(ii) さらにアルファ線が透過する通過距離
（横軸）とエネルギー損失（縦軸）を表すグラフを図 2 から選べ。
（まるで囲む）
図2

答え i) 右上 ii) 右下
重粒子線の受ける物質からの抵抗はその速度の二乗に反比例する。従ってある程
度速度を重粒子線が失うと、急速にエネルギーを失い停止する。停止直前の、エネ
ルギー損失の極大値をブラッグピーク（図 2 右下）という。エネルギーを完全に失い停
止した点（図 2 右下の横軸と交わる点）は、飛程を表す。
6) 放射線には、飛跡にそって密に電離できるタイプと、あまり密には電離できないタ
イプとがある。がん治療に使う放射線のなかで、重粒子は前者のタイプであり、X
線は後者のタイプである。以下の記述のなかから間違ったものを１つ選べ。
1.

X 線は、1 グレイ＝１シーベルトであるが、1 グレイの重粒子をシーベルトで表
すと 1 より小さな値を示す。

2.

X 線の生物効果（がん細胞を殺す効果）は、酸素濃度の影響を、重粒子より
も受けやすい。

3.

重粒子は、ある一定の距離をしか透過せず、停止する直前に大量にエネル
ギーを放出する性質を持つ。

4.

重粒子は X 線に比べて、間接作用によって DNA を切断（DNA 周囲の原子を
電離させて、DNA を切断）するよりも、直接的に切断する作用が強い。

答え １. グレイは、吸収線量の単位であり、電離の総量に比例。一方、シーベルトは、
グレイに線質係数（各電離放射線の危険度）を掛け合わせた値。重粒子は、飛跡に
そった電離の密度が X 線よりはるかに高く、危険なので、1 グレイの重粒子をシーベ
ルトに換算すると、1 より”大きな”値を示す。

7)

220

Rn（ラドン）は、α線を放出する。α線は、生体のなかを最大 70μm 飛ぶ。以下

の記述のなかから間違ったものを１つ選べ。
1.

220

Rn が呼吸によって肺に沈着すると、α線による内部被曝が危険である。

2.

220

Rn を含むが水が皮膚の表面に付着すると、α線による被曝が危険である。

3. α線は、GM 計数管（学生実習のときに使った卓上放射線測定器）の測定器
のなかに侵入できないので、GM 計数管では測定できない。
4.

220

Rn がどの臓器に癌を誘導するかは、220Rn の化学的性質に依存する。

答え ２. α線は、皮膚の重層扁平上皮を透過できない。よって外部被曝は危険では
なく、内部被ばく（選択肢１）のみが危険。呼吸で体内に吸収された Rn の崩壊娘核種
が各組織に沈着し、体内被爆を引き起こす。
8) 以下の文中の A-E の空欄に適切な語を以下から選択せよ
培養細胞を用いて、放射線の標的となる物質の実体を探るための、数々の研究が行
われてきた。3H で標識した前駆体を細胞培養液に添加し、細胞内生体高分子に取り
込ませてからの、3H の崩壊による致死効果を調べる実験が行われた。DNA に取り込
まれる A 、RNA に取り込まれる B 、タンパク質に取り込まれる C 、を添加した
時、3H の崩壊数あたりの致死作用が最も大きいものは D 、である。この結果は、細
胞内の標的が E 、であることの根拠とされている。
1. [3H]チミジン ２. [3H]ロイシン ３. [3H]ウリジン 4. [3H]ブドウ糖
5. DNA

6. RNA

7. タンパク質

8. 細胞質

答え A 1, B 3, C 2, D 1, E 5
3

H-thymidine は、複製中に DNA をラベル。3H からのβ線は、最大でも６μm しか飛ば

ないので、そのβ線が破壊する分子（細胞内の特定の場所に局在）を知るのに使え
る。
9) ラジオアイソトープは、医療にも広く使われる。以下の設問のなかで間違ったもの
を１つ選べ。
１. PET (positron emission tomography: 陽電子断層撮影法)にも使用する 。
２. [3H]チミジンは合成中のタンパク質を標識する。
３. オートラジオグラフィー（[3H]チミジンを取り込ませた細胞や組織を X 線フィルム
などで感光させること）によって、ラベルした分子の、試料における位置を特定
するのに使える。

