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「課題先進国」日本
小宮山

宏

輸入に依存するエネルギー資源、廃棄物の増加、環境汚染、少子化、高齢化、ヒートア
イランドなど、日本は多くの課題を抱えています。これらは、資源に乏しい狭い国土に、
大きな人口と高度に産業化された経済を擁する先進国であるという、日本の特徴故の課題
と言えましょう。しかし、21世紀前半の遠くない時期に、中国やインドが先進国の仲間入
りをします。その時には、資源が乏しく人口密度の高い高度に産業化された先進国という
状況が世界中に訪れるのです。
すなわち、現在の日本の姿は未来の地球の姿であり、日本がかかえる現在の課題は、世
界がかかえる未来の課題であると言えるでしょう。そういう意味で私は、日本を「課題先
進国」と定義しております。
日本のこれまでの取組みを振り返ってみましょう。日本は現在、世界全体の GDP の
11％を生産していますが、一方で、二酸化炭素の排出量はわずか.9％にすぎません。世
界に冠たる高エネルギー効率社会を実現しています。また例えば、火力発電所における単
位発電量あたりの硫黄酸化物の排出量をみると、欧米と比して一けた小さい、圧倒的にク
リーンな火力発電を行っています。
こうした例に見られる技術力や環境への取組みは、決して日本の企業のモラルが高かっ
たからという訳ではありません。日本はエネルギーの多くを輸入に頼っています。そのた
めエネルギーは高価であり、節約する必要がありました。また、日本は国土が狭いために
工場の近傍に人が生活しています。工場からの排出は、近隣住民の健康被害に直接繋がり
ます。現在の日本の技術力や環境への取組みは、必要に迫られた結果なのです。
「必要は
発明の母」であったと言えましょう。
課題先進国。それを世界における日本の位置付けと考えましょう。世界に先駆けて課題
が顕在化している訳ですから、解決のモデルは外国にはありません。我々がモデルを創っ
ていかなければなりません。上に述べたように、実績もあるのです。人類社会の持続のた
めに、総合大学が中心となって知の構造化と統合を図ること、科学技術に基づいた日本発
の社会モデルを構築すること、つまり「課題先進国」日本が「課題解決先進国」日本になる
こと。それこそが、日本の世界史的な役割であり、新たな競争力の源泉となり得るのでは
ないでしょうか。

