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Ⅰ. 要旨 

各年度の実施計画書に基づき「テラヘルツ波等における非熱作用の有無に関

する調査」課題のうち300 – 600 GHzにおける非熱作用に関する研究として（１）

300 – 600 GHz のばく露装置の開発およびばく露評価の検証 （２）培養細胞で

の非熱作用検出のための評価法の検討 （３）300 – 600 GHz のばく露時におけ

る培養細胞での非熱作用の検証 を実施した。 

（１）に関して，300 – 600 GHz のテラヘルツ波光源が安定して動作するよう

装置の確立を行った。照射する強度が数 µW レベルの 300 – 600 GHz のテラヘル

ツ波光源のばく露量評価について，既存の装置を使用した評価法で検出できる

か検討を行い，ばく露実験に使用した実験系での光源の照射強度の見積りを行

った。また新たな実験装置に光源を組み込むため，ばく露装置の開発を行った。 

（２）に関して，非熱作用を検出する方法の検討とその評価法に関して検証

を行った。はじめに，ばく露実験に適した細胞や培養条件の検討を行った。ば

く露による非熱作用検出のための評価法について，細胞を蛍光染色して顕微鏡

で観察しながら 300 – 600 GHz を照射する方法の検討を行った。複数のパラメー

タによる細胞への影響を明らかにするため，酸素消費試験，ATP 産生量，活性

酸素生成量，ばく露後の継代能について評価法の検討を行った。さらにより皮

膚の細胞に近い状態にある培養細胞として，細胞とコラーゲンを使った実験的

皮膚構造モデルにおける非熱作用の検討実験を行い，非熱作用を明らかにする

ための評価法について基礎的な検討を行った。 

（３）に関して，ばく露しながら細胞増殖や細胞膜への影響を検証した。さ

らに（２）で検討した評価法について，ばく露した細胞の細胞活性評価，細胞

毒性試験，エネルギー通貨である ATP 産生量，ばく露後の継代能について検証

を行った。ばく露時のストレスの検証としては，ヒートショックプロテイン（HSP）

70 の mRNA の発現量，酸素消費試験，活性酸素生成量の測定を行った。その結

果，いずれのパラメータでの実験結果においても，擬似ばく露群とばく露群に

有意な差は見られず，通信用やテラヘルツイメージング用に開発されたテラヘ

ルツ光源からの 300 – 600 GHz が，培養細胞に影響を与えている結果は得られな

かった。 
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Ⅱ. 研究目的 

超高速無線通信，セキュリティ検査等での実用化に向けた研究開発が進めら

れているが，600 GHz までの人体への影響に関する研究はこれまでに十分に行わ

れていない。EU の新興・新規特定の健康リスクに関する科学委員会（The 

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks : SCENIHR)が

発表した 近の研究動向によればミリ波・テラヘルツ波（0.1-1.0 THz）の生体影

響研究の数が少なく，さらなる研究の必要性が指摘されており，特に皮膚（低

レベル，長期ばく露）と眼部（高レベル，短期ばく露）の研究が推奨されてい

る。 

さらに，テラヘルツ波帯の生体安全性に関して，1960 年代にイギリスの誘電

体学者の H.フレーリッヒ博士が提唱した「細胞膜（二重リン脂質膜）が 0.1-1 THz

のいずれかの周波数で共鳴振動しており，その周波数の微弱な電磁波を照射す

ることで，何らかの非熱作用が予想される」という「フレーリッヒ仮説」が存

在する。これは，細胞膜に共鳴振動を起こす可能性のある周波数がテラヘルツ

帯に存在し，生体に影響する可能性があることを意味している。この仮説につ

いてドイツのマックスプランク研究所を中心とする肯定派と少数の否定派の間

で論争が続いたが，テラヘルツ波帯をカバーする広帯域周波数可変光源が乏し

かったことなどの理由で決着を見ないまま今日に至っている。研究代表者らは，

過去１５年にわたって，細胞膜電位，生体極微弱光などをパラメータとしてフ

レーリッヒ仮説の検証実験を進めてきたが，現在まで非熱作用は確認されてい

ない。近年，光源技術の進展によりフレーリッヒ仮説を検証するための理想的

な広帯域周波数可変ミリ波・テラヘルツ波光源である NTT エレクトロニクス社

が開発した Uni-Traveling Carrier Photodiode（UTC-PD）がある。この光源は，特

殊なフォトダイオード上でのレーザーの 2 波長の差周波光混合により，10 GHz

から 1 THz 以上まで約 1 GHz ステップで自在に周波数掃引が可能である。さら

に，テラヘルツ領域で世界的に広く用いられている TDS（時間領域分光法）シ

ステムから放射されるピコ秒程度の超短テラヘルツパルスが生体に及ぼす影響

についても，TDS の肌計測や火傷診断などへの実用化が進む中で調査研究が急

務である。TDS からのテラヘルツ出力は連続波ではなく，平均出力も µW 以下

であるが，超短パルスゆえに尖頭値が高く，パルス電界が細胞膜などに及ぼす

影響は注視すべきである。 

このような背景から，本研究においては，皮膚（低レベル，長期ばく露）を

はじめ，各種の培養細胞のばく露実験データ蓄積を目標として，非熱作用の細

胞照射実験を繰り返し行う。熱作用による影響を考慮して照射強度は 10 µW/cm2

程度以下に抑え，広帯域周波数可変掃引型照射系の UTC-PD による連続波（CW）
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や超短パルス型照射系によるパルス波の光源を用いて，主に 300 – 600 GHz まで

の全域での非熱作用を検証することを目的とする。また 300 – 600 GHz の全周波

数域の非熱作用の有無を評価するための手法や反応の早いリアルタイム性の高

いパラメータの検討など基礎的な検討実験を実施する。 

本研究は，テラヘルツ波を用いた通信やイメージングなど様々な利用技術の

開発が進められている中で，テラヘルツ波の非熱的な作用により人体の健康に

好ましくない影響を与える可能性を調べ，評価することを目的としている。研

究期間で得られた成果から，テラヘルツ波等における非熱作用の有無に関して

基礎的検討を行う。 

 本課題は，各年度の実施計画書に基づき「テラヘルツ波等における非熱作用

の有無に関する調査」課題のうち 300 – 600 GHz における非熱作用に関する研究

として（１）300 – 600 GHz のばく露装置の開発およびばく露評価の検証 （２）

培養細胞での非熱作用検出のための評価法の検討 （３）300 – 600 GHz のばく

露時における培養細胞での非熱作用の検証 を実施した。 
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Ⅲ. 研究報告 

ア）300 – 600 GHz における非熱作用に関する研究 

ア－１ 300 – 600 GHz ばく露装置の開発およびばく露評価の検討 

(1) ばく露装置の開発とばく露評価 

 300 – 600 GHz 帯域における非熱作用に関する研究を実現するには，当該周波

数におけるばく露装置の開発と，ばく露量評価に関する方法を検討する必要が

ある。ばく露に用いる光源として，狭線幅・周波数可変・連続波光源（単一走

行キャリアフォトダイード（UTC-PD）による差周波数発生）および，広帯域・

パルス光源（超短パルス光励起光伝導アンテナによる双極子放射）を用いた。

これらの光源を含むばく露装置の構築を行うとともに，装置内におけるばく露

量評価について検討を行う。 

 