４. 色素性乾皮症の診断に使う（患者さんの細胞における DNA 修復の有無を解
析）
答え ２. [3H]チミジンは DNA 合成を定量する目的に使う。電荷がある TTP は、細胞
膜を透過しないので、その前駆体を細胞に取り込ませる。
10) ベルゴニェ・トリボンドウの法則の記述として正しいものを以下から１つ挙げよ
１.

分裂頻度の低い細胞ほど、放射線感受性は高い（放射線被爆すると死にや
すい）。

２.

再生能力の低い細胞ほど、放射線感受性は高い。

３.

未分化な細胞ほど、放射線感受性は高い。

４.

正常組織のなかでも、大脳皮質の神経細胞は特に放射線感受性が高い

５.

X 線の生物効果（がん細胞を殺す効果）は、酸素濃度の影響をうける。

答 え ３. ベルゴニェ・トリボンドウの法則では（１）細胞分裂頻度の高いほど、（２）将
来の分裂回数の多いものほど、（３）形態や機能において未分化なものほど高い放射
線への感受性を示す。
11） 染色体分析について間違った記述を１つ選べ。
１.

染色体１本の長さは、平均 108 塩基である。

２.

固形腫瘍は、そこから採取した細胞を培養中に細胞分裂させることが事実上
できない。よって染色体分析は、診療の現場で診断には使われていない。

３.

Ｍ期の最後の細胞質分裂を薬品で抑制して、Ｍ期の細胞を濃縮し、２本に分
かれた状態の姉妹染色分体を観察する。

４.

血液幹細胞ががん化する慢性骨髄性白血病を診断するのに非常に有効で
ある。

５.

先天性疾患の診断に有用である

答 え ３. 紡種体を破壊する薬品を入れて、姉妹染色分体が、２本結合したままの状
態で形態観察する。
12) ダウン症（第２１染色体トリソミー）について間違った記述はどれか。２つ選べ。
１.

健常人の親から遺伝するタイプのダウン症がある。

２.

産まれた後、早くから教育をすれば、日常生活を問題なくおくれるようにな
る。

３.

受精後ごく初期の染色体分配が正常に起こらないことによっても発症しうる。

４.

主な原因は、減数分裂時の染色体の不分離である。精子形成時の不分離と
卵形成時の不分離とは、ほぼ同じ割合でダウン症の原因になる。

５.

心臓奇形、知的発達の遅れ、臍帯ヘルニアをしばしば伴う。

６.

第２１染色体は、他の染色体に比べて、染色体分配の異常がたいへん起こ
りやすい。

答え ４、６ 第２１染色体と他の染色体とが融合した染色体を持つダウン症の保因者
がいる（選択肢１）。ダウン症の原因は、卵形成時の不分離の方が精子形成時よりも
はるかに多い。他の染色体で発生したトリソミーはほとんど胎生致死。第２１染色体モ
ノソミーも致死（選択肢６）。
13） 放射線による染色体異常に関する次の記述のうち正しいもの２つを選べ
１. 染色体の構造異常を持った細胞は、分裂できなくなる
２. 染色体の数の異常は、被爆線量に比例して増加する
３. 染色体転座は、被曝した細胞が分裂後も、長く存続するもの（安定型）と消失す
るもの（不安定型）とがある。
４. 染色体分析は、人体のどこの細胞でも調べることが出来る
５. 染色体の段裂の数は、被爆線量を推定するのに有効である。
答え ３、５ 設問２は、『染色体断裂の数は、被爆線量に比例して増加する』であれば、
正しい。分裂させることができる細胞でないと、染色体分析は不可能（設問４）。転座
や染色体断裂は構造の異常である。2 動原体染色体やリング型染色体は、細胞分裂
時に消失しやすい不安定型である。
14) 減数分裂について，間違った選択肢を１つ選べ
１. 第２減数分裂時に相同染色体（母親由来の染色体と父親由来の染色体のペ
ア）間で染色体あたり平均２−３回の頻度で交差（Crossover）がおこる
２. 減数分裂では、２本の相同染色体の分配（Segregation）は、各染色体毎に全く
ランダムにおこる
３. ヒ ト の 卵 形 成 に 伴 う 減 数 分 裂 に お い て 、 10% の 頻 度 で 染 色 体 の 不 分 離
（Non-disjunction, 染色体分配の異常）がおこる。その結果、生じた卵の染色
体数は 23 本でなくなる
４. 思春期以降の男性は、精子前駆細胞の体細胞分裂→第１減数分裂→第２減

