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アイソトープ総合センターの将来展望
巻

出

義

紘

東京大学における最終講義では、
「アイソトープ─その研究から管理まで─」と題して 40
年間にわたるアイソトープに関連した研究とアイソトープ総合センターに着任以来18年余
のアイソトープの管理に関して、およびそれらの将来について話しをさせていただいた。
全力投球で務めてきたセンター長の任を終えるにあたり、センターの今後のあり方を見直
してみたが、やはり、引き続き
「管理」
が中心になるであろう。
アイソトープ総合センター設置の主要な目的は、①特殊なアイソトープ利用施設と機
器等の学内共同利用、②全学の放射線取扱者の教育訓練、③全学の放射線安全管理業務の
総括等にある。①の共同利用に関しては、研究用機器の整備が進まず、既存の機器も老朽
化が問題になっているが、放射線管理用教育訓練用設備は平成 18 〜 20 年度の 3 年次計画で
全学教育研究資金により大規模に更新されることになった。②に関しては、本学の放射線
取扱者は約 800 名で理系研究者の 1/3 にも相当する。毎年約 1300 名が新規に放射線取扱者
となり（ほぼ同数が卒業異動等で転出）
、その教育訓練にセンターが大きく寄与してきたが、
さらに改善が予定されている。
③の全学の放射線安全管理に関しては、これまでアイソトー
プ総合センターを中核とする体制を構築し役割を果たしてきたが、さらに「東京大学にお
ける新たなアイソトープ・放射線安全管理体制について」と題する提案書を平成 14 年に総
長に提出した。
その中で提案した
「東京大学放射線安全管理情報一元集中化事業」
については、
センターが中心となって平成 18 〜 20 年度の 3 年次計画で予算化された。同じく提案し続け
てきた「東京大学安全管理センター」または「危機管理センター」構想については各方面の賛
同は得られたが、残念ながら、東京大学では時期尚早であった。一方、アイソトープ総合
センターの放射線防護施設の老朽化が進み、施設整備費による改修を永年にわたって概算
要求してきたが、耐震改修と併せて平成 19 年度に実現する運びとなった。これら三つの大
型事業は予算獲得まで実現したが、その実施の大部分は後進に委ねることになった。申し
訳ないが、完成の暁には本学およびセンターの放射線安全管理体制が一段と進展し、本学
におけるアイソトープ総合センターの位置付けも揺るぎないものになると期待している。
国立大学法人化に伴う評価で、全学センターは総括委員会評価委員会による評価を受け
ることになる。アイソトープ総合センターでは、何においても受け身にならず常に
「攻め」
の姿勢を心掛けてきた。この評価においても、全学の放射線安全管理の中核をなす「研究
支援センター」としての役割と実績が正当に評価される方法を自ら定め、大学による評価
をリードすることが重要であろう。またそれが認められる方向で検討されている。
（アイソトープ総合センター長）



