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1. 研究状況 (Current Projects) 

 当研究分野は，平成16年4月より児玉が着任し，これ

までのマウス個体に加えて,培養細胞を用いた放射線影響

研究を開始した．主要な研究テーマとして，発癌，突然変

異，ゲノム不安定化，老化，及び適応応答を掲げ，放射線

生物学を基盤としてこれらの現象の基本的な仕組みを明

らかにすることを目標にしている． 

 
1.1 放射線誘発ゲノム不安定性に関する研究 
(Radiation-Induced Genomic Instability) 

当研究分野では，発がん過程に関わる現象として放射

線被曝後，遅延性にしかも偶発的に生じるゲノム不安定化

に着目している．放射線によるゲノム不安定化は，放射線

被曝後，生き残った細胞に遅延性に生じる遺伝子突然変異

や染色体異常として検出されるが，被曝直後に見られるこ

れらの現象と見かけ上区別がつかない．このことは，放射

線が細胞分裂の世代を越えて子孫細胞までゲノムを不安

定化することを意味しており，がんの発生や進展を考える

上で重要な現象として理解される． 

当研究分野では，被曝したヒト染色体をマウス細胞に

移入するという新しい手法を用いて，放射線被曝によって

染色体自身に不安定な性質が付与されることを明らかに

した．また，被曝染色体が不安定化する原因の一つ

にテロメア不安定化が関与していることを示唆する

結果を得た．このことは，放射線が間接的にテロメ

アループ（T-loop）構造の形成不全誘発に関与する

ことを示唆している． 
 
1.2 放射線誘発長寿命ラジカルによる突然変異誘発機構

に関する研究 (Induction of Gene Mutation Mediated by  
Long-Lived Radicals Produced by Radiation) 

放射線被曝によって細胞内に寿命が非常に短く反応性

の高いラジカル種が生じ，それらが生体を構成する高分子

化合物を攻撃して傷害を引き起こすことはよく知られて

いる．これまで，放射線によって誘発される遺伝子突然変

異や細胞がん化には，これらの短寿命ラジカルが関与して

いると考えられてきた．しかし，当研究分野では名古屋大

学，及び長崎大学との共同研究の結果，放射線被曝により，

細胞内に室温で半減期が20時間にも及ぶ長寿命な蛋白質

ラジカルが生成されることを明らかにした．さらに我々は，

この長寿命蛋白質ラジカルが突然変異生成に密接に関与

していることを示した．また，突然変異はDNA複製期に長

寿命蛋白質ラジカルが存在するときに生成され，その

タイプは主に点突然変異であることが明らかになっ

た． 

 
1.3 細胞老化とテロメア不安定化の関連性に関する研究 
(Cellular Senescence Mediated by Telomere Dysfunction) 
 ヒト体細胞の分裂能力は有限であり，分裂寿命として知

られている．この分裂寿命は，染色体末端のテロメアが

DNA 複製の度に短縮することによって規定されていると

考えられている．当研究分野は，細胞内の酸化的ストレス

を軽減することでテロメア短縮が抑制され，細胞の分裂寿

命が延長することを明らかにした．この分裂寿命の延長は，

遺伝的早老症患者由来細胞で特に顕著にみられることが

分かった．このことは，いわゆる遺伝的早老症が酸化的ス

トレスの亢進を主因としており，その軽減処置によって早

老症状の緩和が期待できることを示唆している． 
 
1.4 低線量放射線による適応応答に関する研究 
(Radio-Adaptive Response Induced by Low Dose ) 
これまで予め低線量放射線にマウスが暴露されること

で、次回の高線量放射線に対する抵抗性を獲得することが

示されてきた。当研究分野では低線量放射線でのマウス個

体での適応応答における骨髄幹細胞の役割について研究

を進めた。これにより低線量照射時の骨髄幹細胞数の経時

的挙動が明らかされた。また適応応時における骨髄幹細胞

と脾臓組織の役割についての報告をおこなった。 
 
1.5 照射精子の遺伝的不安定性を介した卵子遺伝子の復

帰突然変異に関する研究 (Persistent Induction of Somatic 
Reversions in F1 Mice by Radiation-Induced Genomic 
Instability) 



