第 10 回
高崎量子応用研究シンポジウム
－ 暮らしに役立つ量子ビーム －
開
日

場

主

催

要

領

時：平成２７年１０月

８日（木）

１０：００～１７：４５

平成２７年１０月

９日（金）

１０：００～１６：２５

所：高崎量子応用研究所
（主会場）

総合管理棟 3F 多目的ホール

（ポスターセッション）

ベンチャー棟 1F 大会議室

催：日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 高崎量子応用研究所

協 賛：イオンビーム育種研究会、応用物理学会、高分子学会、ナノ学会、
日本アイソトープ協会、日本育種学会、日本化学会、日本加速器学会、
日本金属学会、日本原子力学会、日本植物生理学会、
日本土壌肥料学会、日本物理学会、日本分子イメージング学会、
日本放射化学会、日本放射線影響学会、日本放射線化学会、
日本マイクロビーム生物研究会、日本陽電子科学会、PIXE研究協会
後

援：文部科学省、群馬県、高崎市

プ ロ グ ラ ム／目次
第1日 10月 8日（木）

進行： 斎藤 勇一 （原子力機構 高崎量子応用研究所）

開会の挨拶

田島 保英 （原子力機構 理事）

来賓挨拶

上田 光幸（文部科学省 量子放射線研究推進室 室長）

(10:00～10:20)

セッション１． 医療応用･バイオ技術
(10:20～12:15)
座長 小林 泰彦 （原子力機構 量子ビーム応用研究センター）
１－１

重陽子照射で発生する加速器中性子による医療用放射性同位元素の合成研究
—高速中性子を利用した効果的なRI合成手法を提案— ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
塚田 和明 （原子力機構 先端基礎研究センター）
（25分）

１－２

重粒子線がん治療効果の原因となるDNAの傷の「かたまり」を発見
—DNA損傷の微視的分布の観測に成功— ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
赤松 憲 （原子力機構 量子ビーム応用研究センター)
（25分）
【休憩 15分】

(11:10～11:25)

１－３

線虫の運動機能に対する放射線影響の解析
—マイクロビームで放射線影響の照射部位依存性に迫る— ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
鈴木 芳代 （原子力機構 量子ビーム応用研究センター)
（25分）

１－４

PETISが植物生理学にもたらすもの
－イオン輸送は本当はどうなっているのか－ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
樋口 恭子 （東京農大 応用生物科学部)
（25分）
【昼食 60 分】

(12:15～13:15)
(13:15～14:15)

特別講演
座長 横田 渉 （原子力機構 高崎量子応用研究所）

小型モバイル加速器開発と医療・産業社会インフラ診断応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
（60分）
上坂 充 （東京大学大学院 工学系研究科
【休憩 15分】

(14:15～14:30)

セッション２． 先端材料・計測・基盤技術
(14:30～15:45)
座長 前川 康成 （原子力機構 量子ビーム応用研究センター）
２－１

サイクロトロンにおける大面積均一ビーム形成技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
百合 庸介 (原子力機構 高崎量子応用研究所)
（25分）

２－２

放射線治療用ゲル線量計の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
田口 光正 （原子力機構 量子ビーム応用研究センター）
（25分）

２－３

イオンビーム照射で導入された原子空孔に由来する強磁性効果
－スピン偏極陽電子ビームで解明－ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
阿部 浩之 （原子力機構 量子ビーム応用研究センター）
（25分）

ポスターセッションＩ 【医療応用・バイオ技術・先端材料･計測･基盤技術】
［会場 ： ベンチャー棟１Ｆ大会議室 ］

(15:45～17:45)

懇親会 国際交流会館

(18:00～19:30)

（120分）

第2日 10月9日（金）
セッション３． 宇宙・エネルギー
座長 山本 博之
３－１

磁気トンネル接合素子に対する放射線照射効果の実測評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
小林 大輔

３－２

(10:00～10:50)
（原子力機構 量子ビーム応用研究センター）

（宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所）

（25分）

放射線グラフト重合法による多孔膜のナノ細孔制御:水素選択透過性隔膜への応用 ・・・・・・・・・・ 18
長谷川 伸

（原子力機構 量子ビーム応用研究センター）
【休憩 15分】

(10:50～11:05)
(11:05～12:20)

セッション４． 環境・資源・高機能材料
座長 吉川 正人
４－１

（原子力機構 量子ビーム応用研究センター）

リン及びホウ素をイオン注入したシリコンナノ結晶の発光特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
中村 俊博 （群馬大学大学院 理工学府)