数分裂が連続的に継続する
５. 卵の第 1 減数分裂は、胎内で開始されて、その後排卵まで 10 年以上停止す
る
答え １. 第２減数分裂ではなく第１減数分裂時に、相同染色体の組み換え（交差）が
おこる
15) 次の遺伝性疾患のうち X 線に対して高い感受性を示し、かつ相同組換えの亢進
を示す疾患と、DNA 損傷チェックポイント欠損を示す疾患とを１つずつ選べ
１. 色素性乾皮症
２. ブルーム症候群
３. コケイン症候群
４. 毛細血管拡張性運動失調症
答え
相同組換えの亢進を示す疾患：２. ブルーム症候群
DNA 損傷修復チェックポイントの異常を示す疾患：４. 毛細血管拡張性運動失調症
16) 次の遺伝性疾患のうち紫外線に対して高い感受性を示し、かつ２０歳ぐらいから
知能障害が顕われる疾患を選べ
１. 色素性乾皮症
２. ブルーム症候群
３. コケイン症候群
４. 毛細血管拡張性運動失調症
答え １. 色素性乾皮症
コケイン症候群は、紫外線に対して高い感受性を示すだけでなく、もっと若いときから
老化症状が出現。
17) 次のうち放射線による晩発障害と言われているものの正しい組み合わせはどれ
か
１. 白内障、特発性血小板減少症、再生不良性貧血（造血幹細胞の機能不全に
よる）
２. 脳血管障害、寿命短縮、白血病
３. 網膜剥離、糖尿病、悪性腫瘍

４. 不妊症、再生不良性貧血、白内障
５. 色素性乾皮症、小頭症、不妊症
答え ４.
18) 次の放射線による影響のうち、しきい線量（threshold dose）がないとされるものを
２つ選べ
１. 男性の一時不妊
２. 次世代への遺伝的影響
３. 被曝した胎児の、出生後の白血病
４. 被曝した胎児の奇形
５. 着床前に被曝した胎児の死亡（流産）
答え ２、３ 遺伝影響と発ガンはしきい線量のない確率影響である
19) 放射線照射によって生じた２重鎖 DNA 切断は、相同組換えと非相同末端結合と
いう２つの修復経路によって修復される。相同組換え経路について間違った記述を１
つ選択せよ。
１. 相同組換えは、修復反応であり、減数分裂時の相同組換えも含めて、必ず
DNA 損傷（例、２重鎖切断）から始まる。
２. 相同組換えは、複製中に一方の姉妹染色分体で２重鎖切断が生じたときに、
もう片方の損傷のない姉妹染色分体を鋳型にして、その２重鎖切断を修復す
る。
３. DNA を損傷するタイプの抗がん剤によって複製が停止したときに、がん細胞
は相同組み換えを使って、その複製停止を解除する
４. G1 期において放射線照射したときに生成する２重鎖切断を、相同組換え経路
が修復する。
答え ４. G1 期には相同組換えに必要な娘染色分体が存在しない
20) 非相同末端結合について間違った記述を１つ選択せよ。
１.

