再
酸素化を加速し、X 線やガンマ線などの光子放射線
よりも早く再酸素化が誘導されることが報告されて
いる（Ando K et al., Int. J. Radiat. Biol. 1999; Oya N et
al., J. Radiat. Res. 2001）。
このように光子放射線と比べ、重粒子線では低酸
素細胞に対する放射線感受性や腫瘍再酸素化現象が
明らかに異なり、重粒子線特異的な生物効果が存在
する。低酸素細胞に対する炭素線の有効性は DNA
損傷生成ならびにその修復機構によって説明されて
いるが（Hirayama R, et al., J. Radiat. Res. 2005）、再酸
素化に対する重粒子線の作用機序は炭素線の物理・
化学的作用だけでは十分説明できず、むしろ重粒子
線照射後の腫瘍内における細胞応答が腫瘍再酸素化
に深く関わっていると推測できる。そこで、腫瘍内
低酸素分画の割合（HF）と低酸素、血管新生ならび
に細胞致死を反映するバイオマーカー発現の経時的
変化を観察することで、X 線とは異なる重粒子線に
よる再酸素化の機構を放射線生物学ならびに放射線
腫瘍学の観点から解明することが重要と思われる。

3.

今年度の研究内容
本年度は 3 年計画の 2 年目に該当する。He-、C-、
Ne-SOBP 中心位置で各 D1 線量をマウス大腿部に移
植した SCCVII 細胞へ照射し、経時的に 2 回目の照
射（X 線）を行い、直ちに腫瘍細胞の生存率を求め
ることで、腫瘍内の低酸素分画の割合を初年度に引
き続き算出した。
4.

今年度の研究成果と解析結果
図 1 に Ne 線 8.2Gy を照射し、30 時間経過したの
ちにマウス群を Normoxic 群と Hypoxic（腫瘍を
Clamp）群に別け、X 線照射後の細胞生存率を示す。
Ne 線を照射し、X 線を照射しない場合は、細胞生存
率は約 0.01 を示した。これは Ne 線照射後、アッセ
イまでの 30 時間では細胞の障害回復がほとんど無
かったことを意味している。よって、in vivo での PLD
回復（潜在的致死損傷回復）は高 LET 放射線照射後
ではあまり観察されないことがわかった。X 線を 8,
10, 12, 14Gy 照射し、コロニー形成法で細胞生存率を
求めると、hypoxic 群では normoxic 群よりも細胞生
存率が高くなった。これは X 線照射時に生き残って
いた低酸素細胞の一部に再酸素化が起こり、放射線
感受性が増したため、2 群間で感受性に差が現れた
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と考えられる。この 2 つの生存率曲線から Paired
survival curve assay により、HF を求めると約 30％であった。
Ne 線を照射すると 30 時間後には再酸素化が起こっている
ことが明らかになった（n=2）。今後は実験回数を増やし、デ
ータの信頼度を高め、統計学的に評価する予定である。
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図 2 X 線、He 線、C 線および Ne 線照射後の腫瘍
再酸素化の経時的変化

16

図 1 Ne 線 SOBP ビームの中心位置で腫瘍を 8.2Gy
照射後、30 時間経過したのちに X 線を照射した。
Ne 線照射後にマウスを 2 群に別け、1 群はマウス大
腿部を Clamp することにより腫瘍を低酸素状態にし
て、X 線照射を行った（Hypoxic 群）。

全ての実験データの解析は終了していないが、現
段階での He, C および Ne 線のデータを図 2 に示す（X
線データを含む）。X 線や He 線のような低 LET 放射
線では照射 54 時間後でも大幅な再酸素化は観察さ
れていない。照射 30 時間後では、Ne 線で明らかな
再酸素化が観察され、照射 54 時間後では C 線にお
いても再酸素化が観察された（HF が 50%以上も減
少）。
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次年度は再現性を得るための追加実験を行い、重
粒子線照射後における腫瘍再酸素化の経時変化が明
らかになった段階で、腫瘍組織切片による病理組織
学的解析を行い、腫瘍内微小環境変化との関連性に
ついても調べていく予定である。

a.

量研機構・放医研（NIRS, QST）

Study on the function of Caspase-9 in the lethal effect of mitotic catastrophe
induced by heavy ion radiation (J316)
P.Lia, X-D.Jina, X-X.Liua, R.Hirayamab and Q.Lia
Abstract

cells. To explore how NSCLC cells respond to

Caspase-9 plays an important role in the intrinsic

X-ray and high LET carbon ion irradiation when

apoptotic pathway. The binding of caspase-9

the alternative splicing of caspase-9 is under

with Apaf-1 and cytochrome c to form the

control by using siRNA, we proposed this

apoptosome activates downstream caspases to

research

amplify apoptotic signaling. Caspase-9a and

experimental results obtained in FY2016 are

caspase-9b are two alternative transcripts of

concisely summarized in this report.

project

at

NIRS-HIMAC.

Our

caspase-9. Caspase-9b is a competitive inhibitor
of caspase-9a. The increase of caspase-9a/9b

2 Research activities and results in FY2015

mRNA ratio has been proven to enhance the

To investigate whether artificial increase of

sensitivity of NSCLC cells to chemotherapeutics.

caspase-9a/9b mRNA ratio could enhance the

We

of

sensitivity of NSCLC cells to X-ray and high

caspase-9a/9b mRNA ratio could enhance the

LET carbon ion irradiation, we first utilized

sensitivity of NSCLC cells to ionizing radiation.

siRNA-silencing technique to interfere the

Our study demonstrates that both X-ray and high

expression of caspase-9b in NSCLC cell line

LET carbon ion irradiation could enhance the

A549. Clonogenic survival assay was then

radiosensitivity of A549 when caspase-9a/9b

performed to detect the radiosensitivity of A549

mRNA ratio

artificial

cells following caspase-9b knowdown and

interference. The difference is that low LET

ionizing irradiation. The results from A549 cells

X-ray

irradiated by X-rays showed that in contrast to

wonder

whether

is

enhance

the

increased
the

increase

using

radiosensitivity

in

a

dose-dependent manner, while carbon ion

cells

irradiation seems increase the radiosensitivity of

pre-transfected by caspase-9b siRNA really

NSCLC cells in relatively lower dose range.

enhance the radiosensitivity to X-ray radiation.

transfected

with

NC

siRNA,

cells

In addition, the raidosensitivity was enhanced in
1 Background and objective

a dose-dependent manner. Following high LET

The splicing of caspase-9 gene generates two

carbon ion irradiation, the radiosensitivity of

isoforms caspase-9a and caspase-9b/9S, which

A549 cells pre-transfected with caspase-9b

can be generated by the inclusion or exclusion of

siRNA was also increased in low dose 1Gy and

a 4-exon cassette including exon 3, 4, 5, and 6 in

2Gy compared with cells pre-transfected by NC

the mature caspase-9 mRNA. Caspase-9a bears

siRNA. When the dose rose to 4Gy, no

the full cysteine protease activity, whereas

difference

caspase-9b is short of the central catalytic

pre-transfected by caspase-9b siRNA and NC

domain. Caspase-9b functions as an apoptotic

siRNA.

inhibitor by against caspase-9a for attaching to

The above findings propose that high LET

the apoptosome and consequently suppressing

radiation enhances alternative splicing-mediated

caspase enzyme cascade. Caspase-9 splicing

radiosensitivity within exposure dose limits, but

process has been shown to be important in

low LET X-ray exposure could increase the

sensitizing NSCLC cells to chemotherapeutics

radiosensitivity in a dose-dependent manner.

and promoting the tumorigenic capacity of these

3 Future plan
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was

observed

between

cells

Specific investigations whether the regulation of

_______________________

alternative splicing of caspase-9 could enhance

a

Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences,

the radiosensitivity in other types of cancer cell

China

lines will be extend.

b

National Institute of Radiological Sciences, Japan
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Fig.1. The siRNA interference of caspase-9 reduces the survival and increases the radiosensitivity of A549 cells
after X-ray irradiation.
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Fig.2. The siRNA interference of caspase-9 reduces the survival and increases the radiosensitivity of A549 cells
after high-LET carbon ion irradiation.
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Tempol による重粒子放射線に対する放射線防護剤効果の検討
Assessment of radioprotective effect of antioxidant Tempol against Heavy Ion-beams
（15J317）
a
b
中村麻子 、平山亮一
AJ. Nakamuraa and R. Hirayamab
Abstract
Agents that protect individuals from effect of
chronic radiation exposure reduce not only
physical health risk and mental stress of
individuals who are living in high risk of
radiation exposure area, such as Chernobyl and
Fukushima. However, most of radioprotective
agents are developed and evaluated against the
acute radiation exposure including accidental
radiological
incident.
Nitroxide
4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxy
l (Tempol) is a hydrophilic nitroxide and has
been shown its effect on radio protection in
vitro and in vivo. While there are several
reports that indicate the possible use of Tempol
as a radiaoprotector against x-rays or
gamma-rays, the radioprotective effects for
heavy ion-beams have not been evaluated.
Therefore, in this study to evaluate
radiaoprotective effect of Tempol against heavy
ion-beams, we performed monitoring of DNA
double-strand break (DSB) level using
phosphorylated H2AX (γ-H2AX) which is a
marker of DNA DSB.
1．研究の目的とバックグラウンド
現代社会において、がん治療にともなう
医療被ばくや宇宙線ならびに予期しない放
射線事故などによる生体被ばく影響は深刻
な問題となっている。特に、これまでのよ
うな急性照射による放射線被曝影響だけで
はなく、近年では福島第一原発事故に示さ
れるような慢性的な放射線被ばくの脅威も
懸念されている。そのため、放射線被ばく
による生物影響をより軽減化するための対
策が求められている。
申請者のグループでは、これまでに急性
高線量放射線照射に対して、発がん抑制お
よび生存率上昇効果を示す抗酸化剤の一つ
である Tempol に着目し、その慢性被ばくお
よび低線量放射線に対する放射線防護作用
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を検討してきた。その結果、ガンマ線に対
する放射線防護作用が細胞レベルだけでは
なく、マウス個体レベルでも確認された。
そこで、本研究では、重粒子線がん治療
にともなう急性被ばくや宇宙飛行士の宇宙
線による慢性被ばくなどを含め、より幅広
い放射線影響に対して有効な防護剤の確立
を最終目的として、Tempol の重粒子線に対
する防護作用について DNA 損傷マーカー
および活性酸素を指標として検討する。
2．昨年度までに得られている結果
ヒト子宮頸がん由来 HeLa 細胞に、LET
13.3 keV / um の炭素線（290 MeV /u）を 1Gy
照射後、経時的に DNA DSB レベルをγ
-H2AX 免疫染色法によって測定した。その
結果、Tempol 50 uM 処理細胞では照射後い
ずれの時間においても、非処理細胞と比較
してγ-H2AX レベルが減少していた。特に
照射 1 時間および 2 時間後では、γ-H2AX
レベルの減少に有意差が認められた（図１）。

図１：炭素線 1Gy 照射後の DNA 損傷レベル変化
細胞；HeLa 細胞、Student t-test による有意差検定
(**; 0.01>p)

3．今年度の研究内容
今年度はがん細胞だけでなく、正常細胞
に対する重粒子線の影響および抗酸化剤
Tempol の効果を明確にするために、ヒト胎
児肺線維芽培養細胞 TIG-3 を用いた実験を
行った。TIG-3 細胞を Tempol 50uM を含む
培地で 1 週間培養したのちに、LET 55.2 keV
/ um のシリコン線（490 MeV /u）、LET 90
keV /um のアルゴン線（500 Mev/u）、さらに
LET 200 keV /um の鉄線（500 MeV / u）を 1
Gy 照射した。照射後 1 時間、2 時間、4 時
間、8 時間、12 時間で細胞をパラホルムア
ルデヒドによって固定し、免疫染色法によ
る解析を行った。
4．今年度の研究成果と解析結果
こ れ ま で に 重 粒 子 線 照 射 後 の DNA
DSB レベルを γ-H2AX 免疫染色法によって
測定した（図２）。

解析したところ、いずれのタイムポイント
においても DNA 損傷レベルに違いは認め
られなかった（図３）。
鉄線のように重粒子線でも LET の高い

図３：鉄線 1Gy 照射後の DNA 損傷レベル変化
細胞；TIG-3 細胞、Student t-test による有意差検定

放射線に対しては Tempol の効果が認めら
れない可能性が示唆された。また、これま
での研究から X 線などの低 LET 放射線照射
では、照射後４時間で 80％以上の γ-H2AX
フォーカスが消失、ほぼすべての DNA DSB
が修復されると考えられているが、今回、
重粒子線照射では照射後 8 時間の時点でも
γ-H2AX フォーカス数は照射直後の 50%程
度であり、減少率が比較的緩やかであるこ
とが分かる。このことは、高 LET 放射線に
よって発生する DNA 損傷がクラスター
DNA 損傷と呼ばれるような、修復が困難な
損傷（形状）であることを示している。
今後、解析の終了していないサンプル
について引き続き γ-H2AX フォーカスの計
測を行うことで Tempol の DNA 損傷抑制効
果の経時的変化を評価する。また、今回の
結果から示唆された LET 依存的な Tempol
の放射線防護作用についても防護メカニズ
ムの解析とともに評価していく予定である。
a.

図２：重粒子線照射後の γ-H2AX 染色像
シリコン線（上図）および鉄線（下図）照射後の DNA
損傷を γ-H2AX に対する免疫染色法によって検出し
た。

茨城大学理学部
College of Science, Ibaraki University

b.

量研機構・放医研
NIRS, QST

今回、鉄線照射後の γ-H2AX レベルを
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The Importance of Primary and Secondary Bystander Response Crosstalk between Human
Lung Cancer and Normal Cells by Exposure of High-LET Carbon Ions
(16J318)
N. Autsavapromporn,a,b A. Kobayashi,b C. Liu,b Y. Furusawab and T. Konishib
a

Division of Radiation Oncology, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand
b
SPICE-BIO Research Core, NIRS-International Open Laboratory, National Institute of Radiological Sciences (NIRS),
National Institutes for Quantum and Radiological Sciences and Technology (QST), Chiba, Japan

E-mail address: narongchai.a@cmu.ac.th
ABSTRACT
Radiotherapy is the most commonly used treatments for cancer, particularly for heavy ions such as carbon ions.
However, the mechanism underlying the primary- and secondary bystander response between irradiated cancer
cells and neighboring normal cells are poorly understood. Using the layers tissue culture model to investigate
the primary- and secondary bystander responses crosstalk between carbon-irradiated A549 cells and bystander
normal WI-38 cells. Preliminary findings show that primary- and secondary bystander cells that had been
co-cultured with carbon-irradiated A549 cells exhibited increased micronucleus (MN) formation compared to
respective control. In contrast, treatment with NO inhibitor shows a decrease of MN formation in primary
bystander cells but not in secondary bystander cells. These results show that NO play a key role on the primaryand secondary bystander response.
KEY WORDS: Gap Junction, NO, Bystander Effects, Bystander Response, Carbon Ions
BACKGROUND AND OGJECTIVE FOR THIS
EXPERIMNNT
During radiotherapy (RT), it is more likely that an
individual will be partially rather than wholly exposed to
ionizing radiation (IR). It has been generally accepted that
to elicit an important biological response, the energy from
IR must be deposited in the direct DNA damage in the
targeted cells; that is, non-irradiated bystander cells that
neighbor targeted cells would be unaffected. However,
observation made over the past 23 years have clearly
confirmed that the biological effects of IR are not confined
to the cells that has been directly targeted by IR, but
involve a number of neighboring bystander effects.
Whereas intercellular communication of signaling
molecules via gap-junction or soluble extracellular
mediated factors that lead to cell death among irradiated
tumor cells, and between irradiated and bystander tumor
cells, would be beneficial in the treatment of some
conditions. The transmission of stressful effects from
irradiated tumor/normal cells to normal bystander human
cells and the persistence of such effects in their progeny
would have profound implication for long term health risks
of exposure to IR such as secondary carcinogenesis.
The significant enchantment of the secondary cancer
risk after RT is a major concern with more than 6.6% of
patients and even 3-6 times higher in pediatric patients. In
this context, it is apparent that irradiated tumor cells could
malignantly affect the surrounding normal cells with the
series of primary and secondary bystander responses.
Although the mechanism of the primary and secondary
bystander effects is still not clear. However, there is

evidence indicating that IR-induced bystander effects
might have been at least three different pathways to
mediate the expression of bystander signaling from
irradiated cells: through Gap-Junction Intercellular
Communication (GJIC), soluble factors released from
irradiated cells or oxidative metabolism (oxidative stress
condition).
To this end, we hypothesize that the role of
intercellular communication via GJIC/soluble factors and
oxidative metabolism would be an ideal novel to mitigate
the stressful effects of IR in primary and secondary
bystander cells. However, the biological and molecular
events underlying the role of intercellular communication
and oxidative metabolism cross-talk between human lung
cancer cells and human lung normal cells after high LET
carbon ions remain largely undefined. In this respect, we
bystander
investigated
the
primary-and-secondary
responses cross-talk between carbon ions-irradiated human
lung cancer (A549) cells and bystander normal lung
fibroblasts (WI38). This research will improve our
understanding about IR-induced bystander crosstalk in
cancer RT.
MATERIALS AND METHODS
1 Cells
Human lung cancer cells (A549) and Human lung
fibroblasts (WI38)
2 Radiation Types
135 MeV/u carbon ions, LET 70 keV/m
3 Cell survival assay
Cells were assayed for colony formation immediately after
exposure or following various incubation periods at 37ºC.
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response in normal WI-38 cells (Tables 2 and 3).

4 Induction of DNA damage
Assayed by micronucleus formation using the
cytokinesis-block technique. At least 500-1000
cells/treatment were examined and micronuclei in
binucleated cells were considered for analysis.
5 Inhibition of gap junction communication
-glycyrrhetinic acid (AGA) was added at non-toxic
concentrations (50 μM) 30 min before exposure and
remained until analyses.
6. NO assay
Carboxy-PTIO (NO inhibitor) was added at non-toxic
concentrations (20 μM/mL) 2 h before irradiation and
remained until analyses.
7 Statistic
Comparison between treatment groups and respective
controls will be performed using the Pearson’s χ2-test. A p
value of ≤ 0.05 between groups will be considered
significant.

Table 1. % Binucleuted cells with micronuclei of
carbon-irradiated A549 cell- and WI-38 cells
Cells/Radiation Dose

0 Gy
0.5 Gy
5 Gy

A549 cell

4.5 ± 0.69
4.35 ± 0.03
31.87± 0.124

WI-38 cell

4.26 ± 0.06
10.3 ± 0.10
10.7 ± 0.34

Table 2. % Binucleuted cells with micronuclei of the
primary bystander WI-38 cells
Cells/Dose in
Irradiated Cells

0 Gy
0.5 Gy
5 Gy

Control

AGA

Carboxy-PTIO

6.32 ± 0.101
6.67 ± 0.177
7.44± 1.64

5.25 ±1.12
6.8 ± 1.28
7.5 ± 0.04

2.9 ± 0.55
3.7 ± 0.91
2.79 ± 0.007

Table 3. % Binucleuted cells with micronuclei of
secondary bystander WI-38 cells

ACTIVITIES AND RESULTS IN FY 2016
During FY 2016, In our experimental design, we used
human lung cancer A549 cells and normal human lung
fibroblasts WI38, a layered tissue culture to detect primary
and secondary bystander effects induced by 0.5 and 5 Gy
of high-LET carbon ions (Fig. 1). Carbon-ions-irradiated
A549 cells and bystander WI38 cells will be seeded on
either side of the tissue culture insert. Following 24 h of
co-culture, the pure primary bystander cells will be
harvested and processes for further co-culture with
secondary bystander cells. The primary and secondary
bystander responses will be measured such as colony
formation and micronucleus.

Cells/Dose in
Irradiated Cells

0 Gy
0.5 Gy
5 Gy

the

Control

AGA

Carboxy-PTIO

4.2 ± 0.144
4.25 ± 0.11
4.80± 0.19

5.01 ±0.07
4.5 ± 0.43
3.67 ± 0.1

2.9 ± 0.55
5.2 ± 0.74
6.05 ± 006

CONCLUSIONS
In conclusion, our data highlight the importance role of
primary and secondary bystander responses in
non-irradiated bystander normal cells after coculturing
with carbon-irradiated cells. Characterizing the nature of
the communicated molecules between carbon-irradiated
cells and non-irradiated normal cells would have
translational implications in clinical radiotherapy and the
formulation of countermeasures against the toxic effects of
ionizing radiation.
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Figure 1. The transwell Insert co-culture system
PRELIMINARY RESULTS
1. We found that high LET carbon ions-induced DNA
damages in both A549 cancer cells and WI-38 normal cells
(Table 1).

PRESENTATIONS
-

2. The primary and secondary bystander responses are
propagated from carbon-irradiated A549 cancer cells to
neighboring non-irradiated bystander WI-38 normal cells
via gap junction intercellular communication (GJIC) by
using insert transwell co-culture strategy. (Tables 2 and 3).
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Study on radiation sensitivity enhancement and therapeutic targeting of human cancer
cells using heavy ion beams.
(16J319)
Huichen Wang1, Megumi Hada1, Yoshiya Furusawa2, Ryoichi Hirayama2 and Premkumar Saganti1

Irradiation: Cells are irradiated by Carbon (mono)
290 MeV/nucleon beams of 25, 50 and 80 keV/m
with doses of 1, 2, and 4 Gy and a dose rate of 1
Gy/min at HIMAC.

Abstract
In 16J319 experiment, we investigated the radiation
response of human glioblastoma cells and mouse
hippocampal neurons to different linear energy
transfer (LET) of carbon beam radiation. We detected
the effect of DNA repair inhibitor (ATM and PARP)
and inhibition of Glycogen Synthase Kinase 3 (GSK3)
on cell survival in human glioblastoma cells and
normal neuronal cells. We found that GSK3 inhibitor
increased the normal hippocampal neuronal survival
at lower LET carbon beam radiation, but increased
cell killing of human glioblastoma cells at higher
LET carbon beam radiation. This suggests that
inhibition of GSK3 pathway might modulate
radiation sensitivity of glioblastoma cells and
normal neuronal cells. Experimental samples for
DNA damage processing and chromosome aberration
are under analysis. In addition, we also developed a
new detector to detect the distribution of carbon
beam radiation tracks at 1.67 μm/pixel resolution.

Cell lines: Human glioblastoma cells (U87 MG),
U87MG expressing wildtype EGFR, U87MG
expressing EGFRvIII, and mouse hippocampal
neuron (HT22) cells.
Results
We ran two beam lines at HIMAC (June 2016 and
January 2017). According to the experiment results in
June 2016, we revised our experimental plans for
January 2017.
We investigated the radiation
response of human glioblastoma cells and mouse
hippocampal neuronal cells to carbon beam at
different LETs and detected that the distribution of
carbon radiation track using a pixel detector. In
figure1, the data showed hippocampal neuronal and
glioblastoma cells have similar sensitivity to carbon
radiation. GSK3 inhibitor (SB216763) treatment
increased the cell survival of hippocampal neuronal
cells at lower LET radiation (25 keV/M), but
reduced cell survival of hippocampal neuronal cells
at higher LET radiation (80 keV/M). This suggests
that inhibition of GSK3 pathway might exhibit
differential radiation sensitivity of glioblastoma
cells and normal neuronal cells. More experimental
samples are under analysis. In figure-2, observed
track structure at micron level is shown.

Background and objectives of the experiments
Heavy ion therapy is a promising approach for
several cancer treatment options, particularly for
locally advanced solid tumors. Heterogeneous
glioblastoma tumors are resistant to radiotherapy and
highly probable for local recurrence after treatment.
Radiation therapy also induces adverse effects on
normal neuronal cells.
The objective of this
experiment is to study the radiation sensitivity to
human glioblastoma and normal neuronal cells by the
heavy ion radiation and the distribution of heavy ion
primary and secondary radiation tracks at cell level.

Future Studies:
1.

Material and Methods

2.
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Analyze samples of carbon beam radiation on
DNA damage by processing and assessing
chromosomal aberrations in 16J319 experiment
Validate the effect of inhibition in GSK3
pathway on radiation response in glioblastoma

3.

cells and normal neuronal cells and assess its
mechanism of pathways.
Validation studies of detector imaged particle
trajectory and corresponding cell level damage
observations.

1.

2.

Figure-1: Differential effect of GSK3 inhibition
on cell survival in glioblastoma cells (U87) and
mouse hippocampal neuronal cells (HT22)
exposed carbon beams with different LET. Cells
were treated with 10 M GSK3 inhibitor:
SB216763 (Selleckchecm) at 16 hour before
irradiation at 1, 2 and 4 Gy of Carbon beam
with LETs of 25 (24.9), 50 (49.5) and 80 (83.2)
keV/M. Irradiated cells were plated for
clonogenic
survival assay. The mean of
survival fraction is from two experiments.

Figure-2: Various primary and secondary tracks as
observed by the newly developed pixel detector at
1.67 micron / pixel resolution (more work and
analyses in progress).
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Protective effects of yeast beta-glucan against the biological damage induced by
heavy ion radiation and its related mechanism
Experiment Number: (16J320)
1

2

2
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and Technology
Abstract

Exploring the yeast â-glucan protective effects of

How to effectively reduce the effect of

heavy ion radiation will be not only an effective

radiation to human is a very important issue.

way to expand the research of astronaut’s health

Based on the heavy ion beam, this project is to

protection, but also applications in other research

study the protective effects of yeast â-glucan

fields of nuclear radiation protection.

against heavy ion radiations on the cultured
mammalian

cells;

further

to

explore

Yeast β-glucan is an immunomodulator

the

which can reduce radiation damage of irradiated

relationship between this protective effect and

animals. And the water-soluble β-glucans can

mammalian cells proliferation related signal

enhance healing effect by gamma ray radiation.

pathway. Human lung normal epithelial cell line

In taking β-glucan can raise the ability to recover

Beas-2b cells were exposed to Fe ion beams.

and be able to improve the vitality of the marrow

After irradiation, survive rate, growth curve,

to increase white blood cell of mice after

apoptosis, and immunofluorescent of the cell

irradiation. Our previous results showed that a

samples, with or without pretreat with â-glucan,

certain amount of yeast β-glucan can prevent the

were analyzed. The results showed there were

weight loss of mouse exposed to electron beam

some protect effect of â-glucan to irradiated

and carbon ion beam irradiation significantly,

mammalian cells. More experiment should be

inhibit

performed to prove those results. We expect the

peroxidation, and improve antioxidant capacity

results of this project could provide valuable

effectively. Yeast β-glucan plays a protective role

experimental data for the development of a safe,

on mice’s immune organs after exposing to

effective radiation protection health food.

electron beam or carbon ion beam, exhibited as

Background and objectives of the experiment

an increased index of their organs. Yeast

radiation-induced

tissue

lipid

With the development of manned space

β-glucan can effectively reduce the electron

flight, the time of astronauts stay in deep space

beam or carbon ion beams radiation damage on

will be extended. In the space absence of

mice’s leukocyte and lymphocyte, promote

atmosphere and magnetic barrier, the impact of

regeneration

space radiation especially high energy heavy ion

lymphocytes, that is to say yeast β-glucan can

radiation on astronauts’ flight safety has become

protect the blood system from radiation damage.

a very important issue.

Iron ion should be work as well as carbon. Yeast

of

white

blood

cells

and

The main ingredient of yeast â-glucan

β-glucan is a highly promising substitute for

extracted from yeast is â -1, 3-D-glucan, which is

radiation prevention and treatment. However, the

an efficient active and low toxicity of biological

researches on yeast β-glucan for heavy ion beam

respondent. Currently, the researches on yeast

irradiation protection are rarely reported.

â-glucan

Activities and results in FY 2016

radiation

protection

especially

protection effects from heavy ion beam are rarely

In the 2016, we have some results of the cell

reported. Our previous studies shown that yeast

line Beas-2B. We compared the survive rate after

â-glucan has the protective effect on cell damages.

exposed to Fe ion beam. We found that β-glucan
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have protect effect to human normal cells (Fig.

concentration of 1μg/mL, 10 μg/mL and 100

1). Cell apoptosis were detected after Fe ion or

μg/mL were added respectively. No distinguish
difference from any groups (Fig. 3). These results
also happened in the groups after Fe irradiation

1

(Fig. 4).

Survival Fraction

ctrl
¦آ-glucan

0.1

0.5

1.0

1.5

2.0

Cell Numbers

100000

0.0

2.5

Dose/Gy

X-ray

Ctrol
1ug/mL

10000

Fig.1 Beas‐2b Cell Survival Fraction after Fe ion
1

irradiation with or without β‐glucan

2

3

4

5

Days

irradiation by FACS Calibur(Fig. 2). The results

Fig.4 Beas‐2b growth curves after irradiation

presented that β-glucan can barely prevent cell
Future Plans

apoptosis after irradiation. But these results need
more experiments to verify. Cell growth curves

In the next year, more experiments which to

with or without β-glucan were evaluated.

evaluate DNA damages of cells by protection of
yeast â-glucan will be performed. The cells will
be prepared as several groups. Control group,
without drug and irradiation. Group 1, no-drug
administrated

group;

group

2,

â-glucan

administrated group. Cells of group 2 will be
pretreated by yeast â-glucan for 48h before
irradiation. None administration groups will be
substituted with saline. All groups will be

Fig.2 Cell apoptosis of Beas-2b after X-ray and Fe ion

irradiated with fractionated dose between 0 Gy

beam irradiation

and 5 Gy. After irradiation, cells will be
transferred in fresh medium without yeast
â-glucan, and then, harvested for further research.

Cell Numbers

100000

Cell apoptosis will be analyzed by flow

Ctrl
1ug/mL
10ug/mL
100ug/mL

cytometry and DNA damage and repair detected
will

10000

be

measured

by

immunofluorescent

visualization of phosphorylated histone 2AX
(ã-H2AX)

1000
1

2

3

4

5

Days

to

verify

the

former

results.

Expression of P38MAPK and related proteins
will be associated with west-blotting method.

Fig.3 Beas‐2b growth curves before irradiation

Micronucleus will be analyzed the DNA damage
Before

irradiation,

β-glucan

with

the

after irradiation.
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炭素線照射後の生体応答に対する低酸素環境の役割に関する基礎研究
Biological response of hypoxic condition after irradiation with carbon ion beam
(16J321)
劉翠華、 平川 博一、平山 亮一、 藤森 亮
Cuihua Liu, Hirakawa Hirokazu, Ryoichi Hirayama, Akira Fujimori
Abstract
Three kinds of cell (A172, HFL-I, kidney
primary culture cells) were used in this study.
Cells were irradiated with heavy-ion beams and
cultured in different conditions with different
concentration of oxygen. The plating
efficiencies (PE) for kidney primary cells are
different with different oxygen conditions, but
the other two kinds of cells are almost no
different. The D10 values for mouse kidney cells
calculated from survival fraction with LQ
model are higher cultured in 1% oxygen
concentration than those cultured in 3% or 20%
oxygen concentration conditions, but for A172
and HFL-I cell lines, the D10 values almost
same even cultured in different oxygen
concentrations conditions.
Cell cycle distributions of kidney primary cells
are also analyzed at 36 hours, the percentage of
G0/G1 phase cells in 20% oxygen conditions is
higher than those cultured in 1% or 3% oxygen
conditions.
1. Research purpose and background
Oxygen effect, which is a peculiar biological
effect to radiation, is due to oxygen acting as a
sensitizer of radiation during irradiation. The
irradiated cells are in the presence of oxygen,
leading to a biological response different from
that in hypoxia environment (Hirayama et. al. J.
Radiat. Res. 2005). The oxygen enhancement
ratio (OER) is higher for low LET radiations,
but it becomes smaller as LET increased. The
OER approaches 1.0 when LET is extremely
high (500 keV/um) (Tinganelli, Hirayama et. al.
Sci Rep. 2015). Those results indicated that the
oxygen effect was LET dependent during
irradiation.
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Moreover, there are some of different
biological response when cultured irradiated
cells under normal atmosphere oxygen oy
hypoxia conditions (date not show).
Oxygen concentration was known that would
influence various physiological conditions such
as gene expression, in general, cells are
cultured under a normal oxygen environment
(~ 20% oxygen). The oxygen concentration not
only in cancer tissues but also in normal tissues
is just about several percentage, so it is
extremely important for the future development
of radiotherapy biology to investigate what
kind of factor is involved in radiation response
under hypoxic condition in vivo.
Studies using low LET radiation such as
X-rays have suggested that hypoxic condition
reduces the expression of various DNA repair
genes (Norman Chan et. al. American
Association for Cancer Research. 2015; Yuan et.
al. Cancer Res. 2000), but it has not been
clarified for hypoxic conditions on DNA
damage repair response to high LET radiation
such as carbon ion beams.
In this study, we investigated the cellular
responses under different oxygen concentration
conditions after irradiation with carbon ion
beams.
2. Past work until last year
The project was started from 2016.
3. Work for this year
3.1. Materials and methods
Cells: Mouse kidney primary cells come from
RaDR mouse and one kind of human
Glioblastoma Cell (A172) and one normal

fibroblast (HFL-I) are used in this study. Cells
were cultured in MEME medium (sigma)
supplemented with 10~15% fetal bovine serum
and antibiotics, and they were maintained at
37℃ in a humidified atmosphere of a 5% CO2
incubator. Each cell line was inoculated into
25-cm2 plastic flasks at various cell
concentrations for 2 days before irradiation, by
which time cells were confluent.
Irradiation: Confluent Cells cultured in normal
incubator were irradiated with carbon ion
beams (13keV/um, 80keV/um) accelerated by
the HIMAC. All irradiations were carried out
at room temperature.
Cell Survival fraction assay and culture
conditions:
Colony formation assays were conducted after
irradiation. The irradiated confluent cells were
immediately trypsinized and different numbers
of each sample were plated in a plastic dish for
survival assay and cultured in different
conditions with different concentration of
oxygen (20%, 3%, 1% O2). The produced
colonies were fixed and stained with crystal
violet solution after 14 days of incubation.
Cell cycle analysis by flow cytometry: Briefly,
irradiated cells were plated in 100 mm dishes,
after incubation, the cells were collected and
fixed using 70 % ethanol. The DNA histograms
were analyzed graphically to determine the
population of G0/G1, S, and G2/M cells with a
flow cytometer.
3.2 Results obtained in this fiscal year 2016:
1. Oxygen concentration can influence plating
efficiency (PE) for kidney primary cells: PE
was detected at different condition, the PE is
higher in 3% O2 (0.320) than those cultured in
1% or 20% concentration of oxygen conditions
(0.078; 0.073 respectively) for kidney cells but
not the case in the other two kinds of cells.
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2. The radio-sensitivity of different cells
cultured in different oxygen concentration
conditions: The results of cell-killing effect,
which was detected using a colony-formation
assay for 3 kinds of cells irradiated with
carbon-ion
beams
(13.3keV/µm
and
80keV/µm) indicated that different cells have
different effect to oxygen concentration
conditions. For kidney primary culture cells the
D10 values are higher cultured in 1% oxygen
concentration condition than in 3% or 20%
oxygen concentration conditions, but for A172
and HFL-I cells, the D10 values are almost same
though
cultured
in
different
oxygen
concentrations conditions.
3. Cell cycle distribution in different
concentration of oxygen conditions: The cell
cycle was analyzed at 36 hours after irradiation
with carbon ion beams. The results indicated
there are more cells arrest in G0/G1 phase when
kidney primary cells cultured in 20% of oxygen
conditions than those cultured under 3%, 1% of
oxygen conditions.
―――――――――――――――――――
a) Dept. of Basic Medical Sciences for
Radiation Damages, National Institute of
Radiological Sciences; National Institutes for
Quantum and Radiological Science and
Technology.

重粒子線による DNA 損傷応答反応における天然物の作用に関する研究
The effect of natural products on DNA damage checkpoint induced by heavy ion
(16J324)
舘脇直人 a、山崎裕太郎 a、江口-笠井清美 b、中西郁夫 b、西田浩志 a
N. Tatewaki, Y. Yamazaki, K. Eguchi-Kasai, I. Nakanishi, H. Nishida
Abstract

する間接的な作用があるなど、複雑な作用によって

People with an occupation, such as space explorers

総合的に引き起こされ、結果的には疾病の要因とな

and radiation therapists, are influenced by radiation such

る。そのため、これらの放射線リスクを軽減させる

as heavy ion and proton beam. The exposure of tissue to

放射線防護剤や緩和剤の開発が望まれており、抗酸

radiation results in various kinds of damages and

化物質を対象とした放射線の組織障害防護を目的と

toxicities. Thus, the development of radio-protective

する多くの研究がなされている。しかしながら、放

agents has attracted much attention. Antioxidants are

射線障害の予防や臨床現場での応用はほとんど進ん

often used as radio-protective agents. We have

でいないのが現状である。

demonstrated the protective effect of tetragalloyl apiitol

我々は、これまでに様々な生薬や野菜・果物など

(TGA) on cell death by H2O2 or γ-ray irradiation. TGA

の植物に含まれる天然物の抗酸化活性とその作用メ

has a potential as radio-protective agents. However, the

カニズムについて研究を進めてきた。米国航空宇宙

effect on various types of radiation or particle beams is

局（NASA）との共同研究で、幾つかの候補を挙げ

unknown. Herein, we investigated the mechanism of

て宇宙食素材としての候補となり得るものを検討し

cellular responses to DNA damage induced by heavy ion

た。中でも強い抗酸化活性を示す Tetragalloyl apiitol

radiation with TGA. Human adenocarcinoma A549 cells

(TGA)は、過酸化水素および γ 線により誘導される

were pre-incubated with TGA (0, 3, 10 μM) for 6 h. After

細胞障害を抑制することを確認していたことから、

pre-incubation, the cells were irradiated with carbon-ion

この化合物について研究を進めた。

beams [C290 MeV/u (LET 17 and 70 keV/μm)]. The

本研究では TGA の重粒子線による細胞障害から

TGA protected from the cytotoxicity of heavy ion,

の防護作用とそのメカニズム解明を目的とした。さ

especially in LET 17 keV/μm. The phosphorylation of

らに、課題番号 20B264 においてガン細胞移植モデ

p53 was increased by 5 Gy heavy ion exposure. TGA

ル動物の重粒子線ガン治療を増感することが明らか

decreased the phosphorylation of p53 in cells damaged

になった Squalene (SQ)についても TGA の対照とし

by 5 Gy heavy ion with TGA. γ-H2AX, a marker of

て DNA 損傷応答シグナルへの影響を同時に調査し

DNA

た。

damage,

was

also

decreased

with

TGA

pre-incubation. These results indicate that TGA exhibited
the cell protective effect through the inhibition of DNA
damage induced by heavy ion.

２．昨年度までに得られている結果
初年度のため該当なし。
３．今年度の研究内容

１．研究の目的とバックグラウンド

今年度は、細胞周期の DNA 損傷チェックポイン

近年、放射線防護への関心が高まってきている。
放射線に暴露される機会の多い、原子力発電に携わ

トの機能を保持している A549 肺ガン細胞に対して、

る作業者やガンの放射線治療を行う医療従事者は常

炭素線における細胞の生存率や DNA 損傷チェック

に放射線の影響を受けやすい。また、航空機の操縦

ポイントシグナルの強度変化を調べた。ビーム照射

士や宇宙飛行士は宇宙線被曝による健康障害を受け

は、C290 MeV/u MONO ビームを用い、17 および 70

やすい。放射線による組織障害は、我々の生体を構

keV/μm の LET で行った。TGA は 6 時間、SQ は 1

成する DNA やタンパク質、脂質などの成分に直接

時間の各試料を含む培地または含まない培地での前

的に作用したり、生体内の水分子に作用することに

培養を行い、ビーム照射後 1～3 時間培養を行った後

よって発生する活性酸素種やフリーラジカルが影響

に細胞を回収してウエスタンブロット用サンプルと
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した。DNA 損傷チェックポイント関連分子群として

不明である。今後、TGA による細胞保護作用が、重

ATM、p53、SMC1、γ-H2AX、Wip1 を用いた。解析

粒子線に対する TGA の直接的な保護作用なのか、

方法としてはリン酸化抗体を用いたシグナル解析を

あるいは細胞内レドックスバランス調節による間接

主に行った。

的な作用によるものなのかを明確にする必要がある。

４．今年度の研究成果と解析結果

②重粒子線による細胞内 DNA 損傷応答反応に対す

①重粒子線に対する TGA の防護作用

る SQ の作用

予備試験において、酸化ストレスを誘導する過酸

SQ は、細胞内 Wip1 脱リン酸化酵素の発現を誘導

化水素処理後および γ 線照射後の A549 細胞の生存

することにより、ATM 活性を阻害して増感作用を示

率低下は TGA により抑えられ、細胞保護作用を示

すことを報告している（Tatewaki, Nishida ら, PLoS

すことが分かっている。今年度の実験で、重粒子線

One, 2016）。また、既に課題番号 20B264 において、

処理後の A549 細胞の生存率を調べたところ、重粒

SQ はガン細胞移植モデル動物の重粒子線ガン治療

子線による線量依存的な生存率の低下を TGA が濃

を増感することが示されている。本年度は、17 およ

度依存的に抑制する傾向が示された(Fig.1)。その効

び 70 keV/μm の２つの LET に対する影響や細胞内シ

果は LET 17 keV/μm において大きいことが明らかに

グナル伝達分子への作用を検討した。

なった。DNA 損傷に関わるシグナル分子への影響を

100 μM の SQ 処理は、重粒子線処理後の細胞生存

調べたところ、17 および 70 keV/μm 共に、重粒子線

率低下を 17、70 keV/μm 共に増強した(Fig.3)。重粒

5 Gy 照射におけるヒストン H2AX、p53 のリン酸化

子線照射 1 時間後の DNA 損傷チェックポイントシ

が TGA 10 μM の添加で抑制された(Fig.2)。

グナルの活性化に対する SQ の効果を調べた結果、
100 μM の SQ を添加した場合、5 Gy、10 Gy 共に p53、
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な点が多い。本研究においても TGA の細胞保護作
用が重粒子線による細胞内の活性酸素発生を抑制す

a.

新潟薬科大学応用生命科学部

るなど、間接的な作用の阻害を介したものなのかは

b.

放射線医学総合研究所
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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）
a
a
b
c
d
d
d
横堀伸一 、村野由佳 、大松勉 、土赤忍 、木村駿太 、井上琴美 、富田-横谷香織 、
e
e
f
b
g
岩田翔 、林宣宏 、吉田聡 、水谷哲也 、小林憲正
Shin-ichi Yokoboria, Yuka Muranoa, Tsutomu Oomatsub, Shinobu Tsuchiakac, Shunta
Kimurad, Kaori Tomita-Yokotanid, Sho Iwatae, Nobuhiro Hayashie,
Satoshi Yoshidaf, Tetsuya Mizutanib, & Kensei Kobayashig
Abstract
We have started a space exposure experiment
of microbes at the International Space Station
(ISS) as the part of Tanpopo mission. In this
space exposure experiment, Deinococcus spp.
[D. radiodurans (wild type strain R1 and three
deletion mutants of genes contributing different
DNA repair pathways), D. aerius, and D.
aetherius],
Nostoc
sp.
HK-01,
and
Schizosaccharomyces pombe (spore) have been
exposed. 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. These species are
suggested to be tolerant enough to survive in
space condition on the particle beams for 1 year
or more. Among three mutants on the DNA
repair pathway genes of D. radiodurans, the
mutant lacking functional recA gene showed
lowest survivability after heavy ion beam
irradiation.
Dried
cell
aggregate
of
cyanobacteria Nostoc sp. HK-01 showed high
esterase activity after C, Ar, and Ne beam
irradiation.
1． 研究の目的とバックグラウンド
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（パンスペルミア）の可能性
を検討することは、生命の起源研究における
重要課題である。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（Yamagishi et al. 2008）、2015
年 5 月より開始した(Tanpopo 計画)。
本課題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
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Deinococcus radiodurans の野生株 R1 株と
DNA 修復系遺伝子欠損株並びに破壊株、
我々が高々度大気から採取した Deinococcus
aerius TR0125 と Deinococcus aetherius
ST0316 を用いる。また、Deinococcus 属細菌
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 、 真 核 生 物
Shizosaccharomyces pombe（胞子）、各種ウイ
ルスについても重粒子照射実験を行い、生存
に対する影響を検討する。
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
重粒子線による生存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。また、D. radiodurans R1 株(野生株)と、D.
radioduran R1 株由来の DNA 修復系遺伝子
破壊株 XRA1 ［recA 遺伝子(相同組換えに関
与)破壊株］、XPA1［pprA 遺伝子（非相同末端
結 合 に よ る 修 復 に 関 与 ） 破 壊 株 ］ 、 XVRD1
［uvrA1、uvde 遺伝子(核酸除去修復に関与)
二重破壊株］の 4 株の乾燥菌体を用いて、He
線、C 線、Ne 線の照射実験を行った。その結
果、He 線、C 線、Ne 線照射下では、R1 株と、
XPA1、XVRD1 各株の生存率に大きな差は生
じなかったが、XRA1 株は大きく生存率が低下
した。重粒子線は主に二本鎖切断を生じるた
め、相同組換えに関与する recA の働きが重要
であると推定される。
陸生シアノバクテリアNostoc. sp. HK-01：
陸棲藍藻Nostoc sp. HK-01の乾燥藻体を生物
材 料 と し て 用 い 、 HIMAC を 用 い て 重 粒 子 線
(He、C、Arイオン) 照射を行った。照射後加水し、

生 細 胞 の み を 染 色 す る FDA (fluorescein
diacetate) 染色法と、全細胞数と１細胞から生
長したネンジュ数を指標とした細胞生長試験を用
いてそれぞれ生存率を調べた。生存率からD10値
(生存率を10%まで減少させる線量) を算出し
た。
その結果、用いた全てのイオン種及びその照射
エネルギーにおいて、FDA染色法で導いた生存
率は、対照のおよそ75%以上を示した。また、細
胞生長試験の生存率は対照のおよそ50%以上
を示した。FDA染色法の生存率の結果から算出
したD10値は、Heイオン照射で5,654 Gy、Arイオン
照射で2,623 Gyとなった。これらの値は、哺乳類
の致死線量の5~10 Gyや、光合成を行う高等植
物の致死線量＜1,000 Gyと比較すると、圧倒
的に高い。
ウイルス：猫用 3 種混合生ワクチン（猫ウイルス
性鼻気管炎ウイルス FHV、猫カリシウイルス FCV、
猫汎白血球減少症ウイルス FPLV）に C 線と Ar
線をそれぞれ照射した（最大 75 分）。重粒子線
のウイルスゲノムへの影響を検討するためにリアル
タイム PCR をおこなったが（C 線のみ）、照射の有
無による差はほとんど認められなかった。表１では
リアルタイム PCR で増幅の立ち上がりのサイクル
数（Cq 値）を示している。また、照射による感染能
力の消失を評価するために培養細胞に接種した
が、照射が感染能力にほとんど影響しないことが
明らかになった。図１では 3 種類の生ワクチンウイ
ルスを培養細胞に添加してウイルスによる細胞死
（プラーク数：縦軸）で示している。これらの結果

ス粒子に影響を及ぼさないことが明らかになっ
た。
3． 今年度の研究成果と解析結果
Deinococcus 属： 本年度は Fe 線を照射した
が、本報告書作成時段階では解析中である。
分裂酵母S. pombe： 本年度は、Fe線、Ne線、
C線照射を行い、Ar線も本稿締め切り後に照
射する予定である。今後、重粒子線照射後の
分裂酵母の胞子の生存率、および、プロテ
オミクスによる発芽時のタンパク質発現量
や翻訳後修飾の変化を調べる予定である。
参考文献
Kawaguchi, Y., Y., Yang, K. Shiraishi, N. Kawashiri, Y.
Takahashi, T. Sugino, K. Nakagawa, A. Tanigawa, H.
Hashimoto, S. Yoshida, K. Kobayashi, K. Satoh, I.
Narumi, S. Yokobori, & A. Yamagishi (2013) The
possible interplanetary migration of aggregated
microbes: Viability of Deinococcus spp. under the
environmental conditions at ISS for exposure
experiment of microbes in Tanpopo mission. Orig.
Life Evol. Biosphere 43: 411-428
Yamagishi, A., H. Yano, K. Kobayashi, S. Yokobori, M.
Yamashita, H. Hashimoto, M. Tabata, & H. Kawai
(2008) Tanpopo: Astrobiology exposure and
micrometeoroid-capture experiments. Viva Origino
36: 72-76
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図 1（右）。C 線ならびに Ar 線照射した 3 種類の生ワクチンウイ
ルスを培養細胞に添加してウイルスによる細胞死（プラーク数：縦
軸）

から、本実験で用いた照射量と時間ではウイル
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High-LET radiation-induced mitophagy and mitochondrial apoptosis in breast
cancer cells (16J372)
X-D. Jina, Q. Lia, X-G Zhenga, F-F Lia, R.Hirayamab
potential and fragmentation, suggesting mitochondrial
damage was induced by the carbon ion radiation.
Additionally, we observed that mitophagy and
intrinsic apoptosis of tumor cells were the major
responses to the radiation induced mitochondrial
damage. After exposure to low doses of carbon ions,
cells initiated mitophagy to keep viability while
tending to death via apoptosis at high doses.
In this study, we found that prevention of
mitochondrial fragmentation by use of genetic
approaches disturbed mitophagy, cell apoptosis, and
subsequently cell fate after irradiation.

Abstract

Although mitochondria are known to play an
important role in radiation-induced cellular damage
response, the mechanisms of how radiation elicits
mitochondrial responses are largely unknown. Here
we report that high linear energy transfer (LET)
carbon ions induced two different mitochondrial
morphological changes and corresponding responses
in cancer cells. Cancer cells exposed to low-dose
carbon ions exhibited only modestly truncated
mitochondria, and damaged mitochondria could be
eliminated through mitophagy. In contrast,
mitochondria within cells insulted by high-dose
radiation split into punctate and clustered ones, which
were associated with apoptotic cell death. Inhibition
of mitochondrial fission by Drp1 knockdown
suppressed mitophagy and potentiated apoptosis after
the low-dose radiation. However, deletion of Drp1
expression led to the opposite results when the cells
were irradiated with carbon ions at the high dose.
Thus, we proposed a stress response model to provide
a mechanistic explanation for the mitochondrial
damage response to high-LET carbon ions. Our data
shed new light on understanding the mechanism
underlying high-LET radiation-induced cancer cell
death and may help improve strategies against cancer
using high-LET radiation.

2 Activities and results
We investigated whether the mitochondrial network
abnormalities were attributed to the different
mitochondrial responses in MDA-MB-231 cells by
down-regulated Drp1, since this gene has a high
expression in breast cancer cells and is essential for
mitochondrial fission. Drp1 knockdown in
MDA-MB-231 cells was verified at mRNA and
protein levels (Fig.1). Compared to cells treated with
radiation alone and irrelevant scrambled siRNA, cells
treated with siRNA targeting Drp1 exhibited a tubular
mitochondrial network significantly, indicating that
mitochondrial fission was impaired in the cells after
irradiation at 0.5 Gy. Moreover, the treatment with
siRNA targeting Drp1 also inhibited high-dose
radiation-induced
mitochondrial
punctation
remarkably (Fig.2). Fig.3 shows that mitophagy was
obviously suppressed in cells co-treated with 0.5 Gy
radiation and siRNA compared to those treated with
radiation alone and scrambled siRNA; however, an
increase in mitophagy level was observed after 3 Gy
radiation in the co-treatment group. Opposite results
were obtained when we analyzed the release of
cytochrome c from mitochondria. The level of

1 Background and objective

Ionizing radiation can induce mitochondrial damage,
including decreased oxidative phosphorylation
(OXPHOS) activity and oxygen consumption,
changes in copy number and supercoiling, and
oxidative damage to mtDNA. In the past two years,
we utilized the machine time at HIMAC to
preliminarily observe that carbon ion irradiation
resulted in the loss of mitochondrial membrane
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cytochrome c clearly dropped in the mitochondria of
Drp1-siRNA treated cells after 0.5 Gy radiation. On
the other hand, the release of cytochrome c induced by
the high-dose radiation was declined when cells were
pre-treated siRNA (Fig.4). Cell survivals after
exposure to the low and high-dose radiations are
shown in Fig.5. At the dose of 0.5 Gy, compared with
cells treated with irradiation alone, the co-treatment
significantly reduced the survival fractions of
MDA-MB-231 cells. However, with increasing the
radiation dose to 3 Gy, co-treated cells showed a
marked radio-resistance compared to the cells
irradiated alone.
Collectively, our results further show that the
mitochondrial fission played a crucial role in
regulating mitochondrial damage response after
irradiation with the carbon ions.

a

Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China

b

National Institute of Radiological Sciences, Japan

Fig.2 Inhibition of Dpr1 suppressed mitochondrial fission after
carbon ion irradiation, IR: ionizing radiation

Fig.3 Change of mitophagy in cells co-treated with siRNA and
radiation, n.s.: no significance

Fig.4 Western blot analysis of cytochrome c release after
co-treatment

Fig.1 Down-regulation of Dpr1 mRNA (upper) and protein
(lower) in following transient transfection with Drp1-specific
siRNA, sc: scrambled control siRNA, si: Drp1-siRNA.

Fig.5 Survival fractions of MDA-MB-231 cells exposed to
carbon ions and siRNA.

105

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、鵜澤玲⼦ c、古澤佳也 c
H. Matsumotoa, K. Otsukab, R. Hirayamac, A. Uzawac, Y. Furusawac
Abstract
PURPOSE
To investigate how normal tissues, in
particular tissue stem cells, respond to
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 (290 MeV/u,
13.3 keV/µm) at 0.01 to 5 Gy. The bone
marrow cells were prepared 1 and 14 days
after the irradiation. These cells were cultured
in the MethoCult medium for 7 days to arrow
bone marrow stem and progenitor cells to
form colonies. Then the surviving fractions
were obtained by counting the number of
colonies. In addition, total RNA fraction was
prepared from bone marrow cells and the
gene expression profile was exhaustively
examined using Agilent DNA Microarray.
RESULTS
The low-dose hyperradiosensitivity was
observed in the bone marrow cells 1 days after
irradiation with the accelerated carbon
ion-beams at less than 0.5 Gy. The surviving
curve at greater than 0.5 Gy indicated the
feature of linear quadratic model with a big
shoulder. However, the reduction of surviving
fractions was completely recovered in the
bone marrow cells 14 days after irradiation at
less than 1 Gy. From the analysis of gene
expression profile, the suppression of proteins
related to homologous recombination was
observed after irradiation at relatively high
doses but not at low dose.
DISCUSSION
These findings suggest that the exposure
of bone marrow cells to carbon ions at less
than 1 Gy may not induce severe
complications
and
that
homologous
recombination repair may be preferentially
functioned in the bone marrow. Further study
is needed to ensure the safety of exposure of
normal tissues to carbon ions in the
accelerated carbon ion-beam cancer therapy.
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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
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、
重粒⼦線がん治療における正常組織の低線量被ばくの
安全性を担保することを⽬的として、低線量炭素線被ば
くした⾻髄の幹細胞および前駆細胞の遺伝⼦発現を精
査した。
２．昨年度までに得られた結果
(1) 炭素線照射による⼤腿⾻⾻髄幹細胞および前駆
細胞の⽣存率
炭素線を全⾝に 0.01〜5.0 Gy 照射し、1 および 14
⽇後に⼤腿⾻を摘出し、⾻髄細胞分画を調製した。得
られた⾻髄細胞を MethoCult 培地(GF M3434 培地)
で培養し、7 ⽇後に形成されたコロニー数を計数し、⾻髄
幹細胞および前駆細胞の⽣存率を解析した。
① 1 ⽇後の⾻髄幹細胞および前駆細胞の⽣存率
⾮照射および 0.01 ~ 0.5 Gy を照射したマウスからは
2 ~ 3 x E7 個の有核細胞が調製されたが、1 Gy 以上
を照射したマウスからは 1/2 ~ 1/10 量の有核細胞しか
回収されなかった。さらに MethoCult 培地を⽤いたコロニ
ー形成法による⽣存率の解析では、0.01 ~ 0.5 Gy を
照射したマウスの⾻髄幹細胞および前駆細胞の⽣存率
は、急激に約 0.5 まで減少し、低線量超感受性を⽰した。
0.5 Gy 以上を照射したマウスの⾻髄幹細胞および前駆
細胞の⽣存率は、⼤きな肩を有する典型的な線形⼆次
曲線モデル(LQ モデル)を⽰した。
② 14 ⽇後の⾻髄幹細胞および前駆細胞の⽣存率
⾮照射および 0.01 ~ 0.5 Gy を照射したマウスからは
2 ~ 3 x E7 個の有核細胞が、1 Gy 以上を照射したマ
ウスからも 1/2 ~ 1/3 量の有核細胞が調製された。また
MethoCult 培地を⽤いたコロニー形成法による⽣存率
の解析では、0.01 ~ 0.5 Gy を照射したマウスの⾻髄幹
細胞および前駆細胞の⽣存率は、⾮照射マウスと変わら

ない値を⽰し、⽣存率はほぼ 1.0 であった。1 Gy 以上を
照射したマウスの⾻髄幹細胞および前駆細胞の⽣存率
は、徐々に減少し、5 Gy を照射したマウスで約 0.8 であ
った。
３．今年度の研究内容
(1) マウスへの炭素線照射
ICR マウス（雄、5 週齢）に炭素線（290 MeV/u,
13.3 keV/µm）を 0.01〜5.0 Gy を単回全⾝照射し
た。照射に際しては、マウスをペントバルビタールで⿇酔し、
アクリルボードにテープで固定し、さらに全てのマウス体幹の
厚みが⼀定となるようにアクリルカバーを装着した。
(2)
⾻髄細胞の調製
照射後 1 および 14 ⽇⽬にマウスから⼤腿⾻を無菌的
に摘出し、Iscovʼs DMEM 培地を⽤いて⾻髄細胞分画
を調製した。
(3) 網羅的遺伝⼦発現解析
調 製 し た ⾻ 髄 細 胞 か ら 全 RNA 分 画 を 調 製 し 、
Agilent DNA Microarray を⽤いて網羅的遺伝⼦発
現解析を⾏った。
４．今年度に得られた研究成果
照射 1 ⽇後の⾻髄細胞において、0.1 Gy 以上の照
射により Homologous Recombination Repair に関
与するタンパク質の遺伝⼦発現が特異的に抑制されてい
た。これらの結果から、重粒⼦線がん治療において低線
量被ばくした正常⾻髄幹細胞においては Homologous
Recombination Repair が優先的に機能していること
が⽰唆され、低線量超感受性の⼀因が相同組換え修
復の優先性であることが明らかとなった。つまり、休⽌期に
ある⾻髄幹細胞を培養系に移して⽣存率を測定してい
るので細胞周期が同調されているため、細胞のほとんどが
G1 期にあり、Homologous Recombination Repair
が作⽤できないので低線量超感受性を⽰すことが⽰唆さ
れた(図 1 および 2)。

図 2．Mre11 および Rad54 の遺伝⼦発現解析結果．

これらのことは、⾻盤内腫瘍の重粒⼦線がん治療にお
いて低線量被ばくした寛⾻(腸⾻)⾻髄幹細胞の応答
（反応）解析の重要性を⽰唆している。
a. 福井⼤学医学系部⾨医学領域放射線基礎医学分野
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．BRCA1 および BRCA2 の遺伝⼦発現解析結果．
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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）
a

鈴木雅雄 , 稲庭拓 b, 佐藤眞二 b, 村上健 c
M. Suzuki, T. Inaniwa, S. Sato, T. Murakami
We have been studying the biological effect concerning
the split-dose recovery in normal human cells or tumor
cell lines irradiated with different ion beams. Our final
goal is to analyze the Elkind recovery curves using the
microdosimetric kinetic model (MKM) and to construct
the specific logic for highly developed and tailor-made
heavy-ion radiotherapy. This year we focused on
ion-specise and/or energy dependent Elkind recovery
curves using human cells induced by the split-dose
irradiation with the short-term intervals ranging from 0 to
165min. The split-dose irradiation with 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 results
showed that the split-dose recoveries between 2.3keV/µm
He ions and 13keV/µm C ions were almost the same level.
And those between 55keV/µm C ions and 55keV/µm Si
ions were also the same level, showing no recovery. Our
results suggest that the split-dose recovery is dependent
on energy (LET) of ion beams, not ion species. Using
these biological data we will try to analyze heavy-ion
radiosensitivity and repair kinetics by the MKM.

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、重粒子線治療の高度化に資
する論理の構築に寄与することを目指す。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としてヘリウム・酸素イオン
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。

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、重粒子線の生物効果を礎として独自
の分割照射法を確立することが必要不可欠である。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、(1)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、(2)炭素線以外の核種を用いたがん治療の可能性
を検討するために基礎となる生物実験データを集積す
ること、の二点を最終目的として計画した。分割照射に
対する生物効果は、24 時間間隔の連続照射に対する
照射効果と 0 から 3 時間程度の比較的短時間間隔の二
等分割照射に対する照射効果を、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。
その上で、致死効果とその回復現象を加味した治療モ
デル（MKM：the microdosimetric kinetic model）に適用
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2. 前年度までに得られている結果のまとめ
平成 27 年度は、炭素イオン（13.3keV/µm）単一照射
に対する生存率が 5% 程度となる線量を二等分割し、十
数分から 165 分の比較的短い時間間隔で分割照射を
行い、ヒトがん細胞に対する split dose recovery (いわゆ
る Elkind recovery)の細胞腫（ヒト正常細胞 1 種類とヒト
がん細胞 2 種類）依存性を報告した。また、昨年度に 1
回マシンタイムを得た酸素イオン（350MeV/n）に関して、
これまで 4 年を掛けて合計 3 回のマシンタイムとなったこ
とから、ヒトがん細胞及び正常細胞の細胞致死効果をま
とめた。得られた実験結果を要約すると、
(1) 悪性胸膜中皮腫由来がん細胞株 ACC-MESO-4
細胞に対する Elikind recovery 曲線は、比較的低
LET である炭素イオン(13keV/µm)にも関わらず、ヒ
ト耳下腺がん由来細胞株で観察されたような大きな
split dose recovery は起こらず、むしろヒト正常細
胞とほぼ同レベルの split dose recovery が観察され
た。
(2) 核子あたり 350MeV の酸素イオンビームに対する細
胞致死効果は、炭素イオンビームやサイクロトロン
の陽子線との比較から、これまでに用いたヒト耳下
腺がん由来細胞株とヒト正常細胞とでは、若干感受
性が異なり、がん細胞株の方が酸素イオンに対して
高い感受性を示した。
3．今年度の研究内容及び結果
平成 28 年度は、Elikind recovery 曲線のイオンビーム
種・エネルギー依存性を明らかにする目的で、放射線
損傷からの正常な修復能を保持したヒト正常細胞を用
いて、ヘリウム（2.3keV/µm）および炭素（13keV/µm、
55keV/µm）イオンビームに対する split dose recovery を
明らかにし比較検討した。また、核子あたり 350MeV の

酸素イオンビームのマシンタイムを１回配分して頂いた
ため、細胞照射に適用できる視野と平坦度を持つビー
ムを整形し、複数のヒトがん細胞株およびヒト正常細胞
に対する単一照射の生存率曲線を取った。
Elikind recovery 曲線のイオン種・エネルギー依存性
を明らかにする実験では、公的な細胞バンクより供給さ
れたヒト皮膚由来正常線維芽細胞（NB1RGB）を用いた。
酸素イオンビームの細胞致死効果は、NB1RGB 細胞に
加え公的な細胞バンクより供給されたグリオブラストーマ
由来がん細胞株（A172、T98G）と悪性胸膜中皮腫由来
がん細胞株（ACC-MESO-1、ACC-MESO-4）を用いた。
酸素イオンは、binary filter 0 mmH2O 厚で直径 10cm の
視野の内線量±5cm で 97.5%の平坦度となるように整形
したビームを用いた。何れの実験においても細胞致死
効果はコロニー形成法による細胞増殖死を検出した。
今年度は、split dose recovery 実験用のマシンタイムと
して炭素イオン 8 回、ヘリウムイオン 4 回の配分を得、生
物実験として再現性を得ることができる繰り返し実験を
実施出来たため、以下にその結果を示す。
図１に炭素およびヘリウムイオンに対する NB1RGB 細
胞の Elikind recovery 曲線を示す。比較のためこれま
でに報告したシリコンイオンとサイクロトロン棟のプロトン
（70MeV）の結果を併記した。これらのグラフからは、イ

オンビームのエネルギー（LET）に依存して split dose
recovery が小さくなっていくとこが判る。それぞれの実験
での単一照射（二分割照射間隔 0 分）の時の細胞生存
率が異なるため、それぞれの比較を容易にするために、
プロトンの単一照射レベルに規格化したグラフを図２に
示す。グラフより、比較的低 LET であるプロトン、ヘリウ
ムイオン（2.3keV/µm）、炭素イオン（13keV/µm）では、
二分割間隔 120 分付近をピークに 3 倍程度の生存率の
上昇が認められるが、比較的高 LET である炭素イオン
（55keV/µm）やシリコンイオン（55keV/µm）では、前者ほ
どの大きなピークは現れなかった。
得られた Elikind recovery 曲線のイオン種・エネルギ
ー依存性と細胞の重粒子線感受性にどのような関連性
があるのかは、現在検討中である。最終的に MKM 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
することを目指す。
a:放医研放射線障害治療研究部
b:放医研加速器工学部
c:放医研研究企画室

図１．ヒト皮膚由来正常線維芽細胞（NB1RGB）に対する Elkind recovery 曲線のイオン種・エネルギー依存性。シリコ
ンイオンのデータは平成 26 年度までに実施した結果を示す。70MeV プロトンのデータはサイクロトロン棟で実施した
実験結果を示す。

図２．プロトン単一照射（二分割照射間隔 0 分）の時の細胞生存率に規格化した場合の Elkind recovery 曲線比較。
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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 Yajima c, Cuihua Liu d, Yasuharu Ninomiya d , Yoshiya Furusawa e ,
Fujimori Akira d , Bing Wang d
(15J386)

processes of tumor radiotherapy by heavy ions

Abstract

in near future.

In the past HIMAC experiments, we
proved that besides ATM, ATR signaling also

2. Past work

participated in the early G2/M checkpoint after
ionizing radiation. ATR pathway was found to

In previous work with HIMAC, we assessed

be more efficiently activated by heavy ion

the early G2/M checkpoint with dual-parameter

beams compared with X rays in not only ATM

flow cytometry as the mitotic entry at early

deficient/mutant cells, but in normal cells. As

period post radiation by detecting the cells

ATR pathway is overactivated in hepatocellular

positive for phosphor histone H3 and found

carcinoma, we further wanted to to explore

unexceptedly that though ATM is regarded as

whether inhibition of ATR pathway can exhibit

the main regulator of the early G2/M

radiosensitive effects under different types of

checkpoint, ATR pathway can still play a role.

radiation (low and high LETs) in hepatocellular

Meanwhile, the ATR pathway was more

carcinoma.

some

efficiently activated by heavy ion beams

preliminary experiments with HepG2 cells,

compared with X rays in not only ATM

which indicated that ATR inhibitor had

deficient/mutant cells, but in normal cells.

In

last

year,

we

did

radiosensitive effects in HepG2 cells under
3. Last year’s work

different types of radiation.

3.1. The cytotoxic effects of ATR inhibitor
on HepG2 cells

1. Research background
Heavy ions (carbon ions) are considered

ATR inhibitor, VE-821 was adopted to

currently as a better way in tumor radiotherapy

explore whether there’s radiosensitive effects

owing to their advantages in the physical and

by inhibition of ATR pathway. First of all,

biological properties. However, the difference

MTT assay was carried out to find out the dose-

between the mechanisms for X ray and heavy

effect

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

concentrations and the cellular viability of

for further exploration on the mechanisms

HepG2 cells, which were treated with VE-821

concerning

checkpoint

of different doses for three days. As Fig. 1

regulation, DNA repair, etc., which are specific

indicated, the cellular viability decreased with

DNA

damage,

in particle radiation. In this way, more

relationship

between

VE-821

the increase of doses, and there was more than

reasonable dose design and the protection of

90% of viability in HepG2 cells under exposure

normal tissue can be carried out in the
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to VE-821 of doses lower than 2 μM.

effects for VE-821 by colony forming assay.

Fig 1

Firstly, the colony forming ability of HepG2
cells was inhibited under the treatment of VE821, with the survival fraction of about 60%
and 20% for the concentrations of 1 and 2 μM
respectively.

Secondly,

there

were

radiosensitive effects for VE-821 on HepG2
cells.
Fig 3

3.2. The effects of the ATR inhibition of VE821 on HepG2 cells
The expression of phosphorus ATR
(T1989) and CHK1 (S345), which can both
reflect the activation of ATR pathway were
detected with Western blot. As figure 2 showed
that there was a dose-effect relationship
between of different doses of VE-821 and the
activation of ATR pathway as early as 2 h post
IR.

