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現在の癌医療体系と放射線治療
青

木

幸

昌

現在、わが国民の2人に1人は癌に罹り、3人に1人が癌で死亡する時代であり、国民の中
に癌に対する潜在的恐怖が遍く拡がっている。
このような状況に対する医療サイドからの提案は2つの側面から成り立っている。一つは
根治可能な患者における科学的
（統計学的）
根拠に基づいた医療
（EBM-evidence based medicine）
であり、あと一つは終末期患者への緩和ケアである。根治可能な症例に最適な医療を
提供し、見込みがない症例にはモルヒネを中心とした対症的医療とケアを提供するシステム
の構築により至適医療が受けられる環境が整備されたという印象がある。
今、100人の癌患者が受診したとするとその80人は根治可能な症例、そのうち約60％が治
癒することから癌から生還する患者は50人となる。一方、20人は診断時点で進行期にあり根
治可能症例中の失敗例の30人を合わせると残りの50人が「治る見込みのない」症例とみな
される。ここで一つ重要な問題がある。すなわちこれら50人の患者の多くは終末期にないこ
とである。然るに、癌専門病院や大学病院では「治る見込みがないから早く家に帰りなさい、
そのうち具合が悪くなるだろうから最期を看取る場所を捜して決めておくように」という説
明が行われる。患者側からみれば見放されたと感じ代替医療をはじめとする民間療法を希求
することとなる。また別のシーンとして再発進行期の患者が医療機関の勧めによりホスピス
を受診した場合、
「早く諦めて楽になりましょう」といわれ、展開されるケア体系が自分に
相応しくないことに気付かされる。これらはそのいずれもが対象とする時期を異にしている
ために生じるカテゴリーエラーである。このようにして患者側から見ると現在の癌医療体系
は勝者の倫理に基づく結果至上主義であり、その方程式からドロップアウトした患者は敗者
とみなされ、否応なく敗戦処理用の施設に送られるというジレンマに覆われている。その抜
本的解決として、癌の過程を共有し微視的時間における個別最適化を目指す第三の癌医療体
系の確立が急務となる。
従来、放射線治療は数多くの再発進行期症例への緩和的治療に実績がある。最新治療技術
は腫瘍減量に伴う初期効果の向上と毒性の軽減に寄与している。脳の定位照射における成績
（完全消失3割、完全＋部分消失9割）
は体幹部においても全く同等であり癌随伴症状の急速
な緩和と機能維持に果たす役割は大きい。
癌という現象自体が自然な老化現象と捉えることもできる。高齢者の発癌は天寿癌とも言
われ、他の生活習慣病である脳血管疾患や心臓病と比較してミゼラブルな結末とは見なされ
ない。癌が恐ろしいのは労働生産時期に突如一家の大黒柱や家庭の中心たる主婦を襲い、そ
の生命、人生、家庭を一挙に破壊することに尽きる。そのカタストロフィーの過程を少しで
も緩和し、充実した生活が過ごせるような支援を積極的に展開する医療の必要性が喫緊の課
題であり、その手段として放射線治療の果たす役割は一層重要なものとなる。
（前医学系研究科放射線医学講座）
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Naを用いてウナギの優れた浸透圧調節機能を探る
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はじめに
「浸透圧調節」といってもあまりイメージがわいてこない人が多いかもしれません。われ
われヒトを含む多くの動物は、多くのエネルギーを費やし体内の浸透圧
（体液浸透圧）
を一定
に保っています。生物が生きていることは、体内で起きているさまざまな化学反応の結果で
あり、その化学反応の場である体液の組成が変化することは生命の存亡にかかわるからです。
私たち海洋研究所の生理学研究グループは、海という極めて高い浸透圧環境に棲む生物の浸
透圧調節機構について研究を進めています。
（1 Osmは、1 molの理想非電解質が水1 kgに溶けている
海水の浸透圧はおよそ 1 Osm/kg
際に生ずる浸透圧）
です。いっぽう、そこにすむ多くの魚類の体液浸透圧は、他の脊椎動物
と同様に海水の約3分の1に保たれています。そのため、海産の魚類は体内外の浸透圧差によ
って水分を奪われ、常に脱水の危機に直面しています。そこで、かれらは盛んに海水を飲ん
えら

