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In 1st April, 2019, the former NIRS has been 

reorganized and functionally enhanced, and the 

Quantum Medical Science Directorate has been 

established.

The new Directorate’s NIRS will promote a 

project called the "Quantum Scalpel Project” to 

reduce the size and improve the performance 

of heavy ion beam therapy systems as well as 

research on radiological effects, research to clarify 

the mechanisms of diseases such as cancer 

and Alzheimer's disease, and development of 

technologies for diagnostic imaging, nuclear 

medicine diagnosis, and radiotherapy. The QST 

hospital will strongly promote clinical trials to 

deliver the research results obtained at the NIRS 

to patients as soon as possible and demonstrate 

their usefulness and effectiveness. The Center for 

Advanced Radiation Emergency Medicine at QST, 

which has been designated by the government as 

the Core Advanced Radiation Emergency Medical 

Support Center fulfills an important mission as the 

core of support for radiation emergency medicine 

in Japan.

The Directorate collaborates with institutions 

and organizations at home as well as overseas 

such as IAEA, WHO, UNSCEAR for international 

cooperation in cutting-edge quantum medicine, 

medical research, and medicine for radiation 

exposure with the aim of making QST the leader in 

these fields. The three organizations that constitute 

the Directorate will cooperate closely with these 

activities, we hope to contribute to the QST's goal 

of "zero cancer deaths and a healthy, long-living 

society", and acting as the core research institution 

for radiation medicine, nuclear emergency 

response and radiation protection.

Takashi Nakano
Quantum Medical Science Directorate

Managing Director

QSTは、2019年4月、旧放射線医学総合研究所（放医研）を機構改
革して機能強化し、量子医学・医療部門を誕生させました。

この部門の新しい放医研は、重粒子線治療装置を小型化、高性能化
する「量子メス」開発プロジェクトを推進するとともに、放射線影響研究
や、がんやアルツハイマー病をはじめとする疾病の仕組みを明らかにす
る研究、さらには、画像診断・核医学診断や放射線治療の技術開発を
推進します。一方、QST病院は、放医研で得られた研究成果をいち早
く患者さんに届けるため、臨床試験を強力に推進し、その有用性・有効
性を実証する機能を果たします。そして、高度被ばく医療センターは、
政府から基幹高度被ばく医療支援センターに指定されたQSTにおい
て、緊急時の被ばく医療をわが国の中核となって支える重要な使命を
担います。

また、量子医学・医療研究や被ばく医療の分野においてQSTが世界
をリードすることを目指して、部門では、IAEAやWHO、UNSCEAR
など海外の組織や国際機関との連携を推進しています。このような活
動に、部門を構成する3つの組織が三位一体となって相互協力し取り
組むことで、QSTが掲げる「がん死ゼロ健康長寿社会の実現」や、放射
線医学研究、放射線影響・防護研究と原子力災害対策の推進に貢献し
たいと考えています。

量子医学・医療部門長

中野 隆史

いのちを守り、未来を拓く

・・・・・・・・・・ 被ばく医療部 Dept. of Radiation Emergency Medicine

・・・・・・・・・・ 放射線緊急事態対応部 Dept. of Radiation Emergency Management

・・・・・・・・・・ 計測・線量評価部 Dept. of Radiation Measurement and Dose Assessment

福島再生支援研究部 Dept. of Radioecology and Fukushima Project

・・・・・・・・・・ 経営戦略部 Dept. of Hospital Management

・・・・・・・・・・ 治療診断部 Dept. of Radiation Medicine

看護部 Dept. of Nursing 

・・・・・・・・・・ 管理部 Dept.  of Administrative Services

・・・・・・・・・・ 技術安全部 Dept. of Engineering and Safety

・・・・・・・・・・・・・・・ 生物研究推進室 Laboratory Animal and Genome Sciences Section

・・・・・・・・・・ 人材育成センター Human Resources Development Center

・・・・・・・・・・ 重粒子線治療研究部 Dept. of Charged Particle Therapy Research

・・・・・・・・・・ 分子イメージング診断治療研究部 Dept. of Molecular Imaging and Theranostics

・・・・・・・・・・ 脳機能イメージング研究部 Dept. of Functional Brain Imaging

・・・・・・・・・・ 物理工学部 Dept. of Accelerator and Medical Physics

・・・・・・・・・・ 先進核医学基盤研究部 Dept. of Advanced Nuclear Medicine Sciences

・・・・・・・・・・ 放射線影響研究部 Dept. of  Radiation Effects Research

・・・・・・・・・・ 放射線障害治療研究部 Dept. of Basic Medical Sciences for Radiation Damages

放射線防護情報統合センター Center for Radiation Protection Knowledge

量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

QST

量子医学・医療部門

QST病院

放射線医学総合研究所

Quantum Medical Science Directorate

QST Hospital 

National Institute of Radiological Sciences

Center for Advanced Radiation Emergency Medicine

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 研究企画部 Dept. of Research Planning and Promotion