VE-821 was pretreated 0.5 h

prior to

exposure to 6 Gy of X ray. Doses of 1 and 2
μM both may be optional for the later
experiments.
Fig 2
We proved this time that inhibition of
ATR pathway may exhibit the radiosensitive
effects in HepG2 cells under different doses of
carbon ion beams. 
a

3.3. The radiosensitive effects of ATR
inhibitor, VE-821 on HepG2 cells under
carbon ion particles
The doses of both 1 and 2 μM were used
to find out whether there’s radiosensitive
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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
Anti-tumor effect of heavy-ions and inhibitor of NHEJ repair on cancer stem cells
（14J408）
a
高橋昭久 、吉田由香里 a、平山亮一 b
A. Takahashia, Y. Yoshidaa, and R. Hirayamab

Abstract
The Lin28/let-7 axis plays an important role in
tumor initiation and developmental processes.
Lin28B is upregulated in a variety of cancers
and its overexpression enhances cancer cell
proliferation and radioresistance through the
suppression of let-7 miRNA expression. In this
study, we investigated the role of the Lin28/let7
axis as a target for radiosensitization of
melanoma cancer cells. The overexpression of
Lin28B reduced mature let-7 microRNA
expression in melanoma cell lines, and
enhanced the sphere-forming ability of
melanoma cell lines, which is a characteristic
of cancer stem cell (CSC) populations.
Interestingly, Lin28B-overexpressed melanoma
cells were more resistant to X-ray irradiation
than control cells, and Lin28B-induced
radioresistance was abolished after carbon ion
irradiation. Consistent with these results,
Lin28B overexpression reduced the numbers of
H2A.X foci after X-ray irradiation, whereas
carbon ion irradiation had no such effect. Our
results suggest that a carbon ion beam is more
effective than an X-ray beam in terms of killing
cancer cells, possibly due to elimination of
CSC populations.
1. 研究の目的とバックグラウンド
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
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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。様々な臨床知
見や実験結果から、腫瘍組織中に存在する
「がん幹細胞」は、X 線や抗がん剤治療に抵
抗性となる要因を持ち備えており、再燃・再
発・転移の原因となることが提唱されている。
がん幹細胞化にかかわる Lin28 未分化誘
導経路の調節機構として、ヒストン mH2A の
発現が減少することで、クロマチン構造が緩
み、マスクされていた Lin28 の発現が亢進す
ることにより、γ 線抵抗性になることを明らかに
している 1)(Fig. 1)。従来の細胞表面マーカー
を指標とするのではなく、Lin28 未分化誘導経
路を遺伝子操作した細胞は、がん幹細胞の
殺細胞効果向上のアッセイ系として利用でき
るのではないかという着想に至った。

Fig. 1. Lin28: an emerging oncogenic driver in cancer
stem 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。2) さらに、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
その親株細胞を用いて、両細胞の重粒子線
感受性は同様であり、X 線抵抗性がん細胞
のがん幹細胞様集団が残りにくく、重粒子
線の有効性を示唆する結果を得ている。3)
3. 今年度の研究内容
数あるがんの中でも、悪性黒色腫は X 線
抵抗性を有し、進行の早い難治性のがんと
して知られている。悪性黒色腫 G361, A2058,
A375, SK-MEL5 を用い、内在性 Lin28 の発
現量の少ない G361 および SK-MEL5 細胞に、
Lin28 未分化誘導経路を遺伝子操作した悪
性黒色腫細胞を作製し(Fig. 2)、(1)がん幹細
胞形質の確認(スフェア形成能) (Fig. 3)、(2)
重粒子線による感受性をコロニー形成法で
解析し(Fig. 4)、それぞれの親株と比較した。

Fig. 3. Overexpression of Lin28B enhances sphereforming capability. Con and Lin28B melanoma cells
were incubated with DMEM/F12 supplemented with
B27, N2, EGF and bFGF. The spheres in G361 (A)
and SK-MEL5 (B) cells were counted and visualized
after 1 week.

4. 今年度の研究成果と解析結果

Fig. 4. C-ion beam abolishes Lin28B-induced X-ray
resistance. Con and Lin28B melanoma cells were left
untreated or were treated with X-ray or C-ion, and
the survival rates of G361 (A) and SK-MEL5 (B) cells
were determined using the colony-forming assay.
Square: X-ray; Circle: C-ion; Open: Con; Close:
Lin28B.

5. まとめ
Lin28 強発現の悪性黒色腫細胞はスフェ
ア形成能が高く、X 線に抵抗性であるもの
の、重粒子線には親株と比べても感受性に
大きな違いは認められなかった。X 線と比
べて重粒子線のアドバンテージを示唆した。
Fig. 2. Overexpression of Lin28B suppresses let-7
miRNA expression. (A) The expression of Lin28B in
melanoma cells transfected with the pCMV6-AC-GFP
(Con) or pCMV6-Lin28B-GFP (Lin28B) vectors was
evaluated using western blot analysis. Actin was used
as an internal control. (B) The levels of mature let-7
miRNAs in Con or Lin28B cells were assessed using
qPCR. P-values were calculated using Student’s t-test.
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001.
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[14J410] Visualization of the DNA strand break repair by non-homologous end
joining and homologous recombination in low and high LET irradiated
Bacillus subtilis spores [15J410]
(insight-REPAIR)
Ralf Moellera, Marina Ragusea, Christine E. Hellwega, and Akira Fujimorib
Abstract
Spores of Bacillus subtilis have been
used extensively as biological dosimeters for
probing terrestrial and extraterrestrial ionizing
radiation for environmental and astrobiological
studies. Ionizing radiation can damage cellular
components though direct deposition of radiation
energy into biomolecules and indirectly by
generating reactive oxygen species (ROS). The
biological effects of ionizing radiation are
thought to arise from the formation of singleand double-strand breaks (SSB and DSB) in
DNA and clustered DNA damage, e.g. two or
more closely spaced lesions, including abasic
sites, base lesions, SSB or DSB). It has been
demonstrated previously that densely ionizing
(high-linear energy transfer, LET) radiation,
such as neutrons, α- and high-energy charged(HZE) particles, have a greater biological effect
than sparsely ionizing (low-LET) X-rays or γrays.

and the non-homologous end joining (NHEJ),
active mainly when one chromosomal copy is
available, and whereby the DNA ends are
directly rejoined. NHEJ can be either faithful, if
the DNA ends are ligated directly, or error-prone,
if the ends are processed by nucleases or
polymerases before being sealed by a dedicated
DNA ligase (Fig. 1).
The Gram-positive bacterium Bacillus
subtilis can survive to adverse growth conditions,
as nutrient deprivation, low temperature, acidity,
dryness or high osmolarity by forming
monogenomic endospores/spores that will
germinate and start a new round of vegetative
growth once a favorable environment is
reestablished.

1. Introduction
All terrestrial organisms have evolved
mechanisms to maintain genomic integrity in the
face of extreme environmental stresses. Bacterial
spores, among many others of the so-called
extremophilic terrestrial microorganisms are
known to survive high doses of ionizing
radiation. The results reinforced the notion that
survival after high doses of ionizing radiation
does not depend on a single mechanism or
process, but instead is multifaceted.
DNA double-strand breaks (DSBs) are
the most severe type of damage induced by HZE
particles in microorganisms. Microorganisms
possess several mechanisms to repair DNA
DSBs induced by HZE particles. Among the
diverse types of DNA damage, DNA doublestrand breaks (DSBs) are the most hazardous,
being lethal to dividing cells if they are not
repaired in a timely fashion. Two main pathways
deal with these lesions: the error-free
homologous recombination (HR), in which a
second intact double-stranded copy provides the
template for DNA synthesis across the break;
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Fig. 1 Current understanding of DNA DSB
repair in germinating and outgrowing spores:
Bacillus subtilis Ku and RecA are required for
spore survival. The repair of the spore
chromosome that harbors DSBs is mediated by
non-homologous end joining, which entails
ligation of the DNA ends. Premature activation
of the DNA damage response, which is
dependent on RecA, does not suppress NHEJ. A
DNA replication stress activates the DNA
damage response in the absence on an intact
homologous template.
2. Spore survival of heavy ion irradiation
The role of DNA repair by NHEJ and
RecA-mediated repair in Bacillus subtilis spore
resistance to high-energy charged argon ions
have been studied. GFP fusions of Ku (encoded
by ykoV) show localization to the forespore and
it also appears to be involved in repair of double

Delayed germination suggests that there
is still DNA repair going on in the spores/cells.
Normally in spore germination about 10% DSBs
can occur and the Ku-GFP foci disappear mostly
at 120 min. At 180 min it is impossible to
observe a focus (Fig. 3).
Taken together, one can say that,
irradiation of spores with higher doses of
accelerated Argon ions, leads to delay in spore
germination due to accumulation of higher
amounts of DSBs.

strand breaks. The pattern of Ku-GFP
localization during spore germination changes
significantly. The brightest fluorescence signal is
detected in the center of the spore core. This
localization is consistent with the role of Ku in
repair of DNA breaks during the early stages of
germination (Fig. 2).

Fig. 2 Micrograph of DNA-end-binding protein KuGFP localization in outgrowing B. subtilis spores
(after exposure to 500 Gy of Ar ions).

Here, we have treated spores with
different DNA damage causing Ar ion radiation
(500 MeV/n, LET of ~90 keV/µm). We used
time lapse flurosence microscopy to visualize
the localization of Ku-GFP in germinating
spores and compared it in treated and nontreated spores. It was observed that the process
of germination is delayed in heavily radiated (>
500 Gy) spores. We also studied the consistency
in the time frame for DNA repair during spore
germination.
On germinating spores irradiated with 3
different doses of accelerated Argon ions 0 Gy
(non-irradiated control), 500 Gy and 1000 Gy.
The non-irradiated control show a maximum of
6% breaks accumulated during germination. On
the contrary, 500 Gy and 1000 Gy showed much
higher DSBs. They accumulated up to 72% and
81% respectively.
It was also observed that the sporulation
was delayed in 500 Gy and 1000 Gy treated
spores/cells. It was also clear that 500 Gy and
1000 Gy showed delayed germination. At 180
min, it shows up to 12% Ku-GFP foci still
present. On a closer look it is clear that these
foci are contributed by spores that are nongerminated or undergoing delayed germination.
The long chained cells are not showing any foci.

Fig. 3 Micrograph of the morphological changes in
spore germination and outgrowth (upper image) and
quantitative analysis of DNA-end-binding protein KuGFP localization as a graph of time in min vs % of KuGFP foci.

Ku-GFP accumulates during the spore
ripening stage and is repressed during spore
outgrowth. Since during initial stages of spore
germination, there are higher chances of
obtaining synchronicity. This makes it easier to
answer questions such as which other proteins
are recruited to the break site? How does Ku
play a role during the same? It is also a method
to clear out complexity such as SbcC, if it really
plays a role also during NHEJ. If then, what is
the order of recruitment of different proteins to
the break site?
3. Outlook
The aim is to identify the main
responsible factors (interaction of NHEJ)
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
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DNA 二重鎖切断修復活性の飽和に対する線量および LET の影響
Dose effects of radiations on the repair pathway choice for DNA double strand breaks
(15J412)
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 a and Kenshi Komatsu a
a

京都大学 放射線生物研究センター

Abstract

b

放医研 重粒子医科学センター

を解析する事で、重粒子線照射による細胞応答の

DNA double strand breaks (DSBs) are mainly
repaired through non-homologous end joining (NHEJ)

分子メカニズムを定量的に評価する事を目的と
する。

or homologous recombination (HR). It has been
reported that 70% or more of DSBs in cells irradiated 2.

今年度の研究内容

with a high dose of X-rays at late S and G2 phases are

前年度に続き、低 LET のガンマ線と高 LET の

repaired through NHEJ, whereas remaining 15-30% of

重粒子線(80keV 炭素線)の HR 活性への影響を解

DSBs are repaired through HR. We recently found

析した。レポーター遺伝子 DR-GFP をゲノムに挿

NHEJ activation and suppression of HR post a high

入した HeLa 細胞を用いて、各線量の放射線照射

dose of γ-rays, implying the different contribution of

後の HR 活性への影響を解析した。これまでの解

the two pathways for DSB repair after a low or a high

析の結果、ガンマ線照射では線量に依存して HR

dose of radiations. Here, we tested the dose and LET

が抑制されることを見いだし、3 Gy で非照射時の

effects of radiations on the DSB repair pathway choice.

1/3 程度まで HR 活性が減弱することを明らかに
した。一方、炭素線照射では同じ 3 Gy で非照射

1.

研究の目的とバックグラウンド

時の 1/10 程度まで減弱したことから、同じ線量で

DNA 二重鎖切断(DSB)は非常に重篤な DNA

は炭素線の方が HR の抑制効果が高いことが確認

損傷であり、非相同末端結合(NHEJ)か相同組換

された(図 1)。

え(HR)によって修復される。これまでの研究から

放射線照射後には DNA 複製におけるオリジン

低 LET のガンマ線などによって生じる DSB は

発火が低下することが知られている。そこで、HR

NHEJ で、高 LET の重粒子によって生じる DSB

活性にオリジン発火が必要であるかを検討する

は HR で修復されると考えられている。一方、

ためにアフィジコン複製阻害剤を用いて HR 活性

我々は照射線量の変動が修復経路の選択に大き

を定量した結果、顕著に阻害された(図 2)。次に、

な影響を及ぼす事を見いだしており、LET と線

放射線照射後のオリジン発火を高感度で定量す

量が修復経路選択にどのような影響を及ぼすか

るため、複製領域をヌクレオチドアナログ EdU お

を明らかにする事は放射線治療を行う上で重要

よび複製因子 PCNA の共染色により解析する実験

な課題と言える。そこで本研究では重粒子線を用

系を確立した。これを用いて、0.5 Gy および 3 Gy

いて LET、線量の変動による修復経路選択機構

のガンマ線照射後のオリジン発火を定量した結
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果、高線量後で一過的な抑制が観察された(図 3)。
これらの結果から、オリジン発火の抑制が HR
活性の抑制を引き起こす可能性が示唆された。今
後は、炭素線による HR 抑制がオリジン発火の阻
害によるのか、また別の機構によるのかを検討し、
炭素線による高い HR 抑制効果のメカニズムに迫
りたい。
3.

Figures
図 3. 0.5 Gy および 3 Gy 照射後のオリジン発火頻度.
照射後 1 時間および 3 時間後の発火頻度を測定した。
3 Gy 照射後 1 時間でのみオリジン発火が低下した。

図 1. HR 活性に対するガンマ線および炭素線照射の
影響. それぞれ非照射における HR 活性を 1 とした
時の相対値を示した。

図 2. HR 活性に対するアフィジコン阻害剤の影響.
未処理における HR 活性を 1 とした時の相対値を示
した。
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炭素線による DNA 損傷に対するアミノ酸の防護効果と作用機序解明
Protective effect of amino acids on DNA damage induced by carbon ion irradiation
(15J413)
余語克紀 a、村山千恵子 b、藤澤義樹 a、松下明弘 a、鎌田晃平 a、成澤拓海 a、
松本謙一郎 c、平山亮一 c
a
b
K. Yogo , C. Murayama , Y. Fujisawaa, A. Matsushitaa, K. Kamada a, T. Narusawa a,
K. Matsumotoc, R. Hirayamac
果が報告されている。さらに、D-メチオニンが炭素
イオン線照射によって発症するマウスの口腔粘膜・
唾液腺障害に対して有効な放射線防護効果を示
すとの報告がある（J272 課題）。しかし、放射線防
護効果の作用機序は不明である。本研究では、
炭素線による DNA 損傷に対する D-メチオニ
ンの防護効果の検討を足がかりに、作用機序
の解明を目指したい。本年度は、メチオニン以外
の代表的なアミノ酸について、重粒子線誘発 DNA
損傷に対する保護効果を調べ、メチオニンと比較
した。

Abstract
D-methionine, a dextrorotatory isoform of a
sulfur-containing amino acid, can prevent oral
mucositis or salivary hypofunction resulting from
carbon ion beam irradiation during treatment of
head and neck cancers in mice. Previous reports
revealed that D-methionine yielded similar levels of
protection against carbon ion-induced plasmid DNA
damage to L-methionine and DMSO. Here, we
aimed to find other candidate radioprotector amino
acids by investigating how the presence of various
amino acids affects DNA damage induced by
carbon ion irradiation, comparing their effects with
those of methionine. The samples of supercoiled
pBR322 plasmid DNA were irradiated with carbon
ion beams (290 MeV/u) on 6 cm SOBP. The DNA
breaks were detected as form changes of the
plasmids
and
quantified
by
subsequent
electrophoresis on agarose gels. Amino acids that
contain sulfur or a ring structure in the side chain
showed the same radiation protection effect as
methionine and could be candidates for
radioprotectors. We found that the yields of both
SSBs and DSBs correlated with the scavenging
capacity of hydroxyl radicals in bulk solution.
These data indicated that the radioprotective effect
of amino acids against plasmid DNA damage
induced by carbon ion irradiation could be mainly
explained by the scavenging capacity of hydroxyl
radicals.

2. 昨年度までに得られている結果
昨年度は、まずメチオニンに着目し、protection
factor (G 値(防護剤なし)/G 値(防護剤あり)) のデ
ータを固めた。SSB に対する protection factor は、
D-Met: L-Met: DMSO = 2.2 : 2.4 : 2.7 であった
（薬剤濃度 17 mM）。 DSB に対しては、 D-Met:
L-Met: DMSO = 1.4 : 1.6 : 2.3 であった。 D-Met、
L-Met は、 DMSO と同程度の放射線防護効果を
示した。
メチオニンの防護効果には濃度依存性が見られ、
TE バッファー溶液中では約 2mM 以下で防護効果
が見られなくなった。 メチオニンの防護効果の濃
度依存性は、DMSO の濃度依存性とほぼ同様の
傾向であった。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。 D-Met
が示した DNA 損傷に対する防護効果の作用機序
は、DMSO と同様の OH ラジカルの消去ではない
かと考える。
3. 今年度の研究内容

1.

研究の目的とバックグラウンド
本年度は、メチオニン以外の他の代表的なアミノ
酸に着目し、データを固めることにした。アミノ酸は、
側鎖に硫黄を持つシステイン(Cys)、 環状構造を
持つトリプトファン(Trp)やフェニルアラニン(Phe)、
バリン(Val)、 アラニン(Ala)をテストした（すべて L
体）。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 バ ッ フ ァ ー 溶 液 を

放射線治療は、高齢化が進むわが国のがん治
療で有効であり、照射技術の高精度化とともに高
線量を投与できるようになった。しかし、腫瘍への
投与線量は、いぜん正常組織への障害が限界と
なり、治療効果は必ずしも十分でなく、臨床使用に
耐えうる正常組織の放射線防護剤の開発が待た
れる。我々は副作用の少ない放射線防護剤として
アミノ酸が有用ではないかと考えた。
とくに D-メチオニンは低 LET 放射線照射または
白金含有抗癌剤による治療の過程で正常組織に
生じる粘膜炎・聴器障害などの予防または軽減効
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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。バッファー溶液は、10
mM Tris, pH 7.5, 1 mM EDTA (TE)、もしくはリン酸
緩衝溶液(PBS, pH 7.5)を用いた。アミノ酸濃度は、
TE の場合；17 mM、PBS の場合；0.17 mM とした。
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。DNA 二本鎖切断（DSB）は直線状、一本
鎖切断（SSB）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。
照射線量に対して、超らせん状 DNA の割合の
変化、および直線状 DNA の割合の変化のグラフを
作成した。それぞれの直線の傾きから、一本鎖損
傷に対する G 値と二本鎖損傷に対する G 値を求め
た。

A

B

4. 今年度の研究成果と解析結果
炭素イオン線を照射したプラスミド DNA の電気
泳動パターンは、アミノ酸の添加あり/なしで変化し
た（とくに Cys, Trp, Phe）。 線量増加とともに超ら
せん状 DNA の割合が減り、 DNA 一本鎖損傷が
増加したが、 アミノ酸の添加で抑えられた(図 1A)。
また、 線量増加とともに直線状 DNA の割合が増
え、 DNA 二本鎖損傷が増加したが、 アミノ酸の
添加で同様に抑えられた(図 1B)。
重粒子線誘発の SSB に対する保護効果は、Ala
< Val < Met < Phe 〜 Trp < Cys の順であった。
DSB に対する保護効果は、Ala < Val < Met < Phe
〜 Cys < Trp であった。SSB に対する G 値とアミノ
酸の scavenging capacity（OH ラジカルとの反応定
数×アミノ酸濃度）との間に相関が見られた（図 2）。
OH ラジカルとの反応定数は Buxton et al., Journal
of Physical and Chemical Reference Data 17, 513
(1988)から引用した。これらのデータは、重粒子線
誘発のプラスミド DNA 損傷に対するアミノ酸の保護
効果が、OH ラジカルの消去作用で説明できること
を示唆している。しかし、トリプトファンは、DSB に対
する保護効果が高く出ており chemical repair の関
与も考えられるが、まだプレリミナリーなデータであ
り今後の検討課題である。
4. まとめ

図１. アミノ酸による DNA 損傷に対する放
射線防護効果（TE 溶液中）
A；超らせん状 DNA の割合による一本鎖損
傷の評価, B；直線状 DNA の割合変化による
二本鎖損傷の評価

図２. アミノ酸の OH ラジカル消去能力と
DNA 損傷の関係；cysteine (Cys), tryptophan

本年度は、メチオニン以外のアミノ酸に着目し、
実験を行った。メチオニンと同様に、トリプトファン、
システイン、フェニルアラニンは、重粒子線誘発の
プラスミド DNA 損傷に対して保護効果を示した。

(Trp), methionine (Met), phenylalanine (Phe),
valine (Val), alanine (Ala), dimethylsulfoxide
(DMSO).

a. 北里大学大学院医療系研究科
b. 東海大学医学部
c. 放射線医学総合研究所
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重粒子線によるＤＮＡ損傷形態に関する研究
Study of DNA Damage Characterization Induced by Heavy Ion Beam
(15J414)
赤松 憲 、鹿園直哉 、藤本浩文 b、平山亮一 C、小池 学 c
a
a
b
c
c
K. Akamatsu , N. Shikazono , H. Fujimoto , R. Hirayama , and M. Koike
a

a

Abstract
Clustered damage site, that is a DNA region with
multiple lesions within a few helical turns, is believed to
hardly be repaired. However, chemical and spatial details
of them are not known. We have developed a methodology for estimating localization of AP sites using Förster
resonance energy transfer (FRET). We have already
found that carbon ion can produce clustered DNA damage regions within a track using dry DNA film as an irradiation sample by the FRET methodology. We applied the
methodology to a cell-mimetic buffered DNA solution
irradiated with carbon ion beam with LET of ~90
keV/m As a result, we found that the carbon ion tends to
produce more clustered AP sites compared with 60Co
-rays.
１．研究の目的とバックグラウンド
重粒子線を用いた放射線治療では、高いブラック
ピークを利用する事で従来の X 線、γ線と比べて患
部以外の正常細胞への影響を軽減することができる
ため治療効果が高いと言われている。その主な理由
は、高 LET 放射線によって生じる細胞への損傷、と
りわけ DNA 分子に対する複雑な損傷は修復されに
くく細胞死を誘導しやすいことにあると考えられる
が、具体的な知見はまだ少ない。
高 LET 放射線ではクラスター損傷部位（DNA の
1~2 ヘリカルターンに 2 つ以上の損傷が存在する）
が生じやすいとされており、国内外でその修復性に
ついての知見が集りつつある[1]。我々はモデルクラ
スター損傷において修復が困難であることをコンピ
ューターシミュレーション[2]及び細胞導入実験に
おける形質転換効率や突然変異頻度の測定[3]から
示してきた。しかしながら、実際に放射線、特に重
粒子線、で誘発されるクラスター損傷領域の損傷数、
化学構造・立体構造・屈曲運動性などの静的・動的
な実体については殆ど明らかにされていない。これ
らを明らかにするためは、まず損傷構造、特にクラ
スター損傷部位の構造を調べるための方法を開発す
る必要がある。我々はすでに、蛍光共鳴エネルギー
損傷部位にD,A標識を施したDNA

D*

蛍光分子D

蛍光分子A

Dの励起光でDを励起

FRET

A*

2つの損傷が近接している場合、Dの励起エネルギーが
Aに移動し、その結果Aから発光が起こる。

図１．FRET を用いたクラスター損傷研究の概念
D と A が異種分子の場合「hetero-FRET」、同種の場合、
「homo-FRET」という。
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10 mm
1 mm
0.5 mm
6 mm

1 mm
4 mm
図２．DNA 水溶液用照射ホルダー（アクリル製）

移動（FRET）を利用した方法（図１）により、損
傷のひとつである塩基欠損部位（AP）の局在性を調
べる方法を開発し[4]、乾燥 DNA 薄膜試料において
炭素イオンビーム（量研機構 TIARA）では近接した
AP がトラック内に一気に生じることを見出してい
る[5]。FRET とは２つの蛍光分子等の間で生じる非
輻射的エネルギー移動現象のひとつであり、そのエ
ネルギー移動効率の最大距離（10 nm 程度）はクラ
スターDNA 損傷の定義域と一致する。本研究では、
重粒子線の種類によって核酸が被る損傷の種類と頻
度を検出・測定し、重粒子線照射による DNA 損傷
がなぜ難修復性となるのかを検証する。
２．昨年度の結果
昨年度 II 期より本研究課題を開始した。炭素
135MeV/u（最大線量 7.5kGy）で FRET 実験を行っ
たが、AP の局在性と AP 平均密度（千塩基対あたり
の AP 数、線量にほぼ比例）の関係性を知るには線
量が不十分であった。そこで今年度は線量を上げて
実験することとした。
３．照射実験（今年度）
DNA には、pUC19 を SmaI で切断して直鎖状にし
たものを用い、細胞内環境により近い状態（ラジカル消
去能を細胞内と同等）の水溶液（10g/L,0.2M TrisHCl, pH7.5）とした。また、DNA 水溶液の厚みが 0.5
mm となるように図２のようなホルダーを自作し用いた。
重粒子線は、炭素 135MeV/u（2 回、1 回目:10cmφ、2
回目：ペンシルビーム）を使用した。バイナリフィルター
によって LET を平均~90keV/m に調整し、0 ~ 45
kGy の間で室温照射した。冷凍庫で保管後、試料を回
収し、エタノール沈殿によって精製した。沈殿を水に再
溶解させ、凍結乾燥した（使用まで-20°C 保管）。

４．照射 DNA を用いた研究内容（今年度）

することを確認した（図４）。10kGy 以下でのデー
タ点が少ないので AP の収率（単位線量あたりの’）
に有意差は見いだせないが（昨年度のデータ（7.5kGy
までの AP 収率）はほぼ同じ）
、全体的には炭素線の
ほうが収率が低い。

（１）炭素線照射 DNA 試料への蛍光標識及び AP 損
傷量の測定
照射 DNA 試料溶液 20L を 2×蛍光標識用緩衝液
20L を 加 え 、 AP 反 応 性 蛍 光 剤 （ Alexa488,
10mM/DMSO）4L を加え、35°C で反応させた（１日
間）。エタノール沈殿による精製を行って、未反応蛍光
剤を完全に除去した。精製した Alexa488 標識 DNA 試
料の平均損傷密度：’（千塩基対あたりの平均損傷数）
を Alexa488 の蛍光強度から算出した。

（２）AP 損傷の局在性評価―蛍光標識した照射 DNA
試料の蛍光異方性の線量依存性
同じ AP 平均損傷密度における蛍光異方性< r >を
両者で比較すると、炭素線の< r >はγ線より、若干
ではあるが有意に低いことが明らかとなった（図５）
。
直接効果の場合[5]ほど顕著ではないが、細胞模擬条
件下においても、炭素線では AP 損傷が「かたまり」
やすいといえる。

（２）FRET 法による AP 損傷の局在性評価
評価には、（２）で作成した Alexa488 標識 DNA 試
料を用いた。蛍光分子は Alexa488 のみの１種類なの
で、「homo-FRET」（図１参照）を観察することで、AP 損
傷局在性に関する情報が得られる。homo-FRET の量は
「蛍光異方性：fluorescence anisotropy：r 値」データから
得ることが可能である。等方的な均一溶液では、r 値は、
0 < r < 0.4
の範囲にあることが知られており、FRET の寄与が多い、
すなわち近接した損傷が多いほど r 値は小さくなる。
今回の実験では、光源に Xe ランプ（連続光）を用いて
いるので、得られる情報は、光励起された蛍光分子各々
の r 値のアンサンブル平均：< r >である。なお、DNA 試
料として、炭素線照射物の他に、コバルト 60γ線、及び
熱・酸処理した DNA（AP がほぼポアソン分布することが
分かっている）でも同様の実験を行った。

図５．炭素線照射(●)及びγ線照射(○)DNA の蛍光異方
性< r >と AP 平均損傷密度（’：千塩基対あたりの平
均 AP 損傷数）の関係

５．研究成果と解析結果（今年度）
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図４．炭素線(●)及びγ線(〇)照射 DNA の AP 損傷量（：
’
千塩基対あたりの平均 AP 損傷数）

（１）炭素線照射 DNA 試料中の AP 損傷量
炭素線、γ線ともに線量増加に比例して’ が増加
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Fragmentation of plasmid DNA induced by heavy ions
(15J416)
K. Pachnerova Brabcovaab, L. Sihvera, E. Ukraintsevc, M. Davidkovab, N. Yasudad, Y. Matuod and T.
Murakamie
Abstract
The project is focused on measurements of
plasmid DNA damage induced by heavy ion radiation,
including clustered DNA damages, as one of the cell
markers of a cancer risk. The clusters were measured
with
conventional
electrophoretic
technique,
combined with post-irradiation treatment by base
excision repair enzymes, and by an imaging with
atomic force microscopy. The later method enables an
estimation of DNA fragment distribution. The
comparison of the results of the techniques will refine
and improve the current knowledge about the
clustered DNA damage.
1. Introduction
Probability of stochastic radiation effects on a human
space crew have only been estimated with an excessive
uncertainty, particularly due to limited knowledge of
biology of heavy charged particles. These are rare, yet
dangerous component of cosmic radiation.
DNA damage is one of the basic cell markers of a
cancer risk. Ionizing radiation, particularly the heavy
ions, is specific in induction of complex DNA damage,
called clustered DNA damage, consisting of strand
breaks and base lesions within only a few helical turns.
Cell repair of the damage is compromised in according to
the types of the contributing primary lesions and their
mutual spatial distribution [1]. In other words, biological
impact follows the nature of the cluster, which is
therefore of intensive scientific interest to be accurately
measure.
The clustered damage can be detected with several
methods. However, all of them suffer from imperfection
and underestimation of the actual state of the damage,
particularly due to inability of detection of short DNA
fragments. Currently, the only method available for this
purposes is atomic force microscopy (AFM) [2].
However, since an extraction of the short DNA
fragments induced in vivo remains a challenge, AFM is
available only for the measurements in vitro.
Plasmid DNA in water serves as a simplified model
of cell nucleus, which allows omitting of the cell repair
processes and study the primary DNA damage. An added
scavenger can control possibly prevailing direct or
indirect radiation effects, where the plasmid in the
solution of high scavenger capacity imitates a
mammalian cellular environment.
2. Materials and methods
Plasmid pBR322 supplied in 1x TE buffer (10 mM
Tris-Hcl, 1 mM EDTA), purchased from New England
BioLabs Inc. was purified via dialysis to remove salts. In
the study, two hydroxyl radical scavengers were used:
coumarin-3-carboxylic acid (C3CA) with rate constant of
reaction with hydroxyl radical 6.8x109 s-1, and 2-Amino-
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2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol (Tris) with rate
constant 1.5x109 s-1. Samples were prepared with
different concentrations of C3CA or Tris, corresponding
to the same scavenging capacities in the range
of 106-109 M-1s-1. The highest scavenging capacity was
not prepared with C3CA scavenger, since C3CA has
limited solubility in water. The two highest values of
scavenging capacity represent a mammalian cellular
environment [3]. The non-scavenged samples include a
residual TE buffer, which scavenging capacity was
estimated to 105 M-1s-1 [4].
Irradiation was performed in HIMAC BIO during July
2016 with 135 MeV/u 12C, at the entrance of the Bragg
curve (without any degrader) and at one position in the
Plateau region.
In laboratories of Fukui University, all the samples
were analysed with agarose gel electrophoresis to reveal
strand breaks, or in combination with post-irradiation
treatment with E. coli base excision repair enzymes to
reveal purine and pyrimidine base lesions [5].
Selected samples were prepared for AFM analysis by
adsorption on freshly cleaved mica with help of Mg2+
cations [6]. The preparation was conducted at
laboratories of Fukui University; the samples, stable
under room conditions, were transported to Prague for
AFM measurement in the air.
3. Results
The induced single and double strand breaks (SSB
and DSB) per Mbp and Gy are shown in Figure 1,
together with a comparison with the corresponding
results from the previous HIMAC experiments with
non-degraded and degraded carbon and neon beams of
400 and 200 MeV/u. The dependence on linear energy
transfer (LET) is apparent only for the samples of low
scavenging capacities, while it is suppressed for the
samples of high scavenging capacities, with prevalent
direct radiation effects in the environment. No significant
difference was found between results with Tris and
C3CA scavengers.
The agarose gel electrophoresis can separate the
plasmid into four fractions (supercoiled, circular, linear,
and fragmented) according to the induced strand breaks.
The fragments have random length and therefore they
remain invisible and not detected.
For example, the sample without the scavenger with
the delivered dose of 50 Gy is damaged to the level that
there is no remaining supercoiled plasmid form, leaving
for electrophoresis visible only circular and linear forms
in the 4:6 ratio (Figure 2, left). However, using of the
AFM method enables to see also the fragmental DNA
(Figure 2, right). With the evaluation of these fragments,
the ratio can be re-calculated to 1:9. This result means
that neglecting the fragments leads to largely
underestimation of the results.

Figure 2. Comparison of detection of plasmid DNA
forms damaged by delivery of 50 Gy with carbon beam.
Left: agarose gel with DNA label with fluorescent dye
after electrophoresis; right: plasmid DNA absorbed on
mica and imaged with AFM.

(a)

(b)
Figure 1. Sites of SSB (a) and DSB (b) induced by
non-degraded beam of 135 MeV/u carbon (LET 24
keV/m), and non-degraded and degraded beams of 400
and 200 MeV/u of carbon (LET 11 and 16 keV/m) and
neon (LET 30 and 45 keV/m). The shapes of marks
indicate scavenging capacity ranging from 105 to 109
M-1s-1 of samples with Tris scavenger (full symbols with
lines to guide the eye) and C3CA scavenger (open
symbols).
The actual frequency of the plasmid length, see
Figure 3, was calculated with our in-house
semi-automatic
algorithm
LEMEDNA
(Length
measurement of DNA) implemented in Matlab 8.6
(MathWorks Inc.). It is clear that the most of the linear
plasmid form are actually fragments.
4. Outlook
The analysis of the acquired data will be completed
and compared with the results of gamma radiation. The
results on the DNA fragmentation will enable to
re-estimate yields of clustered DNA damage analyzed
with the electrophoresis.
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Figure 3. Distribution of length of DNA fragments
induced by carbon ions in the plasmid sample.
_
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ヒト細胞における重粒子線の DNA 損傷と修復の分子生物学的解析
Molecular Biological Studies on Heavy Ion-Induced DNA Damage
And Its Repair in Human Cells
（16J417）
松本 義久 a、島田 幹男 a、土屋 尚代 a、松宮 雅典 a、山口 基貴 a、平山 亮一 b
Y Matsumotoa, M Shimadaa, H Tsuchiyaa, M Matsumiyaa, M Yamaguchia, R Hirayamab
Abstract
DNA double-strand break (DSB), which is considered
most deleterious type of DNA damage, is repaired
mainly through two pathways: non-homologous end
joining (NHEJ) and homologous recombination. We
have been studying the role of protein phosphorylation
by DNA-PK in NHEJ. We recently generated a rabbit
polyclonal antibody against Ser320- phosphorylated
XRCC4 and XRCC4- or DNA-PKcs-knocked out cells
from human colon carcinoma cell line HCT116. In this
study, we examined the sensitivity of normal and DSB
repair-deficient cells toward heavy ion either in single
dose or in split dose by colony formation assay. We also
examined the phosphorylation status of XRCC4 Ser320,
H2AX Ser139 and KAP-1 Ser824 after heavy ion
irradiation. Finally, we examined whether centrosome
overduplication and primary cilia formation are induced
by heavy ion irradiation.

我々は、XRCC4 の Ser320 のリン酸化状態を特異
的に認識するウサギポリクローナル抗体を作製し、
このリン酸化が放射線照射後に DNA-PK によって起
こることを示した(Sharma et al. JRR 2016)。現在、ヒ
ト大腸癌細胞 HCT116 から、CRISPR/Cas9 法により、
XRCC4 をはじめとする DNA 二重鎖(DSB)修復遺伝
子欠損細胞の作製を行っている。
本研究では、これらを用いて、重粒子線で生じた
DSB に NHEJ、HR に関わるタンパク質群がどのよう
に応答するか、重粒子線で生じた DSB は NHEJ と
HR でどの程度修復できるか、また、γ線などの低
LET 放射線とどのように異なるかを明らかにするこ
とを試みる。
2.

1.

研究の背景と目的
本研究は、ヒト細胞における重粒子線の DNA 損
傷と修復の分子生物学的特徴を明らかにすることを
目的として、本年度から開始した。
我々は、DNA 損傷、特に DNA 二重鎖切断の認識・
修復の分子機構の解明と癌診断・治療への応用を目
標として研究を行っている。放射線によって生じる
さまざまな DNA 損傷の中で、DNA 二重鎖切断は最
も重篤であり、放射線の生物影響に最も密接に関わ
ると考えられている。DNA 二重鎖切断は主として、
非相同末端結合(NHEJ)と相同組換え(HR)の二つの
機構によって修復される。
NHEJ は空間的に最も近接する DNA 末端同士を連
結する反応と考えられる。NHEJ においては、DSB
の認識に関わる Ku70、Ku86(Ku80)、DNA-PKcs、DSB
の 連 結 に 関 わ る DNA ligase IV 、 XRCC4 、
XLF(Cernunnos)が中心的な役割を担う。2015 年に新
たな分子として PAXX(XLS，C9orf142)が報告された。
一方、HR による DSB 修復は、DSB 部位周辺と相同
なもしくは同一の配列を鋳型とした合成によって行
われる。HR においては、resection に関わる CtIP、
Nbs1/Mre11/Rad50 複合体、ExoI/BLM 複合体、一本
鎖 DNA 結合タンパク質 RPA、鎖交換タンパク質
Rad51 および RPA と Rad51 の置換に関わる BRCA1、
BRCA2、PALB2 などが重要な役割を担う。また、
Nbs1/Mre11/Rad50 複合体、RPA はそれぞれ ATM、
ATR を介した細胞周期チェックポイントシグナルに
も重要である。
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今年度の研究内容
本年度は上記の DSB 修復遺伝子欠損細胞および
リン酸化状態特異的抗体などを用いて、以下の実験
を行った。
１）DSB 修復欠損細胞の重粒子線に対する感受性お
よび分割照射の効果
炭素線 3Gy を正常 HCT116 細胞および XRCC4、
DNA-PKcs ノックアウト細胞に照射し、コロニー形
成法によって、生存率を求めた。また、SLDR が起
こるかどうかを検討するために、炭素線 3Gy を 2 時
間の間隔をあけて 1.5Gy ずつ 2 回に分割して照射し、
コロニー形成法によって、生存率を求めた。
２）重粒子線に対する DNA 修復タンパク質の応答
炭素線 5Gy を HCT116 細胞および XRCC4 ノック
アウト細胞に照射し、30 分後に回収した。PBS で 2
回洗浄後、凍結した細胞を東京工業大学に持ち帰り、
ウェスタン・ブロット法により XRCC4 の Ser320 の
リン酸化状態を調べた。
また、ネオン線 5Gy をヒト網膜上皮色素細胞
RPE1-hTERT に照射して、10 分後に固定し、蛍光抗
体免疫染色法により、γ-H2AX、pKAP1 (S824)の集
積の有無を調べた。また、同細胞を 36、60、84 時間
後に固定して、γ-tubulin、acetyl-tubulin 抗体で染色
し、中心体過剰複製や一次繊毛形成の有無を調べた。
3. 今年度の研究成果と解析結果
１）DSB 修復欠損細胞の重粒子線に対する感受性お
よび分割照射の効果
正常 HCT116 細胞のプレート効率(P.E.)は 44%であった。
3Gy1 回照射後の生存率(S.F.)は 0.001 となった。一方、
1.5Gy2 回照射後の S.F.は 0.011 となり、3Gy1 回照射に

比べて高かった。ただし、プレートした細胞数が少なく、結果
として形成されたコロニーの数が数個であったため、プレート
細胞数を増やす、0-3Gy での線量を細かくとるなどの再検
討が必要である。
XRCC4、DNA-PKcs ノックアウト細胞については、P.E.が
それぞれ 1.1%、6.8%と低かった。これらの分子が非照射
時に生じる DNA 損傷の修復に関わる可能性が考えられる
が、並行して培養条件(たとえば、血清の種類、濃度など)
を検討し、良好な P.E.が求められる条件探索を行っている。
照射後にはほとんどコロニーが見られず、生存率を求めた
り、１回照射と分割照射の比較をしたりすることができなかっ
た。放射線感受性は高いと予想されることから、より低い線
量での検討が必要である。
２）重粒子線に対する DNA 修復タンパク質の応答
①XRCC4 Ser320 のリン酸化
HCT116 細胞に炭素線およびγ線照射後、我々が
作製した XRCC4 Ser320 リン酸化状態特異的抗体を
用いたウェスタン・ブロットを行った(図１)。リン
酸化は、γ線照射後に比べ、炭素線照射後で顕著で
あった。XRCC4 ノックアウト細胞では XRCC4 およ
び XRCC4 Ser320 リン酸化のバンドは認められなか
った。DNA 損傷の種類や複雑度によって、DNA-PK
の活性化の程度が異なる可能性が考えられた。今後、
繰返し実験や、線量、タイミングを変えた実験が必
要である。

図２

ネオン線照射後の H2AX Ser139、
KAP1 Ser824
のリン酸化の蛍光免疫染色法による解析

③中心体過剰複製および一次繊毛形成
次に、RPE1-hTERT 細胞を 36、60、84 時間後に固
定し、γ-tubulin 抗体および acetyl-tubulin 抗体を用い
た蛍光免疫染色により、中心体過剰複製と一次繊毛
形成について検討した(図３)。γ-tubulin 抗体で強染
されるドットが中心体である。炭素線照射後に一部
の細胞において、その過剰複製が見られた。また、
一部の細胞で、中心体から一次繊毛(acetyl-tubulin 抗
体で染色される短い線状のもの)が伸びている像が
観察された。今後、線量依存性やγ線との比較など
を行う予定である。

炭素線照射後の XRCC4 Ser320 のリン酸化状
態のウェスタン・ブロット法による解析
WT は正常 HCT116 細胞、No.16 は XRCC4 ノック
アウト細胞である。比較のため、東京工業大学コバ
ルト照射施設でのγ線照射を合わせて行った。

図３ 炭素線照射細胞の中心体、一次繊毛の蛍光免
疫染色法による解析

②H2AX および KAP1 のリン酸化
ネオン線 5Gy 照射 10 分後に固定した RPE1-hTERT
細胞において、核内にγ-H2AX および pKAP1 のフ
ォーカスが認められた(図２)。今後、γ線照射の場
合との比較などを行う予定である。

b.

図１
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宇宙放射線による生体ゲノム DNA 損傷および突然変異の可視化と定量に関する研究
Visualization of In Vivo DNA damage resoponses to galactic cosmic radiation
(16J418)
1

藤森 亮 、劉 翠華 1、平川博一 1、
A. Fujimori, C. Liu, H. Hirakawa
Abstract
Galactic

1. 研究の背景と目的
Cosmic

Rays

(GCR)

include

various high energy charged particles (HZE) in
addition to photons (UV and gamma rays). The
complex space radiation environment is an
important factor that makes space different
from the environment on earth. Increasing risk
of

delayed

carcinogenesis

radiation
have

effects
been

such

reported

as
and

concerned people who will stay for extended
periods of time in this vast realm of space. It
has been hypothesized that cancers are
mechanistically caused by the accumulation of
mutations within several distinct genes (TP53,
ATM, BRCA1/2, etc.) which normally guard
cellular genomic integrity from any internal and
external genomic stresses (i.e. DNA damages
by ionizing radiation). In animal tissue exposed
to GCR, those mutations can be generated by
immediate repair of on-site DNA lesions in
those genes (“targeting” effects), and also can
be induced indirectly by “non-targeting” effects
through unknown epigenetic mechanisms. In
the present project (J418), we are investigating
the process of IR-induced mutation in various
tissues in the mice irradiated with heavy ion
particles using a novel animal model system
(RaDR mice) in order to understand how
“non-targeting” radiation effects contribute to
the mutagenesis of the mammalian life “in
Space”.
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宇宙の電離放射線にはγ線に加え、さまざまな
重粒子線成分が含まれる。前者に比べて後者は
生物学的効果が大きいため生体への影響が無視
できない。宇宙大衆化時代に向けて、宇宙放射
線への被ばくのリスク、特に発がんなど晩発影
響の科学的理解と合理的な被ばく線量等の管理
が重要である。DNA相同組換え機構（HR）はDNA
二重鎖切断の修復に不可欠な一方、これを過剰
に抑制または亢進させる遺伝的ストレス・環境
ストレスは「ゲノム不安定性」の原因となる。
ゲノム不安定性はゲノム上の無差別な遺伝子突
然変異頻度の増加を通じてがん遺伝子の活性化
（またはがん抑制遺伝子の不活化）を促し、体
細胞のがん化や悪性転化を招くと説明されてい
る。しかしこれまで、高等動物の生体組織の中
で実際にこうしたゲノム不安定性の誘導がリア
ルタイムに観察された例はなかった。近年米国
マサチューセッツ工科大学の研究グループが、
GFPの緑色蛍光を指標に生体のゲノム不安定性
を評価するモデル実験動物（RaDRマウス）を開
発した。本研究の目的は、多様な宇宙放射線の
中で生体効果が大きい鉄イオン線に着目し、こ
れに曝されたRaDRマウスの様々な組織に誘導さ
れるゲノム不安定性を評価し、宇宙放射線被ば
くに特徴的な生体応答を細胞遺伝学的ならびに
組織学的に明らかにすることである。

2. 今年度の研究内容
生体組織ユビキタスに発現するRosa26遺伝子座
位に直列のHR基質（Rosa26 Direct Repeat-GFP）
が導入されたトランスジェニックマウス（RaDR
マウス）を米国マサチューセッツ工科大学より
放医研に導入し、SPF動物施設において繁殖させ
た。RaDRマウスは、生体内でHRが生じると（２
つの変異EGFP遺伝子が、互いの欠損部位を補う
結果として）緑色蛍光シグナルを発する（図１）。
生体内で生じた組換え体（GFP陽性細胞）の頻度
をフローサイトメーター（FCM）によって評価で
き、組織レベルのHRのイベントは蛍光顕微鏡を

ヘミ接合体）を作出し、自然繁殖にて RaDR ホ
モ化を行った。SPF 動物施設で飼育された同マ
ウス（5 週齢）に各群６匹ずつ、0、0.5、1、2、
4 Gy のγ線、あるいは 0、0.1、0.2、0.5、1、
2 Gy の鉄イオン線を全身照射した。それぞれの
照射から１ヶ月後 6 匹/群のマウス（9 週齢）を
解剖し、単離した脾臓、胸腺、骨髄（大腿骨）
の単核球細胞（106 細胞）における GFP 陽性細
胞の含有率を測定した。骨髄の単核球において
非照射コントロールと比べて照射サンプルの
GFP 陽性率の有意な増加傾向が観察された。ま
た、肝臓、すい臓、腎を 4%PFA によって固定し
凍結切片を作成した（図２）。今年度（初年度）
のデータは来期予定する鉄イオン線照射実験
の結果とあわせて定量的な解析を行う。In Vivo
モデル動物による本課題研究に先立ち、同様の
HR 基質がヒト大腸がん由来細胞株（HT118）に
組みこまれたシステム(RKO)を用いた細胞培養
実験を実施した。γ線と鉄イオン線を照射した
RKO 細胞の増殖過程をタイムラプス蛍光倒立顕
微鏡で観察したところ、細胞が照射直後ではな
く数回の有糸分裂を経た後にはじめて GFP 蛍光
を発する現象が有意に増加していた。この遅延
性 DNA 相同組換え（DHR = delayed homologous
図１ RaDR マウスにおける HR 検出のメカニズム
recombination）の頻度増加には、放射線ゲノ
ム損傷応答のうちゲノム不安定性の亢進（非標
照射サンプル： TgRADR-λgt マウス（C57BL/6J、 的効果）が関わっている。動物の生体で DHR の
検出を可能にする技法の発展と導入は、今後本
5 週齢、♀）は保存された凍結胚から発生させ
SPF 棟にて RaDR 座位のホモ化と維持繁殖を行う。 研究の目的達成にとって重要な課題である。
実験に先立ち、重粒子線棟マウス飼育施設にて
1 週間の馴化飼育を行う。また、同マウスから
単離された腎から線維芽細胞を準備する。
動物の数：5 週齢の TgRADR-λgt マウス 30 匹を、
照射線量（0、0.2、0.5、1、2 Gy）により 5 群
の実験群に分け、鉄イオン線の全身照射を行う。
実験手順：照射から 4 週間後に剖検を実施する。
胸腺、脾、骨髄を採取して血球細胞を解離させ
1%PFA による固定を行い、
細胞毎のゲノムの DNA
基質における HR イベントの増減をフローサイ
トメーター（FACS）による GFP 陽性細胞数の定
量によって評価する。また肝、膵、腎等の臓器
（図 2）RaDR マウスの膵臓の蛍光顕微鏡写真。GFP 緑
は 4%PFA 固定し、切片標本による GFP 陽性コロ
色蛍光陽性細胞のコロニーの出現（←）は、数世代前
の一つの細胞核内の染色体で DNA 相同組換えのイベ
ニーの観察やゲノム変異解析に使用する。

用いて検出することができる。生体組織におけ
るこのHR基質遺伝子の突然変異の頻度は、マウ
スの加齢にしたがって増加が観察され、老化が
ゲノム不安定性を促進した結果であると考えら
れる（Sukup-Jackson, PLoS genetics 2014）。

←

ントが生じたことを示す。正常なマウスの生体内でも
自然に発生するがその頻度は極めて小さい。

3. 今年度の研究成果
生体組織における遅延相同組換え（DHR）を GFP
緑色蛍光によって検出できる「RaDR マウス」の
凍結精子を導入し体外受精によって個体（RaDR
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----------------------------------------1. 量研機構・放医研 (NIRS, QST)

糖転移フラボノイドの重粒子線に対する防護メカニズム
Radioprotective effects of Glycosylated Flavonoids on heavy ion beams
(16J419)
于 暠 1, 山下 真一 1, 砂田 成章 1, 上坂 充 1, 藤森 亮 2, 平山 亮一 2
H. Yu1, S. Yamashita1, S. Sunada1, M. Uesaka1, A. Fujimori2, R. Hirayama2
Abstract
Flavonoids are known as antioxidants and
expected as radioprotective agent as well because of
their reductive property. Glycosylation technique
is recently utilized to improve solubility of
flavonoids into water. Compared with X-rays,
heavy ion beams can induce more complicated
damage on DNA due to their nature (LET and so
on). Radioprotive ability of flavonoids, including
glycosylated ones, toward different types of
radiations must be different but still not well
clarified.
Dilute aqueous solutions of λDNA (14.6 μM in
base pair concentration) were irradiated with
different types of radiations (X-ray and heavy ion
beam) and induced DSBs (double strand breaks)
were detected and quantified by electrophoresis
technique. Yield of DSBs were also evaluated
from dose-response curve. Not only flavonoids
but also ascorbic acid was added to the solutions to
see their radioprotective effect from the viewpoint
of DSB inhibition. Direct actions of radiations
were negligible because DNA concentration was
very low, in other words, radioprotective effects
toward only indirect actions of radiations were
extracted in this study.
We found that LET dependence of DSB yield
well corresponds to that of OH radical yield. Up
to now, no significant difference due to the
glycosylation can be found.

1. 研究の背景と目的
代表的な抗酸化剤であるフラボノイドは生
体への毒性が少なく、高い抗酸化能がある。し
かしフラボノイドは水溶性が低く、体内への取
り込みの段階での制約がある。これを解決する
ために糖転移技術の利用が試みられている。糖
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転移とは、グルコースを酵素による脱水縮合で
導入する技術であり、これによりフラボノイド
の体内での残留時間が長くなることが報告さ
れている [Shimoi, K., et al., J. Agri. Food Chem
51, 2785 (2003)] 。しかし、糖転移が放射線防護
の点でどのように影響するかはまだ明らかに
なっていない。そこで本研究では重粒子線照射
に対するフラボノイドの放射線防護作用につ
いて、特に糖転移の影響という観点からそのメ
カニズムを明らかにすることを目指している。

2. 今年度の研究内容
初年度でまず検出しやすい DSB（二本鎖切
断）を指標とし、X 線および重粒子線で生成し
た DSB の収率を電気泳動法により評価した。
また、フラボノイドの微量添加による DSB 収
率の変化も調べた。
DNA には比較的安価で入手しやすい直鎖状
の λDNA を用い、DSB が生じたことと関連す
る DNA の長さの変化から DSB 収率を評価
した。ただ、λDNA はラジカル捕捉作用の高い
TE 緩衝液に保存された状態で販売されている
ため、透析により、ラジカル捕捉作用が無視で
きるほど低いリン酸緩衝液に置換して用いた
た。図 1 に希薄水溶液中で X 線照射した際の
λDNA の線量－効果曲線を示す。透析により大
幅に放射線耐性が低下しており、TE 緩衝液の
影響が無視できなかったことが分かる。
この図は片対数でプロットしてあり，指数減
衰フィッティングにより縦軸が 1/e = 37% に
なる線量 D37 Gy が評価できる。この D37 は標
的モデルに基づくと DSB 収率 GDSB mol/dm3
と次の関係になる。
GDSB = [λDNA] / (ρD37)

(1)

こ こ で ρ kg/dm3 は 試 料 の 密 度 。 [λDNA]
mol/dm3 は λDNA の濃度（分子としての濃度）

である。この式から DSB 収率を評価した。

Fig. 2:
Fig. 1: Fraction of non-damaged λDNA in dilute
aqueous solutions as a function of X-ray dose.
Blue and Red symbols are data with and
without dialysis to remove TE buffer.
フラボノイドとしては Rutin とこれにグル
コースが一個導入されたモノグルコシル Rutin
(MG-Rutin) を用い、添加濃度は 0-100 μM とし
た。比較のためにアスコルビン酸も用いた。照
射試料の λDNA 濃度は 0.3 nM （塩基対濃度
では 14.6 μM）だった。
X 線には管電圧 200 kV のものを、重粒子線
には C 290 MeV/u を用い、LET はそれぞれ
1.3, 30 keV/μm だった。線量率は同程度（3
Gy/min）で照射した。

3. 今年度の研究成果
得られた DSB 損傷収率をフラボノイドお
よびアスコルビン酸の添加剤濃度に対してプ
ロットしたものを図 2 に示す。
フラボノイド、アスコルビン酸のいずれを添
加しても濃度の上昇にともなって損傷収率が
下がっていることが分かる。また、Rutin と
MG-Rutin の間で差異は明確でなく、糖転移の
影響は確認できなかった。また、Rutin、MG-Rutin
ともにアスコルビン酸と同程度の DSB 抑制
効果があることが分かった。

129

DSB yield produced on λDNA by
irradiations of X-rays and C ions as a
function of concentration additives (rutin,
MG-rutin, and ascorbic acid).

線質の違いとしては、X 線の方が炭素線より
も高い DSB 収率を与える結果となった。炭素
線の方が高い細胞致死効果を示すことを考え
ると一見おかしそうに見えるものの、次のよう
に解釈できる。今回は希薄水溶液中で λDNA
を照射しており、放射線のエネルギーはほぼ全
て水に吸収される。このため、直接作用は無視
できる。間接作用を考える際、OH ラジカルの
収率が重要となる。LET が増えるとトラック構
造も高密度化するため、間接効果の原因になる
OH ラジカル同士の再結合反応も増える。この
ため、炭素線では X 線よりも DNA にアタッ
クする OH ラジカルの量が少なかったと解釈
できる。この傾向は OH ラジカル収率の LET
依存性についての報告値ともよく対応してい
た [Yamashita, S., et al., Radiat. Phys. Chem. 77,
439 (2008)] 。さらに、OH ラジカル収率と DSB
収率の絶対値の比較から、今回のケースでは
105 個の OH ラジカルにより 1 個の割合で DSB
が生成していることが分かった。
1.

東大院・工 (Sch. Eng., Univ. Tokyo)

2.

量研機構・放医研 (NIRS, QST)

高 LET 粒子線トラック構造の免疫染色法による可視化と粒子種依存性
Distribution of 8-OHdG, an oxidation product of DNA, induced by high-LET radiations
(16J424)
a
a
a
伊藤 敦 、大内章央 、後田藤太 、平山亮一 b、村山千恵子 c、冨田雅典 d、古澤佳也 b
A. Itoa, F.Ouchia, T. Ushirodaa, R. Hirayamab, C. Murayamac, M. Tomitad, and Y. Furusawab
Abstract
The observation of 8-hydroxydeoxyguanosine
(8-OHdG) distribution using an immuno-staining
method was carried out for a DNA-lipid complex
sheet in expecting to estimate the contribution of the
penumbra area with low LET characteristics in a track
structure of heavy ions. In the DNA sheet, formation
of fluorescence dots resulting from 8-OHdG was
clearly observed in dose-dependent manner. We
examined LET dependent dot formation for the same
ions, and ion species dependence of dot formation for
the same LET. The size and intensity of the
fluorescence dots were quantitatively measured with
the aid of image processing software, Image-Pro Plus
(Media Cybernetics, Inc.). The LET dependence
showed that the intensity was significantly higher for
low LET than for high LET in carbon and neon ions,
in accordance with the higher yield of 8-OHdG in low
LET region. For the constant LET (200 keV/m),
neon dots had higher intensity compared with silicon
dots. However, we did not detect significant
difference in the dot size. Future accumulation of data
should be conducted for various ion species and LETs.
1.

に由来する間接作用が致死の約 50%1) 、LET が
1298 keV/m の超高 LET においても細胞死の
39%2)が間接作用に帰することを報告したが、これ
らの結果は penumbra の寄与を考慮しなければな
らないことを示唆している。penumbra の領域を粒
子種、LET に依存して特定できれば、より直接的
に高 LET 線の生物作用と penumbra の関係を知る
ことができる。これまでに、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-OHdG 生成の空間分布を免疫染色法によって求
める方法の開発を行ってきた。試料として水不溶
性の DNA シート（DNA と脂質の複合体シート）
3)

と培養細胞を用い、均一な DNA シート作製法の

開発、照射した DNA シートでの 8-OHdG 検出法
の工夫、培養細胞での 8-OHdG と dsb の同時観察
法の検討などを行った。その結果、粒子トラック

研究の目的とバックグラウンド
本課題は、高 LET 放射線の生物作用がそのトラ

に由来すると考えられる蛍光ドットを観察する

ック構造と密接に関係しているとの観点から、高

ことができた。

LET 放射線の特徴をトラック構造に沿って生成

1) A. Ito et al., Radiat. Res., 165, 703 (2006).

される DNA 放射線産物（塩基損傷及び二重鎖切

2) R. Hirayama et al., Radiat. Res., 171, 212 (2009).

断）を可視化した画像に基づいて検討を行う。こ

3) 岡畑恵雄、川崎剛美、未来材料、3, 46 (2003).

のために 8-hydorxydeoxyguanosine (8-OHdG と略
記）及び DNA 二重鎖切断（dsb と略記）に関与す
る抗体を用いた免疫染色を培養細胞、DNA フィル
ムについて試み、それらの分布を、粒子種及び

2.

今年度の研究内容と成果

(1) DNA シートにおける 8-OHdG 由来蛍光ドット
の定量化
今年度は DNA シート上に形成された蛍光ドッ

LET に依存した生物作用と関連づけることを目

トについて、その強度とサイズ（面積）の定量化

的とする。

を 画 像 処 理 ソ フ ト （ Image-Pro Plus, Media

高 LET 放射線のトラック構造は、一般に電離密

Cybernetics, Inc.）を用いて試みた。DNA シートは

度の高い中心部の core と周辺部の低 LET 領域で

水不溶性のため、超純水をシート表面に付着させ

ある penumbra に分けて考えられている。従って

た状態で照射を行った。なお、DNA シートを照射

この両者の寄与を評価することが高 LET 線の生

前 に ブ ア ン固 定 液 で 処理 す る こ とに よ っ て 、

物作用を知るために重要である。我々は LET が
440keV/m の高 LET 領域において、OH ラジカル
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8-OHdG の検出効率が向上することをすでに報告
している。照射後、8-OHdG 蛍光抗体で染色後、
100 倍の対物レンズでの蛍光顕微鏡画像を CCD カ

数は、線量に依存するが、最小 600、最大 8000 とし、
標準誤差は計測値の 1/100 程度に抑えた。図 1 に C
照射（LET 13keV/m）での 8-OHdG 由来と見られる
蛍光ドットの観察例を示した。線量に依存してドット数
が増加していることがわかる。
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用いて次の 2 パターンについて行った。
同一核種での LET 依存性：C の LET が 13
keV/m と 80 keV/m の比較、及び Ne の LET
が 31 keV/m と 200 keV/m の比較。
同一 LET で核種依存性： 200 keV/m LET に
おいて Ne と Si の比較
図 2 に同一核種を照射した場合の LET 依存性を

1.00

100.00

0.80

80.00

76.23

79.01

0.60

60.00

0.40

40.00

0.20

20.00

0.22
0.00

0.5

0.7

1.1
Ne 400

0.9

0.20
1.3

1.5

1.7

Si 4902.1

1.9

2.3

2.5

Fluorecence intensity (relative)
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照射は C(290MeV), Ne(400MeV), Si(490MeV)を

Area of fluorescence dots (μm²)

DNA sheet irradiated with carbon of an LET of 13
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Fig.2. LET dependence of fluorescent dot area and
fluorescence intensity irradiated with (a) carbon and
(b) neon.

Fig. 1. Fluorescent dots originated from 8-OHdG in
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Fig. 3. Comparison of fluorescence dot area and
fluorescence intensity between neon and silicon in the
LET of 200 keV/m.

示した。炭素、ネオンともに LET が小さい方が蛍

謝辞：DNA フィルム作製において、DNA 試料を

光強度が大きい。これは低 LET ほど OH ラジカル

ご提供いただいたマルハニチロ(株)中央研究所の

収量が大きく、従って 8-OHdG が生成しやすいた

御手洗誠先生、庵原啓司先生に、また作製法を教

めであろう。一方、蛍光ドットの面積における差

授いただいた岡畑惠雄教授に感謝申し上げます。

はほとんど検出できなかった。図 3 は 2 核種では
あるが、LET 200 keV/m における核種依存性を調

a

東海大・工

べた結果である。軽いネオンの方が、蛍光強度が

b

放医研・重粒子医科学センター

高く、また 8-OHdG 生成面積もやや大きい。今後

c

東海大・医

さらに核種、LET を増やして比較する予定である。

d 電中研・放射線安全
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Study of HeLa cell death rate loaded with platinum salts
or betamethasone irradiated by fast atomic ions
(16J462) ( February 2017 )
a
N. Usami , Y. Furusawab, R. Hirayamab, K. Kobayashia, C. Le Sechc*
Abstract

The experiments performed at HIMAC in 2016,
have been concerned with the quantitative study of
changes in the cell death induction of cancerous
cervical cell lines HeLa, when the cells are loaded
with high-Z atoms like platinum-salt or added with
a corticoid : betamethasone. Further details are
available in a book chapter [1].
Some years ago we have shown that the
combination with the addition of heavy atoms like
platinum, gold or gadolinium and irradiation by fast
ions - C6+ or He2+ - augment the induction of
damages in biomolecules, like DNA, or increase of
the cell death rate [2,3,4,5]. The high-Z atoms
considered are contained in molecules like gold or
platinum salts or constituent of nanoparticles of
platinum, gold or gadolinium ( NP-Pt, NP-Au, NPGd ) about 3 nm in size and containing 1000 atoms
in the average.
Comparison of the cell death induction when
nanos-particles are used or salts, assuming the same
high-Z atomic concentration, suggests that quite
similar enhancement of the cell death rate is
obtained.

a sample holder, perpendicularly to the beam and
irradiated under atmospheric conditions at room
temperature. More details concerning the
experimental conditions can be found in [4, 5] and
references therein.
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.

3 Results
HeLa +PtTC, betamethasone
1

0.1

1 Purpose

The aim of the present work is investigate the
possibility to augment the cell death by decreasing
the cell defenses. For this purpose we have
irradiated HeLa cell added with betamethasone.
Betamethasone is known to inhibate the Nuclear
Factor NF-Kappa-B. Inhibition of this factor has
been proposed to decrease the cell defenses.
Experiments
combining
the
molecules
betamethasone and platinum salt have been made
also.

Control

Beta
0.01

Pt

0.001
0

0.5

1

1.5

2

2.5

dose (Gy)

The figure above illustrates the enhancement of the
cell death rate of HeLa in presence of platinum salt
( PtTC, 500 M , filled square) irradiated at the
Bragg peak (SOBP) LET ~ 70 keV/m by carbon
beam ions at 290 MeV/amu -. Filled diamond
represent the cell death rate with betamethasone
alone 0.2 mol-1 .
The survival fractions SF(2), at 2 Grays, for the two
experiments (PtTC, betamethasone) :

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 incubated
with PtTC salt - 500 mol-1 - before irradiation
during 6 hours or (and) betamethasone 0.2 mol-1.
No toxicity at the cell level was observed in
presence of PtTC or betamethasone.

SF(2Gy)=SF(PtTC,2Gy,LET)/SF(control,2Gy,LET)
SF(2Gy)=SF(beta,2Gy,LET)/SF(control,2Gy,LET
The data obtained from the figures give, for the
respective two experiments :
SF(2 Gy, PtTC) = 0.020/0.0.068 = 30 %;
SF(2 Gy, beta) = 0.045/0.068 = 66 %

Irradiation at HIMAC. Irradiations of cells
by C6+ ions with initial energies of 290 MeV/amu
and LET set at 70 keV/m respectively were
performed. For irradiation, the flasks were fixed in
132

3

The survival fractions in presence of PtTC is in
perfect agreement with precedent results obtained
in previously. It is important to notice the important
effect in cell death rate induction. The
betamethasone molecules give also a significant
enhancement in the cell death induction of HeLa.
However it is about twice less than the platinum
salt.
It is of interest to point out that betamethasone is
currently used in medical treatment.

To go further an attractive way is to consider
pharmacological inhibitors of energy (ATP)
production in cell. Deoxyglucose will be tested this
year. Such combinations might induce a synergic
effect and open a new approach to improve the
therapeutic efficiency of radiation in cancers.
a

Photon Factory KEK, bNIRS, cParis Sud Univ
(France)
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5 Projects
Experiments have been proposed for 2017
aiming for the decrease of cell defenses by
decreasing the ATP production. It is well known
that cancerous cells necessitate more glucose to
produce the ATP (Warburg effect). We plan to
combine cells with deoxyglucose ( DG ) that cannot
be metabolised by cell. Hence this molecule will
perturb the energy production, preferentially in
cancerous cell, because more molecules of glucose
are absorbed by cancerous cell. This gives a
metabolic targeting of the cells. Other experiments
are planed with the combination : DG + PtTC in
order investigate a possible supra additivity of both
effects. The cell line that will be considered is HeLa.

6 Conclusion
The present study shows that the combination
of salts containing platinum atoms, potentiate
irradiation by carbon ions. Similar significant
enhancement of the cell death rate can be obtained
with the combination of the corticoid
betamethasone, though at smaller efficiency.
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重粒子線の線質が及ぼす大気下ならびに低酸素環境下での生物効果
Influence of radiation quality on biological effect under oxic and hypoxic conditions
（15J468）
平山亮一 a、小原麻希 a、鵜澤玲子 a、劉 翠華 a、松藤成弘 a
R. Hirayamaa, M. Obaraa, A. Uzawaa, C. Liua, N. Matsufujia
Abstract
Chinese hamster ovary (CHO) cells were expose to C-,
Si-, Ar- and Fe-ions with linear energy transfer (LET)
values ranging from 90-438 keV/µm under oxic and
hypoxic conditions. The oxygen concentrations used
were oxic (air) and hypoxic (95% N2, 5% CO2). The
oxygen enhancement ratio (OER) values have been
calculated from the measured clonogenic survival curves.
We compared survival curves after Ar-, Si- and C-ions at
90 keV/μm. Similarly, we checked it using Fe-, Ar- and
C-ions at 196 keV/μm and using 500 MeV/n Fe - and
200 MeV/n Fe-ions at 438 keV/μm. We could not see
the large difference in survival curves by the radiation
type at the same LET. In the case of the study using
SOBP He-, C- and Ne-ion beams, we measured and
calculated OER resulting from survival curves under
oxic and hypoxic conditions. LET-OER spectrums
might be showed dependency on radiation types in a low
LET region.

6cm-SOBP ビーム内の複数の位置で細胞生存率を作
成し、10%生存率での OER を求め、LET 依存的な
OER の変化を粒子種間で比較した。実験回数は少な
いが、He 線と C 線の粒子種間での連続的な OER の
変化が見られなかったため、この 2 種での粒子種依
存性は無い可能性がある。
3.

今年度の研究内容
全体の研究計画は 3 年をかけて行う予定である。
平成 28 年度は計画 2 年目にあたる。
実験①：RBE や OER を指標とした同一 LET 値での
細胞致死効果における粒子種依存性
これまでに得られた CHO 細胞における細胞致死
の線量-効果関係の使用粒子種（mono ビーム）なら
びに LET 値を表 1 にまとめた。LET 値は PHITS コ
ードにより計算した。計画 2 年目では、各 LET で複
数の粒子種を使用し、引き続き CHO 細胞の細胞生
存率曲線を大気下ならびに低酸素下（< 0.24 mmHg、
0.034%以下）で求めた。

1.