 照射精子を用いたマウスの実験により、直接、被曝を受

けていない遺伝子座においても影響が生じることを示し

てきた。当研究分野ではこの遺伝的不安定性の誘導には 
p53 遺伝子が必要であることを明らかにした。また、精子

への照射時期を変えることで、この現象は精子期にのみ観

察される現象であることが示された。 
 

2. 研究発表（Publications） 

2.1学会誌原著論文(Original Articles in Refereed Journals) 
1) “Involvement of telomere dysfunction of genomic 
instability by radiation in scid mouse cells” Urushibara, A., 
Kodama, S., Suzuki K., Bin Md Desa, M., Suzuki, F., Tsutsui, T. 
and Watanabe, M, Biochem. Biophys. Res. Comm. 103: 
1034-1040 (2004). 

To determine the effects of a defect in NHEJ on the induction 
of genomic instability by radiation, we investigated 
X-ray-induced delayed chromosomal aberrations such as 
dicentrics and fragments in scid mouse cells. We found that 
radiosensitive scid mouse cells are more susceptible than 
wild-type mouse cells to the induction of delayed chromosomal 
aberrations when the cells are exposed to an equivalent survival 
dose of X-rays. Telomere FISH analysis revealed that radiation 
enhances the induction of telomeric fusions where telomeric 
sequences remain at the fused position (tel+ end-fusions), 
suggesting that radiation induces telomere dysfunction. 
Moreover, formation of the tel+ end-fusions was found to be 
enhanced in scid mouse cells, suggesting that DNA-dependent 
protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs) plays a role in 
telomeric stabilization. Thus, the present study suggests that a 
cause of genomic instability is telomere dysfunction induced by 
radiation and that a defect in DNA-PKcs enhances the telomeric 
destabilization. 
2) “ X-ray-induced telomeric instability in Atm-deficient 
mouse cells” Undarmaa, B., Kodama, S., Suzuki, K., Niwa, O., 
and Watanabe, M,  Biochem. Biophys. Res. Comm., 315: 
51-58 (2004). 

The gene responsible for ataxia telangiectasia (AT) encodes 
ATM protein, which plays a major role in the network of a signal 
transduction initiated by double strand DNA breaks. To 
determine how radiation-induced genomic instability is 
modulated by the dysfunction of ATM protein, we examined 
radiation-induced delayed chromosomal instability in individual 
cell lines established from wild-type Atm+/+, heterozygote Atm+/-, 
knock-out Atm-/- mouse embryos. The results indicate that Atm-/- 
mouse cells are highly susceptible to the delayed induction of 

telomeric instability and end-to-end chromosome fusions by 
radiation in addition to the elevated spontaneous telomeric 
instability detected by telomere fluorescence in situ hybridization 
(FISH). The telomeric instability was characterized by abnormal 
telomere FISH signals, including loss of the signals and the 
extra-chromosomal signals that were associated and/or not 
associated with chromosome ends, suggesting that Atm 
deficiency makes telomeres vulnerable to breakage. Thus, the 
present study shows that Atm protein plays an essential role in 
maintaining telomere integrity and prevents chromosomes from 
end-to-end fusions, indicating that telomeres are a target for the 
induction of genomic instability by radiation. 
3) Delayed induction of telomere instability in normal 
human fibroblast cells by ionizing radiation. Ojima, M., 
Hamano, H., Suzuki, M., Suzuki, K., Kodama, S., and Watanabe, 
M, J. Radiat. Res. 45: 105-110 (2004). 