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 信頼性保証・監査室 Quality Assurance and Audit Office

高度被ばく医療センター

量子ビーム科学部門

核融合エネルギー部門

量子生命科学領域
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重粒子線治療は炭素イオンを光速の70％にまで加速して
がん細胞に照射し、死滅させる治療法です。従来の治療法
では治療が難しい、あるいは効果が得られないがんにも効
果が期待できる上、より短期間で実施可能で、副作用の頻
度も少ないというメリットがあります。QSTは1993年に
重粒子線治療施設の開発に成功、これまで25年以上にわ
たり重粒子線がん治療の研究と1万2,000人を超える患者
さんの治療に取り組んできました。既に骨軟部腫瘍、頭頸
部腫瘍、前立腺がんにおいては保険適用となっています。
今後はさらに肺がんや大腸がん、膵臓がんなど広いがん種
での保険適用を視野に入れ、がんの標準治療としての確立
を目指します。

一方、小型でより性能の高い第5世代重粒子線治療装置
「量子メス」の開発を進めて、どの施設でも同じように高
いレベルの治療が受けられるよう、これまでに培ったQST
の知見を生かして技術開発や治療の標準化も進める計画
です。その中では、QSTの目標である「がん死ゼロ」の社
会実現に向け、炭素イオン以外の粒子線を活用した新たな

「マルチイオン照射」の開発や重粒子線治療と他のがん
治療法との併用など新しいがん治療戦略の研究にも取り
組んでいきます。

高精度な照射を実現する治療計画
CT画像を基に、方向など照射の仕方を決める治療計画を立てます。治療計画システ
ムを販売するメーカーは複数ありますが、治療手順の標準化には、それぞれのシステ
ムのプログラムの標準化も必要です。QSTでは、これまでに積み重ねた実績と知見
を生かしてメーカーとも協力し、治療計画システムの標準化にも取り組んでいます。

量子メスの研究開発
「量子メス」のイメージです。パ
ワーレーザー技術と、超伝導電
磁石技術により装置全体を大幅
に小型化して、既存の病院建物
内に設置可能なサイズにします。
1回照射でほぼ全てのがんを治
療できるようにするため、マルチ
イオン照射などの技術を導入しま
す。また、微小な病変にも高精度
に照射できるよう改良し、心疾患
や神経疾患などへの適応拡大も
目指します。

 HIMAC生物実験室
重粒子線の生物照射実験室です。細胞や動物を用い
た試験により、重粒子線ががんを死滅させる生物学
的なメカニズムなど多様な研究をしています。より安
全かつ効果的に重粒子線でがんを治療する方法の開
発や、免疫療法など他の治療法を併用した新しいが
ん治療法や重粒子線のがん治療以外の医学利用のた
めの基礎的なデータを取得しています。

重粒子線治療の普及を目指し、
装置の小型化、標準化を進める
Advancing the miniaturization and standardization of equipment to 
promote the widespread use of heavy ion radiotherapy

Heavy ion radiotherapy used for cancer treatment 

involves the acceleration of carbon ions to 70% of the 

speed of light to deliver radiation to cancer cells and 

cause cell death. This therapy is also expected to be 

effective in cancers that are difficult to treat or do not 

respond to conventional treatments. Furthermore, this 

therapy is associated with several advantages such 

as shorter treatment duration and fewer side effects. 

In 1993, QST succeeded in establishing a heavy ion 

radiotherapy facility and has been conducting research 

in this field for over 25 years, thus treating more than 

12,000 patients. The target diseases are localized solid 

tumors such as lung cancer, liver cancer, prostate 

cancer, pancreatic cancer, and bone and soft tissue 

sarcoma.