・ばく露光源１ 

狭線幅・周波数可変・連続波光源（単一走行キャリアフォトダイードによる

差周波数発生） 
 

図１に，本実験中のテラヘルツ波ばく露装置において使用した狭線幅・周波

数可変・連続波光源の動作ブロック図および単一走行キャリアフォトダイオー

ド（UTC-PD）の外観写真を示す。UTC-PDを用いた差周波数光発生手法は，周

波数を数十GHz以下から数百GHz以上まで連続的に可変できる，数少ない連続波

テラヘルツ光源のうちの一つである。UTC-PD自体は非常に小型で図中の金色筐

体中に入っており，直接見ることはできない。左下電線（青白）によりフォト

ダイオードにバイアス電圧を印加しながら光電流を計測できる構成となってい

る。左上方より光ファイバー（白色）によって周波数の異なる２種類のレーザ

ー光を重ねてUTC-PDへ入射すると，その差の周波数に相当する電場変調がダイ

オード上に印加され，それを追随するキャリアにより電磁波が放射されるため，

入射する近赤外光の周波数差を制御することによって任意の周波数のテラヘル

ツ波を発生させることができる。発生したテラヘルツ波は，右側のシリコン製

超半球レンズ（銀色）を透過して外へ取り出す。 
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図１ 狭線幅・周波数可変・連続波光源ブロック図（上）およびテラヘルツ波

発生部分（UTC-PD）写真（下） 

 

本実験においては，1.5 μm帯域で動作する狭線幅半導体レーザー光源を複数個

用意し，周波数を個別に制御することによって発生するテラヘルツ光の周波数

を選択した。図２に，本光源システムにおけるテラヘルツ光出力の周波数依存

性を示す。数十GHzから数THzまで，非常に広帯域にわたって連続的に周波数を

可変できていることがわかる。出力は，周波数が高くなるにつれて減少する傾

向にあり，300 – 600 GHzの領域において十数 – 数μW程度の出力が得られる。 

 

 

図２ UTC-PDを利用した狭線幅・周波数可変・連続波テラヘルツ光源出力の周

波数依存性 
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図３に，狭線幅・周波数可変・連続波光源によるばく露量評価のための実験

系写真を示す。光源（UTC-PD）およびローパスフィルター，軸外し放物面鏡，

光変調器，校正済み焦電素子型検出器から構成される。UTC-PDより出射された

テラヘルツ光は，熱の影響を避けるためにローパスフィルターを透過させ，軸

外し放物面鏡によって平行光とする。この時，光チョッパーによってON/OFF変

調を加え，その後，再び軸外し放物面鏡によって集光し，全てのテラヘルツ光

を出力校正済み検出器によって計測した。 

 

 
図３ ばく露量評価のための実験系写真 

 

 

図４に，テラヘルツ波検出器からの出力信号の一例を示す。図中グラフの縦

軸が強度，横軸が時間，黄色線が検出器からの出力信号である。検出器に到達

するテラヘルツ波は光チョッパーによるON/OFF変調を受けているため，変調の

周期に同期したノコギリ状の信号が出力される。この出力電圧差がテラヘルツ

光出力に対して校正済みであるため，テラヘルツ光出力を見積もることができ

る。 
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図７ 周波数可変連続波テラヘルツ波出力強度分布測定実験系写真。 

 

 

図８に，狭線幅・周波数可変・連続波光源からのテラヘルツ波出力の強度分

布を示す。周波数が 300，400，500，600 GHz の時の計測結果を並べて示した。

すべての周波数において，全体に広がって照射されている様子が観測された。

また，照射範囲内におけるテラヘルツ波強度は 0.2 μW/cm2 程度以下となってお

り，テラヘルツ波吸収による温度変化の影響は無視できると考えられる。 
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図８ 周波数可変連続波光源からのテラヘルツ波出力の強度分布。周波数が 300

（左上），400（右上），500（左下），600（右下） GHz の時の計測結果を並べて

示した。 
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・ばく露光源２ 

広帯域・パルス光源（超短パルス光励起光伝導アンテナによる双極子放射） 

 

図９に，本実験中のテラヘルツ波ばく露装置において使用した広帯域・パル

ス光源のテラヘルツ光発生部分（光伝導アンテナ）外観写真を示す。超短パル

ス光励起光伝導アンテナによる双極子放射によるテラヘルツ光発生手法は，極

めて短い時間（1 ps程度）の間に周波数数十GHzから数THz以上まで含んだ広帯

域テラヘルツ光パルスを発生させることが可能である。アンテナ自体は非常に

小型で図中の銀色筐体中に入っており，直接見ることはできない。右下金色端

子よりアンテナにバイアス電圧を印加しながら右上方より光ファイバー（黄色）

によって超短パルスレーザー光をアンテナへ入射し，その時間に流れる光電流

による双極子放射によって広帯域テラヘルツ光を発生させ，左下側の超半球レ

ンズ（銀色）を透過して外へ取り出す。 

 

 
 

図９ 光伝導アンテナを利用した広帯域テラヘルツ波パルス光源写真 

 

 

図１０に，本光源システムにおける広帯域テラヘルツ波パルス出力の周波数

依存性を示す。数十GHzから数THzまで，非常に広帯域にわたって出射している

ことがわかる。出力強度分布曲線は数百GHz帯に極大値をもち，時間平均数nW

程度の出力が得られる。 
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図１０ 広帯域テラヘルツ波パルス強度の周波数依存性 

 

 

ばく露量評価のためには，照射されるテラヘルツ波の強度分布の測定が必要

である。しかしながら，この帯域・出力の分布を正確に測り得る測定器は市販

されていないため，実験系を新たに構築し，測定した。 

 

図１１に，広帯域テラヘルツ波パルス光源出力の周波数分布測定のための実

験系を示す。光源（光伝導アンテナ）およびローパスフィルター，軸外し放物

面鏡，光変調器，高感度検出器から構成される。光伝導アンテナより出射され

た広帯域テラヘルツ波パルスは，光チョッパーによってON/OFF変調を加え，軸

外し放物面鏡によって平行光とする。その後，熱の影響を避けるためにローパ

スフィルターを透過させ，再びレンズによって集光し，全てのテラヘルツ波を

高感度検出器へ導入する。測定後，出力校正済みの連続波テラヘルツ波光源

（UTC-PD）との比較により出力校正を行った。 
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図１１ 広帯域テラヘルツ波パルス光源出力強度分布測定実験系写真 

 

図１２に，広帯域パルス光源からのテラヘルツ波出力の時間波形およびスペ

クトルを示す。テラヘルツ波パルスの時間幅は約 0.6 ps，平均出力は約 10 nW で

あった。このうち，300 – 600 GHz 帯域には全体の約 60%の出力が含まれること，

繰り返しが 40 MHz であることから，同帯域において，時間平均出力約 6 nW，

尖頭値約 240 μW と見積もることができる。 
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図１３ 広帯域・パルス光源からのテラヘルツ波出力の強度分布。 
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（２） ばく露装置の培養環境の検証 

 

ばく露装置の確立を行いながら，正常培養環境を保持しているかについて，

培養環境の検証を行う必要があった。このため，テラヘルツ波照射時における

CO2インキュベータ庫内の温度変化のモニタリングを行い，熱生成の有無につい

て検討を行った。光源には図１で示した周波数可変光源を使用した。この光源

のテラヘルツ波照射による温度変化を検証した。照射条件は，細胞活性評価時

のばく露条件である７０時間とし，細胞を培養プレートに播種し，インキュベ

ータ庫内で２時間静置，培養した。その後，300 – 600 GHzのテラヘルツ波を13

分47秒ごとに1 GHzずつ掃引して照射を開始した。温度変化測定には，図１４の

写真にある4-channel digital thermometer（MT-309，株式会社マザーツール）を，

センサにはビーズ型K熱電対４本を使用し，５分毎に測定した。温度分解能は

0.1 ℃，精度は± 0.2% + 1℃であった。 

 

 

図１４ 4-channel digital thermometer（左）および熱電対センサ設置場所（中央），

熱電対センサ拡大（右） 
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ア－２ 培養細胞での非熱作用検出のための評価法の検討 

ばく露による非熱作用検出のための評価法の検討 

 