非相同末端結合が先天的に欠損した患者さんは、免疫不全になる。

２.

非相同末端結合が先天的に欠損した患者さんは、電離放射線に対して感受
性になる。

３.

非相同末端結合は、２重鎖 DNA 切断を修復する。

４.

非相同末端結合は、相同組換え経路に比べると、修復が不正確であり、間違
った組み合わせで染色体が結合して染色体転座を作ることがある。

５.

非相同末端結合は、DNA 複製の場で機能し、シスプラチンなど DNA を損傷す
るタイプの抗がん剤によって、DNA 複製の場で修復するのに主要な役割をは
たす。

答え ５. DNA 複製の場で機能する２重鎖 DNA 切断修復経路は、相同組換え。この同
組換えの機能が、抗がん剤（DNA を損傷するタイプ）に対する悪性腫瘍側の抵抗性を
決める。
21) 紫外線について間違っている記述はどれか？ ２つ選べ。
１.

紫外線の発がん性を評価する場合には、電離放射線と同様に、シーベルト
の単位が使われる。

２.

眼の角膜をほとんど通過できず、ゆえに角膜を主に損傷する。

３.

紫外線損傷を含む鋳型鎖 DNA が、損傷乗り越え DNA ポリメラーゼで DNA
合成されるときに変異ができる。

４.

２重鎖切断も直接作用で誘導する。

５.

X 放射線にくらべて、はるかに大量の損傷が起こらないと細胞死が誘導され
ない。その結果、生き残った細胞が変異を蓄積するので、紫外線は発がん
作用が強い。

答え １、４ 紫外線（透過力が弱い）の単位は、J/m2 の単位。吸収線量やシーベルト
（吸収線量

線質係数）とは全く無関係。チミジン２量体ができる。紫外線照射細胞は

大量の損傷（その結果おこる点異変）を持つ細胞が生き残ることが問題。
22)シスプラチンは DNA 鎖間共有結合（interstrand crosslink）を形成する。シスプラチ
ンの作用について間違ったものを１つ選べ。
１. 鎖間共有結合は、DNA 複製と転写とを完全に停めてしまうので、非常に毒性
が強い。
２. 遺伝子疾患のファンコニ貧血の原因遺伝子にコードされた修復タンパクが、鎖
間共有結合の修復に特異的に機能する。
３. シスプラチンは、DNA 鎖間共有結合の他に、DNA-タンパク共有結合、DNA 鎖
内共有結合（intra-strand crosslink）を形成する。
４. シスプラチンは、他の抗がん剤と併用して使われることが多い。

５. シスプラチンは、ある種の悪性腫瘍の染色体 DNA を特異的に損傷することが
できるので、副作用の少ない優れた抗がん剤である。
答え ５. シスプラチンは、正常細胞でも無差別に DNA 損傷する。