We examined the delayed induction of telomere instability in 
hTERT-immortalized normal human fibroblast (BJ1-hTERT) 
cells exposed to X-rays. BJ1-hTERT cells were irradiated with 2 
Gy of X-rays, and chromosome aberrations were analyzed 24 
hours after irradiation and in the surviving cells 14 days after 
X-ray exposure. We found that the X-ray-surviving cells showed 
an increased frequency of chromatid gaps and breaks and 
chromosome fragments compared to the control cells. 
Furthermore, centromere- and telomere- FISH revealed that the 
frequency of telomere loss and duplication significantly 
increased in surviving cells compared to the control level. 
Because no induction of telomere abnormality was observed in 
cells 24 hours after irradiation, X-irradiation might not affect 
telomeres directly, but it specifically induces delayed telomere 
instability in normal human fibroblast cells. 
4) “Involvement of reactive oxygen species (ROS) in the 
induction of genetic instability by radiation” Tominaga, T., 
Kodama, S., Matsuda, N., Suzuki, K., and Watanabe, M, J. 
Radiat. Res. 45: 181-188 (2004). 

Radiation generates reactive oxygen species (ROS) that 
interact with cellular molecules including DNA, lipids, and 
proteins. To know how those ROS contribute to the induction of 
genetic instability, we examined the effect of the anti-ROS 
condition, using both ascorbic acid phosphate (APM) treatment 
or a low oxygen condition, on the induction of delayed 
reproductive cell death and delayed chromosome aberrations. 
Primary surviving colonies of mouse m5S-derived cl. 2011-14 
cells irradiated with 6 Gy of X-rays were replated and allowed to 
form secondary colonies. The anti-ROS treatments were applied 
to either preirradiation culture, postirradiation cultures for 



primary or secondary colony formation. Both anti-ROS 
conditions relieved X-ray-induced acute cell killing to a similar 
extent. These anti-ROS conditions also relieved genetic 
instability when those conditions were applied during primary 
colony formation. However, no effect was observed when the 
conditions were applied during preirradiation culture and 
secondary colony formation. We also demonstrated that the 
amounts of ROS in X-ray-irradiated cells rapidly increase and 
then decrease at 6 hr postirradiation, and the levels of ROS then 
gradually decrease to a baseline within 2 weeks. The APM 
treatment kept the ROS production at a lower level than an 
untreated control. These results suggest that the cause of genetic 
instability might be fixed by ROS during a 2-week 
postirradiation period. 
5) “Stabilization of alanine substituted p53 protein at Ser15, 
Thr18, and Ser20 in response to ionizing radiation ” 
Yamauchi, M., Suzuki, K., Kodama, S., and Watanabe, M,  
Biochem. Biophys. Res. Comm. 323: 906-911 (2004). 

Phosphorylation of p53 at Ser 15, Thr 18, and Ser 20 has been 
thought to be important for p53 stabilization in response to 
ionizing radiation. In the present study, we examined the 
X-ray-induced stabilization of Ala-substituted p53 protein at Ser 
15, Thr18, and Ser 20, whose gene expression was controlled 
under an ecdyson-inducible promoter. We found that all single-, 
double-, or triple- Ala-substituted p53 at Ser 15, Yhr 18, and Ser 
20 were accumulated in the nucleus similarly to wild-type p53 
after X-irradiation. These results indicate that the 
phosphorylation of p53 at Ser 15, Thr 18, and Ser20 is not 
necessarily needed for p53 stabilization in response to ionizing 
radiation. 
6) “Evidence for induction of DNA double strand breaks in 
the bystander response to targeted soft X-rays in CHO cells” 
Kashino, G., Prise, K. M., Schettino, G., Folkard, M., Vojnovic, 
B., Michael, B. D., Suzuki, K., Kodama, S., and Watanabe, M, 
Mutation Res. 556: 209-215 (2004). 

This study investigated the role of DNA base damage in 
radiation-induced bystander responses in Chinese hamster ovary 
(CHO) cell lines. Two CHO repair-deficient clones, xrs5(DNA 
double strand break repair-deficient) and EM9 (DNA base 
excision repair-deficient) were used in addition to the wild type 
(CHO). The Gray Cancer Institute ultrasoft X-ray microprobe is 
a powerful tool for investigating the bustander response, because 
it permits the irradiation of only a single nucleus of a cell, as 
reported previously. In order to investigate the bystander effect in 
each repair-deficient cell line, we irradiated a single cell within a 
population and scored the formation of micronuclei. When a 