Simultaneously, there are plans to develop a small 

high-performance fifth-generation heavy ion radiation 

therapy machine—the Quantum Scalpel—to ensure 

that all institutions can administer the same high 

level of treatment and to develop technologies and 

standardize treatments using the expertise developed 

by QST to date. With the aim of achieving a society 

with “zero cancer deaths,” which is the goal of QST, 

research is also being conducted on the development 

of a new multi-ion irradiation system using particle 

beams other than carbon ions along with research 

on novel cancer treatment strategies such as the 

combined use of heavy ion radiotherapy and other 

cancer therapies.

重粒子線治療研究

量子メスの大きさは縱約10m×横約20m



65

QSTでは、放射性医薬品を用いる「標的アイソトープ治
療」の研究開発に取り組んでいます。標的アイソトープ治
療とは、がん細胞特有のタンパク質やホルモン受容体など
に結合する化合物に、放射線を放出する物質（放射性同位
体：RI）を載せた放射性医薬品をがん細胞だけに届け、放
射線をがん細胞に直接照射する治療法です。

この治療法の鍵となるのは、がん細胞を死滅させる効
果が高く、その効果が及ぶ範囲が細胞1～2個分ほどのα
線を放出するRIを製造し、それをがん細胞だけに届ける
技術です。QSTでは、2016年にα線を放出するアスタチ
ン-211の加速器による製造に成功し、治療が難しい悪性
褐色細胞腫、胃がん腹膜播種、悪性黒色腫などに対する
治療薬候補を開発してきました。治療薬候補が、各疾患の
治療の新たな選択肢になることを目指して研究を進めてい
ます。今後は膵臓がんを対象とした研究も進めていく予定
です。

この治療は、RIを治療用から診断用に置き換えれば、
事前に薬の有効性を画像で確認することができます。
QSTでは、同じ薬で診断と治療を行う「セラノスティクス

（ Theranostics）」の実現に向けて画像診断技術を高度
化する研究などにも取り組んでいます。
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64Cu-ATSMの自動合成装置
QSTが日本初の国産の標的アイソトープ治療薬候補
として開発した、悪性脳腫瘍に対する64Cu-ATSMの
自動合成装置です。RIの部分をPET検査用の62Cu
に置き換えれば治療前診断に用いることもできます。
2018年7月から国立がん研究センターで第Ⅰ相臨
床試験（治験）が行われており、QSTでは治験用に
64Cu-ATSMを製造・供給しています。

211At-AITMによる
がんの増殖抑制
悪性黒色腫のがん細胞表面に高密
度に存在する代謝型グルタミン酸1
型受容体に結合する化合物ITMに、
アスタチン-211を載せた標的アイ
ソトープ治療薬候補211At-AITMを
開発し、悪性黒色腫を移植したマウ
スに投与しました。その結果、非投
与群（黒線）と比べて、投与群（オレ
ンジ/青/緑の線）では、それぞれ1
回の投与で有意にがんの増殖が抑
えられました。

AI機械学習を用いた診断画像生成技術の開発
従来のがん診断では、通常、診断画像の撮像に約120分を要しますが、約60分で撮れる
早期画像からAI機械学習を用いて診断画像を自動生成できれば、検査時間が半分になりま
す。QSTでは、MRI・PETなどの医用画像を用いたAI機械学習研究により、早期診断・適
応判断・治療効果判定での精度向上や被検者の負担軽減を目指しています。

治療の難しいがんに
放射性医薬品という新たな選択肢を
Radiopharmaceuticals as a new treatment option
 for intractable cancers 

QST is engaged in research and development of 

Targeted Radioisotope Therapy (TRT). TRT is known 

as a radiotherapy using radiopharmaceuticals with 

cytotoxic radionuclides which are administered orally 

or intravenously. These radiopharmaceuticals are able 

to bind to specific proteins and hormone receptors on 

cancer cells, which allows for more accurate delivery 

of radiation to targeted cancer. Recently, QST started 

a joint clinical trial of our newly-developed TRT agent, 

Cu-64 ATSM , a radionuclide which emits ββ-rays, with 

National Cancer Center Hospital for the treatment of 

brain tumors. This is the first time in Japan to have a 

clinical study of Japan-made TRT agent. 