23)生体内で自然発生する DNA 損傷について間違ったものを１つ選べ
１. 外部からの放射線や紫外線、化学物質等の DNA 損傷誘導がないように隔離
した場合、DNA 損傷応答経路の欠損したマウスでも野性型と同じ寿命で（同じ
悪性腫瘍の発生率）生きることがでいる。
２. 塩基の加水分解が、大量に自然発生する DNA 損傷の、主要なものの１つで
ある。
３. 細胞内の代謝反応や生理作用によって発生する活性酸素が、自然発生する
DNA 損傷の要因となる。
４. 塩基の、加水分解や化学修飾（損傷）は、塩基除去修復で修復される。塩基
除去修復が全く機能しないと、細胞レベルで致死である（注：この第２文の正
否が問題である）。
５. 複製中には、２重鎖切断が複数個発生する。
答え １. 細胞のなかでは、大量の DNA 損傷が発生するので、環境要因による DNA
損傷がなくても、DNA 修復経路は恒常的に忙しく機能する。有る種の DNA 修復経路
（例、相同組換え（複製中に発生した２重鎖切断を修復）や塩基除去修復）が全く機能
しないと、細胞レベルで致死である。
24) DNA 複製について間違った記述を１つ選べ
１. ヒト細胞は、複製ポリメラーゼよりもエラー（点変異）を起こしやすい特殊な
DNA ポリメラーゼ（損傷乗り越え DNA ポリメラーゼ）を複数種類持つ
２. 複製ポリメラーゼのエラー率は 10-6/塩基である。そして、間違って取り込まれ
た塩基をミスマッチ修復経路が修正する結果、最終的な、DNA 複製のエラー
率は複製あたり約 10-8/塩基である。
３. 損傷した鋳型鎖において複製ポリメラーゼが複製を停止したときに、損傷乗り
越え DNA ポリメラーゼが損傷した DNA を鋳型鎖にして、数塩基 DNA 合成す
る。その後、再度、複製ポリメラーゼにバトンタッチする。
４. 損傷乗り越え DNA ポリメラーゼは、紫外線やシスプラチンによって発生した
DNA 損傷を含む鋳型鎖を使って DNA 合成できる。

５. 損傷乗り越え DNA ポリメラーゼは、内的要因により（自然発生した）DNA 損傷
を鋳型にして DNA 合成することはほとんどない。
答え ５. 損傷乗越え機構は内的要因による損傷も効率的に乗越える
25) DNA 損傷チェックポイントについて正しい記載を１つ選べ。
１. チェックポイントが十分機能しないガン細胞は、変異を蓄積しやすい。
２.

チェックポイントが異常になっている遺伝病は知られていない。

３.

DNA 損傷チェックポイントが活性化されても、損傷が治されないでいると、ネ
クローシス（壊死）が誘導される。

４.

DNA 損傷チェックポイントが活性化すると、細胞は、分裂を停止し G0/G1 期
にとどまる。

５.

DNA 損傷チェックポイントが活性化するには、DNA 二重鎖が少なくとも１０カ
所以上で切断されている必要がある。

答え １. DNA 損傷チェックポイントが活性化すると、S 期や M 期の直前で細胞分裂
が一時停止する。DNA 二重鎖切断は、たった１カ所発生するだけで、DNA 損傷チェッ
クポイント（アポプトーシス＝細胞自殺のプログラム）を活性化できる。
26） 放射線による急性障害について正しい記述を２つ選べ
１. 成人では中枢神経系の細胞は分裂しない。そのため、5Gy の全身被爆でも、
吐き気などの神経症状はほとんど起こらない
２. 片側の腎臓が 25Gy の線量で照射された場合、もう片方の腎臓が機能を代替
するため貧血や高血圧等、腎障害の症状はほとんどでない
３. 小腸上皮は細胞再生系であるため放射線感受性が非常に高く、5Gy の放射
線照射によって潜伏期間を経ずに下痢、電解質失調等の消化器症状がみら
れる
４. 造血組織の障害において、5Gy の照射ではリンパ球、好中球、血小板、赤血
球の順に減少がみられる
５. 肝臓は非常に高い再生能を有しているため、放射線に対し高感受性であり、
10Gy の線量を全肝に受けると肝不全が認められる
答え ２、４
１ 全身被爆で、嘔気、嘔吐で照射後数時間以内に認められる。
◯２ 両腎が同時に中程度の線量照射を受けた場合には、後期反応として数年後に
高血圧、貧血等の障害が出る。