研究の目的とバックグラウンド
前課題（12B468）では有・低酸素状態の哺乳動物
培養細胞における重粒子線生物効果を放射線作用別
（直接作用と間接作用）に解析し、DNA 修復欠損細
胞を用いて重粒子線の大きい RBE（生物学的効果
比）や小さい OER（酸素増感比）のメカニズムを放
射線化学ならびに生物学的に明らかにしてきた。生
物効果は LET に依存して変化するが、同一 LET 値
でも粒子種の違いにより生物効果が異なることも報
告されている。そこで本課題は、前課題で使用した
CHO 細胞を用いて、同一 LET における粒子種の違
いを RBE や OER を指標に評価する。さらに、細胞
致死における放射線作用の寄与を調べ、DNA 損傷修
復欠損細胞を用いることで、粒子種の違いによる生
物効果のおける重粒子線の物理・化学的因子と生物
学的因子の関連性を明らかにしていく。

表 1 LET 値と粒子種
LET
（keV/μm）
90
196
438

粒子種
（既存データ）
Ar500
Fe500
Fe200

H28 年新規利用
粒子種
S490
C290
Fe500

実験②：SOBP ビームにおける粒子種依存性
前年度に引き続き、He、C ならびに Ne 線の SOBP
ビームにおいて、3 つの粒子種の生物影響を調べる。
SOBP ビームは LET 指定が難しいため、6cm-SOBP
内の複数箇所で細胞生存率曲線を作成する。その後、
LET-OER 曲線を求め、粒子種間での相違を調べた。
4. 今年度の研究成果と解析結果
実験①：RBE や OER を指標とした同一 LET 値での
細胞致死効果における粒子種依存性
LET 値を 55, 90 ならびに 438 keV/μm にした場合での粒
子種の違いによる細胞生存率の結果を図 1-3 にまとめた。
全てのデータが統計的に十分な繰り返し実験を終えていな
いため、統計的に有意な差があるか否かの議論はできな
いが、LET 値にかかわらず、oxic および hypoxic 下での粒
子種の違いや初期加速エネルギーの違いによる生物効
果は、生存率曲線の形から判断するとほとんど観察されな
かった。LET が 90 keV/μm を超えるような高 LET 領域で

2. 昨年度までに得られている結果
実験①：RBE や OER を指標とした同一 LET 値での
細胞致死効果における粒子種依存性
LET 値を 55, 90 ならびに 438 keV/μm にした場合での粒
子種の違いによる細胞生存率の結果では、LET 値にかか
わらず、oxic 下での生存率曲線では粒子種の違いはほと
んど見られなかった。hypoxic 下では、高線量域において
粒子種により感受性の差があるように思われるが、統計的
な解析は実験回数不足により至っていない。
実験②：SOBP ビームにおける粒子種依存性
He、C ならびに Ne 線の SOBP ビームでは、同一
LET にあわせて実験を行うことが困難なため、

は粒子種・加速エネルギーの違いによる細胞致死効果は観
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1

実験②：SOBP ビームにおける粒子種依存性
He、C ならびに Ne 線の SOBP ビームでは、同一
LET にあわせて実験を行うことが困難なため、
6cm-SOBP ビーム内の複数の位置で細胞生存率を作
成し、10%生存率での OER を求め、LET 依存的な
OER の変化を粒子種間で比較した。実験回数は少な
いが、結果を図 4 にまとめた。同一 LET において、
粒子種間の OER 値に違いが観察された。傾向として
は軽い粒子種の方が、小さい OER 値を示した。今後
は測定回数、測定位置を増やし、精度を高めると共
に LET-RBE における粒子種依存性についても調べ
ていく予定である。

Ar oxic
Ar hypoxic
Si oxic
Si hypoxic
C oxic
C hypoxic

0.1

Fe500 oxic

0.1

Fe500 hypoxic
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図 3. 同一 LET 値（438 keV/μm）における初期加速
エネルギーの違う粒子線効果。黒塗りシンボルは低
酸素下での照射実験。Mean ± s.d.
4
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図 1. 同一 LET 値（90 keV/μm）における粒子種依存
性。黒塗りシンボルは低酸素下での照射実験。Mean
± s.d.
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図 4. SOBP ビームによる細胞生存率から求めた
OER の LET 依存性。Mean ± s.e.
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察されなかったことから、さらに低 LET 領域での放射線
の線質影響を次年度では調べていく予定である。

Fe oxic
Fe hypoxic
Ar oxic
Ar hypoxic
C oxic

0.1

a.

C hypoxic
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図 2. 同一 LET 値（196 keV/μm）における粒子種依
存性。黒塗りシンボルは低酸素下での照射実験。
Mean ± s.d.
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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.
(15J472)
a
松尾陽一郎 、下川卓志 b、清水喜久雄 c
Y. Matuoa, T. Shimokawab, K. Shimizuc
Abstract
It has been established that irradiation with higher
linear energy transfer (LET) has increases lethality
and mutagenicity more than that with lower LET.
However, the characteristics specific to the ion
beams have not yet been elucidated. The yeast cells
were irradiated with carbon ions (12C5+; 290 MeV)
with the dose 50 to 200 Gy. 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 ionizing radiations elicit not only DNA
strand breaks but 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine
(8-OHdG) production, the amount of 8-OHdG
produced by the high-LET carbon ion particle
irradiation was at a similar level to that by low-LET
gamma ray irradiation, demonstrating that 8-OHdG
production was not affected by the greatness of LET.
These results suggest that the extent of DNA strand
breaks, not the amount of base damages such as
8-OHdG, is influenced by the greatness of LET and
causes negative effect on DNA amplification.
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する医学応用や遺
伝子資源の開発などの分野において、ガンマ線
と比較して粒子線の有効性が明らかになってい
る。ガンマ線と比較して、粒子線が物質中を通
過するとき、その飛跡に沿って密にイオン化を
起し局所的にエネルギーを付与する。このため
細胞の生死および突然変異誘発にとって極めて
重要となる DNA の損傷が、粒子線照射の場合、
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構造的特異性や空間分布を持つことが推測され
る 1)。
我々は、出芽酵母(S.cerevisiae) S288c 株の細
胞や DNA を対象として、生存率・突然変異率
や突然変異スペクトル、及び DNA 鎖損傷にお
ける粒子線の特徴について、線種の異なる放射
線間で比較し明らかにすることを目的として研
究を行った。
２． 昨年度までに得られている結果
実験 1)重粒子線による酵母細胞の生存率・突然
変異誘発率； 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 から 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。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(主
に GC:TA トランスバーション) 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
クレオソーム構造でのリンカーDNA 領域に局
在して生じることが示された 2)。
実験 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
価する手法を開発している。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 3)。
３． 今年度の研究内容
実験 1) 出芽酵母細胞(S288c 株)をセルロースフ
ィルター上に配置し、重粒子線がん治療装置

れる。従ってイオンビームの生物効果は酸化損
傷よりも鎖切断の寄与が大きいと考えられる。
[1] J. A. Sikorsky, et al., Biochem. Biophys. Res.
Comm., 355, 431–437 (2007)
[2] Y. Matuo, et, Mutat. Res., 602, 7-13 (2006)
[3] K. Shimizu, et al: Radiat. Prot. Dosim. 146, 62-64
(2011)
C(220MeV) LET: 107 keV/μm
C(290MeV) LET: 50 keV/μm
C(290MeV) LET: 13 keV/μm
Ne(350MeV) LET: 317 keV/μm
Ne(260MeV) LET: 428 keV/μm

突然変異誘発率, 10 -7 cell

(HIMAC) に お い て 炭 素イ オ ン ビ ーム (Total
energy: 290 MeV, LET: 13, 50, 75 keV/μm を照射
した出芽酵母細胞について、5-FOA を含む選択
培地を用いて、URA3 遺伝子の変異体(ura3-)を
選択し、突然変異誘発率を得た。また、高崎量
子応用研究所 イオン照射研究施設（TIARA）
において炭素イオンビーム(Total energy: 220
MeV, LET: 107 keV/μm)、ネオンイオンビーム
(Total energy: 260 MeV, LET: 428 keV/μm および
Total energy: 350 MeV, LET: 317 keV/μm)を照射
した場合と比較した。Fig.1 に炭素およびネオン
イオンを照射した場合の URA3 突然変異誘発率を
示す。炭素イオンビームについては LET の上昇
に伴って URA3 突然変異誘発率が上昇し、かつ
100Gy で突然変異率が最大となる傾向がみられ
た。一方、ネオンイオンビームについては、LET
が 428keV/μm と比較して低い 317 keV/μm の条
件の方が突然変異誘発率は高く、LET 依存性は
示さないことがわかった。さらに炭素イオンビーム
と比較してもネオンビームの突然変異誘発率は低
いことが示された。
実験2) 27年度後半から28年度にかけてモノク
ローナル抗体を利用した DNA サンプルの酸化
的損傷量評価を行った。
グアニン塩基の酸化によって生じる
8-OHdG を指標として、酸化的損傷量の評価を
行った。8-OHdG Check ELISA キット(日本
老化制御研究所)を用い、ガンマ線およびイオン
ビームを照射した DNA サンプル(1μg/ml)内の
8-OHdG を測定した。抗体反応停止後に、
iMark マイクロプレートリーダー(BIO-RAD)
を用い、吸光度により 8-OHdG 量を測定した。
8-OHdG 量の解析は、Microplate Manager6
Software にて行った。
低LETであるガンマ線照射DNAサンプルと、
高LETであるイオンビーム照射DNAサンプル
の 8-OHdG 量を比較した結果を Fig.2 に示す。
同一の吸収線量について 8-OHdG の生成量は
ガンマ線に対してヘリウム線では約 0.7－1.2
倍、炭素線では約 0.95－1.6 倍となった。炭素
線照射サンプルとガンマ線照射サンプルとの比
較によって、LET の上昇による 8-OHdG の生
成量の増加傾向があるとはいえず、線質によら
ずほぼ同程度の酸化損傷を受けていると考えら
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Fig.1 Mutation frequency of ura3 after

irradiation with ion beams.

Fig.2 8-OHdG levels in the DNA irradiated with
gamma-ray, carbon-ion beam, or helium-ion beam.

a. 福井大学附属国際原子力工学研究所
b. 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター
c. 大阪大学 ラジオアイソトープ総合センター

137

重粒子線による DNA-タンパク質クロスリンク損傷の誘発と除去動態
Induction of DNA-Protein Cross-Links by Accelerated Heavy Ion Beams and Their Repair
（15J487）
井出 博 a, 中野敏彰 a, 久保山政弥 a, 瀬畑敬文 a, 平山亮一 b, 鵜澤玲子 b
H. Idea, T. Nakanoa, M. Kuboyamab, T. Sebatab, R. Hirayamab, and A. Uzawab,
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. Previously, we irradiated
normoxic and hypoxic mouse tumors with
X-rays and carbon (C)-ion beams and analyzed
the induction of DPCs and their repair. The
yield of DPCs was slightly but statistically
significantly greater 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. In the present study, to examine the
generality of these findings, we irradiated
cultured HeLa cells with X-rays and analyzed
the repair of DPCs. Consistent with the result
with mouse tumors, two types of DPC were
generated that differed according to their repair
rate. To obtain further insights into the
mechanism of DPC formation by ionizing
radiation, HeLa cells were treated with free
radical-generating agents (hydrogen peroxide
and tert-butyl hydroperoxide) and assayed for
the formation of DPCs.

療では，これらの長所を活かし重粒子線の臨
床応用が進んでいる。一般に，放射線の致死
作用は，ゲノム DNA に生じた二本鎖切断
（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，特徴的
な損傷として DNA-タンパク質クロスリンク
（DPC）が生成することが知られている。DPC
に含まれるクロスリンクタンパク質は非常にか
さ高い分子であり，その立体障害により複製・
転写装置の進行あるいは修復タンパク質の
DPC 部位への接近を阻害し，細胞に重篤な
影響を与える。しかし，低酸素性細胞で生じる
放射線誘発 DPC 損傷が DSB に加えどの程度
細胞死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，重粒子線および X 線で移植
腫瘍および培養細胞を照射し，DPC 誘発の
LET 依存性，DPC と DSB の修復動態を調べ，
腫瘍低酸素性細胞の致死に対する DPC の寄
与を検討する。

1. 研究の目的とバックグラウンド
放射線は細胞に対し致死および突然変異
誘発作用を示し，その作用効率は放射線の
線質に依存し変化する。重粒子線は，高い生
物学的効果比（RBE）と低い酸素増感比（OER）
を示し，さらに，Bragg peak の位置を調節する
ことにより腫瘍組織に対し収斂性の高いエネ
ルギー賦与が可能である。腫瘍の放射線治
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2.昨年度までに得られている結果
マウス SCCⅦ移植腫瘍を X 線および炭素
イオン線（SOBP）で照射し，以下の結果を
得た。
(1) 常酸素腫瘍に比べ低酸素腫瘍では DPC
生成量が 4.4 倍多く，逆に DSB 生成量は
1/2.4 に低下する。この結果から，腫瘍酸素
濃度が，DPC と DSB 生成に影響を与えるこ
とが示された。
(2) 常酸・低酸素腫瘍ともに，DPC 誘発効
率は，X 線に比べ炭素イオン線の方が高い
（1.3〜1.5 倍）。この結果から，DPC 形成に
LET 依存性があることが示唆された。

(3)修復速度の速い DPC と遅い DPC が生成
する。その結果，照射後 18 時間でも約 60%
の DPC が残留する。一方，同条件下で DSB
は，ほとんど修復される。この結果から，
放射線が誘発する DPC と DSB は，修復速
度が異なることが示された。
3. 今年度の研究内容
これまでの研究で，マウス移植腫瘍にお
ける DPC の生成と修復に関する知見が得
られた。修復については，修復速度の速い
DPC と遅い DPC が生成した。その一般性を
検討するために，培養細胞を用いて DPC の
修復を調べた。照射には低酸素状態にした
HeLa 細胞を用いた。ディッシュ 3 枚から回
収した細胞を培地を満たしたクライオチュ
ーブ（1 ml）で 30 分間インキュベートし，
酸素を消費させることにより，細胞を低酸
素状態にした。X 線照射した細胞かから
DNA を精製し，DPC を蛍光標識（DyLight
550）により定量した。さらに，放射線によ
る DPC 生成機構に関する知見を得るため，
HeLa 細胞をラジカル誘発剤（過酸化水素，
tert-ブチルヒドロペルオキシド（tBOOH））
で処理し DPC 誘発を調べた。

図 1 X 線照射した HeLa 細胞における DPC 修
復
HeLa 細胞をラジカル誘発剤（過酸化水素，
tert-ブチルヒドロペルオキシド（tBOOH））
で処理し，DPC 誘発を調べた。
過酸化水素，
tBOOH のいずれにおいても DPC の生成が
認められた（図 2）。DPC 量は処理濃度とと
もに増加した。処理濃度あたりの DPC 生成
効率は，過酸化水素に比べ tBOOH の方が
2.4 倍高かった。細胞内においては，過酸化
水素や tBOOH は 2 価の鉄イオンなどにより
還元され，ヒドロキシルラジカルおよびア
ルコキシラジカルを発生する。これらのラ
ジカルは，生体分子と反応し，DNA やタン
パク質ラジカルを誘発し，これらが再結合
することにより DPC が生じる。放射線照射
した細胞においても，同様な反応が起こり
DPC が生成したと考えられる。

4. 今年度の研究成果と解析結果
HeLa 細胞を低酸素条件下で X 線（40 Gy）
照射し, 蛍光標識により DPC を定量した。
未照射の細胞のゲノムにも内在性の DPC
が僅かに存在していたが，X 線照射により
DPC は著しく増加した。X 線照射後（40 Gy），
細胞をクライオチューブからディッシュに
戻し常酸素状態でインキュベートし DPC
修復を調べた。照射した細胞では，DPC は
時間とともに二相的に減少した（図 1）。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 0.65 h）
図 2 過酸化水素および tBOOH 処理した
の割合が 36%，ゆっくり除去される DPC
（半
HeLa 細胞における DPC 生成
減期 57 h）の割合が 64%と推定された。こ
の結果は，マウス移植腫瘍における DPC の
───────────────────
2 相的な修復動態の結果とよく一致した。
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
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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)
a
a
矢島 浩彦 、中島 菜花子 、劉 翠華 a、薛 蓮 b、河合 秀彦 c、安井 明 d
H. Yajimaa, N. Nakajimaa, C. Liua, L. Xueb, H. Kawaic, A. Yasuid
Abstract
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).
High LET heavy ion beams produce complex
DSBs, and 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 initiate DNA end resection, an
early step of HR. The purpose of our current
study is to reveal DNA damage responses in
human cells exposed to heavy ion beams, from
the repair pathway choice to the cell fate
signaling. Our work in this year presents that the
ATR-regulated G2/M checkpoint is activated
following heavy ion beam-exposure in MCF7
(human breast cancer) cells, and that more
expression of cell senescence or apoptosis factors
is induced by high LET heavy ion beams
compared to X rays. These results suggest the
possibility that the complexity of DSB is a factor
influencing the cell fate via activation of ATR.
1．研究の目的とバックグラウンド
X 線に比べると、重粒子線によって生じた
DNA 二本鎖切断 (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、HIMAC 共同利用
の前課題においては初期応答を中心として解
析を進めた。ヒト細胞において主要な DSB 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 と呼ばれ、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
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事が知られていた。前課題では初期応答に関
して以下の事を明らかにした。(a) 1~30 Gy の
範囲で、同線量では X 線よりはるかに強い
resection 反応が観察される。(b) 鉄線（200
keV/m, 2 Gy）あるいは炭素線（70 keV/m,
0.5 Gy）の水平照射によって検証すると、イ
オン粒子飛跡上に生じた DSB の 80%以上は
resection を受けている。(c) 鉄線と炭素線の 2
Gy 照射に対して G1 期ヒト細胞のおよそ
30 % が resection のシグナルを示し、マイク
ロホモロジーを利用した末端結合等による修
復へ進むことを示唆する（参考文献１）。G1
期細胞の resection 活性に関しては他のグルー
プによっても相次いで報告され、機構の解明
が進んでいる (Mol. Cell (2017) Biehs et. al)。
本課題の目的は、重粒子線による DNA 損
傷に特異的な応答を明らかにすることである。
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。
2．昨年度までの研究結果
昨年度までに、resection の中心因子、CtIP
の興味深い性質を解析した。CtIP は resection
の開始時点で機能する事が知られている。し
かし本課題において、CtIP のフォーカス形成
は resection が始動した後に長時間に渡って維
持される事、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。この結果は、CtIP が resection の始動
後の過程でも何らかの機能を持っている事を
示唆する（参考文献２）。また、CtIP の関与
する過程を明らかにするために、東北大加齢
研の安井教授との共同研究により、CtIP と相
互作用するタンパク質の探索（プロテオミク
ス）を行った。多くの候補タンパク質が同定
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損傷に対して中心的に応答するキナーゼが
ATM の場合と ATR の場合で p53 が異なる制
御を受けて異なる細胞運命に至ることが示さ
れている MCF7 ヒト乳癌細胞を用いて、修復
経路選択が細胞運命に与える影響に関して解
析を進めた。重粒子線照射によって MCF7 細
胞でも高度に resection 反応が惹起されている
ことが確認できた。さらに、M 期マーカーと
なる Ser10 リン酸化ヒストン H3 の減少を指
標として G2/M チェックポイント活性を検証
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4．今年度の研究結果
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3．今年度の実験内容
鉄線 (200 keV/μm) と炭素線 (70 keV/μm)
でヒト乳癌由来 MCF7 細胞などを照射した。
一定時間後に回収し、細胞抽出液をウェスタ
ン・ブロットによって解析するか、cDNA 合
成して定量性 PCR (qPCR) 解析をした。また、
カバーグラス上に増殖させた細胞を照射し、
蛍光抗体法によって損傷応答を観察するか、
細胞老化、細胞死アッセイに用いた。

したところ、LET と線量に依存した形で ATM
活性に依存せずに ATR に依存する G2/M チェ
ックポイントが活性化していた（図１）
。また
MCF７細胞において X 線と重粒子線によっ
て誘導される細胞老化の頻度を比較したとこ
ろ、炭素線と鉄線照射によって X 線よりも高
頻度で老化細胞が誘導されていた（図２）
。ア
ポトーシス頻度に関しても検証中である。さ
らに、p53 によって発現が制御される細胞老
化、細胞死因子の mRNA 量の変動を qPCR に
よって検証したところ、照射後１０時間まで
に X 線と炭素線とで差が見られた。この点に
ついては、さらに詳細に検証を進めている。
以上の結果は、損傷の質の違いによって ATR
経路が亢進し、その結果として p53 に制御さ
れる細胞運命シグナルが増強するため、重粒
子線がより多くの細胞老化や細胞死を引き起
こす可能性を示唆している。

senescent cells (%)

され、検討を進めている。一方、resection に
よって露出する ssDNA は ATR キナーゼを活
性化することから、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。
重粒子線照射後のヒト細胞では、0.2 Gy 程度
の低線量でも 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化してい
る事が明らかになった（参考文献３）
。以上の
内容を中心として、内外の研究状況を参考文
献４で論じた。

3

dose (Gy)

図２．損傷の質の違いが細胞運命の
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
(4) International Journal of Particle Therapy.
(2016) 2:439-446

a. 量研機構 放医研 (NIRS, QST)
b. 蘇州大 医 (Med. Col. of Soochow Univ.)
c. 広 島 大 原 医 研 (RIRBM, Hiroshima
Univ.)
d. 東北大 加齢研 (IDAC, Tohoku Univ.)

図１．MCF７細胞における G2/M チェック
ポイント。（+ATMi: ATM 阻害剤存在下。
+ATRi: ATR 阻害剤存在下。)
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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
(15J499)
a
a
松尾陽一郎 、平山誠 、泉佳伸 a、安田仲宏 a、清水喜久雄 b、下川卓志 c
Y. Matuoa, M. Hirayamaa, Y. Izumi a, N. Yasudaa, K. Shimizub and T. Simokawac
Abstract

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。
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)等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、蛍光修飾サイトに与え
られた光エネルギーがクエンチャーサイトへ移
動し、熱や光エネルギーとして放出される。オ
リゴヌクレオチドに切断が生じれば分子内エネ
ルギー移動が制限され、クエンチャーサイトに
よる抑制効果が抑えられて蛍光が増大する。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、蛍光分光光度法で評価できる
と考えられる。

We are developing an assessment
method employing fluorescence modified
oligonucleotide samples consisting of several
dozen base pairs, with a fluorescence
spectrophotometer used to measure the
amount of radiation-induced damage. When
no oligonucleotides are broken, the
oligonucleotide, fluorescence modification
site and quenching site are identical
molecules. The optical energy conferred on
the fluorescence modification molecule is
transferred to the quenching material, and is
released as thermal and light energy. This
means that fluorescence is inhibited even
when exposed to excitation light. However, if
there is damage to oligonucleotides such as
breakage, intramolecular energy transfer is
suppressed, the inhibiting effect of quenching
material is suppressed, and fluorescence is
emitted. The samples were irradiated with
helium ion beam at the HIMAC, NIRS. for
the comparison with helium ion beam
irradiated samples. In a present study we
found that the fluorescence intensities
increased with increase of absorbed dose of
the helium ion beam. Fluorescence intensity
has been increased with a function of yield of
molecular damage. The results show that the
fluorescence intensity was attenuated versus
absorbed dose due to the radiolysis of
6-FAM.

２． 前年度までに得られた結果
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。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た。
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, LET：2.2
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keV/μm）をバイナリーフィルター無しの条件
で照射した。また、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(吸収線量は
10 mGy‐1000 mGy である)。
ヘリウム粒子線およびガンマ線を照射した場
合、吸収線量の増加に伴って 6-FAM の蛍光強
度が上昇していることが示された(図 2)。これは
蛍光修飾オリゴヌクレオチドの切断により、エ
ンチング効果が抑制され、蛍光物質 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。また、線種によらず 50 mGy 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蛍光物質
6-FAM の放射線分解などの理由が考えられる。
３． 今年度の研究内容と結果
ヘリウム粒子線の照射によって蛍光修飾物質
が放射線分解を起こす可能性について検討した。
6-FAM および TAMRA に対し、放射線医学総
合研究所の HIMAC にてヘリウム粒子線
（150MeV, LET：2.2 keV/μm）を照射した。
図 3 に吸収線量に対する蛍光強度比(0mGy の
場合の蛍光強度を 1 とした場合の比)を示す。結
果からヘリウム粒子線の吸収線量の増加に伴っ
て 6-FAM の蛍光強度が低下することを確認し
た。また TAMRA については 6-FAM と比較し
て放射線による分解は起こりにくいことが示唆
された。6-FAM の最適励起波長(λex=494nm)
が、TAMRA の最適励起波長(λex=551nm)と
比較して長く、このことからも TAMRA と比較
して 6-FAM は不安定であることが言え、本結
果とも矛盾しない。
今後、最適な蛍光修飾物質の選択も含めて検
討する。また、吸収線量 50mGy 以上では蛍光
強度が一定となる原因を明らかにするために、
ポリアクリルアミドゲル電気泳動等の結果やモ
デル計算の結果と比較する。
さらに次年度以降、
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計画である。
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励起光
蛍光修飾物質

クエンチャー物質
蛍光

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

ガンマ線および粒子線照射の場合の6-FAM

の蛍光強度比の変化。

図3

6-FAM およびTAMRA にヘリウム粒子線を照射

した場合の蛍光強度比の変化。

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
c. 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター

育種目的での HIMAC 利用の効率化・至適化を目指した基礎研究
Optimization for ion beam breading
(15J501)
a

b

c

下川卓志 、廣瀬由紀夫 、山村京子 、岩田修 d、上田仁悦 e、櫻井健二 f, 佐々木伸大 g
T. Shimokawaa, Y. Hiroseb, K. Yamamurac, O. Iwatad, J. Uetae and K. Sakuraif and N.Sasakig
Abstract

む放射線利用は主流とは言いがたい。

Since radiation has potential to induce

現在、HIMAC を含む放医研施設での育種研

mutation, it is a useful method for radiation

究での利用申請は年々増加傾向にある。これま

breeding, which has resulted in the successful

での HIMAC 共同研究でも、粒子線が育種目的

establishment of valuable breeds from different

の利用において効果的であることが示されて

organisms and species. Particle beam is expected to

いる１）．しかし照射後、その結果が得られるま

become an effective tool for the breeding, because

でに数年かかる育種研究では、他の研究とは異

it has unique biological characters such as

なる実施上の問題が存在する。加えて、育種系

induction of mutations with high frequencies.

実験で得られる多種多様な生物への照射影響

However, there are many issues to be solved.

データの共有化も研究推進には必要であり、そ

The principle aim of this project was to

のための標準実験系の構築も必要である。

develop ion beam breeding. We organized a

そこで、これらの問題について検討を進めつ

collaborative system with breeding researchers to

つ、育種目的でのHIMAC利用を効率的に推進

share the basic results of radiation effect. This year,

する目的で、本課題を実施した。

six collaborative groups have joined and together

2. 昨年度までに得られている結果

we have irradiated 28 samples including seeds and

初年度は 6 グループの種子や休眠枝など

seedlings.

22 サンプルに対して照射を行い、発芽率または

1.

研究目的とバックグランド

生存率に関するデータを収集した。照射線量も

γ線や UV などを用いた従来の突然変異育種

当初の 5-100Gy から,実験結果に基づき最大

技法に比べ、粒子線を用いた育種は、その変異

300Gy まで拡大し、ほぼすべての対象で照射の

発生頻度の高さならびに誘導される変異の種

影響を確認することができた。

類の多さが際立っており、有用な手技として認

3.

識されている。理研や原研では、すでに粒子線

今年度の研究内容

を利用した新品種を樹立し、市場に出すことに

前期 3 回(Ar, Ne, C)、後期 5 回(Fe, Ar, Ne, C x2)

成功しているが、その数は限定的である。さら

の利用時間の配分を受けた。ただし 1 月以降の

に、γ線育種品種を含めて、そのような品種が

照射分（Fe, Ar, C）については、現在解析中で

放射線を用いて樹立されたことは一般的には

ある。

あまり知られていない。このように大きな利点

6 名の課題分担者（共著者）より送られてき

を持ちながらも、育種研究において粒子線を含

た 28 サンプル（種子 7、休眠枝 5、培養物 2、
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藍藻類 11、菌類 3）に対し、BF=0 で 1-300Gy

の岩田らからは、同条件で複数核種における藻

を照射し、返送後、各分担先でその影響を発芽

類３種の感受性について測定を行い報告され

率などとして測定した。

た。

Fig.1: E.coliへの影響
4.

120.0

今年度の研究成果と解析結果
休眠枝の照射実験は、今年度の照射分は報

C: 8 hr
C: 25 hr
Ne: 8 hr
Ne: 28 hr
Fe: 8.5 hr
Fe:25 hr

100.0

告書提出時点では評価可能な段階まで育成が

80.0

% (OD600)

終わっていない。昨年度炭素イオン線照射分が
一部評価可能にまで生育し、３０Gy までは一

60.0

部の品種を除き枯死することなく接木し、線量

40.0

依存的な発芽率の低下が秋田県果樹試験場の
上田ら、秋田県立大の櫻井らから報告された。
休眠枝を対象とした照射実験は今後結実し、そ

20.0
0.0

の変異が評価できるまで数年に渡り観察を続
けていく。
種子を対象とした照射実験では、カイワレ

0

100

200
IR (Gy)

300

400

実施体制として、サンプルの受け取り、送付、

のように 300Gy でも発芽率やある程度の成長

実施記録の管理などのシステムは問題なく運

過程までは変化がないものや、豆苗のように

営できた。一方、データ報告の形式の統一化を

300Gy まで発芽率に変化がない代わりに、成長

すすめ、データベースの公開に向けた枠組みの

は 10Gy でも顕著に阻害されたが種類も存在し

構築は、各研究での基準や条件の違いの反映を

た。この結果は変異誘導のための照射線量の至

検討中である。今年度の運用では、異なる背

適化の困難さの一端を示すものである。愛媛農

景・照射対象の個々の研究に対して、対応が可

水研の廣瀬らからは、デルフィニウムの種子で

能であることを示し、今後の規模拡大への問題

照射条件（乾燥/発芽処理）により同様の効果を

点の改善を行うことができた。

得るのに必要な線量が４倍ほど異なること、さ
1） 岡 村 、 HIMAC を 利 用 し た 育 種 研 究 。

らに花色に変異が確認できたことが報告され

HIMAC20 年の歩み, P51-56, 2015

た。磐田南高生物部の山村らからはアルゴンを
照射したキキョウの種子より花の形とガクの
色の変異を持つ２株の変異体の報告があった。

a. 放医研・放射線障害治療
b. 愛媛県農林水産研究所・農業研究部・作物育種室

藻類、菌類を対象とした照射実験では、照射
対象の小ささから、LET 増加に伴う照射粒子数

c. 静岡県立磐田南高等学校・生物部

の減少による見かけ上の放射線の影響の低下

d. 株式会社ユーグレナ・研究開発部

が確認できた(Fig.1)。さらに、増殖の早い藻類・

e. 秋田県果樹試験場・品種開発部

菌類の実験では、サンプル輸送中（4-6 日）の

f. 秋田県立大学・生物資源科学部・生物生産科学科

細胞増殖が与える影響が非常に大きく、今後解

g. 岩手生物工学研究センター・園芸資源研究部

決すべき課題でことが確認できた。ユーグレナ
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重粒子線照射が植物・きのこに与える影響に関する研究
Study on the effect of the heavy ion irradiation to plants and fungi with NRIS-HIMAC
(16J502)
西原昌宏 a、佐々木伸大 a、坂本裕一 a、内藤善美 b、浅川知則 b、下川卓志 c
M. Nishihara, N. Sasaki, Y. Sakamoto, Z. Naito, T. Asakawa, T. Shimokawa.
Abstract
Japanese gentian cultivar ‘Albireo’ was irradiated
by Si and Fe ion beam at doses ranging from 1 to 12
and 0.2 to 4 Gy, respectively. After cutting into single
node segments, the lengths of the elongating axillary
shoots were measured. Compared to non-irradiated
control, growth rate were ca. 43% at the 4 Gy of Si
and ca. 53% at the 2 Gy of Fe ion beams. Budwoods
of apple tree ‘Ohyume’ were exposed to Si and Fe 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 over 20
Gy of Si and 8 Gy of Fe ion beams.
Monokaryotic Lenitnula edodes strain SR-1pp40 was
irradiated by Si and Fe ion beam at doses ranging
from 50 to 450 Gy. Gradual repression of mycelial
growth was observed in Si treated samples.
Significant repression of mycelial growth was
observed at 325 Gy of Fe and many mycelia cannot
grow by 325 and 450 Gy of Fe.

を検討した。
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 C, Ne, Ar 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、Ar イオンビームともに
5〜6 Gy 程度の照射が最も変異誘起率が高いこと
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、Ne と Ar イ
オンビーム照射実験を行ったところ、Ne イオンビ
ームでは、20 Gy 以上で、生育に抑制がみられ、
Ar では 8 Gy 以上の照射区で生育が強く抑制され
た。
シイタケにおいては、C, Ne, Ar イオンビーム照
射を実施した。これまでに、菌糸及びプロトプラ
ストに照射した結果、それぞれ 100 Gy 以上で菌
糸の伸長量に影響が出ること、Ar が最も影響が強
いことが明らかになった。現在、DNA への影響を
調べるために、プロトプラストに照射して回収後
の全菌体から DNA を抽出しているところである。

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生物の突然変異
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、モデル植物以外の園芸
植物、特に多年生植物やきのこ類への応用例は極
めて少ない。我々のグループでは HIMAC を用い
て幼植物体や植物組織、きのこ類へ重イオンビー
ムを照射することで、短期間で突然変異体を獲得
するための検討を続けている。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。菌類の一種であ
るきのこについても重イオンビーム照射実験を
行って生物影響を解析することで、植物との差異

3. 今年度の実施内容
・リンドウについては品種 ‘アルビレオ’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 Si 490 MeV/u
MONOΦ10（BF=0, LET 計算値：54 keV/μm）、Fe
500 MeV/u MONOΦ10（BF=0, LET 計算値：185
keV/μm）を用いてそれぞれ 1, 2, 4, 6, 8, 12 Gy、0.2,
0.5, 1, 2, 4 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。
・リンゴについては岩手県育成品種である「大夢」
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の休眠枝を 2 月に採取し、4℃で保存しておいた
ものを 10 cm 程度の長さに切りそろえたものに
Si （同上）Fe（同上）を用いてそれぞれ 4, 8, 12, 15,
20, 25 Gy、0.5, 1, 2, 4, 6, 8 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、伸びてきた新梢の生長量を測定した。
なお、新梢が芽吹いているが、新梢が短く測定が
困難であったものは一律 5 mm として評価した。
シイタケにおいても同様に、Si 及び Fe イオンの
照射を行った。菌糸に関しては、照射後の菌体の
伸長量を測定するとともに、各イオンビーム照射
したプロトプラストを回収した。
4. 今年度の解析結果
‘アルビレオ’培養物に Si イオンビームを照射し
て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 69 日後の
生長量を測定した。未照射の場合と比較して、2
Gy の照射では約 76%、6 Gy では約 43%の成長率
であり、8 Gy 以上では生育が強く抑制されること
が判明した（Fig. 1Si）。同様にして Fe イオンビー
ムを照射し、74 日後に生長量を測定した。その結
果、2 Gy の照射では約 54%、4 Gy では約 34%の
成長に留まることが示された（Fig. 1Fe）。
リンゴ品種‘大夢’穂木に Si イオンビーム照射
し接木してから 161 日後、Fe イオンビームを照射
したものついては接木後 133 日目に新梢の長さを
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、Si イオンの場合、15 Gy までは未
照射と同等の成長率を示したが、20 Gy では 24%
程度、25 Gy では殆ど生育しなかった。Fe イオン
の場合、0.5 Gy〜6 Gy までなだらかな成長抑制傾
向がみられ、6 Gy での成長率は約 43％であった
が、8 Gy では強い生育抑制が見られ約 9％の成長
率に留まることが示された。
シイタケ一核菌株である SR-1pp40 の培養菌糸
に Si 及び Fe イオンビームを照射して、照射後の
菌糸を切り出した新たな培地に植継いで、その後
の伸長を観察した。その結果、Si イオンビーム照
射株では、段階的に菌糸の伸長量が抑制された。
一方、Fe イオンでは、250 Gy までは段階的に伸
長量が抑制された一方、325 Gy 以上では多くの
菌糸が伸長しないことが明らかになった。プロト
プラスト照射菌株を最小培地で植継いだところ、
175Gy 照射菌株から最小培地でのみ生育できな
い菌株が見つかった。栄養要求性株の可能性があ
ることから、今後解析を進める予定である。

a.

岩 手 生 工 研 セ ; Iwate Biotechnology Research
Center
b.
岩手県農研セ; Iwate Agricultural Research Center
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c.

放 射 線 障 害 治 療 研 究 部 ; National Institute of
Radiological Sciences

Fig. 1 リンドウ培養物での Si, Fe イオンビーム照
射による生育への影響評価

Fig. 2 リンゴ穂木に Si, Fe イオンビームを照射し
た場合の生育影響評価
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Fig. 3 Si, Fe イオンビームによるシイタケ菌糸伸
長量への影響評価
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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
（16H005）
松藤成弘、岩田宗磨 i、稲庭拓、兼松伸幸、古場裕介、小林寛幸 ii、坂間誠、
下山薫 iii、原洋介、福田茂一、古川卓司、水野秀之、米内俊祐 ほか
N. Matsufuji, S. Iwatai, T. Inaniwa, N. Kanematsu, Y. Koba, H. Kobayashiii, M. Sakama,
K. Shimoyamaiii, Y. Hara, S. Fukuda, T. Furukawa, H. Mizuno, S. Yonai et al.
H005 is aimed at conducting experimental

新治療棟 G 室として平成 29 年度初めの共用開始

studies on therapeutic beam required from

を予定している超伝導回転ガントリーについて、治

ongoing carbon ion radiotherapy. This year, much

療計画に登録するためのビームデータを取得した。

effort was put on the practical issues such as

図 1 に、isocenter 上流 150mm で測定した、現在運

acquisition of beam data needed in the treatment

用中の固定スキャニングポートとガントリーポート

planning system for the scanning irradiation on

のビームサイズ（1）の比較を示す。エネルギース

the superconducting rotating gantry. In addition,

キャニング専用として設計されたガントリーポート

properties

were

では、当初レンジシフタスキャニングを行っていた

new

固定ポートに比べて低エネルギーでも鋭いビームを

investigated

of

the

together

irradiation
with

field

developing

detection modalities.

実現できている。

Lateral Beam Spread (1) [mm]

1. 研究の目的とバックグラウンド
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。
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２．前年度の主な結果

図 1 スキャニングビーム径のエネルギー依存性

・回転ガントリーの照射野整備
・新治療棟のエネルギースキャニング整備
・シンチレーティング Glass GEM の開発

【線量測定用電位計の影響調査】

・多施設共同臨床試験（J-CROS）の策定

電離箱線量測定における電位計の差異の影響を調

・ガフクロミックフィルムの応答評価

べるため、Farmer PTW30013 電離箱に代表的な 5

・水等価型多層電離箱の開発・較正 など

機 種 の 電 位 計 （ Fluke35040, PC Electrometer,
Keithley617，6517B、AE-132R）を接続し、水中
で単一エネルギーの C-290MeV/n を測定した結果

３. 今年度の研究内容と成果

を比較した。一例として、深さ 0mm で治療強度（2

【回転ガントリー照射野整備】
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回測定）、1/3、1/10 アテネータ挿入強度時の出力を

上昇が確認された。この傾向は飛程終端に向かうに

比 較 し た 結 果 を 図 2 に 示 す 。 こ の 結 果 、 PC

つれ多く混入している低 y 値の軽フラグメント粒子

Electrometer は 10 倍の強度変化により 1％以上の

のうち、周辺部から大きく散乱して照射野中心に達

出力変動が確認され、使用に際して留意する必要性

していたものが多葉コリメータによってブロックさ

が明らかとなった。

れた結果と考えられる。モンテカルロコード PHITS
によりシミュレーションで実験の傾向を再現するこ
とに成功し、線量平均 y 値の増加の主因が 1H の減
少であることを確認した。

【水等価型多層電離箱の開発】
前年度までに、多層電離箱中での炭素線のフルエン
スを水中でのフルエンスと同じになるように薄銅を
図 2 電位計出力のビーム強度依存性

エネルギー吸収材料として電離箱の各チャンネルに
挿入した多層電離箱を開発し、水中の深部線量分布
とよく一致した測定が可能であることを確認した。

【線質の照射野サイズ依存性】

しかしながら、複数回の測定で出力が不安定である

他の放射線同様炭素線でも照射野が小さくなるに

ことが判明し、今年度はその原因究明を行った。

つれて中心線量が低下する照射野効果が確認されて
おり、現在線量推計システムで補正している。今年

まず、電離箱からの信号基板の読み出しパターン

度は BHC コースで 400MeV/n（70mmSOBP）ビー

部分の遮蔽の有無が測定値に影響するのかを確かめ

ムの深さ数点で組織等価比例計数管 TEPC を用い

た。また、これまでの結果から示唆されていた湿度

て、線質の指標である線量平均 y 値の照射野サイズ

の影響を調べるために、シリカゲルを用いて乾燥さ

依存性を調べた。図 3 に結果の一例を示す。

せ、相対湿度の低い環境下で測定を行った。その結
果、読み出しパターンにビームが当たることで測定

Dose-averaged y [keV/m ]
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エントランス部
SOBP先端
SOBP中心
SOBP末端
テール

100

値が変動すること、湿度変化により電極基材のアク
リルが変形することで有感体積が変化し、出力値に
影響が出ることが分かった。
本結果を受けて、吸湿による変形と読み出しパタ
ーンへの照射を減少させるため、新たな構造の多層

0

1

2

3
4
Field number

5

6

電離箱を試作した。新基板には吸湿性の少ない
Liquid Crystal Polymer を使用し、また読み出しパ

図 3 線量平均 y 値の照射野サイズ依存性

ターンを細くすることでビームの当たる面積を減ら
した。来年度は新構造の検出器を用いた試験を行う。
今年度はこの他 scintillating glass GEM の試験

多葉コリメータを全開（約 18cm 角、field number
1）から約 2cm 角（field number 6）の範囲で段階

などを実施した。

的に変化させたところ、照射野サイズが小さくなる
放医研、i AEC、ii 千葉大学、iii 東邦大学

に連れて SOBP 末端において有意に線量平均 y 値の
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がん治療用加速器の総合的研究
Study on Accelerator Dedicated to Ion Therapy
（16H028）
白井敏之 a、水島康太 a、原 洋介 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
T. Shiraia, K. Mizushimaa, Y. Haraa, K. Katagiria, T. Furukawaa, Y. Iwataa, T. Inaniwaa,
S. Satoa, R. Tanshoa, N. Saotomea, Y. Sarayaa, T. Matsuba a, K. Nodaa, T. Fujimotob, T. Kadowakib

Abstract
We have studied the compensation method of the
asymmetric beam from the synchrotron for the
rotating gantry. We have carried out the beam
adjustment for the rotating gantry at NIRS using
this technique.

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。重粒子線がん治療の普及におい
て、この調整時間の短縮化は重要な課題である
ため、これまで厚さが可変の薄い散乱体に通す
ことで、水平・垂直エミッタンスを制御し、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きた。
去年度まで放医研新治療研究棟において、固
定ポートビームラインならびに図 1 に示す重粒
子線回転ガントリーにおいて、ビームを用いた
検証実験を進めてきた。今年度はその成果を受
け、この技術を確立するために、重粒子線回転
ガントリーのビーム光学系に採用して、臨床運
用に向けたビーム調整をおこなった。フォイル
は、去年度と同様に図 2 にあるような回転可能
ホルダにとりつけた厚み 15m のカプトンフォ
イルである。ホルダを回転させることによって、
ビームから見た実効的な厚みを変化させている。

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
従来の放医研における 3 次元スキャニング
照射で使用されていた、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 る 技 術 に 代 え て 、
430MeV/n から 56MeV/n まで 201 段階に変化
させることによって、レンジシフターを使用
しないスキャニング照射技術を確立し、2015
年 9 月より、レンジシフターを使用しない運
転モードに移行した。
(2) 水平・垂直ビームエミッタンスの平準化
散乱体による水平・垂直エミッタンスの平
準化技術を確立するために、回転ガントリー
においてビームを用いた検証をおこなった。
炭素ビーム（430 MeV/n）を共通のビーム光
学系を使用してガントリー治療室アイソセ
ンターまで輸送し、ガントリー回転角が変化
してもビームサイズの変動は±0.1mm に押
さえられることを示した。また、四重極電磁
石とステアリング電磁石の微調整により、こ
の変動が半分以下にできることも検証でき
た。

図 1： 重粒子線回転ガントリー模式図。

3． 今年度の研究成果
4‐1. 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
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図 2： 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 3 は、散乱体の前後における、計算上のビ
ームの位相空間分布を示している [1]。散乱体
上流のビームパラメータは、エミッタンス測定
の結果を使用している。一般にシンクロトロン
からの遅い取り出しビームの場合、水平方向エ
ミッタンスが小さくなっているため、散乱体の
位置においては、水平方向にビームを大きくし
て、エミッタンス増大を図りつつ、垂直方向に
はビームを絞って、エミッタン増加を最小限に
とどめている。この結果、垂直ビームエミッタ
ンスをほぼ保ったまま、水平・垂直エミッタン
スを一致させることができた。

図 4：ガントリー治療室アイソセンターで測定した
1ビームサイズとガントリー角度の相関。ビームエ
ネルギーは 430 MeV/n。

図 3： 炭素ビーム 430MeV/n の位相空間分布の計算
値。(a)は散乱体の上流で、(b)は散乱体の下流。

こ の 散 乱 体 の 効 果 を 確 認 す る た め に 430
MeV/n の炭素ビームをガントリー治療室アイソ
センターまで輸送し、同一のビーム光学系でガ
ントリー角度を変化させながらアイソセンター
でのビーム形状を測定した。その結果、角度が
変化してもビームサイズの変動は±12%に押さ
えられていることがわかった。これは補正しき
れなかったエミッタンス差や光学系のミスマッ
チによるものと考えられる。さらに、四重極電
磁石を微調整した結果が、図 4 に示されており、
ビームサイズの変動が±6%にできることも実
証できた [1]。
次に、ビームサイズのエネルギー依存性を見
るために、26 種類のエネルギーでアイソセンタ
ーでのビーム形状を測定した結果を図 5 に示す
[1]。430 MeV/n から 55.6 MeV/n までエネルギー
を変化させると、エミッタンス変化に合わせて、
ビームサイズ自身は変化するが、水平・垂直の
ビームサイズは一致しており、常に丸いビーム
が実現できていることがわかる。
今回の研究により、回転ガントリーにおける
散乱体を用いた水平・垂直エミッタンス平準化
法を確立することができた。これにより、四重
極電磁石によるスポットサイズ調整が全く不要
になったわけではないが、大きく作業量を減ら
すことができたと言える。
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図 5： 26 種類のビームエネルギーに対する、ガント
リー治療室アイソセンターでのビームサイズ（1）。
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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
（15H045）
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Abstract
In order to understand the mechanism of
ionization and excitation of molecules in heavy-ion
collisions, we measured the yields of the negative
ions from the gaseous targets, O2, H2O, D2O, CO2,
CH4, and C2H4 in collisions of 6 MeV/u projectiles.
By using an analyzing magnet, the mass spectra of
the secondary ions were measured, and some
negative ion species were observed, such as O－
and OH－ from H2O, and H－ and CH－ from CH4
and C2H4. The production cross section of a typical
negative ion species was three orders of magnitude
smaller than that of the corresponding positive ion
species.
The ionization cross section is proportional to the
square of the projectile charge Z 2 in the first Born
approximation. The yields of the negative ion
species observed in this work have approximately
Z2 dependence, and it supports that these ions were
produced through heavy-ion collisions.

の第 1 イオン化ポテンシャル以上の内部エネル
ギーを持つ中性状態）が生成され、その脱励起
過程のひとつとして M**が以下のようにイオ
ン対に解離し、負イオン A－が生成される過程
が考えられる。
M** → A－ ＋ B+
平成 23 年度より気体標的 H2、O2、H2O、D2O
などを用いて重イオン衝突による負イオンの
測定を行ってきた。5 種類の入射粒子 H+、He2+、
C6+ 、Ne10+ 、Ar18+ により生成された標的由来の負
イオン生成量の入射電荷依存性を調べ、2 次イオ
ンの生成量が入射粒子電荷 Z のおおよそ 2 乗に
比例することがわかった。
3.

実験方法
平成 28 年度は、これまでにデータの得られ
ていない入射粒子と標的の組み合わせについ
て測定を行うため、後期にマシンタイムを 3 回
実施した。中エネルギービームコースにおいて、
1. 目的と背景
入射粒子として 6 MeV/u の He2+および C6+を用
放射線と物質の相互作用の解明は、宇宙物理、 い、O2、CO2、CH4、C2H4 標的から生成される負
プラズマ物理、医療などの様々な分野で重要で
イオンを測定した。質量分析電磁石の電流値を
ある。その素過程は、入射放射線との相互作用
変えることで、異なった質量電荷比（m/q）の
による標的原子、分子の励起や電離であり、イ
負イオンをチャンネルトロンで検出し、質量ス
オン生成のメカニズムを解明する上で重要な
ペクトルを測定した。
物理量である電離断面積は、これまで主に電子
負イオンは、正イオンに比べて生成量が少な
や光子を用いて測定されてきた。これに対して、 い上に、正イオンの測定で m/q の同定の基準と
重イオン衝突における電離断面積の絶対値測
なった分子イオン（解離していない元の分子の
定はあまり例がなかったため、本グループでは、 負イオン）が生成されないため、スペクトル上
様々な原子、分子標的に対して重イオン入射に
のピークの同定が困難となる。そこで同定の基
よる正イオンの生成断面積を測定し、その生成
準を得るため、どの測定日でも必ず O2 標的の
メカニズムについて議論してきた。
測定を行った。O2 標的由来の O－は比較的多く
一方、負イオンについては、低エネルギーの
生成されるため、そのピーク位置を確認し、異
電子線を用いた解離性電子付着に関する測定
なる標的のスペクトルと比較することで各ピ
がほとんどで、重イオン衝突による負イオン生
ークの m/q を同定した。
成は報告されていないため、その測定が本研究
の目的である。
4. 結果
4-1 確認された負イオンと生成断面積
2. 昨年度までの経過
これまでに O2、H2O、D2O、CO2 標的由来の O－
負イオンの生成過程としては、重イオンと標
などに加えて、炭化水素標的由来の負イオンの
的分子 M の衝突により超励起状態 M**（分子
生成が確認されている。昨年度までの結果も含
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表 1：生成を確認できた負イオン。括弧内
は m/q である。A 欄、B 欄および指数 b に
ついては本文を参照。
標的
O2
H2O
D2O
CO2
D2
CH4
C2H4

A
イオン種
O－ (16)
O－ (16)
OH－ (17)
D－ (2)
O－ (16)
O－ (16)
D－
(2)
－
CH (13)

指数 b
1.6±0.2
2.0±0.3
1.8±0.3
1.8±0.2
2.2±0.2
2.2±0.2
1.9±0.3
2.6±0.2

CH－ (13)
C2－ (24)
C2H－
(25)

－
2.2±0.2
1.5±0.2

B
イオン種
H－ (1)

H－ (1)
CH2－ (14)
H－ (1)
CH2－ (14)
CH3－ (15)
C2H2－ (26)
C2H3－ (27)

500
O2
C2H4

400

カウント数

め、確認されている負イオンを標的ごとに表 1
に示す。A 欄は質量電荷比のスペクトルから直
接生成が確認されたイオン、B 欄はピークがバ
ックグラウンドと重なっているため、そのイオ
ンが生成されないはずの標的のスペクトルと
比較することにより生成が確認されたイオン
である。後者の例を図 1 に示す。O2 標的に対す
る m/q=14, 15 はバックグラウンドであり、これ
との差が C2H4 標的由来の m/q=14, 15 と考えら
れる。スペクトルから確認できるのは m/q であ
るが、多価の負イオンが生成されにくいことを
考慮し、表 1 では q=1 と仮定した上で対応する
と思われるイオン種を示している。
また負イオンの場合、本グループが用いてい
る平行平板電極による全電離断面積測定にお
いては、同時に発生する大量の 2 次電子を分離
して収集できないため、その絶対値、さらには
各負イオンの生成断面積を導出することが不
可能である。しかしながら、ある入射粒子に対
して標的のガス圧（標的密度）、入射粒子数を
同じにしたとき、2 次イオンの取り出し・輸送・
検出効率が同じであると仮定すれば、正イオン
の生成量と断面積の絶対値から、負イオンの生
成量をおおよその断面積に換算することが可
能である。例として C2H4 標的に Ar18+を照射し
た場合、CH イオンの生成断面積は
CH＋： 1.9×10−16 cm2
CH－： 1.2×10−19 cm2
となった。その他のイオン種についても、負イ

15

16

300
200

14
13

100
0

3.8

4.2

4.6

電流値 (A)

図 1：標的 C2H4 と O2 に Ne10＋を照射した
ときの質量スペクトルの一部。図中の
数字は m/q。
オンの生成断面積は正イオンに比較して 3 桁程
度小さい値であると思われる。
4-2 入射電荷依存性
質量電荷比スペクトルより負イオンの生成
量を求め、その生成量の入射電荷依存性を調べ
た。1 次 Born 近似が成り立つ場合、電離断面積
は入射電荷の 2 乗に比例することが知られてお
り、これは本グループによる正イオンの測定に
おいても確認されている。一方、重イオン衝突
による負イオン生成と競合する可能性のある、
低エネルギー電子による解離性電子付着では
そのような依存性はないものと考えられる。し
たがって、負イオンの場合も生成量に入射粒子
の電荷依存性があること、かつ (生成量) ∝ Z b
と表したときの指数 b が 2 付近の値となること
が、その負イオンが重イオン衝突で生成された
ことを間接的に示していると考えられ、これを
確認することが重要となる。これまでに得られ
ている標的由来の負イオンに対する指数 b の値
を表 1 の A 欄右側に記載した。負イオンの生成
量が少ないため誤差が大きいものの、いずれも
b=2 付近の電荷依存性を示しており、これらが
重イオン衝突により生成された負イオンであ
ることを支持している。

a：群馬県立健康科学大、b：神奈川工科大、
c：東工大、d：放医研
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(15H093)

① 中性子過剰 C 同位体ビーム(15,16C)の Be,C,Al,CH2 標
的に対する反応断面積から陽子・中性子密度分布を導
出。
14
② B, 8HeのBe,C,Al,CH2 標的に対する反応断面積から導
出した陽子・中性子分布半径の議論。
6
③ He,13,15B, 14,17C,の Be,C,Al,CH2 標的に対する反応断
面積測定。
④ 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,RIBF実験用大面積IC,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。

6,8

Reaction cross sections for unstable nuclei He,
B, 14,15,16,17C, 12N on CH2, Be, C and Al targets have
been studied at 50A - 200A MeV for the nuclear surface
structures in these nuclei. The transmission method was
employed using plastic, PPAC, Si, NaI(Tl), and CsI(Tl)
counters. Developments of detectors forΔE and velocity
measurements were performed using 500A-MeV 58Ni,
480A-MeV 86Kr, and 420A-MeV 132Xe primary beams,
and secondary beams from those primary beams.
13,14,15

研究目的

今年度の研究内容
今年度はまず，6Heのデータ解析を行い，陽子・中性子
分布を導出した。得られた結果の 8He との比較を図１に
示す。8He の場合に比べると 6He では中性子のテールがよ
り長く伸びており，中性子ハロー的になっていることが確
認された。これに対
し，これらの実験値から得られる平均２乗半径で比較する
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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。
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図１ 反応断面積実験値のfittingにより導出された
6
He,8He の陽子および中性子分布。
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分布，14Bは陽子・中性子分布が表示されている。

He の
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図４ 本研究で測定した C 同位体の核子分布平均２乗半径(赤
丸)の理論計算4), 高エネルギー実験値5)などとの比較。

陽子・中性子密度を分離して導出した結果を図３に示して
方が約 1.5 fm ほど大きいことがわかった。また 8He の
おり，17C では中性子テールは発達していないが，中性子
中性子分布半径と陽子分布半径の差は約 1 fm ほどもあり，
分布半径は 0.6 fm ほど陽子分布半径より大きくなってい
かなり厚い中性子スキンが存在していると言える。
る。これに対し，13C, 14C では陽子・中性子分布半径はほ
図２は Be,C,Al標的および H 標的に対する反応断面積
ぼ同じになった。これらの結果から得られる核子分布半径
から導出された13-15Bの陽子および核子（中性子）分布であ
を15,16C とともに図４に示す。16C までは Abu-Ibrahim et
る。13,15Bでは，表示のようにテールのない調和振動子型密
al.4) の計算値がよく再現しているが，17C だけは合って
度分布で本研究の実験値をよく再現できていることを示
いない。これは彼らの計算が 2s1/2 のバレンス中性子を仮
している。これに対し，14Bでは実験値を再現するためには
定しているためと考えられる。
中性子密度に長いテールが必要である。図２に示した14B
この他，本年度は 16-18Nの反応断面積を測定しており，
密度分布は，１中性子結合エネルギーを再現する2s1/2 軌
特に16N はアイソマーの反応断面積に挑戦した。目下デー
道単一粒子密度の振幅とコアの半径をパラメーターとし
タの解析中である。
て反応断面積実験値にGlauber計算によりfitting を行っ
最後に，検出器開発について以下に述べる。
た結果である。Best-fit の振幅はほぼ核子数１個分に相
・ 重イオンリングイメージチェレンコフ検出器はマル
当する。
チアノードPMT6本を利用して，420AMeV 132Xeビームに
13
14 17
次に C, C, Cの核子密度分布(薄色の幅は誤差)を導出
対してβ分解能σ〜0.05%(予備値)を達成した。
した。その結果を図３に示す。17C はバレンス中性子
・ 全反射チェレンコフTOF検出器は，420A-MeV 132Xe１次
の結合エネルギーが 0.73 MeV と小さいため，これについ
ビームに対して，検出器時間分解能 σ〜 4 ps と極
ては(調和振動子(HO)型のコア＋バレンス中性子)モデル
めて良い性能を達成した。大面積化も，75x75mm2で σ
で解析を行った。バレンス中性子としては，結合エネルギ
< 10 ps と，順調に進んでいる。
ーを再現する単一粒子模型の1d5/2軌道と2s1/2軌道の混合
References
モデルを用いた。その結果，1d5/2/2s1/2軌道の比率は 1d5/2： 1) M. Fukuda et al., Nucl. Phys. A, 656, 209, 1999
2s1/2 = 7:3 の時に実験結果を最もよく再現し，1d5/2軌道
and references therein.
3)
2)
M.
Takechi et al., Phys. Rev. C 79, 060601(R)1-5, 2009.
が優勢とする先行研究と矛盾しない結果を得た 。B 同位
3) D. Bazin et al., Phys. Rev. C57, 2156, 1998.
体と同様に，H 標的に対する反応断面積を利用して
4) B. Abu-Ibrahim et al., Phys. Rev. C77,
034607(2008).
5) A. Ozawa et al., Nucl. Phys. A691, 599 (2001).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

図３ Be, C, Al 標的および H 標的の反応断面積から導出された
13,14,17
C の陽子・中性子分布。
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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
（15H095）
新藤 浩之 a，水田 栄一 a，仲田 祐希 a，久保山 智司 a，鈴木 浩一 a，
岩田 佳之 b，村上 健 b
H. Shindoua , E. Mizutaa, Y. Nakadaa, S. Kuboyamaa, K. Suzukia,
Y. Iwatab, and T. Murakamib
Abstract
Space has very harsh environment for Space
architecture, for example, radiation, temperature and
gravity. As a result, we must consider radiation effects
called SEEs (Single Event Effects). Especially, new
advanced small semiconductor materials are very
sensitive to that. 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 breakdown caused by SEEs by performing
the radiation tests for new space products and
Commercial Off The Shelf (COTS).
In this reports, we investigated the permanent
destruction mode by heavy ion’s irradiation on
commercial SiC diodes. SiC is the material for the next
generation semiconductor devices that is applicable to
higher voltage and temperature applications.
1. 研究目的
昨今の民生用機器では，次々と最先端半導体部品
を搭載した機器が開発され，その高速化や低損失化
による競争が激化している．衛星やロケット等の宇
宙用機器においてもミッションの幅を広げるために
は，今より更に高効率低損失のデバイスが求められ
ており，高効率化が急務となっている．炭化ケイ素
(SiC)や窒化ガリウム(GaN)等の化合物材料は，従来
の Si 半導体に比べて，デバイスの低消費電力化，高
耐圧化が実現でき，また損失を大幅に低減すること
ができる材料として非常に期待されている．しかし，
これらの材料は，従来の Si 半導体と異なる材料特性
を持ち，また，放射線に対しても特異な破壊現象が
確認されていることから，宇宙適用に向けては，評
価方法を含め十分な検討を行う必要がある．
そこで本研究は，民生用化合物半導体デバイスに
対し放射線を照射し，宇宙で発生しうる故障モード
の特定および発生原理の解明を目的としている．

2. これまでの研究成果
過去の研究成果により SiC ショットキーバリアダ
イオード(SBD)には，図 1 のような 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(1)．図 1 は，
SiC-SBD の破壊に至るまでのリーク電流の挙動を示
している．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 は恒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．
これは主に，入射した粒子による電離を発端とした
シングルイベントバーンアウト(SEB)が発生してい
ると考えられる．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．本研究では以上の結果を踏まえ，過去に発生し
た事象が，内部構造の違う SBD に対しても同様に発
生する事象であるかを確認し，かつ Region 2 での
Leakage Current の挙動がデバイス構造に依存するか
についての評価を行った．また，同じ定格電圧を持
つデバイスの照射量の違いによる影響および同じ照
射量を与えたデバイスの定格電圧の違いによる影響
についても評価している．

図 1 SiC-SBD における破壊モード．
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3. 今年度の研究成果

あるため損傷が微小で，箇所の特定が難しく原因に

3-1. 実験方法・条件

ついては未だわかっていない．今回の結果だけでは

本実験に供したデバイスを表 1 に示す．なお，今

断定できないが，過去の文献より(1)，電界強度の高

回実験で用いたサンプルはいずれも民生品であり，

くなる部位が弱点となっていると推定している．こ

内部構造に関する情報は開示されていない．本実験

のため，領域２の出現に関しては，電界強度の違い

において定格電流は，故障を判断する閾値である．

や構造に依存して変わるものと推定され，この違い

使用した重粒子線核種は，表 2 に示す通りの Xe を

が今回の４品種でも見えていたものと推定する．
ただし，これに関しては，今後，デバイス構造が

照射した．

はっきりわかっているデバイスを用いた確認が必要

表 1 照射サンプル

であり，今後の検討課題と考えている．

SiC-SBD

A

B

C

D

VBR

1700 V

1200V

1200V

1200V

IR

60 uA

250 uA

200 uA

200 uA

Type
Fluence

1E-3
1E-4

Schottky Brrier
3.0×105 [ions/cm2]

2.5×104 [ions/cm2]

Region 2

1E-5

表 2 使用核種
Ion
Species
Xe

実線：3.0×105
破線：2.5×104

1E-6

Energy LET@チップ表面
Range
[MeV] [MeV/(mg/cm2)(SiC)] [µm(SiC)]
8688
23
779

1E-7

3-2 実験結果と考察

1E-8

図 2 に照射中に測定した逆方向リーク電流の逆方

SiC-SBD A
SiC-SBD B
SiC-SBD C
SiC-SBD D
SiC-SBD A limit
SiC-SBD B limit
SiC-SBD C/D limit

Region 1

100

200

300

400

500

600

VR [V]

向電圧依存性および品種間差異を示す．各電圧にお
い て 各 量 の照 射 を 行 って お り ， 実線 が 3.0× 105

図 2 SiC SBD 逆方向電流リーク量．

[ions/cm2]，破線が 2.5×104 [ions/cm2]である．円で囲
った部分はそれぞれ図 1 と比較した際の Region を示
している．グラフの横軸は逆方向電圧 VR，縦軸は逆
方向リーク電流 IR である．図 2 より，VR が大きくに
なるにつれ，
徐々に IR が増加していることがわかる．
この定格電流に満たない未破壊領域における逆方向
リーク電流の増大傾向が全てのサンプルで観察され
た．
また，SiC-SBD B と SiC-SBD C/D を比較するとフ
ルエンスの大きいデバイスがより低い電圧で故障し
ていることがわかる．これは，フルエンスに比例し
てダメージが増加したためと考えられ，より低い電
圧領域からリーク電流が発生したと考えられる．一

4. まとめと今後の予定
今回の結果から，４品種ともに領域２に相当する
挙動が観測され，SiC-SBD に共通的な故障モードで
あることを確認した．今後，物理解析を含めこれら
のダイオードの構造を調査し，それに依存する故障
メカニズムの解明を進めたい．また，この故障モー
ドは，デバイスに対して局所的ではあるが物理的な
ダメージを与えていることも考えられ，衛星軌道上
で想定される熱環境等によって劣化が助長される懸
念もある．そのため，すでに Region2 に達している
サンプルに対し，信頼性試験を実施する等，宇宙用
としての長期信頼性の調査も進めていく．

方で，SiC-SBD A と SiC-SBD B を比較すると耐圧の
高い SiC-SBD A がより大きい逆方向電圧で故障して

Reference

いる．これは，耐圧の高い SBD ほど電界を分担する

(1)

S. Kuboyama et al., IEEE Trans., vol. 53, No. 6, 2006

半導体層が大きいと考えられ，電子の加速に起因す
る電界が小さく，二次電子の影響が小さくなると考
えられる．このようにフルエンス依存性および耐圧

a.

依存性が確認できた．一方で，IR の立上る電圧がデ

宇宙航空研究開発機構

研究開発部門

Research and Development Directorate, JAXA

バイスによって異なることも図 2 より確認できる．

b.

放射線医学総合研究所

物理工学部

Dept. of Accelerator and Medical Physics, NIRS

これについては，逆方向リーク電流が非常に微弱で
160

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)
a

a,c

a

山内知也 、楠本多聞 、上田隆裕 、上野琢也 a、亀田結貴 a、寺下佳孝 a、金崎真聡 a、
小田啓二 a、北村尚 b、小平聡 b、小西輝昭 b、レミ・バリオン c
T. Yamauchia, T. Kusumotoa, T. Uedaa, T. Uenoa, Y. Kamedaa, Y. Trashitaa, M. Kanasakia,
K. Odaa, H. Kitamurab, S. Kodairab, T. Konishib, and R. Barillonc
Abstract

を検出し得る。慣性核融合実験や高強度レーザ

For typical polymeric etched track detectors of PET, PC,

ー駆動イオン加速実験において、それはその能

PI and PADC, chemical damage parameters of damage

力を十分に発揮している。特に後者においては、

density (the amount of loss of considered functional

Al や Fe イオンの発生も報告されており、それら

groups per unit length of tracks), effective track core

と C や O イオンとの識別も要請される。高感度

radius (the considered chemical groups are lost with that

の PADC だけでなく、高い検出閾値のポリエチ

radius) and the radiation chemical yields, G values, for

レンテレフタレート（PET）や Kapton 等のポリ

each group are evaluated, as a function of the stopping

イミド（PI）樹脂が活用されている。

power. The response of these polymeric detectors has been

本研究の最終的目標は、任意の応答特性（検

also evaluated for each ion against the stopping powers.

出閾値と感度）を有する検出器を開発するため

Correlation has been examined between the damage

の分子配列上の系統的知見を得ることである。

parameters and the response, including the thresholds.

これはそのような検出器を実際に開発するため
には避けることのできないステップである。ト

1. 研究の目的とバックグラウンド

ラック内の損傷構造と応答特性との関係を知る

線的な欠陥を化学エッチング処理によって拡

必要がある。阻止能が検出器感度を表現するパ

大する技法は、フッ化リチウム中の転移の研究

ラメータでないことが確認された 1960 年代から、

が歴史的な起点であるが、それとほぼ同時期に、

初期電離や限定エネルギー損失といった物理的

核分裂片のトラックが同じエッチング条件下で

パラメータが利用されてきた。いずれも二次電

エッチピットに拡大された。これがエッチング

子の低エネルギー成分しか応答特性に関係する

型飛跡検出器の起点であろう。人類を月に送り

損傷形成に寄与しないとするモデルである。そ

込んだアポロ計画からもほぼ同じ年月が過ぎた

のカットオフエネルギーは実験的に決定される

が、そこでは帰還した飛行士のヘルメットから

ので、理論と言いつつフィッティングにすぎな

宇宙線中の重核成分がエッチピットとして検出

い。我々は応答特性を決定する損傷構造を、化

された。CR-39 という商品名で知られるポリアリ

学分析を通じて明らかにする。閾値近傍におけ

ルジグリコールカーボネート（PADC）樹脂が、

る感度変化に共通する損傷構造を求め、潜在飛

高い感度を有する飛跡検出器であることが 1970

跡の化学構造から応答特性を理解する、あるい

年代後半に発見され、数 MeV 程度のプロトンや

は説明するための化学的基準を明らかにする。

中性子も検出可能となり、現在のエッチング型
2. 昨年までに得られている結果

飛跡検出器が確立した。
飛跡検出器は、ほとんどの放射線検出器が窒

PADC や PET、ビスフェノール A カーボネー

息する電磁パルス下でも、高強度の電子やガン

ト（PC）薄膜については 6 MeV/n 以下のエネル

マ線との混成場であっても、特定のイオンのみ

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

度のある C との間に明瞭なステップが存在して

ック単位長さあたりの損失量として定義した、

いるが、そのステップを B イオンについて明確

各種官能基の損傷密度等の化学的損傷パラメー

に捉えることに成功した。PET は 2 µm 厚である

タを阻止能の関数として評価した。ガンマ線照

が、カルボニル基が減っているが芳香環は変化

射結果との比較も行い、重イオン照射効果との

していない薄膜もあり、損傷の生成とイオント

違いを検討した。それぞれの高分子材の特徴も

ラックの径方向サイズとの関係について議論を

明らかにしてきた。数 100 MeV/n 以上の高エネ

深める条件が整いつつある。

ルギー条件での実験も開始した。照射野を絞っ

PADC における検出閾値と損傷パラメータと

たビームと赤外顕微鏡によって、高フルエンス

の関係はやや複雑である。放射線感受性の高い

14

2

の実験（10 ions/cm ）が可能となり、試料の密

エーテルとカーボネートエステルに挟まれた

度分布のばらつきも考慮できるようになった。

CH 損失の損傷密度は同閾値の両側で明らかに

カール・フィッシャー水分計を導入し、PADC 中

異なる阻止能依存性を示している（図２）。
8

損傷の実態である新たな端点として生じている

7

ヒドロキシル基の定量分析を開始している。
3. 今年度の研究内容

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）にプロ
トンと B-10、B-11、O イオンを照射した。

G value (scissions/100 eV)

のイオントラック近傍に集まっている水分量と

H
He
10

B
B
C
N
Ne
Ar
Fe
Kr
Xe

6

11

5
4
3
2

B イオン照射は PET と PC の閾値周辺の潜

1

在飛跡分析のために実施した。H と O イオ

0 1
10

ンは、潜在飛跡構造分析を目的とした。
2) 生物照射室において 290 MeV/n C 及び 290

図1

MeV/n Ar を PADC と PET に照射した。

2

10

3

10

4

10

Stopping power (eV/nm)

10

5

PET 中におけるカルボニル（C=O）の損失放
射線化学収率の阻止能依存性．

PADC 中の潜在飛跡構造分析と PET の閾値
を調べた。
3) 物理照射室 PH1 において、大気中で 500
MeV/n Fe と 400 MeV/n Kr、290 MeV/n Xe
イオンを３種類の PI と PC、PET 照射した。
照射域を絞ったビームのプロファイルを実
測するために PC 薄膜を利用して顕微赤外
分光のマッピング分析を行った。
4. 今年度の研究成果と解析結果

PET における化学的損傷パラメータと検出閾
値との関係は、図 1 に示すように理解しやすい

図 2 プロトンと重イオンに対する PADC 中 CH 損

ものである。横軸は各イオンの阻止能であり縦

失の損傷密度の阻止能依存性.