single nucleus in the population was targeted with 1 Gy, elevated 
numbers of micronuclei were induced in the neighbouring 
unirradiated cells in the EM9 and xrs5 cell lines, whereas 
induction was not observed in CHO. The induction of 
micronuclei in xrs5 was significantly higher than that in EM9. 
Under these conditions, the surviving fraction in the 
neighbouring cells was significantly lower in xrs5 than in the 
other cell lines, showing a higher cell killing effect in xrs5. To 
confirm that bystander factors secreted from irradiated cells 
caused these effects, we carried out medium transfer experiments 
using conventional X-irradiation. Medium conditioned for 24h 
with irradiated cells was transferred to unirradiated cells and 
elevated induction of micronuclei was observed in xrs5. These 
results suggest that DNA double strand breaks rather than base 
damage are caused by factors secreted in the medium from 
irradiated cells.    
 
2.2国際会議論文（招待講演、あるいは、査読・プロシー

ディングのあるもの） 
(Invited Papers at Conferences and Papers Reviewed 
and Printed in Conference Preceedings) 

1) “Summary of biological studies” Kodama, S. In 
International Congress Series 1276 (H. Morishima, I. Hayata and 
S. Akiba, eds), (2004). 

The biological effects of low dose and low dose rate radiation 
have been extensively studied on the inhabitants in the high 
background area of natural radiation and experimental animals 
exposed to low dose (rate) radiation. Although the evidence to 
show the unique biological effect of low dose (rate) radiation has 
been accumulated, we still stand far from the comprehensive 
interpretation of the phenomena. More convincing data are 
expected to fill out a lack of understanding of the biological effect 
of low dose (rate) radiation. 
2) “Adaptive response of bone marrow stem cells induced by 
low dose-rate pre-irradiation in C57BL/6 mice” Shiraishi, K., 
Tachibana, A., Niwa, O., Yonezawa, M., and Kodama, S In 
International Congress Series 1276 (H. Morishima, I. Hayata and 
S. Akiba, eds), (2004). 

We previously showed that whole body pre-irradiation with 
0.5 Gy of X-rays enhanced the survival of C57BL/6 mice after 
the subsequent sub-lethal dose of radiation. In the present study, 
we examined whether the similar radio-adaptive response of 
bone marrow stem cells can be observed when the mice are 
exposed to a low dose-rate (1 mGy/min) of pre-irradiation of 
Co-60 gamma-rays. On 10th day after the low dose-rate 
irradiation with 0.5 Gy, C57BL/6 mice were exposed to 6 Gy (1 



Gy/min) of gamma-rays, and the number of spleen colonies were 
scored to assess radio-adaptive response of bone marrow stem 
cells on 12th day after irradiation. The result demonstrated that 
the number of spleen colonies in the pre-irradiated mice 
increased two fold as compared with those in the unirradiated 
mice. This finding suggests that pre-irradiation at a low dose-rate 
is also effective on the induction of radio-adaptive response of 
bone marrow stem cells. 
 
2.3学会発表等 (Presentation at Meetings etc.) 
2.3.1. 学会・国際会議 (Presentations at Meetings of Academic 
Societies and Conferences) 
1)「放射線誘発ゲノム不安定性」児玉靖司，鈴木啓司，渡

邉正己，制がんシンポジウム（２月, 奈良）. 

2)「放射線によるゲノム不安定化のメカニズム」児玉靖司，

白石一乗，近畿RBCセミナー（５月, 奈良）. 

3) “Summary of biological studies” Kodama, S, International 
Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon 
Areas. (September,  Osaka). 
4)  “Adaptive response of bone marrow stem cells induced by 
low dose-rate pre-irradiation in C57BL/6 mice“ Shiraishi, K., 
Tachibana, A., Niwa, O., Yonezawa, M., Kodama, S., Shiraishi, 
K., Tachibana, A., Niwa, O., Yonezawa, M., and Kodama, S,  
International Conference on High Levels of Natural Radiation 
and Radon Areas. (September,  Osaka). 
5)「電離放射線によるゲノム不安定性の誘発機構」児玉靖

司，白石一乗，鈴木啓司，押村光雄，丹羽太貫，渡邉正己，

日本癌学会総会（９月, 福岡）. 