で水分を確保し、飲み込んだ海水は腸で吸収され、余分な塩分を鰓から排出して体液浸透圧
を一定に保っています。このような体液調節機構にはホルモンを含め多くの因子が関与し、
複雑に調節されています 1）。私たちがウナギで見つけたホルモン、心房性ナトリウム利尿ペ
プチド
（ANP）
も、極めて重要な体液調節因子のひとつであることがわかってきました 2）。魚
類では、ANPは血漿Na＋濃度を減少させ、海水への適応を促進させるホルモンです。私たち
は、これまでの研究によりANPが飲水を抑制し、腸からのNa＋の吸収を抑制することを海水
に適応したウナギ
（以下、海水ウナギと略す）
を用いて明らかにしました。また、ANPはナト
リウム利尿ペプチドとよばれていますが、ヒトとは異なりウナギでは腎臓からのNa＋の排出
を促進しないことを明らかにしました 3）。今回紹介するセンターを利用させていただいてい
る実験は、ANPが魚類の浸透圧調節器官である鰓を通じたNa＋の排出に関与しているかにつ
いて、22Naを用いて調べたものです。
鰓の構造と機能
実験を紹介する前に、まず、硬骨魚類の鰓の構造と機能について大まかに説明したいと思
います
（図1）
。先に述べたように、魚類にとって鰓は呼吸器官であると同時に重要な浸透圧
調節器官です。鰓は、水中に溶け込む微量の酸素を効率よく摂取するため、単層の上皮で構
成されており、それらが入り組んだ構造をとって表面積を大きくしています。したがって、
他の体表面の上皮組織とは異なり、水やイオンの出入りが極めて容易に起こります。実際、
ニジマスを用いた実験では、魚全体における水の拡散、透過の90％以上が鰓を通じて行われ
ているという報告があります。また、海水中における鰓からのNa＋の排出には、塩類細胞
（Chloride cell）
という特殊に分化した細胞がイオンの輸送を行っています。塩類細胞はミト
コンドリアを多く含み、細胞膜上に多くのイオン輸送体やホルモン受容体が存在して、塩分
の排出や取り込みの調節を行っています。このように鰓は複雑な構造をとるため、組織や器
官レベルでのin vitroでの解析が主流で、これまでin vivoでの機能解析は困難とされてきまし
た。本実験では、鰓が全体表面積の90％以上を占め、水やイオンの透過性が他の体表と比べ
て著しく高いという特徴をいかして、体内外の22Naの動きから鰓におけるNa＋の収支を調べ、
in vivoにおけるANPの鰓への作用を解明しようと試みました。
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図1
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硬骨魚類の鰓
（A）
、一本の鰓弁を拡大した立体模式図
（B）
、二次鰓弁基部を拡大した模式
図、図中央は塩類細胞
（C）
1：鰓弓、2：鰓弁、3：二次鰓弁、4：被蓋細胞、5：塩類細胞開口部、6：ミトコンドリア

Naを用いたNa＋動態の解析
ウナギは優れた浸透圧調節能力を持ち、淡水でも海水でも平気で生きています。したがっ

て、海水に移すと何が変化するかを調べることができ、海に生きるしくみを探るには絶好の
研究材料です。また手術にも強く、血管にカニューレを挿入しても平気で生きています。そ
こで、実験前日に海水ウナギに麻酔をかけて、腹部大動脈にカニューレを挿入して、2リッ
トルの海水の入ったバケツに移しました
（図2A）
。鰓からのイオンの出入りには環境水の温度
が大きく影響するため、そのバケツを恒温槽
（18℃）
に置きに実験中温度が変わらないように
しました。翌日、バケツの中に一定量の 22Naを加え、経時的に背部大動脈から採血を行い、
体内に取り込まれる 22Naを調べました。その結果、外液に 22Naを加えたのち5時間までは血
（図2B）
。
液中の 22Naは直線的に上昇し、その後次第にプラトーに達することがわかりました
この結果は、海水ウナギでは体内の全てのナトリウムイオンが10時間くらいで入れ替わって
いることを示しています。次に、24時間後に環境水と血漿の 22Naが平衡に達していることを
（2リットル）
に移し、血液中に 22Naを投与して、体内
確認した後、ウナギを 22Na freeの海水