非熱作用に関する研究を行うためには，非熱作用を検出する方法の検討とそ

の評価法に関して検証する必要がある。非熱作用を検出するために，ばく露実

験に適した培養細胞種の選定と培養条件の検討，ならびに評価法を検討する必

要がある。ばく露対象とする細胞は，接着性のある皮膚や角膜の培養細胞を用

いた。その理由として，再現性の高い試料準備および細胞活性の測定が比較的

容易であること，および，テラヘルツ波は皮膚表面の深さ1 mm以内でほぼ全て

の電磁エネルギーが吸収されることが挙げられる。培養細胞ならびに細胞膜に

おける非熱作用の動向を捉えるための測定・評価法について検討実験を行った。 

 具体的には，過去の文献で周波数は異なるが，細胞に影響があったという

パラメータを参考にしながら培養細胞ならびに細胞膜における非熱作用の動向

を捉えるための測定・評価法として，ばく露しながら細胞膜を蛍光染色して顕

微鏡でモニタリングする方法，生物共通のエネルギー通貨であるATP測定，細胞

の酸素消費量測定などによる評価法についての基礎的な検討を行った。また，

これまで行ってきた培養ディッシュに接着した細胞での実験から生体により近

い形でのばく露実験として，細胞とコラーゲンを使った実験的皮膚構造モデル

を作成し，300 – 600 GHzばく露による非熱作用の検討実験を行った。 

 

 

(1) 細胞の検討 

テラヘルツ波は水に吸収されることから，ばく露実験では培養ディッシュ

の底面から照射する実験法となる。このため，実験に用いる培養細胞の選定

には，ディッシュの底面に接着する性質がある細胞が条件となる。さらに，

生体でテラヘルツ波がばく露された時，皮膚表面までの到達となるため，細

胞の種類は皮膚や角膜の培養細胞から検討を行った。本課題の対象となる細

胞は，接着性のある皮膚や角膜の培養細胞が中心であり，ばく露実験に使用

した細胞は，正常細胞３種とがん細胞２種である。正常細胞には，皮膚細胞

としてヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB, 理研バイオリソース）と正常ヒト胎

児由来線維芽細胞（NTI-4, JCRB細胞バンク）を，角膜細胞としてヒト角膜

上皮細胞（HCE-T, 理研バイオリソース），がん細胞にはヒト悪性メラノーマ 

（Mewo, JCRB細胞バンク）ヒト神経膠芽腫（A172, 理研バイオリソース）
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を使用した（図１）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ヒト正常細胞３種とがん細胞２種 (a) NB1RGB, (b) NTI-4, (c) HCE-T, (d) 

Mewo, (e) A172 

  

(a) (b) 

(c) 

(d) (e) 
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(2) 顕微鏡による細胞形態の観察 

① PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kits for General Cell Membrane Labellingに

よる染色 

 

【方法】 

生体におけるテラヘルツ波の照射影響を考慮した場合，皮膚表面までの到達

となるため，対象とする細胞をヒト角膜上皮細胞（HCE-T）およびヒト皮膚線

維芽細胞（NB1RGB）の 2 種とした。細胞形状の観察は明視野における直接観

察と，蛍光染色による蛍光観察によって行なった。 

細胞膜を蛍光染色する方法として，蛍光色素部の尾部が細胞膜に入り込み，安

定的に細胞膜を染色することが可能な PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kits for 

General Cell Membrane Labelling(SIGMA-ALDRICH,MINI26)を用いた。染色条件

を検討したところ，蛍光強度は染色後培養 2 日～7 日間が強く，その後徐々に低

下し，培養 2 週間では観察が難しい強度まで低下した。また，培養 2 日目から 7

日目にかけてもわずかに低下がみられることから観察は培養 2 日目に行なうこ

ととした。また，蛍光顕微鏡での観察では，連続した励起光の照射によって蛍

光強度が徐々に低下し，20 分間でほぼ完全に消失した。細胞形状を観察するた

めに必要な強度を保っているのは約 10 分間であった。そのため，細胞形状の観

察は，明視野での直接観察によって行い，蛍光画像は照射前後の細胞形状の変

化をより詳細に比較するために用いた。 

 今回用いたヒト角膜上皮細胞は，加温処理（43 ℃，6 分間）や薬剤（DMSO）

処理によって細胞形状が変化し，蛍光が消失することが確認されたため，比較

のための Positive Control とした（図２）。 

図２ DMSO 処理によるヒト角膜上皮細胞の形状変化（左が処理前，右が処理

後）        

 

・培養細胞への照射系の構築 

 今回用いた細胞（ヒト角膜上皮細胞,ヒト皮膚繊維芽細胞）はいずれも接着細

胞であり，培養段階でディッシュ底面に定着する。テラヘルツ波は水に吸収さ
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れやすい性質があることも考慮し，細胞への照射はディッシュ底面から行なう

こととした(図３)。 

 光源には周波数可変光源（単一走行キャリアフォトダイオード（UTC-PD）に

よる差周波数発生）を用いた。フォトミキサーとして UTC-PD を用いた差周波

光発生手法は，周波数を数十 GHz から数百 GHz まで連続的に可変できる数少な

い光源の一つである。 

 

図３ 顕微鏡下部に設置した光源（UTC-PD）    

 

・ヒト皮膚繊維芽細胞（NB1RGB）およびヒト角膜上皮細胞（HCE-T）における

300-600 GHz 照射試験 

 前述の蛍光色素（PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kits for General Cell 

Membrane Labelling(SIGMA-ALDRICH,MINI26)）によって染色し，37 ℃で 2 日

間培養した細胞をリン酸緩衝生理食塩水（PBS(-)）で 3 回洗浄し，2 ml の PBS

（-）を培地に加えて照射実験に用いた。照射は 300, 400, 500, 600 GHz を 15 分

間照射し，照射前後での細胞形状の変化を観察し，さらに動画による比較も行

なった。 

 

【結果・考察】 

・ヒト皮膚繊維芽細胞（NB1RGB）およびヒト角膜上皮細胞（HCE-T）における

300 – 600 GHz 照射試験 

 各周波数における照射前後の比較では，明確な細胞形状の変化は見られなか

った（図４）。使用した蛍光色素は十分な蛍光強度を持ち合わせているが，今回

用いたヒト角膜細胞（HCE-T）およびヒト皮膚繊維芽細胞（NB1RGB）では細胞

膜どうしの隣接部を観察することは難しかったため，新たな蛍光色素の使用を

検討する必要があると考えられた。また，2 日間の培養ではどちらの細胞もコン

フルエント状態には達しておらず，細胞自身の変化や，緩衝液（PBS(-)）を用い
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た洗浄過程においてディッシュから細胞が剥離する現象が観察された。そのた

め，培養期間の再検討と観察前の細胞の処理方法の改善が必要であると判断し

た。さらに，光源を顕微鏡のステージ下部に設置し，ディッシュ底面から照射

を行なう光学系を構築していたが，細胞形状のより詳細な観察のために高倍率

の対物レンズを用いると，対物レンズによって照射光の一部が遮られる可能性

が考えられたため，ディッシュ上部からの照射を検討し，そのための光学系の

構築を試みた。 

 

 

図４ 400 GHz 照射によるヒト角膜上皮細胞の変化（左が照射前，右が照射後） 

 

 

② CellBrite Green Cytoplasmic Membrane Dye による染色 

 

【方法】 

・細胞の培養 

実験に用いた培養細胞は,ヒト角膜上皮細胞（HCE-T；RCB228，理研バイオリ

ソース）ト皮膚線維芽細胞（NB1RGB），およびヒト皮膚メラノーマ細胞（Mewo）

である。培養には液体培地を用い，ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）は［（DMEM/Ham 

F12=1:1）, 5% FBS, 5 μg/ml Insulin, 10 ng/ml hEGF, 0.5 %ジメチルスルホキシド

（DMSO）］，ヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）は［MEMα，10% FBS］，ヒト皮