４－２

（25分）

硝酸イオンを高速度で選択的に吸着するグラフトアニオン交換繊維の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
松浦 博孝 （熊本大学大学院 自然科学研究科）

４－３

（25分）

（25分）

バイオディーゼル用グラフト触媒の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
植木 悠二 （原子力機構 量子ビーム応用研究センター）

（25分）

【昼食 60分】

(12:20～13:20)
(13:20～15:20)

ポスターセッションⅡ 【宇宙・原子力・エネルギー・環境･資源･高機能材料】
［会場 ： ベンチャー棟１Ｆ大会議室 ］

(15:20～16:15)

特別セッション 高崎研の施設共用における技術支援の現場から
座長 神谷 富裕 （原子力機構 高崎量子応用研究所）
S－１

施設共用の制度と技術支援の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
広田 耕一 （原子力機構 高崎量子応用研究所）

S－２

（10分）

イオンビーム育種を農業生産者･中小企業に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
野澤 樹 （原子力機構 高崎量子応用研究所)

S－３

（15分）

イオンビーム分析の農工業への拡大 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
江夏 昌志 （原子力機構 高崎量子応用研究所）

S－４

（15分）

ガンマ線・電子線・イオンビームで産業界の研究開発を後押し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
大澤 広幸 （原子力機構 高崎量子応用研究所）

閉会の挨拶

玉田 正男 （原子力機構 高崎量子応用研究所長）

（15分）

（10分）

(16:15～16:25)

ポスターセッションⅠ ［１日目：10/8（木）］
【医療応用・ バイオ技術】
1P-01

所属の略号表記 C：センター
重イオンビームの動径線量の研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
森林 健悟（原子力機構・量子ビームC）

1P-02

量子ビーム照射で得た新規フラボノイド輸送変異体候補株の解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
北村 智、大野 豊（原子力機構・量子ビームC）、鳴海 一成（東洋大・生命科学）

1P-03

集束式重イオンマイクロビームによる細胞の照準照射（VI）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
舟山 知夫、横田 裕一郎、鈴木 芳代、坂下 哲哉、
小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）

1P-04

線虫変異体のマイクロビーム照射に対する化学走性学習応答：その２ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
坂下 哲哉、鈴木 芳代、池田 裕子、服部 佑哉、武藤 泰子、横田 裕一郎、
舟山 知夫、小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）、
浜田 信行（電中研・放射線安全研究C）、白井 花菜（信州大・繊維）

1P-05

ヒト正常線維芽細胞においてバイスタンダー効果の誘導に関与する遺伝子の探索 ・・・・・・ 34
横田 裕一郎、舟山 知夫、坂下 哲哉、鈴木 芳代、
小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）、池田 裕子（群馬大院・医学）

1P-06

放射線適応応答誘導時の発現遺伝子の網羅的解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
松本 英樹（福井大・高エネ研C）、冨田 雅典（電中研・放射線安全C）、
前田 宗利 （若狭湾エネ研C）、舟山 知夫、横田 裕一郎、鈴木 芳代、
坂下 哲哉、小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）

1P-07

重イオンマイクロビームを照射したヒト正常細胞・3次元培養組織に生じる
生物影響の解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
冨田 雅典、大塚 健介（電中研・放射線安全C）、松本 英樹（福井大・高エネ医研C）、
舟山 知夫、横田 裕一郎、鈴木 芳代、坂下 哲哉、
小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）

1P-08

遺伝子突然変異における液性因子を介したバイスタンダー効果解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
鈴木 雅雄（放医研・重粒子）、舟山 知夫、横田 裕一郎、鈴木 芳代、
坂下 哲哉、小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）

1P-09

グリオーマ細胞におけるマイクロベジクルによる放射線誘発バイスタンダー
効果の解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
和田 成一、東 愛子、林 悠、柿崎 竹彦、夏堀 雅宏（北里大・獣医学）、
舟山 知夫、横田 裕一郎、鈴木 芳代、坂下 哲哉、
小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）

1P-10

高濃度のベルテポルフィンを加えたヒト培養網膜血管内皮細胞のRNAに与える
イオンビームの影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
明尾 潔（あけお眼科医院／慶應大）、
舟山 知夫、小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）、明尾 庸子（あけお眼科医院）