図2

海水ウナギの22Na取り込み量を調べる実験の模式図
（A）
。460kBqの22Naをバケツに投与し、30
22
（B）
分毎に採血
（50μl）
を行い、血漿中
（30μl）
の Naを測定した。22Na取り込み量のグラフ
データは4回の実験結果の平均±標準誤差で示す。横軸は時間、縦軸は22Naのカウント数を示す。
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図3

海水ウナギの 22Na排出量を調べる実験の模式図
（A）
。11kBqの 22Naを血液中に投与し、30分
毎に外液
（5ml）
を採取して 22Naを測定した。22Na排出量のグラフ
（B）
データは4回の実験結果の平均±標準誤差で示す。データは4回の実験結果の平均＋標準誤差で
示す。横軸は時間、縦軸は 22Naのカウント数を示す。

から排出される 22Naの量を調べました
（図3A）
。その結果、 22Naの取り込みと同様に、排出
速度も注射したのち5時間までは一定で、その後平衡に達しました
（図3B）
。そして、取り込
みと排出から計算したナトリウムイオンの代謝速度は同じでした。
以上の結果から、22Naの取り込み速度と排出速度は実験開始後4時間までが最も安定であ
ることがわかりました。したがって、今後その4時間の間に腹部大動脈のカニューレを通じ
てANPを1時間血液中に連続投与し、そのときに 22Naの取り込み量と排出量がどのように変
化するかを調べたいと思っています。その際、ANPの前後に生理食塩水を連続投与して、そ
れと比べなくてはなりません。予備実験はすでにおこなったのですが、鰓からの 22Naの取り
込み速度も排出速度も、ANPによって影響されませんでした。個体レベルの実験は、条件が
少し変わると逆の結果がでてしまうこともある難しい実験です。今後いくつかの点で改良を
加え、自信のもてる実験系を確立したいと思っています。
最後に、今回の結果から、22Naを用いることによって今まで困難とされてきた鰓を介する
Na＋動態をin vivoで調べる系をほぼ確立することができました。この系を利用して、ANPだ
けでなくその他の浸透圧調節因子にも応用して、個体レベルの生理学を調べる新しい系とし
て利用していきたいと考えています。
参考文献
１）Takei Y. (1993) In ‘Fish Ecophysiology’, 136-160
２）Takei Y., Hirose S. (2002) Am. J. Physiol. 282, R940-R951
３）Takei Y., Kaiya H. (1998) Zool. Sci. 15, 399-404
（海洋研究所

海洋生命科学部門

生理学分野）
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東京都心部における大気中のラドン濃度変動
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ラドンは原子番号が86で、天然に 222Rn、220Rn、219Rnの三つの同位体を有する希ガス元素
（半減期3.8日）
がウラン系列、220Rn
（半減期55秒）
がトリウム系列、
である。それぞれ、222Rn
219