軸はエステル基を構成するカルボニル基の放射
線化学収率である。ピットが生まれない He と感
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神戸大, b 放医研, c 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
(15H157)
小林憲正 a，癸生川陽子 a，五東弘昭 a，
松田知之 a，榎本真吾 a，阿部仁美 a，横堀伸一 b，吉田聡 c
K. Kobayashia, Y. Kebukawa a, H. Gotoh a,
T. Matsuda a, S. Enomoto a, H. Abe a, S. Yokoborib and S. Yoshidac
Abstract
Amino acids have been detected in such
extraterrestrial bodies as carbonaceous chondrites
and comets. One of the possible origins of amino
acids is formation in ice mantles of interstellar dust
particles (ISDs).
We irradiated ice mixtures
simulating ISDs with heavy ions (290 MeV/u
carbon ions, etc.) from HIMAC.
Indigenous
amino acid precursors were identified, which
strongly suggested that amino acid precursors could
be formed in ISD ice mantles. Another possible
sites of abiotic formation of organic compounds are
planetary atmospheres and primordial oceans.
A
gas mixture simulating Titan atmosphere and
simulating primitive seawater (with ammonium
carbonate and Fe2+) were irradiated with heavy ions
from HIMAC, and amino acids are detected in
hydrolysates of both types of the products. Stability
of amino acids and their precursors (e.g.,
aminonitriles and hydantoins) were irradiated with
heavy ions to examine their stability in space.
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，それら
の生成の場としては，(i) 分子雲中の星間塵ア
イスマントル中,(ii)小惑星内部などが考えら
れている。前者の場合は宇宙線，後者の場合は，
26
Al からのガンマ線が重要なエネルギーと考え
られる。
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。その間に，
宇宙線や太陽紫外線などによる変成を受けた
と考えられる。
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さらに，原始惑星上での生成も考えられる。
土星の衛星のタイタンでは，現在も窒素・メタ
ンからなる濃厚な大気中での有機物生成が起
きており，また原始地球でも同様なことが起き
たと考えられる。
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
目的とした。さらに，高エネルギー放射線によ
る惑星大気や小惑星物質からの有機物生成の
可能性についても検討した。
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
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前駆体（加水分
解後にアミノ酸となる分子）の生成が確認され
た。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 10:1:37 のものでもグリシンの生成が確認できた。
液体窒素温度（固相）での照射によっても，室
温での照射の場合と同様，アミノ酸前駆体の生
成が確認された。さらに，生成物の詳細な解析

のため，13C-メタノール，もしくは 15N-アンモニ
アを用いた凍結混合物への炭素線照射実験
も行った。
小天体内部での有機物生成を調べるため，ホ
ルムアルデヒド・アンモニア・水の混合物
へのガンマ線照射および炭素線照射生成物
を加水分解したところ，種々のアミノ酸が
生成し，特にアラニンが多く生成した。小
惑星内部で，26Al の壊変により生じた水溶
液中で，アミノ前駆体が生成した可能性が
示唆された。
3. 今年度の研究内容（下線部が本年実施した
HIMAC 照射実験）

わかった。

１）模擬星間アイスへの種々の炭素線照射によ
るアミノ酸前駆体合成とその解析:
実際の星間塵アイスマントルの組成を参考に，
１２
C-/13C-メタノール・ 14N-/15N-アンモニア・水（モ
ル比 10:1:37）の混合溶液を液体窒素中で凍結し
たものへの炭素線(290 MeV/u)照射を行った（昨
年 度 ） 。 そ の 生 成 物 の 解 析 を GC/MS, FT-IR,
XANES などにより行った。
また，星間物質に含まれるホルムアルデヒドの効
果を調べるため，メタノール・ホルムアルデヒド・ア
ンモニア・水の混合物およびその凍結物への炭素
線照射を行った。

２）模擬タイタン大気への粒子線照射実験:
メタン (5%)と窒素(95%)の混合気体への 290
MeV/u 炭素線照射および 2.5 MeV 陽子線照射生
成物を加水分解すると，ともに種々のアミノ酸
が生成し，その G 値は同じオーダーであった。
このことは粒子線が気体内で止まる場合のみ
でなく，透過する時にもアミノ酸前駆体が生成
すること，つまり高エネルギー宇宙線によって
も惑星大気中で生体有機物の生成が可能であ
ることが示された。
３）模擬原始地球海水への重粒子線照射:
炭酸アンモニウムと Fe2+を含む水に HIMAC
からのヘリウムイオン線・炭素線を照射し，生
成物を加水分解することによりアミノ酸が検
出された。本結果をさらに確認するための実験
を計画中である。

２）模擬タイタン大気への粒子線照射実験:
土星衛星のタイタン大気を模した窒素
(95%)・メタン(5%)混合気体にタンデム加速器
からの 2.5 MeV 陽子線照射（室温およびドライ
アイス温度）
，および HIMAC からの 290 MeV/u
炭素線照射（室温）を行った。生成物を加水分
解して，アミノ酸分析を行った。

４）アミノ酸前駆体の重粒子線照射に対する安
定性評価:
種々のアミノ酸前駆体候補の中で，模擬星間
有機物（CO, NH3, H2O 混合物に陽子線を照射し
たもの）は，他の前駆体（ヒダントインなど）
や遊離のアミノ酸よりも重粒子線照射やγ線
に対して安定である（加水分解後に生じるアミ
ノ酸量の減少が少ない）ことがわかった。

３）模擬原始地球海水への重粒子線照射:
1951 年，Calvin らは原始海洋を模し，二酸化
炭素と Fe2+を含む水にヘリウムイオン線を照射
したが，窒素源を加えなかったため，アミノ酸
は生成しなかった。そこで，炭酸アンモニウム
と Fe2+を含む水に HIMAC からのヘリウムイオ
ン線・炭素線を照射し，生成物のアミノ酸分析
を行った。
４）アミノ酸前駆体の重粒子線照射に対する安
定性評価:
星間でアミノ酸前駆体が生成することが示唆
されているが，その前駆体の種類は特定されて
いない。そこで，その分析を行うとともに，種々
のアミノ酸前駆体に重粒子線やガンマ線を照
射し，それらの宇宙環境下での安定性の比較を
行った。
4. 今年度の研究成果と解析結果
１）模擬星間アイスへの種々の炭素線照射によ
るアミノ酸前駆体合成とその解析:
メタノール・アンモニア・水（モル比 10:1:39）の混
合氷(77 K)への炭素線(290 MeV/u)照射を行い，
生成物を加水分解したところ，グリシンなどのアミノ
酸の生成が確認された。13C-メタノールを用いた時，
生成したグリシンが 13C ラベルされていたことから，
照射によりグリシンが生成したことが証明できた。
加水分解前の生成物を FT-IR や XANES で解析
することにより，生成した「アミノ酸前駆体」がニトリ
ルよりはむしろアミド結合を有するものであることが
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5. 今後の展望:
模擬星間アイスへの照射実験ではホルムア
ルデヒドの添加効果をさらに調べて行く予定
である。模擬タイタン大気への粒子線照射実験
の結果の確認のため，安定同位体ラベルしたメ
タンを用いた実験や，模擬原始地球大気への照
射実験を計画中であり，「たんぽぽ計画」の後
継宇宙実験として実施可能かを検討する。アミ
ノ酸前駆体の安定性評価実験は，「たんぽぽ計
画」の帰還試料の分析結果との比較を行ってい
く予定である。
----------------------------------------------a. 横浜国立大学大学院工学研究院・工学府
b. 東京薬科大学生命科学部
c. 量研機構

重イオン照射によりアルコール中に生成するラジカル量の研究
Yields of radicals produced in alcohol irradiated by heavy ions
(16H180)
中川清子 a,b、村上 健 c
S. Nakagawaa,b and T. Murakamic
Abstract
The radicals produced in CD3OD irradiated by
heavy ions were studied by spin trapping with
phenyl-t-butylnitrone (PBN). The concentration
of the solute was 0.1 mol/L. C-ion (290 MeV/u),
Si-ion (490 MeV/u), Ar-ion (500 MeV/u) and
Fe-ion (500 MeV/u) were irradiated and LETvalues were 13 - 63 eV/nm for C-ion, 60 – 130
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-OCD3/PBNCD2OD depends less effective on the kind of ion
source relative to PBN-OCH3/PBN-CH2OH.
Moreover, the ratio (PBN-OCD3 +PBN-CD2OD)
/ PBN-D obtained in heavier ion than Ne-ion
irradiation were almost the same value.
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、アルコールではアルコキシ(HR-O·)ラジカ
ルとアルキル(·R-OH)ラジカルの２種類が生成
することが知られている。中でも、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。
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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
してきた。さらに、重水素置換による反応効
率および拡散の影響を調べるため、メタノー
ル-d4 中に生成するラジカル種の生成比につ
いても検討する。
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 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(400 MeV/u)、
ケイ素(490MeV/u)、アルゴン(500MeV/u)、鉄
イオン(500MeV/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、同じイオン種では、ＬＥＴ
の増加に伴って減少した。また、同じＬＥＴ
において、アルゴンイオンより軽いイオンで
は、重イオン照射ほど PBN-OCH3 の生成割合は
減少したが、アルゴンイオンおよび鉄イオン
では増加に転じた。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、重イオン照射ほど減少した 2)。
また、0.5 mol/L 溶液を炭素およびネオン
イオン照射したところ、PBN-CH2OH に対する
PBN-OCH3 の生成比は、0.1 mol/L 溶液の 1.7
倍で、PBN-H に対する PBN-CH2OH＋PBN-OCH3 の
生成比は 0.1 mol/L 溶液より減少した 2)。
さらに、昨年度は、ＰＢＮ0.1 mol/L を溶
解したメタノール-d4 溶液に、炭素(290
MeV/u)、ネオン(400 MeV/u)、鉄イオン
(500MeV/u)を照射した時に生成するラジカル
を測定した。今年度は、ケイ素(490MeV/u)、
アルゴン(500MeV/u)の照射も行った。
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-d4 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、
炭素イオン(290 MeV/u)、ケイ素イオン(490

射イオンエネルギー依存を図１－２にプロッ
トする。CH3OH からの PBN-OCH3 の生成効率は、
同じ入射エネルギーでは重イオンほど小さく
なるのに対して、CD3OD からの PBN-OCD3 の生
成効率は、イオン種の影響が小さい。
また、PBN-H に対する PBN-CH2OH＋PBN-OCH3
の生成比および PBN-D に対する PBN-CD2OD＋
PBN-OCD3 の生成比の入射イオンエネルギー依
存を図３－４にプロットする。CH3OH では、
重イオン照射ほど PBN-H の生成割合が増加し
たが、CD3OD ではネオンイオン以上の重イオン
照射では PBN-D の生成割合は大きく変化しな
い。プロトンの拡散はラジカルの拡散に比べ
て十分速いのに対し、デュートロンの拡散は
遅いことが原因と考えられる。今後は、シリ
コン、アルゴンイオン照射の再測定を行い、
その結果を基にデュートロンやラジカルの初
期分布と拡散のシミュレーションを試みたい。

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 13
– 63 (C), 60 - 130 (Si), 100 – 240 (Ar)
および 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 の生成比およ
び PBN-CD2OD に対する PBN-OCD3 の生成比の入
1
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重イオンビームによる機能高分子材料の創製
-核種・LET を高度に応用したエネルギー付与特性による新材料創製Fabrication of functional polymer materials using high-energy heavy ion irradiation
- New material fabrication by energy deposition characteristics with sophisticatedly application of nuclides and LET -

(16H186)
a

b

鷲尾方一 、長澤尚胤 、岡 壽崇 c、保坂 勇志 a、村上 健 d
M. Washioa, N. Nagasawab, a, T. Okac, Y. Hosakaa and T. Murakamid
Abstract: High-energy ion beams from MEXP port in

分光分析、構造解析等を行い、照射による化学反応

HIMAC were irradiated to perfluorinated polymers

の微小空間における局所性に関して基礎的知見を

under vacuum at room temperature. In the case of

取得するとともに、ナノ空間でのエネルギー付与量を

perfluorinated

three-dimensional

制御し空間的な分布を持ったラジカルを誘起し、グラ

micro-functional membranes with finely controlled

フト反応させる事を試み、再生医療用細胞培養皿作

thermo-responsive and hydrophobic hybrid structures

製を目的とした空間制御機能材料の創製を行った。

in the surface direction were fabricated by ion beam.

２．前年度までに得られている研究内容

Stacked poly(ethylene-co-tetrafluoroethylene) (ETFE)

これまでに、各種高分子に、中エネルギー照射室で

films covered by Ni mesh were irradiated by various

各種イオンを 109 n/cm21013 n/cm2 のフルエンスまで、

ions. After irradiation, ETFE was grafted with

真空中室温下で照射した。照射後、顕微 FT-IR、

N-isopropyl acrylamide as functional monomer. The

UV-vis 測定、19F-NMR、ESR, DSC などにより、イオン

structure and characteristics of fabricated membranes

の飛跡方向での局所的な化学構造ならびにモルフ

were evaluated by microscopic FT-IR mapping, laser

ォロジー変化を評価してきた。その結果、各種イオン

microscope. It was observed that grafted membranes

照射を行った際に生成捕捉されるラジカルを ESR に

with

and

て評価し、その収量とイオンの透過した距離の関係

hydrophobic hybrid structures would be obtained by

は、SRIM2013 によって得られるブラッグカーブに概

our fabrication process. Moreover, cell culture and

ね対応することを明らかにしてきている。また、イオン

detachment

the

polymers,

controlled

test

carried

out.

The

照射後、生成したラジカルを利用したグラフト反応が

templates

with

three

可能であることを示し、次世代のエネルギーデバイス

dimensional adhesion control have a potential to apply

である燃料電池への応用を検討してきた。イオンビー

to a patterned cell cultured dish using a pre-irradiation

ムによる面方向での親水／疎水部の機能制御を行

grafting technique.

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

thermo-responsive

was

thermo-responsive

grafted

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、主に燃料電池用電解質膜の親水／疎水

必ずしも十分な理解と利用には至っていない。本課

部機能制御技術を応用し、付与領域を微細制御され

題では、各種高分子(i) 含フッ素系高分子（PTFE,

た温度応答性機能膜の作製を試みた。フッ素系高分

FEP）、(ii)ポリイミド（PI）等の耐熱高分子、(iii)バイオ

子のポリエチレンテトラフロロエチレン共重合体

プラスチックを主な試料とし、イオンを真空中照射し、

（ETFE）に対して、中エネルギー照射室にてビーム
167

おいては 20℃で冷却すると、接着細胞がほぼ見ら

サイズφ23±2 mm に制御した各種イオンを室温真
-4

Pa 以下)で照射した。照射試料は、厚さ

れず、膜表面から剥離していることがわかる。こ

50 m の ETFE フィルムを SRIM コードによる各種イ

れらの結果よりイオンビームグラフト重合法に

オンの飛程分の膜厚になるように重ねあわせて、スタ

より微細制御した温度応答性を付与することで

ック構造とし Ni メッシュ(200mesh, 開口幅:72 m, 線

細胞の接着剥離の領域制御することができた。

空中(510

幅:50 m)を上に被せて照射した。イオンビーム照射
により、試料内にラジカルを誘起し、後グラフト反応を
利用して、空間的に機能制御された再生医療用の温
度応答性膜を合成した。
４．今年度の研究成果と解析結果
イオンビームグラフト重合によって合成した膜におい

図 1:顕微 IR による 1550 cm-1 付近のピーク強度のマッピング

て、面方向での温度応答性部／疎水部の機能制御
が適切に行なわれているかを検討するため、Ar+18 イ
オンビームの照射(6 MeV/u)実験を行ない、温度応
答性高分子 N- イソプロピルアクリルアミド(NIPAAm)
のグラフト重合を行った。はじめに、微細領域に対し
て温度応答性部の付与を選択的に行なえているかど

図 2:レーザー顕微鏡像

うかを確認すべく、顕微 FT-IR を用いて 20 m 四方の
点、横 22 点×縦 10 点の FT-IR スペクトルを計測した。
NIPAAm 中に含有されており、ETFE 中には存在しな
いアミド結合由来の 1550 cm-1 付近のピークをマッピ
ングした結果を示す（図 1）。アミド結合由来のピー
クには分布が存在しており、1 辺が 70-90 m の
範囲に不連続的に集中している領域があることが
わかる。さらに、表面の凹凸構造をレーザー顕微鏡

図 3:顕微 IR のマッピングとレーザー顕微鏡像の重ね合わせ

により調べた（図 2）。凸部の幅、凹部の幅はそれぞ
れ 83.07 μm, 40.61 μm,であった。これは Ni メッ
シュの開口幅と線幅の合計と一致している。図 3
のように先ほどの顕微 IR のマッピング結果とレ
ーザー顕微鏡像を重ね合わせると、レーザー顕微

図 4:37℃6 時間培養した膜表面

鏡像の凸部分と顕微 IR でアミド結合由来のピー

図 5:20℃2 時間冷却した膜表面

ク強度が強い領域とが重なっている。よってこれ

５．今後の展開予定

までの電解質膜に関して報告した結果と同様に、

今後、細胞培養皿としての応用により適切な作製条

面方向でマスク形状に合わせて微細構造的に温

件を検討すると共に、本材料の実用化に向けた、

度応答性部を膜上に付与することができた。

簡易化したプロセス設計を検討する予定である。

次に作製した膜上で HeLa 細胞（ヒト子宮頸が
ん由来細胞）を 37℃,5%CO2 雰囲気下で培養し、
その後 2 時間の剥離処理を行なった時の像を図 4,

a. 早大理工研, RISE, Waseda Univ.
b. 量研機構 高崎研, QST Takasaki.
c. 東北大 高教機構, IEHE, Tohoku Univ.

5 に示す。図 4 において機能化された凸領域に細

d. 量研機構 放医研 物理工学部, HIMAC, NIRS

胞が集中して接着していることがわかり、図 5 に
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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)
寺沢和洋 a, c、岸本祐二 b、佐々木慎一 b、高橋一智 b、俵裕子 b、齋藤究 b、
身内賢太朗 d、永松愛子 c、勝田真登 c、桝田大輔 c、中村裕広 c、松本晴久 c、
込山立人 c、布施哲人 c、島田健 g、西啓輔 g、谷森達 e、窪秀利 e、
北村尚 h、小平聡 h、寺門康男 f、桑田金佳 f、河本泰成 f
K. Terasawa a, c, T. Fuse c, M. Katsuta c, Y. Kishimoto b, H. Kitamura h, S. Kodaira h,
Y. Kohmoto f, T. Komiyama c, H. Kubo d, K. Kuwata f, D. Masuda c, H. Matsumoto c,
K. Miuchi d, A. Nagamatsu c, Y. Nakamura c, K. Nishi g, K. Saito b, S. Sasaki b,
K. Shimada g, K. Takahashi b, T. Tanimori e, H. Tawara b and Y. Terakado f
Abstract
An active track detector named "Position-Sensitive
Tissue-Equivalent
Proportional
Chamber"
(PS-TEPC) has been developed for space dosimetry.
The Preflight Model (PFM) consisting of two
detector units and the control unit was manufactured
and irradiated. The energy resolution for the proton
beam was lower than ~ 30% and fulfills the
recommendation of NCRP-142.
1.

研究の目的とバックグラウンド
宇宙飛行士に対する被曝線量限度は、年齢や性
別に依存し、数百 ~ 1000 mSv 程度に設定されて
いる 1)。宇宙放射線による被曝線量率は地上より
2 ケタ高いが、トータルの線量としては、現行の
国際宇宙ステーション（ISS）上での半年程度の
宇宙滞在であれば、この限度を十分に下回る。今
後、月や火星等へ有人飛行を実施し、宇宙滞在が
より長期化すると、その限度に迫る被曝を余儀な
くされることになるか、限度を超えてより高いリ
スクを許容せざるを得ない状況にある。一方、何
らかの方法で被曝を減らせる可能性もある。
その一つの方法は、線量の測定精度を高めるこ
とにより、実質的な滞在期間を延ばすことにある。
地上での測定において、検出限界以下、或いは低
レベルの被曝の際に、物理計測による測定誤差の
存在が問題になることはまずないが、宇宙放射線
線量計測の場合には、誤差の大きさ次第で宇宙滞
在期間により大きな制限を加えることになる。
National Council on Radiation Protection -142
(NCRP-142)等で十分な精度（検出器依存でσ=
30% 以内）2)をもって実測することを勧告・推奨
しているが、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、宇宙飛行士が受動型線量計
を持っているものの、現状で、NASA が標準検出
器 と し て 採 用 し て い る 、 Tissue Equivalent
Proportional Counter (TEPC) 3)で吸収線量の測定が
行われているのみである。
人体に対する影響は通常、吸収線量と線質係数
の積である線量当量で評価するが、ここで、線質
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係数は LET の関数として与えられている。
宇宙放射線線量計として成立するための最初
の条件は、この LET を精度よく測定することにあ
る。粒子が検出器内に付与したエネルギー ΔE と、
検出器内での経路長 R を測定し、LET をΔE/R と
して求めることができる。
被曝の対象となる放射線の種類は、主に水素原
子核（陽子）から、鉄原子核までの宇宙放射線中
の荷電粒子と、中性子を含むその 2 次粒子で、測
定する側の技術的な事情から、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 4, 5)。
更に現状で、中性子については未だ十分な測定が
行われたといえる状況にない。
TEPC は文字通り生体組織等価物質で覆われ、
中性子に感度を持つが、位置有感でないため LET
分布の実時間測定に対しては大きな系統誤差（円
筒形で 51%）を伴い、実質的な宇宙滞在期間は半
減する。そこで、TEPC に位置検出機能を追加す
ることで、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 6)。
原理的には、Micro-Pixel Chamber (μ-PIC) 7) を用
いたガス 3 次元飛跡検出器の Time Projection
Chamber (TPC)により実現可能となる。
宇宙放射線中の銀河宇宙線には、エネルギー分
布のピークが数百 MeV/n 付近にあり、このエネル
ギー領域にある粒子が被曝の大半を占め、HIMAC
から供給されるビームのエネルギー領域に合致
し、銀河宇宙線を模擬する粒子として利用するこ
とができる。a
本研究の第一歩は、-PIC を用いた検出器でま
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。最終的には、本研究に
より軌道上での実証を行い、インフラ化を目指す。
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

慶應義塾大学・医学部 (Keio Univ.)
高エネルギー加速器研究機構・放射線科学センター (KEK)
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.）
京都大学大学院・理学研究科 (Kyoto Univ.)
明星電気（株）
（Meisei Electric Co. LTD.）
（株）エイ・イー・エス（AES Co. LTD.）
放射線医学総合研究所 (NIRS)

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 の大きさの
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である。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 8)。
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
導電性の生体組織等価プラスティックで作られ
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。
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、30%以内の
測定精度を達成できる見込みとなった 9, 10)。
また、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
ついて行い、フライトモデル（FM）の製作を開
始し、最初の照射試験に着手した。

3. 今年度の研究内容
昨年度に引き続き、FM 製作後の検証実験を行っ
た。Fig.1 に FM の写真を示す。検出部は、直方体
と円筒の組み合わせた形状をしている（左側）。
円筒部内が検出器の有効領域（ガス領域）となっ
ている。右側のケーブルで接続された直方体が制
御部である。昨年度の照射試験を通して発生した
不具合（回路や電場整形リング・支柱等）を改修
した。時間の経過も考慮し、-PIC 自身の交換も
行い、再度の照射試験を実施した。
4.

今年度の研究成果と解析結果
使用したビームは、H 230 MeV, C 400 MeV/n, Si
800 MeV/n, Fe 500 MeV/n の 4 種類で、各粒子に対
して検出器内での付与エネルギーの測定、3 次元
飛跡の取得を行った。付与エネルギーに対する分
解能を Fig.2 に示す。DU1 と DU2 が 2 つの検出
部に相当する。付与エネルギーに対する分解能に
ついては、これまでのプロトタイプ検出器や BBM
とほぼ同様の値が得られており、線量全体として、
σ= ~ 30%以下を実現できる見込みとなった。
今後、まだ十分に行われていない中性子照射や、
各改良を検討している。
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Fig.1 Photo for the preflight model of PS-TEPC. It
consists of two detector units (left) and a control unit
(right).

Fig.2 Resolution of energy deposited in each detector
unit as a function of LET for each ion. DU1 and DU2
stand for Detector Unit I and II for a preflight model of
PS-TEPC.
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Development of minute-track-detecting system
by fluorescent-labeling method on silver-salt photographic materials
(15H212)

久下謙一 1，中 竜大 2，梅本篤宏 2，安達考洋 1，田代弘生 1，稲葉俊喜 1，小平 聡 3
Ken’ichi Kuge1, Tatsuhiro Naka2, Atsuhiro Umemoto1, Takahiro Adachi1, Hiroki Tashiro3, Toshiki Inaba3, Satoshi
Kodaira4

Abstract
Analyzing systems for radiation tracks using
silver-salt photographic materials were developed on 1.
fluorescent-labeling method, 2. Plasmon resonance
method. Progress of these methods was obtained as 1.
base dependence of fluorescence at the mixture
system of two dyes. 2. detection of fine silver-particles
under the resolution of optical microscope by the
emission of plasmon resonance. Use of polarization
enhanced the separation of these particles.

の色素は NK863 色素単独でも、NK85 色素が共存して

１．研究の目的と背景

光を示すが，飛跡を作る現像銀粒子は数 100 nm のサイ

も同じ青色発光を示しノイズとなる．一方，飛跡を作るヨウ
化銀微粒子上では NK863＋NK85 の混合系で特異的
に緑色発光を示し，この発光は特別な基板上に両色素が
相互作用を持つように吸着した時に起こる発光と考えられ
てきた．この飛跡が示す緑色発光のみを取り出せば、飛
跡のみを検出できる．今回，基板の違いによる発光の変
化を調べた．
②について，銀などの金属微粒子はプラズモン共鳴発

放射線にも感度を有する銀塩写真感光材料は，高い

ズでプラズモン共鳴発光を示すには大きすぎる．抑制現

空間分解能と三次元記録の可能な特性のため，原子核

像法により潜像核周辺のみ抑制的に現像して、より微小

乾板として放射線飛跡検出に永く用いられてきており、現

な現像銀粒子とすることができる．サイズは数 10 nm な

在もこの高解像度を活かして短寿命粒子の微細飛跡検出

ので，明瞭なプラズモン共鳴発光を示すと期待され，光

に利用されている．飛跡の解析にはこれまでもっぱら光

学顕微鏡で解像しない現像銀微粒子も発光による観察が

学顕微鏡が使われてきた．光学顕微鏡は操作が簡便で，

可能となる．現像銀粒子はフィラメント状に成長するので

比較的安価な観測手段であるが，その解像度には限界

その形状には方向異方性がある．プラズモン共鳴発光の

がある．原子核乾板の解像度の向上に対して，飛跡の読

励起光を偏光とすることで，フィラメントの方向に依存して

み取りの光学系の解像度がそれに追いついていない．

発光が偏光角度依存性を持つ．偏光角度を回転させて

光学顕微鏡の解像度以上の観察を行う超解像顕微鏡法

観察することで，順に光らせることができ、発光像でも解

が報告されているが，その要点は光らせて観察するとこ

像しない接近した現像銀微粒子も区別される．このとき 1

ろにある．順に光らせることで，解像しえない像も取り込

個のハロゲン化銀粒子上に複数の潜像核があっても、そ

むことができるが，まだ飛跡検出には応用されていない．

の個数と同じ微小現像銀粒子が形成されるので，グレイ

ここでは、飛跡を光らせることで，超解像顕微鏡法を応用

ンデンシティ測定が飽和するような高エネルギー付与下

した微細飛跡検出の手法の確立に取り組んだ．

でも，付与量に応じた応答を示すことになる．

２．本年度の研究内容

３．実験方法

本年度は主に次の研究を行った．①.蛍光標識化法に

①蛍光標識化： 用いた蛍光発光色素は前報と同じオ

よる飛跡検出手法，②.プラズモン共鳴発光による飛跡検

キ サ シ ア ニ ン 色 素 NK863(3,3 ’ -diethyl-2,2 ’

出手法

-oxacyanine iodide)と，中央のメチン鎖の長さが異なる

①について，蛍光標識化法のこれまでの課題として，

オキサカルボシアニン色素 NK85(3,3’-diethyl-2,2’-

発光が不安定ということがあり，明瞭に飛跡が光る条件の

oxacarbocyanine iodide)である．基板としてハロゲン化

確立を目指した．バインダー等に吸蔵された単分子状態

銀，アルカリハライド，ガラスを用いた．ハロゲン化銀は市
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販の試薬の粉末か，硝酸銀とアルカリハライド溶液から得

これはフィラメントの伸びる方向が異なっているためと考

られるハロゲン化銀沈殿を用いた．アルカリハライドは市

えられる．接近して解像しえない現像銀粒子も，偏光をか

販試薬結晶粉末を用い，ガラス基板はスライドガラスであ

けて観察すれば，偏光角度により順に光るため区別でき

る．色素を単分子状態で吸蔵させるものとして濾紙を用い

ると考えられる．

た．濃度比を NK863 色素：NK85 色素 = 2000:1 とした

Table 1. Emission behavior of each dye system
on different beses

色素溶液を，これら基板上に滴下して風乾した．これらの
試料を蛍光顕微鏡で，365 nm の紫外光で励起して，基

NK863
dye

NK85
dye

Mixed dye
system

Blue

×

×

Blue

Red

－－－－

Blue

×

Blue

Blue

×

Green

Blue

×

Green

Blue

×

Blue

×

Blue

×

Blue

Blue

×

Green

KBr crystal

Blue

×

Green

KI crystal

Blue

×

Green

Slide glass

Blue

Red

Green

Base

板上の色素の発光の様子を観察した．

Solution

②プラズモン共鳴発光： 粒径 520 nm の八面体臭化

Commercial dye
cristal
Filter paper

銀粒子の未増感乳剤を用いて原子核乾板を作製した．こ
こへ HIMAC で H イオン(230 MeV/n)，He イオン(230

Commercial AgI
crystal
Self-made AgI
crystal
Commercial AgBr
crystal
Self-made AgBr
crystal
Self-made AgCl
crystal
KCl crystal

MeV/n)，C イオン(290 MeV/n)を乾板面に水平に照射し
た．これを D72 現像液を 200 倍に希釈したもので，現像
時間を 10，20，30，40 分と変えて，現像温度 20℃で現
像した．現像処理の後，飛跡を落射光学顕微鏡を用いて
プラズモン共鳴発光を観察した．照射光に偏光フィルタ
ーをかけて，偏光に対する応答をみた．
これらの研究のためにCイオン(290MeV/n ; 2回)，He
イオン(150MeV/n ; 2 回)，H イオン(230 MeV/n ; 1 回)を，
104~107 ions/cm2 の密度で照射した．照射試料は自製フ
ィルムなどの感光材料を積層し，遮光したパックであり，
合計 63 パックに照射した．

Blue-green
~green, dapple
Blue-green
~green, dapple

４．今年度の研究成果と解析結果
①蛍光標識化法： 蛍光顕微鏡で観察した各基板上で
の発光の様子をまとめたものを Table 1 に示す．緑色発
光は NK863 色素と NK85 色素の混合系特有の現象で

(a)

あった．同じハロゲン化銀でも塩化銀とヨウ化銀では発光
色が異なり，基盤依存性を持つ．現像銀をヨウ化銀に変
換することが必須である．一方、ハロゲン化アルカリ上で
は混合色素系はすべて緑色発光を示した．この理由は不

(b)

明であり，今後の解析対象である．
②プラズモン共鳴発光： C イオンを水平に照射した原
子核乾板を抑制現像したときの光学顕微鏡の透過像を
Fig. 1(a)に示す．現像銀粒子が小さいため，ぼんやりとし

粒子の発光点が連なっており，飛跡の存在が明瞭であ

(c)
Fig.1 Optical micrographs of carbon ion tracks with fine
silver particles formed by arrested development
method. (a) Normal transmitted image, (b) & (c)
emission images by prasmon-resonance. Both were
excited with polarized light perpendicular to each other

る．(b)と(c)とで光り方の強弱が異なっている点があり，

1. 千葉大院融合，2. 名大院理，3. NIRS

か飛跡は写っていない．同じ位置のプラズモン共鳴発光
像を Fig. 1 の(b)と(c)に示す．励起光は偏光をかけており，
(b)と(c)は角度を 90°回転したものである．どちらも現像銀
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Intercomparison and Verification of Active Dosemeters for Space
(14H233)
S. Burmeister1, S. Boden1, R. Elftmann1, S. R. Kulkarni1, T. Berger2,
Y. Uchihori3, H. Kitamura3, S. Kodaira3
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.

1. Introduction
In the frame of the HIMAC Research Project two
HIMAC runs have been recently performed in fiscal
year 2016 (See Table 1).
Table 1: Ions and energies

Ion

Energy (MeV/n)

Argon

400

Carbon

400

June/July 2016

Nitrogen

400

Currently under
analysis

Oxygen

400

Helium

100

Helium

230

Hydrogen

160

Iron

500

Silicon

800

Nitrogen

400

Hydrogen

160

Helium

230

Carbon

400

January/February
2017
Currently under
analysis

In FY 2016 the HET and EPT instrumentation for
ESA’s Solar Orbiter Mission as well as a DOSTEL
had been exposed to heavy ion beams at HIMAC.
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2. EPT/HET – evaluation detector systems for
the European Solar Orbiter Mission
EPT/HET Proto-Qualification Model (PQM) was
brought to HIMAC to study its performance at
accelerator facilities. EPT/HET PQM consists of
semiconductor detectors by Canberra and a hexagonal
2 cm thick scintillator crystal. Readout electronics
includes flight like parts. 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.
Comparison of high density scintillation crystals
with HIMAC ion beams: A short report
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 [7].

Fig. 1: This graph shows Protons and Helium
particles penetrating the two EPT detectors. One
detector has a thin foil in front of it, the other one has
a magnet deflection system, hence their respective
names.
Here we show the total deposited energy on the y-axis
versus the ratio of energies deposited in the two
detectors on the x-axis. This type of plot allows us to
identify different particle species, their direction and
their initial energies and will be done by the onboard electronics of the HET-EPT instrument.
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
Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba (HIMAC),
Japan. By placing polyethylene (PE) blocks in front
of the telescope we were able to decrease the ion
energy Fig. 2 shows the combined measurement data
points for all measurements for the various PE
thicknesses and ions. With increasing PE thickness,
the deposited energy in the crystal 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.

Fig. 2: Here we show all the data collected this year
at Himac with HET. For this plot we use the product
of E and dE (i.e. energy deposited in the crystal and
energy dposited in the thin silicon detector) as the xaxis and their ratio for the y-axis. In the resulting plot
each particle species shows up as a horizontal line.
We can see the seven bright lines for our primary
particles (from top: Fe, Si, Ne, O, C, He, H), but we
can also see all the fainter lines for secondary
particles which were created in the absorbers.
This type of table will be produced by our on-board
electronics and knowing the positions of the different
particles allows us to transmit only the relevant data
down to the ground, which is necessary due to data
rate limitations.
The deposited energy E was calculated with a Geant4
simulation of the complete setup at HIMAC

Fig. 3: This graph shows the temperature dependence
of the BGO light yield for iron ions. The data has
been measured during the latest HIMAC run in
January 2017.
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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)
a
b,c
久保謙哉 ,小林義男 ,山田康洋 d,三原基嗣 e,佐藤渉 f,宮崎淳 g,長友傑 c,
鈴木聖人 b,高橋賢也 b,佐藤眞二 h,北川敦志 h
M. K. Kuboa, Y. Kobayashib, Y. Yamadac, M. Miharad, W. Satoe, J. Miyazakif, T. Nagatomog,
M. Suzukib, K. Takahashib, S. Satoh and A. Kitagawah
Abstract
Mössbauer spectra of 57Fe, the decay product of
57
Mn, were measured to investigate the chemical and
physical states of 57Fe in potassium superoxide
(KO2). A highly energetic 57Mn ion beam at the
HIMAC was introduced to the samples. Mössbauer
spectroscopy was applied to elucidate the behavior
of the extremely dilute impurity 57Fe atoms
implanted in the simple oxide.
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 solid materials even having no
solubility to these elements. Starting in 2008 we
succeeded in constructing an emission Mössbauer
spectrometry system at HIMAC employing a -
anti-coincidence measurement and applied it to
various materials, e.g. MgO, Al2O3 and LiH [1-5].
57
Mn ions with an energy of 240A MeV are
implanted into a sample, and the 14.4 keV
Mössbauer -ray from the daughter 57Fe is detected
(Figure 1).
We have been investigating binary compounds
composed of light elements listed above since the
poor penetrability of 14.4 keV Mössbauer -ray
emitted by a 57Fe in deep inside of a sample. This
year we chose potassium superoxide KO2 as a
sample. KO2 is an ionic crystal containing K+ and
O2-. The oxidation state of oxygen in O2- is -1/2.
Due to the unpaired 2p electron of O2-, KO2 shows
2p-magnetism. The strong oxidizing power of KO2
was expected to lead unusually high oxidation states
of isolated 57Fe atoms in KO2.
Our original plan for this year proposed
time-resolved Mössbauer spectrum measurements to
175

Figure 1. Level scheme of 57Fe arising from 57Mn.

examine the chemical and physical state change of
57
Fe within 1 s after the formation of the first
nuclear-excited state of 57Fe following the -decay
of 57Mn.
Experiments carried out after the
submission of the proposal for this year revealed that
the time-resolved Mössbauer spectrum measurement
required unexpectedly long time to obtain
statistically significant data even for the lightest
chemical compound LiH that was supposed to give
the
most
abundant
Mössbauer
signals.
Consequently, we focused measuring time-integral
Mössbauer spectra present fiscal year.
2. Experiment
Commercially available KO2 powder was pressed
to form a 30mmdisk. The disk was placed in a
cryostat capable of keeping temperatures from RT to
14 K. A specially designed parallel plate avalanche
counter (PPAC) measuring conversion electrons
emitted by the 57Fe excited by incoming Mössbauer
-rays from the sample enabled a high efficiency and
selectivity to the Mössbauer -ray. Four plastic
scintillation counters were placed around the sample
for the detection of β-rays emitted from 57Mn. One of
them placed just in front of the PPAC also
functioned as the β − γ anti-coincidence counter to
reduce the background caused by energetic electrons.

Data accumulation required about 20 hours of beam
time at each temperature. Measurements at 14 K,
150 K and 215 K were conducted.
3. Results
At higher temperatures, the probability recoilless
emission of the 14.4 keV -ray decreased and
relative peak intensities decreased as measuring
temperature increased as shown in Figure 2. All
spectra were analyzed as a superposition of singlet
Lorentzian peaks. Singlets revealed that 57Fe atoms
existed at geometrically symmetrical sites without
electric field gradients. This is a clear difference
with our previous studies on LiH, MgO, LiF etc.
where at temperatures below 200K doublet species
with crystal defects caused by ion implantation or
radiation were dominant.
At 14 K two singlet peaks were observed. In
emission Mössbauer spectroscopy of 57Fe, peaks
positioning at larger velocity correspond to higher
oxidation states in general. The peak at +0.64(3)
mms-1 might be iron in +4 or higher oxidation states.
The left side peak at -0.41(3) peak could be assigned
to a Fe(II) species. The areal intensity of the right
side peak was 61%. At 150 K the right side peak
remained at the same position, but the left side peak
shifted to more positive side at -0.18(3) mms-1.
There is a possibility that the Fe(II) species observed
at 14 K changed to Fe(III). The statistics of the
spectrum at 215 K was not enough to analyze
conclusively, but a new peak appeared at -1.87(2)
mms-1. The right peak moved to 0.092(8) mms-1.
We are now analyzing the data in detail by
comparing density functional calculations.
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電通大先進理工 (Univ. Electro-Comm.)
c.
理研仁科センター (Nishina Center, RIKEN)
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b

Figure 2. Mössbauer spectra of 57Fe arising from 57Mn in KO2
at 215 K, 150 K and 215 K. The horizontal axes are

corresponding to the Doppler velocity in mms 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)
L. Pinskya, S. M. Kroupac, T. Campbell-Rickettsa, N. Stofflea, L. Tlustosa S. Georgea, R. Riosc, H. Kitamurab,
D. Fryc, C. Zeitlinc, S. Kodairab, E. Semonesc, D. Tureceka

Abstract

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.

The
CERN-based
Medipix
Collaborations have produced several pixel-based
radiation-imaging detectors that include an ADC
capability using the Tine-Over-Threshold (TOT)
technique 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,
initially using the Medipix2 Collaboration’s Timepix
chip, for use in the field of space radiation monitoring
and dosimetry. Seven of these Timepix devices, all of
which were individually calibrated during the HIMAC
running in previous years have been operated
successfully on the International Space Station for more
than 4 years including for the evaluation of the radiation
environment in the BEAM (Bigelow Expandable
Activity Module), and another such Timepix-based
device with 2 detectors was the only active radiation
monitor flown on the EFT-1 test of the new Orion
spacecraft in December 2014. The evaluation of a
multiple detector “Stack” version of the Timepix-based
detectors was begun during FY2016 HIMAC running
and will hopefully continue into our FY2017 running.
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 extensive testing at HIMAC
this past year. In addition, we have been able to continue
to explore the properties of both the Timepix and The
newTimepix3 from the Medipix3 Collaboration with
both n-in-p and p-in-n Si sensors.

Past year’s HIMAC running has yielded a
wealth of baseline data to enable us to develop and
refine algorithms to determine the pathlength for
penetrating particles enabling more accurate dE/dx
measurements, and to develop techniques for
distinguishing tracks of particles with differing charges
and energies, while having the same nominal dE/dx
range. More recently it has enabled the initial
characterization of the new Timepix3 device. The
re-design of the Timepix in the form of the Timepix2 is
intended to address those issues. The Timepix3 differs
markedly from the Timepix in a number of way, but
primarily in the readout mode, which is “data-driven,”
meaning that instead of having gated acquisition integral
“frames” the data are read-out in a continuous stream as
it is digitized. In addition, the Timepix3 is capable of
simultaneous ADC and TDC (to 1.6 ns) measurement in
each pixel.

1. Background and Objectives
This project has been focused on the
investigation of a silicon-based hybrid pixel detector to
be used to develop active radiation area monitors and
personal dosimeters for use by NASA 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.

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.

2. Summary of Previous Years
Figure 2 shows a synopsis of all of the data we
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Figure 3. The picture on the left shows the top and bottom
(through the square hole in the lower cover) Timepix
detectors in the ADVACAM ModuPix 2-detector-stack.
The picture on the right shows the device with 8 mm of Pb
inserted between the two detectors as an absorber.

Figure 2. This presents a plot of nominal LET curves
(logarithmic in LET) v. energy in MeV/. 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.

The issue we face is that protons and He nuclei represent
~99% of the incident cosmic rays, and in a thin detector
like our Timepix devices, it can be difficult to measure
changes in dE/dx for low energy penetrating particles,
especially for clusters from vertically penetrating
particles. As can be seen from the nominal dE/dx
curves in Figure 2, one cannot distinguish between low
energy protons and slightly higher energy He nuclei on
the basis of dE/dx alone. One would be to put a
significant amount of absorber (e.g. 8 mm of Pb)
sufficient to stop all of the potentially confusing protons.
FLUKA Monte Carlo simulations predicted that the
latter would be the most effective strategy. Figure 5
depicts the results of a moderate absorber (Teflon) in the
upper plot vs. a dense absorber (Fe) in the lower plot.
The distributions of total dE values in the first detector
are plotted in red for He and in yellow for H (scaled by a
factor of 9 for a flat energy spectrum out to 300 MeV/m.

3. Activities and Results in 2016
Our 2015 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 continued into our 2016 HIMAC
campaigns.
The Timpix3 pixels 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. During one of our
proton runs, we exercised a new USB 3.1 interface that,
while only capable of reaching throughputs of pixel
readouts a about half of the Timepix3’s design operating
bandwidth, we demonstrated sustained operation in a
flux of 107 protons/cm2s fully recording the time and
deposited energy of each proton at normal incidence.
In addition, by operating the Timepix3 in a pure
counting mode, with special values for the control
Digital to Analog Converters (DACs), we were able to
obtain an accurate count by location of the number of
protons that passed in a given time period up to a flux of
109 protons/cm2s. Such capabilities far exceed the
maximum predicted fluxes for space radiation, but are of
interest in characterizing the detailed particle-by-particle
location in radiation therapy beams.
Finally, in the last 2 HIMAC runs reported on
here, we exercised a “Timepix Stack” of 2 coincident
Timepix detectors with a gap in between to filled with a
Pb absorber as shown in Figure 4, to provide a
mechanism to discriminate between low energy protons
and Helium nuclei to validate our Monte Carlo
simulation and to measure potential background effects
from nearby perpendicularly incident heavy ions. The
compound device was provided by ADVACAM s.r.o. in
Prague, Czech Republic, and a similar device is
scheduled to be deployed to the ISS later this Spring.

Figure 4. These plots as a function of the dE deposited by
normally incident beams with flat spectra from 0 to 300
MeV/u demonstrate the ability of a dense Fe absorber
(lower plot) vs. a Teflon® absorber (upper plot) in the
stack to separate H from He low energy tracks. The red
plots are for He, and the yellow plot is for H with no track
in the second detector. Note the lower plot implies very
good separation.
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Figure 5. These plots are from a FLUKA simulation of the
actual running conditions at HIMAC for a 100 MeV
proton beam (upper plot) and a 180 MeV/m beam (lower
plot) incident on a 32 mm Al degrader in front of the
Timpeix Modupix stack with an 8 mm Pb Absorber. Note
that the protons do not reach the second Timepix detector.
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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
（15H252）
a
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tissue constituent element targets. These data do not
cover the low energy range below 5 MeV. Moreover
there is no photon data from a thin target. We have
succeeded to measure neutrons below 1 MeV.
Along the above context, we would like to
perform experiments for energy-angle DDXs and
TTYs of neutron- and photon-productions at
NIRS-HIMAC. DDX data is for validation of
nuclear reaction parts of radiation transport codes
like PHITS and Geant4. TTY data is useful to
estimate neutron yield as a source term in the
shielding calculation.
Measurements by light ion beam at 100, 290 and
430 MeV/u for a carbon target have been performed.
Neutron TTYs for 290 and 430 MeV/u C on a water
phantom were also taken. To estimate neutron
production in a new heavy ion accelerator facility,
neutron DDXs and TTYs have been obtained for
290 and 800 MeV/u Ar and 500 MeV/u Fe on a
carbon.
In order to cover wide beam and energy range
neutron measurement of the reaction of 800 MeV/u
Si beam on a carbon was performed in this year.

Abstract
In heavy-ion radiotherapy, lots of discussion has
been attracted potential risk of second cancer by
secondary particles produced from primary
heavy-ion reactions. It is essential to obtain
energy-angle double-differential cross sections
(DDXs) and thick target yields (TTYs) of neutronand photon-productions in heavy-ion reactions.
Since the radiation weighting factor for neutron
reaches at its maximum at around 1 MeV,
measurements should cover this energy range.
However, measurements have difficulties of energy
spectra of neutrons in this low energy range.
Experiments for some combinations of beams and
targets have been carried out at the PH2 course of
HIMAC. In order to cover wide beam and energy
range neutron measurement of the reaction of 800
MeV/u Si beam on a carbon was performed in this
year. Two sizes of liquid scintillator detectors were
applied to cover wide neutron energy range.
Neutron energy spectra were derived from the
time-of-flight technique. The present results for
neutron productions are in reasonable agreements
with PHITS.

2. Research of this year

1. Purpose and background
Neutrons produced by the primary beam in the
heavy-ion therapy could contribute to the integral
dose. Undesired exposure from secondary radiation
has enticed considerable discussion. Since neutrons
have a large radiation weighing factor, even a small
dose may have results in serious biological effects.
Low neutron doses are known to have a high
potential for carcinogenesis.
Although there are several measured data, most
of them are for heavy-nuclear targets aiming at
radiation shielding studies. A few data exist for

Shield (concrete + iron)

NE213
(50.8mm x 50.8mm)
60
75
90
1.7m

NE213
(127mm x 127mm)
45
30
15
Beam line
3.7m

Target

Beam pickup detector

Fig. 1 Typical experimental setup.
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Beam dump

In this year, we made measurements of DDXs
and TTYs for a 28Si of 800 MeV/u induced on a
carbon target to investigate neutron production form
light element reactions. This reaction data is useful
to shielding design of heavy ion accelerator
facilities in Korea. The typical experimental setup
is shown in Fig. 1.
The beam spot size was about 10 mm in
diameter on the target. The beam was extracted by
the normal debunch mode. Since the beam intensity
was low of about 3-5 x 105 particles / 3.3 sec, the 3.
number of incident particles was counted
individually by two 0.5-mm thick plastic
scintillators to monitor the number of ions and to
provide trigger signals for the time-of-flight (TOF)
measurements. Energies of emitted neutrons were
measured with two (large and small) sizes of
NE213 liquid organic scintillators by the TOF
technique. The detectors as well as the target placed
in atmosphere at six directions from 15 to 90
degrees.
The neutrons from the beam dump was
suppressed by a shield made of iron plates and
concrete blocks located between the beam dump
and detectors. Contribution of background neutrons
were obtained by measurements with iron shadow
bars between the target and the neutron detectors.
The obtained of neutron DDXs and TTYs for
800 MeV/u on a carbon are presented in Figs. 2 and
3, respectively. In these figures, only results by the
large size detectors are indicated. Increases of
DDXs and TTYs at 3 MeV and drops up to 10 MeV
are caused by fluctuation of scintillation light in
low neutron energy region. Analysis of data by the
small size detectors is ongoing. These data will

cover the spectra below 10 MeV.
Experimental data are compared with PHITS
and Geant4 results. These figure show PHITS
reproduces experimental data above several tens
MeV. Geant4 show slightly less neutron yields in
TTY than PHITS between 30 to 300 MeV. This
difference comes from the difference of treatment
of 2-body collision in quantum molecular dynamics
calculation.
3. Summary
We performed measurements of neutron DDX
and TTY for 800 MeV/u Si beam on a carbon target.

Fig. 3 Circles are measured neutron TTY spectra by
large size detectors from a carbon target for 800
MeV/u Si incidence. Calculated results by PHITS
and Geant4 are shown by lines.
PHITS reproduces experimental data for high
energy range. Analyses of small size detectors
which cover energy range below 10 MeV and
retrieve of γ-ray production cross sections are in
progress.
a.

九大院工
日本原子力研究開発機構
c.
広島大工
d.
高エネルギー加速器研究機構
e.
放医研
f.
韓国原子力研究所
g.
成均館大学校
h.
明知大学校
b.

Fig. 2 Circles are measured neutron DDX spectra by
large size detectors from a carbon target for 800
MeV/u Si incidence. Calculated results by PHITS
are shown by lines.
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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 and Identification of Gap Symmetry
in Iron-based Superconductors by Means of Particle Irradiation
（15H262）
a
a
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Abstract
We examine the critical current density (Jc)
of Ca1-xLaxFe(As1-ySby)2, a 112-type iron-based
superconductor (IBS) with Tc = 47 K, via
magnetization measurements. We demonstrate
that the large self-field Jc of 2.2x106 A/cm2 at 2
K is a strong indication of a bulk
superconductivity with spatially homogeneous
superconductivity. A 2.8-fold enhancement in
Jc to 6.2x106 A/cm2 was achieved through
artificially introducing pinning centers by
irradiating 3 MeV protons with a total dosage
of 1.0x1016 cm-2. These results not only
demonstrate the potential of 112-type IBSs for
application but also enrich the current
understanding of the role of artificial defects in
IBSs.
1． Introduction
The maximum dissipation-less screening
current in superconductors is essentially
determined by pinning of vortices. In addition
to the intrinsic pinning, pinning centers can be
artificially introduced into superconductors
through defects created by particle irradiation
[1]. In particular, amongst 122-type iron-based
superconductors (IBSs), point defects generated
through proton irradiation have been
recognized to effectively pin vortices, thereby
enhancing its critical current density (Jc) [2,3].
Nonetheless, the scope of the role of point
defects in vortex pinning is limited to within
the 122 family of IBSs owing to the difficulty
in growing single crystals of sufficient size.
The first successful synthesis of 112-type
IBS was achieved by Katayama et al,
(Ca1-xLaxFeAs2, Tc = 34 K) [4] and Yakita et al.
(Ca1-xPrxFeAs2, Tc = 20 K) [5]. These two
findings indicate the necessity of aliovalent
doping of rare earth metals in the Ca site for
stabilizing the 112-phase. Following these
reports, its Tc was enhanced through
simultaneous isovalent doping of P or Sb in the
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As site, indicating superconductivity at Tc = 41
K and Tc = 47 K, respectively, the second
highest Tc after 1111-type IBSs [6,7]. Covalent
character of the blocking layer and its low
crystal symmetry with a monoclinic structure,
makes 112-system unique compared to other
commonly studied IBSs. Hence, it is important
to explore the pinning of vortices amongst
112-type superconductors through quantifying
the field dependence and the temperature
dependence of Jc. Currently, there is evidence
advocating bulk superconductivity unlike the
case of its analogous 122-phase [8]. However,
such indications are limited to its high shielding
volume fraction of up to 78% and its Jc of the
order of 1x105 A/cm2 at 5 K [9]. Through this
investigation we report even more definitive
evidence supporting bulk superconductivity in
Ca1-xLaxFe(As1-ySby)2 by observing substantial
self-field Jc over 106 A/cm2 at 5 K and by
recognizing spatial homogeneity in the
distribution of magnetic flux penetration in the
superconductor.
We will also discuss the enhancement of Jc
through incorporating point defects via 3 MeV
proton irradiation. We demonstrate that defects
generated by proton irradiation function
effectively as pinning centers.
2． Experiments
Single crystals of Ca1-xLaxFe(As1-ySby)2 were
synthesized through a stochiometric melt
growth method with nominal compositions of x
= 0.10 and y = 0.10 as described in [7]. The
crystals were determined to be of 112-phase
through energy-dispersive x-ray spectroscopy
and x-ray diffraction analyses. Magnetization
measurements were performed by using a
SQUID magnetometer. Superconductivity
starting from Tc = 47 K with a narrow transition
width of Tc = 5 K was confirmed. In this
experiment, all data presented are measured

H-1/3 as in the case of other IBS with artificially
introduced point defects [2,3].

from those obtained from the same batch.
The Jc was evaluated by using the extended
Bean model. Vortex pinning centers were
artificially introduced through irradiating the
sample by 3 MeV protons with a total dosage
of 1.0x1016 cm-2 parallel to the c-axis at the
NIRS-HIMAC. To avoid excess heating of the
sample, the sample was irradiated at 50 K.
Moreover, the crystal thickness was reduced to
under 20 μm, well below the stopping range of
the ion trajectory.
3． Results and discussion
Figure 1(a) depicts the magnetic field
dependence of Jc for the pristine sample at
various temperatures below Tc, calculated from
the extended Bean model. The pristine sample
displays a high Jc of 2.2x106 A/cm2 at 2 K
under self-field. Even at 7.5 K, a substantial
self-field Jc over 106 A/cm2 is maintained. The
value of Jc quantified for this sample
significantly surpasses the Jc = 3.6x105 A/cm2
for Ca1-xLaxFeAs2 (x = 0.18) with Tc = 40.8 K
[9]. The Jc does not decrease monotonically
with increasing field; showing a phenomenon
often referred to as the peak effect. This is in
stark contrast to [9] in which there is a much
more rapid and apparent monotonic decrease.
As shown in Fig. 1(b), after irradiation of
1.0x1016 cm-2 protons, the self-field Jc at 2 K
displayed a striking 2.8-fold increase up
6.2x106 A/cm2, whereas at 40 K, the self-field
Jc is still well above 1x105 A/cm2. Clearly,
defects induced by proton irradiations function
as effective vortex pinning centers. In contrast
to proton irradiated (Ba,K)Fe2As2, no dip
structures in the remnant state caused by
bending of flux lines can be observed [3].
Furthermore, the decrease in Jc with increasing
field is monotonic with complete disappearance
of the peak effect. As a side effect of
incorporating defects through proton irradiation,
a reduction in Tc by 3 K from 47 K to 44 K was
observed. Such a phenomenon is a
manifestation of the point defects behaving as
pair breakers. Furthermore, as indicated in the
inset of Fig. 1(a), the power-law dependence of
Jc with the field Jc ∝ H-1/2 ~ H-5/8, in
accordance with the framework of strong
pinning theory, was observed [10]. However,
after the introduction of point defects by proton
irradiation, the power-law changes to Jc ∝
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FIG. 1: Field dependence of Jc before (a) and after (b)
proton irradiation. The inset indicates the double
logarithmic plot of Jc in which there is a change in the
power-law decrease at the crossover region before and
after the irradiation, indicating shift from strong pinning
to weak collective pinning.
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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)
山下真一,a 于暠,a 勝村庸介,a,* 村上健 b
S. Yamashita,a H. Yu,a Y. Katsumura,a,* T. Murakamib
Abstract
Yield measurements of gas evolution in water
radiolysis with high energy heavy ions have been
carried out since 2011. Our ultimate goal is to
detect and quantify molecular oxygen (O2) for
verification of “oxygen-in-the-track” hypothesis.
As the first step for this purpose, we started yield
measurement of H2, which is one of the major
products seen in water radiolysis. Primary yield is
yield at 0.1-1 μs after radiation’s passage and
important information to describe track structure
because intra-track reactions terminates within
0.1-1 μs due to diffusion of transient species. We
measured primary yields for a wide variety of
heavy ions of GeV class energy and compared with
Monte-Carlo simulation.

1. 研究の背景と目的

析装置を開発・整備し，装置のパフォーマンス
をチェックしてきた．

2. 今年度の研究内容
昨年度と同様に，熱伝導度計（TCD）での H2
検出・定量を実施した．今年度は以下の 8 回
のマシンタイムを頂いた．
Table.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Date
May 6
Jun. 1
Jul. 2
Dec. 20
Dec. 23
Jan. 21
Feb. 4
Feb. 26

Ion
He
He
C
Ne
C
C
He
He

Energy /MeV/u
150
150
135
400
400
400
150
150

3. 今年度の研究成果
3.1

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，
・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 O2 の特徴が実験を困難にし，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
の収率およびその時間挙動を調べることを目
的としている．まずは比較的検出・定量が容易
な水素（H2）を対象として，オンラインガス分

Beam time in academic year 2016

ガラスセルの改良による測定効率改善

一昨年度の照射用ガラスセルの改良により，
測定の時間効率および検出感度・精度が大幅に
改善され，10 Gy 程度の照射で H2 を定量でき
るようになった．従来は 100-1000 Gy だったが，
今年度は 15-200 Gy 程度で実施した．一晩で一
つの条件しか測定できていなかったものが，二
つの条件で測定できるように改善された．
3.2

H2 のプライマリ収率

イオン照射では水分解が飛跡に沿った局所
領域（トラック）で密集して起こるため，その
後の拡散やトラック内反応により H2 収率が
変化していく．図 1 には放射線分解生成物の
分布がほぼ均一になる約 100 ns の時点での収
率（プライマリ G 値）を示してある．この図
から，イオンが重く大きくなって LET が増加

するのに伴い H2 収率は増加していることが
分かる．

Fig. 2
Fig. 1 Primary H2 yield as a function of LET.
(circle, triangle, reverse triangle, diamond):
C, Si, Ar and Fe ion beams, respectively.

60

H2 yield as a function of scavenger
concentration.

Co γ 線のデータは量研機構・高崎研で測定

し，比較のため報告値 [4] も示す．C 400 MeV/u
これはトラック構造が高密度化し，水和電子

および He 150 MeV/u での H2 の生成ダイナ
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り，低 LET 放射線に近い結果となったと考え

を

られる．今後はより LET が高く，イオンの速

切る [3]．また，同程度の LET では重いイオ

度が低い領域でも同様の測定を実施していく．

ンの方が低い H2 収率になる傾向にあり，円筒

来年度以降は今年度の測定を継続しつつ，研

状トラックの動径方向の密度は重いイオンの

究体制の充実を図り，質量分析計を用いた O2

方が疎になっていることが分かる．

検出への取り組みも再開させたい．

また，点線で示してあるモンテカルロ計算
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Ground Based Verification of a European Crew Personal Active
Dosemeter (EuCPAD) for Astronauts (14H282)
a
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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 shows the set-up of the active personal
dosimeter (Mobile Units - FM) for the irradiation in the
Biology room (BIO room) at HIMAC.

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 was 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 six experiment runs have been
performed starting in June 2014 (Run #1) (Prototype)
and finished in February 2017 (Run #6).
Table 1: HIMAC runs #1 - #2 (ions and energies)
Run #

Date

1

June 2014

2

February 2015

3

June 2015

4

February 2016

5

June 2016

6

February 2017

Ion
Protons
Iron
Carbon
Helium
Protons
Carbon
Iron
Helium
Carbon
Iron
Protons
Silicon
Protons
Helium
Silicon

Energy
(MeV/n)
230
500
400
150
230
400
500
150
400
500
160
490
160
150
490

Within these runs (see also Table 1) the
Prototype, the Engineering Qualification Models (EQM)
as well as the Flight Models (FM) and the Flight Spare
(FS) models of the Mobile Units (MU) and the TEPC
have been extensively calibrated at HIMAC, NIRS.
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Figure 1: Setup of the active personal dosemeter (Flight
Units) for exposures in the HIMAC BIO room

2. Results
The following Figure 1 and Figure 2 provide the final
data set of calibration data used for the small battery
powered so called Mobile Units and the Tissue
Equivalent Proporational Counter (TEPC) for the FM of
the EuCPAD system.

Figure 2: The final energy calibration data for the
Mobile Units before launch to the ISS.

Figure 5: The EAD system mounted in the Columbus
Laboratory of the ISS (Source: NASA/ESA).
Data from the EAD system is currently evaluated. Figure
6 provides as example a four day count rate profile of the
internally installed Mobile Unit of the EAD system
showing the nominal galactic cosmic ray (GCR)
variations and the spikes due to the crossings of the
South Atlantic Anomaly (SAA).

Figure 3: The final energy calibration data for the Tissue
Equivalent Proportional Counter (TEPC) before launch
to the ISS.
With this final calibration data and the
subsequent data recorded with the FS units during
irradiations #5 and #6 after the launch of the hardware to
the ISS in July 2016 the full functionality of the system
could be confirmed.

3. Conclusion and Outlook
The full set of the EuCPAD hardware
(OpNom: ESA Active Dosimeter (EAD)) was launched
to the International Space Station (ISS) in July 2016 with
the Space-X 9 mission. The hardware was installed in the
Columbus Laboratory by JAXA astronaut Takuya Onishi
(see Figure 4) at July 28, 2016.

Figure 6: 4 day count rate profile measured with the in
built Mobile Unit of the EAD system (Data: ESA/DLR)
Further data evaluation and data exploitation is in
progress aiming for upcoming future joint publications.
The perfect calibration results from HIMAC provide the
baseline for the further evaluation of data generated in
space and the whole EuCPAD project team would like to
express its deepest gratitude to all colleagues at NIRS,
HIMAC for the provision of beam time and the support
during the experiments.
_________________________________________
a
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ESA CONTRACT NO. 4200023059/09/NL/CP, Project
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Figure 4: JAXA astronaut Takuya Onishi installing the
EuCPAD hardware in the Columbus Laboratory of the
ISS in July 2016 (Source: JAXA)
Figure 5 shows the EAD system positioned on
the COL1D3 position in the Columbus Laboratory and
connected the relevant data and power interfaces. The
system was powered on at July 28, 2016 and is
measuring since this time without any problems in the
Columbus Laboratory.
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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、辻厚至 a、脇坂秀克 a
、北川敦志 b、稲庭拓 b、佐藤眞二 b、島添健次 c、小山晃広 c
T, Yamayaa, E. Yoshidaa, F. Nishikidoa, H. Tashimaa, A. Tsujia, H. Wakizakaa,
A. Kitagawa b, T. Inaniwab, S. Satohb, K. Shimazoec, A. Koyamac
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 year, we researched dose estimation
using the OpenPET prototype, in-beam imaging using RI
beams and radiation hardness of readout circuit.
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、高強度ビーム照射下で動作する検出器開発、
dual-ring OpenPET（DROP）の小型試作機を開発し
(Fig. 1 (b))、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。その後、より照射野イメージングに適した構造
をもつ第 2 世代 OpenPET である single-ring （Single
ring OpenPET: SROP）の小型試作機の開発を行い
（Figs. 1 (d),(e)）、そのイメージング性能を実証した。
2014 年からはヒトサイズの試作機の開発を開始し、

2014 年度にはヒトサイズ DROP の実証実験（Fig. 1
(f)）、2015 年度にはヒトサイズ SROP の実証実験
（Figs. 1 (g),(h)）を行い良好な結果を得ることに成
功した。現在は
・OpenPET を用いた線量分布推定の研究
・RI ビームを用いたイメージング技術の研究
・読み出し回路の放射線耐性の研究
を進めている。

2． 前年度のまとめ
SROP のヒトサイズ実証実験機を用いて、実際の
治療で用いられている 12C ビームに対するイメージ
ング実証実験を行った。ヒトサイズ SROP 実証実験
機は 160 個の検出器から構成され、体軸方向に配置
した検出器モジュールを徐々に体軸方向にずらして
いくことでガントリーを 45 度傾けた構造をとり、最
大 43 cm の開放空間を得ることができる。実験は
PH2 コースで行い、290MeV/u の 12C を用いて行い、
臨床ビーム強度(108 pps)においてもイメージングが
可能であることを示した。また、15O を用いたイメ
ージングを目的として、そのビーム生成条件の最適
化を行った。実験は SB1 コースで行い、ターゲット
としてポリエチレン(厚さ 11cm)、Al のデグレーダを
用いた際に最適なビームが得られ、約 0.4%の生成率
と 97%の純度が得られた。さらにそのビームを用い
て OpenPET を用いて 15O の in-beam イメージング画
像を得ることに成功した。放射線耐性の研究では薄

(g)

(h)

Fig. 1. Conceptual sketches and prototypes of the OpenPET geometries: the dual-ring OpenPET (DROP) (a)-(b)
and the single-ring OpenPET (c)-(e). A whole-body DROP was developed (f). A whole-body SROP developed and
evaluated in 2015(g) and in-beam imaging obtained by whole-body SROP (h).
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膜トランジスタ(TFT)を用いて炭素線治療下での放
射線耐性の評価を行った。ファントムの後方のフラ
グメント粒子のみが入射する条件で評価を行い、良
好な放射線耐性を持つことが示唆された。

3． 今年度の研究内容
3.1 OpenPET を用いた線量分布推定の研究
実験は PH2 コースを用いて行った。ファントムに
12
C を照射し、OpenPET(SROP)を用いてイメージン
グを行い、そのデータから線量分布を推定する方法
の開発・精度の評価を行う。ファントムの素材には
ポリエチレン、PMMA、ゼラチン、骨ファントムを
使用し、単一の素材のもの・複数の種類を並べたも
のを 6 種類用意した。ビームのエネルギーは 230、
290、350 MeV/u の 3 種類、強度は 109pps、サイズは
直径 1cm 以下になるように調整し照射を行った。20
スピル照射後、約 40 分の PET 測定を行った。
3.2 RI ビームを用いたイメージング技術の研究
11
C と 15O の 2 種類の RI ビームに対し in-beam イ
メージング、線量分布計測、シミュレーションとの
比較などを目的として実験を行った。1 次ビームの
エネルギーはそれぞれ 430MeV/u であり、純度は
90%と 97%、生成率はどちらも 0.4%となっている。
3 スピル照射後、OpenPET(SROP)を用いて 10-30 分
測定を行い、PET 画像を作成した。また、ファント
ム内の線量分布の測定は水中線量計を用いて行った。
3.3 放射線耐性
本実験では引き続き、TFT を用いた検証用チップ
を用いて放射線耐性試験を行った。実験は PH2 コー
スで行い、290MeV/u の 12C ビームを直接 TFT に入
射させた。最大強度で 10 分ごとに計 20 分間照射し，
照射前後での電圧-電流特性を測定し。推定累積線量
は 0.5kGy、1kGy であった。

4． 今年度の研究成果と解析結果
4.1 OpenPET を用いた線量分布推定の研究
2 月中旬に行われた実験であり、現在は画像の作
製・解析を進めているところである。OpenPET を用
いたイメージングの例として 290MeV/u の 12C を
PMMA ファントムに照射した場合の PET 画像を
Fig.2 に示す。今後はこの画像をもとに線量分布推定
を行い、水中線量計で測定した線量分布やシミュレ
ーションと比較を行っていく予定である。

ビーム軸方向のプロファイルと、水中線量計で得ら
れた線量分布を示したものである。水中線量計のデ
ータは PMMA ファントム等価厚に変換してある。
12
C、15O、16O のデータについても同様に解析を進め
ており、今後はシミュレーションをとの比較などを
行い、その有用性を検証していく。

Fig. 3 In-beam PET image for the produced 11C beam
in SB1 course.