膚メラノーマ細胞（Mewo）は［MEM with non-essential amino acid, 10% FBS］を

用い,温度 37 ℃，CO2 濃度が 5。0％,飽和水蒸気の状態のインキュベータ内で 5

日間培養した。 細胞をコンフルエント状態まで培養することで,細胞自身の活動

による形状変化を極力抑えた。培養開始時の細胞濃度は,2。5 x 105 cells/ dish と
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した。 

 

・蛍光標識 

蛍光染色には CellBrite Green Cytoplasmic Membrane Dye（30021: Biotium）を使

用した。細胞をコンフルエント状態まで培養し,染色に用いた。この色素は脂溶

性カルボシアニン色素で,脂質二重膜に取り込まれると強い蛍光を発するとい

う性質がある。血清を含んだ生育培地 1 ml に染色液 5.0 μl を加えて撹拌し,染色

培地を調製した。細胞に染色培地 200 μl を加え,細胞全体を覆うようにゆっくり

撹拌した。細胞を 37 ℃で 30 分間培養し,染色培地を取り除き,3 回洗浄を行な

った。洗浄方法は 37 ℃に温めた培地で細胞を覆い, 37 ℃で 5 分間培養する方

法で,培地を替えて 3 回繰り返した。 後に 37 に温めた培地を 20 μl 加え,セル

デスク（セルデスク LF1：MS-92132 住友ベークライト株式会社)を載せた。

その際気泡が入らないように注意した。 

 

・顕微鏡 

観察には倒立蛍光顕微鏡（Leica, DMIL LED: ルーチン倒立顕微鏡）および蛍

光光源（Leica EL6000）を用いた。細胞観察用のディッシュとして底面の中央部

（直径 14 mm）が周囲よりも薄くなっているフィルムボトムディッシュ

(FD10300: 松波硝子工業株式会社)を使用した。 

 

・照射系の構築 

ディッシュの上部から照射を行なうために,顕微鏡ステージ上に照射系の構築

を行なった（図５)。UTC-PD からの照射光はレンズ（Tsurupica;有限会社パック

ス）によって集光し,ディッシュ上の細胞を覆うように照射した。光源の出力や

シャーレ上のビーム直径から,照射強度は 300 – 600 GHz では 4.1-5.5 μW/cm2 程

度と見積もることができた。 
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        図５ 顕微鏡上での UTC-PD の照射系 

 

・細胞の調製 

細胞は観察用のフィルムボトムディッシュで培養し,蛍光標識後に観察部位に

培地を 20 μl 添加し,セルデスクを載せた。添加した培地は 10 分間のばく露試験

後もディッシュ上に保持され,細胞が乾燥することはなかった。培地 20 μl と細

胞の厚さは約 75 μm であり,THz 波帯の水の吸収係数（0.3 THz α＝131 cm-1, 0.4 

THz α＝146 cm-1, 0.5 THz α＝160 cm-1, 0.6 THz α＝176 cm-1）及びセルデスク

の透過率（0.3 THz 88%, 0.4 THz 86％, 0.5 THz 83％, 0.6 THz 84％）（図６）から,

透過率は 20-30 ％程度と見積もることができ,上部から照射した THz 波が細胞に

到達する際の強度は 1.0-1.4 μW/cm2 程度と考えられた。 

図６ セルデスクの透過特性 

 

・ばく露実験 

細胞は 300, 400, 500, 600 GHz を 10 分間ディッシュ上部から照射し, 照射前後

の細胞の形状変化を位相差顕微鏡と蛍光顕微鏡で観察した。また,照射中は位相

差顕微鏡での動画を撮影して変化を観察した。細胞形状変化の比較のため

に,43 ℃で 10 分間の熱処理を行なった細胞, 30 %ジメチルスルホキシド（DMSO）
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で 10 分間の薬剤処理を行なった細胞の観察を行なった。 

 

【結果】 

(1) ヒト角膜上皮細胞（HCE-T） 

・熱処理および薬剤処理による細胞形状の変化 

細胞に熱（43 ℃, 10 分間）を加えると,細胞形状が壊れる様子が確認された（図

７）。また,一部はディッシュから剥離した（図８）。一部を高倍率（63 倍）に拡

大したところ，細胞形状の変化が確認された（図９）。一方, 30％DMSO を添加

し, 10 分間静置すると,核の収縮が観察された（図１０）。DMSO は細胞の凍結保

護剤として広く用いられているが 1)，高濃度では細胞毒性を有することが知られ

ている 2)。DMSO に対する耐性は,生物種や生育ステージにより異なっており 3),

本研究で用いたヒト角膜上皮細胞では 30％で細胞形状に変化が生じることが示

された。ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）は,10 分間の熱処理および薬剤処理によっ

て細胞形状に変化が生じることが示された。  

図７ 熱による細胞形状の変化（20 倍） 

左 熱処理前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 熱処理後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

図８ 熱処理によるディッシュからの細胞の剥離（10 倍） 
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  図９ 熱処理による細胞形状の変化(63 倍) 

図１０ DMSO による細胞形状の変化（63 倍） 

左：処理前，右：処理後 

 

・300 – 600 GHz ばく露試験（HCE-T） 

対照，300, 400, 500, 600 GHz の 10 分間のばく露試験では,位相差顕微鏡および

蛍光顕微鏡による観察において明らかな細胞形状の変化は観察されなかった

（図１１－１５）。隣接する膜どうしにおける変化も観察されなかった。特に，

熱処理で見られた細胞形状が壊れる様子や,薬剤処理における核の収縮は確認さ

れなかった。また周波数による変化の違いも観察されなかった。 

図１１ 対照処理の細胞形状の変化（63 倍） 

左 静置直後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

     右 静置 10 分後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 
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図１２ 300 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

       左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

 

図１３ 400 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真 
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図１４ 500 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

 

図１５ 600 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 
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（2）ヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB） 

・300 – 600 GHz ばく露試験 

対照，300, 400, 500, 600 GHz の 10 分間のばく露試験では,位相差顕微鏡および

蛍光顕微鏡による観察において明らかな細胞形状の変化は観察されなかった

（図１６－２０）。隣接する膜どうしにおける変化も観察されなかった。また周

波数による変化の違いも観察されなかった。 

図１６ 対照処理の細胞形状の変化（63 倍） 

左 静置直後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 静置 10 分後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

 

        図１７ 300 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 
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図１８ 400 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

 

   図１９ 500 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 
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図２０ 600 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

 

（3）ヒト皮膚メラノーマ細胞（Mewo） 

・300 – 600 GHz ばく露試験 

対照，300, 400, 500, 600 GHz の 10 分間のばく露試験では,位相差顕微鏡および

蛍光顕微鏡による観察において明らかな細胞形状の変化は観察されなかった

（図２１－２５）。隣接する膜どうしにおける変化も観察されなかった。また周

波数による変化の違いも観察されなかった。 

 

図２１ 対照処理の細胞形状の変化（63 倍） 

左 静置直後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 静置 10 分後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 
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図２２ 300 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

 

図２３ 400 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 
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図２４ 500 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

 

図２５ 600 GHz 照射による細胞形状の変化（63 倍） 

左 照射前（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

右 照射後（上：位相差顕微鏡写真，下：蛍光顕微鏡写真） 

 

【考察】 

本研究では,ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）,ヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）お

よびヒト皮膚メラノーマ細胞（Mewo）における,低強度短時間のばく露試験を行

なった。300, 400, 500, 600 GHz の 10 分間のばく露試験では,位相差顕微鏡および

蛍光顕微鏡による観察において細胞形状に変化が見られなかったことから,この
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周波数帯での低強度短時間ばく露の影響は小さいことが示された。一方,熱や薬