Rn
（半減期3.9秒）
がアクチニウム系列に属し、ラドン、トロン、アクチノンと分けて呼称

されることがある。ウランやトリウムは地球を構成する岩石の中に含まれているが、ラドン
は希ガスなので、地表から大気中に、あるいは地下水中に逸出してくる。このため、ラドン
やトロンはその娘核種も含めて、地球上において大気中や水中でも観測される。大気中のラ
濃度が1 Bq/m3 ということは、1 m3 の大気中にラドン原子がおよそ4.8×105 個存
ドン
（222Rn）
在していることを示している。
ラドンは多くの分野と関係がある。以下に、いくつかの例を示す。
①自然界における大気、気団、地下水等の動きを調べるトレーサーとして使われる。公害問
題の解明などにも利用されている。
②原子力発電における事故や原子爆弾の実験などに伴うフォールアウトを監視する環境放射
能モニタリングの精度を向上させるには、測定のバックグラウンドとなるラドンの知識が
不可欠である。
③原子炉の燃料になるウランの採鉱、精錬および使用済み燃料の処理、処分の過程でラドン
が発生する。
④地震の前兆現象として有用性が検討されている。
⑤断層の発見、地塊の分別などに利用されている。
⑥人間の呼吸に伴って吸入されたラドンの娘核種が肺に沈着し、肺がんを生じるといわれ、
その対策が論じられている。
⑦その一方で、ある程度の放射線をラドンなどにより全身的に受けることが健康につながる
とされ、医療効果が期待されている。
⑥に関しては、人間の自然放射線による被曝のうち、半分以上をラドン・トロンによる被
（ラドン・トロンの吸入による被曝以外に宇宙線や大地放射線からの被曝な
曝が占めている 1）
どがある）
。このため、生活環境中でのラドンやその娘核種の濃度に関心がもたれ、屋内・
屋外を問わず、それらの測定が行われてきた 2 〜4）。一般的に、ラドンやラドン娘核種の濃度
は屋内の方が屋外より高い。屋内レベルは、土台となる土壌からの侵入、建築材料からの放
出によって増加する。特に気密性の高い建物や地下室で高くなる。
本研究では、都市大気中の各種微量気体の分布と変動、その挙動を明らかにするために、
濃度の連続測定を行った。得られた結果
大気の状況を示す指標として大気中のラドン
（222Rn）
の一部を紹介する。
東京大学アイソトープ総合センターの屋上
（地上約19ｍ）
からポンプで大気を連続して吸引
し、除湿の後、流速およそ1 L/minで静電捕集型ラドン測定器
（PYLON、18L PMT-TEL）
に
導入することにより、30分間隔で測定した。期間は、冬季が96年12月10日〜97年1月10日、
春季が97年4月22日〜5月23日、夏季が97年7月30日〜8月31日、秋季が97年10月14日〜
11月15日で、季節ごとにおよそ1ヶ月、計4ヶ月の結果を示す。
なお、これまで東京での大気中ラドン濃度の連続測定は報告例がない。本研究で得られた
東京都心部における期間ごとの大気中ラドン濃度の平均値や分布を表1に示す。ラドン濃度
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表1

東京都心部で測定された大気中ラドン濃度
測

定

期

間

冬（96年12月〜97年1月）
春（97年4月〜5月）
夏（97年7月〜8月）
秋（97年10月〜11月）

図1

ラドン濃度（Bq/m3）
データ数

平均濃度

標準偏差

最 大 値

最 小 値

1489
1489
1537
1534

5.08
3.03
2.25
4.99

2.24
1.30
1.08
1.96

13.34
8.04
6.06
12.73

1.22
0.69
0.10
1.76

東京都心部で測定された大気中ラドン濃度の変動
（濃度の単位はBq/m3）

の年平均値は3.83 Bq/m3 であった。この値は日本国内の他の地点での測定例、札幌：2.4
（滋賀県）
： 9.7 Bq/m3、舞鶴
（京都
Bq/m3、金沢： 5.1 Bq/m3、名古屋： 6.6 Bq/m3、草津
府）
：7.8 Bq/m3、高知：6.8 Bq/m3 に比べると 5）、かなり低い値となっている。その理由と
して、
①ローム層で覆われた関東地方では、表層土壌中のウラン含有量が少ない。
②東京では、コンクリートやアスファルトなどによって地面の大半が覆われ、ラドンの土壌
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から大気中への逸出が少ない。
③ヒートアイランド現象により、朝方の逆転層ができにくく、ラドンが拡散しやすい。
などが考えられる。また、秋から冬に平均濃度が高く、春から夏に低いという季節変動は、
季節による気団の違い
（遠方起源成分のラドンが影響する）
や大気の混合状態
（近傍起源成分
が影響する）
を反映している。
図1は、東京都心部における大気中ラドン濃度の連続測定の結果を示す。この図では、日
変動の季節による違いがよく示されている。日変動は秋や冬において特にはっきりと現れ、
大気の垂直方向の混合が小さくなる午前6時頃から9時頃にかけて濃度が高くなり、日中にか
けて低くなるという変動が明らかに示されている。このことは、東京都心部では、大気中ラ
ドン濃度の季節変動は、主として日変動に現れる近傍起源成分の混合の影響に支配され、地
表からの放出の季節による違いは小さいと考えられた。
今後はこれらの知見に基づいて、ラドンを大気の混合状態を示す指標として、その他の微
量気体成分の大気中濃度変動との相関について解析をさらに進める一方、室内ラドンや放射
線施設モニタリングに及ぼす室外ラドンの影響についても検討を進めていく予定である。
１）United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York,
United Nations (1993).
２）岡部茂、ラドン族調査研究委員会編、続大気中のラドン族と環境放射能、日本原子力学
会（1990）
、p307.
３）放射線医学総合研究所編、ラドン濃度全国調査最終報告書─平成4年度〜平成8年度屋
内ラドン濃度全国調査─（1997）.
４）阿部史朗他、下道国、辻本忠編、環境ラドン、電子科学研究所（1992）
、p538.
５）飯田孝夫他、同上、p287.
（アイソトープ総合センター）