生きた細胞内の分子過程を
時間・空間計測する蛍光プローブの開発
佐

藤

守

俊

１．はじめに
「バイオイメージング」
という研究分野がある。細胞の中や体の中での生体分子の挙動を
見えるようにする技術のことである。特に蛍光を使ったバイオイメージングは、生きた細
胞の中で、特定の分子がどこで・いつ・どの程度生成し、機能しているのかを、高い時間・
空間分解能で可視化するのに最適である。このバイオイメージングには、細胞内に数多あ
る生体イオン・分子の中から、検出目的のイオン・分子を特異的に捕まえて、それにより
蛍光シグナルを生起する、いわゆる蛍光プローブと呼ばれる分子が必要となる。
一例として、
カルシウムと結合して蛍光波長を変化させる Fura-2 という蛍光プローブがある。Fura-2 は
198年に開発された合成有機蛍光プローブであり、一つ一つの生きた細胞内におけるカル
シウムの複雑な動態を見事に可視化して、我々の生命に対する理解を一変させた 1, 2）。同
時に、数十万個の細胞をすりつぶして生体イオンや脂質、蛋白質などの構成成分を抽出し、
それを電気泳動、あるいはラジオアイソトープを用いた方法で分析する、いわゆる従来の
破壊分析法だけでは生命を理解できないことを実感させた。
しかし、合成有機分子によるアプローチには「検出対象の分子認識」という点において
限界があり、イオンや一酸化窒素などの数原子からなる分子を検出対象とした蛍光プロー
ブしか開発されていない。細胞機能において重要な役割を果たす蛋白質、脂質等は、合成
有機分子によるアプローチで特異的に分子認識するには余りに複雑なのである。そこで筆
者らは、蛋白質ドメインを分子認識素子として活用し、遺伝子工学的アプローチに基づき、
セカンドメッセンジャーと呼ばれる生体小分子や蛋白質リン酸化など、細胞の生理機能や
疾患の理解に重要な生体分子の蛍光プローブを開発してきた 3, 4）。そして、このように開
発したプローブが生きた細胞内の分子イメージングの強力なツールになることを実証して
きた。これら蛍光プローブのニーズは、基礎生命科学研究のみならず、薬物候補物質の高
速スクリーニング等においても近年急増している。本稿では、一例として重要な細胞機能
を制御する生体脂質分子の蛍光プローブについて紹介する。
２．生体脂質分子の機能とその分析
ホスファチジルイノシトール 3,4,- 三リン酸（phosphatidylinositol 3,4,-triphosphate; PI
(3,4,) P3）は、ホルモンや神経伝達物質が細胞に作用することにより細胞内に生成する生
体脂質分子である（図 1）
。PI（3,4,）P3 の炭化水素鎖は疎水性であるが、PI（3,4,）P3 のイノ
シトール環部位は極めて親水性が高い。従ってPI
（3,4,）
P3 はこのイノシトール環部位を細
胞質に突き出すように細胞内の脂質二分子膜に埋もれている。様々な蛋白質がPI
（3,4,）
P3
のイノシトール環部位と結合して、細胞増殖、アポトーシスなどの数多くの細胞機能を制
御している。この PI（3,4,）P3 の分析は、従来より、100 万個程度の細胞を破砕してクロマ
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トグラフィーで分析する手法に依存している。従って、残念
ながらPI
（3,4,）
P3 が一つ一つの生きた細胞内のどこに、どの
タイミングで、どの程度産生されているのか明らかではない。
そこで筆者らは、生きた細胞内でのPI
（3,4,）
P3 の動態を可視
化計測すべく、新しい蛍光プローブを開発し、Fllip（フリッ
プ）
と名付けた）。
３．PI
（3,4,5）
P3の蛍光プローブの設計
Fllip を以下のように設計した（図 2）
。蛍光共鳴エネルギー
＊
移動（Fluorescence Resonance Energy Transfer; FRET）
を原

理として PI（3,4,）P3 を検出するために、シアン色蛍光蛋白
質（CFP）および黄色蛍光蛋白質（YFP）を用いる。CFP と YFP
はオワンクラゲ由来の緑色蛍光蛋白質（Green Fluorescent
Protein; GFP）の異色変異体である 6）。PI（3,4,）P3 を選択的
に認識する部位として、Grp1 蛋白質のプレクストリン相同
ドメイン（Pleckstrin Homology Domain; PHD）を用い、CFP、
PHD、YFPを剛直ならせん構造を形成するGlu-Ala-Ala-Ala-Arg
の繰り返し配列で連結する。剛直ならせん構造の一カ所に、
側鎖が最も小さいアミノ酸であるグリシンを二個導入する
ことによって、PI（3,4,）P3 非存在下においては、ここを蝶番

図 1 ホスファチジルイノシ
トール 3,4,5- 三 リ ン 酸（PI
（3,4,5）
P3）
の構造

（hinge）
としてPHD-CFP部分が比較的自由に回転できるようになっている。一方、PI
（3,4,）
P3 が膜に生成し、FllipのPHDがこのPI
（3,4,）
P3 と結合すると、PHD-CFP部分の自由度が大
幅に減少する。この時、ドナーであるCFPからアクセプターであるYFPへ、安定的にFRET
が起こるようになる。FRETに伴って、CFPの蛍光が減少しYFP蛍光が増加するので、それ

図2

PI
（3,4,5）
P3の蛍光プローブ
（Fllip; フリップ）
の原理

Ex, 励起光 ; Em, 蛍光 ; MLS, 膜局在化配列 , CFP, シアン色蛍光蛋白質 ; YFP, 黄色蛍光蛋白質 ;
PHD, プレクストリン相同ドメイン; FRET, 蛍光共鳴エネルギー移動。
＊