6)「ヒト肺非小細胞癌由来H1299細胞における野生型p53

蛋白質の分解機構の異常」山内基弘，鈴木啓司，児玉靖司，

渡邉正己，日本癌学会 （９月, 福岡）. 

7)「ウェルナー症候群細胞中での転座型染色体異常出現メ

カニズムの解析」有吉健太郎，児玉靖司，鈴木啓司，渡邉

正己，日本癌学会総会（９月, 福岡）. 

8)「正常ヒト老化細胞におけるp53活性化機構」鈴木正敏，

鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本癌学会総会（９月, 

福岡）. 

9)「海洋微生物由来のテロメラーゼ抑制物質」白山久美子，

鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本癌学会総会 （９月, 

福岡）. 

10)「放射線誘発バイスタンダー効果によるDNA二重鎖切

断誘発」菓子野元郎，児玉靖司，鈴木啓司，渡邉正己，日

本癌学会総会（９月, 福岡）. 

11)「温熱誘導型p53遺伝子発現ベクターの構築とアポト

ーシス誘導」鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本癌学会

総会（９月, 福岡）. 

12)「放射線照射直後におけるクロマチン構造変化」鈴木

啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本放射線影響学会（１１月, 

長崎）. 

13)「放射線物理・化学による放射線生物学のブレークス

ルー」鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本放射線影響学

会 (１１月, 長崎) . 

14)「X 線マイクロビームによる修復欠損細胞のバイスタ

ンダー効果」菓子野元郎，プライス ケビン，シェッチー

ノ ギウセッペ，フォーカード メルビン，ポジョノビッ

チ ボリボージュ，マイケル バリー，鈴木啓司，児玉靖

司，渡邉正己，日本放射線影響学会（１１月, 長崎）. 

15)「遅延性DNA損傷による放射線誘発遺伝的不安定性の

発現」鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本放射線影響学

会（１１月, 長崎）. 

16)「ヒストンH2AXのリン酸化を指標とした放射線被ばく

検出系の確立」若山朱，鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，

日本放射線影響学会（１１月, 長崎）. 

17)「DNA 二重鎖切断再結合後のクロマチン構造変化が老

化様増殖停止を誘導する可能性」鈴木正敏，鈴木啓司，児

玉靖司，渡邉正己，日本放射線影響学会（１１月, 長崎）. 

18)「放射線による染色体異常生成過程におけるDNA二重

鎖切断修復機構の関与」原田忠幸，児玉靖司，鈴木啓司，

渡邉正己，日本放射線影響学会（１１月, 長崎）. 

19)「 近紫外線（UV-B）で誘導される突然変異のビタミン

C 処理による抑制」小川奈津子，菓子野元郎，児玉靖司，

鈴木啓司，熊谷純，宮崎哲郎，渡邉正己，日本放射線影響

学会（１１月, 長崎）. 

20)「Ｎ−アセチル-Ｌ-システインの照射後添加による照射

哺乳動物細胞中の長寿命ラジカル減衰挙動」大井和樹，渡

邉正己，児玉靖司，ウオルドレン チャールズ，熊谷 純，

日本放射線影響学会（１１月, 長崎）. 

21)「放射線被曝染色体にみられるテロメア不安定化の原

因解析」児玉靖司，向田直樹，白石一乗，鈴木啓司，押村

光雄，渡邉正己，日本放射線影響学会(１１月, 長崎) . 

22）「ウェルナー症候群細胞に導入した被ばく染色体の不

安定性解析」有吉健太郎，児玉靖司，鈴木啓司，渡邉正己，

日本放射線影響学会（１１月, 長崎）. 

23）「放射線照射後のｐ５３蛋白質の転写活性化における

部位特異的リン酸化の役割」山内基弘，鈴木啓司，児玉靖

司，渡邉正己，日本放射線影響学会（１１月, 長崎）. 

24）「放射線照射細胞におけるリン酸化ATMフォーカス形

成と細胞増殖停止」岡泰由，鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正

己，日本放射線影響学会（１１月, 長崎）. 