（東京大学総長）



ガスクロマトグラフでウラン同位体分離？
巻

出

義

紘

東京大学理学部化学科の卒業研究で行なった
「マグネシウム水素化物の合成」
を皮切りに、
同大学院理学系研究科における「無機ハロゲン化物のガスクロマトグラフィー（GC）にお
ける挙動の研究」
、PD や東京大学助手として行なった「ハロカーボン類のホットアトム化
学・放射線化学・GC挙動」
、
「サイクロトロンによるPET用短寿命放射性核種標識化合物の
合成と挙動」等の研究、米国カリフォルニア大学博士研究員での大気中ハロカーボン類の
超微量分析法の開発（その後 1995 年ノーベル化学賞受賞のF.S. Rowland研究室）
、帰国後の
「放射性核種トリチウムのレーザー同位体分離」
（理研と共同研究）
、東京大学における「大
気中ハロカーボン類の高精度測定と地球環境での分布と挙動の解明」
、
「大気中超微量気体
分析における諸問題の解明」
、
「種々の放射性物質の挙動」等々、それぞれ面白い成果を得
てきた。この間、平成元年 3 月にアイソトープ総合センター教授に着任したが、今年度末
で東京大学における0年間にわたる研究生活も定年退職を迎えることになった。この間の
研究課題は上記のものを含めて数多いが、これまでセンターで紹介する機会もあまり無
かったので、その中でとくに思い出深いユニークな研究成果のいくつかを紹介する。
1 ）無機ハロゲン化物のGC
大学院における研究は、斎藤信房教授（初代のアイソトープ総合センター長）から「未使
用の新品 GC 装置が 1 台あるが、それでウランの同位体分離を試みるか？」との、とんでも
ない、しかし壮大なテーマで始まった。何かそこに面白い分野があるかも知れないと考え、
果敢に（無謀にも？）
、ひとりで挑戦することになった。軽元素の GC による同位体分離や
気体状の六フッ化ウランのガス拡散や遠心分離による同位体濃縮は知られていたが、この
ような重金属の、しかも反応性・腐食性に富むフッ化物を GC で取り扱うこと自体が困難
であるのみならず、有意の同位体分離係数も期待されず、さらに同位体比を連続的に測定
する手段も持たなかった。
新品の GC 装置を前にして、先ず、蒸気圧のある金属キレート化合物を試してみたが、
問題が複雑すぎ、対象をもっとシンプルなハロゲン化物とすることにした。しかし同装置
では反応性・腐食性のハロゲン化物は扱うことができず、修士課程で、試料導入部からカ
ラム等の流路がガラス製、検出器に白金フィラメントを使用した非活性・耐腐食性 GC 装
置を設計・自作し、いくつかの混合無機ハロゲン物の相互分離に成功した。
博士課程では、加熱したテフロン管コイル中を流れる各化合物の放射能を NaI シンチ
レーションカウンターで検出・測定するラジオガスクロマトグラフィー（RGC）装置を完
成させ、立教大学原子炉で照射して得た 82Brや 76Asをトレーサーとして、各種ハロゲン化
物の反応と挙動を調べた。速い不均一化反応によりそれまで分離不可能とされていたゲ
ルマニウムの混合塩化臭化物 GeCl-nBr n（n ＝ 0 〜 ）を初めて相互分離できた例を図 1 に示
す。76As をトレーサーとしてヒ素の三塩化物と三臭化物との間のハロゲン交換反応も調べ
た。76AsCl3 とAsBr3、あるいはAsCl3 と 76AsBr3 を混合してGC分離すると迅速なハロゲン交
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換反応を通して等しい比放射能の AsCl3 と AsBr3
が得られた。一方、沸点が高く保持時間の大き
い 76AsBr3 をまず RGC に注入し、続いて保持時間
の小さい AsCl3 を注入して分離カラムの中で追い
越すと、76Asの大部分は 76AsCl3 として検出され、
AsBr3 のピークには放射能が検出されなかった。
逆に 76AsCl3 として標識した時には 76AsBr3 として
検出された。これは分離カラムの中で二つの化合
物の広がった帯が掃引するように重なる時に、端
より順に交換平衡が成立し、その結果大部分のヒ
素原子が塩化物と臭化物との間で入れ替わったも

図1 GeCl4/GeBr4/As82Br3混合物のGC分
離結果
異なる元素の臭化物の間でも同じ現象が見られた。 （A）ガスクロマトグラム（TCD）および
（B）
ラジオクロマトグラム
（NaI
（Tl）
）
。
その他、RGCを用いて各種のハロゲン化物の反
a: GeCl  ; b: GeCl 3 Br; c: GeCl 2 Br 2 ; d:
応と GC 挙動を調べたが、反応性のある金属フッ
GeClBr3; e: GeBr; f: AsBr3

ので、この現象はRGCを用いて初めて観測された。

化物は実験できず、フッ化物では極めて安定な、
日本でフロンと呼ばれるハロカーボン類（混合炭
素フッ化塩化物）数十種のGC挙動や、82Brホット
アトム反応、放射線分解反応等を調べた。混合炭
素フッ化塩化臭化ヨウ化物のGC保持時間
（比保持
容量で表示）
の例を図2に示す。
当 初 の テーマ「ウ ラ ン ハ ロ ゲ ン 化 物 の GC に
よる同位体分離」は実験できなかったが、その

キーワード「放射性同位体（RI）
」
、
「ハロゲン化物」
、
「GC」
、
「同位体分離」
は、その後の35年間にわたる
研究生活において、ハロカーボン類の分析化学・
ホットアトム化学・放射線化学、ハロカーボン類
を作業物質とするトリチウムのレーザー同位体分
離、成層圏オゾン層破壊や地球温暖化をもたらす
各種ハロカーボン類の地球環境大気中濃度の高精
度測定と挙動の解析等として、これらを組み合わ
せた新たな研究に発展した。
2 ）RIのレーザーによる同位体分離
放射性気体物質の取扱いと超微量気体分析の経

図2 ハロカーボン
（C2F6−x−y−zClxBryIz）
のハロゲン組成と GC 保持時間（比保持
容量）
の対数値との関係の三次元表示
内部の四面体の各頂点は、C2F3ClBrI、
C2FCl3BrI、C2FClBr3I、C2FClBrI3を示す