Fig. 4 Comparison of peak position of PET
measurement and Bragg peak position for the 11C.
4.3 放射線耐性
Fig. 5 に照射前後での電流電圧特性の変化を示す。
結果より，1kGy 程度の照射環境において閾値は最大
1.1V 程度 OFF 側へと移動したが、照射後室温で 2
ヶ月程度経過すると、アニールされ閾値特性がもと
のレベルまで回復することを確認した。照射線量お
よび回復期間から簡易的に見積もれば 10~20 Gy/day
程度の放射線耐性は有し、十分に重粒子線治療環境
下でも安定して使用可能であると考えられた。

Fig. 5 I-V curves of the TFT before irradiation, after
0.5kGy, 1kGy irradiation and after 2 month annealing.
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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)
A

A

小平聡 ,北村尚 , 内堀幸夫 A, Eric BentonB
S. KodairaA, H. KitamuraA, Y. UchihoriA, E. BentonB
Abstract

In addition to energy loss by ionization process
from therapeutic primary radiation of protons and
carbon ions, they can undergo nuclear interactions
with nuclei of Z >1, resulting in the production of
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. The LET spectra of 160 MeV
protons, 150 MeV/n helium ions and 290 MeV/n
carbon ions induced secondary particles were
experimentally measured with CR-39. As a
preliminary results, we found that the production
cross section of secondary increases with the
nuclear charge, whereas the dose contribution to the
primary ions decreases due to the low fluence for
high LET particles.

1. Introduction
放射線を用いたがん診断装置や治療装置の
高度化や普及に伴う医療被ばくが増えている
ことから、国際放射線防護委員会（ICRP）の新
基本勧告Publication 103では、放射線防護の枠
組みの中で、医療分野を重要視している。医療
被ばくの要因として、CTやPET等の診断に関す
るものが良く取り上げられているが、治療に関
するものも無視できない。現在治療に用いられ
ている主な放射線治療として、強度変調放射線
治療（IMRT）等のX線や、陽子線や炭素線によ
る粒子線治療においては、核反応によって二次
的に発生する放射線による余剰な被ばくが懸
念されている。二次粒子による二次発がん発生
リスクとの関係について研究することは、今後
の放射線治療において重要になると考えられ
る。
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特に、標的核破砕反応により生成する二次粒
子は、高いLET（線エネルギー付与）を持つ荷
電粒子や速中性子であることから、生物学的効
果が高く、人体に与える線量影響は無視できな
い。従来の線量計測法では、非常に高いフルエ
ンスの粒子線やX線の中から、二次粒子を識別
しての同時計測は技術的に難しい。また、二次
粒子自体は10 µm程度以下の短い飛程しかない
ため、検出自体が非常に難しい。そのため、二
次粒子の線量寄与については、現時点では明ら
かになっていないために、投与される計画線量
への考慮・反映はなされていないのが現状であ
る。
本研究ではCR-39固体飛跡検出器と原子間力
顕微鏡（AFM）を組み合わせた精密計測法を用
いることによって、二次粒子の生成確率やLET
分布、投与線量に対する二次粒子が占める割合
（線量寄与）、また空間線量分布などの物理デ
ータを求めることを目的とした。CR-39は治療
に使われる高いエネルギーの陽子線や炭素線、
X線には感度を持たないので、二次的に生成さ
れる高LET荷電粒子や速中性子からの反跳陽
子だけを検出することができる。また、CR-39
は組織等価物質に近い組成を持つので、物理線
量から線量当量を導くことができ、線質評価が
可能である。

2. Progress in 2016
陽子 160 MeVのほか、ヘリウム150 MeV/n、
炭素線290 MeV/nと標的物質（CR-39自身）との
核破砕反応で発生する二次粒子のLET分布や生
成断面積等の系統的測定を行った。図1は、
CR-39内に生成した二次粒子のAFM画像を示す。
二次粒子のCR-39内での生成断面積を次式を用
いて求めた結果、陽子160 MeVに対しては240.9
 6.0 mb、ヘリウム150 MeV/nに対しては、812.0
 11.2 mb、炭素290 MeV/nに対しては、1467.3 

14.9 mbであった。

M: 標的分子量、ρ: 標的密度、NA: アボガドロ
数、x: 標的厚さ、Fs: 二次粒子のフルエンス、
Fp: 一次粒子のフルエンス

入射原子核の電荷が大きくなると、単位粒子
あたりの二次粒子の生成断面積は大きくなり、
炭素線は陽子線の約6倍になることが分かった。
図2はそれぞれのLETスペクトルを示してお
り、照射吸収線量で規格化してある。照射した
一次粒子の吸収線量に対しする、二次粒子の線
量当量の寄与は、陽子に対しては200.2  5.5
mSv/Gy, ヘ リ ウ ム に 対 し て は 127.5  2.0
mSv/Gy、炭素に対しては39.2  0.5 mSv/Gyが得
られた。線量という観点においては、入射粒子
が重くなるほど小さくなっていることが分か
る。これは、同じ1Gyを照射した場合のLETと
粒子フルエンスの関係によるものと考えられ
る。炭素線のLETは陽子線に比べて25倍大きい
ので、1Gyで照射される炭素線のフルエンスは
陽子線の約1/25となる。従って、線量寄与とい
う観点では、炭素線は陽子線の1/5～1/6程度で
あることが分かった。

図2. 各入射粒子が生成した二次粒子のLETス
ペクトル。照射吸収線量で規格化してある。
（Preliminary）

本研究で得られたデータを用いたバイプロ
ダクトの結果として、宇宙放射線における二次
粒子の線量寄与についても見積もりを行った。
宇宙空間では陽子線やヘリウム、炭素線などの
荷電粒子群で満ちており、宇宙飛行士の被ばく
の原因となっている。1次宇宙放射線による線
量の評価は世界各国が精力的に行っている一
方、これらから二次的に発生する二次粒子の線
量寄与については未だ明らかとなっていない。
実験で得られた二次粒子生成率を用いて、宇宙
線中の一次陽子とヘリウムのフルエンスから
二次粒子の線量寄与割合を推定した。従来
10keV/um以上の高LET粒子による線量当量に
対して、二次粒子はその約16%を占めているこ
とが分かった。

A) NIRS, Japan
B) Oklahoma State Univ., USA
図1. 各イオンと照射角度でCR-39に生成した
飛跡のAFM画像の例（1視野25µm角）。
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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

知られているが、この方法では照射計画のよう

Polymer gel dosimeters (PGDs) have been
proposed

to

be

of

は困難である。３次元線量分布を簡便に評価す

in

るツールとして注目されているのが、水と生体

tissue-equivalent materials because gel matrix

組織に近い物質で構成された「ポリマーゲル線

consists mostly of water and suppress the diffusion

量計」である。しかし、従来のポリマーゲル線

of chemicals produced by radiation. Most of PGDs

量計には、熱安定性が良くない、有害な薬品が

are composed of gelatin or agarose as the gel matrix

使用されているなどの問題があった。

three-dimensional

used

in

dose

measurement

な連続した空間的（３次元）線量分布を得るの

distributions

and acrylamide or methacrylate as monomer. These

我々は、放射線橋かけにより作製した多糖類

PGDs are rather difficult in handling because of less

ゲルをマトリクスに、非毒劇物のメタクリル酸

thermal stability of the gel matrix and toxic

エステルを放射線検出液に使用することで、
「安

constituents. We have proposed less toxic PGDs by

全で環境にも優しく取扱いに専門知識が要らず、

employing a radiation-crosslinked polysaccharide

照射に伴う重合反応が白濁として視覚的に見え

gel and less toxic monomers. Prepared transparent

るポリマーゲル線量計」の開発を行っている。

PGDs became white and cloudy by irradiation with

これまでに、作製したポリマーゲル線量計がヘ

gamma-rays and heavy ions. The cloudiness of

リウム線、炭素線、及び鉄線の線量に応じた白

PGDs was evaluated from absorbance by UV-Vis

濁度合いを示し、その放射線感度は LET に依存

spectrometry.

することを報告してきた。

In this annual report, we reported that the dose

本研究では、ポリマーゲル線量計材料の放射

sensitivity of the polymer gel dosimeters was

線感度の向上を図るとともに、シート状ゲルを

improved

antioxidant.

積層することで試作した立体型ポリマーゲル線

Three-dimensional dose distribution of the dosimeter

量計の炭素線に対する白濁化挙動を調べ、重粒

irradiated with C ion (290 MeV/u) was evaluated by

子線治療における３次元線量分布が評価可能な

the reconstruction of the data of each layer.

ポリマーゲル線量計の開発を目指した。

1. 研究の背景と目的

2. 今年度の研究内容

by

increasing

the

がんに対する放射線治療の高度化に伴い、患

平成２８年度は、合計６回（290 MeV/u 炭素

者のがん形状に合わせた複雑な線量分布の照射

線照射；６回）のマシンタイムをいただき、Bio

が可能になってきている。しかし、実際の治療

ポートにて照射を行った。昨年度、従来に比べ

における線量分布を簡便に計測する方法がない

疎水性の高いモノマーを用いることで、ポリマ

ため、線量分布は予め策定した照射計画を元に

ーゲル線量計材料の放射線感度向上に成功した。

推定されている。水ファントム中に電離箱を入

今年度は、ポリマーゲル線量計材料の白濁化に

れて線量を計測し、線量分布を評価する方法が

及ぼす炭素線の線量率や脱酸素剤濃度の影響を
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調べた。また、シート状ゲル（厚さ 1.7 mm）を

て画像データ化した。各層の画像データ（RGB

石英ガラス容器内に積層することで立体型ポリ

値）から吸光度を算出することで、吸光度分布

マーゲル線量計を試作し、水平４方向から炭素

を評価し、さらに、画像処理ソフトの活用によ

線を照射した。白濁した各ゲル層の線量分布測

り３次元に再構築することで、空間的な線量分

定結果をもとに、３次元線量評価を試みた。

布を評価できた（図２）
。

3. 今年度の研究成果
炭素線を様々な線量率でトータル 5 Gy 照射し
たポリマーゲル線量計材料の吸光度を図１に示
す。モノマー１と２を含むいずれのポリマーゲ
ル線量計材料も線量率の増加に伴い吸光度は減
少した。従来品（Sample 1: モノマー１を含むポ
リマーゲル線量計材料）に比べ、疎水性の高い
モノマー２を用いた Sample 2 方が、直線の傾き
が大きく、高い線量率依存性を示すことが分か
った。
モノマー溶液中に溶存している酸素は、モノ
マーの重合反応（白濁因子となるポリマー生成） Fig. 2 Three-dimensional dose distribution of the
を阻害するため、吸光度低下の要因となる。そ

polymer gel dosimeter irradiated with C ion

こで、脱酸素剤の濃度を４倍にまで増やした結

(290 MeV/u) from four directions. The

果、高線量率（実際の治療と同程度の線量率）

sample was prepared by putting gel sheets on

で照射したポリマーゲル線量計材料の吸光度を

top of another in the glass vessel.

約３倍にまで増加させることができた。
4. まとめ
モノマーの選定、及び脱酸素剤量の制御によ

0.500

Absorbance

り、高線量率での照射条件でも、2 Gy 程度の治
療線量を検出可能な材料の作製（ポリマーゲル
0.050

Sample 1

Sample 2

線量計材料の高感度化）に成功した。また、シ
ート状ポリマーゲル線量計材料の積層により作
製した立体型ポリマーゲル線量計を用いること

0.005

で、空間的な線量分布を評価できた。
0.1

1
Dose rate (Gy/min)
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a.

量研機構・量子ビーム (QuBS, QST),

Fig. 1 Relationship between the dose rate and the

b.

東大院工 (The Univ. of Tokyo),

absorbance of the polymer gel dosimeters

c.

量研機構・放医研 (NIRS, QST).

consisting of different monomers
試作した立体型ポリマーゲル線量計に炭素線
照射した後、白濁したシート状ゲルを容器から
取り出し、市販の PC 用フラットスキャナを用い
193

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）
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Abstract
A precise NMR line for 12N (I = 1+, T1/2 = 11 ms) in
H2O was measured and the chemical shift was
deduced to be (4.6 ± 0.6) x 102ppm with respect to
12
N in hexagonal GaN. A spin polarized 8Li (I = 2+,
T1/2 = 838 ms) beam with the polarization of about
–20% was obtained via the projectile fragmentation of
12
C with a Be target, which was used to observe the
spin-lattice relaxation of 8Li in graphite. The
production test of an unstable 135Xe isotope using a
136
Xe beam was performed and the isomer state 135mXe

(I = 11/2–, T1/2 = 15.3 m) was identified.
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、物質内部における不純物原子・イ
オンの局所構造、電子状態あるいは動的性質など
の探索において、他の実験手法では得られない貴
重な情報の提供を可能にする。様々な短寿命同位
元素の核スピンを偏極させ、高強度のビームとし
て-NMR プローブ核を供給することにより、物質
とプローブ元素の組み合わせを自由に選ぶこと
が可能になる。様々なビーム種を広いエネルギー
範囲で供給する HIMAC を利用して、プローブ開
発およびそれを用いた物質科学研究を行うこと
が本研究の目的である。

図 1. 室温における H2O 中 12N の偏極の時間変化．

1+, T1/2 = 11 ms)ビーム [1] を用いて、水試料中に
打ち込んた 12N 核の-NMR 観測に初めて成功した。
室温で H2O 中の 12N の NMR スペクトルを測定し、
Pt 中 12N の共鳴線からのシフトを求めた [2]。ま
た図 1 に示すように H2O 中 12N の偏極緩和現象を
観測し、縦緩和時間 T1 が静磁場に強く依存するこ
とを示した。また T1 の温度依存性も測定した。

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 8,9Li 生成
Li イオン電池材料中の Li イオンの動的性質を
調べる上で、短寿命のリチウム同位体核 8Li (I =
2+, T1/2 = 838 ms) および 9Li (I = 3/2–, T1/2 = 178
ms)は有効な-NMR プローブ核として期待される。
核子当たり 70 MeV の 10B, 11B および 12C ビームで
Be 標的を照射し、高偏極かつ高収量の 8,9Li ビー
ムが生成される条件の探索を行った。8Li に関し
ては、12C ビームからの生成により約–8%の偏極が
得られた。9Li については、核子ピックアップを
伴う 10B ビームからの生成反応により+10%以上
の偏極が得られる可能性を示した。
2-2. H2O 中 12N のβ-NMR
本実験課題により開発したスピン偏極 12N (I =
194

3. 今年度の研究内容
H2O 中に打ち込まれた 12N の化学状態について
議論するために、化学シフト既知の窒素化合物を
基準としてシフトを精度よく決定することを計
画している。このために、H2O 中 12N の NMR ス
ペクトルの統計精度を上げ、さらに参照試料とし
て hexagonal (h-) GaN 試料を用いて 12N の-NMR
測定を行った。
Li イオン電池材料中の 8Li のスピン-格子緩和時
間 T1 を測定するために、さらに高偏極の 8Li ビー
ムが得られる条件を探索し、リチウムイオン電池
の負極材料として利用されているグラファイト
中の 8Li の T1 測定を行った。
放射性 Xe 同位体の-NMR 測定法を開発し、物
質科学研究や高感度磁場モニター開発に利用す
ることを計画している。放射性 Xe ビームを気体
容器内に停止させた後、別の光ポンピング容器に
少しずつ取り出して Xe 同位体の核スピンを偏極
させ、-NMR プローブとして用いる。今回は、
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図 3. 核子当たり 70 MeV の 12C ビームと Be 標的を用い
て生成した入射核破砕片 8Li の、相対運動量 106%におけ
る偏極の角度依存性．
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図 2. H2O 及び h-GaN 中 12N の β-NMR スペクトル．外部
磁場 1 T、室温で測定した．
135

Xe 二次ビームを生成して気体容器中に停止さ
せ、β線の検出を試みた。

図 4. グラファイト中 8Li の偏極の時間変化．

4. 今年度の研究結果
4-1. H2O 中 12N の化学シフト
H2O および h-GaN 中 12N の-NMR スペクトル
を室温で測定した。核スピン I = 1 の 12N の場合、
h-GaN 中では四重極相互作用により共鳴線は 2 本
に分裂することが予想される。ここで分裂線の中
間に強い RF 磁場を印加することにより 2 量子遷
移が引き起こされる。測定の結果、図 2 に示す細
い共鳴線が得られた。中心周波数のシフトから、
h-GaN を基準とした H2O 中 12N の化学シフト (4.6
± 0.6) x 102ppm が得られた。

図 5. 気体容器に 135Xe 二次ビームを照射後計測したプラ
スチックカウンターの時間スペクトル．
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4-2. グラファイト中 Li のスピン-格子緩和時間測定
核子当たり 70 MeV の 12C ビームを厚さ 3 mm の
Be 標的に入射させ、相対運動量 (106 ± 2)% にお
ける 8Li の偏極の角度依存性を Si 試料中に植え込
んで測定した結果、図 3 に示すように θ = (4 ± 1)°
において約–20%と、以前 θ = (3 ± 0.5)° で得られ
た約–8%よりも高い値が得られた。この生成条件
でグラファイト中 8Li の縦緩和時間測定を行った。
図 4 に 450 K での測定結果を示す。

計測した。しかし図 5 に示す様に、135mXe (T1/2 =
15.3 m, 526 keV)からの内部転換電子によると思
われる成分が現れたのに対し、基底状態からのβ
線は確認出来なかった。検出するにはバックグラ
ウンドを低減させる必要があると思われる。
参考文献
[1] M. Mihara et al., Hyperfine Int. 220, 83(2013).
[2] T. Sugihara et al., Hyperfine Int. 238, 30 (2013).
a.

4-3. 135Xe 生成試験
核子当たり 400 MeV の 136Xe ビームを用いて放
射性同位体 135Xe ビームを生成し、大気圧で密閉
した容器内に停止させた後、135Xe から放出される
β線の検出を試みた。容器は直径 30 mm、長さ 200
mm の円筒型で、ビーム導入部と検出器部分には
薄い窓を貼り付けた。135Xe の基底状態の半減期
9.14 h を想定し、ビーム照射 6 時間後、約 10 時間

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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RI ビーム飛行時間検出器の開発 —理研稀少 RI リングのための検出器 —
Development of time of flight detectors for RI beams
（15H296）
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Abstract
We are developing time of flight (TOF)
detectors used for RIEKN Rare-RI Ring. In this
year, we developed a TOF detector,
fiber-scintillator detector, and in-ring trigger
detector using delta-rays produced at a thin foil.
Properties of these detectors were measured
using Kr beam at E = 200 A MeV and
fragmentation products produced by using Kr
beam at E = 400 A MeV and Be target.

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二次電子を電磁
場(E, B)で制御し MCP へ導く TOF 検出器
[3]）。時間分解能は印加する電場が大きいほ
ど向上することから 700 V/mm まで印可で
きるように改良し、それに伴って磁場も約
190 Gauss まで増強した。検出効率向上の為、
ビームに対して前方後方に放出される電子
を捕獲できるよう MCP を二台配置した。前
方後方それぞれに最適な電場を同時に印可
できなかったが、前方後方ともに得られた
時間分解能は ̴ 50 ps で、薄膜中心での検
出効率は 95%程度であった。
②チェレンコフ速度選択器：チェレンコフ
光の角度分布を測定することによってビー
ムの速度を選択する検出器。特定の粒子か
ら発せられるチェレンコフ光を捉えた信号
をエネルギー損失と飛行時間からなる粒子
識別図に適用させると速度が異なる粒子の
強度が減少することが確認できた。チェレ
ンコフ光を発生させ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%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。
③δ線を利用した周回モニター：リングへ
のビーム入射の効率を定量化、最適化する
ため、リング内の入射軌道もしくは周回軌
道に設置される。ビームが通過したとき薄
膜から放出される 2 次電子（線）を捉える。
プロトタイプとして、Al 箔(12 m)からの
線をプラスチックシンチレーター(100mm
角, 6 mmt)で捉え、発生するシンチレーショ
ン光を MPPC(S12572-100C, 有効面積 3×

1．研究の目的とバックグラウンド
理化学研究所において稀少 RI の質量測
定を行う「稀少 RI リング」プロジェクト[1]
が進行中である。質量は等時性磁場を利用
した Isochronous Mass Spectrometry [2]を用
いる。稀少 RI リングでは入射前と出射後の
時間差とリング上流部での速度により質量
を決定する。10-6 以下の誤差で質量の決定
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飛行時間検出
器の開発を進めている。またリング上流に
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位置を
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 Xe 420 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性能評価を行
った。得られた結果は下記の通り。
①BE-MCP：比較的重いビームでの使用を
196

3mm2, 8 個)で読み出した。その結果、検出
効率 98%、時間分解能 2 ns を得た。蓄積リ
ング内のビーム周回を高効率で確認できる
ことが分かった。
3．今年度の研究内容
検出器の特性を 84Kr 200 A MeV、84Kr 400
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：薄膜の前方後方それぞれに最
適な電場となるように電極形状を改良した。
MCP のビーム軸方向の位置を時間分解能
についての最適値に変更した。また RIBF
でのビームサイズに対応する為、これまで
の14.5 mm の MCP から42 mm の MCP へ
変更した。炭素薄膜（30 g/cm2）を用いて
時間分解能、検出効率を測定した。
②線を利用した周回モニター：今年度は薄
膜の厚さ依存性および 2 次電子を測定する
シンチレーターとしてプラスチック以外に
CaF2, YAP(Ce)を試験した。
③ファイバーシンチレーション検出器：稀
少 RI リングへの入射ビームラインでの診
断系として、ファイバーシンチレーターの
読み出し方を工夫した、簡易位置検出器を
開発した。一様に敷き詰めたファイバーシ
ンチレーターに共通のライトガイドを付け、
左右上下の時間差から位置情報を得る。
4．今年度の研究成果と解析結果
①BE-MCP：前方検出、後方検出ともに最
大 99%の検出効率と時間分解能は  ̴ 60
ps を得た。しかしながら二次電子の飛行時
間はビームの入射位置依存性を示し、最大
で 180 ps の時間差が見られた。これは電場
と磁場の不均一に起因すると考えられ改善
が必要と分かった。また膜によって最適電
場に差異が見られた。これは膜のたわみが
原因と考えている。
②線を利用した周回モニター：2 次電子検
出器としてプラスチックシンチレーター
(50mm 角, 1 mmt)と MPPC (S12572-100C,
有効面積 3×3mm2, 4 個)を使った場合、Al
マイラー(2µm)、Cu(2µm)に対して、検出効
率はそれぞれ 20%、60%であった。また、
CaF2 と YAP(Ce)の検出効率は、プラスチッ
クに対して 83%、36%であった。また、こ

れまでの結果をもとに理研の稀少 RI リン
グ Al 箔(3µm)とプラスチックシンチレータ
ーからなる検出器を設置し、78Ge などの 2
次ビームの周回の観測に成功した。
③ファイバーシンチレーション検出器：
1mm 角、長さ 100mm のファイバーシンチ
レーターを 60
本敷き詰め、上
下にそれぞれ
1 本(3mm 角)
のライトガイ
ドを接着した
プロトタイプ
を製作した。光
読み出しは上
下のライトガ
イド左右に取
り 付 け た
MPPC を 用 い
た。上下、左右
の時間差から
位置分解能
̴2~3m （ 図 参
照）を得た。
④こ れ ま で 開 発 を 行 っ て き た 検 出 器 ：
「E-MCP （薄膜から放出される二次電子を
電場のみで MCP へ導く検出器）」を稀少 RI
リングでの飛行時間計測のスタート検出器
として使用する為、新規製作し HIMAC に
おいて Kr ビームで性能評価を行った。時間
分解能は 80 ps 程度、検出効率は 80%程度
であった。この検出器を使用して行った稀
少 RI リングのコミッショニングでは複数
の不安定核の蓄積、取り出しに成功し、質
量の導出に向けて解析を進めている。
参考文献
[1] A. Ozawa et al., Prog. Theor. Exp. Phys. 2012,
03C009 (2012).
[2] M. Hausmann et al., NIM A 446, 569 (2000).
[3] J. D. BOWMAN and R. H. HEFFNER, NIM 148,
503 (1978).
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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 (15H301)
小林義男 a,b、鈴木聖人 a、山田康洋 c、久保謙哉 d、三原基嗣 e、長友 傑 b、佐藤 渉 f、
高橋賢也 a、伊藤 岳 a、安藤貴俊 a、友田光一 a、柳 逸人 a、臼井 毅 a、佐藤眞二 h、北川敦志 h
Y. Kobayashia,b, M. Suzukia, Y. Yamadac, M. K. Kubod, M. Miharae, T. Nagatomob, W. Satof,
K. Takahashia, G. Itoa, T. Andoa, K. Tomodaa, M. Yanagia, T. Usuia, S. Satog, and A. Kitagawag
a

電通大院先進理工、b 理研仁科センター、c 東理大理、d ICU、e 大阪大院理、
f
金沢大院理、g 放医研 HIMAC
a
Univ. Electro-Commun., bRIKEN, cTokyo Univ. Sci., dICU, eOsaka Univ.,
f
Kanazawa Univ., gNIRS HIMAC
57

abstract The in-beam Mössbauer spectra of

exotic chemical products after the reaction of Fen+ ions

Mn

implantation into the acetylene matrix were measured at

with C2H4 molecules.

16 and 65 K. The observed spectra were analyzed by a
2. Previous results obtained since last year

lest-squares fitting, and fitted tentatively with three
components of doublets. The reaction products of the

We have studied the electronic states of isolated Fe
57

isolated Fe atoms and acetylene molecules will be

atoms decayed from

discussed on the basis of the obtained Mössbauer

reaction products of them with CH4 [5]. Only Fe+ with

parameters and DFT calculations.

the 3d7 electronic configuration was observed in Ar

Mn in Ar and Xe [3,4], and the

matrix at low temperature. The production mechanism of
1. The purpose and background

Fe+ in excited state could be explained in terms of a

The in-beam Mössbauer

spectroscopy using a

charge transfer process between charged particles and

Mn (T1/2 = 1.45 m) provides us the unique

the surrounding Ar atoms. The four components, Fe+

information of electronic states, chemical states, and the

(3d7), Fe+ (3d64s1), Fe0 (3d64s2), and Fe0 (3d74s1), were

final lattice positions of the isolated 57Fe atoms produced

observed in a solid Xe. Combination with free electrons

after

in the Xe solid stabilized the neutral

short-lived

the

57

nuclear

decay

and

the

coordination
57

57

57

Mn atom, and

+

environments and the chemical reaction products of Fe

-decay of

in gas matrices at low temperature. Reaction of Fe atoms

states. The free electrons reduced Fe+ to produce Fe0.

with hydrocarbons and the activation behavior of C-H

The -decay of

bonds on the metal surface have attracted much attention

cubic symmetry of the fcc Xe solid, and thus singlet

for a long time because of the applications of catalytic

peaks were observed.

systems.

have

been

many

57

Mn does not disturb the surrounding

investigations

The spectrum obtained in a CH4 matrix was analyzed

concerning the reaction products and mechanisms

with two components that were assigned to two

between transition metal ions and hydrocarbons by

constitutional isomers of Fe(CH4)2+. These results were

experimental studies and theoretical calculations [1,2].

derived from DFT calculations and the Mössbauer

The

There

Mn produced Fe with various electronic

57

parameters. The in-beam Mössbauer spectrum of

Mn implantation Mössbauer study differs from

57

57

Fe

Fe absorption Mössbauer

obtained in a matrix of ethylene and argon at 16 K was

Mn as the Mössbauer mother

analyzed with four components. DFT calculations were

Co emission and/or

spectroscopy, in that

57

57

57

Fe in

carried out to confirm the assignments. It was suggested

several charge states. It was expected to determine the

that the reaction produced monoiron species of Fe(C2H4)

probe is a highly charged particle, decaying to
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with a spin state of S = 2 [6].
In 2017, we measured the in-beam Mössbauer spectra
of 57Mn implanted into acetylene (C2H2) at 16 and 65 K.
3. Experiments in FY2016
A gas matrix of C2H2 was agglutinated on a metal
plate cooled down to 16 K using a pulsed-tube-type He
refrigerator. The high-purity C2H2 was introduced to the
plate using a gas-flow controller for 36 h. The thickness

Fig. 1. In-beam Mössbauer spectrum of 57Fe after
57
Mn implantation into the gas matrix of C2H2 at 16
K. The isomer shift is given relative to -Fe at room
temperature, and the sign is employed in emission
source experiment.

of solid acetylene was estimated to be more than 1 mm.
57

Mn nuclei were produced by the nuclear projectile

fragmentation reaction between

58

Fe ions (E = 500

MeV/n) and a production target of 9Be. The

57

Mn

particles were electromagnetically separated by an
in-flight RI beam separator. After optimizing the

57

Mn

approximation with three components of doublets, as

beam, the energy degraders were used to stop

57

Mn

shown in Fig. 1. From the result of the values of isomer

probes at an adequate depth in the solid C2H2. A

shift (), (1 = −1.06(2) mm/s, 2 = −0.24(3) mm/s,3 =

parallel-plate avalanche counter (PPAC) was employed

−0.08(5) mm/s) obtained at 16 K, it was suggested that

as the Mössbauer -detector. The - anticoincidence

the Fe atoms isolated in C2H2 at low temperature were in

method was employed to reject extraneous -rays and to

Fe+ or Fe2+ state.
The detailed for the novel Fe species in C2H2 matrix

obtain high-quality spectra with improved S/N ratios [7].

will be discussed on the basis of the DFT calculation,
compared with the previous results of the

4. Results and discussions

57

Mn

implantation Mössbauer spectra into methane and the

C2H2 is the simplest compound with a C-C triple bond,

laser-evaporated Fe atoms with C2H2.

and is known to be a linear molecular structure. The gas
phase of acetylene has been widely investigated. Less
information is available about properties in the solid and
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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
(15H307)
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Abstract
We are developing the gaseous active target CAT for
the measurement of inelastic scattering to study the
equation of state of nuclear matter and the cluster
structure in nuclei. In 2015, we measured the
deuteron inelastic scattering off 15,16O in order to
observe the low-lying monopole strengths which
may be corresponding to the cluster states. In 2016,
we started construction of a new large area active
target. In December 2016, we tested a new THGEM
and high-intensity beam monitors. In this paper, the
preliminary results of performance evaluations of
those detectors are described.

Fig. 1: Excitation energy spectrum of deuteron
scattering on 16O at θCM~2.5 degrees.

1. Introduction and previous works
Equation of State of nuclear matter is an important
equation, which governs not only the property of
finite nuclei but also one of the neutron stars in
universe on an equal footing. Recently the symmetry
term of EoS is one of the most attractive topics from
the view point of the existence of large mass neutron
star. Among the parameters of symmetry term, the
isospin incompressibility Kτ is a baseline parameter
which can be determined directly from the
systematic measurement, including unstable nuclei,
of energy (EGMR) of Isoscalar Giant Monopole
Resonance (ISGMR). The EGMR is determined from
the monopole strength distribution. Our aim is
measuring the monopole strength distribution in
wide excitation energy region from ground state up
to 20-30 MeV by means of the missing mass
spectroscopy. We constructed the CAT consisting of
the time projection chamber and silicon detectors,
and measured deuteron inelastic scattering on 132Xe
and 15,16O. The fragment of the monopole strength
distribution in light mass nucleus is relating to also

the alpha cluster structure. In Fig. 1 the excitation
energy spectrum of deuteron scattering on 16O at 100
MeV/u are shown. The typical beam intensity was
1Mppp. In this analysis, the four momentum of
beam is fixed and the particle identification of recoil
particle is not performed. Most event that looks like
continuum in both of negative and positive
excitation energy may be originated from deuteron
breakup (there should be true deuteron events of
course). The excitation energy resolution is
estimated to be 1MeV (σ) from the width of peak at
around 0MeV corresponding the elastic scattering.
The analysis is in progress.
In order to pioneer the field of ISGMR study, the
enough luminosity should be reached at and then
larger volume active target and high-intensity beam
monitors are desired.

2. Present work
a: Center for Nuclear Study, the University of Tokyo
b: Cyclotron Radio Isotope Center, Tohoku
University
c: Osaka Electro-Communication University
d: RIKEN Nishina Center
e: National Institute for Quantum and Radiological
Science and Technology
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Very preliminary

Fig. 2: Picture of setup. There are many detectors
such as diamond, CAT, MWDC, PPAC, MWDC,
Xe/Ar, plastic, films, and diamonds from the
upstream (left in the photo).

We are now designing a new active target which has
a 10 times larger active volume than the existing
CAT. In the fiscal year of 2016, we focus on two
points, namely, the multiplication part of time
projection chamber which is a key part to cover the
large active area, and the radiation robust
high-intensity beam monitors. Figure 2 shows the
photo of the setup. There are diamond, CAT,
MWDC, PPAC, MWDC, X/Ar, plastic, some films,
and diamonds from upstream. A beam of 132Xe at
200 MeV/u (at the end of beam pipe) was
transported through all the detectors.
A new multi-layered thick THGEM with three-fold
segmented electrode has been installed as a
multiplication device in the existing CAT. The
M-THGEM consists of three layers of FR4
insulators and four layers of gold coated cupper
electrodes. The total thickness of the THGEM
becomes 1.2 mm, which is three times thicker than
that of existing THGEM and then the stiffness
becomes large. This will be advantage in making a
new large area THGEM. The THGEM is divided
into three regions to control the gains for beam and
recoil particles independently. The gains for various
setting of high voltage supplied to each electrode
and the long-term stability for high intensity
medium heavy nuclei beam are measured.
The CAT was operated with 0.4-atm pure hydrogen
gas instead of deuterium gas, because hydrogen is
easy to handle and the relative gain between beam
and recoil regions is primary interest. The electric
field of drift region was 1kV/cm/atm.
The effective gas gain is defined as the ratio of
measured charge to the primary charge estimated
from the energy loss of the charged particles
assuming the work function of 37eV. The effective
gain at recoil region was evaluated using standard
alpha source and the one at beam region was
evaluated using 132Xe beam. Figure 3 shows the
201

Fig. 3: Correlation between measured effective
gain and sum of bias voltages in M-THGEM.

correlation between the effective gain and the sum
of bias voltage of M-THGEM. Open (red) circle
indicates the effective gas gain at recoil region,
which is fixed to be 2000 through the experiment.
Filled (blue) triangles and filled (green) circles show
the effective gains at beam region with changing the
bias voltage to one layer nearest the readout pad and
with changing the sum of bias voltages keeping the
ratio among the bias voltages to three layers. The
achieved effective gains at beam region range from
10 to 1000. The energy resolution of total charge for
each setting was estimated from the standard
deviation of charge distribution assuming the energy
loss of beam particle is constant. The energy
resolution seems to depend only on the sum of bias
voltages and seems to be independent from the ratio.
In this analysis, all the charges are assumed to be
measured, but, in reality, the small charge below the
threshold cannot be measured. This effect can be
corrected by using the estimated energy deposit after
finding the trajectory of beam particle. The proton
inelastic scattering was measured with 1-Mppp
beams. The data analysis is in progress.
The performances of beam monitors such as single
crystal diamond, strip readout PPAC, organic films
and Xe/Ar gas scintillator, are evaluated using
1-Mppp beam. The position and timing resolution of
strip readout PPAC, which is operated with 20-torr
iso-butane at 590V, are estimated to be below
300μm and 200ps, respectively, assuming the
gauss-type charge distribution. The time resolution
of 5-cm 100% 1-atm Xe gas is estimated to be
around 150ps. The light output from Xe gas was
read out by two PMTs at the both sides. Although
the data analysis of all the detectors are in progress,
all the detectors can be operated with high-intensity
beams with enough performance.

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
(16H315)
渡辺賢一 a、平田悠歩 a、山﨑淳 a、瓜谷章 a
K. Watanabea, Y. Hirataa, A. Yamazakia and A. Uritania
Abstract
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. We experimentally confirmed that the
OSL luminescence efficiency of Ce:CaF2 depends
on the concentration of the Ce dopant. We also
proposed the correction method using the
luminescence signal intensity ratio for different
OSL materials. We can successfully correct the
luminescence efficiency of Eu:BaFBr using the
signal intensity ratio of Eu:BaFBr and Ce:CaF2.

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。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、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な小型線量計
の開発を進めている。
Optical fiber
Stimulation
Light

Detector
head

Coupler

OSL

Stimulation
Light source

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。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、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、この蛍光効率の低下を補正すべ
く、種類の異なる放射線誘起蛍光体間の蛍光効
率低下の度合いの違いを用いる手法を提案し
た。昨年度は、異なる蛍光体として、OSL であ
る Ce:CaF2 の蛍光効率の低下特性を用いた補正
を試み、その有用性を示した。

今年度は、HIMAC の生物照射実験室にて線
量計応答の LET 依存性評価として
１）LET 依存性の蛍光体による変化
２）蛍光量の比を用いた補正法の検討
を進めた。以下、各々の項目について詳しく述
べる。すべての評価実験において、290 MeV/u
の炭素線を用い、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。線量計応答の
LET 依存性評価としては、これまで OSL であ

Optical fiber
OSL element

Fig.1

2． 前年度までの成果

3． 今年度の研究内容

Photo
detector
Stimulation light

Cladding

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 OSL 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。

OSL

Conceptual drawing of a small size
dosimeter system.
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た蛍光効率と蛍光量比の関係を用いて SOBP 測
定結果の補正を試みた。Fig. 4 に線量計の出力
分布と、これに補正を行った結果を併せて示す。
参照値として電離箱線量計で得られたファン
トム内での線量分布も併せて示す。提案した手
法により SOBP に対する補正が可能であること
が示された。
Normalized luminescence efficiency
(Eu:BaFBr/Ion chamber)

る Eu:BaFBr や Ce:CaF2、シンチレータである
BGO に対する評価を行い、LET に対する依存
性が蛍光体により異なることを確認した。今年
度は１）LET 依存性の蛍光体による違いがどの
ような要素により変化するかを調査するため
Ce:CaF2 の Ce 濃度を変化させた蛍光体を用いて
比較検討を行った。また、２）蛍光量の比を用
いた補正法の検討では、Eu:BaFBr と Ce:CaF2 の
LET 依存性の違いを利用した補正法について
検討した。

4． 今年度の研究成果と解析結果
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Fig.2

The luminescence efficiencies of Ce 0.1, 0.5 and
1.0% doped CaF2 at different depth.
本研究では、蛍光効率の低下の程度の蛍光体
による違いを用いて、補正を行う手法を提案す
る。これまでは Ce:CaF2 と Eu:BaFBr の蛍光効率
の比とそれぞれの蛍光効率を、LET をパラメー
タとして対応させていた。しかしこの手法で
SOBP の補正を行ったときフラグメント等の影
響により蛍光効率と LET の関係がピークの後
半部分で歪んでしまい補正がうまくいかない
という問題があった。そこで蛍光効率と蛍光量
比を直接対応させたところ、Fig. 3 に示す通り
単色エネルギー炭素線で測定したブラッグピ
ークと SOBP の測定時でその傾向が一致した。
ここで単色エネルギー炭素線照射時に得られ
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Multiple energy Carbon ions
(SOBP)

0.4

Fig. 3 The relationship between the normalized
signal intensity ratio and the normalized
luminescence efficiency of Eu:BaFBr
Normalized signal intensity(a.u.)

Normalized singal intensity (a.u.)

Relative luminescence efficiency
(Ce:CaF2/Ion chamber)

Ce:CaF2 は添加剤である Ce 濃度の増加により
OSL 収率が高くなることが分かっている１）。高
LET 領域での蛍光効率の低下は電離密度の増
加により生じた励起電子が OSL のトラップサ
イトにたどり着く割合が低下したためである
と考えた。OSL 収率が高い蛍光体ではトラップ
サイトの密度も高いと予測され励起電子がト
ラップサイトまでたどり着く割合が高くなる
ことが期待される。Fig. 2 に Ce を 0.1, 0.5, 1.0%
添加した Ce:CaF2 の蛍光効率を示す。Ce 添加濃
度の増加により蛍光効率が上がることを確認
した。これにより LET 依存性はトラップサイト
密度によることが示唆された。

1

Ion chamber
Eu:BaFBr
Ce:CaF2
Corrected signal

50
100
150
Thickness of water equivalent
acrylic phantom(mmH 2O)

Fig.4 Depth profile of normalized and corrected
signal intensity of the dosimeter in the water
equivalent phantom.
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In field and Out of Field Dose Profile from Therapeutic Hadron Therapy Beams
at HIMAC facility (16H319)
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Abstracts
A new microdosimeter with frees tanding 3D sensitive
volumes, known as the 3D “mushroom” Microdosimeter,
is described and utilised in passively scattered 400
MeV/u oxygen and 180 MeV/u nitrogen ion beams. For
each ion species, the dose-mean lineal energy was
measured along the depth of the pristine Bragg peaks
along the central axis with high precision at the Bragg
peak edge. Maximum dose-mean lineal energies for
oxygen and nitrogen ion beams at the Bragg peak were
measured to be 330 keV/�m and 420 keV/�m, with
maximum RBE10 values of 2.9 and 3.1, respectively.
This work demonstrates the ability of the 3D “mushroom”
microdosimeter to investigate radiation field quality and
determine RBE10, giving great promise to use
“mushroom” as a microdosimetric QA device in heavy
ion therapy.

p-SOI active layer of thickness 10 µm bonded to a low
resistivity supporting wafer with 2 µm silicon oxide
between. Fig 1 shows the schematic of single 3D
sensitive volume with p+ trench surrounding the sensitive
region and n+ trench in the core of the SV. The 3D
mushroom microdosimeter was irradiated at the HIMAC
facility in Japan using passive scattering delivery with
400 MeV/u 16O and 180 MeV/u 14N ions.
The 3D mushroom microdosimeter was placed in a
water tank and controlled by an Arduino-driven XY
motion system, allowing flexibility in controlling the
depth and lateral position of the microdosimeter with 250
µm increments. It also facilitates custom movements,
used in this study to simulate simple linear motion as
well as lung motion by moving miocrodosimeter along
and laterally to the beam.

1. Purpose and Background
Particle therapy is particularly advantageous for the
treatment of solid tumors over conventional therapy with
electron and photon beams due to highly localized
energy deposition. Therapeutic ion beams offer the depth
dose distribution with a pronounced maximum Bragg
peak (BP) and sharp dose fall-off at large penetration
depths, in contrast to the exponential dose deposition of
photons or the broad maximum produced by electrons.
Heavier ions such as oxygen, nitrogen and carbon have
further advantages over protons and lighter ions in
treating deep-seated radio-resistant tumors by producing
an increased relative biological effectiveness (RBE) in
the stopping region at the BP, while preserving the
normal tissue surrounding the tumor. In this paper, a new
silicon-on-insulator
(SOI)
microdosimeter
with
freestanding 3D cylindrical sensitive volumes (SVs) has
been developed, known as the “mushroom”
microdosimeter. Its application for RBE derivation in
400 MeV/u 16O and 180 MeV/u 14N ion beams at Heavy
Ion Medical Accelerator in Chiba (HIMAC) is presented.
2.

Fig. 1. Simplified topology of a single 3D SV of “mushroom”
microdosimeter.

The Relative Biological Effectiveness (RBE10) of the
C ion beam is defined as the ratio of the dose required
to achieve 10% cell survival using X-rays to that
required when using the radiation of interest. The RBE10
is obtained using the modified microdosimetric kinetic
model (MKM) and the microdosimetric parameter
known as the dose-mean lineal energy ���
�� to the Linear
Quadratic Model (LQM) parameter �, for a particular
radiation field. Using the LQM of the cell survival
response to radiation, the RBE10 can be expressed as:
12

Material and method
����� �

The Mushroom microdosimeter consists of 3D
cylindrical SVs, each surrounded with a trench of air, has
been designed to possess low depletion voltage and
capacitance, 100% charge collection and physically
eliminate the possibility of charge generated outside the
SV from being collected.

�������

�� � � �����0.1� � �

(1)

where α (�
���),
� β are tissue radio-sensitivity coefficients (α,
in units of Gy-1 and β, in units of Gy-2). D10,R = 5.0 Gy is
the 10% survival dose for human salivary gland (HSG)
tumor cells using 200 kVp X-rays. Detailed expression
of RBE derivation has been described before in [1, 2].

The microdosimeter is based on an array of 3D
cylindrical SVs with diameter of 18 µm, fabricated on a
204

3. Results and discussion
Fig. 2 shows the ݕ
തതത
 distribution with depth in the
water phantom obtained from microdosimetric spectra
measured with the 3D “mushroom” microdosimeter
ݕ
along the BP for 400 MeV/u 16O ions. The maximum തതത
values were approximately 320 keV/µm and 345
keV/µm for 400 MeV/u 16O and 180 MeV/u 14N,
respectively. Due to the high spatial resolution of the SOI
തതത
microdosimeter, ݕ
 was measured with sub-millimetre
resolution at the end of the BP. It can be clearly seen that
the തതത
ݕ steeply increased at the end of BP and
immediately dropped within 2mm when 16O ions
deposited full of their energy and stopped in the sensitive
volume.

spectra obtained at the end of the BP of 180 MeV/u 14N
ions. The microdosimetric spectra changed dramatically
within 0.5 mm increments and we can see that the
maximum തതത
ݕ value was at 49.5 mm in water (point E)
where nitrogen ions stopping into the detector and a
contribution of high LET nuclear fragments can be seen
in the spectrum.

Figure 2. തݕതതത distribution with depth for 400 MeV/u 16O
ions in water obtained with 3D “mushroom” microdosimeter.

Due to the high spatial resolution of the
തതത
microdosimeter, a more detailed ݕ
 and RBE10
distribution can be obtained at the end of the BP
compared to the conventional tissue equivalent
proportional counter (TEPC).

Using the MKM and microdosimetric spectra obtained
with the 3D “mushroom” microdosimeter, the RBE10
values were derived along the central axis of the pristine
BP of 400MeV/u 16O ion beam and presented in Fig. 3.
The RBE10 values started from 1.4 and rose to 2.9 at the
BP and remained at approximately 1.7 within 30mm
downstream of the BP due to significant contribution
from fragmentation and neutrons.

Fig.4 RBE10 distribution with depth for 180 MeV/u
water obtained with 3D “mushroom” microdosimeter.
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Conclusions
The new 3D “mushroom” microdosimeter has been
used to characterize in details heavy ion beams using
passive scattering delivery. The obtained results have
demonstrated the feasibility of using of high spatial
resolution SOI “mushroom” microdosimeter with 3D SV
arrays in heavy ion therapy and represents unique tool
for RBE studies and new quality assurance in HIT.
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Figure 3. RBE10 distribution with depth for 400
MeV/u 16O ions in water obtained with 3D “mushroom”
microdosimeter.
Fig 4 shows the ݕ
തതത
 distribution with microdosimetric
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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
（16H320）
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Abstract
We have been investigated the LET
dependence of commercial Al2O3 ceramic TLD.
This TLD are very easy to deal, low-cost
devices, with high spatial resolution. The main
peak showed good linearity and repeatability to
X-ray. The thermoluminescence efficiency of
the main peak showed very small LET
dependency as compared to common TLDs.
However, it is necessary to improve this fading
property, due to an unstable trap state at a glow
peak temperature.
In this study, we investigated the LET
dependency and 2D dose measurement to
carbon particles of Cr doped Al2O3 for
improvement of its fading property. Cr doping
for Al2O3 are useful means for the improvement
of its fading property and sensitivity. In 2D
dose measurement using Al2O3:Cr ceramic
TLD was a convenient method, however, LET
dependency need improvement.
1.

研究の目的とバックグラウンド
重粒子線を用いた放射線治療は、標的に
限局した正確な照射を行うことのできる最
先端の放射線治療として注目されている。
重粒子線治療では LET の変化により形成さ
れる Bragg peak と高い RBE の物理的特性と
生物学的特性の両方を利用することにより、
高い治療効果が得られる。したがって、正
確な治療を実施するためには、重粒子線の
線量分布の高空間分解能な測定が求められ
る。一方で、電離箱線量計（以下、IC）を
除くほとんどの線量計では LET 依存性を有
する。しかし、IC は有感体積が大きいため
高空間分解能な 2 次元線量分布の取得には
不向きである。そこで、我々は LET に非依
存な 2 次元 TLD の開発を目指している。
我々が開発した Al2O3 を主成分とするセ
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ラミックス（以下、Al2O3 セラミックス）は、
比較的 LET 依存性が小さい TL グローピー
ク（147ºC 付近）を有しているが、感度と
フェーディング特性を改善する必要があっ
た。そこで、TL 波長は Cr3+に起因する 694
nm であったため、Cr2O3 の添加量を最適化
することにより、TL 感度とフェーディング
特性の向上に成功した。
2.

昨年度までに得られている結果
Al2O3 セラミックスの LET 依存性の小さ
なメインピークのみを効率的に測定するた
めに、バンドパスフィルタ（以下、BPF）
を用いたグロー曲線測定を行った。中心波
長 694 nm、半値幅 10 nm、最小透過率 85%
以上の BPF を用いることによりメインピー
クのみ抽出することができた。さらに、こ
の BPF を用いて抽出された Al2O3 セラミッ
クスの TL の LET 依存性が非常に小さいこ
とを明らかにした。BPF を用いた本手法は、
LET 依存性の補正をほとんど要することの
ない簡易的な線量測定法として、重粒子線
の 2 次元線量分布測定に期待できる。
3.

今年度の研究内容
Al2O3 セラミックスに Cr を添加すること
により、TL 感度と熱安定性を向上した新し
い TLD（以下、Al2O3:Cr セラミックス）の
重粒子線に対する TL 特性と LET 依存性に
ついて調査した。また、Al2O3:Cr セラミッ
クスの 2 次元線量分布の取得を試みた。
4.

今年度の成果と解析結果
図 1 に Al2O3 セラミックスと Al2O3:Cr セ
ラミックスの TL グロー曲線を示す。Cr 添
加により、メイングローピーク温度は 310ºC
付近となり、TL 強度は数十倍に増加した。
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図 2. Al2O3 セラミックスと Al2O3:Cr セラミ
ックスの LET 依存性

図 3. 二次元測定画像
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図 2 に Al2O3 セラミックスと Al2O3:Cr セ
ラミックスの LET 依存性を示す。相対 TL
強度は、X 線での値を基準とした。いずれ
のセラミックスも同様の傾向を示したが、
Al2O3:Cr セラミックスの方が LET 依存性が
大きく、特に Ne 線からは顕著になった。
Cr 添加により最大で 30%程の LET 依存性の
低下が認められた。BeO や LiF などの一般
的に使用される TLD では数十 keV/µm 以上
LET 範囲では TL 効率が 50%以下になるこ
とが知られているが、Al2O3:Cr セラミック
スの TLD は比較的 LET 依存性が小さいこ
とがわかる。図 3 に二次元測定画像を示す。
セラミックス板 8×8mm2 を 2 枚使用してお
り、その境界の部分では補正を必要とする
が、今回は、補正法を検討中であるため、
生データを示した。左から右に向かって深
さが深くなり、TL 強度が最も高いところが
ブラックピーク付近に相当する。簡便に二
次元の TL 分布を取得することができた。
図 4 に C 線に対する電離箱による深部線量
と図 3 のデータを用いた Al2O3:Cr セラミッ
クスの TL 相対強度の比較を示す。電離箱
線量計の結果と比較して Al2O3:Cr セラミッ
クスは LET 依存性が大きかった。ポイント
測定時の LET 依存性と比較して、二次元測
定では LET 依存性が大きくなった。原因に
ついては、検討中である。今後は、原因を
解明し、LET 依存性の小さい TL 成分の導
出法の開発とその有用性を調査する。

0.0
200

Depth [mm]

図 4. C 線に対する電離箱による深部線量と
Al2O3 セラミックスの TL 相対強度の比較
a

首都大、
園大

図 1. C 線照射による Al2O3 セラミックスと
Al2O3:Cr セラミックスの TL グロー曲線
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On-ground calibration of silicon detector telescope systems with
energetic heavy ions (FY2016)
(16H322)
a
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Abstract

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.
The lessons learnt and experiences gained with the
TRITEL system are being utilized in the development of
further silicon detector systems mostly having linear
telescope geometry with at least 3 detectors. In the frame
of the experiment No. 13H322 (FY2016) energy
deposition measurements with the TRITEL (S/N: T2-08)
silicon detector space dosimetry telescope were
performed between the 4th and the 8th of January 2017
with heavy charged particles. The background and
objectives of the experiment as well as a brief description
of the experiment setup and the preliminary results of the
measurements are provided in the present annual report.

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 in cooperation
with BL-Electronics Ltd. 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 absorbed
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dose and dose equivalent. Due to the three orthogonal
telescopes an assessment of the anisotropy of the
radiation field might be also possible.
The lessons learnt and experiences gained with the
TRITEL system (TRITEL-SURE and TRITEL-RS on
board the International Space Station, and the
ESEO-TRITEL to be sent to space on board a
microsatellite) are being utilized in the development of
further silicon detector systems mostly having linear
telescope geometry with at least 3 detectors. One
example is the RadMag development for the European
Space Agency’s In-Orbit Demonstration mission
RADCUBE will employ silicon detectors with different
thickness and connected in coincidence and
anti-coincidence logic. With such systems separate
measurement of the energy and LET spectra of the
protons, alpha and heavier particles will be possible in
the cosmic radiation field.

1.1. 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 and exploitation of measurement
data (energy deposition and LET spectra) for developing
further telescope systems. 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. The first calibration measurements are
usually performed with Po-210 (Eα = 5.3 MeV) and
Am-241 (Eγ = 59 keV) at MTA EK , 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°). Response
of the detector system is studied also for particles coming
from behind (angle of incidence: 180°). Attenuation is
measured in different thickness of aluminium shielding
(by measuring the change in the energy deposition
spectra). Later, measurement data will be also compared
with the results of Monte Carlo simulations to be
performed with the Geant 4 Radiation Analysis for Space
(GRAS) tool developed by ESA. The results of the
comparison will be also used for validating our models
for new telescope systems.

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. In
FY2014 calibrations continued with 180 MeV/u He,
650MeV/u Ar, and 100 MeV/u Si ions and in FY2015
with 400 MeV/u O, 600MeV/u Si, and 230 MeV/u He
ions. The results showed good agreement with the
calibration obtained from measurements performed with
Po-210 and Am-241. Energy deposition spectra were
measured also for different settings (e.g. different offset
corrections, energy channel boundaries, etc.) to study the
behavior of the TRITEL system in the light of the
measurement results obtained on board ISS.

3. Activities and results in FY 2016
3.1. Experiment set-up

TRITEL was on the beam axis at the downstream of
a scintillating counter (for most of the measurements the
counter was removed to reduce the effect of additional
shielding) to monitor the beam intensities and it is placed
on a remote controlled rotating stage to evaluate the
effects of different angles of incidence of the particles on
the spectra measured. Beam intensities were set to
~2000 ions/spill. The diameter of the beam was
approximately 2 cm. Distance of the detectors from the
beam pipe was set to 34 cm. The laptop PC, with
TRITEL EGSE software installed on it, was located in
the counting room and it was connected to TRITEL via
an RS485-RS232 converter for real-time monitoring. The
connection between the exposure room and the counting
room was RS232.

Figure 2 Energy depositions in the Z-axis telescope

Figure 3 Calibration line obtained for the Z-axis
telescope

Figure 1 Schematic view of the setup for beam
experiments in HIMAC

3.2. Results of the measurements

In FY2016, measurements with 180 MeV/u He,
230 MeV/u Ne, and 230 MeV/u Si ions (see Fig. 2 as an
example) were performed. The TRITEL (S/N: T2-08)
had noise problems on its Y-axis detected just before
delivering it to HIMAC, hence measurements were
performed only on the X- and the Z-axes. The
energy-deposition spectra obtained at higher angles of
incidence were shifted towards higher energies
(according to the cos-law), as expected. From the
measurements performed with particles coming from
behind (angle of incidence: 180°) the effective
(self-)shielding thickness of the TRITEL instrument in
three orthogonal directions might be estimated..
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Figure 4 Attenuation in aluminium shielding (for
180 MeV/n He, X-axis)
_____________________________________________
a
MTA EK, bNIRS

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
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Abstract
The objective of this study was to evaluate the
fundamental feature of heavy ion CT (IonCT) using
an intensifying screen and Electron Multiplying
CCD (EMCCD) camera for human head imaging in
treatment planning of heavy ion radiotherapy. In this
year, we designed a new broad beam of 12C
generated by spreading out the pencil beam using a
scatterer without wobbler magnets and Q magnets to
realize a fast CT data acquisition. We also developed
a new calculation method to estimate the relative
residual range for each projection line by fitted with
reference curves measured by the full experiment in
one projection. The reconstructed image of an object
with a water equivalent thickness of 18 cm was
achieved with the spatial resolution of 0.9 mm, as
well as without any ring artifacts that attribute to the
error of the range estimation, by applying a new
calculation method.
1. Introduction
Heavy-ion therapy has attracted attention as
advanced medical technology in the cancer
treatment. In this therapy, obtaining the electron
density distribution of an object is the key ingredient.
However, the accuracy of X-ray computed
tomography, which is utilized in actual heavy-ion
treatment planning, is limited owing to the difficulty
in directly obtaining the electron density distribution
of an object. Heavy-ion computed tomography
(IonCT) can directly obtain the electron density
distribution in objects. This fact enables us to
improve the accuracy of treatment planning in
heavy-ion therapy1). With the above background, the
IonCT system using intensifying screen and an
electron-multiplying charged coupled device
(EMCCD) camera have been developed by
ourselves in this field2). In the previous study, it was
demonstrated that a fast CT data acquisition of 10
minutes using a small object with a water equivalent
thickness (WET) of 11 cm is possible with a relative
electron density resolution and spatial resolution of
less than 1 % and 1 mm, which satisfy the required
accuracy for clinical application3). In this study, we
developed the IonCT system that allow us to extend
CT data acquisition for an object with a WET of 18
cm, assuming a head cancer treatment planning.
2. Materials and Methods
Fig. 1 shows a schematic view of the heavy ion
CT system. We utilized 12C beam accelerated up to
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430 MeV/u by the Heavy-Ion Medical Accelerator in
Chiba (HIMAC) at the National Institute of
Radiological Sciences (NIRS). The system consists
of a beam intensity monitor, a dynamic range shifter
(RS), a rotation phantom immersed in a water-filled
cubic container, a Gd2O2S:Tb scintillation screen,
and an EMCCD camera, which can be operated
using a computer placed outside of the irradiation
room. The EMCCD camera takes two-dimensional
optical images by the scintillation emission which
occur when heavy ions pass through the screen.
Several images for one projection are taken by
changing the RS thickness to obtain a characteristic
curves similar to “a Bragg curve” and then estimate
the relative residual range for each projection line.
In this year, we reexamined a new broad beam of
12
C, which was generated by spreading out the
pencil beam accelerated up to 430 MeV/u using a
scatterer without wobbler magnets and Q-magnets as
shown in Fig. 1. By using this time-invariant
uniform beam, we challenged to perform a fast CT
data acquisition in which a dynamical EMCCD
exposure was done by rotating the subject with a
constant speed such as a clinical X-ray CT.
We also proposed a new calculation method to
estimate the relative residual range by fitting in
order to estimate the residual range more precisely
(Fig. 2). In this method, we prepared an ideal curve
g(r) measured by the full experiment for water,
where r represents the range shifter thickness. When
the i-th thickness of range shifter and the pixel value
at the arbitral position are represented by (ri, fi), the
evaluation function (R) is estimated by
(1)
ߣሺܴሻ ൌ σሺ݂ െ ݃ሺݎ െ ܴሻሻଶ .
We find the minimum point of λ(R) by changing R
for each projection line, and determine the relative
residual range for each projection line.
Fig. 3 shows the horizontal cross-sectional view
for the brain tumor phantom used in this year. The
conditions of a CT data acquisition are summarized
in Table I. Two-dimensional image reconstructions
were done with the filtered back projection
algorithm using a Shepp-Logan filter. Here, a slice
thickness was adopted to 1.7 mm.
3. Results and Discussion
Fig. 4 shows the reconstructed images of the brain
tumor phantom by using the new IonCT system. It is
remarkable that ring artifacts was clearly removed

Fig. 1 Schematic view of the heavy ion CT system.

Fig. 2 Schematic view of a new calculation method of the
relative residual range by fitting.

Fig. 3 Schematic view of the brain tumor phantom.
Table 1 Conditions of CT data acquisition.
Item
Irradiation beam
Beam intensity
CCD exposure
Projection images
for one projection
Projection number
Object

Fig. 4 Reconstructed images of the brain tumor phantom
calculated by the conventional method (upper) and the new
calculation method by fitting (lower).

Condition
12
C, 430MeV/u
3.6108 pps
0.2 s (4 image per one spill (3.3 s))
15 (Total displacement of the range shifter in
PMMA thickness : 12.6 mm (interval : 1.62
mm)
256 projections for 360 degrees
Brain tumor phantom
Spatial resolution phantom

scan by continuously rotating the phantom was
possible; the total acquisition time was reduced to 50
minutes from 4 hours in this year.

by applying the new calculation method proposed in
this study instead of conventional one.
We reevaluated the spatial resolution by applying
the radial-edge method4) to the reconstructed PMMA
rod image obtained using the new calculation
method. As a result, the spatial resolution was
improved by 10 percent (~0.9mm) compared with
the reconstructions in the previous report5)
(~1.0mm). The position dependence of the spatial
resolution in the field of view (FOV) was also
sufficiently small to be comparable to previous
study.
Furthermore, we confirmed that the dynamical CT
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To evaluate proton RBE by calculations, the accuracy of Monte Carlo simulation code
was confirmed by the comparison between measured and calculated neutron production
double differential cross sections (DDXs) for 180 MeV protons on A150 tissue equivalent
plastic. The neutron production DDXs were derived with the time of flight method. For
neutron, discrepancies between measured and calculated DDXs were found in the energy
range above 20 MeV.
1. 目的と背景
日本国内には5つの炭素線治療施設と11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．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．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．この手法を用いることで，陽子線
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実験
および計算によって探る．
2. 研究経過と成果
当該年度が 3 年目であり，2 種類の実験を行
っている．
135 MeV 陽子を，人体を模擬したアクリルフ

図 1 検出器の配置．15 度および 75 度に検出器を設置した．
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ァントムに照射し，透過・生成する粒子を
PID-TEPC シムテムで測定した．解析によって
得られるマイクロドシメトリスペクトルから
RBE の導出した．生物実験による実験値と比
較することで RBE の導出手法を確立した．今
後は，リッジフィルターを用いた照射場での測
定によって，原因究明実験を行う．
計算コードの妥当性確認のために，陽子入射
粒子生成二重微分断面積を測定した．これまで，
人体組織等価(A150)プラスチックにおける 135
MeV 陽子入射中性子・γ 線生成二重微分断面積
を測定した．結果は，fluka，Geant4，PHITS の
計算値と比較され，fluka または Geant4 が良い
一致を示した．
150 MeV から 200 MeV のエネルギー領域に
おける陽子入射，人体構成元素である炭素また
は水素標的に関する実験データが報告されて
いないことから，今年度は，A150 プラスチッ
クにおける 180 MeV 陽子入射中性子二重微分
断面積を測定した．測定手法は前年度同様であ
る．図 1 に検出器の配置図を示す．標的には厚
さ 1.0 cm の A150 プラスチックを使用した．ビ
ーム軸から 15 度および 75 度に有機液体シンチ
レータ(NE213)を設置した．有機液体シンチレ
ータの前には荷電・非荷電粒子弁別用に薄いプ
ラスチックシンチレータを配置した．飛行時間
法による解析の結果，中性子生成二重微分断面
積を導出した．
3. 結果
図 2 および 3 に中性子生成二重微分断面積を
示す．135 MeV 陽子入射中性子生成 DDX の実
験値との比較で妥当な結果を示した FLUKA，
Geant4 による計算値も併せて示す．計算値は
実験値より小さい傾向を示した．
表 1 に DDX において 20 MeV 以上のエネル
ギー領域で積分した値をまとめる．DDX と同
様に計算値は実験値より小さく，特に前方方向
である 15 度においては実験値の半分程度の値
である．
2 次粒子である中性子の過小評価は，陽子線
の RBE をシミュレーションコードを用いて評
価する際，2 次粒子による寄与が小さくなるこ
とを示唆している．RBE の評価の際は，2 次粒
子の生成量については数倍程度の違いを考慮
した上で RBE を評価する．

4. まとめ
H28 年度は，A150 プラスチック:における
180 MeV 陽子入射中性子生成 DDX を測定した．
得られた実験値とシミュレーションコードの
計算値を比較した．計算値は実験値より小さく，
DDX における 20 MeV 以上の積算値では，計
算値は実験値の半分程度の値となった．
謝辞
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．

図 2 A150 プラスチックにおける 180 MeV 陽子
入射中性子生成 DDX．角度は 15 度．

図 3 A150 プラスチックにおける 180MeV 陽子
入射中性子生成 DDX．角度は 75 度．
表 1. DDX において 20 MeV 以上を積分した値．
Meas.[mb/sr]

213

fluka[mb/sr]

Geant4[mb/sr]

15 deg.

105

68

54

75 deg.

6.1

3.9

4.8

重粒子ドシメトリーにおける線質依存性トラック構造モデルを用いた評価に関する研究
Modeling of recombination characteristics in heavy-ion dosimetry
with a track structure model
(16H332)
松藤成弘 、福村明史 、河野俊之 b、佐藤眞二 a、深堀麻衣 a、脇田明尚 a,b
立林穣 a,b、下山薫 a,c、新井千夏 a,c、小林寛幸 a,d
N. Matsufujia,b, A. Fukumuraa, T. Kohnob, M. Fukahoria, A. Wakita a,b,
M.Tatebayashia,b , K. Shimoyamaa,c , T.Araia,c, A. Kobayashia,d.
a,b

a

Abstract
Ionization chambers (IC) have been used as a
standard dosimetry device in routine
radiotherapy. For heavy-ion dosimetry, initial
recombination of produced charge in the IC has
been regarded noteworthy but not yet
formulated. The aim of this study is at first to
estimate the extent of the initial recombination
for ion beams of various radiation qualities,
then to model the characteristics from
mechanistic viewpoint.
With a previous model on the initial
recombination based on spatial energy
deposition (track structure) formed by the
incident ions, the experiment result was not
successfully reproduced. In order to reproduce
the experiment result, the model needed a
correction factor depending projectile energy
and nuclide.
In this study, in order to refine the model, we
investigated the influence of an electron
path-length in core region and new track
structure model on the initial recombination
model.
The experiment revealed that the initial
recombination has dependence of average
electron path length in the core region and the
number density of ions.
It was performed to improve the track
structure model used conventionally and
consider initial recombination model involved
electron path length in the track.
In the result, with this study’s model, the
experiment result could be reproduced without
correction factor depending projectile energy.
1． Purpose and background
現在の放射線治療において吸収線量の測定
には主に電離箱が用いられている。しかし、
現在重粒子はその複雑な線質のため、電離
箱内における初期再結合補正が決められて
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いない現状がある。そこで、この初期再結
合補正を見積もるため、これまで平行平板
電離箱を用いた実験をし、入射粒子によっ
て形成されるトラック構造を基にした初期
再結合モデルの構築を行ったこと 1)を報告
してきた。しかし、これらのモデルで初期
再結合を完全に再現できたとは言えず、本
研究において生成電子の挙動とトラック構
造の時間的変化に注目したモデルの改良を
行った。
2． Result until previous year
先行研究において、初期再結合率を実験的
に得るとともにトラック構造モデルを用い
た初期再結合の定式化を行った。その結果、
Kiefer,Chatterjee2),3)のトラック構造モデ
ルを用いた初期再結合モデルによって初期
再結合率の傾向を再現するに至った。しか
し、先行モデルでは実験結果を再現するた
めに入射粒子及び核種に依存した補正項が
必要となり、初期再結合を完全に再現する
には至らなかった。
3． Content in current year
本研究において、電子移動距離の初期再結
合に対する影響を議論するため、2台の平行
平板電離箱(PTW 34014)を用いて初期再結
合率測定を行った。2台の電離箱は図1のよ
うに設置し、ビームに対し下流側の電離箱
には一定の電圧(400 V)を印加しモニター電
離箱として使用した。一方、上流側の電離
箱は測定用電離箱として使用し、印加電圧
を変化させ(300,400,500 V)つつビームの入
射角を変化(90,80,70,60,50°)させて測定を
行った。また、2台の電離箱の収集電荷量の
比が電圧の逆数に対して線形関係を持つこ
とから、初期再結合率はこの線形グラフを

電圧が無限大となるまで線形回帰すること
で見積もることができる。さらに、核種ご
との初期再結合特性を調査するため
4
He(100,70,56,45,31MeV/u),12C(100,70,56,45,
31MeV/u),20Ne(100,82,70,56MeV/u) に つ い
て測定を行った。

された再結合定数CRを核種、エネルギーご
とに表したものを示す。この結果すべての
核種において再結合定数が入射エネルギー
に依存しない一定の値で表わせることに成
功したことが分かる。
しかし、再結合定数CRは本来核種に依らな
い値であると見込んでいることから、今後
この再結合定数CRの核種依存性解消のため、
生成電子運動エネルギーをモデルに導入す
ることが必要である。
0.07

12C 100MeV/u
12C 100MeV/u cal
12C 70MeV/u
12C 70MeV/u cal
12C 56MeV/u
12C 56MeV/u cal
12C 45MeV/u
12C 45MeV/u cal
12C 31MeV/u
12C 31MeV/u cal

0.06
0.05

図 1 実験体系

q/Q∞

0.04

4． Result in current year
再結合モデルの改良にあたって、イオン密
度niのコア領域中をlだけ進んだ電子が再結
合を免れる確率f(ni,l)に注目し、再結合はこ
の確立と電子移動距離の分布関数A(E,l)を
用いて以下のように表せるとした。
δq/Q ∞  1 

l max

 A( E , l ) f (n , l )dl
i

0.02
0.01
0.00
10

(1)

4

l l 

(2)

2


1
AE , l  
e (E)
 ( E )

(3)

ここで、CRは放射線の種類に依らず再結合
の度合いを表す固有の値であると見込んで
いる。また、μ(E)：入射エネルギーに依存
して電子移動距離のばらつきを表す関数、
̅
� ：電子移動距離の平均である。
このとき、イオン数密度はMoribayashiによ
って近年考案されたトラック構造モデル 4)
を基に算出している
図2に初期再結合率(δq/Q∞)と電子移動距離
lの関係を表した12Cの実験結果及び、この実
験結果を上記の再結合モデル関数でフィッ
ティングした結果を示す。この結果、初期
再結合率は電子移動距離及び入射エネルギ
ーに依存する傾向が確認され、再結合モデ
ル関数によって実験結果の傾向を再現でき
ることが確認された。
図3に前述のフィッティングによって算出

He Moribayashi model
C Moribayashi model
20
Ne Moribayashi model
12

Initial recombination constant CR

f ni , l   e

0

1000

図 2 炭素線の実験結果とモデル関数との比較
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図 3 再結合定数のエネルギー依存性
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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
田中隆宏 、清水森人 a、森下雄一郎 a、黒澤忠弘 a、
加藤昌弘 a、山口英俊 a、齋藤則生 a、福村明史 b
T.Tanakaa, M.Shimizua, Y.Morishitaa, T.Kurosawaa,
M.Katoa, H. Yamaguchia, N.Saitoa and A.Fukumurab

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。当グループでも、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、当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
線と同等の精度での炭素線の水吸収線量の
絶対評価を目指している。
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2. 昨年度までに得られている結果
これまで単色の炭素線を使った深部電離
量測定（図１参照）など、基礎的な測定を
中心に行った。図１に示す通り、グラファ
イト中と水中とでは異なる深部電離量分布
が得られた。これは炭素線の阻止能比の違
いを反映しており、グラファイトカロリー
メータと水カロリーメータによる炭素線の
吸収線量の測定結果を比較する際の重要な
データとなった。
5
PDI (arb. unit)

Abstract
We are developing the absorbed dose to water
standards in heavy ion beams using calorimetry.
We confirmed that a new ridge filter we
designed improves flatness of a spread-out
Bragg peak (SOBP) for 290 MeV/n carbon ion
beam. Signal to noise ratio of a graphite
calorimeter measurement system was improved.
In addition to the graphite calorimeter, we
developed a water calorimeter. By using
mono-energetic carbon ion beam of 290 MeV/n,
a calorimetric comparison between the two
calorimeters was performed.