剤では短時間でも細胞形状に変化が見られた。ヒト皮膚繊維芽細胞では 70 – 300 

GHz の長時間（94 時間）ばく露において,培養セル中の温度が変化しなかったと

いう報告 4)や,本研究でのばく露試験では温度上昇による細胞の損傷が観察され

なかったことから,熱による影響は受けていないと考えられる。また,本研究では

短時間のばく露であるために,細胞形状に変化が起きなかったことも考えられる

が,同様に 70-300 GHz の長時間（94 時間）ばく露において細胞活性（MTT 法）

に変化が見られないという報告 4)や,HCE-T に 0.5 THz の広帯域放射の影響を調

べた結果,細胞の形態,接着,増殖および分化に対する影響は見られなかったとい

う報告 5)から, 300 – 600 GHz の長時間ばく露においても影響は小さいことが予

想された。 

本研究で構築した UTC-PD を用いた光学系は,THz 波を上部から照射しながら

細胞形状の変化を観察することが可能であり,その際の透過率は 20-30％程度に

低下すると見積もることができる。THz 波を上部から照射する本研究の照射系

は,倒立型顕微鏡のステージ上で細胞形状の変化をモニタリングしながら,対物

レンズに遮られることなく細胞へのばく露が可能である。本研究で使用したセ

ルデスクは,プラスチック製のカバースリップで,通常細胞の固定や標本化に用

いられている。自己蛍光も低く,蛍光標識物を用いた細胞内の観察にも適してい

る。THz 波帯（0.3-0.6THz）でのセルデスクの透過率は 83-88 %と高い。また，

セルデスクを用いることで乾燥を防ぐために添加する培地の量を 20 μlと少量に

抑えることができ,そのため透過率を 20-30％程度保つことができた。 

さらに,光源に THz-TDS（テラヘルツ時間領域分光法）を用いて,本研究の照射

系により同様にヒト角膜上皮細胞のばく露試験を行ない,細胞形状の観察が可能

であることも確認した。 

本研究で行なった細胞の観察方法は,観察用のフィルムボトムディッシュとセル

デスクを用いることで,簡便にセル状の容器を作ることができる。それによって

粘着細胞に蛍光標識を施し,THz 波のばく露試験を行なうことが可能であった。

今後は,本研究の方法用いて,様々なばく露条件における細胞観察および様々な

細胞における形状変化の観察に応用することが可能であると考えられる。 
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(3) 実験的皮膚構造モデルの作成

これまでの実験では，培養ディッシュに接着した細胞にテラヘルツ波をばく

露し，その影響を評価してきた。一方で，ディッシュへの細胞接着は，皮膚の

構造とは異なる形状となることも多いため，本研究課題では，生体により近い

形でのテラヘルツ波ばく露実験を行うため，実験的皮膚構造モデルを作成し，

非熱作用の検討実験に用いることが可能か評価法の検討を行った。

使用した細胞はヒト新生児皮膚由来線維芽細胞 NB1RGB（RCB0222）とした。

実験的な皮膚モデルとして，足場となるコラーゲンに接着させた細胞を培養し，

ばく露対象とする評価法を検討した。

立体的な細胞培養細胞の確立には，立体的なコラーゲンキューブ（コラーゲ

ンハニカムディスク 96，KOKEN CSH-96），コラーゲンスポンジであるアテロ

コラーゲン スキャフォールド AteloCell（KOKEN）EPI-SKIN モデル，コラーゲ

ンビトリゲルを試した。検討の結果，コラーゲンキューブならびにコラーゲン

スポンジは，通常培養においてはキューブの表面で細胞は増殖するが，内部に

細胞が上手く入らず，平面培養となったため，ばく露用の細胞立体構造モデル

として用いなかった。

一方で，三次元組織ヒト表皮モデルとなる LabCyte EPI-KIT (JTEC ジャパン・

ティッシュ・エンジニアリング) を用いて正常ヒト表皮角化細胞の培養の検討も

行った。このモデルは，OECD に世界で初めて皮膚一次刺激性試験の代替え法

として認証されたものである。培養は成功したが，付属しているコラーゲン膜

が厚く，接着細胞の下から照射したテラヘルツ波を透過しなかったため，ばく

露実験に用いらなかった。

終的にばく露実験に使用したのは，３次元培養基質であるコラーゲンビト

リゲル collagenⅠタイプ（AGC テクノグラス株式会社）であった。この製品は

コラーゲン膜が非常に薄く，テラヘルツ波も問題なく透過した。
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ア－３ 300 – 600 GHz ばく露時における培養細胞での非熱作用の

検証 

① ばく露実験による非熱作用検証 

(1) 交流インピーダンス測定法 

交流インピーダンス測定法を使った細胞増殖に対するばく露の影響を細胞増

殖曲線で検討した。さらに，細胞の酵素における還元反応を利用する比色定量

法の１つであるMTS法を使って，70時間連続ばく露による細胞活性評価を行っ

た。また通常培養で72時間細胞を成長させた後，MTS法の試薬を細胞に添加し

て，細胞が酵素活性による呈色反応している間の３時間，ばく露した細胞毒性

試験を行った。これらの実験は繰り返し行い，非熱作用の検証実験としてデー

タを蓄積した。 

 

細胞膜の共鳴周波数が未知なため，可能性のある全周波数域を周波数掃引し

つつ細胞増殖のパラメータを計測するため，リアルタイム性の高い交流インピ

ーダンス測定法（BM2401,日置電機）を用いた。測定には，ITO膜電極が底面に

施された測定専用ウェル（底面積0.785 cm2）に細胞を12,000 cells/wellまたは

24,000 cells/wellで播種し，24時間培養した。その後，測定用電極ピンをセットし，

2時間通常培養した後，100 kHzの測定周波数により5分間隔で94時間連続して抵

抗値（インピーダンス値）を測定した。ITO膜電極上に細胞が接着し，増殖する

事によりインピーダンス値が変化する。このインピーダンス値の変化をリアク

タンス比として算出することにより，間接的に細胞増殖の挙動をリアルタイム

に測定した。ばく露時間は，94時間測定中に1GHzあたり18分34秒で300 – 600 

GHzを掃引した。この測定法では，非ばく露細胞（Unexposed）とばく露細胞

（Exposed）を比較検討するために，両者のインピーダンス値を同時に測定する

必要がある。このため，光源であるUTC-PDにアルミパイプを取り付け，スポッ

ト的にばく露したい細胞（Exposed）だけに照射するようにした。非ばく露細胞

（Unexposed）には，アルミパイプからテラヘルツ波がもれて照射されないよう

に，底面をアルミホイルで覆って遮蔽した。 

また一部の細胞には，超短パルス型細胞用ばく露実験を行った。このばく露

装置では，およそ300 GHzから600 GHzまでの超広帯域電磁周波数を同時に含む

ことから周波数掃引を要しないばく露実験ため，94時間パルス光源でばく露し

ながら細胞によるインピーダンス値の測定を行った。 
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交流インピーダンス測定法による周波数掃引型ばく露実験，ならびに超短パ

ルス型ばく露実験で異なる細胞種における細胞増殖の結果を図１に示す。3 回繰

り返し実験を行い，その平均値のリアクタンス比を増殖曲線として示した。細

胞種によりリアクタンス比が高い，低いはあるものの，300 – 600 GHz 照射によ

るばく露細胞（Exposed）と非ばく露細胞（Unexposed）のリアクタンス比にお

ける増殖曲線に違いは認められず，ばく露による細胞増殖への影響は見られな

かった。細胞によるリアクタンス比の違いは，細胞の形状によるものと考えら

れ，ばく露による影響ではない。 超短パルス型ばく露装置の光源では，300 – 

600 GHz も含む超広帯域電磁周波数を同時に含むため，周波数掃引を要しないば

く露実験であったが，非ばく露細胞と比べて細胞増殖に特異的な変化は現れな

かった。 
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図１ 交流インピーダンス測定法による細胞増殖曲線 

 
 
 

(2) MTS測定法 

一方，ばく露影響や非熱作用の有無を調べるにあたり，複数のパラメータに

よるクロスチェックは必須であるため，本研究では確立された細胞のパラメー

タ計測手法として細胞活性や細胞毒性試験に一般的に用いられるMTS測定法

（CellTiter96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay, Promega）を用いた。