験を活かして、理化学研究所レーザーグループと共同で、世界で初めてRIのレーザー同位
体分離を試みることになった。高出力炭酸ガス（CO2）レーザーを用いて赤外多光子解離に
よるトリチウム化合物の選択的分解を試み、世界で初めてレーザーによるトリチウム分離
の一連の実験に成功した。
作業物質として、安定で単純な化合物、反応機構が簡単で選択性を下げる二次的反応の
起りにくい化合物として、極めて安定なフルオロカーボン類を検討した。まず、計算に
基づいてトリフルオロメタン（CHF3）からスタートし、類似のハロカーボン十数種で実験



図3 トリチウムの赤外レーザー照射による同位体分離実験装置の概略図
CO2TEAレーザー、照射試料容器、分析試料採取導入部、ラジオGC装置等で構成。

を行なった。トリチウム水との水素同位体交換反応でトリチウム置換体を合成し、CHF3/
CTF3 の混合系で試みたレーザー照射・分析装置の概略図を図3に、その時に世界で初めて
成功したクロマトグラムの例を図に示す
（CTF3 はレーザー照射により3%が分解している
のに、CHF3は5％しか分解していない）
。
さらに、レーザー分離法は個別的同位体分離法であることから、三成分系で中央の質
量のアイソトープのみを選択的に分離できる系と条件を探索し、図 5 にみられる条件によ
り、世界初でH/D/T三成分からD化合物の選択的分解に成功した。
またC2DF5/C2TF5により、
重水炉で重水中に生成するトリチウムの選択的分離に適用できる系の実験にも成功した。
トリチウム同位体分離係数は、当初は大き
くなかったが、光学系、温度、圧力、共存ガ
スなどを検討した結果、次第に 10000 以上の
同位体分離係数が得られるようになった。

図 4 放射性同位体（トリチウム）のレーザー同
位体分離に世界初で成功した時の、
（左）レー
ザー照射前、
（右）
照射後の試料
（CHF3/CTF3混
合物）
の、
（下）
ガスクロマトグラム
（TCD）
およ
び
（上）
ラジオクロマトグラム
（比例計数管）
CO2TEAレーザー R
（1）
: 1075 cm−1、10000
パルス照射、SI：サンプルGC注入。

図 5 レーザー照射によるH/D/Tの三成分混合物
からの、中間アイソトープ D の化合物の選択
的光解離［CO2TEA レーザー R（12）: 970.5cm − 1
によるCDF3の赤外多光子解離による］
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なおその後、理研では、六フッ化ウランを作業物質とする赤外多光子解離レーザー法ウ
ラン濃縮の研究に進展し、さらにその成果は当時の動燃に引き継がれていった。
3 ）大気中ハロカーボン類の高精度分析
少量の大気試料で、精度・確度よく多種類のハロカーボン類を同時に定量できる昇温型
GC/ECD装置と、試料取扱いおよび標準試料調製用の超清浄全金属製真空ライン、大気試
料採取保存容器等を開発した。その結果、バックグラウンド大気中のpptv
（10−12 v/v）
レベ
ルの各種ハロカーボン濃度を 1％程度の確度で測定することを実現し、地球大気中の各ハ
ロカーボン類の全量を計算することが可能になった。外国では、大規模な大気中ハロカー
ボン濃度の観測が始まったが、分析の精度・確度に問題があり、東京大学では組織的な観
測は限定されることから、以前の経験を活かして精度・確度の向上に重点を置いた。その
結果、東京大学の分析値の信頼性は世界的に一目置かれるようになった。
例えば、四塩化炭素については、検量用の極低濃度標準試料がきわめて不安定であるこ
とから、世界的に信頼できる測定値が得られていなかった。筆者らは、標準試料調製時に
水蒸気を添加して超微量化合物の金属表面への吸着と汚染を防ぐユニークな方法を開発し
た。この水蒸気添加法は世界の四塩化炭素濃度測定値の全面改訂に繋がり、また、その後
のEPAによる微量気体標準試料調製法の基準になり、世界で広く用いられるようになった。
最近は、米国製で市販の GC/MS 装置の標準試料調製装置に水バブラーが装備され、ある
いは装置の汚染除去にシリンジによる注水がマニュアル化しているほどである。
地球環境大気中の濃度を測定するために、北半球中緯度を代表する北海道（稚内周辺・
納沙布岬周辺で気象条件を選び海洋上からの大気を採取。夏季・冬季）および南半球を代
表して南極（昭和基地で局地的影響を避けて採取。日本南極観測隊に依頼）で、筆者が開発
した超清浄な全金属製容器に採取保存し、随時分析した。測定結果の一部を図6に示す。世
界的なオゾン層破壊物質の生産・消費規制を受けた経年変動を示したが、2、3 年遅れる統