FRETとは蛍光分子同士が近接した時に起きる無放射的エネルギー移動現象。例えばCFPとYFP
が近接する場合、CFPを励起すると蛍光エネルギーはFRETによりYFPを励起しYFPの蛍光とし
て検出される。FRETの効率は両蛍光分子の距離と配向によって変化する。



らの蛍光強度比
（CFP/YFP）
を二波長測光することにより、PI
（3,4,）
P3 の量を蛍光顕微鏡下
で可視化計測することができる。この新しいプローブ Fllip の特徴として、核やミトコンド
リア、小胞体などの細胞内の特定のオルガネラの膜に対応した局在化配列を Fllip に連結し
てFllipをその膜に局在させ、そのオルガネラ膜上に生成したPI（3,4,）P3 を測定できること
が挙げられる。まず、細胞膜
（plasma membrane; pm）
への局在化配列
（Gln-Gly-Cys-Met-GlyLeu-Pro-Cys-Val-Val-Met）
、および小胞体膜とゴルジ体膜からなる細胞内膜
（endomembranes;
em）への局在化配列（Gln-Gly-Ser-Met-Gly-Leu-Pro-Cys-Val-Val-Met）を連結し、当該生体膜で
PI
（3,4,）
P3を可視化計測するプローブ
（それぞれFllip-pm, Fllip-em）
を開発した。
４．PI
（3,4,5）
P3の可視化計測
細胞膜に生成するPI
（3,4,）
P3 を可視化計測す
べく、Fllip-pm を発現させた細胞を血小板由来
増殖因子（PDGF）で刺激した。図 3 に示すよう
に、細胞膜において、PDGF刺激直後からFllippm の FRET 応答が観察され、細胞膜において
PDGF依存的にPI（3,4,）P3 が生成したことが分
かる。次に、細胞内膜にはPI
（3,4,）
P3 が生成す
るのか否かを明らかにすべく、Fllip-em を発現
させた細胞を PDGF で刺激した。刺激直後には
Fllip-emの応答は見られなかったが、約2分後か
ら急激な FRET 応答が観察された（図 3）
。この

図3 PI
（3,4,5）
P3の細胞内動態
細胞膜および細胞内膜における PI（3,4,）P3
の生成を、Fllip-pm、Fllip-em でそれぞれ可
視化。

ことは、従来考えられていた細胞膜のみならず、
細胞内膜においてもPI
（3,4,）
P3 産生が起きてい
ることを示している。この細胞では、細胞内膜
でのPI
（3,4,）
P3 産生量は細胞膜でのPI
（3,4,）
P3
産生量に比べて2倍以上であることも分かった。