この方法は，細胞中の脱水素酵素活性による還元反応を利用して，培養細胞の

活性率や細胞への毒性試験を添加した試薬の色の変化（呈色反応）を吸光度に

より，エンドポイントで測定した（比色定量法）。 

細胞を96ウェルプレート（Corning）のウェルに4,000 cells/wellで播種し，2時

間通常培養したものを，各ばく露実験に用いた。すべての実験において，播種

から72時間後にMTS試薬を添加し，3時間呈色反応させた後，490 nmの波長で吸

光度（Absorbance）を測定した（iMarkマイクロプレートリーダー, Bio-Rad）。 

70時間のばく露条件（Exposed-70h）では，細胞増殖時に1 GHzあたり13分47

秒で300 – 600GHzを掃引して行う掃引型ばく露実験を行った。ポジティブコント

ロールとして，42 ℃で70時間ばく露した。一方，細胞の還元能にばく露影響が

あるかを測定するため細胞毒性試験として，72時間通常培養した後，呈色反応

時の3時間に1GHzあたり25秒で300 – 600GHzを掃引しながらばく露を行う実験

（Exposed-3h）を行った。ポジティブコントロールとして高濃度（1.4 M）で細

胞毒性があるジメチルスルホキシド（DMSO）を添加した。比較のため，培養条

件を同じにした擬似ばく露（sham）の測定も行った。 

300 – 600 GHz を掃引しながら，５種類の細胞へばく露実験を行った。ばく露

する時間を細胞が増殖する 70 時間（図２）と，細胞が増殖した後の呈色反応の
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３時間にばく露する２つの実験系（図３）で行った結果，擬似ばく露群（Sham）

と比較して，ばく露による有意な差は見られなかった。 

以上の結果より，MTS 測定法において 300 – 600 GHz のばく露による細胞活

性への影響や細胞毒性を示す結果は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 300 – 600GHz をばく露した細胞活性評価結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 300 – 600GHzをばく露した細胞毒性試験結果  

 

 

(3) ATP測定法 

フレーリッヒ仮説に関する共鳴した際に予想される細胞への作用について，

細胞分裂の誘起，制御の機序，酵素反応の特異性や高効率性に影響をもたらす

可能性が示唆されており，さらに生体膜の機能や細胞間の相互作用にも非熱作

用を与えると考えられている。このことから，過去に報告されているフレーリ

ッヒ仮説の検証実験でも周波数域は異なっているが，増殖能や代謝活性につい
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て報告されている。 

本研究課題では，過去の報告を参照しながら，予想される細胞への作用につ

いてリアルタイムとエンドポイントでの観察ならびに周波数を掃引した実験を

行った。さらに，共鳴作用が細胞膜や酵素反応に起きた際，高効率性に影響が

現れるとすれば， 終的に細胞数や代謝反応の増加が予測され，これらの反応

が蓄積することでエンドポイントの反応として現れるパラメータを検討した。 

アデノシン三リン酸（ATP）は真核生物の生体内で物質の代謝で必須のエネル

ギー物質であり，細胞の活動にも重要な物質である。分解して無機リン酸を放

出し，アデノシン二リン酸（ADP）に変わる時にエネルギーを発生させる。こ

のエネルギーは生細胞の細胞増殖，筋収縮，植物の光合成などの代謝過程に利

用されている。生体内では，代謝活性が活発になった時にATP産生量が増加する。

この特性を利用して，培養細胞に300 – 600 GHzのテラヘルツ光を照射したとき，

ATP産生量に違いが現れるかを調べた。TPは，酵素であるルシフェラーゼなど

と反応させることにより発光することから，発光量（Relative Light Unit；RLU）

が強いとATP量が多くなる。 

 

・実験方法 

ばく露に使用した光源は単一走行キャリアフォトダイオード（Uni-Traveling 

Carrier Photodiode; UTC-PD, NTTエレクトロニクス）またはTDSであり，細胞培

養ウェルプレート真下100㎜の距離で設置した。UTC-PDの照射領域は300 – 600 

GHzであり，1 GHzあたり13分47秒で掃引した。 

本実験では培養細胞４種，ヒト新生児皮膚由来線維芽細胞NB1RGB

（RCB0222），ヒト胎児由来線維芽細胞NTI-4（JCRB0220），ヒト角膜上皮細胞

HCE-T（RCB2280），ヒト悪性メラノーマMewo（JCBR0066）を使用した。RCB

は理研バイオリソース，JCRBはJCRB細胞バンクで購入した。 

発光試薬として，ルシフェール 250 プラス (Kikkoman, 60312)を，発光量の測

定にはSpectra Max i3x マイクロプレートリーダー (MOLECULAR DEVICES)を

使用した。 

濃度調整をした各培養細胞を96ウェルプレート（ホワイトクリアボトム）に

終細胞数4,000 cells/wellで播種し，72時間培養した。プレートは，ばく露群

（Exposed），擬似ばく露群（Sham）の2種のプレートに分け，各群６サンプル数

とした。播種２時間後から上記の照射条件にて70時間連続でばく露した。72時

間後，培養した培地を抜き，ATP抽出試薬100μLと発光試薬100μLを各ウェル

に添加，２～３回ピペット混合をし，直ちに，マイクロプレートリーダーで全

波長（測定波長300-850 nm）の発光量の測定をした。測定は独立して３回繰り返

し行った。ポジティブコントロールには，38 ℃の温度変化を用いた。 
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測定した発光量（RLU）は，発光試薬やその日の細胞状態により測定値のバ

ラつきが大きいことから，実験ごとのExposed／Shamの相対値を求め，３回の繰

り返し実験の平均相対値で比較した。解析にはt-検定（危険率５％）を用い，ば

く露による影響を評価した。 

  

 

・結果と考察 

発光試薬や細胞の状態により発光量は大きく変化するので，各測定データを

ばく露細胞群/擬似ばく露群の比で比較した結果が図４である。擬似ばく露群を

１としてばく露群との比で比較した場合，300 – 600 GHz，TDSばく露群いずれ

でも発光量（RLU）に有意な差は見られなかった。発光量は，各培養細胞実験

を３回繰り返した結果を相対値でまとめたものである。細胞の種類に関係なく，

発光量から求めた平均相対値から，THzばく露群と擬似ばく露群を比較すると，

300 – 600 GHzばく露によるATP産生量には違いはみられなかった。 

 

 

 

図４ ばく露した各細胞における発光量（RLU）相対値（３回分の平均比）  
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(4) 細胞の酸素消費量の測定  

ミトコンドリアの機能は,細胞の代謝，生存のエネルギー生成において非常に

重要である。そこで,TDS と UTC-PD (300 – 600 GHz)による照射の影響を,ミトコ

ンドリアの酸素消費量測定によって評価した。 

 

【方法】 

・測定試薬と検出条件 

測定試薬には,MitoXpress Xtra 酸素消費アッセイキット（Agilent Technologies 

Inc。）を使用した。これは細胞外酸素レベルをリン光によりモニタリングできる

プローブであり，細胞集団や単離したミトコンドリアを試料として酸素消費量

を高感度に測定することができる。このリン光プローブは酸素存在下では消光

状態であるが，ミトコンドリアにおける酸素消費やそのほかの条件によってプ

ローブ周囲の酸素が無くなるとリン光シグナルを発する。測定には，Spectra Max 

i3x を使用した。励起光 380 nm，放射光 650 nm の波長を用いて，1 分間隔で 120

分間 MitoXpress 酸素プローブの信号の測定を行なった。 

 

・細胞の調製 

 ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）とヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB），およびヒト