３ 分化し、分裂しなくなった成熟細胞は基本的に放射線抵抗性となる。小腸の早
期反応は幹細胞の死によってもたらされるが、被爆後一定期間は分化した機能細胞
が存在しているため、4 日前後の潜伏期間を経て下痢等の症状を認める。
◯４ 主に造血幹細胞が障害を受けるため、各血球の反応は細胞の寿命と成熟まで
に要する期間に依存する。またリンパ球は分化後、G0 期に入っていても放射線照射
によって死にやすい。
５ 肝細胞の平均分裂速度は、１分裂／年であり、肝臓は細胞分裂頻度が低い器
官である。
27) がん治療において、放射線療
法と化学療法を同時併用すること
がある(放射線化学療法)。以下に
示したグラフは細胞周期ごとの抗
がん剤の致死効果を生存率で示
したものである。放射線と同時併
用する抗がん剤として最も適して
いると考えられるものはどれか。
答 え １ 放射線の細胞致死効果
は細胞周期に依存し、G1 後期と
G2 及び M 期に感受性が高く、G1 期と S 期は抵抗性である(２のパターン)。S 期に高
感受性の抗がん剤を併用することで増感効果が期待できる。放射線化学療法でよく
用いられている 5-FU は 1 の型であり、チミンの代わりに 5-FU を取り込ませることで
DNA 複製を阻害し、細胞毒性を発揮する。
28) p53 タンパク分子について間違った記述を１つ選べ。
１.

転写因子であり、アポトーシス誘導に関与している。

２.

ヒトの悪性腫瘍の約半数において、p53 が機能していない。

３.

p53 遺伝子をホモで欠失する個体は、高発がんである。

４.

片方の対立遺伝子に変異が入っただけで、その細胞がすぐにがん化する。

５.

DNA 損傷チェックポイントにおいて重要な機能を持つ。

答え ４. 片方の対立遺伝子に変異が入っただけで、その個体は高発がんである（大
量の細胞分裂中に、ごく一部の細胞で正常な方の対立遺伝子にも変異が入って、
p53 を完全に欠損することによる）、であったら正しい記述。細胞は、p53 を完全に欠
損した時に、その発がん率が大きく上昇する。
29) 悪性腫瘍について間違った記述を１つ選べ
１. 悪性腫瘍では、紡錘体チェックポイントの機能が完全でないことが多い。その
結果、腫瘍を構成する各細胞の染色体数が異なっている（Aneuploidy）ことが
多い
２. 放射線治療や DNA を損傷するタイプの化学療法（例、シスプラチン）は、生き
残ったがん細胞に大量の変異を誘導することにより、2 次発がんの原因になる
３. がんや白血病は、時間の経過とともに、腫瘍を構成する各細胞の性質が多様
化するので、抗がん剤が効かなくなる細胞の出現頻度が増加する
４. 多くの悪性腫瘍では、DNA 損傷チェックポイントが機能低下した結果、たくさん
の DNA 損傷があっても、細胞死が起こりにくい
５. 網膜細胞芽腫の原因遺伝子、RB は、細胞が新たに分裂周期に入るか否かを
決定するチェックポイントに関与する。RB-/-の患者は高頻度に網膜細胞芽腫
を発症し、RB+/+と RB+/-の人は同じ頻度で網膜細胞芽腫を発症する
答え ５. RB+/-の人の方が RB+/+よりも、はるかに高い率で網膜細胞芽腫を発生する。

RB-/-は胎生致死
30) 人間の体には平均して 0.2％のカリウムが含まれており、40K の同位体存在比は
0.012％である。体重 50Kg の人の身体内に含まれる平均の 40K の放射線の強さを求
めよ。ただしアボガドロ数を 6X1023,半減期を 12 億年(= 4X1016 秒)、loge2 =0.7 として計
算せよ。
答え
崩壊定数を λ, 40K 核種の総数を N とすると
λ=0.7/4X1016, N=50000 X 0.002X 0.00012 /40 X 6X1023
-dN/dt = λN
=(0.7/4 X 1016) X {(50000 X 0.002 X 0.00012/40) X 6X 1023}
=31500(Bq)