まず細胞膜でPI
（3,4,）
P3 生成がおこり、数分遅れて細胞内膜でのPI
（3,4,）
P3 生成が誘起
される。このようなFllipを用いたPI
（3,4,）
P3 の可視化と、細胞内の特定の分子過程を阻害
する薬理学的あるいは分子生物学的手法とを組み合わせることにより、PI（3,4,）P3 の時
間・空間動態を制御するメカニズムに更に切り込むことも出来る。
Fllipにおいて特に重要な部分が二つある。一つは膜局在化配列であり、これをFllipに連
結することにより細胞内の特定のオルガネラ膜にFllipを自在に局在させ、上述のようにそ
れぞれのオルガネラに特異的なPI
（3,4,）
P3 の動態を測定できる。もう一つが脂質メッセン
ジャーと結合するドメイン
（Fllipの場合PHD）
である。このドメインはプローブの選択性を
決めるドメインである。PI
（3,4,）
P3と結合するPHDの代わりに他の脂質メッセンジャーの
結合ドメインを用いることにより、容易にプローブの選択性を変えることも出来る 7）。見
たい生体脂質分子を見たい場所
（オルガネラ膜）
で見る。選択性と局在を自由自在に変える
ことが出来る本蛍光プローブは、そのような新しい生体脂質分子の計測を可能にし、新し
い生命科学の展開に貢献すると期待できる。
５．おわりに
筆者らは、細胞内において重要な役割を果たす生体分子を可視化計測する蛍光プローブ
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を開発し、それら生体分子の細胞内動態を明らかにしてきた。その研究は、従来の研究手
法では得ることのできない細胞内の分子情報を計測する新しい方法に関するものである。
まさに
「見えないものを見えるようにする」
研究と言えよう。筆者らは化学の出身であるが、
蛍光プローブという分子を自在に扱う化学と生命科学との境界領域の楽しさを実感しなが
ら日々研究している。なお、ラジオアイソトープを利用する方法は、特に感度の点で大き
な利点があり、生命科学研究において引き続き有効であることには変わりない。
文献
1 ) Grynkiewicz, G.; Poenie, M.; Tsien, R.Y., A new generation of Ca 2+ indicators with
greatly improved fluorescence properties. J. Biol. Chem. 198, 260, 3440-340.
2 ) Tsien, R.Y., Fluorescence imaging creates a window on the cell. Chem. Eng. News
1994, 18, 34-44.
3 ) Umezawa, Y., Genetically encoded optical probes for molecular processes in living
cells. Trac-Trends Anal. Chem. 200, 24, 138-146.
4 ) Sato, M., Imaging molecular events in single living cells. Anal. Bioanal. Chem. 2006,
386, 43-443.
 ) Sato, M.; Ueda, Y.; Takagi, T.; Umezawa, Y., Production of PtdInsP 3 at endomembranes is triggered by receptor endocytosis. Nature Cell Biol. 2003, , 1016-1022.
6 ) Miyawaki, A.; Tsien, R.Y., Monitoring protein conformations and interactions by fluorescence resonance energy transfer between mutants of green fluorescent protein.
Method. Enzymol. 2000, 327, 472-00.
7 ) Sato, M.; Ueda, Y.; Umezawa, Y., Imaging diacylglycerol dynamics at organelle membranes. Nature Methods 2006, 3, 797-799.
（大学院理学系研究科化学専攻、科学技術振興機構さきがけ、
現・大学院総合文化研究科広域科学専攻）

システインの酸化的修飾による蛋白機能の調節
垰

和

之

はじめに
生物は、酸素を利用するエネルギー効率の良い代謝の副産物として、ヒドロキシルラ
ジカル、スーパーオキシドアニオンラジカル、過酸化水素などの活性酸素を産生してい
る。これらの活性酸素は、蛋白質、核酸、脂質などの生体分子を酸化する。 蛋白質を構
成するアミノ酸の一つであるシステイン（Cys）のチオール基は、生体物質の中でも酸化を
受け易い部分の一つである。チオールが酸化されるとスルフェン酸（-SOH）が生成し、そ
れがさらに酸化されるとスルフィン酸（-SO2H）やスルホン酸（-SO3H）となる。スルフェン
酸の近傍に第二のチオール
（システイン）
が存在する場合、それらは反応してジスルフィド
（-S-S-）を形成する。このうちスルフェン酸、スルフィン酸、ジスルフィドはチオレドキシ
ンやグルタレドキシン、スルフィレドキシンなどの低分子量の酸化還元酵素により還元さ
れ、もとの Cys に戻ることができる。酸化的修飾の持つこのような可逆的な性質から、チ