図 6 東京大学で測定して得た地球規模の成層圏オゾン層破壊物質CFC等ハロカーボン類の大気
中平均濃度の南北両半球分布と長期経年変動
［N：北海道
（北半球）
；S：南極昭和基地
（南半球）
］
CFC-12: CCl2F2; CFC-11: CCl3F; CFC-113: CCl2FCClF（環境省
平成 17 年度オゾン層監視年次報
2
告書に掲載）





計値発表に先立って傾向が把握でき、また、統計値の問題点も指摘した。特定フロンCFCs
の規制に伴って使用量が急増した代替フロンについても測定し、これらの測定結果の最新
情報は環境省にも提供し、オゾン層の監視結果に関する年次報告書等にも引用されてきた。
なお、南北両半球バックグラウンド大気試料は、毎年その約半数を保存してきたが、
1980 年頃から最近まで 25 年以上にわたり約 700 個が保管され、世界的にも希で貴重な試料
となっている。その他、三陸大気球観測所で、大気球に搭載した液体ヘリウム冷却クライ
オジェニック大気サンプラーにより、成層圏内高度三十数 km までの大気を捕集し、十数
種の化合物の高度分布も調べ、オゾン層破壊物質の挙動に関する情報を得た。都市部にお
ける濃度変動の連続測定から、都市部における放出量の見積りなども行なった。また、地
球温暖化物質である四フッ化メタンCFの大気中濃度測定から、世界中で50年間以上採用
されてきた大気中クリプトン Kr 濃度の値が間違っていることを見出したり、関連した多
くの知見を得ている。
おわりに
成層圏オゾン層破壊物質の国際的規制に伴って登場した代替フロン類が地球温暖化物質
であったり、代替フロン等の大気中挙動の研究が大気中メタンの挙動解明にも関連するな
ど、種々の研究それぞれが互いに関係していることが明らかになった。
それにしても、今どきの学生に与えたら非難が噴出するであろう、とんでもなく壮大な
大学院スタート時の研究テーマであったが、
「RI」
、
「ハロゲン化物」
、
「GC」
、
「同位体分離」
の
キーワードが、その後のいずれの研究においても顔を出し、不思議な巡り合わせを感じて
いる。
あるいはこれらが常に頭にあったことから、結果的に、ユニークで有効なセレンディ
ピティーに恵まれたのであろうか。