290MeV/u Carbon
Mono 10cm
Graphite phantom
Water phantom

4
3
2
1
0
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10
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図 1：炭素線の深部電離量分布(単色 290
MeV/n)の測定結果（青丸：水ファントム、
黒三角：グラファイトファントム）
単色の炭素線に加え、治療用の線質であ
る 290MeV/n 炭素線の SOBP 6cm について
も深部電離量分布測定を行った。その結果、
吸収線量を評価する水深さである SOBP 中
心付近での物理線量の勾配が大きく、吸収
線量の測定精度への影響が懸念される結果
となった。そこで、これまで取得した基礎
データを基に、SOBP 中心での物理線量を
平坦化するためのリッジフィルタの設計・
製作をした。
また、炭素線用に新たに開発したグラフ
ァイトカロリーメータの炭素線照射による
応答（検出部の温度上昇）は確認した。し

かし、SN 比の改善などの課題も明らかとな
った。そのため、計測システムなどの改良
を行った。
3. 今年度の研究内容と結果
290MeV/n（SOBP 6cm）の炭素線用に新
たに開発したリッジフィルタを用いて、深
部電離量測定を行った。図 2 に示す通り、
開発したリッジフィルタにより、吸収線量
を評価する深さ（および電離箱を校正する
深さ）である SOPB 中心近傍での物理線量
の平坦化を確認した。さらに、グラファイ
ト中でも深部電離量分布の測定を行い、
290MeV/n の単色炭素線の場合(図１)と同様
に、阻止能比の違いを反映した結果を得た。

PDI (arb. units)
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290 MeV/n Carbon
SOBP 6 cm (new ridge fileter)
Water phantom
Graphite phantom
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図 2： 290MeV/n 炭素線(SOBP 6cm)用に
開発したリッジフィルタの深部電離量分布
(PDI)の測定結果
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図 3：グラファイトカロリーメータによ
る炭素線(単色 290MeV/n)の熱量（吸収線量）
測定の一例(黒線：検出部の温度変化、赤
線：感度校正用電気ヒータへの投入電力)
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グラファイトカロリーメータの計測シス
テムの改良後、単色 290MeV/n の炭素線の
熱量測定を行った（図 3 参照）。図 3 に示す
通り、炭素線場においても、充分な SN 比
を達成していることを確認した。
さらに、水カロリーメータを新たに開発
し、290MeV/n の炭素線の吸収線量について、
グラファイトカロリーメータとの比較実験
を行った(2017 年 1 月末)。水カロリーメー
タは炭素線場での初めての測定にも関わら
ず、充分な SN 比と再現性であることを確
認した。グラファイトカロリーメータとの
比較結果は現在解析中であるが、両者とも
概ね良い一致を示したと考えている。
4. まとめ
本年度は、SOBP 中心付近での線量の平
坦化を図るために新たに開発したリッジフ
ィルタの線質測定を行った。開発したリッ
ジフィルタにより、吸収線量を評価する深
さ（および電離箱を校正する深さ）である
SOPB 中心近傍での物理線量の平坦化を確
認した。ファントム中での線量の急な勾配
は、カロリーメータによる熱量測定の不確
かさ要因となることが懸念されるため、こ
の新規リッジフィルタの開発は、カロリー
メータによる炭素線の吸収線量の高精度評
価につながる。
また、グラファイトカロリーメータと水
カロリーメータの開発が概ね終了し、両カ
ロリーメータによる炭素線の熱量（吸収線
量）の比較実験を行った。その結果、概算
ではあるが概ね良い一致を示し、両カロリ
ーメータともに炭素線の吸収線量を測定で
きることを確認した。
謝辞
本研究の一部は JSPS 科研費 24791365,
26293137 の助成を受けたものです。HIMAC
の実験では、HIMAC のビームラインオペレ
ータの皆様の協力により本研究を推進して
います。ここに感謝の意を表します。
a.

産総研

b.

放医研

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）
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れている。このインフレーション理論が予
Abstract
言する重要な帰結の一つとして、宇宙の温
We carried out a study on the radiation
度揺らぎが挙げられる。実際、宇宙マイク
tolerance of the materials used for a scientific
ロ波背景放射の温度揺らぎは既に発見され
satellite that measures the polarization of the
ている。加えて、時空そのものにも揺らぎ
cosmic microwave background. The satellite,
を与えたと考えられ、それは原始重力波と
called LiteBIRD, observes the millimeter
なる。原始重力波は、CMB に B モードと呼
waves (40~400GHz) using a polarization
modulator (Half Wave Plate), a telescope,
ばれる特殊な偏光をつくる。その偏光成分
anti-reflection coated silicon lenses and
は、温度にして数十ナノ K であるため、系
superconducting detectors. The components
統誤差を抑えるための細心の注意が必要で
will be irradiated by the cosmic radiation that
ある。LiteBIRD では、40-400GHz のミリ波
are mainly protons with the average energy of
領域で CMB の偏光を精密測定することを
200MeV and may change the characterization
目的とする。ミリ波で空を高感度で撮像し、
due to the displacement of the crystal nuclei.
系統誤差を極力減らすために、偏光を変調
Therefore it is important to study possible
する回転半波長板(HWP)、表面反射を防ぐ
effects of radiation to the satellite components
before the launch. The satellite will operate for
コーティングがなされたレンズ、超伝導検
about three years at the sun-earth L2 point. The
出器を使用する。それらの構成部品は、宇
total ionization dose amounts to 10 krad at
宙空間上で絶えず放射線（主成分は陽子）
most in its three years of operation.
によって被曝する。放射線により、それら
We performed a test to irradiate protons to
の光学特性が変化すると、余分な系統誤差
samples of the LiteBIRD components using a
になりうる。そのため、事前に放射線によ
HIMAC 160MeV proton beam. The samples
る影響を理解する必要がある。
are the HWP, milli-wave black bodies and
本研究では、LiteBIRD で使用する光学部
anti-reflection coatings. We report the results of
the optical characteristics measured before and
材と超伝導検出器に、宇宙における 3 年間
after the irradiation.
分に相当する陽子ビーム量を照射し、照射
1． 研究の目的とバックグラウンド
前後の特性を比較することにより、放射線
本研究は、科学衛星 LiteBIRD[1]で使用す
による影響の有無を調べることを目的とす
る部材の放射線耐性を調べることを目的と
る。もし仮に影響が認められれば、他の材
する。LiteBIRD は、宇宙マイクロ波背景放
料を探すなどの対応が必要であり、衛星の
射(CMB)の偏光を精密に測定する衛星であ
設計上、極めて重要な試験である。
り、2020 年台の打ち上げを目指す。宇宙の
2． 昨年度までに得られている結果
熱いビックバンの前に、インフレーション
昨年度まで 8 時間の HIMAC ビームタイ
と呼ばれる加速膨張があり、一瞬にしてア
ムを 3 回頂き、生物照射室において陽子ビ
メーバーが銀河の大きさになったと考えら
ームの照射試験を行った。ビームの径は 1
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σが 50mm 程度のガウシアン形である。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)であった。照射試料は、
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)である。
MKID の照射結果については、レフリー付
き論文に出版した[2]。
今年度の研究内容
平成 28 年 7 月 3 日と 12 月 10 日にそれぞ
れ 8 時間の HIMAC のビームタイムを頂い
た。照射条件は前年度と同様である。平成
28 年度では、屈折率測定系の改良を行い、
より精度よく測定可能になった。ミリ波黒
体の反射率の影響、反射防止膜の誘電率の
変化測定についても行った。
3． 今年度の研究成果と解析結果
HWP の材料のサファイアの屈折率の測
定において、系統的な誤差があった。今年
度は、徹底的にその要因を探り出し、測定
系の改良を行った。調査の結果、測定系の
温度依存性・光学系アライメント・周りか
らの反射や散乱が原因であることをつきと
め、屈折率の測定精度を改善した。

HWP の材料としては、他にアルミナや、メ
タマテリアルを応用した物も存在する。そ
れらの部材についても、同様の試験を行っ
ており、結果は、次回の日本物理学科で発
表予定である。
LiteBIRD では、ミリ波の波長帯において、
余分な放射を吸収する黒体を使用する。黒
体の性能は、その反射率で決定される。国
立天文台において、HR-10 と TK-RAM とい
う 2 種類の黒体について反射率を照射前後
で測定した。110~170GHz の周波数範囲で、
-30~-40dB の反射率が測定された。測定系の
調整があまりいかなかったが、5dB 以下の
精度で照射前後に差が無いことが確認され
た。
アメリカのカリフォルニア大学バークレ
イ校では、LiteBIRD で使用するミリ波検出
用超伝導検出器の開発を行っている。その
一つの要素として、シリコンレンズに塗布
する反射防止膜の放射線耐性を調べた。ミ
リ波の透過率を照射前後で測定し、その干
渉パターンから誘電率を測定した。測定精
度は 10%であるが、照射前後で差は見られ
なかった。
４．成果発表
これまで、レフリー付き論文 1 編、日本
物理学科発表４件、国際会議発表２件にて
成果を発表した。
参考文献
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図 1：透過率の周波数依存性。
図 1 は、HWP で使用するサファイア基板の
ミリ波透過率の周波数依存性の測定結果
（赤線）とフィット結果（青）を示す。周
波数依存性は、試料の屈折率と厚さを反映
する。厚さは別途測定することにより、屈
折率を 0.5%以下の精度で求めることが可
能になった。測定結果、照射前後で誤差の
範囲以内で差がないことが確認できた。
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シンチレーティング Glass GEM を用いた炭素線線量分布測定に関する研究
Scintillating Glass GEM for high resolution dose imaging detector for hadron beam therapy
(15H341)
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Abstract
A two-dimensional high resolution dose
imaging detector based on scintillating gas and
Glass GEM (Gas Electron Multiplier) has been
developed and tested for daily Quality
Assurance measurements (QA) in hadron beam
radiotherapy with active scanning technique,
for both mono-peak beams and Spread-Out
Bragg Peak.
We have designed and fabricated a new 2-D
gaseous detector with well-type Glass GEMs
and scintillation gas (Ar/CF4). Mono-peak and
SOBP (Spread Out Bragg Peak) beam has been
successfully measured and the result were
qualitatively compared with standardly used
ion chamber. Peak-plateau ratio reached up to 4
with mono-peak beam and for SOBP
measurement, the difference between standard
ion chamber and the scintillating glass GEM
was 0.3 % to 1.7 % in peak-plateau ratio.

オンチェンバーをスキャンしていく計測手
法が一般的に使われている。イオンチェン
バーは位置分解能はもたないが、応答が
LET に依存せず正確な線量測定には不可欠
な検出器である。一方、測定に長時間を有
すること、空間分解能がない（アレイ型の
場合は空間分解能が悪い）という問題を抱
えており、位置分解能を有しつつ、LET 依
存性のない応答特性を持つ線量分布測定シ
ステムが強く望まれている。

2． 昨年度までに得られている結果
現在、イオンチェンバーに代わる放射線吸
収線量分布測定システムとして、二次元ア
レイ電離箱や TLD、シンチレータ、半導体
検出器などが検討されているが、いずれも
分解能やリアルタイム性、放射線耐性、そ
して LET 依存性などに課題があり、イオン
チェンバーを置き換えるには至っていない。
また、近年我々は GEM と呼ばれる増幅型
1． 研究の目的とバックグラウンド
ガス検出器が注目して開発に取り組んでい
重粒子線や陽子線を用いたがん治療は、が
るが、ピークプラトー比ではイオンチェン
ん病巣を局所的に狙いうちし、がん病巣に
バーには及ばず、正確な線量分布測定には
対して高い線量を十分与えながら、正常細
まだ課題が残っていた。
胞へのダメージを最小限に抑えることが可
本研究では、本課題を解決するためにシ
能な放射線を用いた最先端の治療法である。
ンチレーションガスと Glass GEM と呼ばれ
一方、粒子線を健常部に照射した場合には
る電子増幅器(1)と冷却 CCD（リニアタイプ）
多大な被爆となるため、正確な治療のため
を組み合わせ、さらに新しく Micro-well 型
には綿密な線量分布の測定によって治療計
構造を取り入れ、粒子線の線量分布を正
画を立てることが不可欠である。現在、線
確・高分解能・高速に取得可能な計測シス
量分布の把握には電離箱が用いられている
テム（Scintillating Glass GEM）を開発して
が、測定に時間がかかる（空間をスキャン
いる。図 1 にその外観を示す。検出器内部
していくため）
、空間分解能が悪いという欠
のガスが、粒子線によって電離され、Glass
点があり、測定の効率化と高空間分解能化
GEM で電子雪崩を発生させる。その際に、
という２つの点で改善が求められている。
Glass GEM の微細孔内でガスが励起され、
実際の医療現場における治療計画の検証
強い励起発光が発生する。本検出器はその
は、コリメータとボーラスで整形した粒子
励起発光を冷却 CCD カメラで捉えること
線ビームを放射線検出器を用いて 2 次元、
で、発光分布を測定し、線量分布を測定す
3 次元による線量分布の検証を行っている。
るものである。従来の GEM 型ではガラス
現行の測定手法は、信頼性の高い 3 次元放
やミラーなどから発生するチェレンコフ光
射線吸収線量分布測定システムとして、イ
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が問題となっていたが、新しく Micro –well
型の検出器構造を採用することでノイズと
なるチェレンコフ光の発生を防いでいる。

図 3．Proton 160 MeV モノピークの測定結
果

図１．Scintillating Glass GEM の概要

図 2．従来型の構造(左)と改良型(Micro-well
型)GlassGEM の構造(右)
3． 今年度の研究内容
Scintillating Glass GEM と大面積電離箱で
160 MeV 陽子線のモノピークを測定した結
果を図 3 に示す。大面積電離箱線量計の測
定値と Scintillating Glass GEM の測定値に
大きな差異はない という結果が得られた。
これらの結果を見ると、SOBP の測定でも
同様に、大面積電離箱の測定値と
Scintillating Glass GEM の測定値の差異は
極めて小さく、ビームタイム内の複数回の
測定でも高い再現性も得られた。臨床の
SOBP の測定では、SOBP の中心を基準深
とすることが標準的であるため、SOBP 中
心を基準にして正規化した結果、SOBP 中
心付近では SOBP 中心との誤差が 0.3 % か
ら 1.7 % 程度となった。

221

4． 今年度の研究成果と解析結果
Scintillating Glass GEM によって、重粒子線
治療の線量測定に要求される簡便な測定法、
少ない LET 依存性といった性能を満たす
ことが本研究によって示された。しかし、
モノピークの測定では未だ大面積電離箱の
応答との相違については解決するに至って
おらず、我々の線量計にはまだ改良が必要
である。また、粒子線治療の現場で行われ
ているスキャニング法においては、SOBP
ではなくモノエネルギーのピークを高速
でスキャンしているため、ブラッグピーク
の測定が必要である。こうした目的のため
にもブラッグピークを正確に再現できるよ
うな二次元線量計の開発が必要であるため、
今後はガスの組成を変化させ、測定するこ
とを考えている。
また、相違についてはより定量的な議論
をするためには、測定値の不確かさについ
ても評価する必要があり、次年度以降は複
数回の照射での評価を検討する必要がある。
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重粒子線に特化した生体内用マイクロ線量計開発
Development of in-vivo dosimeter specialized for heavy-ion particle therapy
（15H343）
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order to obtain dose information. The problem
here is that scintillation crystals have larger
quenching effect as LET becomes larger. The
quenching effect increases ambiguity to dose
information at high LET regions. Our solution
is the combined analysis of two kinds of
scintillation
crystals
with
different
LET-response. This would compensate the
quenching effect and allow us to use it as a
dosimeter at wide LET ranges. It should be
noted that each light output from two kinds of
crystals via one optical fiber is separated by
making use of their different wavelength
distributions.

Abstract
The development of a new small in-vivo
dosimeter particularly used in heavy-ion
particle therapy is in progress. The
configuration of the dosimeter is scintillation
crystal and optical fiber. One problem in
employing a scintillator as dosimeter for
heavy-ion beam is the quenching effect of
scintillation light in high linear energy transfer
(LET) regions. Our solution for compensation
of quenching effect is to combine information
of two kinds of scintillation crystals having
different LET-response. Each light output from
crystals via one optical fiber is separated by
making use of difference of wavelength
distribution of scintillation light. A prototype
dosimeter consisting of two kinds of
scintillation crystals, GAGG and YAP, has been
designed and is being studied.

2．昨年度までに得られている結果
Five kinds of plastic scintillators and eight
kinds of inorganic ones had been irradiated by
several kinds of radiation having different LET.
The inorganic crystals were BaF2, BGO, CsI,
GAGG, LYSO, NaI, YAP, and YSO. Little LET
dependence in terms of shape of wavelength
distribution was observed. The result suggested
that it was supposed to be insufficient for
extraction of LET information from it with
good signal to noise ratio.

1．研究の目的とバックグラウンド
The final goal of H343 experiment is to show
feasibility of new in-vivo dosimeter particularly
used in heavy-ion beam therapy. Size of the
dosimeter is the sub-centimeter order so that it
can be inserted into a human body. The
configuration of the dosimeter is scintillation
crystals and an optical fiber, where the crystal
is fixed at an edge of the optical fiber. The
optical signal is transferred to outside of body
via the optical fiber. The signal is then
converted to dose information after signal
processing. Such kind of dosimeter used for
high energy X-ray treatment or brachytherapy
is already developed and clinically used.
Because the linear energy transfer (LET) of
X-ray or gamma-ray is roughly constant when
it is drawn as a function of depth from human
body surface, the count rate of X-ray from a
scintillation crystal gives us dose information.
However, heavy-ion has a Bragg-peak. One has
to know analog information (light output) from
a scintillation crystal as well as count rate in

3．今年度の研究内容
The LET dependence of light output from the
crystals were studied. Radiation employed was
6MV X-ray from a linac (Synagy, Elekta) at the
Tokyo Women’s Medical University and 40Ar
ion at 500 MeV/u extracted from the HIMAC
at the NIRS.
Then, a prototype dosimeter was designed and
constructed after consideration of appropriate
combination of the crystals. Two kinds of sizes
of prototype dosimeter were prepared for the
study of signal to noise ratio. One was for large
signal with one side of 12.7 mm, and the other
was for small size with that of 5 mm, where the
crystals are cube. The crystals of GAGG and
YAP were selected because of the analysis
described in the following section. The two
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Fig. 2: Concept and schematic figure of a
prototype dosimeter. Mixed light signal
from GAGG and YAP is separated by a
dichroic filter thanks to its transparent
character as shown in the panel a). Signal
from YAP is reflected by the filter, while
that from GAGG is transmitted as shown in
the panels b) and c), respectively.

Fig. 1: Output dependence as a function of
LET. Two data measured by using X-ray and
40
Ar beam at 500 MeV/u are plotted for each
crystal. The vertical axis is normalized by
the case of the plastic scintillator (EJ200) .
crystals were combined in parallel to optical
guide for mixed light signal to be guided to
optical fiber. Optical fiber made of quartz was
used because good transparency for ultraviolet
was necessary. The signal was separated by a
dichroic filter (SDM455S, Shiguma-koki). The
filter is expected for scintillation light from
GAGG to be transmitted and for that from YAP
to be reflected. The separated light was
amplified and converted to electrical signal by
photomultiplier tubes (PMT: H10721P,
Hamamatsu). The electrical signal was
processed by a circuit consist of NIM and
CAMAC.
4．今年度の研究成果と解析結果
Figure 1 shows LET dependence of light
output for each crystal. The vertical axis
represents relative intensity since output of the
plastic scintillator (EJ200) is normalized to
unity. Although the same radiation (X-ray and
40
Ar) were irradiated, corresponding LET
values for each crystal were different because
density of crystal is different. The result shows
that output by GAGG decreases and that by
YAP increases when LET becomes high,
suggesting different response to quenching
effect. What is better, their wavelength
distribution does not overlap: scintillation light
by GAGG has a maximum value at 500 nm,
while that by YAP has at 380 nm, indicating
good separation of light signal by setting
threshold at 450 nm for example. Thus, we
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selected GAGG and YAP as a prototype.
Figure 2 shows concept and schematic figure
of a prototype dosimeter. Original light signal
contains both the light as shown in the panel a).
Since the transparent property of the dichroic
filter is as shown in the panel a), it is expected
that most part of the light from GAGG is
transmitted and that from YAP is reflected.
Feasibility of the light separation method
should have been studied by using X-ray from
the linac. Since the first prototype had optical
fiber made of plastic, however, the light from
YAP was not observed owing to bad
transparency for ultraviolet. Thus, we are
preparing new one with having optical fiber
made of quartz. The new prototype will be
studied using carbon-ion at the HIMAC at the
end of February in 2017.
a.

Tokyo Women’s Medical University
QST
c.
Waseda University
d.
The University of Tokyo
b.

Characterization of Bubble Detectors Used in Space Radiation Dosimetry
Charged Particle: Oxygen and Carbon Beams
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Abstract
2. Methodology Description

In order investigate the sensitivity of neutron
bubble detectors used in space to energetic
heavy ions, experiments were carried out at
HIMAC. The detectors were exposed to 400
MeV/nucleon carbon and oxygen ions at
different fluences. Different energy beams were
obtained by inserting water equivalent absorber
of different thicknesses between the beam
nozzle and the bubble detectors. Preliminary
results have been analyzed and show that the
minimum LET thresholds for bubble formation
by Oxygen and Carbon ions are slightly different.

2.1. Space Bubble Detector
The bubble detectors used in these experiments
were Space-Type Bubble Detector of the same
type used aboard the International Space Station.
the bubble counting was done automatically
using a BDR-II Bubble Detector reader.
2.2. Experiments Description
All exposures with space bubble detectors were
conducted in the HIMAC BIO Room. Bubble
detectors were exposed to 10 cm diameter 400
MeV/amu Carbon and 400 MeV/amu Oxygen
beams. To allow the Bragg peak of each beam
to be positioned inside the sensitive volume of
the bubble detector, layers of the absorber
thicknesses ranging from 0 to ~20 cm were
positioned between the beam nozzle and the
detectors. Positioning the Bragg peak in the
detector permitted the minimum LET for bubble
formation to be determined. The characteristics
of the two heavy ion beams are summarized in
Table 1.

1. Introduction
An ongoing investigation of neutron bubble
detectors used in space dosimetry with energetic
heavy ions have shown that these detectors are
LET threshold detectors[1]. The study has also
shown that the minimum LET threshold for the
space bubble detector exposed to Si beam was
110  10 keV/ [1]. However, this minimum LET
threshold for bubble formation by direct
ionization also appears to depend on the atomic
number, Z, of the projectile. Results summarized
in our previous work were unable to fully
address the question of the LET threshold Zdependence. Last year we continued our study
using energetic oxygen and carbon beams at
HIMAC[2].

Table 1: Characteristics of heavy ion beams
used in characterizing bubble detector

Ion
16

O
C

12

This report outlines some preliminary results of
experiments performed with energetic oxygen
and carbon beams.

Energy
(MeV/amu)
400
400

LETH2O
(keV/m)
19.6
11.02

Fluence
Particles/cm2
0.70 – 1.56 x 106
0.76 – 8.36 x 105

3. Preliminary Results
3.1. Irradiation with Oxygen Beam
The results from the first experiment without
any absorber are shown in Figure 1 (d), while
1
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Figure 1(a, b, c) illustrate results from different
LET exposures using different thicknesses of
absorber.

Figures 1 and 2 show that the value of the LET
threshold for bubble formation is slightly
different for the two beams. This difference in
minimum LET theshold for bubble formation by
beams of different Z is consistent with previous
results from He and Si beams reported earlier.
The reason for this Z dependence has yet to be
determined, but may be related to track structure.

Figure 1: Bubble detector after exposure to four
different Oxygen beam energies.

Figure 2: Bubble detectors after exposure to
three different LET carbon beams.
4. Preliminary Conclusion

With no absorber (19.6 keV/m), the range of
the O particles is beyond the length of the
detector (4.5 cm). Behind the three absorber
depths, the O particles stopped within the
sensitive volume of the bubble detector as
shown in Figure 1 (a, b, c). The concentration of
the bubbles at the Bragg peak is much larger
than in the plateau region demonstrationg that
the LET in the Bragg peak is large enough to
form bubbles.

A series of experiments, with a set of space
bubble detectors similar to those currently in use
aboard the International Space Station, has been
conducted. The detectors have been exposed to
Carbon and Oxygen ion beams at different
energies at the NIRS HIMAC heavy ion
accelerator.
Preliminary results suggest that the bubble
detector threshold for bubble formation may
depend on the atomic number of the projectile
charged particle. A thorough quantitative
analysis will be performed and reported later for
various ions. Bubbles in the plateau of the beam
are produced by nuclear interactions, while those
in the Bragg peak are produced by direct
ionization.

3.2. Irradiation with Carbon beam
Using the same methodology used for the
Oxygen beam, the bubble detector was exposed
to different LET carbon beams. Figure 2 shows
the bubble detector images for three different
exposures.
Similar to the oxygen beam exposures, the
Bragg peak in Figure 2 (a and b) appears at
different depths within the bubble detector
sensitive volume. The population of bubbles is
much larger in the Bragg peak region as
compared to the plateau. One can notice that a
comparison of the Bragg peak position in both

Future and current experiments are planned to
investigate the Z-dependence of the LET
threshold of the bubble detector using different
ion beam along with the bubble spectrometer.

2
225

PZT 検出器の放射線測定への応用
Application of Piezoelectric PZT Detector to Radiation Measurement
(15H346)
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Abstract
An acoustic-type radiation detector has been
developed. The detector was fabricated using
piezoelectric lead zirconate titanate (PZT). This study
was performed with a PZT disk whose diameter and
thickness were 18 mm and 12 mm, respectively. The
PZT disk was polarized in the thickness direction, to
which a 400 MeV/n Xe beam was incident. The beam
was extracted for ~0.6 s every ~3 s and the intensity
was ~108 particle per pulse. The resonant frequency
in a radial direction (fr) and that in a thickness
direction (ft) of the disk were measured by an
impedance analyzer during the beam irradiation. It
was confirmed that fr monotonically increased with
the accumulated energy in the detector, while ft
monotonically decreased.
1. 研究の目的とバックグラウンド
我々は圧電性材料である PZT を用いた放射線
検出器の実用化を検討している。現在は、PZT 素
子に高エネルギーXe イオンビームを直接照射す
ることによって、素子に生じた電気信号や素子の
特性変化を定量的に調べている。
2. 昨年度までに得られている結果
昨年度は、一辺が 8mm の立法形状の PZT 素子
に 400MeV/n の Xe イオンビームをその分極方向
へ照射する実験を行った。ビーム強度を~104ppp
に固定し、Xe イオン一個の入射で素子に生じる
電気信号の検出を試みた。同時計数法によって
Xe イオン一個の入射時刻を計測し、その時刻に
同期して発生するような信号を得た。
また、ビーム強度~108ppp で 400MeV/n の Xe
イオンビームを直径 40mm、厚さ 8mm の円盤型
の PZT 素子（分極方向は厚さ方向）の分極方向
へ照射する実験も行い、その照射下での径方向の
共振周波数（fr）近傍の周波数－インピーダンス
特性の変化を調べた。照射開始から~100 分前後
で素子の表面温度が一定値に達する結果を以前
の実験で得ていたが、その時刻以降から、fr がそ
の積算照射量に比例して単調に増加することを
確認した。また、照射終了後に fr がほぼ一定の値
を保持することも確認できた。
3. 今年度の研究内容
i) Xe イオン一個の入射に対する PZT 圧電素子の
出力評価：
ビーム強度~103ppp の 400MeV/n の Xe イオンを
昨年度と異なった直径 18mm、厚さ 12mm の円盤
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型の PZT 素子（分極方向は厚さ方向）へ照射し
た。素子に信号処理アンプを結合させ、Xe イオ
ン一個の分極方向への入射で素子に生じる電気
信号の検出を試みた。
ii) PZT 圧電素子の共振周波数の放射線量に対す
る依存性：
ビーム強度~108ppp の 400MeV/n の Xe イオンを
直径 18mm、厚さ 12mm の円盤型の PZT 素子（分
極方向は厚さ方向）の分極方向へ照射した。その
照射下で昨年度までと異なった素子の周波数－
インピーダンス特性をインピーダンスアナライ
ザで計測した。そして、径方向ならびに厚さ方向
の共振周波数とビームの積算照射量との関係性
を調べた。
4. 今年度の研究成果と解析結果
i) 今回使用した PZT 素子においても昨年度と同
様の応答信号を検出した。その信号を更に調べた
結果、外部雑音に起因するものであることが判明
した。これは昨年度の結果にも当てはまると考え
られる。
ii) Xe ビーム照射前にインピーダンスアナライザ
で計測した PZT 素子の周波数－インピーダンス
特性の変化を図 1 に示す。

図1

PZT 素子の周波数－インピーダンス特性

80k~150kHz の周波数範囲の中に極小値と極大値
の組が 2 つ存在することが確認できる。それらは
周波数の低い方から、素子の径方向の共振周波数
（fr）と反共振周波数、厚さ方向の共振周波数（ft）
と反共振周波数の存在を示している。昨年度まで
使用していた素子の fr の値と比べてより高くな

っていることが確認できる。
図 2 は、fr 近傍の周波数－インピーダンス特性
の変化を~3Hz の周波数分解能で計測した結果の
一例である。図の周波数範囲の中で最小のインピ
ーダンス値を示す周波数を fr とした。

ーダンス値を示す周波数を ft とした。

図4

図2

fr 近傍の周波数－インピーダンス特性

Xe ビームを照射している間、1 分毎に図 2 の周波
数範囲内でのインピーダンス計測を行い、fr の変
動を調べた。図 3 に Xe ビームの照射時間に対す
る fr の変化を示す。

ft 近傍の周波数－インピーダンス特性

Xe ビームを照射している間、1 分毎に図 4 の周波
数範囲内でのインピーダンス計測を行い、ft の変
動を調べた。図 5 に Xe ビームの照射時間に対す
る ft の変化を示す。

図5

ft の Xe ビーム照射時間依存性

これは ft に関する図 3 と同様の図である（ビーム
の照射開始から、~280 分後にトラブルによりビ
ーム照射を停止したが、~300 分後から照射を再
図3
fr の Xe ビーム照射時間依存性
開し、~520 分後に照射を終了した）。ビームの
照射開始の早い段階から、ft がその積算照射量に
これはビームの積算照射量に対する fr の変化を
表している。横軸の 0 分からビームを照射し始め、 比例して単調に減少するのが見て取れる。
分極処理の施されていない素子には当然共振
~520 分後にビームの照射を終了した（図中の OFF
現象は見られない。それ故に、この fr の増加と ft
以降、ビームは停止したままである）。ビームの
の減少の主な原因は、ビーム照射による圧電特性
照射開始から早い段階で、fr がその積算照射量に
の変化に起因していると考えられる。素子のマク
比例して単調に増加するのが見て取れる。昨年度
ロな形状の変化も含めて、それらの定量的な関係
まで使用した素子に比べて体積や表面積が小さ
を今後明らかにしていく必要がある。
く、素子の表面温度は照射開始後~100 分より早
く一定値に達したことが予想される。照射終了後
a.
大阪市大, b.千葉工大、c.本多電子、d.ファムサイ
に一度 fr の値が減少するが、その後、照射終了直
エンス, e.阪大, f.放医研
前の値をほぼ保持していることも確認できた。
図 4 は、ft 近傍の周波数－インピーダンス特性
の変化を~3Hz の周波数分解能で計測した結果の
一例である。図の周波数範囲の中で最小のインピ
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重粒子線による水溶液中のヒドロキシルラジカル生成密度の測定
Measurement of Density of Hydroxyl Radical Generation in Aqueous Solution
Induced by Heavy Ions Beam at NIRS-HIMAC
(15H347)
a, b
a
a
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Y. Ogawa a, b, E. Sekine-Suzuki a, I Nakanishi a and K. Matsumoto a, b
Abstract
The regulation of hydroxyl radical (•OH),
an important player of biological oxidative
stress in a bad sense, is essential for
suppressing indirect actions of radiation.
Recently, the localized two different, i.e.
“sparse” and “dense”, •OH generations by
ionizing radiation in aqueous samples were
reported based on an electron paramagnetic
resonance (EPR) spin-trapping experiment. A
series of several concentration of 5,5dimethyl-1-pyrroline-N-oxid (DMPO) was
used as the chemical detector of •OH to
evaluate density of •OH generation. To assure
this experimental concept, a similar
experiment was carried out using a
fluorescent probe, disodium terephthalate
(TPA-Na), to estimate density of •OH
generation induced by heavy-ion beams
(C290, Si490, Fe500). The result ensured the
localized •OH with two different densities.

酸二ナトリウム (TPA-Na) を用いた蛍光プ
ローブ法にて再度検証を行った。
2. 昨年度までに得られている結果
32 Gy の鉄線照射による•OH 生成を
EPR 法と蛍光法により検出し、比較した。
蛍光法でも、EPR 法の結果と同様に、高
密度なプローブ (密度: 500μm-1, 濃度: 208
mM) でないと検出できない極めて密な
•OH の生成が観測された。イオントラッ
ク構造のコアにおける高密度な•OH を正
に反映した結果であると考えられた。
3. 今年度の研究内容

ヒドロキシルラジカル生成密度評価
年度に引き続き、TPA-Na を用いた蛍
光法による•OH 生成密度の検証を継続し
た。今年度は炭素線とシリコン線、鉄線
について、比較的 LET が低い重粒子線と
して BF: 0 mm のビームを照射し•OH 生成
の LET 依存性とその分布の解明を目指し
た。それぞれ BF: 0 mm の比較的 LET が
低い領域あるいはブラッグピーク付近の
領域を照射し、•OH 生成密度を比較した。

1. 研究の目的とバックグラウンド
重粒子線のような高 LET 放射線による
生物的影響は、直接作用が主であると言
われてきた。しかしながら、活性酸素種
(Reactive Oxygen Species: ROS) の生成が
少なからず関与していることが認識され
つつある。ROS の中でも極めて早い段階で
生じ、かつ強い酸化力を有するヒドロキシル
ラジカル (•OH) は、放射線障害の主要因とし
て考えられている。これまでに、電子常磁
性共鳴 (EPR) スピントラッピング法を用
いた研究により、放射線が生じる•OH に
は 2 種類の生成成分があることを報告し
た 1)。しかし、局所的に 1000 mM を超え
る高密度の•OH を補足するには、それに
相応するスピントラップ剤濃度 (0.5~1680
mM) が必要であり、その際、ラジカル付
加生成物や不純物が由来となるシグナル
の影響が懸念される。そのため、ラジカ
ル付加生成物が長時間安定なテレフタル

重粒子線照射
段階的に濃度を調整した 350 mL の
TPA-Na 水溶液 (0.5-208 mM) をポリエチ
レン製の袋 (縦：55 mm, 横：40 mm, 厚
み ：0.04mm) に 密 封 し た 。 炭 素 線 (290
MeV/μ, BF: 0 mm or 147 mm)、シリコン線
(490 MeV/μ, BF: 0 mm or 135 mm)、鉄線
(500 MeV/μ, BF: 0 mm or 70 mm) を用い、
各濃度の TPA-Na 水溶液にそれぞれ 32 Gy
照射した。照射後、蛍光光度計 (Ex.310
nm/Em.425 nm) を使用し試料を測定した。
4. 今年度の結果と解析結果
図１に蛍光法により測定した、LET の
違いによる TPA-Na 酸化生成物量の比較
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を示す。比較として 32 Gy の X 線 (3.2
Gy/min) を照射した結果、低 LET 条件で
は、TPA-Na 密度の上昇に伴って蛍光強度
が増加したのち、TPA-Na の最大濃度まで
プラトー領域が続いた (図 1-A)。炭素線
の LET が低い条件 (BF: 0 mm) では、X 線
と同様のプロットを示した (図 1-B)。

れなかった (図 2-A および C)。炭素線での
結果と同じく、照射により得られたプロットは
X 線と同様の傾向を示し、TPA-Na の最大濃
度までプラトー領域が続いた。

図 2) シリコン線と鉄線の•OH 生成密度
A) Si90 (BF: 0 mm), B) Si490 (BF: 135 mm),
C) Fe500 (BF: 0 mm), D) Fe500 (BF: 70 mm)

図中の点線で示す様に、ブラッグピーク
付近の領域では、プローブ密度が高いところ
で原点を通ると思われる直線的な増加が得
られた (図 2-B および D)。ブラッグピーク付
近では極めて高密度な•OH 生成が主である
と考えられる。結果として低密度のプローブ
で検出される•OH 量は減少し、プローブ密度
を上げることで、局所的かつ高密度な•OH 生
成が検出された。
TPA-Na は ヒ ド ロ ペ ル オ キ シ ラ ジ カ ル
(HO2•) とも反応し、蛍光を発することが
既に分かっている。放射線による水の励
起により生じる水素ラジカル (H•) と溶存酸素
と反応して、以下の式で HO2•は生成される。

図 1) 蛍光法による•OH 生成密度の測定
A) X-ray, B) C290 (BF: 0 mm), C) C290 (BF: 147
mm),

H2O → H2O* → H• + •OH
H• + O2 → HO2•

(1)
(2)

ブラッグピーク付近の領域の炭素線照射
では (図 1-C)、X 線もしくは BF: 0 mm の条
件と比較して蛍光強度は低下した。これは
LET が高い条件では、低密度なプローブで
検出可能な「まばら」な•OH の生成成分が
少ないことを示唆している。さらに、プロ
ーブ密度が 500 µm-1 程度の付近で、ようや
く検出される原点を通ると思われる直線的な
増加が観察された (図 1-C 中に点線で示す)。

蛍光法ではプローブ密度を徐々に増加
させるにつれ、プロットは緩やかな曲線
的な増加を示した。明確な変曲点を示し
た EPR 法と異なる理由として、TPA-Na
と HO2•とが反応して蛍光を発した可能性
がある。今後、酸素効果の原因ともなる
溶存酸素とラジカル種の生成について検
討する予定である。

図 2 にシリコン線と鉄線をそれぞれ異
なる LET 条件で照射したときの•OH 密度
分布の比較を示す。どちらも BF: 0 mm の
条件では、原点を通る直線的な増加は得ら

1. Matsumoto K, et al. Chem. Pharm. Bull. 63, 1–5,
2015.
a. 量研機構 放医研 放射線障害治療研究部
障害分子機構解析研究チーム
b. 千葉大学 大学院 融合科学研究科
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にトラップが生じ，光電子がトラップによって失
わ れ ， 結 果 と し て 電 荷 転 送 非 効 率 (Charge
Transfer Inefficiency；CTI)が悪化する。また暗
電流も増加し，X 線 CCD の分光性能は経年的に
劣化することが知られている。
我々は 2020 年前後の打ち上げを目標とした新
型の X 線 CCD の開発を行っている。2016 年 2
月に打ち上げた X 線天文衛星 Hitomi に搭載され
た X 線 CCD（SXI）は暗電流が高く，暗電流を抑
えるために高価な機械式冷凍機を用いて-120℃
という低温で稼働しなければならない。一方，
我々が構想している広視野宇宙 X 線望遠鏡では，
SXI の 4 倍の 16 枚の BI-CCD を用いることと，
開発費用を抑えることを両立させるために，高価
な冷凍機は 1 台としている。そのため，開発する
新型の BI-CCD は，SXI よりも 50℃程度高い～
-60℃程度の環境下でも，暗電流が低いことが要
求される。
また，X 線 CCD と並行して開発している X 線
CMOS（XRPIX）は， シリコンウェハ上に薄い
絶縁酸化膜を形成させ, その上にトランジスタな
ど の 電 気 回 路 を 形 成 す る SOI （ Silicon On
Insulator）技術を用いて，センサー部と読み出し
部を絶縁酸化膜 BOX(Buried OXide)で区切った
モノリシック型ピクセル検出器である。我々は，
XRPIX を，X 線 CCD に替わる次世代の宇宙 X
線用検出器と位置づけ，2020 年代中頃に観測開
始を目標としている。SOI を用いた放射線検出器
（SOI 検出器）の放射線損傷は，単独の粒子入射
によって引き起こされる Single Event Effect に
対しては，バルク部の損傷から受ける影響を絶縁
酸化層で遮断できるため，バルク CMOS に比べ
XRPIX の方が小さい。ただし，絶縁酸化層中や，
絶 縁酸 化層 とシリ コン界 面に 電荷 が蓄積 する
Total Ionizing Dose (TID) とよぶ放射線による
長期的損傷の影響は CMOS に比べ大きい。
本研究では，開発中の X 線 CCD と XRPIX に
対し，宇宙線と同等のエネルギーをもつ陽子等の
粒子線を照射し，放射線損傷の程度を定量的に評
価する。また，X 線 CCD については，電荷注入
法と呼ぶ放射線損傷が観測結果に与える影響の

We have developed X-ray CCD and X-ray
CMOS detector on board future Astronomical X-ray
Observatory, such as X-ray satellite or International
space Station. The X-ray detector on board satellite
is known to be damaged by the collision of
cosmic-ray proton from Sun in space. Once, the
detector is damaged in space, the performance of
X-ray detector such as energy resolution, gain, dark
current, is getting worse by time Therefore, it is
important to evaluate the radiation hardness of
X-ray CCD and X-ray CMOS before launch.
We carried out radiation damage experiment of
our newly developed X-ray CCD at HIMAC on Feb
2016. In this experiment, we radiated 2.0x108
protons cm-2 and 1.6x109 protons cm-2 at 6MeV to
X-ray CCD which was equivalent dose to 1year and
8 years in space, respectively. Then we evaluated
the charge transfer inefficiency (CTI), dark current,
and so on in detail as a function of radiation dose.
In terms of the CTI, we found CTI was 5x10-5
pixel-1 which was lower value than X-ray CCD
onboard Suzaku and Hitomi satellite. As results, we
confirmed that our newly developed X-ray CCD is
radiation tolerant enough for space use. We also
evaluated radiation tolerance of X-ray CMOS in the
same experimental setup configuration of X-ray CCD
on Dec 2016 and Jan 2017. As a result, we found its
performance such as energy resolution and gain was
not changed after radiation test which was
equivalent dose to 3.5year in space.

1． 研究の目的とバックグラウンド

我々は天体が放射する X 線を観測することを目
的とした固体(シリコン)放射線検出器（X 線 CCD
と XRPIX）の開発を行っている。
X 線 CCD は，1993 年から 2001 年まで稼働し
た日本の X 線天文衛星「ASCA」に搭載されて以
降，20 年以上にわたり日米欧の歴代の X 線天文
衛星や，「かぐや」，「はやぶさ」などの日本の惑
星探査衛星にも搭載され，世界標準的な宇宙 X 線
観測装置となっている。
X 線 CCD を宇宙環境下で使用すると，陽子や
重粒子からなる宇宙線によってシリコン結晶内
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軽減方法の確立を行う。

2． 昨年度までに得られている結果

本研究は，平成 27 年度後期から採択された実験
課題で、平成 27 年度は表 1 に示すように 2 回ビ
ーム試験を実施し陽子線による損傷実験の評価
方法を確立した。3 月の実験結果は，次章にまと
める。

図 2. 放射性同位体 55Fe からの X 線を照射して取得した
X 線 CCD のスペクトル。横軸は X 線 CCD に照射した X
線のエネルギー，縦軸は X 線 CCD で検出した X 線光子
の個数を表す。赤色：陽子線照射前に取得，緑色：陽子
線 8 年分照射後に取得したスペクトル。損傷後の方が，
エネルギー分解能が劣化しスペクトルの幅が太くなって
いることが分かる。

3． 今年度の研究内容
今年度は，HIMAC 内の中エネルギー実験室にお
いて 6MeV の陽子を XRPIX に照射した。実施期
間，照射核子，対象物を表 1 に示す。
期間
2016
年度
2017
年度

表 1. 実験期間，照射核子，照射対象物
核子
対象物
12/9-12/19
SXI 用 X 線 CCD
陽子
2/22-3/3
新型 X 線 CCD
12/5-12/15
X 線 CMOS
陽子
1/10-1/20
X 線 CMOS

図 1 に中エネルギー実験室内の実験機器のセット
アップの概略図（鳥瞰図）を示す。ビーム強度を
70μA に落とし，さらにアッテネータで 1/00 に
強度を絞っても，１秒間のビーム照射量が，宇宙
空間で 1.5 年相当の量で，
直接 X 線 CCD や XRPIX
に照射するには強度が強すぎる。そこで，ビーム
ラインには散乱体（厚さ 2.5 ㎛の金箔）を挿入し，
散乱させた陽子ビームを照射することとした。ま
た，最下流のフランジにファラデーカップを接続
し，ビーム強度をモニターした。

図 3. 左図：放射性同位体 55Fe からの X 線に対する X 線
CCD のエネルギー分解能の経年変化。横軸は宇宙空間で
の陽子の照射時間，縦軸はエネルギー分解能を表す。
右図：CTI の経年変化。横軸は宇宙空間での陽子の照射
時間，縦軸は CTI を表す。

真空容器

X 線 CCD
ま たは
X 線 CMOS

図 4. 左図： X 線 CCD の暗電流の経年変化。横軸は宇
宙空間での陽子の照射時間，縦軸は暗電流を表す。
右図：軌道上で 8 年分相当の陽子線を照射した状態での
暗電流の温度依存性。横軸は CCD の冷却温度，縦軸は
暗電流を表す。

バッフル
散乱体
（Au）
六方フランジ

陽子ビーム

動作温度が-90 度程度であっても，エネルギー分
解能は，Hitomi 衛星に搭載した X 線 CCD(SXI)
の，3 年でエネルギー分解能 200eV 以下という性
能基準を満たしており，CTI は軌道上で 8 年分相
当の陽子線照射後で 5x10-5 と SXI よりも低く抑
えられていることが分かった。

ファラデーカップ

図 1. 実験機器のセットアップの概略図

2016 年 2/22-3/3 の期間に実施した実験は，宇宙
空間で 8 年に相当する陽子ビームを現在開発中の
新型の X 線 CCD に照射し，CTI，暗電流，エネ
ルギー分解能などを定量的に評価した。また，
2016 年 12 月は実験室のグランドから回り込むノ
イズの対策に専念し，2017 年 1 月の実験では
XRPIX に宇宙空間で 3.5 年に相当する陽子ビー
ムを照射した。

４－２．XRPIX の放射線損傷実験
現在データ解析を進めており，まだ preliminary
な結果であるが，軌道上で 3.5 年分相当の陽子線
照射後でもエネルギー分解能に有意な劣化が観
られないことが分かった。
a

東京理科大学理工学部物理学科
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所
c
東京工業大学大学院理工学研究科物理学専攻
d
早稲田大学理工学院
e
放射線医学総合研究所
b

4． 今年度の研究成果と解析結果
４－１．X 線 CCD の放射線損傷実験
図 1 にエネルギースペクトル，図 2 にエネルギー分
解能，CTI の経年変化，図 3 に暗電流に関するデー
タ示す。
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原子核乾板による核種電荷測定のための較正データの収集
Calibration test for identification of charged-particle with nuclear emulsion
（15H349）
a
a
a
b
b
c-g
薮 美智 、尾崎 圭太 、青木 茂樹 、小平 聡 、北村 尚 、他 GRAINE collaboration
M. Yabu, K. Ozaki, S. Aoki, S. Kodaira, H. Kiramura and the GRAINE collaboration
Abstract
The GRAINE project observes cosmic-rays
(including gamma-rays) with balloon-borne
emulsion telescope. Calibration test for
identification of various charged particle tracks
that recorded in nuclear emulsion was carried
out in this experiment.
1． 研究の目的とバックグラウンド
我々は気球搭載エマルション望遠鏡によ
る宇宙ガンマ線観測計画 GRAINE を進めて
いる。原子核乾板（エマルション）は世界
最高の位置分解能（<1 μm）を持つ三次元飛
跡検出器であり、ガンマ線に対して優れた
角度分解能が実現できる。名古屋大学に導
入された乳剤製造装置を用いて開発された
新型原子核乾板は、最小電離粒子に対する
感度が従来品と比べ約 2 倍に向上し、新型
原子核乾板は GRAINE 計画の 2015 年豪州
気球実験において全面的に使用された。
気球高度ではガンマ線の他に地上では観
測できない一次宇宙線荷電粒子が観測可能
である。本研究では、原子核乾板に入射し
た宇宙線荷電粒子飛跡の電荷識別のための
較正データを取得し、また電荷識別能力を
評価することが目的である。
本評価試験を踏まえて、例えば宇宙線に
含まれる軽元素のホウ素・炭素の流束比を
測定することで、宇宙線の伝播や二次成分
の生成に関するモデルを検証する。また、
クォークモデルの提唱以来注目されている
ものの未発見である、電荷±2/3 といった分
数電荷新粒子を探索する。
2． 今年度の研究内容
名古屋大学において荷電粒子に対する感
度を調整した乳剤を複数種類製造した。具
体的には、GRAINE 計画で通常用いる高感
度型の乳剤と、それに対して化学増感処理
を施していない未増感乳剤、さらには減感
材としてロジウム（Rh）化合物やテトラゾ
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リウム（Tz）化合物をいろいろな濃度で添
加した乳剤を製造した。製造した乳剤はそ
れぞれ支持体（プラスチックベース及びス
ライドガラス）に塗布をして、感度の異な
る複数種類のエマルションフィルム及びス
ライドガラス乾板を製作した。
ビームの照射に先立って、千葉大学にお
いて高照度露光センシトメーターにより光
学楔を用いた露光を行い、光に対する感度
の違いによる評価を行い、ビーム照射試験
に使用する乳剤を決定した。
HIMAC・生物照射室において、ヘリウム
（150 MeV/n）および炭素（400MeV/n）の
ビームを照射した。炭素の照射にあたって
は、フィルムの上流側にアクリルブロック
を挿入することで、炭素ビーム自身を
（340MeV/n）に減速するとともに二次粒子
を発生させ、それらの電離能を測定するこ
とも狙った。ビームはエマルションフィル
ムに対し 0 度、20 度、40 度の 3 種類の角度
で照射をした。スライドガラス乾板は水平
角度に照射をした。
3． 今年度の研究成果と解析結果
Fig.1 に光感度の測定結果の特性曲線を
示す。グラフ中の番号は①未増感乳剤、②
未増感乳剤＋Tz（2×10-5 mol/molAg）③未
増感乳剤＋Tz（2×10-4 mol/molAg）④未増
感乳剤＋Tz（2×10-3 mol/molAg）⑤未増感
乳剤＋Rh（5×10-6 mol/molAg）という対応
になっており、これらの試料をビーム照射
試験に使用することとした。グラフ中“Rh
1”となっているのは未増感乳剤＋Rh（5×
10-6 mol/molAg）の試料で、この試料と増感
乳剤の試料は照射実験を見送った。
スライドガラスに塗布した試料に対して
乳剤面と平行に入射したビームの顕微鏡写
真を Fig.2 に示す。これらの荷電粒子飛跡の
現像銀の個数（100 μm あたりの現像銀個数,
Grain Density）を測定した。

にアクリルブロックを挿入して照射を行っ
たエマルションフィルムの PHV 分布を示
す。

Fig. 1 光感度の特性曲線

Fig.3 PHV（Pulse Hight Volume）分布
炭素 340MeV/n によると思われる最大の
ピーク（①で 335.9±30.8、②で 319.7±28.4）
とは別に、二次粒子によると見られるピー
ク（①で 197.7±36.8、②で 179.5±27.1）が
確認できる。（アクリルブロックを挿入せ
ずに照射したサンプルではこのようなサブ
ピークは確認されていない。）
[今後の展望]
Li, Be, B, C といった軽元素のビームをエ
マルションフィルムに照射し、それらの電
荷識別能を評価する。またさらに重い元素
まで識別可能な減感乳剤を開発する。

Fig. 2 平行に入射した炭素 340MeV/n
ビームの顕微鏡写真
dE/dx=110.17MeV/(g/cm2)
①と②については銀粒子がつながってし
まい Grain Density を測定することができな
かった。③④⑤については、それぞれ 90.0
±0.95±3.91、32.3±0.57±4.84、76.1±0.87
±2.41 という結果となり、④⑤については
光感度の測定結果とは逆転する結果となっ
た。Tz と Rh の減感メカニズムの違いの現
れとも考えられ興味深い結果となった。

a.
c.
e.
g.

名古屋大学にある自動飛跡読み取り装置
を用いて①②の乳剤のエマルションフィル
ムに対して垂直に入射したビームの飛跡デ
ータを取得、解析をした。飛跡データには、
飛 跡 の 太 さ 情 報に相当する Pulse Height
Volume (PHV) が得られる。Fig.3 に上流側
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重粒子入射荷電粒子生成二重微分断面積の測定
Measurements of charged-particle-production cross sections from heavy-ion reactions
（15H350）
a
a
魚住裕介 、森大樹 、山口雄司 a、荒木優祐 a、藤井基晴 a、佐波俊哉 b、
古場裕介 c、松藤成弘 c、Zviadi Tsamalaidzed、Petr Evtoukhovitchd
Y. Uozumia, T. Moria, Y. Yamaguchia, Y. Arakia, M. Fujiia, T. Sanamib,
Y. Kobac, N. Matsufujic, Z. Tsamalaidzed、P. Evtoukhovitchd
Since it is essential to provide accurate

Abstract
Evaluations of doses to healthy tissues due

out-of-field dose calculations, high accuracy is

to secondary charged particles in carbon-ion

required to a model of heavy-ion reactions.

therapy are essential for the risk evaluation of

Development

second malignancy induction. The first purpose

energy-angle double-differential cross sections

of this work is to obtain energy-angle double-

(DDXs) of charged particle productions. Although

differential cross sections (DDXs) of charged

several data have been obtained by some groups,

particle productions. Secondly, we will improve

their measured angle ranges were focused within

accuracy of a nuclear reaction model by using the

very forward angles.

of

an

accurate

model

needs

obtained DDX data. We have developed a

Along the above context, we will conduct

measurement system including a vacuum chamber

experiments for energy-angle DDXs of charged

and two stacked plastic-BSO-PWO spectrometers.

particles induced by 4He and

Experiments were carried out with a He-ion beam

NIRS-HIMAC. With the obtained data, a nuclear

of 100 MeV/u from HIMAC, and DDXs have been

reaction model will be developed.

12

C ion beams at

determined for p-, d-, t-, 3He- and 4He-production
reactions on

27

Al and

59

Co targets. PHITS (INCL

2. Summary of last year

and JQMD) show reasonable agreements with the

In the last year, our task was focused on detector

present results of proton productions, however poor

development. Test measurements were carried out

agreements for other particle production reactions.

to study two detectors, TOF for hydrogen isotope
measurements and dE-E for the heavier ions.
Experiments were made with a carbon beam. As a

1. Purpose and background
In the carbon-ion therapy, one of the most

result, we learned the TOF technique is not suited

important aspects is the associated dose imparted to

for the present measurement, and decided to use

healthy tissues. This unwanted dose deposition

dE-E for also hydrogen isotope measurements.

originates from secondary particles due to nuclear

Design study of a dE-E detector consisting of

reactions. The secondary particles can travel large

plastic, BSO and PWO scintillators was performed

distances and deposit doses to organs located far

to allow particle identification of He isotopes, and

from the primary treatment target, which could lead

to cover measureable proton energy range up to

the

around 300 MeV.

late

occurrence

of

secondary

cancers.

Evaluations of unwanted doses to healthy tissues
3. Research of this year

are essential for the risk evaluation of second

We have prepared a vacuum chamber and

malignancy induction.
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detectors, and installed them at the PH2 beam line.

DDXs were obtained for produced particles from

Measurements of DDXs were carried out with a

protons to 4He ions. Spectral DDXs were compared

100-MeV/u 4He beam and targets of 27Al and 59Co.

with PHITS calculations.

The photo of the experimental setup is shown in
Fig. 1.
The chamber is of 300-mm diameter. The
targets were placed at its center. Two stacked
plastic-BSO-PWO

scintillator

detectors

were

located in atmosphere around the chamber at four
laboratory angles from 30 to 90 degrees. Energies
of emitted particles were measured by the detectors.
The particle identification was made by the dE-E
technique. A thin plastic scintillator detector was
used to determine the number of incident He-ions at
downstream of the chamber.

Fig. 1 Experimental setup at PH2.
We obtained DDX data for 100-MeV/u He
induced reactions on 27Al and 59Co targets in terms
of emitted particles of p, d, t, 3He and 4He. Typical
DDX spectra are shown in Fig. 2 and compared
with PHITS (INCL and JQMD) calculation results;
top is of the
27

59

Co(α, px) reaction and bottom the

Fig. 2 Preliminary DDX spectra for Co(α, px)
reaction (top) and Al(α, α’x) reaction
(bottom). Calculated results by PHITS are
shown by lines.

Al(α, α’x), respectively.

3. Summary
We developed new scintillator detectors and a
vacuum chamber, and performed measurements for
charged

particle

production

100-MeV/u He beam on

27

DDXs

Al and

with

a

59

Co targets.
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原子核物理と応用物理のための重イオン反応断面積測定
Measurements of Reaction Cross Sections for
Applied Physics and Nuclear Physics
(15H351)
武智麻耶 a、神田直人 a 西塚賢治 a、L. Sihverb、福田光順 c、田中聖臣 c、
西村大樹 d、大坪隆 a、杜航 c、大西康介 c、田中悠太郎 c、加藤郁磨 e、
只野奈津生 e、笈川浩之 d、青木一矢 d、親跡和弥 a、泉川卓司 f、池田彩香 a、
宮田恵理 a、菅家悠生 d、町田聖寛 d、三原基嗣 c、
永井伎 d、小沢顕 g、A. Prochazkah、
c
e
i
杉原貴信 、鈴木健 、佐藤眞二 、高橋拓希 a、武井悠稀 d、竹之内嵐 d、
八木翔一 d、山口貴之 e、山岡慎太郎 c、横山耕平 a、北川敦志 i
M. Takechia ,N, Kandaa, K. Nishizukaa, L. Sihverb, M. Fukudac, M. Tanakac,
D. Nishimurad, T. Ohtsuboa, H. Duc, K. Ohnishic, Y. Tanakac, I. Katoe,
N. Tadanoe, H. Oikawad, K. Aokid, K. Chikaatoa, T. Izumikawaf, A. Ikedaa,
E. Miyataa, Y. Kanked, M. Machidad, M. Miharac, T. Nagaid, A. Ozawag,
A. Prochazkah, T. Sugiharac, T. Suzukie, S. Satoi, H. Takahashia, Y. Takeid,
A. Takenouchid, S. Yagid, T. Yamaguchie, S. Yamaokac,
K. Yokoyamaa, and A. Kitagawai
Abstract

In order to study the applicability of nuclear
reaction models to nuclides of mass region heavier
than 50, reaction cross sections (ߪR) for 12C and
27
Al on Fe, Nb, and Pb targets have been obtained
in the energy region from 100 to 300 MeV/u. The
experimental setup for simultaneous measurements
of ߪR and precise fragments energy distributions
was also tested using 4He and 12C beams.
Preliminary results for ߪR and the energy
distribution of fragments produced from 4He beam
reaction are shown in this report.

1. Introduction
Precise nuclear reaction cross section (･ R) data
and reliable nuclear reaction model which has
strong prediction power of ߪR for wide-mass region
of nuclides are required in both nuclear physics and
applied physics fields. In the field of nuclear
physics, the radii of atomic nuclei have been
studied through the measurements of ߪR. The model
that combines the reaction probability to the
nuclear size (Glauber model [1, 2]) has been
extensively used in those studies for light nuclei [3].
To challenge new researches of radii for heavier
exotic nuclei, it is important to confirm the
applicability of Glauber model to heavy nuclides.
On the other hand, ߪR is an important input
parameter for the particle and heavy ion transport
calculations [4]. In those codes, the partial
fragmentation cross sections and the probability
function that a projectile particle will collide within
a certain distance x in the matter are scaled from ߪR.
It is crucial that the accurate model is used to
calculate parameter ߪR in the beam transport codes
and thus evaluations of models is an important
issue.
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In order to evaluate the quality of model
calculations including Glauber model, and if
necessary, to modify those models, precise and
reliable ߪR data are required especially in the mass
region A > 50 where there is a significant lack of
data. In this work, we measured ߪR for 12C and 27Al
on Fe, Nb, and Pb to compare with the model
calculations systematically as a function of
target-mass number. The ΔE – E counter telescope
was used for the measurements of ߪR, which in
principle also allows us the precise measurements
of energy distribution of fragments. Energy and
angular distributions of fragments produced through
nuclear reactions of the heavy ion beam are
essential information for the beam transportation
codes, therefore, we also challenged the
development of experimental setup which enables
the precise simultaneous measurement of ߪR and
differential cross sections. The preliminary results
of ߪR and the fragments energy distribution are
shown in this report.

2. Summary of the Previous Year (FY2015)

In the latter part of the previous year, the
measurements of ߪR for 12C and 27Al at the beam
energies around 100 MeV/u have been performed.
The test run with 100 MeV/u 4He beam has been
also performed, which aimed to develop the method
to obtain the energy distribution and multiplicities
of fragments using counter telescopes composed of
multilayered ΔE detectors and a total E counter.

3. Results of FY 2016
The measurements of ߪR for 12C on Fe, Nb, and
Pb targets in the energy region from 200 – 300
MeV/u were carried out using the SB2 course of

HIMAC heavy ion synchrotron facility at National
Institute for Radiological Sciences (NIRS), Japan.
The 350 MeV/u 12C primary beam provided from
the HIMAC synchrotron was used for the
experiment. For the measurements of ߪR, the
transmission method was employed. The incident
beam is precisely separated from backgrounds and
counted on the basis of the Bρ – TOF - ∆E method.
The time-of-flight (TOF) was measured between
the first (F1) and third (F3) focal plane by using
thin plastic scintillation counters. The energy loss of
the beam (∆E) was measured with the plastic
scintillation counter at F3. Fe, Nb, and Pb plates
were used as reaction targets. The particle
identification after the reaction target was done by a
∆E - E counter telescope consisting of Si ∆E
detectors, thin CsI(Tl) ∆E detectors and an NaI(Tl)
total energy (E) counter. The Δ E – E counter
telescope can be also used to measure the fragments
energy distribution. The multilayered ΔE detectors
in this setup also allow us to deduce fragments
multiplicities, as when more than two fragments hit
the detectors at the same time, in the most of the
cases those fragments have different ranges and
stop at the different detectors of the counter
telescope. The test run with 105 MeV/u 12C beam
and 0.895 g/cm2 C target has been performed to
analyze the energy distribution of fragments from
12
C + C reaction and multiplicities. All the
measurements performed in this year are
summarized in Table 1. The energy of primary 12C
beam has been changed from original energy using
the energy degraders set at F0 to measure the ߪR at
different energies.
Beam

Beam
Energy
(MeV/u)

12

350

12

290

12

190

12

105

C
C
C
C

Target
(g/cm2)
10.53 (Fe), 11.91 (Nb)
14.75 (Pb)
10.53 (Fe), 11.91 (Nb)
14.75 (Pb)
6.686 (Fe), 7.284 (Nb)
9.075 (Pb)
895 (C)

fragments energy distribution has been also
successfully deduced from the data of 4He + C
reaction. The deduced energy distribution of
protons from 4He beam is shown in Fig.2, for the
case of multiplicity = 1. The energy width is in
good agreement with the existing data taken by V.G.
Ableev et al [7]. The further analysis is on going for
the higher multiplicities and also for the fragments
from 12C + C reaction.

Fig. 1 The preliminary result of measured ߪR for 27Al on

Fe target. ߪR calculated by Glauber model are also
shown as a function of the beam energy for
comparison.

Purpose
ߪR
ߪR
ߪR

Fig. 2 The energy distribution of protons produced in 4He
+ C reaction.

R&D

Table 1: Summary of measurements performed in
the experiment.
The analysis of the data is ongoing. In Fig. 1,
the preliminary data of ߪR for 12C on Pb target and
27
Al on Fe are shown with solid symbols. The
results are compared with ߪR calculated by Glauber
model (Modified Optical Limit calculation [5])
shown with solid curves as a function of the beam
energy. The input parameters for Glauber
calculation are described in detail in Ref. 5, and the
radii of Fe and Pb were taken from the experimental
values of charge radii [6]. The data analysis for
other systems and energies are in progress. The
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ワイドバンドギャップ半導体の単一イオン誘起破壊現象に関する研究
Single Event Destructive Effect on SiC Devices
(15H352)
牧野 高紘 a、 高野 修平 a,b、 大島 武 a、原田 信介 c、土方 泰斗 b 米内 俊佑 a
T. Makinoa, S. Takanoa,b, T. Ohshimaa, S. Haradac, Y. Hijikata, and S. Yonaia
Abstract
Charge induced in Silicon Carbide (SiC) Metal
Oxide Semiconductor Field Effect Transistors
(MOSFETs) by ions was measured to reveal a
mechanism of single event destructive effects on
the SiC MOSFETs. We obtained two peaks in
charge collection distribution for the SiC
MOSFETs and investigated bias dependence of
the peaks.
1．研究背景と目的
炭化ケイ素（SiC）をはじめとしたワイドバ
ンドギャップ半導体は超低損失な次世代パワ
ーデバイスや次世代の宇宙や原子力・加速器施
設用の耐環境・極限エレクトロニクスへの応用
が期待されている。我々は、SiC 半導体デバイ
スの放射線照射効果の解明と耐放射線性強化
技術に関する研究・開発を推進している。特に
単一イオンの入射が半導体デバイスを破壊に
導く現象（シングルイベント現象）について研
究を進めており、なかでも MOS（Metal Oxide
Semiconductor: 金属-酸化膜-半導体)構造を有
するデバイスにおける単一イオン誘起破壊現
象に注目している。
我々はこれまで、MOS キャパシタを用い、単
一イオンが誘起する電荷が引金となり酸化膜
が破壊に至る現象を詳細に観察し、酸化膜厚、
酸化プロセスと入射イオンの線エネルギー付
与（LET）の関係を明らかにしてきた[1]。ま
た、SiC ショットキーダイオードを用いた実験
より、イオン誘起破壊は、デバイスの動作領域
の厚さ（エピタキシャル膜厚）とイオンの飛程
の関係に依存することも見出している[2]。し
かしながら、近年開発著しい SiC パワーMOS
トランジスタにおける単一イオン誘起破壊現
象の完全な解明には至っていない。そこで、本
研究では、SiC パワーMOSFET を用い、様々な
条件におけるそれらのイオン誘起破壊過程を
調べることで、単一イオン誘起破壊現象の解明
を図ることを目的にイオン照射試験を行った。
2. 今年度の研究内容
今年度は、共同研究を行っている産業技術
総合研究所で開発した SiC 製 IE-MOSFET
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(Implantation Epitaxial MOSFET)を対象とし、
シンクロトロンからの重イオンビーム入射に
伴うイオン誘起破壊現象の観測を試みた。イ
オ ン は Xe 290 MeV/u を 用 い 、 イ オ ン が
MOSFET に入射することによって、MOSFET
内に誘起する電荷の量を測定した。
ソース-ドレイン間の電圧状態がイオン誘
起電荷収集過程にどのような影響を与えるか
を検証するため、イオン照射中、デバイスは
オフ状態とし、ゲート・ソース電圧を 0V と
し、チャージアンプを用いることでドレイン
側を正にバイアスした場合と、ドレイン側を
0V とし、ゲート・ソース電圧を負にバイアス
した場合におけるイオン誘起電荷を収集した。
それぞれの条件におけるソース-ドレイン間
バイアスは 100V とした。
3. 実験結果
図 1 に Xe イオン照射における、バイアス
方向ごとの電荷収集イベントのヒストグラム
を示す。横軸は収集電荷量を表している。今回
の実験では、いずれのバイアス条件においても
3 つのピークが観測された。一般的に、これら
のピークの位置は、照射時に MOSFET 内に形
成される空乏層の厚さ（電荷収集領域の厚さ）
を反映していると考えられている。しかし、同
じバイアス条件でありながら収集量の分布が
異なるのは、デバイス内に形成される空乏層の
厚さ分布が電圧条件、位置によって異なるため
であると考えられる。
4. まとめ
SiC IE-MOSFET に重イオンビームを照射す
ることで、デバイス内部に誘起される電荷収集
量の電圧状態依存性を観察した。デバイス内に
形成される空乏層の厚さ分布を電荷収集量の
分布として捉えられた。破壊現象の一つの過程
を解明する上で重要な結果であり、今後、収集
電荷量の評価を行うとともに、デバイスシミュ
レーションを用いて空乏層と電荷収集量の関
係について考察を行う。
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図 1 収集電荷量のヒストグラム
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超小型アクティブ宇宙放射線線量計の開発と遮へい効果の実測
Development of a compact-size active dosimeter in space and measurement of shielding effect
(15H353)
寺沢和洋 a, b、永松愛子 a、桝田大輔 a、勝田真登 a、島田健 c、
西啓輔 c、上野遥 a、北村尚 d、小平聡 d
K. Terasawa a, b, M. Katsuta a, H. Kitamura d, S. Kodaira d, A. Nagamatsu a,
D. Masuda a, K. Nishi c, K. Shimada a and H. Ueno a
Abstract

し、被曝管理に最低限必要な計測項目である吸収

A new Si-based small detector named D-Space has

線量が測定できる超小型線量計の搭載を目指す。

been developed for space dosimetry. It is based on

具体的な検出器としては、3.11 以降に福島用と

the D-shuttle dosimeter for gamma-ray. The response

して産業技術総合研究所が開発した Si ベースの個

to proton beam with the energy of 160 MeV was

人線量計の D-shuttle が候補の一つであり、既に、超

obtained and the LET value was estimated.