オールの修飾は蛋白質の可逆的な活性制御の役割を持つのではないかと考えられていた
が、近年の研究から、実際に、酸化ストレス感知や細胞内情報伝達に於いて重要な役割を
果たしていることが明らかになって来た。ここでは、酸化的修飾のうちの一つであるジス
ルフィド結合の形成・開裂により蛋白機能が調節されることが明らかとなった一例として、
私たちの行った大腸菌OxyR蛋白についての研究を紹介する。
ジスルフィド結合の形成と開裂による転写因子OxyRの活性制御
OxyR 蛋白は酸化ストレスを感知し、その支配下遺伝子の転写を活性化する転写活性化
蛋白である。過去の遺伝学的・生化学的解析等から OxyR 蛋白は、以下のような働きをす
るものと考えられてきた。OxyR 蛋白は細胞内で、還元型（転写活性化蛋白としては不活
性型）と酸化型（活性型）の二つの状態で存在する。非ストレス下で還元型として存在する
OxyR は、酸化ストレス下では、直接何らかの酸化的修飾を受けることにより酸化型に変
換する。酸化型は標的遺伝子の調節領域に結合し、RNA ポリメラーゼと直接接触するこ
とにより転写開始反応を促進する。ストレス応答終息後は、何らかの機構により再還元さ
れ不活性型に変換する。したがって、OxyR は酸化ストレスの直接のセンサーとしての機
能をもつことになる。
このようなOxyRによる酸化ストレス応答の概略は明らかとなっていたが、
「OxyRはどの
ようにして酸化ストレスを感知しているのか？」言い換えると、
「OxyR の酸化的修飾の実
体はなにか？」という問題は解決されていなかった。私たちは、この点を明らかにするこ
とを目的とし、センサー機能を喪失した変異体の分離等を行った。その結果、OxyR 蛋白
に存在する 6 個のCysの内、199 番目と 208 番目の 2 つのCysがセンサー機能に必須であるこ
とが明らかになった。このことは、2 つの Cys の関与するチオール⇔ジスルフィドの可逆
的な反応によりOxyRの活性が制御されている可能性を示唆している。そこで、この反応が、
細胞内で実際に起こっているかどうかを検討することした。
蛋白質の分子内ジスルフィド結合の検出には、分子内ジスルフィド結合を持つ蛋白は、
それが還元された状態に比べ、SDSを含むポリアクリルアミドゲル電気泳動
（SDS-PAGE）
においてより速く泳動されるという性質を利用した。この移動度の差は、ジスルフィド結
合を持つ蛋白が、それが還元されたものに比べ、よりコンパクトな状態でゲル中を移動す
るために生じると考えられている。
細胞内での Cys の酸化還元状態を正確に知るためには、実験操作中に細胞内還元因子に
よる還元や、空気酸化を起こさないように注意することも必要である。大腸菌を用いた実
験の場合は、通常、培養液にトリクロロ酢酸を直接加えて全蛋白を瞬時に変成・沈澱させ
て Cys の酸化還元状態を固定した後、ヨードアセトアミド等の Cys 修飾試薬を含む緩衝液
に溶解することにより Cys を修飾する（これで Cys は反応性を失う）
。このように調製した
試料を非還元条件下の SDS-PAGE で分離し、目的タンパクに対する抗体を用いたウエスタ
ン法により検出することにより、細胞内での、ある時点での、目的としている蛋白の Cys
の酸化還元状態を調べることができる。
この方法を用いて、実際に、酸化ストレス下で OxyR の 199-Cys と 208-Cys との間でジス
ルフィド結合が形成されていることを in vivo の実験で示すことができた。その結果を図 1
に示す。野生型OxyRには過酸化水素処理後、移動度の早いOxyRが生成していることが判
る。C2S（2 番目の Cys をセリンに置換した変異体）
、C143S、C180S、C29S 変異体でも
同様に速い移動度のOxyRが生成しているが、C199S、C208S変異体では移動度の変化は観
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図1

システイン→セリンのアミノ酸置換を持つ変異型 OxyR でのジスルフィド結合形成

察されない。このことから、この速い移動度のOxyRは、199と208のCysの間でジスルフィ
ド結合が形成された酸化型であると考えられた。
このジスルフィド結合は酸化ストレス負荷後 30 秒以内に形成され、 分程度で再還元さ
れた。また、1µM程度の過酸化水素から形成が認められ、30µM程度ではほぼ全てのOxyR
がジスルフィド結合型となることが分った。これら細胞内でのジスルフィドの生成・開裂
のキネティクスはOxyR支配下遺伝子の発現とほぼ対応していたことから、このジスルフィ
ド結合が、酸化ストレス下の細胞内でいろいろ起こるであろう調節的役割を持たない酸化
反応の一つではなく、OxyR転写活性化能を直接制御しているものであると考えられる。
おわりに
調節的役割を持つジスルフィドの形成・開裂は、出芽酵母の転写調節因子である Yap1
などのように、真核生物ストレス応答に於いても重要な役割を果たしていることが明らか
となりつつある。今後もこのような例は数多く見つかってくるだろう。一方、これまでに
も転写調節因子などが酸化還元状態の変化により活性制御
（レドックス制御）
されていると
いう報告が数多くある。しかしながら、多くの場合、精製蛋白に対する還元剤の効果をみ
た試験管内の実験であったり、ある実験系へのラジカルスカベンジャー添加に効果がある
という報告である。分子レベルでは明らかになっていないこれらのレドックス制御の実体
は、ジスルフィド以外の Cys の修飾、あるいは、Cys 以外のアミノ酸の関与する修飾であ
るかもしれない。ストレス感知や細胞内情報伝達に蛋白質の酸化的修飾が重要な役割を果
たしていることに間違いないであろうが、その化学的実体を明らかにする必要がある。
（アイソトープ総合センター）