（アイソトープ総合センター）

放射線の生物・人体影響の鍵を握る
DNA 二重鎖切断センサー：DNA-PK
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はじめに
放射線は、正しく使えば私達の生活にさまざまな恩恵をもたらし、また、科学研究にお
いてはさまざまな新しい発見をもたらす。その一方で、使い方を誤れば、人体に対して重
大な障害を与える可能性を持っていることに注意しなければならない……。
放射性同位元素あるいは放射線を研究あるいは診療に使われている方々は、教育訓練の
最初にこのことをしっかり教えられたことと思う。放射線は細胞の遺伝情報を担う物質
である DNA にさまざまな損傷を与える。これが、放射線ががんを引き起こす原因であり、
一方でがん治療に利用される理由でもある。DNA 損傷には、塩基の修飾・脱離、DNA 鎖
の架橋、切断などがある。そして、DNA 切断には一本鎖切断と二重鎖切断（二本鎖切断と
も言う）
があるが、DNA二重鎖切断は全てのDNA損傷の中でも最も重篤なもので、細胞あ
るいは個体の運命に最も深く関わると考えられている。DNA 依存性タンパク質リン酸化
酵素
（以下、DNA-PKと略）
は、DNA二重鎖切断のセンサーとして、その修復に重要な役割
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を担うと考えられる分子である。我々は長年、この DNA-PK の性質、機能について研究を
行ってきた。本稿では、DNA-PK とその研究の一端とともに、医学応用の可能性について
紹介したい。
DNA-PKとは？
DNA-PKについてまず特記すべきことは、DNA末端に結合することによって活性化する
というユニークな性質である。これが DNA 二重鎖切断のセンサーであると考えられる所
以である。DNA-PKは、分子量 65kDaの巨大分子である触媒サブユニット
（DNA-PKcs）
と
Ku70、Ku86
（Ku80と呼ぶこともしばしばある。また、Ku70と合わせてKuと呼ぶ）
の3つの
サブユニットから構成される。DNA-PKのサブユニットのいずれかを欠損する細胞はDNA
二重鎖切断の修復能力が低下し、放射線高感受性となる。哺乳類細胞を含めて真核生物
細胞においては、DNA 二重鎖切断は、主として、空間的に近接する DNA 末端同士をつな
げる
「非相同末端再結合
（non-homologous end-joining、以下NHEJと略）
」
と、相同染色体あ
るいは姉妹染色体を鋳型として欠損部分を復元する「相同組換え（homologous recombination）
」によって修復されることが明らかになってきた。DNA-PK は前者において重要な役
割を担う。また、NHEJは免疫系組織において抗体などの多様性を生み出す過程
（V
（D）
J組
換えと呼ぶ）においても重要である。そのため、DNA-PK のサブユニットを欠損する動物
は免疫不全となる。最も有名な例として、免疫能をほぼ完全に欠損し、移植実験に頻用さ
れるscid
（severe combined immunodeficiency）
マウスは、DNA-PKcsに変異を持っている。
NHEJ（図 1）では、まず、DNA 二重鎖切断に Ku が最初に結合し（i）
、Ku を介して DNAPKcsがDNA末端に結合して活性化する（ii）
。次に、必要に応じて、Artemis、WRN、ポリ
メラーゼμおよびλ（それぞれ polμ、polλ）
、PNK などが末端の形状を整える（iii）
。最終的
に、XRCC-DNAリガーゼIV複合体（図ではX、LigIVと表記）がDNA末端同士を結合する
（iv）
。2006 年に、XRCC と類似した構造を持ち、XRCC-DNA リガーゼ IV 複合体と結合す
る新たな分子XLF
（XRCC-like factor、別名Cernunnos、図ではXCと表記）
が発見された。
DNA-PKは何をしているのか？
一般的にタンパク質リン酸化酵素は、自己あるいは他のタンパク質
（
「基質」
という）
のセ
リン、スレオニン、チロシンなどのアミノ酸にリン酸基を付加して、立体構造や他の分子
との親和性を変えることにより、機能、活性、局在などを調節すると考えられている。今
日まで、数十種類のタンパク質（その中には有名な癌抑制遺伝子産物である p53 も含まれ
る）が DNA-PK の基質となることが報告されている。しかし、ほとんどは精製タンパク質
を用いた試験管内の実験で得られた知見であり、これらが生体内における DNA-PK の本当
の基質か、また、リン酸化がなぜDNA二重鎖切断修復に重要かは分かっていない。これは、
DNA修復研究の分野における最大のミッシング・リンクの一つと言えよう。
DNA-PKの
「本当の基質」
を明らかにしようと我々が強く意識し始めたのは、1998 〜 1999
年にかけてのことである。そこで着目したのが上記の XRCC である。XRCC も試験管内
で DNA-PK によってリン酸化されることは報告されていたが、生体内でリン酸化される
かどうかは不明であった。2000 年に我々は、① XRCC のリン酸化が放射線照射後に亢進
し、② DNA-PK 阻害剤によって抑制され、また、DNA-PK を欠損する細胞では起こらない
ことを示した 1）。このことは、生細胞内で実際に、DNA二重鎖切断に応答してDNA-PKが
XRCC をリン酸化していることを示した。では、リン酸化が修復において重要な意義を





有するか−つまり、ただリン酸化されるだけではな
いか？

この点を明らかにするためには、リン酸化

部位を突き止め、その部位に変異を導入したときの
効果を調べるというのが最も直截的である。これに
は数年を要したが（なお、リン酸化部位を割り出すた
めに［γ - 32P］ATP を用いた実験を多数行った）
、我々
は、①放射線照射後に細胞内で DNA-PK 依存的にリン
酸化が亢進し、②変異を導入すると DNA 二重鎖切断
の修復能力が低下し、放射線感受性が増強される部
位を突き止めた（投稿中）
。この正しさが認められれ
ば、XRCC は DNA-PK の「本当の基質」であると言う
ことができるだろう。今後、リン酸化がいかにして
DNA修復能に関係するか─たとえば、リン酸化によっ
て XRCC の立体構造が変化するのか、あるいはリン
酸化 XRCC 特異的に結合する分子があるのか、など
─を明らかにしたいと考えている。また、XRCC 以
外にも DNA 二重鎖切断修復において重要な意義を持
つ DNA-PK の基質が存在する可能性は十分に考えられ
る。例えば、WRN、Artemis が試験管内で DNA-PK の
基質となることは以前から知られており、我々は XLF