小型・軽量・省電力を実現し、ガンマ線用として実
用化している

1.

研究の目的とバックグラウンド

4)

。これを宇宙放射線線量計として改

良・実用化することを目的とし、どの程度の測定精

これまでに、能動型の宇宙放射線線量計測器と

度が確保できるか検討し、照射試験を通して得られ

して、Si 位置検出器の組み合わせによる Real-time

る知見から改修を行い、宇宙機上での実測を行う。

Radiation Monitoring Device-III (RRMD-III)

1)

や三

宇宙放射線による線量評価には、通常、線量当

次元・位置有感生体組織等価比例計数箱の Position

量が用いられるが（International Commission on

Sensitive Tissue

Equivalent Proportional Chamber

Radiological Protection-60、ICRP-60 では実効線量

、また、受動型として、熱蛍光線量

を使用するよう勧告されているが、それを実測す

計 と 固 体 飛 跡 検 出 器 を 組 み 合 わ せ た Pasive

ることは原理的に不可能）、線量当量は、微分 LET

Dosimeter for Lifescience Experiments in Space

分布、LET、LET の関数として与えられる線質係

(PS-TEPC)

(PADLES)

2)

3)

を開発し、スペース・シャトルや ISS

上における軌道上での実測を行っているが、宇宙

数の積を LET 全体にわたって積分することで求
めることができる。
従って、LET を如何にして精度よく測定するか

滞在の長期化に向け、測定精度に重点を置いた開

が重要となるが、a測定精度の高い順に、LET スペ

発が行われてきた。
一方で、現在、或いは将来計画されている様々

クトロメーターである RRMD-III、 DOSTEL（Si

な衛星や宇宙探査ミッションにおいては、たとえ

検出器 2 枚の組み合わせ）5)、 LIULIN（Si 検出

宇宙船内に搭載可能であったとしても、容量・重

器 1 枚）6)と並び、最後に、D-shuttle となる。
宇宙放射線中の銀河宇宙線には数百 MeV/n 付

量・電力等により大きな制限が加えられるため、
そのままか或いは少々の改修で探査機への搭載

近にエネルギー分布のピークがあり、HIMAC か

が実現しないことも多く、これまでも搭載の機会

ら供給されるビームを、模擬銀河宇宙線として使

を見送っている。

用することができる。本研究の第一歩は、地上用

しかし、そのようなミッションで放射線測定器
搭載のニーズは高く、月や火星へ人類を長期にわ

ガンマ線線量計測用に作られた D-shuttle の陽
子・荷電粒子に対する応答を確認することにある。

たり送り込む以前に、線量の継続的な測定・管理
は必須で、搭載を実現するために測定精度にはあ
る程度目をつむり、より厳しい制約条件下（ポー
タビリティ、外部バッテリー供給無し、データ転
送量の制限等）での測定を最優先することを検討
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2.
a.
b.
c.
d.

今年度の研究内容
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
慶應義塾大学・医学部 (Keio Univ.)
株式会社エイ・イー・エス（AES Co. LTD.）
放射線医学総合研究所 (NIRS)

実験を開始した時期が平成 27 年末であること

ウント値による校正によって、ガンマ線に対する

から、平成 28 年度（今年度）が実質的な研究初

応答は 70 keV から 1.2 MeV の範囲で 70 ~ 120 %

年度である。
D-shuttle の外観写真を Fig.1 に示す。

程度の範囲にまっているというのがこれまでの

重量は 23 g、大きさ 68×32×14 mm3 で、コイン

結果である。
今年度はまず、検出器に対する付与エネルギー

型のリチウム電池（3V）を電源としており、大き
さ、重量、電力の面で格段に優れた塔載性を持ち、

がガンマ線に近い粒子として、160MeV の陽子線

外部バッテリー供給無しでの年単位の長期間駆

に対する応答評価を一部行った。

動が可能で、ミッション期間中の宇宙飛行士の個

ビーム 10cmφ程度に広げ、全体のビームの一

人被曝線量計測にも適した仕様を持っている。カ

様性を事前に評価し（水平方向に±5cm の範囲で、
σ~ 0.5%）、検出器への照射中は、照射野の一部
を 1cm 角のシンチレータで強度をモニターし、複
数の検出器を同時に照射している（Fig.2）。
更に、TLD を用いて吸収線量を測定し、校正デ
ータとして使用し、トータルの線量を変化させて
検出器に照射を行った。
また、Threshold level の異なる（6 段階）検出
器を用意し、各設定を元々の D-shuttle の default
値、残りの 5 段階は、0.2 ~ 1.0 keV/um の範囲で

Fig.1 Photo of the D-shuttle
(http://www.c-technol.co.jp/radiation_monitoring/monitoring
03)

0.2 間隔で設定した。
3.

今年度の研究成果と解析結果

結果の一例として、threshold の異なる各検出器
に対する応答を示す。横軸（0 ~ 5）は前述の 6 段
階の threshold 値に相当し、同じ threshold 値を持
つ検出器 5 つ毎のカウント値の応答を示したのが
縦軸である。陽子線に対する LET が 0.5 keV/m
で、このグラフから求めた平均の LET は ~ 0.4
keV/m となり、精度の粗さを考慮すると、まず
Fig.2

まずの一致を確認した。

Photo of four D-shuttles on the stage of HIMAC

今後、重イオン等の照射を行い、それらの知見

biological beam-transport line.

から適切な threshold の設定や測定精度について
実験的に求める予定である。
参考文献
1) T. Doke et al., Radiat. Meas., 33 (2001) 373.
2) K. Terasawa et al., KEK Proc., 2005-12 (2005) 63.
3) H. Tawara, et al., Radiat. Meas., Vol.35 (2002) 119
4) 鈴木良一、検査技術、2013.7 (2013) 62.
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Fig.2 Response of D-shuttles with six different threshold

8-12 (1995) 629.

levels to protons with the energy of 160 MeV
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重イオン衝突における非等方的集団運動と高密度物質の状態方程式
Asymmetric Collective Flow in Heavy-Ion Collisions: Equation of State (EOS) in High Density Matter
(16H355)
西村俊二 a、 磯部忠明 a、金子雅紀 a,b、村上哲也 b、中井陽一 a、西村太樹 c、西村美月 a、
V. Phonga、千賀信幸 a、高田栄一 d
a
a
S. Nishimura , T. Isobe , M. Kanekoa,b, T. Murakamib, Y. Nakaia, D. Nishimurac, M. Nishimuraa,
V. Phonga, N. Chigaa, and E. Takadad
Abstract: Asymmetric collective flow of particles emitted in
semi-central heavy-ion collisions is expected to be sensitive
probe for the equation of state (EOS) of high-density
nuclear matter. A pilot experiment was conducted by
impinging 400 MeV/u 132Xe on CsI target (500 mg/cm2) at
beam intensities of 103 - 106 particles/spill using HIMAC
accelerator.
Our primary goal is to confirm asymmetric angular
correlation of various particles with respect to the reaction
plane in semi-central collisions. The reaction plane will be
determined by anisotropic emission of particles in
mid-rapidity using a barrel of 32 plastic scintillation
detectors (Kyoto-Array) on event-by-event basis. The
particles (1,2,3H, 3,4He, 6,7Li, n, and π±) emitted at target
rapidity will be identified using combination of energy loss
(dE), time-of-flight (TOF) and pulse-shape information of
double-layer scintillation array NiGIRI[1], where additional
scintillation layers added before the NiGIRI are used for
identification of the charged particles. The centrality of
heavy-ion collisions will be determined by analyzing the
pulse-shape of fragment detector complex, consisting of
plastic TOF/dE detectors (BC1, BC2), dE ionization
gas-detector (IC), total energy NaI(Tl) detector (E), and
forward calorimeter (BGO).
The experiment was conducted successfully using five
flash ADC (CAEN V1730B), one flash ADC (CAEN
V1740), and one multi-hit TDC (CAEN V1190A). Analysis
of the accumulated data is in progress to evaluate the
experimental method for possible future experiment at
HIMAC and RIBF.
1. 研究の目的とバックグラウンド
金やウランなどの重元素は爆発的重元素合成（ｒ過程）
により一挙に合成されたと考えられている。そのサイ
トは謎に包まれており、超新星爆発がその有力候補と
考えられてきた。しかし、中性子の不足問題に直面し
ており、最近は中性子星合体が有力視され始めている。
ｒ過程を理解する上で、その爆発環境が重要となる。
特に高密度・中性子過剰物質状態における状態方程式
(EOS)が重要な鍵を握る。EOS 情報は、未だ爆発の再現
に成功していない超新星爆発計算の重要なパラメータ
となる。天体観測では、重力波観測による中性子星合
体の直接的検証が期待されており、高密度中性子物質
状態における EOS と重力波の振動と振幅の時間変化に
関係する新たな知見が期待されている。また、従来の
想定を超える非常に重い中性子星（太陽質量の約２倍）
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が報告され、中性子星内部構造の謎が深まっている。
極限の物理環境を理解する上で、高密度・中性子過剰
物質の状態方程式(EOS)は、よく理解されていない。特
に中性子密度が高い領域では、理論に大きな不確定性
があり、高密度中性子物質の EOS に関する実験的検証
が必要とされている（図１）。

これまで、様々なエネルギー領域における安定核同
士の原子核衝突を利用した高密度物質状態の EOS 研究
がなされてきた。中性子星内部やｒ過程環境における
中性子が多い高密度物質環境における EOS の検証には、
中性子過剰な原子核を利用した重イオン衝突実験が有
効となる。
2016 年、理研 RIBF 施設において中性子過剰な Sn,
または陽子過剰な Sn ビームを利用した重イオン衝突
実験を実施した(SPiRIT 実験)。
この実験の主な目的は、
EOS に敏感とされる生成荷電粒子、特にπ+とπ-の生
成比の測定にある。実験装置は、SAMURAI 双極磁石の
磁場中に大型 TPC 検出器を導入し、さらにトリガー用
のプラスチックシンチレータが追加されたセットアッ
プとなっている。検出器の性能を確保するために大強
度ビームでの使用に対応していないが、前方に放出さ
れる荷電粒子の粒子識別、運動量と角度を一挙に測定
することができる。
本研究課題は、RIBF の大強度不安定核ビームを利用
した重イオン衝突実験に関する基礎的データ収集を目
的としている。ここでは、HIMAC 加速器から供給され
る大強度 Xe ビームを利用し、準正面衝突事象で出現す
る非等方的集団運動の系統的な観測を目指している。

Xe ビームのエネルギーは、RIBF エネルギーに近い
400MeV/u としている。この非等方的集団運動の研究に
は、衝突径数ベクトルの決定が必須となる。ここでは、
前方に放出される Xe の原子核破砕片を測定すること
により衝突径数を推定する。また、400MeV/u のエネル
ギー領域では、非等方的集団運動（Elliptic Flow: V2）
の強度が最大になる（図 2）
。そこで、ミッドラピディ
ティー領域の粒子生成の集団運動 V2 を利用し、入射ビ
ーム軸に垂直方向に放出される生成粒子の放出角を測
定し、イベント毎に衝突平面を精度よく決定する。さ
らに、標的ラピディティー領域において生成される粒
子の集団運動（Directed Flow: V1）と衝突反応面との
角度相関を調べることを目指している。
非等方的集団運動は、衝突事象の時間依存性を研究
する上でも非常に有効なツールと言える。最近、陽子
と中性子の V1 強度が高密度物質状態における EOS に依
存するという研究成果が報告された[2]。しかし、中性
子の Directed Flow の観測は技術的な問題から行われ
ていない。ここでは、標的ラピディティー領域に中性
子の弁別を可能とする新しい NiGIRI 検出器を開発し
た。この検出器の導入により、荷電粒子（1,2,3H, 3,4He,
6,7
Li, π±）に加え、中性子(n)の集団運動の最初の検
証実験を行う。

ビーム軸に対称な検出器を設置した。１つは、衝突反
応面の決定を行う 32 本バレル型プラスチック・シンチ
レーション検出器（Kyoto-array）となり、30°の位置
に配置した。もう一つの NiGIRI 検出器[1]は、標的の
90°の位置に配置した（図３）
。
Xe+CsI 衝突の衝突係数の決定には、ビームライン下
流に磁場を導入したスペクトロメータを検討している。
ここでは、簡易的な測定方法として、前方に放出され
る原子核破砕片の同定により、衝突係数を試みている。
手法としては、プラスチック・シンチレーション検出
器（BC1,BC2）のエネルギー情報と時間情報から、原子
核破砕片の損失(dE/dx)と飛行時間(TOF)を測定し、準
正面衝突事象の選別を行う。BC2 の下流には、Ion
Chamber と NaI(Tl)検出器を設置し、破砕片のエネルギ
ー損失と全エネルギー情報を利用し、整合性を取る。
大強度ビーム環境下（103〜106 個/spill）における検
出器の性能を確保するために、BC１の直後に可変型エ
ネルギー損失版(Al)を挿入し、BC2 の直前の Al 板(2
mmt)中に Xe ビームを停止させる条件で実験を行った。
重イオン衝突のトリガーは、標的での反応事象を選
ぶために、BC1 エネルギー損失が Xe よりも低い事象に
加え、NiGIRI 検出器と Kyoto-Array 検出器が粒子を検
出する条件を要求した。データ収集システムは波形処
理を可能とするために Flash ADC(CAEN V1730B x 5 台、
CAEN V1740 x 1 台)と Multi-hit TDC(CAEN 1190A)を採
用した。さらに、高速読み出しを実現するためにタイ
ムスタンプ(Lupo)を利用した並列データ収集システム
とした。
3. 今年度の研究成果と解析結果
まず、大強度ビームにおけるビームライン検出器の性
能評価を進めている。図４は、原子核衝突の衝突係数
の情報を含む BC1 と BC2 の波高相関を表している。

2. 今年度の研究内容
RIBF で重イオン衝突における非等方的集団運動の測
定実験の検証を行うために、プロトタイプの実験装置
を製作した。2017 年１月 20 日から、HIMAC の PH2 ビー
ムコースに設置を開始し、1 月 23〜27 日に検証実験を
行った（図３）。核子当たり 400 MeV の 132Xe を CsI
（500mg/cm2）標的に照射した。原子核衝突で生成され
る粒子の非等方的集団運動を観測するために２種類の
図４：BC1 と BC2 のエネルギー相関(Preliminary)
a.
b.
c.
d.
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放射線誘起蛍光体における LET 効果の解析
Analysis on LET Effects in Radiation-induced Luminescence
（16H356）
a
b
中内大介 、越水正典 、岡田豪 a、古場裕介 c、藤本裕 b、河口範明 a、
浅井圭介 b、柳田健之 a
D. Nakauchia, M. Koshimizub, G. Okadaa, Y. Kobac, Y. Fujimotob, N. Kawaguchia,
K. Asaib, T. Yanagidaa
Abstract
We analyzed the LET effects on the
thermoluminescence (TL) properties of
Ce-doped LiCaAlF6 crystals. TL was measured
after irradiations of X-ray at different doses and
energetic He ions at 10 Gy of water equivalent
quantity. The observed TL is attributed to the
transition at Ce3+ ions. In the glow curves,
peaks were found at 120 ºC and in the range of
250–400 ºC. The relative intensity of the glow
peaks were different at different LETs as well
as the X-ray dose. Based on the relationship
between the X-ray dose and the relative
intensity, we estimate the local dose around the
He trajectory. Combining the local dose with
LET, diffusion length of electron-hole pairs is
estimated to be several tens to 140 nm.
１．研究の目的とバックグラウンド
放射線入射により、即時に、あるいは後
の外部刺激により、蛍光を生じる材料（放
射線誘起蛍光体）は、放射線計測に幅広く
利用されている。前者はシンチレータと呼
ばれ、リアルタイムでの放射線検出に用い
られる。検出信号に基づいて、入射した放
射線のエネルギーやタイミングの情報が得
られる。一方、後者では、蛍光を誘起する
ための外部刺激として熱や光が用いられ、
対応する材料はそれぞれ熱蛍光体および輝
尽蛍光体と呼ばれる。これらは線量の計測
やそのイメージングに用いられている。
これらの放射線誘起蛍光体を用いた重粒
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子線計測では、一般に、γ線やＸ線の場合
よりも発光量が低い。これは、重粒子線の
線エネルギー付与（LET）が高いためであ
る。これは、単位飛跡長さあたりの付与エ
ネルギーとして定義される。高い LET での
エネルギー付与では、電子励起状態が密に
生成され、電子励起状態間の相互作用が、
消光につながると考えられている。しかし
ながら、その相互作用の様相や消光の基礎
過程については、ほぼ解明されていないと
言っても過言ではない。
本研究では、この相互作用が生じる機構
やそのタイミング、あるいは電子励起状態
の挙動を、多様な材料を対象として調査し、
最終的には材料物性と関連づけて解明する
ことを目的とする。
２．昨年度までに得られている結果
本課題は今年度が初年度であるが、代表
者はこれまでに、いくつかの系における高
LET でのシンチレーションを測定すること
により、励起状態間相互作用の様相やその
ダイナミクスについて論じてきた。
例えば GaAs や CdS などの直接遷移型半
導体においては、電子正孔プラズマという
状態からの発光が観測されてきている。一
方、発光中心添加型のシンチレータにおい
ては、ホストから発光中心へのエネルギー
移動と、励起状態間相互作用による消光と
の競合が観察されてきた。本研究ではこれ
らとは対照的に、線量計測用の蛍光体にお
ける LET 効果を解析する。

３．今年度の研究内容
今年度には、熱蛍光特性に対する LET 効
果の解析を通じ、熱蛍光に寄与する電子正
孔対が局在中心に捕獲されるタイミングで
の拡散距離を見積もった。LET は一次元で
の励起密度に対応する量である。一方、励
起状態間相互作用を考察する上では、励起
状態間の距離が重要なパラメータとなり、
そのためには三次元での励起密度が必要と
なる。これは、飛跡に垂直な方向への電子
正孔対の拡散挙動により決定される。本研
究では、熱蛍光特性の解析を通じて、拡散
距離を推算した。
４．今年度の研究成果と解析結果
対象とした蛍光体は、Ce をドープした
LiCaAlF6 単結晶（トクヤマ社にて製造）で
ある。これは中性子検出用のシンチレータ
として実用化されているものであるが、熱
蛍光も生じる。そのため、本研究の試料と
して選択した。
本研究では、Ｘ線および高エネルギーの
He イオンの照射後の熱蛍光特性を解析し
た。なお、生物照射室において He イオン照
射を行い、binary filter を用いてその速度を
変化することにより、試料中での LET を変
化させた。また、He イオン照射では、照射
線量を水等価線量で 10 Gy とした。
いずれの場合においても、熱蛍光スペク
トルにおいては、Ce3+のイオン内遷移に起
因するピークが観測された。一方、熱蛍光
測定における試料温度の関数としての蛍光
強度（熱蛍光グローカーブ）では、明確な
LET 依存性が観測された。いずれの場合に
おいても、120℃付近と 250–400℃の範囲に
グローピークが観測されたが、その相対強
度には明確な LET 依存性が観測された。グ
ローピークが生じる温度は、電子や正孔の
捕獲状態の準位の深さに対応する。複数の
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グローピークの存在は、電子や正孔の捕獲
中心が複数存在することを示す。即ち、こ
の結果は、異なる LET において、異なる局
在中心への電子正孔対の捕獲数の分布が異
なることと対応する。また、同様の変化は、
X 線の照射線量を 10–1000 Gy で変化させた
場合においても観測された。
ここで、120℃付近と 250–400℃の範囲に
グローピークの相対強度と、Ｘ線の照射線
量とを関連づけた。その上で、He イオン照
射の場合におけるグローピークの相対強度
に基づいて、局所的な線量を求めた。この
値と、SRIM コードにより求められた LET
の値から、局所中心に捕獲された段階での
電子正孔対の拡散距離を求めた。その結果、
25～140 nm という値が得られた。
推算された拡散距離は、Ce 濃度の高い試
料でより小さかった。この結果は、Ce ドー
プにより生じる欠陥や Ce そのものが、電子
や正孔の捕獲中心として機能することを考
慮すると妥当な結果である。一方、高 LET
でより短い拡散距離が得られた。本研究の
実験条件では、高 LET の条件では He イオ
ンの速度が低い。そのため、イオンの速度
が高いほど、当初のエネルギー付与領域が
大きいことを示唆している。

a 奈良先端科学技術大学院大学
b 東北大学大学院工学研究科
c 放射線医学総合研究所

Annual report: « Radiation damage mechanism at molecular level approached with
physicochemical technologies »
(Exp number: 16H358)
N. Ludwig1, Q. Raffy1, T. Kusumoto2, T. Yamauchi2,
R. Barillon1, S. Kodaira3
Abstract:
This report presents the first experiments
realized in the framework of the NIRS
International Open Laboratory built around the
research core « Radiation damage mechanism at
molecular level approached with physiochemical
technologies ». Radiolytic yields of hydroxyl
radical formed by water radiolysis under
irradiation by protons were measured with a
scavenging method. Their kinetics were
reconstructed in the ns- µs time scale, for the
first time at such low energies.

This report will present the first experiments
performed at Himac by the authors in the
framework of the NIRS International Open
Laboratory built around the research core
« Radiation damage mechanism at molecular level
approached with physicochemical technologies ».
Experimental Setup
The solutions were circulated in a closed loop, and
irradiated in a flow-through cell specifically
designed. Particles enter through a 12 µm mylar
window, and stop completely in the solution. The
circulation allows homogeneous irradiation, and
UV-Visible and / or fluorescence online
measurements.

Water is the main component of biological cells
(~ 65%), and therefore, most of the energy
deposited by ionizing radiations in a living
organism leads to water radiolysis. Among the
products formed in this process, hydroxyl radical
HO● is one of the most potent to yield molecular
damage.
The aim of the experiments performed at Himac
was therefore to measure the kinetics of HO● yields
with protons of various energies, between 2.5 and
5 MeV. Another goal was also to assess that the
setup that IPHC team has developed and used in
Strasbourg on a 4 MV linear accelerator could be
used as well at Himac, with medium energy
particles.

Irradiations were performed in the medium energy
room, with protons of energies from 2.5 to 5 MeV.
For each energy of the protons, five concentrations
of C3CA were irradiated, to allow reconstruction of
the HO● radiolytic yields kinetics. The dose was
measured with the Fricke dosimeter, and the ion
fluences were assessed with solid phase detector
CR39.
Solutions were analyzed right away after
irradiation by HPLC, using an inverse phase
column and a Hitachi fluorimeter as fluorescent
detector. Calibration curves prepared with
commercial 7OH-C3CA allowed determination of
the coumarin concentrations.

The present experiments are a physico-chemical
study, using scavenger molecule to measure the
amounts of hydroxyl radical formed under
irradiation of aqueous solutions. Coumarin-3carboxylic acid (C3CA) is known to react very
quickly with HO● (k = 6.9x109 M-1.s-1) to yield
multiple products, among which 7-Hydroxy-3carboxylic acid coumarin (7OH-C3CA) is the most
fluorescent one. The yield of formation of
7OH-C3CA being precisely known, determination
of the quantities of 7OH-C3CA formed by
fluorescence measurements gives access to the
amount of HO● generated by water radiolysis.
Moreover, the characteristic scavenging time can be
adjusted by changing C3CA concentration. This
allowed reconstruction of HO● yields kinetics, from
7 ns to ~1500 ns after passage of the particle.

Results and discussion
Irradiation of diluted aqueous solutions leads
mostly to water radiolysis, whatever the ionizing
radiation used. Under oxygenated atmosphere,
hydroxyl radical is the most reactive species, and
will readily react with C3CA dissolved to yield
highly fluorescent 7OH-C3CA. This was used by
other teams with GeV carbon or argon ions. IPHC
team had previously used it with low energy
protons (1-3 MeV). The irradiations performed in
the medium energy room at Himac have expanded
the data to higher energy protons and allowed
comparison with data obtained in Strasbourg.
1
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agreement with the density of the energy deposited
by the particle, measured by LET. The highest the
energy of the proton, the lowest the LET, and
therefore the density of radicals in the ion track,
leading to less recombination of HO●.
Conclusion and prospects
The experiments performed at Himac during one
beam time allowed determination of hydroxyl
radical yields under irradiation by medium energy
protons. Combined with the data obtained in
Strasbourg, these data agree very well, and the
differential radiolytic yields were estimated, for the
very first time at such low energies (1 – 5 MeV).

Figure 1. Number of hydroxyl radical formed for each
particle. Solid dots: experimental data obtained at
Himac and at IPHC. Dashed lines: Quadratic fits of
the data.

They are now being completed by further data at
lower energies (0.5 – 1 MeV) in Strasbourg, and
will be published very soon.

The number of hydroxyl radical formed per
proton was calculated from the experimental data
obtained after HPLC analysis of the irradiated
solutions (Figure 1). As can be seen on the Figure 1,
the data obtained at Himac and the ones on the
4MV linear accelerator in Strasbourg agree very
well. These results have validated the use of the
IPHC setup at Himac for further experiments.

The setup for irradiation of the solutions being
also validated by these experiments, further
experiments could be planned, to study the damage
induced in amino-acids by low energy protons and
carbon ions. These experiments are to be performed
February 24th and 25th 2017, in the framework of
the NIRS IOL. The data obtained on the G values
of HO● presented in this report will be of great
importance to understand the damages induced in
amino-acids.

Figure 2. Reconstructed kinetics of the HO●
differential yields estimated for five proton energies.

With these data, differential yields G’ of HO●
were estimated, that is the yields for infinitesimal
energy losses of the particles in water (Figure 2).
As can be seen on Figure 2, the yields decrease
with time. This can be explained by the
recombination of radical species that occurs in the
ion track. In the ns-µs time scale, during the non
homogeneous chemistry stage, hydroxyl radical
quickly reacts with himself and other radicals to
yield molecular species.
Moreover, for each scavenging time, the yield
increases with the energy of the proton. This is in

248

重粒子線照射による微弱光画像を用いた線量分布測定
Dose estimation by luminescence image during heavy-ion irradiation
(16H359)
a
a
小森雅孝 、矢部卓也 、山本誠一 a、歳藤利行 b、米内俊祐 c
M. Komoria, T. Yabea, S. Yamamotoa, T. Toshitob and S. Yonaic
Abstract
A luminescence from water was found out during

発光量分布は電離箱線量計で測定した線量分

proton beam irradiation. Our purpose is to evaluate

分布測定法としての発展が期待される。しかし、

dose distribution based on the luminescence for

ブラッグピーク近傍においては、線量分布と比

heavy-ion therapy. A cooled charge coupled device

較して発光量が少ないという現象が観察され

camera, which was located 40 cm far from the

ている。

布をよく再現しており、簡便かつ高精度な線量

water phantom, measured the luminescence image.
We compared the luminescence distribution with

2. 今年度の研究内容

dose distribution measured by ionization chamber.

2-1. 概要

Although

the

range

estimated

from

the

平成 28 年度は、135 MeV/n 炭素ビーム及び

luminescence image agreed with that obtained from

230 MeV/n ネオンビーム各 1 回の照射実験を行

the ion chamber, the height of Bragg peak was

った。照射対象物は水ファントム及びアクリル

smaller.

ファントムである。HIMAC 生物照射室で実験
を行ったが、初の水平照射による実験であった。

1. 研究の目的とバックグラウンド

水カラムはアクリルで製作されているが、アク

本研究の目的は、重粒子線照射時における水

リルは水より 5 倍程度発光量が多いことが分か

からの微弱光を、CCD カメラを用いて撮像し、

っている。そのため、水からの発光を撮像する

その微弱光分布から線量分布を推定する手法

際に、水カラムからの発光がバックグランドと

を確立することである。

して影響することが予想された。その問題を解
決するために、可視光を通さない黒色アクリル

粒子線治療においては、水中での二次元ある

をビーム入射壁に使用した水カラム（20 cm ×

いは三次元線量分布を簡便に測定できること

20 cm × 10 cm）を製作し（図 1）アクリルから

は重要である。これまでにも、シンチレータの

の発光による影響を抑制した。これにより、水

発光を CCD カメラで測定する方法、粒子線に
より生成した陽電子放出核種分布から推定す
る方法、即発ガンマ線を測定する方法などの研

入射壁

究がおこなわれているが、いずれも簡便且つ精
度よく線量分布を測定できるとは言えない。
我々の研究グループは、陽子線照射時に水の
発する微弱光を、CCD カメラを用いて撮影する
ことに成功した。また、その発光範囲が水中飛

水ファントム

程と一致していることも確認した。陽子線照射
時に発する微弱光を画像化する方法は、水と
CCD カメラのみで、数秒の撮影時間で発光量の
定量的評価が可能であり、非常に簡便な測定法

図 1

である。また、水の発光であるため、媒質の組

ム。水平右向きにビームが入射する。入射
壁にのみ黒色アクリルを使用した。

成に関する補正も必要としない。浅部における
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CCD カメラで撮影した水ファント

平照射でも微弱光の撮影が可能となった。
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ことで、線量分布の推定精度を検証した。また、
照射線量を変更し、発光量の線形性も検証した。
2-2. 実験方法
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アイソセンターに設置した水ファントムに

0
0

ペンシルビーム状の重粒子線を照射し、側方か

100

150
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250

300
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ら CCD カメラ（BITRAN BS-40L）を用いて発

図 3

光を撮影した。水カラム－CCD カメラ間距離は

深部微弱光分布（実線）と電離箱線

量計で測定した深部線量分布（点線）の比

40 cm とした。発光量が微弱なので、実験装置

較。発光量分布は図２における黄色線での

全体を暗幕で遮光した。照射室内にノート PC

分布である。

を設置して、CCD カメラの制御とデータ取得を
行った。重粒子線を照射しない状態で撮影した

ことが明らかになった。この一因としては、今

バックグランド画像を差し引くことで、微弱光
画像のオフセットと不均一性の補正を行った。

回の測定では CCD カメラの解像度が不足して
いたことが考えられる。今後、解像度を上げて
再測定する。浅部で発光量が、少し高いのは、

3. 今年度の研究成果と解析結果

チェレンコフ光の寄与があるためである。

230 MeV/n のネオンビーム（Ne）を水ファン

図 4 に水ファントムのビーム入射位置および

トムに照射して得られた微弱光画像を図 2 に示

ブラッグピーク位置における、発光量の照射線

す。鮮明な微弱光画像が得られた。
水ファントム

50

量依存性を示す。両位置において、良い線形性
が確認できた。

ブラッグピーク

今後は CCD カメラと水ファントムの距離を

入射位置

近づけるなどして解像度を上げて撮像を行う。
また CCD カメラ視野中心位置における視差誤
差の影響を評価し、ブラッグピーク位置におけ
る発光量減少の原因を調べていく。
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Ne230 MeV/n を水ファントムに照射

した際の微弱光分布。水平右向きにビーム
が入射している。

R² = 0.9999
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図 2 の画像を用いて評価した、深部発光量分布

50000

100000

monitor counts
105.6mm

を図 3 に示す。図の水平軸の 105.6 mm 位置が

148.0mm

150000

線形 (105.6mm)

200000

線形 (148.0mm)

水ファントムのビーム入射位置に相当する。発

図 4

光量分布から評価した飛程と、電離箱で得られ

びブラッグピーク位置(148.0 mm)におけ

た飛程は概ね一致した。しかし、ブラッグピー

る、発光量の照射線量依存性

クの高さは、発光画像から得られた分布の方が、
電離箱で得られた分布のピーク高さより低い

a

名大、b 名古屋陽子線治療センター、c 量研機構

放医研
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水ファントム入射位置(105.6 mm)及

超伝導転移端センサによる重粒子線カロリメトリ
Calorimetry of Heavy Charged Particle by superconducting transition edge sensor
（16H360）
大野雅史、入松川知也、三浦義隆、高橋浩之 i、坂間誠、松藤成弘 ii、 ほか
M. Ohno, T. Irimatsugawa, Y. Miura, H. Takahashii, M. Sakama, N. Matsufujii, M. Sakamaii, et al.
H360 is aimed at development of the precision

ピラリを用いた重粒子線集光制御系の開発も進めて、

heavy

重粒子線エネルギー精密測定基盤技術の構築を図る

ion

beam

detector

applying

the

superconducting transition edge sensor (TES). As

ことを目的とする。

a first step, using the Ir/Au-TES coupled to a tin
absorber, we have detected the helium ions and

２．今年度の研究内容と成果

the carbon ions which were injected from HIMAC.

①TES による重粒子ビーム検出実験

Although the signal pulses are fully saturated

比熱が極小化する極低温下において入射放射線の

because the temperature change is beyond the

エネルギーを熱に変換し、生じる温度上昇を常伝導/

transition region, the signal length is reflected

超伝導転移領域での急峻な温度抵抗変化を用いて検

the incident energy of the injected heavy ions.

出する超伝導転移端センサ（TES: Transition Edge

These results indicate the possibility of the

Sensor）は究めて高い精度を有するエネルギースペ

precision heavy ion energy detection applying the

クトロメータである。また TES は半導体のような放

TES detector.

射線損傷によるダメージがなく、耐久性にも優れて
いる。本研究実施者は、超伝導イリジウム(Ir)を用

1. 研究の目的とバックグラウンド

いた温度センサとスズやタンタルのバルクを切削加

重粒子線絶対線量評価の高精度化は、線量集中性

工した放射線吸収体を組み合わせた TES を開発し、

に優れ高い生物効果が得られる粒子線がん治療の治

137

療計画において、体内の吸収線量分布と生物効果を

出器より 3 倍以上優れたエネルギー分解能 465eV（世

予測する計算精度の向上をもたらすものと期待され

界最高値）を実現している。そこで本実験課題では、

る。さらに重粒子線の生物学的効果のメカニズムを

まず重粒子入射に対する TES 応答特性の詳細を明ら

把握するには、生体内の粒子線飛跡に沿った電離、

かするべく、平成 29 年 2 月に重粒子線吸収体付き

２次電子放出や励起状態の把握、即ち細胞サイズ以

TES とその電流信号を読み出す SQUID 増幅器を寒剤

下の極めて極小領域単位での空間的なエネルギー分

フ リー 希釈冷 凍機 に組み 込ん だ検出 シス テムを

布の評価が鍵を握るものと考えられる。そこで本研

HIMAC の PH2 ビームポートに持ち込み、TES による重

究では、重粒子線吸収による温度上昇を精密に計測

粒子線粒子の検出実験を行った。

Cs 線源からの 662keV の γ 線に対し Ge 半導体検

する極低温カロリメータを導入し、個々の重粒子が

TES 検出素子は、極薄い窒化シリコンメンブレン

持つエネルギーの精密な計測の実証を目指すと共に

上に成膜された超伝導 Ir/Au 薄膜温度センサ（超伝

重粒子線入射に伴う極小空間での正確なエネルギー

導転移温度 Tc=140mK）の上に金バンプポストを介

分布把握を可能にするべく、重粒子線ビームを高い

してスズのバルク重粒子線吸収体部（0.5 mm×0.5

位置精度で制御、集光して照射しうるマイクロキャ

mm×0.3 mm）が搭載されたものである。
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図 1：HIMAC の PH2 実験ポートに設置された TES
冷却用寒剤フリー希釈冷凍機システム

TES からの電流信号は、dc-SQUID 増幅器の入
力コイルで磁束に変換されて、SQUID によりその
磁場変化を読み出すことにより、低インピーダンス
な信号読出しが行われる。本実験では、TES 検出素
子や SQUID 増幅器を冷却するために、図 1 に示す
ような液体ヘリウムや大量の液体窒素を必要としな
い安全性と簡便性に優れるパルス管搭載寒剤フリー
希釈冷凍機を適用している。このような TES 検出
システムを用いて HIAMC で得られる He イオンお
よび C イオンを希釈冷凍機内の TES に照射して入
射応答を計測した。図 2 に He イオン 100MeV/u の
ビームを 34mm 厚のアルミ板を透過させて得られ
たビームの入射信号応答の例を示す。応答バルスは
頭が潰れたような形状の飽和波形を示しているが、
これは入射した He イオンが TES のスズ放射線吸収

図 2：TES により検出された He イオン入射応答波形

用いたガラスキャピラリは入り口径 6mmφ、出口
径 0.5mmφである。ガラスキャピラリに 100MeV/u
の He 核種のビームを入射し、アルミ板を透過して
粒子のエネルギーを適宜減衰させて CR-39 を用い
てビームのプロファイルを記録した。図 3 に CR-39
に記録されたガラスキャピラリを通過後の重粒子ビ
ームの検出例を示す。明らかにスポット状のビーム
プロファイルが記録されており、ガラスキャピラリ
により重粒子ビームを集光されていることが確かめ
られた。図 3 上より CR-39 上で得られたスポットよ
り、その径は 1.7mm（半値幅）が得られている。こ
のようなガラスキャピラリによる集光系と TES を
組み合わせることにより、重粒子線ビームを正確に

体を通過した際に生じる温度上昇が TES の超伝導
転移幅を超えて、一時的に完全な常伝導状態に遷移
していることによるものである。そして重粒子ビー
ムを透過させるアルミ板厚を変化させ、TES に入射
する粒子のエネルギーを変化させると、信号パルス
の飽和時間もそれに依存して変化する傾向が確認さ
れた。ゆえに、このように重粒子入射信号波形が飽
和している場合において、信号パルスの波高値によ
り入射エネルギー情報を得ることは困難であるが、
応答波形の飽和時間により入射エネルギーの情報を

図 3：キャピラリを用いた重粒子ビーム集光実験
（左：キャピラリ集光部と CR-39 検出部の実験体系、
右：CR-39 上に現れた集光イベント検出結果）

制御して狙ったスポットに照射し、極小空間での正
確なエネルギー付与、分布等を詳細に把握すること
に資するものと考えられる。今後は、炭素のビーム
によるガラスキャピラリの集光実験を行い、集光精

得られることが実証された。
②ガラスキャピラリを用いた重粒子ビーム集光実験
平成２８年７月に HIMAC においてガラスキャピ
ラリを用いて重粒子線ビームの集光実験を行った。
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度の精密な評価を行う予定である。

i 東京大学、ii 放医研

核破砕反応によるアイソマービームの生成
Production of Isomer Beams by Nuclear Fragmentation Reactions
(16H362)
矢向謙太郎 A、川田敬太 A、大田晋輔 A、道正新一郎 A、堂園昌伯 A、横山輪 A、高木基伸 A、小林幹 A、
László STUHLA、岩本ちひろ A、増岡翔一郎 A、北村徳隆 A、酒井英行 B、笹野匡紀 B、銭廣十三 B
K. YakoA, K. KawataA, S. OtaA, S. MichimasaA, M. DozonoA, R. YokoyamaA, M. TakakiA, M. KobayashiA,
L. STUHLA, C. IwamotoA, S. Masuoka A, N. Kitamura A, H. Sakai B, M. Sasano B, and J. ZenihiroB

Abstract
We are developing isomer beams by nuclear
fragmentation reactions so that the beams can
be used at facilities of RI beams at intermediate
energies. In October 2016, we measured the
production efficiencies of the 54Co(7+) and
12
Be(2nd 0+) isomers from 58Ni and 16,18O beams,
respectively. The production rate of 54Co(7+)
was ound to be sensitive to the momentum
transfer in the fragmentation reaction.
Introduction
Radioactive ion (RI) beams allow
experimental study of exotic nuclei whose
neutron and proton numbers are unbalanced,
extending the horizon of the nuclear physics in
terms of isospin. An outstanding aspect of RI
beams is nuclear isomers, i.e. excited
metastable states of nuclei. Since the
metastability of isomers originates essentially
from structural differences (shape, spin, etc.)
from the ground state (or surrounding lower
excited states), they give additional dimensions
to study of nuclear structure.
So far the studies on the isomeric states are
performed first by producing the isomer via
reactions and then by subsequent observation
of de-excitations by γ-, β-, particle-decay or
fission-decay. If reaction studies with isomer
becomes possible, it may open up a new field
of exotic structures such as the state coupled
with (or built on) a unique spin or shape
pertinent to the isomeric state. Isomer beam
experiment in inverse kinematics is a solution.
Our aim in this work is to develop isomer
beams of (1) so-called high spin isomers of
52
Fe(12+), 53Fe(19/2-) and 54Co(7+) from
fragmentation of 58Ni beam and (2) isomer
12
Be(2nd 0+). A Part of the result for (1) on
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54

Co(197 keV, 7+) is presented in this report.

Experiment
The primary beam of 58Ni was accelerated to
350 A MeV by HIMAC Synchrotron and then
slow-extracted and transported to the
production target of 13.9-mm thick Be in the
SB2 beam course. The secondary beams
including 54Co and neighboring nuclei were
momentum analyzed and led to an active
stopper of 5-mm thick plastic scintillator. An
energy degrader of 6-mm thick Al plate was
used for range adjustment. The particle
identification was done through the data from
plastic counters at F1 and F3 as well as those
from a 0.36-mm thick silicon detector installed
at F3. Figure 1 shows the experimental setup at
F3 focal plane.
The isomer 54Co(7+) decays by β+ decay with
a half life of 88.8 s and subsequently emits
three γ rays (411, 1130 and 1407 keV). These γ
rays were detected by a pair of Ge detectors
located sideways at a distance of 5 cm from the

Figure 1: Schematic view of the experimental setup
at F3 focal plane of SB2 course. The secondary beam
of 54Co stops in the plastic stopper and γ rays from
the isomer are detected by the Ge detectors.

secondary beam spot. To study the momentum
dependence of the isomer production, the beam
slit at F1 was set to 1-cm aperture,
corresponding to 0.25% acceptance in
momentum.
We note that the beam was alternately turned
on and off in 50-sec interval, which allowed
one to confirm the half life of the isomer. The
beam rate was � � 10� particles per pulse
(ppp) and that of the secondary beam was
typically 1kppp. The rate of the Ge counters
were typically 600 ppp.
Results
The γ rays of 411 and 1130 keV were
identified with the signals from the Ge
detectors. Figure 2 shows the preliminary
results of production efficiency P and isomer
ratio R defined as,
� � ������� ������ ,
(1)
and
� � ������� ������ ,
(2)
respectively. Here ������� is the number of
54
Co(7+) isomer while ����� and ����� are
the number of primary 58Ni beam and
secondary 54Co beam (including the ground
state nucleus), respectively. The horizontal axis
is the momentum difference measured from the
central momentum of the secondary 54Co beam.
The production efficiency P takes the value of
~ � � 10�� at a momentum difference of
�1.5 fm�� and it decreases as the momentum
difference grows. On the other hand, the isomer
ratio R increases by seemingly a linear function
of the momentum difference and takes the
value of 60% at ��.5 fm�� . This can be
qualitatively understood by the high spin of the
7+ isomer [1]. The angular momentum of 7ħ
corresponds to a momentum difference of
1.5 fm�� if the momentum transfer occurs at the
surface of the 58Ni nucleus.
Since the primary beam intensity available at
leading high intensity RI facilities like RIBF is
typically in the order of 10�� particles per
second (pps), the 54Co(7+) beam available is
10��� pps. Therefore scattering studies such as
(p,n) measurement in inverse kinematics is
feasible.
Here we have reported about the high-spin
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isomer production with four-nucleon removal.
In general producing high spin states with five
(53Fe(19/2-)) or six (52Fe(12+)) nucleons is more
difficult. Analyses on these as well as on
12
Be(2nd 0+) are in progress.

Reference
[1] W.-D. Schmidt-Ott et al., Z. Phys. A 350, 215-219.
A
B

Center for Nuclear Study, the University of Tokyo
RIKEN, Nishina Center

Preliminary
Preliminary

Figure 2: (a) Efficiency of 54Co(7+) production
defined in Eq. (1) and (b) isomer ratio (Eq.(2)).

Comparison study of therapeutic nanoradiator dose by traversing proton and
heavy ion beam
(16H363)
Seung-Jun Seo,a Jae-Kun Jeon,a Jong-Ki Kim,a Naoki Sunaguchi,c Tetsuya Yuasab
and Tsuyoshi Hamanod
a
Catholic University of Daegu, School of Medicine, Korea, bYamagata University
d
HIMAC, NIRS, Chiba, Japan

Abstract

used separately.

enhanced production from 25 μM AuNP in a dose
dependent manner compared with Carbon beam
alone control. This enhancement will be compared to
coming experiment with proton beam of same energy
to induce differential CNR effect due to larger
Coulomb interaction cross section.
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This feasibility study was performed at first to
investigate the differential Coulomb nanoradiator
effect (CNR) between proton and Carbon ion due to
potent larger Coulomb interaction cross-section with
given nanoparticles from heavy ion. CNR effect was
measured by AuNP-mediated enhanced production of
Reactive Oxygen Species (ROS) under irradiation
with a 100 MeV traversing Carbon beam using 20
μM cyanine fluorescent sensor (ROSstar), which is
sensitive to both hydroxyl radical and superoxide
anion at the same time. The result demonstrated
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Fig 1. 100MeV-proton irradiated AuNP-mediated
OH• radicals/fluorescent X-ray by APF agent.
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1. Background and objectives of the
experiment

Conventional proton therapy exploiting Spread-out
Bragg-peak (SOBP) have been performed only to
oncological application with very much narrow
indication compared to large financial investment to
the instrument. Of course, SOBP cannot be
applicable to conformal energy delivery for the target
like vascular diseases associated with atherosclerotic
plaque or thrombosis or for the infiltrated diseases
due to imprecision of conformal dose from the
mixture of normal and pathological target tissue.
Instead, a traversing pristine Bragg-peak proton
beam did not deposit Bragg-peak energy inside body
when proton energy is assigned beyond the
penetrating body depth, but physical Coulomb
interaction with high-Z nanoparticles in target during
the passage brought about bursts of emissions of lowenergy electrons, including interatomic coulomb
decay (ICD) electrons and Auger electrons, as well
as X-ray fluorescence, referred to the nanoradiator
effect. In therapeutic application of this dose
enhancement alone by traversing proton beam, we
reported complete tumor regression in a zenograft
animal model (Physics Med Biol 57, 8309–8323
(2012)).
Previously, we measured AuNP-mediated enhanced
ROS production under irradiation of traversing 100
MeV proton beam. Either fluorescent agent sensitive
to either hydroxyl radical or superoxide anion was
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Fig 2. 100MeV-proton irradiated AuNP-induced
ܱଶȈି /low energy electron by DHE agent.

It is very interesting to know the differential
Coulomb nanoradiator effect (CNR) between proton
and heavy ion due to potent larger Coulomb
interaction cross-section with given nanoparticles
from heavy ion. Herein, we like to measure ROS
production in gold nanoparticle solution, and X-ray
fluorescence directly from gold nanoparticle under
irradiation of traversing Bragg peak heavy ion beam.

2. Activities and Results of 2016

In this feasibility work we measured AuNP-mediated
ROS with ROS star (Cyanine 5.5) that is sensitive to
both ܱଶȈି and OH• to save machine time with less
number of samples and to compare directly the result

of proton irradiation with single measurement of
ROS sensitive fluorescent agent.

solvated electrons that were generated from both
water radiolysis by primary carbon beam and AuNPmediated electron emission by Coulomb nanoradiator
effect, AuNP enhancement of superoxide may
represent overall electron emission from
carbon/proton-irradiated AuNP. In our previous
experiment, we obtained nonlinear ROS
enhancement with respect to carbon dose (as shown
in Figure 3) as the results of our first HIMAC
experiment, and therefore it may suggest relatively
more electron emission compared to fluorescent Xray from AuNP-mediated nanoradiator effect under
irradiation with Carbon beam. In other words, we
may have insight into relative yield of electron
emission from Au-nanoradiator between proton and
carbon irradiation with same energy if we compare
ROS enhancements between them, which is
important to therapeutic effects by Coulomb
nanoradiator.

ROS
probe
Heavy
Ion
Traversing
Bragg peak

i

Coll mator

Au nanoradiator

Effendorf

Fig 3. Experimental layout for ROS measurement
under traversing carbon beam.

3. X-ray Fluorescence detection as gold
nanoparticle dosimetry
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AuNP 25 μΜ

25000

Present trial to measure PIXE under Carbon ion
beam irradiation failed to detect X-ray from
concentrated AuNP due to inappropriate detector and
uncontrolled scattering by incident beam. In further
PIXE measurement of nanoparticle-induced
fluorescent X-ray, we try to use collimated proton
beam to measure intensity of fluorescent X-ray in
proportion to the concentration of nanoparticles
while minimizing scattering effect by incident beam.
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Therefore, in the meantime, we try to measure
AuNP-induced ROS using same 20 μM cyanine
fluorescent sensor (ROSstar) under 100 MeV-proton
irradiation to compare with heavy ion irradiationinduced nanoradiator effect at designated period of
beam time in 2017. Two issues should be addressed
in comparison with proton beam irradiation in next
experiment. First one is overall enhancement factor
of ROS production between Carbon and proton beam.
Second one is difference in composition of
nanoradiator dose between Carbon and proton beam.
Previous trial to measure PIXE under Carbon ion
beam irradiation failed to detect X-ray from
concentrated AuNP due to inappropriate detector and
uncontrolled scattering by incident beam. In further
PIXE measurement of nanoparticle-induced
fluorescent X-ray, we try to use collimated proton
beam to measure intensity of fluorescent X-ray in
proportion to the concentration of nanoparticles
while minimizing scattering effect by incident beam.

20

Radiation dose(Gy)

Fig 4. AuNP-mediated ROS enhancement under
irradiation with 100 MeV carbon beam on AuNPsolution phantom (2016, result from HIMAC
experiment)
It is interesting to recognize present result of ROS
production by Carbon beam irradiated AuNP that is
similar with electron emission/superoxide production
under 100 MeV proton irradiated AuNP.
Radiation dose was measured as plateau dose
incident on the front phantom, actual Bragg peak
energy would be xxx.

1.8 factor enhancement of ROS (ܱଶȈି and OH•) was
observed at 5 Gy plateau dose of carbon ion beam.
We obtained non-linear enhancement of superoxide
anion and linear enhancement of hydroxyl radicals
by 100 MeV proton-irradiated AuNP in our previous
experiment at Kyungju Proton Accelerator Center,
Korea. Since superoxide was produced mainly from

List of Publications

(1) Publications
No publication for 1st feasibility experiment
We expect first publication after second experiment.
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ダイヤモンド半導体の重粒子に対する応答の研究
Response of diamond semiconductor to heavy ions
(16H364)
a
a
a
上野遥 、松本晴久 、神谷浩紀 、松崎乃里子 a 、金子純一 b、平野慎太郎 b 、藤井雅之 c、
小林進悟 d
a
a
H. Ueno , H. Matsumoto , K.Kamiya a , J. Kaneko b , S. Hirano b , M. Fujii c ,
S. Kobayashi d
シリコン半導体を組み合わせて Fe イオンを照射
した例があり、原子番号を特定できるまでのエネ
ルギー分解能があることが認められている 1 ) 。ま
た、重粒子による電荷収集率の劣化も試験されて
きた 2 ) 。しかし、様々なエネルギーや核種が混合
し、かつ低線量率であるの宇宙放射線場での放射
線計測のためには、宇宙放射線に対する応答を評
価する必要がある。

Abstract
One important technique in manned space
activity is accurate dose measurement. We focus
on diamonds that are almost equivalent to the
human body and aim to develop diamond
detectors as an ideal dosimeter. We synthesized
diamond of 70 μm thickness and irradiated 100
MeV protons, but the loss energy was too low and
could not be detected by our readout circuits. We
changed the test system to CAMAC and confirmed
the energy dependence by acquiring data at
aluminum thickness of 32, 35 mm. We were able
to find improvement items for developing a
diamond sensor.

2.

1. 研究の目的とバックグランド
1.1. 研究の目的
有人宇宙活動における放射線防護の重要な観点
の一つが、正確な線量計測である。将来の長期宇
宙探査ならびに民間による宇宙活動の拡大を見
越すと、この技術はこれまで以上に重要となる。
しかし、理想的な線量計は他国を含めまだ実現さ
れていない。そのために現在の JAXA の宇宙飛
行士の被ばく管理では、吸収線量に十分な不確か
さを加味して被ばく線量を算出している。現在、
この運用方法を見直す流れがあり、高機能の
LET 計測器の開発が進めば、将来の被ばく管理
に対し大きく貢献できる。
そこで要素技術として着目したのが、ダイヤモ
ンド半導体である。ダイヤモンドは原子番号が 6
と生体組織等価原子番号である約 7.5 に近い値
をもち、換算の必要がない。またシリコンの 100
倍以上の耐放射線性があり、長期安定性も高線量
場での測定も確保できる。ただしこれらは物性上
期待できる利点であるため、本研究にて理想に近
い高電荷収集率の結晶合成の実現と、エネルギー
や線種に対する応答など、基礎的な照射試験デー
タを取得し、価値を評価する。
1.2. 先行研究
ダイヤモンド半導体はエネルギー分解能に寄与
する電荷収集率を向上した合成技術が近年発達
してきており、センサとしての応用ができる段階
となっている。先行研究として、ダイヤモンドと

今年度の研究内容
本年度は単一センサの製作、試験を実施した。
詳細を下記に述べる。
(1) ダイヤモンドセンサの作成
北海道大学との共同研究により、大きさ 5×5×
0.07 mm、電荷収集率は電子 100.5%、正孔 100.2%
（Si 比）とシリコン半導体の分解能に近いレベ
ルのダイヤモンド結晶合成が実現した。製作した
読み出し回路からは 1024ch のテレメトリとして
ADC 値を出力される。センサの構成を図 1 に示
す。本年度は試作のため、センサ部と読み出し部
を分け、SMB ケーブルで接続した。
(2) 100 MeV 陽子の照射試験
100 MeV 陽子を照射し、分解能を評価する。直
接入射とアルミ板を用いて減速させた場合で検
証する。また、シリコンセンサと熱ルミネッセン
ス(TLD)を線量精度の評価に用いる。
3. 今年度の研究成果と解析結果
3.1. 波高値分布
初めに比較対象のシリコンセンサを用いて読み
出し回路からの出力を確認したが、信号は得られ
なかった。
①読み出し回路の故障：CAL 信号を出力できる
ようにしているため、CAL 機能をコマンド送信
したところ、信号が確認された。よって読み出し
回路の健全性が確認された。
②信号が微弱：シリコンの場合、100 MeV 陽子

a

JAXA
北海道大学
c
ファムサイエンス㈱
d
放医研
b

図 1 ダイヤモンドセンサの構成
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を入射させたときに出力される電圧は約 5 mV で
あり（前置増幅器のコンデンサ 1 pF 仮定）、ノイ
ズレベル 10 mV に埋もれて計測できなかったこ
とが推測できる。
③結晶破損： 2 4 1 Am 線源、読み出し系を CAMAC
に変更してセンサの健全性を確認した。信号は確
認され、ダイヤモンド半導体でも同じゲイン設定
で信号を取得した。シリコンとの比較を図 2 に示
す。低い CH 値でカウントが少ないことから、ダ
イヤモンドが低ノイズであることが示される。
3.2. Al シールドで減速させた場合
3.1③の検証からセンサには問題ないことが確
認されたため、ビームをアルミ板で減速させて損
失エネルギーを大きくし、計測した波高値分布を
図 3 に示す。ガウシアンフィッティングで中心値
p と分散σを求めたところ、アルミ 32 mm の場
合 p 3 2 =45.5, σ 3 2 =6.9、35 mm の場合 p 3 5 =65.7, σ
3 5 =12.3 であった。損失エネルギーをシミュレー
ションし、ピーク CH との関係を求めた。時間の
都合で二点のデータ取得となったためにリニア
リティについては言及できないが、損失エネルギ
ーと CH 値の関係性は図 4 のようになった。
3.3. シリコンと TLD 線量との比較、評価
今回の試験では、上記検証と問題解決に時間を
要したため、実施できなかった。

弱な信号がさらに減衰してしまうことが推測される。
センサ部と読み出し部を一体化すること等により改
善を図る。
4.2. ダイヤモンド結晶の厚み
より厚い結晶合成により損失エネルギーを確保
する必要がある。今後北海道大学等との協力で、
できるだけ厚い結晶合成ができるようにするこ
とが課題である。

図 3 アルミ板で遮蔽した時の波高値分布。赤丸
が 32 mm(減速後 17 MeV)、青丸が 35 mm(減速
後 3.2 MeV)の場合の分布。

4. 得られた成果と課題への対応
今回照射したシリコン、ダイヤモンドともにセン
サ厚が 100 μm に満たないために、発生電荷数が少な
く製作した読み出し回路では検出ができなかった。
この結果から二つの観点から課題を抽出し、次回へ
の試験へとつなげたい。
4.1. 読み出し回路とセンサ間の問題
製作した読み出し回路は信号が微弱なことを見越
してプリアンプのコンデンサの静電容量を極力小さ
いものを採用した。しかし、センサ部と読み出し回
路部をつなぐケーブルの静電容量があるため Q=CV
の関係から余分な静電容量が加わることにより、微

図 4 3.2 mm, 3.5 mm アルミ板で遮蔽したときの
それぞれのピーク CH と損失エネルギーの関係

図 2 2 4 1 Am からのα線入射時のシリコン, ダイヤ
モンドの波高分布。ダイヤモンドでノイズが低い
ことが分かる。
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固体水素標的を用いた不安定核のスキン厚導出手法の開発
Development of Method for Deducing the Skin Thickness of Unstable Nuclei
using Solid Hydrogen Target
(16H365)
森口哲朗 a、小沢顕 a、鈴木伸司 a、天野将道 a、上岡大起 a、長江大輔 b、阿部康志 b、
北川敦志 c、佐藤眞二 c
T. Moriguchia, A. Ozawaa, S. Suzukia, M. Amanoa, D. Kamiokaa, D. Nagaeb, Y. Abeb,
A. Kitagawac and S. Satoc
Abstract
The purpose of this study is to deduce the skin
thickness of unstable nuclei only from the
reaction cross section measurements. For this
reason, it is important to use a proton target. In
this fiscal year, we measured a charge-changing
cross section of 20Ne with a solid hydrogen
target in order to check the experimental
system, and checked a beam intensity of 17Ne
for further experiments.
１．研究の目的とバックグラウンド
不安定核にはスキン構造と呼ばれる安定
核に見られない現象がある。スキンとは不
安定核の表面に現れる過剰の中性子もしく
は陽子の層を指す。スキン構造は不安定核
の理解にとって重要であり、スキン領域が
陽子もしくは中性子に偏った非対称核物質
であることから、超新星爆発のメカニズム
や中性子星の内部構造と関連する非対称核
物質の状態方程式の決定に貢献すると期待
される。
スキンの厚さは陽子密度分布半径ݎ୮ と中
性子密度分布半径ݎ୬ の差として定義するこ
とができる。これらと核子密度分布半径ݎ୫
の間には、

ݎ୫ ଶ ൌ ሺܼΤܣሻݎ୮ ଶ  ሺܰΤܣሻݎ୬ ଶ

式(1)

という関係がある。ここで、ܼは原子番号、
ܰは中性子数、ܣは質量数を表す。これまで、
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不安定核におけるスキン厚の実験値はオプ
ティカルアイソトープシフト（OIS）と反応
断面積（R）の二つの測定から導出してき
た。OIS の測定からݎ୮ を得ることができ、ま
た、R の測定とグラウバーモデルの組み合
わせからݎ୫ を得ることができる。これらを
式（１）に代入すればݎ୬ がわかるので、ݎ୮ と

ݎ୬ の差からスキン厚を導出することができ
る。ところが、OIS の測定はイオン源やレ
ーザー等の技術的な制限から、測定可能な
同位体は限られており、スキン厚の実験デ
ータは乏しいのが現状である。
OIS の測定をすることなくスキン厚を導
出する手法の一つとして、水素標的を用い
たR 測定が挙げられる。これは、核子核子
全断面積が約 100 MeV 以下のエネルギー領
域で同種粒子間よりも陽子-中性子間の方
が約 3 倍大きいという特徴を利用している。
これは、入射核の中性子密度分布の情報を
引き出すために水素標的が有効なツールで
あることを意味する。これまで、我々は固
体水素標的を用いたR 測定から中性子ドリ
ップライン核である 11Li のݎ୮ とݎ୬ の導出を
行った[1]。
本研究は先行研究を発展させたものであ
る。本研究では、特に、陽子過剰核に注目
し、固体水素標的を用いたR 測定による陽
子スキン厚の導出を目的とする。研究対象
としては、初めに 17Ne を考えている。17Ne
は陽子ドリップライン核であり、既にスキ

ン厚の実験値は報告されている。そのため、 断面積の解析中である。また、本実験では
本研究で得た実験値との比較が可能であり、 17Ne の生成を行い、実際の 17Ne の収量が
本手法の妥当性を評価できる。妥当性が確
LISE++を用いた予想値に比べ約 1/3 である
認された後、スキン厚が未知の不安定核
ことがわかった。
17
9
（ F や C 等）のR 測定を予定している。
今後は、まず、今回の実験データの解析
を進めると共に、核子当たり数 100 MeV の
２．今年度の研究内容
エネルギー領域でも効率良く測定を行うた
本課題は平成 28 年度から始まり、平成
めに、より厚い固体水素標的の作成を検討
29 年 1 月に 1 回のマシンタイムを行った。 している。
今回は初めての実験ということで、20Ne の
荷電変換断面積（反応によって陽子数が変
化する確率）を測定し、検出器系やデータ
収集系等の測定システムの確認を行った。
また、次回以降のマシンタイムに繋げるよ
う、20Ne ビームから生成される 17Ne の収量
の確認を行った。
図 1 実験セットアップ。
一次ビームとして核子当たり 180 MeV の
20
Ne を利用した。実験は二次ビームライン
SB2 コースを使用した。図 1 は実験セット
アップである。固体水素標的上流の粒子識
別には、F1 と F3 のプラスチックシンチレ
ータ(Pla)による飛行時間(TOF)と F2 のシリ
コン半導体検出器(Si)を用いた。ビームの入
射位置を知るために 2 台の PPAC を固体水
素標的の上流に設置した。今回使用した固
体水素標的は50×30 mmt であり、入射及び
出射窓には 25 mt のカプトン膜が使われて
図 2 20Ne を固体水素標的に照射させた時
いる。固体水素標的下流の粒子識別には、
のイオンチェンバーのエネルギー損失のス
エネルギー損失を測定するためのイオンチ
ペクトル。
ェンバーと全エネルギーを測定するための
NaI シンチレーション検出器を用いた。
参考文献
[1] T. Moriguchi et al., Physical Review C,
３．今年度の研究成果と解析結果
88(2) 024610, 2013.
図 2 は 20Ne を固体水素標的に照射させた
時に、イオンチェンバーで得られたエネル
――――――――――――――――――
ギー損失のスペクトルである。右端の一番
a. 筑波大学物理
大きなピークは陽子数が変化しなかった
b. 理研仁科センター
Ne である。Ne のピークの左側にある数本
c. 放医研加速器工学部
のピークは、陽子数が変化し、20Ne が F や
O などに変化したイベントである。現在、
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宇宙機搭載放射線観測装置の研究
Research of light

particle telescope on board spacecraft
（16H368）
松本晴久 a、富高真 a 、上野遥 a 、神谷浩紀 a 、藤井雅之 b、小林進悟 c
H. Matsumoto a , M. Tomitaka a , H. Ueno a , K. Kamiya a , M.Fujii b ,
S. Kobayashi c
Abstract
Currently, we are developing a radiation
monitor with digital signal processing technique
used for a small satellite. A conventional
radiation monitoring circuit consists of a detector
that detects radiation, a preamplifier that
amplifies a signal of the detector, a waveform
amplifier that shapes the waveform of the signal,
and a peak hold circuit that holds the peak value of
the signal. The equipment aimed for this research
is to digitally sample the signal waveform from
the detection, to detect the crest value, and to
protect a noise from own circuit and external
environment.
We will explain the problems clarified by the
irradiation test results and the advantages of
digital sampling.

2. 今年度の研究内容
開発 を目指して いる装置の スペックを 表１に
示す。
表 1 宇宙機搭載放射線観測装置目標性能
線種
電子

陽子

1. 研究の目的とバックグランド
従来の、放射線観測装置 1 ) は、放射線を検出す
る検出器と、検出器の信号を増幅する前置増幅器、
信号を波形整形する波形増幅器及び波高値を保
持するピークホールド回路等から構成されている。
本研究で目指す装置は、検出からの信号波形を
デジタルサンプリングすることにより、波高値を検
出すると共にノイズに強い処理系を目指している。
実現できれば、ピークホールドによる不感時間を削
減でき、パイルアップ時、波形特性を考慮しいた処
理が可能となり、カウントレンジの拡大とカウント値
の精度向上が期待できる。また、ピークホールド回
路が不要となり回路が簡素化し当該装置のさらな
る小型化も期待できる。
開発を目指している装置のブロック図を図 1
に示す。

目標値
0.04 ～2.0 MeV
1.0 x 10 6 CPS 以上
21
25 keV（FWHM）以下
±20°
1.2 ～ 250 MeV
1.0 x 10 6 CPS 以上
12
0.4 MeV（FWHM）以下
±25.4°

計測範囲

6.38 ～ 400 MeV

計数範囲

1.0 x 10 6 CPS 以上

CH 数

重ｲｵﾝ

10

分解能

1.6 MeV（FWHM）以下

視野角

±25.4°
高 LET
10 3 MeV-cm2/g 未満の Flux

今年度は、Fe イオン（500MeV/n）を用いて、
高 LET（約 1.32×10 3 MeV-cm2/g ）が問題なく計測
できると共に軽粒子についても粒子弁別及びエ
ネルギーが同定できるかどうかの検証を行った。
その後、各検出器の損失エネルギーとトリガータ
イミング等でピークホールド回路（P/H 回路）と
デジタルサンプリング回路（D/S 回路）の違い及
び照射試験での課題を明らかにした。以下 3 項
で解析結果を示す。
3. 今年度の研究成果と解析結果
Fe イオン（500MeV/n）を直接入射し波形増幅
器（メインアンプ）の出力をオシロスコープで計
測した Si 半導体検出器（S1～S4）の波形データ
を図２に示す。なお、S1 及び S4 は正極性、S2
及び S3 は負極性である。
S4 の波形増幅器の出力波形から、サチレーシ
ョンを起こすことなく LET が計測できることを
確認した。ただし、放射線波形のアンダーシュー
トがベースラインに落ち着くまでの時間が 10
usec となっており、目標としている計数範囲 1.0

S1->S2->S3->S4 の構成

図１ 放射線観測装置の構成
a

Heｲｵﾝ

計測範囲
計数範囲
CH 数
分解能
視野角
計測範囲
計数範囲
CH 数
分解能
視野角

JAXA, b ファムサイエンス㈱, c 放医研
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x 10 6 CPS 以上を満足することが困難であること
が判明した。このため、回路時定数の調整を行っ
た。

にオフセットさせている。
P/H 回路で損失したエネルギーのピーク値は
AD 値で 20CH であった。一方、D/S 回路で損失し
たエネルギーのピーク値は 22CH（86CH-64CH）
であった。双方の結果から今年度開発した D/S
回路でも P/H 回路と同等の損失エネルギーを計
測できたことを確認した。
なお、波高分布はピーク値から低損失側へなだ
らかに減衰している D/S 回路の方が理想的であ
る。

図２ 波形増幅器出力波形
図３は、回路時定数を調整した後の Si 半導体
検出器１枚目(S1)及び２枚目(S2)の D/S 回路で
取得した放射線波形の出力結果である。アンダー
シュートがベースラインへ落ち着くまでの時間
が改善されておよそ 2μsec 以内となっており目
視でも十分ピークを捉えることができる。また、
図２でみられるようなコモンモードノイズは完
全に除去され、オシロスコープなどでは確認する
ことができない綺麗な放射線波形を取得するこ
とが可能となった。
しかしながら、正極性である S1 及び S4 と、
負極性である S2 及び S3 のピーク位置がずれて
いる。これは、回路時定数によるもの、トリガー
タイミングの違いによるものであると推測され
る。これは今後検討するパイルアップ除去機能に
影響を与える恐れがあるため、改善することが望
ましい。
なお、S3 データの小さなノイズは取得したす
べての波形に確認された。S1、S2、及び S4 には
確認されていない。これはセンサ間で発生した高
電圧リーク若しくは S3 回路にデジタルノイズが
混入している可能性が高い。この結果から、デジ
タルサンプリングを行うことでこれまでわから
なかった製造不良やセンサ劣化等の異常判定を
することが可能となることが期待できる。
図４は、P/H 回路と D/S 回路で同時に取得した
Si 半導体検出器１枚目（S1：最も入射部に近い
検出器）の多重波高分析結果（PHA）の結果であ
る。ここで、P/H 回路のアナログデジタル変換器
（AD）はユニポーラ型であり、D/S 回路の高速
AD はバイポーラ型でベースラインは AD 値で 64
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図３ デジタルサンプリングによる出力波形

図４ P/H と D/S の PHA 比較
参考文献
1) Yasutomo, Sasaki, Haruhisa Matsumoto, and Takahiro
Obara (2009): Preliminary result of radiation
measurement on GOSAT, in Proc. of the 27th
International Symposium on Space Technology and
Science (ISTS), 877 Tsukuba, Japan, 5-12 July 2009,
paper: 2009-r-2-878 23.