In 2016, QST succeeded in manufacturing astatin-211 

(At-211), a radionuclide which emits βα-rays, using 

our advanced cyclotron technology. In QST, several 

At-211 radiolabeled radiopharmaceuticals have been 

developed and showed their strong therapeutic 

effects in intractable cancers such as malignant 

pheochromocytoma, gastric cancer with peritoneal 

dissemination, and malignant melanoma. Some of 

these radiopharmaceuticals are expected to move on 

to clinical trials soon. 

In TRT, treatment eligibility can be confirmed through 

molecular imaging with diagnostic RI on the same (or 

similar) chemical structure of a radiopharmaceutical 

replacing therapeutic RI. “Theranostics” is a new term 

which means the combination of therapy and diagnosis 

and has become a new field of medicine. In QST, this 

“theranostics” research is also conducted actively. 

時間のかかる従来のがん診断

薬
剤
集
積
の
強
さ

PET画像

がんの
集積変化

正常組織の
集積変化

薬剤
注射

早期画像
(60分)

後期画像
(120分)

経過時間

AI機械学習を用いて早期画像
情報から後期画像を自動生成
する（左図）ことで検査時間を
大幅に短縮し負担軽減できる。
＊矢頭は腫瘍部分

Input Output

早期画像 後期画像

Conv + Batch Nomailxation + RELU
Max pooling        Up Sampling       Sigmoid 

標的アイソトープ治療研究
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QSTでは、PETやMRIといった量子イメージング技術
を用いて、認知症などの精神・神経疾患の診断や治療、予
防法の研究を行っています。認知症の脳内には「アミロイド
β」や「タウ」などのタンパク質が蓄積することが死後脳研
究で知られていましたが、QSTでは2013年にPET検査用
薬PBB3を開発、世界で初めて脳内に蓄積したタウを生体
で可視化することに成功し、科学的根拠のある認知症の早
期診断確立に向けて大きく前進しました。現在は研究を「治
療」へと広げ、タウを生体で可視化する技術をタウの除去に
より認知症を改善する新規薬剤の評価や、認知症予備軍の
方に向けた予防用補助食品の開発に活用しています。

精神・神経疾患のメカニズムを探るには、脳内の神経細
胞や回路がどのような機能を担っているかを明らかにする
必要があります。そのための手法の一つ「 DREADD*（ド
レッド）」は、「人工リガンド」という薬剤にのみ反応する人工
受容体（ DREADD）を脳の特定部位で増やしておいて、人
工リガンドの投与で神経回路を操作する技術です。QSTで
は、人工受容体を生体で画像化する新技術を駆使しながら、
神経回路を操作して行動に変化を起こさせる動物実験に成
功しました。加齢などで損傷を受けた脳の回路を正常化す
るなど治療での活用を目指して、研究を進めていきます。
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二光子励起レーザー顕微鏡による脳細胞の観察
QSTが持つレーザー技術を導入した二光子レーザー顕微鏡です。超広視野
顕微鏡にQSTが開発した深部組織測定用の高機能レーザーを導入すること
で、従来は生きた動物の脳内から100～200個の細胞しか測定できませんで
したが、現在は1万個近くまで同時計測できるようになりました。これを用い
て認知症モデルマウスの脳内の複数領域間の神経ネットワークや、脳内免疫
細胞の一つであるミクログリアの働きなどを調べています。

サル脳内に発現させた
人工受容体の画像化と

「やる気」の操作
QSTが開発した新技術を用いて、「や
る気」に関係する脳部位である吻内
側尾状核の神経細胞に発現させた人
工受容体を画像化することができまし
た。さらにこの人工受容体に作用する
CNOという薬物を投与することで、そ
の神経細胞活動を抑制し、通常ならば
熱心にバーを離す行動をして褒美の
ジュースをもらっていたサルが、その
行動を拒否するようになりました。

認知症の新たなPET用薬剤の開発
QSTでは、認知症の脳に蓄積するさまざまな異常なタンパク
質を可視化するPET検査用薬剤の開発にも取り組んでいます。
これは、PET検査用薬剤の候補となる化合物を評価する工程
の一つで、染色した脳の組織切片を蛍光顕微鏡で観察し、目的
とするタンパク質と化合物の結合性などを調べます。評価され
た化合物は、PET用の放射性同位体を付ける工程に進みます。

科学的根拠に基づく
認知症の診断、予防、治療に挑む
Tackling the diagnosis, prevention, and treatment of 
dementia based on scientific evidence

Using quantum imaging techniques such as 

positron emission tomography (PET) and magnetic 

resonance imaging (MRI), QST is conducting research 

on the diagnosis, treatment, and prevention of 

neuropsychiatric diseases, including dementia. In 

2013, QST researchers developed a PET ligand, 

PBB3, and were the first to demonstrate successful 

in vivo visualization of accumulated tau in the brain, 

thereby making significant progress toward early 

diagnoses of dementia based on neuropathological 

information. Research is currently being expanded to 

therapies utilizing techniques that allow an imaging-

based evaluation of candidate drugs targeting 

tau pathologies in dementia, as well as of newly 

developed preventative food supplements for people 

at risk for dementia.