31) DNA 修復やチェックポイント機構の破綻により生じる疾患を全て選んだものとして
適当な組み合わせを１−５から選べ
a: 遺伝性非ポリポーシス性大腸がん（HNPCC) b: ナイミーヘン遺伝病

c: ワ

ーナー症候群 d: 遺伝性乳がん・卵巣がん症候群 (HBOC)
e: ファンコニ貧血
１.

b,d

２.

a,c,d,

３.

a,b,e

４.

a,b

５.

a,b,c,d,e

答え ５. a はミスマッチ修復、b の NBS は組み換え修復に関わる。d は Brca1/2 が現
遺伝子で相同組み換えに異常がある。e の FANC family はシスプラチン等によって形
成される intercrosslinker の除去（修復）に必要な遺伝子群である。DNA 修復機構の
破綻によって個体では癌だけではなく老化、神経症状、貧血等様々な病態が引き起
こされる(15 番、16 番の問題も参照)。
32) 放射線障害のしきい線量（threshold）に関する次の記述のうち、正しいものを１つ
選べ。
１.

これ以上線量を高くしても障害の発生頻度が増加しない線量を指す。

２.

確率的影響に限って認められる。

３.

発生・成長の時期によって変動する。

４.

線量率 (単位時間あたりの照射線量) を変化させたり、照射方法を分割さ

せたりしても、しきい線量は変動しない。
５.

しきい線量以下の被爆では、発がん率の増加はないと考えてよい。

答え ３. しきい値の線量とは、確定的影響（症状）を出現させる最小限の線量。確率
的影響にはしきい値なし。少ない線量率（慢性的な被曝）や分割照射では、症状が出
現しにくい。
33) 胎内被曝の影響について正しい記述は次のどれか？１つ選べ。
１.

妊娠 0-2 週の被爆では、小頭症を起こしやすい。

２.

妊娠 8-15 週の被曝では、流産（胎児の死亡）を起きやすい。

３.

100 mSv 以下の医療被爆では、妊娠 3-7 週の胎児においても奇形は起こら

ない。
４.

妊娠の可能性がある女性への X 線検査は、月経開始後１０日目以降に行
う。

５.

奇形の発生には閾値がなく、発生率は線量に応じて直線的に増加する

答え ３. 胎内被曝による奇形は、大量の細胞死が原因であり、しきい値以上の放射
線が照射され大量の細胞死が起こらないと、顕れない。妊娠 3-7 週の器官形成期に
奇形が起こりやすい。以前は、診断を目的にした X 線検査は、月経開始後１０日目ま
でにするように推奨された（１０日ルール）が、このルールは見直されている（プリント
p100）。１０日目以降に行うことを推奨するのは、受精卵が被曝するから、ナンセン
ス。
34) 骨髄死の原因となる被曝量で全身被曝後、急性期において間違った記述はどれ
か？（正解は 1 つ）
1. 染色体断裂の数を末梢血で測定することによって、被曝線量を推定できる。
2. 2 週から 4 週間に症状が最も重くなり被曝 2 ヶ月ぐらいから回復する。
3. 被爆後、数時間以内に発熱、頭痛がしばしば起こる。
4. 被曝 1-2 時間後に嘔吐の症状が出現することはほとんどない。
5. 全身被曝後、3 日から 1 週間後まではめだった自覚症状がない。
答え ４.
35) 全身被曝６時間後、被爆線量を推定する指標として適切なものを 3 つ選べ。
１.

末梢血の血小板の数

２.

末梢血のリンパ細胞の数

３.

動脈血の血糖値

４.

染色体分析による異常染色体のカウント

５.