放射線障害防止法関係法令改正の対応について
遠

藤

正

志

ICRP1990年勧告の取り入れに伴う放射線障害防止法令が改正され、平成13年4月1日から
施行されました。
すでに、全学的に対応する事項として「放射線障害予防規定の変更」
、
「健康診断実施方法
の変更」
、
「放射線取扱者手帳の改訂」については、終了しており、各事業所における改正法
令の技術的基準に対する対応を残すのみとなりました。これまでにも、いろいろな機会を通
じて改正法令の対応について説明をしてきましたが、平成15年4月1日からは、すべての事
業所に対して改正法令が適用されることとなり、それまでに実施しておくことをもう一度確
認しておきます。新たに事業所を設置する場合
（新規の承認申請、届出）
については、申請等
の段階で改正法令に適合した基準で審査等が行われるため、ここでは、既存の事業所が対応
すべき事項についてのみ説明をします。
１．申請・届出内容の改正法令への対応
変更申請書等で、
①施設・設備の遮蔽能力を示す計算
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②排気設備の能力を示す計算
③排水設備の能力を示す計算
を行います。この計算を改正法令の基準に従って計算をした場合、改正法令に適合するかど
うかを確認します。計算の結果、次のように対応します。
Ａ．計算条件等が改正法令前の状態で、適合する場合

→

計算の結果を保管

Ｂ．計算条件等が改正法令前の状態で、適合しない場合

→

適合するよう計算条件、使

用条件を変更し、変更申請又は変更届の手続きをする。
Ａの場合は、改正法令に適合しているため計算した書類を保管し、提示を求められた場合
に提出できるようにして下さい。
Ｂの場合は、変更する内容によって変更申請か変更届を行い、平成15年4月1日からは改
正法令の基準で放射性同位元素等が使用できるようにする必要があります。
変更の手続きをする場合は、平成15年3月31日までに承認されていなければならないため、
「承認使用に係る変更申請」を行う場合は、できる限り早い時期に手続きを開始するように
して下さい。特に工事を伴う変更については、申請書を提出後、承認された後でないと、①
工事を開始することができないこと、②平成15年3月31日までに工事が完了していること、
から手続の開始は十分余裕を持って行う必要があります。
変更内容による変更申請と変更届について
変更申請

①使用する条件の変更
（群別使用数量の設定、使用の方法の変更）
②遮蔽条件の変更
（遮蔽材の位置、構造等の変更）
③計算条件の変更
（改正法令に伴う40時間／週、500時間／3月などの作業時間
数の変更は含まれない）

変 更 届

①届出使用者
（学内では環境安全研究センター及び物性研究所のみ）
が行う変更
②使用核種又は数量の減少
③使用時間の減少
④管理区域の拡大
（工事が伴わないもの）
⑤放射線発生装置の最大使用出力の減少