To evaluate mechanisms underlying neuropsychiatric 

diseases, it is important to clarify brain functions 

arising from activities of specific neurons and 

neural circuits. To this end, it has been developed 

a technique called DREADD*, which involves the 

expression of artificial receptors that respond only 

to drugs called "artificial ligands" at specific sites 

in the brain and allows the selective manipulation 

of neural circuits by these artificial ligands. QST 

has successfully applied this technique for the 

manipulation of neuronal circuits of interest to induce 

behavioral changes in experimental animals, while 

visualizing artificial receptors by PET. Research is 

underway with ultimate clinical aims to repair brain 

circuits that are damaged during aging or in diseases.

＊Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs

脳機能イメージング研究
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2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故以来、少
量ずつ長期間被ばく（低線量率被ばく）した際の影響への不
安の高まりや、特に子どもに対する放射線治療やCT検査
など医療放射線の使用機会の増加を背景に、QSTでは低
線量率被ばくが発がんに及ぼすリスクの解明などの研究を
行っています。

最近の成果としては低線量率被ばくによる乳がん発症リ
スクの研究が挙げられます。乳腺は放射線の影響を受けや
すい臓器の一つです。ラットによる実験の結果、被ばくした
総量は同じでも、低線量率被ばくではがん発症リスクが下
がることを確認しました。

今後は乳腺同様に放射線の影響を受けやすいといわれ
る、その他の臓器のがんについても低線量率被ばくによる
発がんリスクの研究を進める予定です。さらに、がんやそ
の元になる幹細胞に放射線特有の遺伝子変異があるかを調
べ、被ばく時の線量率や年齢によってリスクに違いが生じる
メカニズムの解明にも取り組んでいきます。

動物実験の結果がそのままヒトにも当てはまるとは言い
切れませんが、従来は分からなかったことを科学的に、で
きるだけ分かりやすい形で説明できるデータを提供し、被
ばくによる発がん影響に対する皆様の不安に科学的知見で
応えていきます。
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組織切片の病理観察
照射実験をした動物を解剖して組織切片を作製し、顕微鏡画像で組織切片の病理
観察をして発がんの有無を調べます。さらに、組織切片からがん細胞を切り出し、
次世代シーケンスや全ゲノム解析を行い、放射線により生じるがんのメカニズム
を遺伝子レベルでも調べています。

線量率と乳がんのリスク
成体のラットに合計4グレイ
のγ線を、毎時3ミリグレイ
から毎時60ミリグレイまで
のさまざまな線量率で照射
して乳がんの発生を調べま
した。その結果、毎時60ミ
リグレイでは乳がんのリスク
が明らかに増加しましたが、
毎時24ミリグレイ以下で
は、ほとんど増加が見られま
せんでした。

マウス飼育室
QST内にあるマウス・ラットの飼育室です。特定病原体
がいないことを確認しているクリーンなエリアに設置さ
れています。この施設ではマウス1万1,000匹、ラット
3,000匹を飼育することができるため、精度の高いデー
タを得るために必要な実験を行うことが可能となっていま
す。これほどの大規模かつ数種類の放射線照射装置を備
えた飼育施設は他の施設にはほとんどありません。

「じわじわ」被ばくへの不安に
科学的知見で応える
Using scientific knowledge to address anxiety 
regarding low dose radiation exposure

The TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant 

accident occurred in 2011. Since then, QST has been 

conducting research on the risk of carcinogenesis 

from low dose radiation exposure. These studies 

have been driven by increasing anxiety regarding 

the impacts of long-term exposure to small doses of 

radiation in the context of nuclear accidents as well as 

medical radiation use.

Recent results include those from studies on breast 

cancer risk due to low-dose radiation exposure. 