1P-11

重イオン傷害を有するカイコ卵における発生再開の機構と傷害チェック関連因子 ・・・・・・・ 40
上田 大介（信州大院・工学）、
舟山 知夫、横田 裕一郎、鈴木 芳代、坂下 哲哉、
小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）、白井 孝治（信州大・繊維学）

1P-12

p53タンパクは胞胚期の細胞損傷を修復し正常な形態形成を進行させるのに
必須である ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
保田 隆子、尾田 正二、浅香 智美、永田 健斗、三谷 啓志（東京大院・新領域）、
舟山 知夫、横田 裕一郎、鈴木 芳代、池田 裕子、
小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）

1P-13

ヒト正常皮膚細胞における炭素線照射による生物学的パラメータのLET依存性の解析 ・・ 42
吉田 由香里、溝端 健亮、松本 友己、松村 彰彦、八高 知子、高橋 昭久、
安藤 興一、金井 達明、中野 隆史（群馬大・重粒子線医学C）、
舟山 知夫、小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）

1P-14

高LET放射線に対するDNA二本鎖切断修復欠損細胞の感受性 第2報 ・・・・・・・・・・・・・ 43
高橋 昭久、吉田 由香里、金井 達明、大野 達也（群馬大・重粒子線医学C）、
久保 誠（獨協医大・病院）、
馬 洪玉、中川 彰子、中野 隆史（群馬大院・腫瘍放射線学）、
古澤 佳也 （放医研）、舟山 知夫、小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）

1P-15

難治性がんに対するエピジェネティック制御と重粒子線感受性の増強（III） ・・・・・・・・・・・・ 44
斎藤 克代（高崎健康福祉大・薬学／原子力機構・量子ビームC／群馬大院・医学）、
舟山 知夫、小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC／群馬大院・医学）、
村上 孝（高崎健康福祉大・薬学）

1P-16

重イオン線によるDNA酸化損傷の誘発とその可視化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
伊藤 敦、後田 藤太、大内 章央（東海大・工学）、
平山 亮一、古澤 佳也（放医研・重粒子医科学C）、
横田 裕一郎、舟山 知夫（原子力機構・量子ビームC）

1P-17

イオンビームとレーザー光照射に対する増感剤投与悪性脳腫瘍C6培養細胞の
殺細胞併用増感作用の解明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
三好 憲雄 （福井大・遠赤外領域開発研究C）、
池田 裕子、横田 裕一郎、舟山 知夫、小林 泰彦 (原子力機構・量子ビームC)

1P-18

ガンマ線照射アミノ酸に誘導されるラジカルの保存による緩和時間への影響 ・・・・・・・・・・・ 47
永田 夏樹＊、菰田 聖一、中村 秀夫、鵜飼 光子（北海道教育大）、
亀谷 宏美、等々力 節子（農研機構・食総研）、
＊
菊地 正博、小林 泰彦（原子力機構・量子ビームC）
（ 現：東京農大院・農学）

1P-19

ホウ素化合物の可視化・細胞内分布の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
中井 啓、吉田 文代、遠藤 圭汰、栗田 正、山本 陽平、
山本 哲哉（筑波大・医学医療系）、
山田 尚人、喜多村 茜、佐藤 隆博（原子力機構・高崎研）

1P-20

ニコチン処理した肺微小血管内皮細胞の微量金属の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
櫻井 映子（いわき明星大・薬学）、櫻井 栄一（徳島文理大・薬学）、
石井 慶造、伊藤 駿、佐田 大地、松山 成男（東北大院・工学）、
佐藤 隆博、神谷 富裕（原子力機構・高崎研）

1P-21

大気マイクロPIXEによるアスベスト暴露患者の肺内リンパ節の元素解析と
免疫組織学的検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
古賀 康彦、解良 恭一、久田 剛志、矢冨 正清、小野 昭浩、上出 庸介、
青木 悠、鶴巻 寛朗、山田 正信（群馬大院・医学）、
佐藤 隆博（原子力機構・高崎研）、清水 泰生（獨協医科大・医学）、
石塚 全（福井大・医学）、土橋 邦生（群馬大院・保健学）

1P-22

プロタミン-ヒアルロン酸重合による放射線感受性マイクロパーティクルの作成 ・・・・・・・・・・・ 51
原田 聡、江原 茂（岩手医大・医学）、石井 慶造（東北大・工学）、
佐藤 隆博、神谷 富裕（原子力機構・高崎研）

1P-23

植物生理学への応用に向けたMicro-PIXE法による元素イメージング ・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
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