図1 非相同末端再結合
（NHEJ）
によ
るDNA二重鎖切断修復

も DNA-PK によってリン酸化されることを認めている
（未発表）
。これらを含めて、XRCC 以外のDNA-PKの基質とリン酸化の意義を明らかにし、
DNA二重鎖切断修復の全体像を理解したいと考えている。
医学応用への可能性
上述のように、DNA-PK を欠損する細胞、動物は放射線高感受性を示す。このことから、
DNA-PKに着目してがん放射線治療への応用を目指す研究は世界中で多数行われている。
一つは、DNA-PK の多寡が癌、正常組織の放射線感受性に影響するのではないか、換言
すれば、DNA-PK の量や活性をもって癌の放射線治療効果や正常組織障害の現れ方を予測
できないか、ということである。我々も、これに関して本学および他大学、病院の放射線
科、外科などとの共同研究を長年行っている。
もう一つは DNA-PK の機能を阻害することにより、がん細胞の放射線感受性を高められ
ないか、ということである（図 2）
。今日までに DNA-PK の阻害剤は十数種類発見あるいは
合成されている。我々は、アンチセンス実験に頻用されるホスホロチオエートデオキシオ
リゴヌクレオチド
（S-oligo）
やエイズ治療薬として用いられたことがあるスラミンなどにも
DNA-PK 阻害作用があることを見出した 2）。他の多くの阻害剤はリン酸化反応を阻害する
と考えられているが（図 2（e）
）
、S-oligo やスラミンは DNA 結合による活性化の段階で阻害
していると考えられる（d）
。これらの物質の多くは培養細胞あるいは移植腫瘍を用いた実
験で放射線増感作用を示すことが確かめられている。最近ではコンピュータを用いた構造
解析、予測などの新技術も取り入れられている。
また、本年度のノーベル賞授賞対象となっ
たRNA干渉法を利用してDNA-PKや他の修復酵素の発現を抑制して、癌細胞の放射線感受
性を高めようという試みもある（b）
。我々は最近、DNA-PK 構成要素の転写調節機構に基
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図2

DNA-PKを標的とした放射線感受性感受性修飾のストラテジー

づく新しい放射線増感法の開発に取組んでいる（a）
。また、タンパク質の折畳みや正常な
立体構造の維持を阻害するストラテジーも考えられている（c）
。いずれも副作用・毒性の
有無などが実用化へ向けた今後の検討課題である。
我々がDNA-PKによるXRCC のリン酸化の重要性を立証し、その部位を明らかにしたこ
とは、放射線感受性の予測、制御についても新しい可能性を提供すると考えている。現
在、DNA-PK の活性や量を評価する方法として、固定した標本の免疫染色や、細胞や組織
の破砕抽出液に含まれる DNA-PK 活性の測定などが行われているが、これらは必ずしも細
胞、組織が生きた状態での機能を反映しているとは限らないという問題がある。これら
に代わって、リン酸化状態特異的抗体を用いて XRCC のリン酸化状態を調べることによ
り、生体内での DNA-PK 機能、活性を評価することができると考えられる。また、このリ
ン酸化事象に着目した新しいタイプの放射線増感剤なども考えられる
（図 2
（f）
）
。例えば、
XRCC がリン酸化状態特異的に他の修復酵素やクロマチン成分と相互作用するのであれ
ば、XRCC のリン酸化部位付近の配列を模したペプチドを「おとり」にして正常な相互作
用を阻害することにより、修復を阻害し、放射線感受性を高めることができるかも知れな
い。このような医学応用の可能性についても現在検討中である。
おわりに
DNA 損傷応答・修復機構は、医学において、特に、発がん、がん治療の面から注目を
集めている。また、生命の設計図とも言えるゲノムの重要性故であろうが、これを外的、
内的な危険から守る仕組みは実に精巧であり、驚きと美しさに満ちあふれている。DNAPK についてもここで触れた他に面白い話、重要な話がたくさんある。ご興味がおありの
方は、参考文献3-5に挙げた総説およびそれに掲げられた文献をご参照頂けると幸いである。
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上