平成18年度受託研究等の受入について
委託者及び
寄 附 者

研究課題または
寄附目的の条件

受入金額
（円）

受入教員

受託研究

財団法人
日本宇宙フォーラム

長期間の微小重力がメダカの
重力感受機構の形成・発達に
及ぼす影響と解析

4,998,000

助教授
井尻憲一

寄 附 金

財団法人
相模中央化学研究所

アイソトープ総合センターの
奨学のため

1,200,000

助手
野川憲夫

区

分



巻出義紘先生の最終講義行われる
東京大学アイソトープ総合センター長

巻

出義紘教授は、3 月末の定年退職に際し、さる
3月9日
（金）
午後3時から、
「アイソトープ─その
研究から管理まで─」の演題で最終講義を行い
ました。会場のアイソトープ総合センター大講
義室には、先生の学生時代の指導教官、先代の
センター長、センター元教職員、教え子等々が
続々と参集されました。井尻憲一助教授の司会
のもと、講義に先立ち、先生の経歴紹介があり、
講義が始まりました。
講義は先ず、
「アイソトープの管理について」
から始まりました。長年にわたり、東京大学全
体の、さらには全国の大学のアイソトープ管理
に携わってこられた先生ならではの講義内容で、
先生が扱われた事例をもとに、管理の本質に迫
るものでした。センターを去られるに当たり、
どうしても後進に伝えておきたい言葉が節々に
散りばめられているように思われました。
続いて、先生のこれまでの研究が紹介されま
した。卒研や大学院での研究から始まり、これ
までの40年余の研究成果を年代順に、しかもそ
れぞれの研究がどう関連し合っているのかを中
心に話されました。一緒に研究に関わられた
方々を写真などで紹介されたので、当時の研究
室の雰囲気や研究への熱意が伝わってきました。
初期の研究が、先生の代表的な業績「トリチウムのレーザー同位体分離」や「大気中超微量
気体成分の高精度分析と挙動の解析」にどう発展していったか、その経緯が講義を通して
よく理解できました。
〔先生のご研究については、前号のアイソトープ総合センターニュー
ス
（平成18年12月発行、第37巻第3号）
にも紹介されていますので、ご参照下さい。
〕
講義の終了後、1 階講義室で懇談の場がもたれ、久しぶりの参加者が旧交を暖めあいま
した。

平成19年度新規放射線取扱者全学一括講習会のお知らせ
東京大学において新規に放射線やRIを取り扱う場合は、まず所属部局の放射線管理室ま
たは放射線取扱者担当の事務係に
「放射線取扱者登録申請書」
を提出し、取扱開始前に放射
線取扱者特別健康診断を受診し、RI教育訓練を修了することが必要です。RI教育訓練には、
各部局で開催される部局講習会とアイソトープ総合センターで開催される全学一括講習会
があり、両方を受講しなければなりません。
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平成19年度の全学一括講習会の開催予定は以下のとおりです。
※注意：アイソトープ総合センターでは、平成19年10月〜平成20年3月に、耐震改修なら
びに放射線防護施設改修工事が行われるため、例年12月に実施しておりました英語によ
るRIコース、X線コースなどは繰り上げて実施いたしますので、ご注意願います。
◎RIコース日程＊
第132回
（A）