25）「マウス個体での放射線適応応答における骨髄幹細胞

の役割」白石一乗，米沢司郎，久保喜平，児玉靖司，日本

放射線影響学会（１１月, 長崎）. 



26）「温熱ストレス誘導性ｐ５３遺伝子を用いた新規癌治

療法の開発」有村麻美，鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己， 

日本放射線影響学会（１１月, 長崎） . 

27)「海洋微生物由来のテロメラーゼ抑制物質」白山久美

子，児玉靖司，鈴木啓司，渡邉正己，日本放射線影響学会 

（１１月, 長崎）. 

28)「放射線によるゲノム不安定化の原因としての被曝染

色体」児玉靖司，向田直樹，漆原あゆみ，バルハウンダル

マ，白石一乗，鈴木啓司，押村光雄，渡邉正己，日本環境

変異原学会・日本動物実験代替法学会合同大会（１１月, 

長崎）. 

29)「有用生理活性探索リソースとしての海洋微生物ライ

ブラリー」児玉靖司，鈴木啓司，松田尚樹，竹下哲史，中

島琢自，渡邉正己，日本環境変異原学会・日本動物実験代

替法学会合同大会（１１月, 長崎）. 

30)「遅延性DNA損傷の誘発と遺伝的不安定性」鈴木啓司，

児玉靖司，渡邉正己, 日本環境変異原学会・日本動物実験

代替法学会合同大会（１１月, 長崎）. 

31)「Ｘ線マイクロビームを使ったバイスタンダー効果発

現の機構解析」菓子野元郎，ケビン・プライス，バリー・

マイケル，鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本環境変異

原学会・日本動物実験代替法学会合同大会（１１月, 長

崎）. 

32)「海洋微生物由来のテロメラーゼ抑制物質」白山久美

子，児玉靖司，鈴木啓司，渡邉正己，日本環境変異原学会・

日本動物実験代替法学会合同大会（１１月, 長崎）. 

33)「海洋微生物が有するリグニン分解機能に関する研究—

環境汚染物質の有用転化技術開発—」吉居華子，鈴木啓司，

竹下哲史，児玉靖司，渡邉正己，日本環境変異原学会・日

本動物実験代替法学会合同大会（１１月, 長崎）. 

34)「リン酸化ヒストンH2AXはDNA損傷の高感度検出指標

となる」若山朱，鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本環

境変異原学会・日本動物実験代替法学会合同大会 （１１

月, 長崎）. 

35)「放射線被ばく細胞における遅延性DNA切断の誘導と

その意義」岡泰由，鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本

環境変異原学会・日本動物実験代替法学会合同大会（１１

月, 長崎）. 

36)「ヒストンH2AXのリン酸化とフォーカス形成の生物学

的意義」鈴木正敏，鈴木啓司，児玉靖司，渡邉正己，日本

環境変異原学会・日本動物実験代替法学会合同大会（１１

月, 長崎）. 

37)「近紫外線（UV-B）で誘導される突然変異のビタミン

C 処理による抑制」小川奈津子，菓子野元郎，児玉靖司，

鈴木啓司，熊谷純，宮崎哲郎，渡邉正己，日本環境変異原

学会・日本動物実験代替法学会合同大会 （１１月, 長

崎）. 

 

3.教育 (Education) 

3.1研究科授業科目(Lectures in Graduate Courses) 
１）理学系研究科，物質科学専攻，「放射線生物学要論」 

児玉靖司. 

２） 

理学系研究科，物質科学専攻，「放射線生物学特論」 児

玉靖司. 