アイソマー同定のための新しいガンマ線測定手法の開発
New γ-ray detection technique for isomer tagging
(16H369)
堂園昌伯 a、矢向謙太郎 a、大田晋輔 a、時枝紘史 a、岩本ちひろ a、Laszlo Stuhla、川田敬太 a、
道正新一郎 a、高木基伸 a、横山輪 a、北村徳隆 a、増岡翔一郎 a、上坂友洋 b、銭廣十三 b、高田栄一 c
M. Dozonoa, K. Yakoa, S. Otaa, H. Tokiedaa, C. Iwamotoa, L. Stuhla, K. Kawataa, S. Michimasaa, M. Takakia,
R. Yokoyamaa, N. Kitamuraa, S. Masuokaa, T. Uesakab, J. Zenihirob, E. Takadac
Abstract

2.

今年度の研究内容と結果

We are developing a new γ-ray detector

アクティブストッパーでは、はじめに誘起されるア

system as an active stopper for isomer

イソマー粒子起因の信号を速やかに減衰させる必

tagging. In 2016, (1) we tested a readout

要があるため、高密度(5.1g/cm3)かつ時間応答の

system based on a QTC and a multi-hit TDC

早い(τ=19ns)、CeBr シンチレータを検出器素材と

using a

16N(0−)

isomer beam, (2) we studied

して採用した。そのうえで、以下の開発を行った。

responses of some MPPCs to high light levels
using a

16O

(1) QTC+マルチヒット TDC 読み出し系のテスト

beam. The obtained results will

データ収集において問題になると想定されるマ

be used to design the detector.

ルチヒットイベントに対応するため、荷電時間変換
回路(QTC) [GeVγ-1370、富士ダイヤモンド]とマ

1.

研究の目的とバックグラウンド

ルチヒット用 TDC [V1190、CAEN]による読み出し

アイソマー(原子核の準安定な励起状態)は、原

系を採用し、このシステムによるアイソマー同定の

子核構造を敏感に反映する興味深い研究対象で

テストを、SB2 コースにて行った。図 1 に実験セット

ある一方で、有限の寿命を持ち、他の状態との識

アップを示す。110 MeV/u の 16N(0−)二次ビームを、

別が簡単であるため、その性質を利用することで、

減衰材で適当に減衰したのちにプラスチックシン

実験的バックグラウンドの少ない、強力な核反応プ

チレータに埋め込み、遅れて放出される遅延ガン

ローブになりうる。

マ線を、CeBr と PMT [R7600、Hamamatsu]を用い
て検出した。

我々は、アイソマーの研究、さらに核反応プロー
ブへの応用を目指して、「アクティブストッパー」の

図 2 に、ビーム強度 1kppp で得られた結果を示

開発を行っている。アクティブストッパーとは、アイ

す。(a)はガンマ線のエネルギーと検出時間(スター

ソマー粒子を埋め込むストッパーの役割も兼ね備

トはプラスチックによるビーム検出時間)との相関で

えた遅延ガンマ線検出器であり、全立体角をカバ

ある。16N(0−)からの 120keV 遅延ガンマ線イベント

ーできるなど、非常に効率的なアイソマー測定が

が は っ き り み え る 。 エ ネ ル ギ ー 分 解 能 は 17%

可 能 と な る 。 本 研 究 で は 、 16N(0 − ) ア イ ソ マ ー

(FWHM)であった。(b)は遅延ガンマ線の時間スペ

(Eγ=120keV、T1/2=5.25μs)を測定対象として、アク

クトルである。分布から得られた半減期は T1/2=5.20

ティブストッパーによる新しいアイソマー同定手法

±0.11μs と文献値(5.25μs)と一致し、遅延ガンマ

を確立することを目指す。

線のイベントが正しく選びだされていることを確認
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図 1 : 実験(1)のセットアップ

図 3 : CeBr+MPPC の、16O ビーム[(a),(b)]、
137Cs

ガンマ線[(c)]に対する応答

0.5μs で 137Cs の光電ピーク(662keV)と同程度まで
図 2 : (a) ガンマ線エネルギーと時間との相関

にさがる。この傾向は他の種類の MPPC において

(b) 遅延ガンマ線の時間スペクトル。

も同様であった。このことは、アイソマー埋め込み
後 1μs ほどで、数百 keV のガンマ線が測定できる

した。これにより、QTC+マルチヒット TDC 読み出し

可能性を意味している。この場合、 16N(0-)アイソマ

系がアイソマー同定に使用できることを確認した。

ーの遅延ガンマ線の検出効率は約 90%である。

(2) MPPC の大光量の光に対する応答

動作安定性については、ビーム強度 105 ppp まで

アクティブストッパーでは、ビーム埋め込みにより

は全 MPPC が安定して動作した。一方、106 ppp ま

大光量の光が発生する。そこで、そのような状況下

であげると、6050CS と 3050CS の出力が減衰し、1

でも安定動作が期待できる MPPC を光センサとし

時間照射し続けた時点で半分ほどの出力になった。

て選び、実際に MPPC が示す応答を調べた。

この原 因と して、 ピク セ ル サ イズ が 大き い( 他の

実験は PH2 コースにて行った。230 MeV/u の 16O

MPPC が 25 um に対して 50 um)ために 1 ピクセル

ビームを減衰材で約 120 MeV/u まで減衰させたの

あたりの受光量が大きく、その結果、大光量により

ちに CeBr に埋め込み、MPPC にて信号を読み出

ピクセルの損傷を招いたと考えられる。

した。MPPC は、Hamamatsu の S13360 シリーズのう

以上の結果から、CeBr シンチレータに、MPPC

ち受光面積とピクセルサイズの異なる 4 種類

および QTC+マルチヒット TDC 読み出し系を組み

(6050CS, 6025CS, 3050CS, 3025CS)をテストした。

合わせれば、アクティブストッパーとして機能すると

最適バイアス電圧(約 60V)で MPPC を動作させ、

いう見通しがたった。今後、仕様の詳細を検討して

出力波形を Flash ADC[SIS3301]で記録した。

検出器を完成させ、性能評価のための実験を行う

図 3 に、3050CS の出力波形を示す。 (a), (b)が
16

予定である。

O ビームに対する応答である[(b)は(a)の縦軸を拡

大したもの]。また比較として、137Cs ガンマ線源から

a. 東京大学原子核科学研究センター

得られたデータを(c)に示す。16O ビームのデータを

b. 理化学研究所仁科加速器センター

みると、ピーク付近で、光量が MPPC のピクセル数

c. 放医研

を超え、飽和しているが、以降は素直に減衰し、
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有機フォトダイオード検出器の重粒子線に対する応答
Feasibility study of organic photodiode detector for heavy ion beams
（16H370）
a
錦戸文彦 、高田英治 b、野上光博 b、山谷泰賀 1 a
F. Nishikidoa, E. Takada b, M. Nogami b, T. Yamayaa,
Abstract
We are developing and evaluating an organic
photodiode (OPD) as a detector for heavy ion beams.
The device structure of the OPD detector has IZO
(100nm)/ PEDOT: PSS (30 nm) / PCBM: P3HT (200
nm) / Al (70 nm). The OPD was directly fabricated on a
black ABS board. The sizes of a sensing area were 8 mm
× 4 mm, 3 mm×3 mm, 2 mm×2 mm and 1 mm×1 mm.
The experiment was performed in the PH2 course of
HIMAC. The energy of the 12C beam was 290MeV/u.
The beam intensity was 107 ~ 108 particles per second
(pps). The diameter of the 12C beam was 1 cm at the
OPD. The OPDs were irradiated by 12C beam through an
ion chamber for calibration and induced charge in the
OPD was collected. In the evaluation, several hundred
pC per spill of the charges were obtained for all OPDs.
The maximum collected charge was obtained for the 1
mm×1 mm OPD. Bragg curves were obtained for 1 mm
×1 mm and Bragg peaks were clearly observed for each
curve.

1． 研究の目的とバックグラウンド
近年、有機材料を用いたフォトダイオードの
開発が非常に盛んになってきている。有機フォ
トダイオードは薄型軽量、安価に作製が可能で
あり、形状の可変性が高く大面積可も容易であ
るという特徴を持っている。また、最近ではイ
ンクジェットプリンタを用いて素子を作成す
ることも可能となっており、微細かつ複雑な加
工も容易に出来るようになってきている。基本
的な振る舞いは通常のフォトダイオードと同
じであるため、同様に放射線検出器に利用する
ことが可能であると考えられる。現在までも有
機素子を用いたアルファ線に対する直接測定
[1]や、X 線に対する直接測定[2]、プラスチック
シンチレータと組み合わせて作成した X 線用
検出器[3]などが報告されているが、高エネルギ
ーの重粒子線に対する応答特性は十分に研究
されているとはいえない。前述の通り有機フォ
トダイオードは薄くすることが可能(1um 以下)
であり任意の形状も容易に作成できるため、粒
子線治療における線量計等としての応用の可
能性も考えられる。そこで本研究では重粒子線
に対する有機フォトダイオードの応答特性の
評価を行い、その放射線検出器としての可能性
を調べることを目的とする。
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2． 今年度の研究内容
実験では OPD として IZO (100nm)/ PEDOT:
PSS (30 nm) / PCBM: P3HT (200 nm) / Al (70 nm)
の構造をもつものを使用した。
有感領域は 8 mm
×4 mm(Fig. 1)、3 mm×3 mm、2 mm×2 mm、1
mm×1 mm の 4 種類のものを準備した。厚さに
ついてはすべて同じ厚さの素子を使用した。ベ
ースには炭素線入射による発光の影響を除去
するために黒色の ABS 樹脂を用い、その上に
OPD を直接作成した。

Fig. 1 Photograph of an organic photodiode with
a 4 mm×8 mm active area.
実験は放医研の重粒子加速器施設 HIMAC の
物理コースを用い、炭素線を OPD に直接入射
させその出力を測定した。ブラッグカーブの測
定の際のみ、厚みの違うアクリルブロックを
OPD の前に置き、OPD に入射する 12C のエネル
ギーを変化させた。炭素線はエネルギー
290MeV/n、サイズは直径約 1cm、ビーム強度は
107~108 particle per scond (pps)に調整した。OPD
からの出力は IF コンバータを用いて 0.1 秒当た
りの収集電荷量(pC)を測定した。Fig. 2 にビーム
ラインのセットアップを示す。

Ion chamber
OPD

…
290MeV C‐12
Fig. 2 Beam line setup.

Acryl block

るが、逆に 1 mm×1 mm の OPD のほうが出力
電荷が多いという結果となった。また、暗電流
に関しては面積が小さくなるほど減っており、
今回の場合は 1 mm×1 mm の素子が最も良い特
性を示した。
120.0

Averaged collected charge [pC/0.1sec]

3． 今年度の研究成果と解析結果
Fig. 3 に 0.1 秒後毎の出力電荷量の時間変化
を示す。HIMAC のビームは 3.3 秒周期であり山
の部分がビームが照射されている時間である。
ビームが出ていない時間にも、30pC 程度の電荷
が計測されてるが、これは暗電流によるもので
ある。図の通り HIMAC での 12C ビームのスピ
ル構造が再現されていることが分かる。

100.0
80.0

Dark current
OPD signal
60.0

60.0

15.8
28.9

40.0
20.0

23.0
49.8

47.2
31.5

28.1

3mm x 3mm

2mm x 2mm

0.0
8mm x 4mm

1mm x 1mm

Fig. 5 Comparison of averaged collected charge
of the OPDs which have different active area.

OPD output

Fig. 6 に 1 mm×1 mm OPD (108 pps)、1 mm
×1 mm OPD (107 pps)、3 mm×3 mm OPD (108
Fig. 3 Collected charges obtained with the 8 mm
pps)に対して得られたブラッグカーブを示す。
× 4 mm OPD for 108 pps 12C beam.
アクリルブロックを厚さを変えながら OPD の
8
前に置き、OPD に入射する 12C のエネルギーを
Fig. 4 に 8 mm × 4 mm の素子に 10 pps で 30 分照
射し続けた場合の OPD の出力の時間変化を示す。 変化させつつ、収集電化量の測定を行った。各
データはそれぞれアクリルを置かなかった場
各スピルで得られた収集電荷の合計値をスピ
合のデータでノーマライズされている。素子の
ル毎の入射粒子量で補正してある。入射を開始
形状、強度によらずほぼ同じ形状のブラッグカ
した時刻がスピル番号 0 としている。図から分
ーブが得られた。
かるとおり照射直後から出力信号の低下が見
3
られるが、20 分程度照射した辺りから安定して
1mm x 1mm (10^8pps)
きている。また、照射終了後数時間おいた後同
2.5
1mm x 1mm (10^7pps)
様の測定を行うと、出力信号は回復し、照射を
3mm x 3mm (10^8pps)
2
行うと同様の傾向が再現するという結果が得
られた。
1.5
1
0.5
0
0

50
100
Thickness [mm]

150

Fig. 6 Brag curve obtained with the OPDs and
ionization chamber.
参考文献

Fig. 4 Stability of the OPD output (8 mm × 4 mm
OPD).
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Fig. 5 に有感領域が異なる場合の収集電荷量
の違いを示す。どの測定に対してもビーム径は
変えていないため、有感領域の大きいほうが入
射粒子数も増え収集電化量も増えるはずであ
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陽子ドリップライン核40Scの励起状態の研究
(16H371)
Research on the excited states of proton drip-line nucleus 40Sc
西村太樹A，千葉順成A，福田光順B，本間彰C，細川裕之A，石井瞭A，伊藤眞子A，北川敦志D，
町田聖寛A，大西淳平A，大坪隆C，笈川浩之A，佐藤眞二D，清水昇吾A，多田真嵩A，田原智祐A，
武智麻耶C，田中聖臣B
D. NishimuraA, J. ChibaA, M. FukudaB, A. HommaC, H. HosokawaA, R. IshiiA, M. ItoA,
A. KitagawaD, M. MachidaA, J. OhnishiA, T. OhtsuboC, H. OikawaA, S. SatoD, S. ShimizuA, M.
TadaA, T. TaharaA, M. TakechiC, and M. TanakaB
Abstract
The proton drip-line nucleus 40Sc is one of the
candidate for the waiting point nucleus in the
rapid proton capture (rp) process. However, the
network simulations for the rp process aroud A
= 40 contain large uncertainties because of the
lack of information on the excited states of 40Sc.
In order to obtain the excitation energy and the
half-life of the first excited state in 40Sc, the
experiment has been performed at NIRS
-HIMAC. The ions including 40Sc was
successfully produced and implanted in an
active stopper. The data analysis of the gamma
rays is now ongoing.

構造や核反応の情報を得ることが重要であ
る。さて、40Ca は陽子数･中性子数ともに
20 個の二重魔法数であり、sd 軌道と pf 軌
道という異なるパリティを持った軌道の境
界である。この境界を越えるためには、
39
Ca(β +,ν)39K(p,γ)40Ca(p,γ)41Sc が主で
あると考えられている。しかし、この経路
は半減期 0.86 秒である 39Ca のβ+崩壊によ
って反応速度は制限され、39Ca は待機点に
なると考えられる。一方で、もし 39Ca(p,
γ)40Sc(p,γ)41Ti という反応が起これば、β+
崩壊を経由しなくなるので、rp 過程での元
素比や進行の時間経過にも影響を及ぼしう
る。したがって、39Ca(p,γ)40Sc(p,γ) 41Ti
反応の解明は非常に重要である。
これまでに、39Ca(p,γ)40Sc について Iliadis
らや Descouvemont らそれぞれの理論計
算が行われてきたが、それらは 40Sc の励起
状態の実験データが不足しているために一
致していない。この理論計算の不一致の解
決するために、本研究ではまず 40Sc の第一
励起状態の半減期を測定し、スピン・パリ
ティの確定および崩壊強度を決定すること
を目標とした。これにより、40Sc の核構造
が理論予想通りであるか調べる実験を行っ
た。
2. 前年度までに得られている結果
新規に付き無し。
3. 今年度の研究内容
H28 年度は 40Sc の生成および Ex = 34
keV の第一励起状態の半減期測定実験を
HIMAC の物理汎用照射室の PH1 ビームラ

1. 研究の目的とバックグラウンド
宇宙元素合成において、高速陽子捕獲
(rapid proton capture; rp)過程は 108K 以
上の高温下で連続的に陽子を捕獲し陽子過
剰不安定核を経由して重元素を合成する過
程である。現在、rp 過程は連星物質の白色
矮星や中性子星への降着による爆発的現象
である新星や X 線バーストが有力候補とな
っており、最近の宇宙観測結果や陽子過剰
核の実験データからその詳細が明らかにな
りつつある。
ところが、rp 過程が起こる温度環境や元
素合成で辿る原子核の経路を知る上では、
原子核の半減期や励起準位のスピン・パリ
ティや崩壊幅、(p,γ)反応断面積などが必要
である。しかしながら、rp 過程の全容を把
握するにはこれらの十分な実験データは得
られていない。特に、反応が抑制された待
機点(Waiting point)とされている原子核の
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インを使って行った。シンクロトロン加速
器によって 740 MeV/u に加速された 40Ca
ビームを 150kppp の強度でトリガー検出
器であるプラスチックシンチレータに通過
させた後、 174 mm の極厚ポリエチレン
(CH2)生成標的に入射した。この生成標的内
で(p,n)の荷電交換反応により、目的核であ
る 40Sc を生成した。生成標的の直下流に
20 mm 厚のプラスチックシンチレータで
できたアクティブストッパを 45 度に傾け
て 40Sc を停止させた。このとき、生成標的
中でのエネルギー損失の違いにより 40Sc ビ
ームはストッパに停止するが、40Ca の一次
ビームおよび入射核破砕反応によって生成
された破砕片はストッパを通過した。アク
ティブストッパの 1m 後方に Veto 用のプラ
スチックシンチレータを配置し、それらの
通過粒子も測定した。
4. 今年度の研究成果と解析結果
図 1 に示すように、トリガー検出器とア
クティブストッパのエネルギー付与の相関
から 40Sc を含むイベントが確認できた。さ
40
らに、
Sc の励起状態からのγ線を探索し、
エネルギーや半減期を決定するために、ア
クティブストッパの周り 4 台の臭化ランタ
ン (LaBr3(Ce)) 検出器や Ge 検出器に配置
した。図 2 に条件をかけていない Ge 検出
器のエネルギースペクトルを示す。いくつ
かのエネルギーピークが見られるが、これ
はビームと同期した即発γ線あるいはアイ
ソマーγ線とβ遅延γ線や室内バックグラウ
ンドの全てを含んでいる。現在、ビームと
同期してかつ上流からの荷電粒子バックグ
ラウンドを取り除く作業を進めている段階
である。また、β崩壊遅延γ線から 40Sc の生
成を確認する作業も進めている。

図1: トリガー検出器とアクティブストッパと
のエネルギー付与の相関.(a)は全てのイベント
で40Caの1次ビームのピークが見られる。(b)は
下流のVeto用検出器で信号を検出しなかったイ
ベントで、エネルギー付与の大きな40Scなどの
生成核種のイベントが見られる。

A

東京理科大理工，B阪大理，C新潟大自然，
D
放医研
図2: Ge検出器で得られたγ線エネルギースペク
トル。 現状ではまだ全イベントであり、これか
らビームと同期したイベントを取り出す。
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Effects of charged particles on human tumor
cells. Frontiers Oncol. 6, 23 (2016).
高橋昭久: 線エネルギー付与(LET)と生物学的
効果比(RBE). In: 新版 放射線医科学. –生体
と放射線・電磁波・超音波-(監修. 大西武雄),
pp.41-43, (2016).
高橋昭久: 重粒子線により誘導されるシグナル
伝達. In: HIMAC 20 周年記念事業研究成果要
覧. (編集. 鎌田正), pp.35-40, (2016).

総説、出版、その他 (Books, etc.)
(14L092)
中野孝司、栗林康造：「JMED」治療法便覧 2017
～私の治療～、
「胸膜腫瘍（悪性胸膜中皮腫）」、
日本医事新報社、3-36 (2016).
Nakano T, Kuribayashi K, Jung SH, Kim HR:
Epidemiology of Malignant Pleural
Mesothelioma in Japan anf Korea. In ”Malignant
Pleural Mesothelioma. Present Status and
Future(Ed. Tommaso Mineo). Bentham e-Book,
73-82 (2016).
中野 孝司：胸膜腫瘍、今日の治療指針 2017、
医学書院、P30 (2017).

(16J462)
Usami N, Kobayashi K, Furusawa Y, Le Sech C:
Hadrontherapy enhanced by combination with
heavy atoms: Role of Auger effect in
nanoparticles. Nanobiomaterials in Cancer
Therapy. Chapter 14. Grumezescu Ed. Elsevier
Inc (2016).

(15J106)
Sancey L, Lux F, Kotb S, Roux S, Dufort S, Bianchi
A, Cremilleux Y, fried P, Coll J-L,
Rodriguez-Lafrasse C,Janier M, Dutreix M,
Barberi-Heyob M, Boschetti F, Denat F, Louis C,
Porcel E, Lacombe S, LeDuc G, Deutsch E,
Perfettini J-L, Detape A, Verry C, Berbeco R,
Butterworth KT, McMahon S, Prise KM, Perriat
P, Tillement O: The use of theranostic
gadolinium-based nanoprobes to improve
radiotherapy efficacy. Br J Radiol, 87, 20140134
(2014).

(15J468)
平山亮一：放射線医科学－生体と放射線･電磁
波･超音波－、医療科学社、11-13 (2016).
(15J487)
Nakano, T, Xu X, Salem AM, Shoulkamy MI, Ide
H: Radiation-induced DNA–protein cross-links:
mechanisms and biological significance. Free
Radical Biology and Medicine (in press).

(16J111)
Ebner D, Tinganelli W, Helm A, Bisio A, Yamada
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(15H157)
小林憲正：宇宙からみた生命史，筑摩書房
(2016).
小林憲正：地球外アミノ酸と生命の起源，科学
と工業，90, 322-329 (2016).

(16J363)
木下伊織：宇宙曝露した Deinococcus 属細菌の
生存と DNA 損傷の解析. 卒業研究, 東京薬科
大学生命科学部 (2017).
藤原大佑：宇宙に曝露した Deinococcus
radiodurans R1 の突然変異. 卒業研究, 東京薬
科大学生命科学部 (2017).

(14H281)
山下真一, 村上健太, 田口光正： イオンビーム
放射線化学. Radioisotopes 66 (in press).

(14J408)
久保誠: 放射線増感剤の標的候補としての DNA
二本鎖切断修復による LET 依存的感受性に関
する研究. 修士論文, 群馬大学生命医科学専
攻 (2013).
Ma Hongyu: Targeting of carbon ion-induced G2
checkpoint activation in lung cancer cells using
Wee-1 inhibitor MK-1775. 博士論文, 群馬大学
医科学専攻 (2015).

(14H285)
山谷泰賀：粒子線治療の照射場のイメージング
のための"OpenPET"装置の開発. 放射線と産
業 (140), 14-18 (2016).
山谷泰賀：粒子線治療における照射場のイメー
ジング技術. 放射線と産業 (140), 2-3 (2016).
(14H290)
三原基嗣：β-NMR による物質科学研究の新展
開. 放射化学第 32 号, 1-10 頁 (2015).
三原基嗣（共著）：放射化学の事典. 日本放射
化学会編、朝倉書店 (2015).
三原基嗣：β-NMR の基礎と物質研究の新展開.
表面科学 (in press).

(16J419)
于暠: フラボノイドの放射線防護における糖鎖
の影響の研究. 修士論文，東京大学工学系研
究科 (2017).
(16J424)
大内章央：酸化 DNA 塩基損傷を指標とした高
LET 放射線におけるトラック構造の可視化.
修士論文, 東海大学大学院工学研究科
(2017).

(16H320)
眞正浄光, 古場裕介：熱蛍光線量計の諸特性と
応用研究の紹介. 放射線科学，(2017) (in
press).

(15J487)
久保山政弥：DNA-タンパク質クロスリンク損傷
の新規な定量法. 修士論文，広島大学大学院
理学研究科 (2016).
瀬畑敬文：抗がん剤および酸化剤が誘発する
DNA-タンパク質クロスリンクの解析. 修士
論文，広島大学大学院理学研究科 (2016).

学位論文 (Theses)
（以前の未掲載分も収録）

(16J132)
坪内健人：Investigation into the role of CD44 on
pancreatic cancer cells after ionizing irradiation.
修士論文, 大阪大学大学院医学系研究科
(2016).
林直紀：Comparison of the effect between the
photon and the particle beam irradiation on
metastatic potential of cancer cells. 修士論文,
大阪大学大学院医学系研究科 (2016).
足立孝則：The effect to cancer metastasis potential
by the combination of radiation and Chk1
inhibitor. 卒業研究, 大阪大学医学部保健学科
(2015).
池端克哉：The effect of Sanazole to radiation
induced cancer metastasis enhanced. 卒業研究,
大阪大学医学部保健学科 (2016).
香村美帆：The effect of Inner Nuclear Envelope
Protein SUN1 to Irradiation-Induced Apoptosis.
卒業研究, 大阪大学医学部保健学科 (2016).
近藤梨加：膵癌における新規術前化学放射線療
法の薬剤候補の探索. 卒業研究, 大阪大学医
学部保健学科 (2016).

(16H005)
下山薫：炭素線治療における照射野効果に関す
る研究. 修士論文, 東邦大学 (2017).
(15H093)
加藤郁磨：13,14,17C の反応断面積と密度分布. 修
士論文、埼玉大学理工学研究科物理学専攻
(2017).
宮田恵理：チェレンコフ放射を利用した重イオ
ンビームのための高時間分解能検出器の開
発. 修士論文、新潟大学自然科学研究科物理
学専攻 (2017).
大西淳平：重イオン粒子識別のための
Ring-Imaging Cherenkov Counter の開発と性能
評価. 卒業研究、東京理科大学理工学部物理
学科 (2017).
塩田柾貴：16N アイソマーおよび基底状態の核
半径測定. 卒業研究、新潟大学理学部物理学
科 (2016).
高野健太：チェレンコフ TOF 高分解能検出器の
開発と大型化. 卒業研究、新潟大学理学部物
理学科 (2016).
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(14H138)
池永龍之介: 顕微赤外分光法によるポリイミド
薄膜に対する重イオン照射効果. 修士論文、
神戸大学大学院海事科学研究科 (2016).
安田修一郎: ポリイミド系エッチング型飛跡検
出器の重イオンに対する検出閾値. 修士論
文、神戸大学大学院海事科学研究科 (2016).

標としたデルタ線検出器の開発. 修士論文、
埼玉大学理工学研究科 (2017).
(15H315)
平田悠歩: 放射線治療時のオンライン線量測定
に向けた光刺激蛍光体を用いた光ファイバ型
小型線量計の消光現象に関する検討. 修士論
文、名古屋大学工学研究科マテリアル理工学
専攻 (2016).

(15H157)
阿部仁美: タイタン大気中での有機物生成に関
する実験的研究. 修士論文, 横浜国立大学大
学院工学府機能発現工学専攻 (2017).
榎本真吾: 模擬星間物質への粒子線照射生成物
の分子構造分析. 修士論文, 横浜国立大学大
学院工学府機能発現工学専攻 (2017).
佐藤智仁: 種々の模擬宇宙環境におけるアミノ
酸前駆体の安定性. 卒業研究，横浜国立大学
理工学部化学・生命系学科化学 EP (2017).

(14H327)
横瀬鎮：頭部がん治療計画を想定した医用重粒
子線 CT の検討. 修士論文、北里大学大学院医
療系研究科医療工学群分子イメージング学特
論 (2017).
石井裕、近藤亮太郎、鷹野稜：重粒子線による
体幹部がん治療計画を想定した重粒子線 CT
の検討. 卒業研究、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 (2017).

(16H186)
山原有未：放射線グラフト重合法による医療用
デバイス適用を目指した新規温度応答性膜の
創製. 修士論文、早稲田大学先進理工学研究
科共同原子力専攻 (2017).

(14H330)
在本裕亮：有機液体シンチレータを用いた μ 粒
子の測定による校正点の取得. 卒業研究、広
島大学工学部 (2016).

(15H212)
稲葉俊喜: 核破砕反応検出のための原子核乾板
を用いた複合検出器の開発. 修士論文、千葉
大学大学院融合科学研究科画像マテリアルコ
ース (2017).
新屋勝一: 定着後金沈着現像による内部潜像核
の検出. 卒業研究、千葉大学工学部画像科学
科 (2017).

(14H332)
立林穣：トラック構造に基づく重イオンビーム
の初期再結合のモデル化. 修士論文、東京工
業大学大学院総合理工学研究科創造エネルギ
ー専攻 (2017).
(14H337)
小松国幹：LiteBIRD で使用する光学部材の陽子
線による影響. 卒業研究、岡山大学理学部物
理学科 (2016).

(15H252)
杉原健太: 430MeV/u 酸素・窒素イオン入射によ
る炭素からの中性子生成に関する研究. 卒業
研究、九州大学工学部エネルギー科学科
(2016).

(15H346)
高田隆大：PZT 圧電素子の放射線検出器への応
用に向けた特性評価. 修士論文、大阪市立大
学大学院工学研究科 (2017).

(15H262)
橋本知明: 重イオン照射された超伝導テープ線
材の積層によるバルクマグネットの作製. 卒
業研究, 東京大学工 (2017).

(15H348)
今井駿介：軟 X 線広天域監視装置 iWF-MAXI
用 X 線 CCD 検出器の開発. 修士論文，東京工
業大学大学院理工学研究科基礎物理学専攻
(2016).
安田弘平：iWF-MAXI 用 X 線 CCD の放射線耐
性の評価. 卒業研究, 東京理科大学理工学部
物理学科 (2016).
大野顕司，根岸康介，鑓田敬吾: 次世代 X 線撮
像分光装置 (XRPIX) の性能評価，卒業研究，
東京理科大学理工学部物理学科 (2016).

(14H290)
山岡慎太郎：β-NMR による Li イオン伝導物質
Li2La2Zr3O12(LLZ)中 8Li の超微細相互作用. 修
士論文、大阪大学大学院理学研究科 (2016).
杉原貴信：β-NMR 法を用いた室温付近における
H2O 中 12N の微視的挙動研究. 卒業研究、大
阪大学理学部物理学科 (2016).
上林祥平：8Li のグラファイト中での β-NMR、
卒業研究、大阪大学理学部物理学科 (2016).

(15H349)
薮美智：荷電粒子照射試験による原子核乾板の
電荷識別能力評価. 卒業研究、神戸大学発達
科学部 (2016).

(15H296)
上岡大起：薄膜からの二次電子放出を利用した
RI ビーム飛行時間検出器の大型化. 卒業研
究、筑波大学理工学群 (2017).
只野奈津生：稀少 RI リングの周回周期測定を目

(15H350)
藤井基晴：100MeV/u α 粒子入射荷電粒子生成二
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重微分断面積の測定. 卒業研究、九州大学工
学部エネルギー科学科 (2017).
(16H362)
川田敬太：アイソマー核反応研究に向けたアイ
ソマービームの開発. 修士論文、東京大学大
学院理学系研究科物理学専攻 (2017).
(16H371)
細川裕之: 極厚標的による荷電交換反応による
40
Sc の生成および粒子識別. 卒業研究、東京
理科大学理工学部物理学科 (2017).
伊藤眞子: 同軸型 Ge 検出器を用いた 40Sc のア
イソマーγ 線の探索. 卒業研究、東京理科大学
理工学部物理学科 (2017).
石井瞭: プラスチックシンチレータによる低エ
ネルギーγ 線検出器の性能評価と 40Sc のアイ
ソマーγ 線の探索. 卒業研究、東京理科大学理
工学部物理学科 (2017).
多田真嵩: 平板型 Ge 検出器を用いた 40Sc のア
イソマーγ 線の探索: 卒業研究、東京理科大学
理工学部物理学科 (2017).
清水昇吾: LaBr3(Ce)検出器を用いた 40Sc のアイ
ソマーγ 線の探索. 卒業研究、東京理科大学理
工学部物理学科 (2017).

学会賞 (Awards)
(15J106)
Ferruz MB, Porcel E, Hirayama R, Obara M, Usami
N, Salado D, Stefancikova L, Sanchez GJ, Roux
S, Lacombe S: New insights into metallic
nanoparticles for enhancement of particle therapy
in hypoxic tumors. Prize for the best oral
communication, Workshop Hypoxia 2016,
Nantes, France, 2016.10.
(16J419)
于暠，山下真一，藤森亮，上坂充: フラボノイ
ドの放射線防護効果に対する糖転移の影響.
最優秀ポスター発表賞、2016 年度放射線化学
若手の会 (2016).
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H28 年度 HIMAC 共同利用研究課題一覧
整理番号
14L092

申請者
宮本忠昭

所内対応者
山本直敬

課題名
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

16L099

今井礼子

今井礼子

仙骨脊索腫重粒子線治療後、局所再発症例の MRI 画像の検討

16L101

川城壮平

川城壮平

局所進行膵癌の炭素イオン線治療後局所再発に対する再照射による正
常組織への影響に関する研究

16L102

小藤昌志

小藤昌志

頭頸部腫瘍に対する炭素イオン線治療後の口腔 ‐ 鼻副鼻腔瘻の危険因
子に関する研究

16L103

立花泰彦

立花泰彦

重粒子線治療のための腫瘍診断・治療評価に役立つ拡散評価 MRI シー
クエンスの開発と評価

16L104

小此木範之

小此木範之

婦人科腫瘍に対する重粒子線治療における晩期有害事象と線量体積分
布に関する研究

（

6 課題

）
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H28 年度 HIMAC 共同利用研究課題一覧
整理番号
15J101

申請者
崔

星

所内対応者
崔

星

課題名
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

15J103

崔

星

崔

星

重粒子治療適応拡大に向けた薬物併用療法の基礎的研究

15J104

ヴァレス・ギ 中島徹夫

Targeting cancer stem cells with miRNA-based strategies and particle

ヨーム VARES,

radiation therapy

Guillaume
15J105

SHAO, Chunlin 古澤佳也

Role of stem cells in radio-response of tumor cells toward highLET particles and the involvement of mitochondria and endoplasmic
reticulum

15J106

LACOMBE,

平山亮一

Effect of nanoparticles combined with hadrons (NanoHadron)

下川卓志

Immunologically augmented cancer treatment using a drug-radiation

Sandrine
16J111

Durante
Marco

16J112

泉

combination protocol

佐知子

藤田真由美

炭素イオン線による新しい乳癌治療法開発のための基礎研究（薬物療法
との併用）

16J114

高橋

豊

下川卓志

免疫チェックポイント阻害剤とサイトカインを併用した腫瘍免疫療法に
おける重粒子線の役割の解明

16J115

小此木範之

小此木範之

重粒子線照射の線エネルギー付与 (LET) の違いにおける腫瘍免疫応答に
関する研究

16J116

RODRIGUEZ-

中島徹夫

Role of HIF-1 α in the response of HNSCC cancer stem cells after carbon
ion exposures

LAFRASSE
Claire
16J132

小泉雅彦

下川卓志

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

14J175

下川卓志

下川卓志

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

15J185

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

14J191

長谷川正俊

村上

14J192

若月

小此木範之

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

15J197

ZHOU

平山亮一

Function of non-coding RNAs in regulating heavy-ion induced biological

優

健

Guangming

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

effects

15J199

砂田成章

藤森

亮

効率的な細胞老化促進によるがん抑制法の基礎研究

14J265

森田

隆

笠井清美

DNA 修復遺伝子の変異による哺乳動物細胞への重粒子線の影響の解析

14J277

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

14J278

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

14J286

二宮康晴

二宮康晴

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

14J287

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

14J289

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

15J292

柿沼志津子

柿沼志津子

放射線感受性マウスにおける重粒子線発がんの被ばく時年齢依存性

15J294

川野光子

川野光子

重粒子線組織障害に対する FGF 防護効果に関する研究

16J295

勝部孝則

勝部孝則

拘束ストレスによるマウスの重粒子線感受性修飾に関する研究

16J296

中島徹夫

中島徹夫

硫黄化合物のマウスにおける重粒子線感受性修飾に関する研究

16J297

中西郁夫

中西郁夫

重粒子（炭素）線照射した水溶液試料における初期レドックス状態の反
応速度論的解析
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整理番号

申請者

所内対応者

課題名

16J298

高井伸彦

鵜沢玲子

重粒子線感受性に影響を与える末梢性 NMDA 受容体の解析

16J301

MOELLER,

藤森

Intercomparison study of astrobiological model systems in their response

亮

Ralf

to major components of the galactic cosmic radiation (STARLIFE project
3.0)

14J313
15J314

LIU Qiang ( 劉 勝部孝則

Study on functions of the DNA damage response factors in the cellular

強)

response to heavy ion beams

KATO

藤森

亮

Takamitsu

Potentially lethal damage repair in G2 phase cells after high LET
radiation exposure

15J315

平山亮一

平山亮一

重粒子線による腫瘍再酸素化に関する基礎研究

15J316

LI, Qiang

平山亮一

Study on the function of Caspase-9 in the lethal effect of mitotic
catastrophe induced by heavy ion radiation

15J317

中村麻子

平山亮一

Tempol による重粒子放射線に対する放射線防護剤効果の検討

16J318

Narongchai,

小西輝昭

The Importance of Primary and Secondary Bystander Response Crosstalk

16J319

Autsavaprom

between Human Lung Cancer and Normal Cells by Exposure of High-LET

porn

Carbon Ions.

Wang Huichen 平山亮一

Study on radiation sensitivity enhancement and therapeutic targeting of
human tumors using heavy ion beams.

16J320

LU Dong

古澤佳也

Protective effects of yeast beta-glucan against the biological damage
induced by heavy ion radiation and its related mechanism

16J321

劉

翠華

劉

翠華

16J324

西田浩志

中西郁夫

重粒子線による DNA 損傷応答反応における天然物の作用に関する研究

14J363

横堀伸一

吉田

微生物の重粒子線照射下での生存条件の検討

16J372

LI, Qiang

平山亮一

聡

炭素線照射後の生体応答に対する低酸素環境の役割に関する基礎研究

Mitophagy and Apoptosis: high-LET radiation-induced mitochondrial
damage and response in tumor cells

14J376

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

14J379

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

15J386

XUE, Lian ( 薛 王

冰

/蓮)
14J408

Differential processing of low and high LET radiation induced DNA
damage: Investigation of switch from ATM to ATR signaling

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

15J410

MOELLER,

藤森

亮

Ralf

Visualization of the DNA strand break repair by non-homologous end
joining and homologous recombination in low and high LET irradiated
Bacillus subtilis spores (insight-REPAIR)

15J412

斎藤裕一朗

平山亮一

DNA 二重鎖切断修復活性の飽和に対する線量および LET の影響

15J413

余語克紀

平山亮一

炭素線による DNA 損傷に対するアミノ酸の防護効果と作用機序解明

15J414

鹿園直哉

平山亮一

重粒子線による DNA 損傷形態に関する研究

15J416

Sihver Lembit 村上

16J417

松本義久

平山亮一

ヒト細胞における重粒子線の DNA 損傷と修復の分子生物学的解析

16J418

藤森

藤森

宇宙放射線による生体ゲノム DNA 損傷および突然変異の可視化と定量に

亮

健
亮

Fragmentation of plasmid DNA induced by heavy ions

関する研究
16J419

于

暠

藤森

亮

糖転移フラボノイドの重粒子線に対する防護メカニズム
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申請者

所内対応者

課題名

16J424

伊藤

敦

平山亮一

高 LET 粒子線トラック構造の免疫染色法による可視化と粒子種依存性

16J462

LE SECH,

平山亮一

STUDY of CELL DEATH RATE - HeLa - LOADED with HEAVY ATOMS and

Claude

NF-Kappa-B INHIBITOR ( corticoïds )IRRADIATED by C6+ IONS

15J468

平山亮一

平山亮一

重粒子線の線質が及ぼす大気下ならびに低酸素環境下での生物効果

15J472

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

15J487

井出

博

平山亮一

重粒子線による DNA- タンパク質クロスリンク損傷の誘発と除去動態

14J494

矢島浩彦

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解析

15J499

松尾陽一郎

下川卓志

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新規損傷
量評価手法に関する研究

15J501

下川卓志

下川卓志

育種目的での HIMAC 利用の効率化・至適化を目指した基礎研究

16J502

西原昌宏

下川卓志

重粒子線照射が植物・きのこに与える影響に関する研究

（ 63 課題 ）
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整理番号

申請者

所内対応者

課題名

16H005

松藤成弘

松藤成弘

重粒子線治療照射法に関する総合的研究

16H028

白井敏之

白井敏之

がん治療用加速器の総合的研究

15H045

大野由美子

村上

高電離重イオン衝撃による気体分子の電離過程の研究

15H093

福田光順

北川敦志

重粒子線による核反応断面積の研究

15H095

新藤浩之

岩田佳之

半導体の放射線の影響に関する研究

14H138

山内知也

小平

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

健

聡

Chemical criterion for the response of polymeric nuclear track detectors
15H157

小林憲正

吉田

聡

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

16H180

中川清子

村上

健

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

16H186

鷲尾方一

村上

健

重イオンビームによる機能性高分子材料の創製 - 核種・LET を高度に応
用したエネルギー付与特性による新材料創製 -

14H189

寺沢和洋

小平

聡

位置有感比例計数管の重イオンに対する応答

15H212

久下謙一

小平

聡

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

14H233

BURMEISTER, 小平

聡

Soenke
14H238

Space Radiation Dosimetry-Energetic Particle Detection with active
Instruments for Space Missions

久保謙哉

北川敦志

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

14H248

PINSKY,

小平

聡

Lawrence

Advancing the Medipix Technology For Use In Space Radiation
Monitoring and Dosimetry Applications

15H252

執行信寛

松藤成弘

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

15H262

為ヶ井

濱野

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

強

毅

の同定
14H281

山下真一

村上

健

重粒子線による水の放射線分解

14H282

BERGER,

小平

聡

Ground Based Verification of a European Crew Personal Active

Thomas

Dosemeter (EuCPAD) for Astronauts- Flight Model Verification

14H285

山谷泰賀

山谷泰賀

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

14H286

小平

小平

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

聡

聡

粒子の線量寄与の研究
14H287

田口光正

村上

健

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

14H290

三原基嗣

北川敦志

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

15H296

長江大輔

北川敦志

RI ビーム飛行時間検出器の開発

—理研稀少 RI リングのための検出器

—
15H301

小林義男

北川敦志

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

15H307

大田晋輔

高田栄一

アクティブ標的による重陽子非弾性散乱の研究

16H315

渡辺賢一

古場裕介

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

16H319

ROSENFELD,

松藤成弘

In field and Out of field Dose Profile from Therapeutic Hadron Therapy

Anatoly B

Beams

16H320

眞正浄光

古場裕介

熱蛍光板状線量計による重粒子線の線量分布測定法に関する研究

16H322

HIRN, Attila

小平

On-ground calibration of silicon detector telescope systems with

聡

energetic heavy ion beams
14H327

村石

浩

古場裕介

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
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申請者

14H330

梶本

剛

14H332

松藤成弘

所内対応者

課題名

濱野

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

毅

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

14H335

田中隆宏

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

14H337

石野宏和

小林進悟

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

15H341

藤原

古場裕介

シンチレーティング Glass GEM を用いた炭素線線量分布測定に関する

健

研究
15H343

松原礼明

松藤成弘

15H344

Benton, Eric R 小平

聡

重粒子線に特化した生体内用マイクロ線量計開発
Heavy Ion Sensitivity of Neutoron Bubble Derectors used in Space
Dosimetry

15H346

武智誠次

村上

健

15H347

松本謙一郎

松本謙一郎

重粒子線によるヒドロキシルラジカル生成密度の測定

15H348

幸村孝由

濱野

毅

宇宙 X 線観測用 CCD 素子と SOI 素子の放射線耐性の評価

15H349

青木茂樹

小平

聡

原子核乾板による核種電荷測定のための較正データの収集

15H350

魚住裕介

松藤成弘

重粒子入射荷電粒子生成二重微分断面積の測定

15H351

武智麻耶

北川敦志

原子核物理と応用物理のための重イオン反応断面積測定

15H352

牧野高紘

米内俊祐

ワイドハンドﾞギャップ半導体の単一イオン誘起破壊現象に関する研究

15H353

寺沢和洋

小平

超小型アクティブ宇宙放射線線量計の開発と遮へい効果の実測

16H355

西村俊二

高田栄一

非等方的集団運動から探る高密度物質の状態方程式の研究

16H356

越水正典

古場裕介

放射線誘起蛍光体におけるＬＥＴ効果の解析

16H358

Remi Barillon 小平

聡

聡

PZT 検出器の放射線測定への応用

Radiation damage mechanisms at molecular level approached with
physicochemical technologies

16H359

小森雅孝

米内俊祐

重粒子線照射による微弱光画像を用いた線量分布測定

16H360

大野雅史

松藤成弘

超伝導転移端センサによる重粒子線カロリメトリ

16H362

矢向謙太郎

高田栄一

核破砕反応によるアイソマービームの生成

16H363

Kim/ Jong-Ki

濱野

Comparison study of therapeutic nanoradiator dose by traversing

毅

proton and heavy ion beam
16H364

上野

遥

小林進悟

ダイヤモンド半導体の重粒子に対する応答の研究

16H365

森口哲朗

北川敦志

固体水素標的を用いた不安定核のスキン厚導出手法の開発

16H368

松本晴久

小林進悟

宇宙機搭載放射線観装置の研究

16H369

堂園昌伯

高田栄一

アイソマー同定のための新しいガンマ線測定手法の開発

16H370

錦戸文彦

錦戸文彦

有機フォトダイオード検出器の重粒子線に対する応答

16H371

西村太樹

北川敦志

陽子ドリップライン核 40Sc の励起状態の研究

16H372

加藤一成

濱野

車載用半導体部品の宇宙機器への適用に向けた重イオンシングルイベン

毅

ト効果の評価

（ 59 課題 ）
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成果発表会
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2017/4/7

「H28年度HIMAC共同利用研究成果発表会日程表（案）」
日時：2017年4月17日（月）、4月18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
講演：パール
ポスター：４F房総
挨拶、9:50 - 10:00
課題番号 101-132
10:00 － 10:50
休憩
課題番号 175-191, 376
11:00 － 12:00

10:00
11:00
12:00
4月17日
（月）

13:00

治療・診断班成果発表
12:45 －13:45

10:00
11:00
4月18日
（火）

12:00

昼休み、ポスターセッション
12:10 － 13:00
B 治療II/治療場の性質

課題番号 115, 265-289
14:10 － 15:00
コーヒーブレイク
課題番号 292-297, 287
15:20 － 16:20

16:00

9:00

10:00 － 12:10

12:00 － 14:10

15:00

18:00

A 治療I/照射装置、測定装置
の開発

昼休み、ポスターセッション

14:00

17:00

物理・工学
講演：ルビー
ポスター：４F房総
挨拶、9:50 - 10:00

総合講演

13:00 － 14:10
コーヒーブレイク
C 加速器ビーム利用の新展開
14:25 － 16:35

16:45 - 17:45

懇親会（於：2FロイヤルI）18:00 - 20:00

課題番号 192, 298-363
9:00 － 9:50
コーヒーブレイク
課題番号 408-472
10:10 －11:10
休憩
課題番号 487-499, 277, 501, 502

11:20 －12:30
13:00

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 － 11:50
昼休み、ポスターセッション
11:50 － 12:40
F 粒子線の化学作用

14:00

12:40 － 14:10
休憩
G 原子核の研究と検出器開
発

15:00
16:00

14:20 － 15:50

17:00
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「H28年度HIMAC共同利用研究成果発表会プログラム（案）、治療･診断班」
日時：
場所：

2017年4月17日（月）12時45分～13時45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17日（月）
12:45 - 12:55

14L092

12:55 - 13:05

16L099

13:05 - 13:15

16L101

13:15 - 13:25

16L102

13:25 - 13:35

16L103

13:35 - 13:45

16L104

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
今井礼子 仙骨脊索腫重粒子線治療後、局所再発症例のMRI画像の
検討
川城壮平 局所進行膵癌の炭素イオン線治療後局所再発に対する再
照射による正常組織への影響に関する研究
小藤昌志 頭頸部腫瘍に対する炭素イオン線治療後の口腔‐鼻副鼻腔
瘻の危険因子に関する研究
立花泰彦 重粒子線治療のための腫瘍診断・治療評価に役立つ拡散
評価MRIシークエンスの開発と評価
小此木範
之

婦人科腫瘍に対する重粒子線治療における晩期有害事象と線量
体積分布に関する研究

16:45 － 17:45

総合講演：回転ガントリーによる重粒子線がん治療に向けて 白井敏之

18:00 － 20:00

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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2017/4/12

「H28年度HIMAC共同利用研究成果発表会プログラム（案）、生物班」
日時：
場所：

2017年4月17日（月）9時50分～4月18日（火）12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パール、4F房総

4月17日（月）
9:50 － 10:00

開会の挨拶
口頭発表

課題番号 101-132
10:00 － 10:10 15J101 崔
10:10 － 10:20 15J103
10:20 － 10:30 16J112
10:30 － 10:40 16J114
10:40 － 10:50 16J132

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
崔 星
重粒子治療適応拡大に向けた薬物併用療法の基礎的研究
泉 佐知子 炭素イオン線による新しい乳癌治療法開発のための基礎研
究（薬物療法との併用）
高橋 豊
免疫チェックポイント阻害剤とサイトカインを併用した腫瘍免
疫療法における重粒子線の役割の解明
皆巳和賢 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

10:50 － 11:00

休憩

課題番号 175-191, 376
11:00 － 11:10 14J175 東梨佳子
11:10 － 11:20 15J185 野村大成
11:20 － 11:30 14J191
11:30 － 11:40 14J376
11:40 － 12:00

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
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
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
討
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
生物世話人 今後のHIMAC生物実験に関する運用方針について
昼休み、ポスターセッション

12:00 － 14:10

課題番号 115, 265-289
小此木範之 重粒子線照射の線エネルギー付与(LET)の違いにおける腫
瘍免疫応答に関する研究
－ 14:30 14J265 森田 隆
DNA修復遺伝子の変異による哺乳動物細胞への重粒子線
の影響の解析
－ 14:40 14J278 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
－ 14:50 14J286 二宮康晴
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
－ 15:00 14J289 冨樫和樹
重粒子線による有用天敵種作出に向けた基盤研究

14:10 － 14:20 16J115
14:20
14:30
14:40
14:50

15:00 － 15:20

コーヒーブレイク

課題番号 292-297, 287
15:20 － 15:30 15J292 柿沼志津子 放射線感受性マウスにおける重粒子線発がんの被ばく時年
齢依存性
15:30 － 15:40 15J294 川野光子 重粒子線組織障害に対するFGF防護効果に関する研究
15:40 － 15:50 16J295 勝部孝則 拘束ストレスによるマウスの重粒子線感受性修飾に関する研
15:50 － 16:00 16J296 中島徹夫 硫黄化合物のマウスにおける重粒子線感受性修飾に関する
研究
16:00 － 16:10 16J297 中西郁夫 重粒子（炭素）線照射した水溶液試料における初期レドックス
状態の反応速度論的解析
16:10 － 16:20 14J287 網野真理 重粒子線を用いた根治的不整脈治療の開発
16:45 － 17:45

総合講演：回転ガントリーによる重粒子線がん治療に向けて 白井敏之
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18:00 － 20:00

懇親会（2F)

4月18日（火）
課題番号 192, 298-363
9:00 － 9:10 14J192 柴慎太郎
9:10 － 9:20
9:20 － 9:30

16J298
16J321

高井伸彦
劉 翠華

9:30 － 9:40

16J324

西田浩志

9:40 － 9:50

14J363

横堀伸一

9:50 － 10:10

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
重粒子線感受性に影響を与える末梢性NMDA受容体の解
炭素線照射後の生体応答に対する低酸素環境の役割に関
する基礎研究
重粒子線によるDNA損傷応答反応における天然物の作用に
関する研究
微生物の重粒子線照射下での生存条件の検討
コーヒーブレイク

課題番号 408-472
10:10 － 10:20 14J408 高橋昭久
10:20 － 10:30 16J417
10:30 － 10:40 16J418
10:40 － 10:50 16J419
10:50 － 11:00 16J424
11:00 － 11:10 15J472

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
島田幹男 ヒト細胞における重粒子線のDNA損傷と修復の分子生物学
的解析
藤森 亮
宇宙放射線による生体ゲノムDNA損傷および突然変異の可
視化と定量に関する研究
于 暠
糖転移フラボノイドの重粒子線に対する防護メカニズム
伊藤 敦
高LET粒子線トラック構造の免疫染色法による可視化と粒子
種依存性
清水喜久雄 重粒子線によるDNA損傷と突然変異誘発機構の解析

11:10 － 11:20

休憩

課題番号 487-499, 277, 501, 502
11:20 － 11:30 15J487 井出 博
11:30 － 11:40 14J494
11:40 － 11:50 15J499
11:50 － 12:00 14J277
12:00 － 12:10 15J501
12:10 － 12:20 16J502
12:20 － 12:30

15J104
15J105
15J106
16J111
16J116

重粒子線によるDNA-タンパク質クロスリンク損傷の誘発と除
去動態
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
解析
松尾陽一郎 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
松山知樹 重粒子線利用による植物品種識別法の開発
下川卓志 育種目的でのHIMAC利用の効率化・至適化を目指した基礎
研究
西原昌宏 重粒子線照射が植物・きのこに与える影響に関する研究
生物世話人 今後のHIMAC生物実験に関する運用方針について

ポスター発表（4F房総）
Targeting cancer stem cells with miRNA-based strategies
and particle radiation therapy
Role of stem cells in radio-response of tumor cells toward
high-LET particles and the involvement of mitochondria and
endoplasmic reticulum
LACOMBE, Effect of nanoparticles combined with hadrons (NanoHadron)
Sandrine
Durante
Immunologically augmented cancer treatment using a drugMarco
radiation combination protocol
RODRIGUE Role of HIF-1α in the response of HNSCC cancer stem
Zcells after carbon ion exposures
LAFRASSE
VARES,
Guillaume
SHAO,
Chunlin

308

15J197
15J199
16J301
14J313
15J314
15J315
15J316
15J317
16J318
16J319
16J320
16J372
14J379
15J386
15J410

15J412
15J413
15J414
15J416
16J462
15J468

ZHOU
Guangming
砂田成章
MOELLER,
Ralf

Function of non-coding RNAs in regulating heavy-ion
induced biological effects
効率的な細胞老化促進によるがん抑制法の基礎研究
Intercomparison study of astrobiological model systems in
their response to major components of the galactic cosmic
radiation (STARLIFE project 3.0)
LIU Qiang Study on functions of the DNA damage response factors in
(劉強)
the cellular response to heavy ion beams
KATO
Potentially lethal damage repair in G2 phase cells after high
Takamitsu LET radiation exposure
平山亮一 重粒子線による腫瘍再酸素化に関する基礎研究
LI, Qiang
Study on the function of Caspase-9 in the lethal effect of
mitotic catastrophe induced by heavy ion radiation
中村麻子 Tempolによる重粒子放射線に対する放射線防護剤効果の
検討
Autsavaprom The Importance of Primary and Secondary Bystander
Response Crosstalk between Human Lung Cancer and
Normal Cells by Exposure of High-LET Carbon Ions.
Wang HuicheStudy on radiation sensitivity enhancement and therapeutic
targeting of human tumors using heavy ion beams.
LU Dong
Protective effects of yeast beta-glucan against the biological
（陆栋）
damage induced by heavy ion radiation and its related
mechanism
LI, Qiang
Mitophagy and Apoptosis: high-LET radiation-induced
mitochondrial damage and response in tumor cells
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
(薛/蓮)
DNA damage: Investigation of switch from ATM to ATR
signaling
MOELLER, Visualization of the DNA strand break repair by nonRalf
homologous end joining and homologous recombination in
low and high LET irradiated Bacillus subtilis spores (insightREPAIR)
斎藤裕一朗 DNA二重鎖切断修復活性の飽和に対する線量およびLET
の影響
余語克紀 炭素線によるDNA損傷に対するアミノ酸の防護効果と作用機
序解明
鹿園直哉 重粒子線によるDNA損傷形態に関する研究
Sihver LembiFragmentation of plasmid DNA induced by heavy ions
LE SECH, C STUDY of CELL DEATH RATE - HeLa - LOADED with
HEAVY ATOMS and NF-Kappa-B INHIBITOR ( corticoïds
)IRRADIATED by C6+ IONS
平山亮一 重粒子線の線質が及ぼす大気下ならびに低酸素環境下で
の生物効果

・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17日（月）11時00分から4月18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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2017/4/7

「H28年度HIMAC共同利用研究成果発表会プログラム（案）、物理･工学班」
日時：
場所：

2017年4月17日（月）9時50分～4月18日（火）15時50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17日（月）
9:50 － 10:00
10:00 － 12:10

開会の挨拶
セッションA

14H285 錦戸文彦
14H327 村石 浩
14H335 清水森人
16H359 小森雅孝
16H028 白井敏之
16H315 渡辺賢一
16H370 錦戸文彦
16H320 張維珊
12:10 － 13:00
13:00 － 14:10

治療I/照射装置、測定装置の開発
（座長： 松藤成弘 ）
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
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
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
重粒子線照射による微弱光画像を用いた線量分布測定
休憩
がん治療用加速器の総合的研究
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
有機フォトダイオード検出器の重粒子線に対する応答
熱蛍光板状線量計による重粒子線の線量分布測定法に関
する研究

20 分
20 分
20
10
10
10

分
分
分
分

10 分
10 分

昼休み、ポスターセッション
セッションB

14H330 梶本 剛
14H332 松藤成弘
15H341 藤原 健
15H343 松原礼明
16H005 松藤成弘
15H252 執行信寛

治療II/治療場の性質
（座長： 米内俊祐 ）
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
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
シンチレーティングGlass GEMを用いた炭素線線量分布測
定に関する研究
重粒子線に特化した生体内用マイクロ線量計開発
重粒子線治療照射法に関する総合的研究
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

14:10 － 14:25
14:25 － 16:35

20 分

20 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分

コーヒーブレイク
セッションC

加速器ビーム利用の新展開
（座長： 古場裕介、福田茂一 ）
14H238 久保謙哉
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
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
15H045 大野由美子 高電離重イオン衝撃による気体分子の電離過程の研究
15H157 小林憲正
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
休憩
15H262 為ヶ井 強 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
15H301 小林義男
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
16H355 西村俊二
非等方的集団運動から探る高密度物質の状態方程式の研
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20 分
20 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分
10 分

16H362 矢向謙太郎 核破砕反応によるアイソマービームの生成
16H369 堂園昌伯
アイソマー同定のための新しいガンマ線測定手法の開発
16H371 西村太樹
陽子ドリップライン核40Scの励起状態の研究
16:45 － 17:45

総合講演：回転ガントリーによる重粒子線がん治療に向けて 白井敏之
懇親会（2F)

18:00 － 20:00

4月18日（火）
9:00 － 10:10
14H189
15H095
15H348
15H352

セッションD
寺沢和洋
新藤浩之
幸村孝由
牧野高紘

15H353 寺沢和洋
16H368 松本晴久

宇宙観測の為の測定器
（座長： 小平聡 ）
位置有感比例計数管の重イオンに対する応答
半導体の放射線の影響に関する研究
宇宙X線観測用CCD素子とSOI素子の放射線耐性の評価
ワイドハンドギャップ半導体の単一イオン誘起破壊現象に
関する研究
超小型アクティブ宇宙放射線線量計の開発と遮へい効果
の実測
宇宙機搭載放射線観装置の研究

10:10 － 10:30
10:30 － 11:50

セッションE

16H360 大野雅史
15H212 久下謙一
15H349 青木茂樹
16H356 越水正典
16H364 上野 遥
11:50 － 12:40

14H138
14H281
14H287
16H180
16H186
15H347

様々な検出器の開発
（座長： 寺沢和宏 ）
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
超伝導転移端センサによる重粒子線カロリメトリ
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
原子核乾板による核種電荷測定のための較正データの収集
放射線誘起蛍光体におけるＬＥＴ効果の解析
ダイヤモンド半導体の重粒子に対する応答の研究

分
分
分
分

10 分
10 分

20 分
20 分
10 分
10 分
10 分
10 分

昼休み、ポスターセッション
セッションF

粒子線の化学作用
（座長： 鷲尾方一、田口光正 ）
山内知也
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
山下真一
重粒子線による水の放射線分解
田口光正
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
中川清子
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
鷲尾方一
重イオンビームによる機能性高分子材料の創製-核種・LET
を高度に応用したエネルギー付与特性による新材料創製松本謙一郎 重粒子線によるヒドロキシルラジカル生成密度の測定

14:10 － 14:20
14:20 － 15:50

20
10
10
10

コーヒーブレイク

14H286 小平 聡

12:40 － 14:10

10 分
10 分
10 分

20 分
20 分
20 分
10 分
10 分
10 分

休憩
セッションG

14H290 三原基嗣

原子核の研究と検出器開発
（座長： 高田栄一 ）
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
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20 分

15H093 福田光順
15H296 長江大輔
15H307
15H350
15H351
16H365

大田晋輔
山口雄司
武智麻耶
森口哲朗

15H346 武智誠次

重粒子線による核反応断面積の研究
RIビーム飛行時間検出器の開発 —理研稀少RIリングのた
めの検出器 —
アクティブ標的による重陽子非弾性散乱の研究
重粒子入射荷電粒子生成二重微分断面積の測定
原子核物理と応用物理のための重イオン反応断面積測定
固体水素標的を用いた不安定核のスキン厚導出手法の開
発
PZT検出器の放射線測定への応用

ポスター発表（4F房総）
Space Radiation Dosimetry-Energetic Particle Detection
with active Instruments for Space Missions
Advancing the Medipix Technology For Use In Space
Radiation Monitoring and Dosimetry Applications
Ground Based Verification of a European Crew Personal
Active Dosemeter (EuCPAD) for Astronauts- Flight Model
Verification
ROSENFEL In field and Out of field Dose Profile from Therapeutic
D, Anatoly B Hadron Therapy Beams
HIRN, Attila On-ground calibration of silicon detector telescope systems
with energetic heavy ion beams
Benton, Eric Heavy Ion Sensitivity of Neutoron Bubble Derectors used
R
in Space Dosimetry
Remi Barillon Radiation damage mechanisms at molecular level
approached with physicochemical technologies
Kim/Jong-Ki Comparison study of therapeutic nanoradiator dose by
traversing proton and heavy ion beam

14H233 BURMEISTE
R, Soenke
14H248 PINSKY,
Lawrence
14H282 BERGER,
Thomas
16H319
16H322
15H344
16H358
16H363

・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
・ポスターは、原則として、
4月17日（月）11時00分から4月18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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10 分
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氏

名

所属略称

来田

文夫

（株）サンルックス

青木

茂樹

神戸大学

人間発達環境

北川

敦志

放医研 研究企画室

秋山

秋梅

京都大学

理

久下

謙一

千葉大学

浅野

まき

放医研 加速器工学

久保

謙哉

国際基督教大学

融合科学
教養

東

俊行

理化学研究所

熊谷

忠房

放医研 加速器工学

東

梨佳子

放医研 標識薬剤

栗原

亨

放医研 研究企画室

足立

成基

医薬基盤・健康・栄養研究所

黒川

美恵子

放医研 クラスタ運営室

網野

真理

東海大学

小池

幸子

放医研 加速器工学

有村

源一郎

東京理科大学

小池

学

放医研 分子イメージング

安藤

興一

群馬大学

小泉

雅彦

大阪大学

重粒子線医学研究センター

河野

俊之

東京工業大学

理学院

岡山大学

幸村

孝由

東京理科大学

理工

石野
泉

宏和
佐知子

医
基礎工学

自然科学

東京女子医科大学 医

小久保

年章

医

放医研 技術安全

井出

博

広島大学

理

越水

正典

東北大学

伊藤

敦

東海大学

工

小平

聡

放医研 計測線量

今井

礼子

放医研 病院

小藤

昌志

放医研 病院

東京大学

小西

輝明

放医研 障害治療

于

暠

工

工

上野

遥

JAXA

古場

裕介

放医研 防護情報

鵜澤

玲子

放医研 障害治療

小林

克己

前

右田

純生

特許庁

小林

憲正

横浜国立大学

遠藤

暁

広島大学

小林

進悟

放医研 計測線量

大門

清

特許庁

小林

千広

加速器エンジニアリング（株）

大澤

大輔

千葉大学

小林

義男

電気通信大学

大田

晋輔

東京大学

理

小森

雅孝

名古屋大学

大野

雅史

東京大学

工

崔

小川

幸大

放医研 障害治療

早乙女

工

星

KEK
工

医

放医研 障害治療
直也

放医研 医学物理

小川原

亮

放医研 加速器工学

坂間

誠

放医研 医学物理

小此木

範之

放医研 病院

坂本

幸雄

放医研 加速器工学

酒見

泰寛

東京大学 CNS

鬼塚

昌彦

前

純真学園

小畠

隆行

放医研 分子イメージング

佐々木

笠井

清美

放医研 人材育成センター

佐藤

眞二

放医研 加速器工学

梶本

剛

広島大学

皿谷

有一

放医研 加速器工学

片桐

健

放医研 加速器工学

執行

信寛

九州大学

工

勝部

孝則

放医研 放射線影響

柴

慎太郎

群馬大学

医

金井

貴幸

山形大学

柴田

裕実

大阪大学

産研

鎌田

正

放医研 臨床研究クラスタ長

島田

幹夫

東京工業大学 先導原子力研究所

上林

将人

千葉大学 工

清水

喜久雄

大阪大学

神谷

浩紀

JAXA

清水

森人

産業技術総合研究所

川城

壮平

放医研 病院

下浦

享

東京大学

川中

一平

早稲田大学 理工

下川

卓志

放医研 障害治療

川野

光子

放医研 障害治療

白井

敏之

放医研 加速器工学

工
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武仁

前

東京医科歯科大

RI センター
理

新藤

浩之

JAXA

二宮

康晴

放医研 放射線影響

鈴木

健之

JAXA

根本

建二

山形大学

鈴木

雅雄

放医研 障害治療

野田

章

放医研 加速器工学

鈴木

基史

放医研 障害治療

野田

悦夫

放医研

関田

恵子

放医研 クラスタ運営室

野田

耕司

放医研 所長

関根

絵美子

放医研 障害治療

長谷川

純崇

高井

伸彦

長崎国際大学 薬

長谷川

仁

高階

正彰

大阪国際がん治療財団

長谷川

正俊

高田

栄一

放医研 加速器工学

髙橋

昭久

群馬大学

濱谷

紀彰

大阪国際がん治療財団

重粒子線医学研究センター

濱野

毅

放医研 研究企画室
クリアパルス（株）

医
研究企画室

放医研 障害治療
（株）サンルックス
奈良県立医科大学
放射線腫瘍医学

高橋

伸明

住友重機械

原

明

高橋

豊

大阪大学

原

洋介

田口

光正

QST 高崎研

坂東

暦子

放医研 クラスタ運営室

田口

勇希

セイコーイージーアンドジー（株）

平川

博一

放医研 障害治療

武智

誠次

大阪市立大学

平田

則子

放医研 研究企画室

武智

麻耶

新潟大学

平田

悠歩

名古屋大学 工

立花

泰彦

放医研 病院

深堀

麻衣

放医研 品質管理室

舘脇

直人

新潟薬科大学

福田

茂一

放医研 品質管理室

田中

薫

放医研 放射線影響

福田

光順

大阪大学

田中

大生

千葉大学

福村

明史

放医研 研究企画室

藤森

亮

放医研 障害治療

放医研 加速器工学

藤原

健

産業技術総合研究所

首都大学東京

古澤

佳也

放医研 障害治療

為ヶ井
丹正

強

張

亮平
維珊

東京大学

医

工

自然科学

工
人間健康科学

放医研 加速器工学

理

鶴岡

千鶴

放医研 放射線影響

本多

庸郎

( 株 ) ジーテック

寺沢

和洋

慶應義塾大学

牧野

高紘

QST 高崎研

堂園

昌伯

東京大学

増永

慎一郎

京都大学

原子炉実験所

冨樫

和樹

東京理科大学

松尾

陽一郎

福井大学

国際原子力工学

取越

正巳

群馬大学重粒子線医学研究センター

松原

礼明

東京女子医科大学

長江

大輔

理化学研究所

松藤

成弘

放医研 加速器工学

中川

清子

都立産業技術研究センター

松本

謙一郎

放医研 障害治療

中島

徹夫

放医研 放射線影響

松本

晴久

JAXA

中島

菜花子

放医研 障害治療

松本

英樹

福井大学

医

仲田

祐希

JAXA

丸橋

晃

京都大学

原子炉実験所

永谷

昌子

放医研 クラスタ運営室

三浦

太一

放医研 障害治療

中西

郁夫

放医研 障害治療

三上

翔平

早稲田大学 理工

錦戸

文彦

放医研 計測線量

水島

康太

放医研 加速器工学

西田

浩志

新潟薬科大学

皆巳

和賢

大阪大学

医

西留

武宏

早稲田大学 理工

三原

基嗣

大阪大学

理

西原

昌宏

岩手生物工学研究センター

宮地

孝

千葉工業大学 惑星探査研究センター

西村

俊二

理化学研究所

宮本

忠昭

千葉県勤労者医療協会

西村

太樹

東京都市大学

村石

浩

北里大学

医

理
基礎工学

応用生命科学

共通教育
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医療衛生

医

村上

健

放医研 研究企画室

村田

将

千葉大学 理

村松

正幸

放医研 加速器工学

森口

哲朗

筑波大学

森田

隆

矢向

謙太郎

東京大学

理

安井

智洋

大阪大学

医

山内

知也

神戸大学

海事科学

山口

明則

クリアパルス（株）

山口

雄司

九州大学

工

山下

真一

東京大学

工

山田

滋

放医研 病院

山中

宏青

セイコーイージーアンドジー（株）

山本

直敬

放医研 病院

山本

裕貴

早稲田大学 理工

横田

龍輝

早稲田大学 理工

横堀

伸一

東京薬科大学

吉岡

公一郎

東海大学

米内

俊祐

放医研 加速器工学

劉

翠華

鷲尾
王

方一
冰

数理物質

大阪市立大学

医

生命科学

医

放医研 障害治療
早稲田大学

理工

放医研 放射線影響

315

NIRS
HIMAC

HIMAC 共同利用研究発表会の風景
治療・診断班
生物班

316

NIRS
HIMAC

HIMAC 共同利用研究発表会の風景
物理・工学班

317

NIRS
HIMAC

ポスター展示会場の風景

318

NIRS
HIMAC

懇親会の風景

319

320