皮膚メラノーマ細胞（Mewo）を対象とした。ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）は,

液体培地［(DMEM/Ham F12=1:1), 5% FBS, 5 μg/ml Insulin, 10 ng/ml hEGF, 0.5 %

ジメチルスルホキシド（DMSO）］中で，温度 37 中でスル 2 濃度が 5.0％,飽和水

蒸気の状態のインキュベーター内で 4 日間培養した細胞を使用した。ヒト皮膚

線維芽細胞（NB1RGB）も同様に液体培地［MEMα，10% FBS］中で,温度 37

で，CO2 濃度が 5.0％,飽和水蒸気の状態のインキュベーター内で 4 日間培養した

細胞を使用した。 ヒト皮膚メラノーマガン細胞（Mewo）は，前述の 2 種の細

胞と比較して生育が緩慢であるため，液体培地［MEM with non-essential amino 

acid, 10% FBS］中で温度 37 ℃7 で温 2 濃度が 5.0％,飽和水蒸気の状態のインキ

ュベーター内で 6 日間培養した細胞を使用した。 

 上記の条件で培養したヒト角膜上皮細胞,ヒト皮膚線維芽細胞およびヒト皮膚

メラノーマ細胞を, 3.0 x 105 cell/ml になるように調製し,96 ウェルプレートに 200 

μl ずつ各細胞６ウェルに播種し（60,000 cell/well）,37 ℃37l2 濃度が 5.0％,飽和

水蒸気の状態のインキュベーター内で 1 晩培養した。96 ウェルプレート

は,Corning® 96 ウェル黒（透明ボトム，平底，細胞培養表面処理 ポリスチレン，

マイクロプレート,個別包装,フタ付き,滅菌済）を使用した。 
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・照射条件 

 照射には THz-TDS と UTC-PD を使用した。培養器内にプレートをセットし,

プレート底面から照射を行なった。本実験で用いた THz-TDS は，超短パルス光

励起光伝導アンテナによる双極子放射により，極めて短い時間（1 ps 程度）の間

に周波数数十 GHz から数 THz 以上まで含んだ広帯域テラヘルツ光パルスを発生

させることができる光源である。 

光源からプレート底面までの距離は 10 cm とした（図５,６）。プレートの半分

をアルミ箔で覆い,照射を行なう細胞と擬似ばく露の細胞の 2 つの処理を作製し

た。擬似ばく露処理では,隙間からの照射を防ぐために細胞を培養したウェルの

周囲の空のウェルに滅菌水を入れた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 培養器内での THz-TDS による照射 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 培養器内での UTC-PD による照射 
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・蛍光試薬の添加 

 照射後に培養に用いた培地は除去し,新しい培地を細胞に応じて 150μL /ウェ

ル添加した。またブランク処理,シグナルコントロール,ポジティブコントロール,

ネガティブコントロール処理を各３ウェルずつ用意した。各処理の添加試薬は

下記の通りである。 

 ブランク処理：培地 170 μL  

 シグナルコントロール：培地 150 μL + 蛍光プローブ 10 μL 

 ポジティブコントコール：培地 150 μL + グルコースオキシダーゼ 10 μL 

+ 蛍光プローブ 10 μL  

 ネガティブコントロール：細胞 + 培地 150 μL + アンチマイシン 10 μL + 

蛍光プローブ 10 μL 

 サンプル:細胞 + 培地 150 μL + 蛍光プローブ 10 μL 

すべての処理において,試薬添加後にミネラルオイルを 2 滴(約 100 μ0)加えた。 

 

・蛍光強度の測定 

 測定には，Spectra Max i3x（Molecular Devices）を用いた。測定条件は,励起光

380 nm，放射光 650 nm の波長を用いて 1 分間隔で 120 分間 MitoXpress 酵素プロ

ーブの信号の測定を行なった。 
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【結果】 

・THz-TDS による照射 

 ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）およびヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）の酸素消

費量の測定結果を図７,８に示す。 

          

図７ HCE-T の酸素消費量 
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図８ NB1RGB の酸素消費量 

 

 ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）とヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）の酸素消費量

測定では，多少のバラつきは見られたものの,ブランク,シグナルコントロール,

ポジティブコントロールの反応から,蛍光プローブとの反応は正常に進んでいる

と判断された。反応は,0 分から 60 分まで変動が大きかったことと,試薬の性質と

して 30 分以上で安定することから，60，90, 120 分における蛍光強度で比較を行

なった。その結果,THz-TDS による照射処理と擬似ばく露処理では，酸素消費量

の違いは観察されなかった。また，測定 60,90,120 分で違いは見られなかった。

ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）,ヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）いずれにおいて

も同様の傾向が見られたが,蛍光強度はヒト角膜上皮細胞（HCE-T）で高い傾向

にあった。 

 

・UTC-PD による照射 

ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）,ヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）およびヒト皮

膚ガン細胞メラノーマ（Mewo, JCRB0066）の酸素消費量の測定結果を図９,１０,

１１に示す。 
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図９ HCE-T の酸素消費量 

図１０ NB1RGB の酸素消費量 
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           図１１ Mewo の酸素消費量 

 

 UTC-PD の照射による試験においても，多少のバラつきは見られたものの,ブ

ランク,シグナルコントロール,ポジティブコントロールの反応から,蛍光プロー

ブとの反応は正常に進んでいると判断された。ヒト皮膚上皮細胞（HCE-T）,ヒ

ト皮膚線維芽細胞（NB1RGB），ヒト皮膚ガン細胞メラノーマ（Mewo）のいず

れの細胞においても，UTC-PD 照射による酸素消費量の変化は観察されなかった。

96 ウェルプレート中での生育についても目立った違いは見られないことから，

上記の 3 種の細胞について UTC-PD 照射による酸素消費量への影響は非常に小

さいと考えられる。 
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青色 LED 照射による細胞増殖の変化 

 これまでポジティブコントロールとして,熱処理や薬剤処理による細胞の形状

変化の観察を行なってきた。さらに,青色発光ダイオードの光放射が培養中のヒ

ト線維芽細胞（NB1RGB）の増殖に影響を与えるという報告*から,本研究でも細

胞増殖におけるポジティブコントロールとして影響を調査した。 （参考文献 *Y 

Kuse, K Ogawa, K Tsuruma, M Shimazawa, H Hara Damage of photoreceptor-derived cells in 

culture induced by light emitting diode-derived blue light, Scientific report 2014:4:5223） 

 

・ 青色 LED 放射による培養器内の温度変化 

 温度 37 ℃7 CO2 濃度が 5.0％,飽和水蒸気の状態のインキュベーター内に青色

LED 照射装置を設置し,4 点（T1:青色 LED 照射装置上, T2:96 ウェルプレート底

面中央, T3:96 ウェルプレート底面右側, T4:青色 LED 照射装置・96 ウェルプレー

ト間（5cm））に温度センサーを設置し（図１２）,約 0.4 mW/cm2
 24 時間照射し

て温度変化を測定した。照射強度はヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）の細胞増

殖を与えると報告のある 0.38 mW/cm2 24 時間照射を参照した。 

               図１２ 培養器内での温度センサーの設置 

 

温度は測定した 4 点の中で青色 LED 照射装置上に設置したセンサー（T4）が

も高い値を示し,測定時間内では 37.4 ℃が も高かった。培養細胞を設置する

プレート位置では測定時間内では 36.4 – 37.0 ℃の範囲で推移した（図１３）。以

上のことから,青色LED約0.4 mW/cm2
 24時間照射による温度変化の影響は極め

て小さいと考えられた。 
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図１３ 青色 LED 照射による培養器内の温度変化 

 

 

・青色 LED 照射による細胞増殖の変化 

 細胞は，ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）とヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）を用