原

美智子

10 月 1 日より、保健センターで勤務させていただいております上原
美智子です。
趣味はピアノで、将来の夢はグランドピアノのある家に住むこと！
1 月に結婚をする予定ですが、超節約生活をしなければと思ってい
ます。
仕事も生活も一変、初めてやることの多い日々ですが、こちらでの
仕事に、家のことに、いろいろと頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致
します。

（アイソトープ総合センター業務係・保健センター出向）

●共同利用のお知らせ
平成18年度共同利用予定
（第Ⅲ期）
平成19年1月9日〜3月16日
平成18年度
《第Ⅲ期》
共同利用採択課題一覧
所
工

属
学

取扱責任者
部

小佐古敏荘

研

究

課

題

自然放射性物質
（NORM）
の放射能計測
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●センター日誌

自衛消防訓練を実施
去る10月6日
（金）
1時から、本センター 20数名の職員が参加し、自衛消防訓練を実施
した。
今回は、勤務時間中、実際に火災報知器を発報させ、インターホンによる避難呼び掛
けにより、エレベータを使わずに、所定の場所に避難する形で行った。若干逃げ遅れた
（？）職員もいたが、全員無事避難。先ず、自衛消防隊の組織と各人の任務について再
確認を行った。その後、地震対策のビデオ上映、緊急時における連絡体制、各階非常口、
消火設備等の確認を行い、最後に、あいにくの雨天のため、屋外での消火器使用訓練に
替えて消火器の使い方に関するビデオを上映し、1時間余の訓練を終了した。
平成18年 9 月 8 日

平成18年度第Ⅱ期共同利用開始

12月15日

平成18年度第Ⅱ期共同利用終了

教育訓練の実施
平成18年10月10日、11日

新規放射線取扱者講習会第130回RIコース

10月25日〜11月 7 日

薬学部学生実習

12月  日、 6 日

新規放射線取扱者講習会第131回RIコース
（A）

12月  日、 7 日

新規放射線取扱者講習会第131回RIコース
（B）

12月 5 日、 6 日

新規放射線取扱者講習会第16回英語RIコース

12月12日

新規放射線取扱者講習会第99回Ｘ線コース

12月12日

新規放射線取扱者講習会第13回英語Ｘ線コース

●人事消息
○採用
（平成18年7月1日）

助手

小池

裕也
（物理部門）

助手

桧垣

正吾
（化学部門）
真憲
（放射線管理部門）

技術補佐員

武田

（平成18年10月1日）

事務補佐員

上原美智子
（業務係）

○退職
（平成18年9月30日）

事務補佐員

久保田利恵
（業務係）

●委員会だより
○平成18年度第11回放射線・安全衛生管理委員会

平成18年10月 2 日
（月）
開催

○平成18年度第12回放射線・安全衛生管理委員会

平成18年10月17日
（火）
開催

○平成18年度第13回放射線・安全衛生管理委員会

平成18年11月 6 日
（月）
開催

○センターニュース編集委員会

平成18年11月 6 日
（月）
開催

○平成18年度第1回放射線・安全衛生管理委員会

平成18年11月27日
（月）
開催

○平成18年度第15回放射線・安全衛生管理委員会

平成18年12月11日
（月）
開催

○運営委員会

平成18年12月18日
（月）
開催

○平成18年度第16回放射線・安全衛生管理委員会

平成18年12月25日
（月）
開催

●アイソトープ総合センター運営委員会委員名簿
（平成 17 年  月 1 日〜平成 19 年 3 月 31 日：
Vol.37, No.1 に掲載）
のうち、平成 18 年度センター担当総長補佐が、前期担当だった纐纈
一起教授（地震研究所）より、後期担当の難波成任教授（大学院農学生命科学研究科・農
学部）
に交代された。
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編集後記
今月、大学入学以来18年間お世話になった本学を離れ、東京工業大学に移った。
大学院に入学して以来1年、医学系研究科の基礎放射線医学教室（現・疾患生命
工学センター放射線研究領域）で研究を行い、また、卒業後、助手になってから
は、放射線の生物、人体影響や安全取扱いなどの教育に携わる機会を多く頂いた。
放射線の生物、人体への影響を知ることは、安全に、また安心して放射線を使い、
その恩恵を享受するために不可欠である。今後も、放射線の生物、人体影響の機
構を解明するとともに、その成果を医学および他分野における放射線利用に還元
できるよう、益々精進していきたい。

（松本義久）
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