平成19年月14日
（月）
、1日
（火）

60名

第132回
（B）

平成19年月14日
（月）
、16日
（水）

60名

第133回
（A）

平成19年月22日
（火）
、23日
（水）

60名

第133回
（B）

平成19年月22日
（火）
、24日
（木）

60名

第134回
（A）

平成19年6月18日
（月）
、19日
（火）

60名

第134回
（B）

平成19年6月18日
（月）
、20日
（水）

60名

＊＊
第13回
（A）
平成19年7月2日
（水）
、26日
（木）

60名

第136回
（A）

平成19年10月9日
（火）
、11日
（木）

60名

第136回
（B）

平成19年10月9日
（火）
、12日
（金）

60名

◎英語RIコース日程＊
第17回
（A）

平成19年10月10日
（水）
、11日
（木）

20名

第17回
（B）

平成19年10月10日
（水）
、12日
（金）

20名

＊

RIコースは1日目が講義で、2日目に実習があります。

＊＊

希望者が60名を超える場合は実習日が追加される場合もあります。

◎X線コース日程
第100回

平成19年月17日
（木）

120名

第101回＊＊＊

平成19年月18日
（金）

120名

第102回

平成19年月2日
（金）

120名

第103回

平成19年7月2日
（月）

120名

第104回

平成19年9月28日
（金）

120名

＊＊＊

柏地区にて開催
（柏地区以外の所属の方も受講できます。
）

◎ 英語X線コース日程
第14回

平成19年9月28日
（金）

30名

◎診療放射線コース
未定
◎核医学コース
未定
●委員会だより
○平成18年度第17回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 1 月1日
（月）
開催

○平成18年度第18回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 1 月29日
（月）
開催

○センターニュース編集委員会

平成19年 1 月30日
（火）
開催

○平成18年度第19回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 2 月13日
（火）
開催

○平成18年度第20回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 2 月27日
（火）
開催

○運営委員会

平成19年 3 月  日
（月）
開催

○平成18年度第21回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 3 月12日
（月）
開催

○平成18年度第22回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 3 月22日
（木）
開催

○平成18年度第23回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 3 月30日
（金）
開催
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●センター日誌
平成19年 1 月 9 日

平成18年度第Ⅲ期共同利用開始

3 月16日

平成18年度第Ⅲ期共同利用終了

教育訓練の実施
平成19年 1 月30日〜 2 月 2 日
2 月16日、19日

理学部生物化学科学生実習
教養学部
（医学部医学科進学予定者）
学生実習

opqropqropqropqropqropqropqropqropqropqropqropqropqropqropq

東京大学アイソトープ総合センターニュース
目

次

巻頭言
義紘

1

守俊

2

和之



平成18年度受託研究等の受入について…………………………………………………

7

巻出義紘先生の最終講義行われる………………………………………………………

8

アイソトープ総合センターの将来展望……………………………………巻出
研究紹介
生きた細胞内の分子過程を時間・空間計測する蛍光プローブの開発
……………………………………………………………………………佐藤
システインの酸化的修飾による蛋白機能の調節…………………………垰
報

告

学内ＲＩ管理メモ
平成19年度新規放射線取扱者全学一括講習会のお知らせ……………………………

8

委員会だより……………………………………………………………………………………

9

センター日誌……………………………………………………………………………………

10



編集後記
本センターニュースの発行に合わせ、年4回開かれる編集委員会では、執筆を
お願いした方々から寄せられた原稿総ての読み合わせを行っています。もとより、
センターニュースに載せる研究紹介などは「専門外の人にも理解できる表現で」を
モットーにしております。読み合わせで不満、コメントが出れば、著者にそのま
ま伝え、表現の再考を促します。その結果戻される原稿は……。確かに少しはわ
かりやすくなっておりますが、門外漢にはやはり難解！ というケースも残して
しまっているのではという思いもあり、今後とも努力を重ねたいところです。
最先端の研究内容を、限られた頁数で、一般の人にもわかりやすくというのは
なかなか難しいことと思いますが、多くの人にこのセンターニュースを読んでい
ただくためにも、著者の方々にはぜひ、より一層のご配慮をお願いいたします。
さて、平成19年度共同利用の募集案内や本センターニュースの放射線取扱者全
学講習会のお知らせ等でもふれましたが、本センターの放射線防護施設改修工事
については、各方面のご協力もいただき、このたび永年の概算要求が認められ、
耐震改修工事と併せ実施されることとなりました。実際の工事は、今年の10月頃
から来年3月頃までとなりそうです。この間、本センターでの共同利用はできな
くなり、放射線取扱者講習会や学部学生実習も実施不可能となりますので、日程
の変更等の調整をお願いしました。学内関係者の皆様にはご不便、ご迷惑をおか
けしますが、ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
（佐藤隆雄）
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