Breasts are particularly susceptible to radiation. In 

experiments with rats, the risk of developing cancer 

due to low-dose radiation exposure is lower than for 

the same total exposure due to higher doses.

In future, research will be conducted on cancer risk 

associated with low-dose radiation exposure for other 

organs that are susceptible to radiation. In addition, 

studies will evaluate whether there are radiation-

specific genetic mutations that occur in cancerous 

tissue and the stem cells as an origin of cancer, 

as well as determine the mechanisms by which 

carcinogenic risks differ according to the dose rate 

and age at the time of exposure.

Although the results of animal experiments are 

not necessarily directly applicable to humans, the 

data obtained from these experiments increases 

the scientific understanding of previously unknown 

concepts. This knowledge can then be used to 

address concerns regarding the effects of radiation 

exposure on cancer.

放射線影響研究
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放射線防護の対象は①公衆、②職業上被ばくする原発
や病院などの職員、③放射線治療や検査により被ばくする
患者の3つ。そのうち①については東京電力福島第一原
子力発電所事故後の被ばくを定量化する研究を行ってい
ます。QSTでは環境や食品中の放射性物質の濃度を計測
し、国連科学委員会（ UNSCEAR）や国際放射線防護委員
会（ ICRP）に科学的データを提供しています。例えばこれ
まで微量すぎて計測不能だったプルトニウムを作物中から
分離し測定する世界唯一の技術を開発。プルトニウムが作
物に移動するのは、土中の濃度のわずか1万～10万分の
１にすぎないことを明らかにしました。事故後の不安に対
して科学的根拠に基づき応えるために、プルトニウム以外
の放射性物質についても長期的に分析を続け、知見を蓄
積していきます。

②については被ばくにより白内障のリスクが高まる水
晶体の線量測定方法などの研究を進めています。③で
は、QSTが提唱した「医療被ばく研究情報ネットワーク

（ J-RIME）」が中心となって、放射線検査で用いる線量を
最適化する活動を実施しています。QSTは放射線防護対
策をオールジャパン体制で推進する際のまとめ役、情報の
ハブとして貢献しています。

オープンセミナー
専門家と社会との間の双方向の
対話を目指して、チェルノブイ
リ事故や東京電力福島第一原子
力発電所事故の影響や、ICRP
の勧告、自然放射線による職
業被ばくや医療放射線による患
者の被ばくといったさまざまな
テーマでオープンセミナーを開
催しています。

患者の被ばく線量を把握するシステムの開発
CT撮影時の患者被ばく線量を評価するシステムWAZA-ARI v2です。イ
ンターネットを介してWAZA-ARI v2のホームページにアクセスして利用
できます。医療機関向けのシステムで、CT撮影条件を入力すると、患者
の臓器被ばく線量を簡単に計算できます。医療施設だけでなく、教育、研
究機関などを含め2,500名を超えるユーザーに利用されています。

動植物の放射線影響研究
放射線が動植物に与える影響についても研究しています。例えば、東
京電力福島第一原子力発電所事故での環境影響研究では、原発周辺
の帰還困難区域に生息する野生動植物のフィールド調査を行い、形態
などに変化がみられた場合は、それが放射線の影響によるものかどう
かを明確にするため、動植物への照射実験も行っています。

安心して暮らせる将来のために、
身の回りの放射線を科学する
Study on radiation in everyday life to allow for a society in 
which people can live with peace of mind

The targets for radiological protection are (1) the 

public, (2) occupationally exposed worker such as 

those in nuclear power plants and hospitals, and 

(3) patients exposed to radiation therapy and/or 

examinations. A part of research activities in QST is 

to assess the exposure of public after the TEPCO 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident. 

For this purpose, QST measures radioisotope 

concentrations in the environment and food and 

provide the scientific data to UNSCEAR and the 

ICRP. For example, the  technology only in QST 

was developed to isolate and measure plutonium in 

crops that is below the detection level of previous 

technologies. This technology revealed that the 

amount of plutonium in rice grain is incredibly small, 

at 10,000 to 100,000 less than the concentrations 

of plutonium in paddy soil. The analysis of long-

lived radioisotopes, i.e., strontium-90, uranium, 

and caesium-137 currently underway in order to 

accumulate scientific knowledge to enable appropriate 

responses to the social anxiety regarding the accident.