その他変更内容がどちらに相当するのか、どのような変更をすべきか等については、アイ
ソトープ総合センターまで、問い合わせて下さい。
申請手続の手順について簡単に説明します。
①申請書
（案）
をRIセンターに送付し、内容を確認する。
（必要に応じて、文部科学省放射線規制室担当官との面談を行います）
②申請書の総長決裁を経て、文部科学省に提出する。
③文部科学省内の決済、他省庁との協議を行う。
④承認番号、年月日を付して、承認が通知される。
（変更届については、③の協議、④がないこと以外は、同様の手続となります）
なお、③から④の手続は、通常でも3ヶ月を要するとされており、今年度は法令改正に係
る変更申請等が年度後半に集中し、手続が遅延することが予想されます。したがって、変更
の手続については遅くとも11月末頃までに文部科学省に提出できるよう申請書等作成の作業
を進めるようにして下さい。
２．記録・記帳等の改正法令への対応
既存の施設では、場所の線量限度及び排気・排水の濃度限度については平成１５年４月１
日から改正法令の限度値が適用され、それまでの期間は従前の限度値を適用することが経過
措置として認められています。
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既に改正法令の限度値により記録等を作成して放射線管理を運用していることと思います
が、まだ、旧法令の限度値で運用している場合には平成１５年４月１日から切り換えられる
よう準備を進めて下さい。
記録、判定上の注意点は次のとおりです。
①管理区域の設定に係る線量
（限度） 実効線量で1.3mSv／3月
ただし、１ｃｍ線量当量率の測定結果をもって実効線量と評価してよいこととしています。
②排気口の測定結果の判定

改正法令の告示別表第1

第5欄の濃度を用いる。

③排水の測定結果の判定

改正法令の告示別表第1

第6欄の濃度を用いる。

なお、限度値ではありませんが、内部被曝の実効線量を求める場合は、改正法令の告示別
表第1、第2欄又は第3欄の係数を用いてを算定します。
●共同利用のお知らせ
平成14年度共同利用予定
平成14年9月9日〜12月20日（第Ⅱ期）
平成14年度《第Ⅱ期》共同利用採択課題一覧
所
属
医学部附属
病
院

取扱責任者
高 橋 克 敏

研

究
課
題
血管病の分子基盤解析

●センター日誌
総合防災訓練を実施
去る6月21日
（金）
13：30〜教職員お
よび大学院生等の参加者30名を得て、
総合防災訓練を実施した。
講義室で防災対策ビデオ上映と説
明の後、 自衛消防隊の各自の役割分
担、 避難誘導路の確認、 ハロン消火
装置および防火ダンパーの取扱いの説
明を受けた。
その後、 屋外にて特に大学院生を
含めてこれまでに消火器を扱ったこと
のない人を重点に、消火器を使った消
防訓練を行った。
平成14年7月12日
9月9日

平成14年度第Ⅰ期共同利用終了
平成14年度第Ⅱ期共同利用開始

教育訓練の実施
平成14年7月9日〜11日
5月17日
平成14年7月15日、16日
9月2日〜13日
（10日間）

新規放射線取扱者講習会第105回RIコース
新規放射線取扱者講習会第77回Ｘ線コース
理学部生物学科動物学・植物学教室学生実習
理学部化学科学生実習
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●委員会だより
○運営委員会

平成14年6月26日
（水）開催

○センターニュース編集委員会

平成14年5月20日
（月）開催

❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒❏❐❑❒
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編集後記
世界中で多くの砂浜がやせ細り続けています。新聞や週刊誌で「忍び寄る海岸侵
食」などという見出しを目にした方も多いのではないでしょうか。四方を海で囲ま
れた島国である日本では特にその影響は深刻です。日本全国では毎年1.6平方キロ
ずつ砂浜が失われ続けており、しかもその速度は年々加速していることから、100
年もすれば砂浜は消滅するという予測もあります。最近の侵食の多くは、戦後の経
済成長にともなう環境変化、例えば、ダムの建設、港の建設、河道整備など、が複
雑に関連して生じているので、その原因を定量的に特定するのは困難です。ところ
が、最近の研究で、海岸堆積物の自然放射能を測定することにより、海岸の形成過
程とその変遷を詳細に議論できるようになってきました。海岸ばかり見てきた門外
漢がセンターニュース編集に携わることになりました。暖かいご支援をお願いしま
す。

（佐藤愼司）
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