 

4.各種の活動 (Miscellaneous) 

4.1 研究費補助金等 (External Funds) 
4.1.1 文部科学省科学研究費 (Grants from the Ministry 
of Education, Science, Culture and Sport) 
１）平成16年度科学研究費補助金基盤研究 (B)(2)「放射

線による爪痕を契機とするゲノム不安定化機構の染色体

移入法による解析」（代表）児玉靖司． 

２）平成16年度科学研究費補助金基盤研究 (S)「突然変

異と細胞がん化の原因となる放射線誘発長寿命ラジカル

の性質」(分担)児玉靖司，（代表）渡邉正己． 

３）平成16年度科学研究費補助金基盤研究 (B)「極低線

量放射線に関する研究」（代表）米澤司郎 

４）平成16年度科学研究費補助金若手研究 (B)「電離放

射線の誘導する次世代マウスのゲノム不安定性について

の解析」（代表）白石一乗 

4.1.2 受託研究（Research Contracts） 

財団法人電力中央研究所 「低線量放射線による放射線抵

抗性獲得の機構の解明」（代表）児玉靖司． 

4.1.3 教育・研究奨励寄付金その他の研究助成金 

（Other Funds） 

１）財団法人慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団 

「長寿命ラジカルによる突然変異生成機構の解明とその

軽減策の開発」（代表）児玉靖司． 

２）財団法人日本原子力研究所黎明研究「マウス P 遺伝

子マーカーを用いた放射線による次世代影響の解析」（代

表）白石一乗 

３）財団法人昭和シェル石油環境研究助成財団「電離放射

線が誘導する次世代マウスのゲノム不安定性についての

解析」（代表）白石一乗 

４）財団法人住友財団「マウス固体に見られる放射線適応

応答における骨髄幹細胞の役割」（代表）白石一乗 

 

4.2 維持管理・サービス (Maintenance and Service) 
4.2.1 実験動物施設の維持・管理 



 実験動物施設の管理は当分野が主担し，全学共同利用施

設として「研究所動物実験指針」と「研究所実験施設運営

会議及び利用の細則」に基づいて運営している．平成 16

年4月から平成17年3月までの期間では，当分野の他に，

研究所内２分野，また工学部１研究室から利用があった． 

4.2.2 実験動物棟エックス線照射施設の維持・管理 

 エックス線照射施設の管理は，当分野が担当して研究所

内，学内，及び学外の照射依頼に応える体制にある．平成

16年4月から平成17年3月までのエックス線照射装置の

使用実績は以下の表に示す通りであった． 

 

──────────────────────  

 月         4    5    6    7  8    9 

──────────────────────  

照射回数    25  39  46   23   16   36 

時間(分)     132  187  132  127   54  114 

──────────────────────  

─────────────────────    

  10  11  12    1  2    3    合計  

─────────────────────    

  21  35   42   36 35  22    376 

  64 160  150  108  89  147   1464 

─────────────────────    

 

4.3 講師派遣 (Part-Time Lectures) 
１）児玉靖司：第21回みんなのくらしと放射線展ミニセ

ミナー「自然のなかの放射線と私たちのくらし」，平成16

年7月31日，近鉄百貨店上本町店，大阪. 

２）児玉靖司：大阪府立大学体験参加型講座「くらしの中

の放射線を測ってみよう」ミニセミナー「放射線の人体影

響」，平成16年11月20日，大阪府立大学先端科学研究所，

堺. 

３）児玉靖司：みんなのくらしと放射線移動展 in Science 

Satellite ミニセミナー「やさしい放射線入門」，平成17

年2月27日，科学体験館，大阪. 

 

4.4 新聞・テレビ報道等 (Appearances in Mass Media etc.) 
児玉靖司：「海洋微生物2万種データベース化」産経新聞，

平成17年１月22日. 

 

4.5 学会活動等 (Activities in Academic Societies etc.) 
児玉靖司：日本放射線影響学会会員・同幹事，日本癌学会

会員，日本分子生物学会会員，日本環境変異原学会会員，

日本薬学会会員，日本組織培養学会会員，放射線生物研究

会会員，Associate Editor of Journal of Radiation Research，染

色体ネットワーク会議委員，（財）原子力安全研究協会放

射線防護基準検討専門委員会委員，（財）体質研究会放射

線リスク検討委員会班員，（社）大阪ニュークリアサイエ

ンス協会企画部会委員，「みんなのくらしと放射線展」知

識普及実行委員会委員，（有）サイエンスアシスト・研究

アドバイザー. 

白石一乗：日本放射線影響学会会員、日本癌学会会員 

 