For occupationally exposed worker, research is 

currently being conducted on dosimetric analyses 

of eye lenses, which increase the risk of cataracts 

due to exposure. For patients, the Japan Network 

for Research and Information on Medical Exposure 

(J-RIME) advocated by QST plays an important role in 

optimizing doses used in radiological examinations. 

The QST is responsible for organizing and contributing 

to information hubs that promote radiological 

protection measures under the all-Japan system.

放射線防護研究
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2019年4月、QSTは政府から基幹高度被ばく医療支援
センターに指定されました。これを機にQSTでは「高度被
ばく医療センター」を設置、全国的な被ばく医療体制の確
立に向けた人材育成に取り組んでいます。教育研修を標準
化し、国内の各地にある原子力災害拠点病院や原子力災害
医療協力機関のどこでも等しく被ばく医療対応が行われる
よう、均てん化を進めます。今後養成される専門家が、各
地域の実情に合わせた緊急被ばく医療訓練を実施できる体
制を整えることが、この取り組みの目標です。

QSTは過去の放射線事故を通じて線量測定・リスク評価
を経験し、その開発にも注力してきました。これらの経験や
技術を、国から高度被ばく医療支援センターに指定された、
弘前大学、福島県立医科大学、広島大学、長崎大学に伝え
ていきます。また、QSTが持つ、国内唯一の内部被ばくの
線量評価技術の開発も進めます。大量被ばくによる急性放
射線障害の治療には、精度の高い「被ばく線量測定」とその
結果からの「被ばくリスク評価」を迅速に行うことが最も重
要です。特に内部被ばく線量は簡単に測れるものではない
ため、実測法に加えて、シミュレーションにより被ばく線量
を推定する技術の開発も目指しています。

緊急被ばく医療施設での治療訓練
QSTには被ばくや、放射性物質により汚染した方の検査や除
染、治療を行う施設があります。体表面の除染を行うための
設備や、体内に取り込んだ放射性物質を計測する装置などを
備えており、研修にも利用しています。原子力災害などの緊
急時には、被ばく患者を受け入れ、専門的な診療を行います。

新甲状腺モニターの開発
新甲状腺モニターによる乳幼児の測定の様
子です。このモニターは原子力事故時にお
ける近隣住民を対象とした甲状腺モニタリ
ング（甲状腺中の放射性ヨウ素を測定）用に
開発されました。検出器部分は複数の検出
素子で構成されており、その配列を変える
ことで測定対象（乳幼児、小児および成人）

の甲状腺の大きさ
を考 慮した測 定
を行うことができ
ます。

REMAT車両
原子力災害などの際に「緊急被ばく医療支援チーム（REMAT）」が現地で活動す
るための特殊車両です。現地での対応に必要な資機材を運搬する支援車、汚染
のある傷病者を複数搬送可能な救急車、計測機器を搭載した計測車があり、全
てに放射線モニタリングシステム（ラジプローブシステム）、衛星回線を含む通
信機器類も備えています。

被ばく医療の豊富な経験を伝え、
線量評価技術を全国に波及させる
Spreading vast experience with radiation emergency medicine and 
radiation dose assessment technology throughout the world

In April 2019, QST was selected as a “Core Advanced 

Radiation Emergency Medical Support Center” by 

the Japanese government among the five support 

centers. Within this, QST newly established the 

“Center for Advanced Radiation Emergency 

Medicine,” which is working on developing human 

resources and enhancing Japan’s preparedness 

and response to nuclear accidents. In addition to 

working as one of the collaborative centers for WHO’s 

Radiation Emergency Medical Preparedness and 

Assistant Network, QST was selected as a Capacity 

Building Center for emergency response capabilities 

by the International Atomic Energy Agency in 

September 2017, and it plays a role in disseminating 

our expertise and skills to Asian countries.

QST has experience in dose measurement and risk 

assessment of past radiation accidents and has 

also focused on the development of dosimetry and 

evaluation techniques. This experience and skills will 

be shared with domestic and international physicians 

and other staff involved in radiation emergency 

medicine through human resource development and 

training. Additionally, QST is currently developing the 

only internal radiation dose assessment technology in 

Japan. To treat acute radiation injuries caused by high 

doses of radiation, precisely measuring the radiation 

dose and quickly evaluating its radiation risk are of 

high importance. In particular, internal exposure doses 

are not easily measurable; thus, the aim is to develop 

simulation techniques for radiation dose assessment 

in addition to actual measurement methods.

緊急被ばく医療