被爆から嘔吐症状が出現するまでの時間

答え ２、４、５ 末梢血中リンパ細胞の数(及び減少度)、4 リンパ細胞の二動原体数、
5 嘔吐症状出現までの時間の３つは被爆線量とよく相関するため、被爆線量推定の
ゴールドスタンダードとなっている。(次表参照: Ann Int Med 2004; 140:1039 より引用)

Dose (Gy)

Time to
vomiting
(hours)

Lymphocyte fall
rate
constant

Lymphocyte
dicentrics (per
1000)

0

-

-

1-2

1

-

0.126

88

2

4.6

0.252

234

3

2.6

0.378

439

4

1.7

0.504

703

5

1.3

0.63

1000

6

1.0

0.756

7

0.8

0.881

8

0.7

1.01

9

0.6

1.13

10

0.5

1.26

36) 放射線照射による全身症状について正しい記述を 1 つ選べ
1. 全身被爆の場合に約 1 週間の潜伏期間を経てリンパ細胞数は大きく低下する。
2. 半致死量（4Gy）の放射線の被曝の場合には、消化管上皮の大量の細胞死によっ
て、治療をしないと、多くの場合 1 週間以内に死亡する。
3. 全身被曝のときの半致死量である 4Gy の被爆から死細胞の数が急に増加する。
4. 25 Gy を全身被曝した場合には、消化管上皮が消失することが原因で２日以内に
ほとんどの被爆者（治療を受けない場合）が死ぬ。
5. 4Gy の全身被曝の後、血小板数はすぐには低下せず、4 週間目で最低レベルに低
下し、その後に回復する。
答 え ５. 半致死量（4Gy）の全身被曝の場合には、血小板がなくなる時期が最も重
篤な症状が出現する。一方、10-100 Gy の場合には、消化管上皮が無くなる５日
目（消化管上皮の寿命が約５日）から下痢などの重篤な症状が出現する。
37) 放射線によって生じる DNA の傷を修復する経路は、複数あることが知られている。
遺伝子 A と B が同一の修復経路で働いているとき、培養細胞において A 変異株、
B 変異株及び AB2 重変異株の放射線への感受性は野生型と比べてどのように
なると予想されるか。以下の 1-3 のグラフより最も適当なものを選べ。ただし、
各々完全機能欠損型の変異が生じているとする。

答え ３. A の変異株が B 及び AB の変異体の表現型を置換している(エピスタシス)。
これは A と B が同一経路内に存在していることを示唆する現象である。
38) X 線による放射線治療について誤ったものはどれか。一つ選べ。
１.

強度変調放射線治療(IMRT)とは、照射野内の強度を変えて病巣により限
局した照射を行う方法である

２.

ガンマナイフではがんに対して全ての方向から腫瘍に集中させて放射線照
射をする

３.

多分割照射では 1 日数回、低線量の放射線照射を行うことによって晩期障
害の発生をおさえる

４.

姑息・対症療法を目的とした治療では、根治治療よりも、より多い全照射線
量をより長期にわたって分割照射する

５.

線源治療は、前立腺癌等で放射線源を病巣部に留置する

答 え ４. 根治照射では、総線量を多くするために、分割照射での一回線量はむしろ
少なめにする。そして正常組織を被曝からできるだけ回復させながら、姑息照射より
もより多くの回数、分割照射する。姑息照射では患者さんの負担になる長期の入院を
避ける。

39) 細胞の死に方には、自殺（apoptosis）と”他殺”（necrosis; 細胞の内容物が周囲
に漏出することによって、腫れと痛みを伴う炎症反応がおこる）とがある。次の選
択肢のなかで、他殺による細胞死を１つ選択せよ。
１. DNA 損傷チェックポイントの活性化による細胞死。
２. 脳血管の閉塞による神経細胞の死。
３. 放射線照射されたリンパ球の死。
４. 培養細胞の培養液から増殖・生存因子を除去した場合におこる細胞死。
５. シスプラチンによるがん細胞の死。
答 え ２. 多細胞生物は、栄養のみならず、生存因子が生存に必須。生存因子が十
分にないとアポプトーシスプログラムがすみやかに起動される。
40) 細胞分裂の休止期にあっても、放射線照射によって死にやすい細胞を２つ選択
せよ
１. 卵子

２. リンパ細胞

４. 自律神経細胞
答え １、２

５. 精子

３. 網膜の神経細胞