い，MTT 法によって測定を行なった。MTT〔3 - ( 4, 5 - Dimethylthial - 2 - yl ) - 2, 

5-Diphenyltetrazalium Bromide〕は,生細胞のミトコンドリアにより開裂し,晴青色

のホルマザン（Formazan）を生成するが,このホルマザン生成量は生細胞数と相

関する。細胞を 4,000 cells/well となるように濃度を調製し,96 ウェルプレートで

72 時間培養を行なった（温度 37 培，CO2 濃度が 5.0％,飽和水蒸気の状態）。その

後，培養器内に青色 LED 照射装置を設置し, 96 ウェルプレート底面から 10cm 離

れた位置から,約 0.4 mW/cm2
 24 時間照射を行なった（図１４,１５）。 擬似ばく

露処理（Sham）は,照射を行なわずに同様の別の培養器で 24 時間培養を行なっ

た。次に,MTS 試薬（Promega, CellTiter96®Aqueous One Solution Cell Proliferation 

Assay, G3580）を 20 μl 添加した。呈色反応 3 時間後に 490 nm で吸光度を測定

した。 
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          図１４ 培養器内への青色 LED 照射装置の設置 

 

          図１５ 培養器内での青色 LED 照射の様子 

  

青色 LED を照射することで,ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）およびヒト皮膚線維

芽細胞（NB1RGB）いずれにおいても細胞増殖が低下した。（図１６,１７）。 青

色 LED 照射によって急速に活性酸素（ROS）が増加することや，光受容体にお

いて 24 時間の照射によって初期のアポトーシス状態に入るために，細胞の生存

率が低下することが報告されている 7)。この現象は白色 LED や緑色 LED では観

察されず,青色 LED の波長の短さに起因すると考えられている。本実験でも,細

胞増殖が低下したことから,上記のような現象が起きていることが考えられた。 

 

 



55 |  
 

  

図１６ ヒト角膜上皮細胞（HCE-T）における青色 LED の照射影響 

 

図１７ ヒト皮膚線維芽細胞（NB1RGB）における青色 LED の照射影響 
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(5) 継代能

細胞に 300 – 600 GHz のテラヘルツ波をばくした露後，継代能にばく露の影響

があるかを，細胞形態，分裂数，細胞代謝活性から調査した

培養細胞に 300 – 600 GHz を 1 GHz あたり 827 秒（13 分 47 秒）で掃引，また

は TDS を使ったパルス波を連続で 70 時間ばく露後，通常培養と継代を行い，代

謝活性評価法，顕微鏡観察による形態変化と細胞数量への影響について調査し

た。使用した細胞はヒト新生児皮膚線維芽細胞（NB1RGB）の培養３世代目で

あり，代謝活性評価法には 96 ウェルプレートに 終細胞数 4,000 cells/well にな

るように，形態変化と継代の解析には 100 mm 培養用ディッシュに 4.5×106 cells

になるよう播種した。播種 2 時間後から，ばく露群にはテラヘルツ波の照射を

開始した。擬似ばく露群，コントロール群はそのまま通常培養した（図１８）。

継代は３日に一度とし，ばく露した世代から５世代分まで同様の解析を行った。 

図１９は，テラヘルツばく露後の細胞形態を明視野の顕微鏡で撮影した写真

である。倍率 20 倍の観察において，細胞形態や細胞増殖に変化は見られなかっ

た。

図１８ 実験概要 
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図２０は，72 時間の培養期間である１回の継代で次の世代になった時に，細

胞が何回分裂したかを増殖した細胞数から算出したものである。t-検定で解析の

結果，ばく露群，擬似ばく露群，コントロール（通常培養）群の３群に有意な

差は見られなかった。よって継代能（細胞増殖能）にテラヘルツばく露による

影響は見られなかった。の測定データを t-検定で解析の結果，ばく露群，擬似ば

く露群，コントロール（通常培養）群の３群に有意な差は見られなかった。 

 

図１９ ばく露後の細胞形態（20x）（a）300 – 600 GHz ばく露 （b）TDS によ

るパルス波ばく露 
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図２１は，72 時間で増殖した細胞における細胞代謝活性を測定したものであ

る。テラヘルツばく露により細胞代謝に何らかの影響が起きた場合，後の継代

した細胞の代謝活性にも異常が起こる可能がある。t-検定で解析の結果，ばく露

後のいずれの世代においてもばく露群，擬似ばく露群，コントロール（通常培

養）群の３群に有意な差は見られなかった。代謝活性からみた継代能にテラヘ

ルツばく露による影響は見られなかった。 

 

 

 

(6) 実験的皮膚構造モデルへのばく露実験 

ばく露実験として，35 mm ディッシュに張り付いているコラーゲンシートを

プロトコルに従って，再水和し実験に必要な大きさにカットした。測定用プレ

ートにコラーゲンシートをセットし，シート上に細胞を播種し２時間後に，ば

く露群は 300 – 600 GHz ばく露開始，擬似ばく露群はばく露なしで通常培養を行

った。播種７２時間後，細胞代謝活性評価試薬を添加し，３時間の呈色反応後

に 490 nm の吸光度を測定した。一方で，呈色反応中のばく露影響（細胞毒性評

図２０ 細胞の継代能（細胞分裂数） 

図２１ 細胞の継代能（細胞代謝活性）
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図２５ MTT 測定法における細胞への 300 – 600 GHz ばく露による cDNA の

電気泳動結果（①70 時間ばく露，②3 時間ばく露，③擬似ばく露，P: PCR 

control） 
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NB1RGB NTI-4 

A172 

Mewo 
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(2) 活性酸素を用いた化学発光

化学発光測定装置を使った活性酸素産生能の検討実験を行った。活性酸素は，

特に細胞免疫細胞で活発に産生され，生体への侵入細胞に対して攻撃し，除去

をするなど免疫機能に重要な役割をしている。

本実験では，水に吸収される性質を持つテラヘルツ波のばく露による活性酸

素の産生能について，実験を行った。使用した細胞は，培養ディッシュ底面に

接着する性質を持ち，白血球（単球）の1種として生体内をアメーバ様運動する

遊走性の食細胞であるマウスマクロファージ（RAW264.7, JSRB）を使用した。

細胞への刺激試薬としては，酵母菌を使って細菌類のタンパク質などを培養し

た貪食作用剤であるサイモザン（OZ），発光試薬として活性酸素種（• O−
2，OH • ，

H2O2）に反応して発光するルミノール様発光試薬L-012（Wako）を使用した。測

定はフォトマルシステムを搭載した化学発光測定装置（有限会社パックス）を

用い，10秒間隔で発光量を測定した。発光装置には，光源であるUTC-PDやTDS

を組み込むことが可能であるため，ばく露しながら化学発光量を測定できリア

ルタイムでばく露による影響を測定した。

はじめに刺激剤を添加した細胞における化学発光量の変化が図２６である。

次に細胞に刺激剤OZを添加した１分後に300，400，500，600 GHz，TDSによ

るパルス波，600 GHzとパルス波を同時に照射の６つの条件で3分間ばく露した

後の発光量が図２７である。発光量において，図２６のような急激な低下や増

加は見られなかったことから，ばく露による活性酸素産生量に違いは見られな

かった。

図２６ 免疫細胞での化学発光量の変化 
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図２７ 免疫細胞における 3 分間の THz ばく露後の化学発光量 
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Ⅳ. まとめ 

テラヘルツ波の 300-600GHz 帯の全周波数域ばく露における細胞への影響に

ついて調査を行った。波源は連続波とパルス波の２つを使用し，ばく露強度は

熱による影響をできるだけ排除するため，μW レベルで長時間ばく露した。培養

細胞への影響評価として，一般的な細胞増殖，細胞代謝活性評価，細胞毒性試

験を行う一方で，ばく露評価法として，ばく露しながら細胞への影響をリアル

タイムで見る方法の検討を行った。またテラヘルツ波には，0.1-1 THz の間に細

胞膜への影響を示唆する仮説も存在することから，仮説の検証も行った。

 本課題研究の結果，一般的な細胞影響評価の３つのパラメータ，顕微鏡によ

る細胞形態への影響評価，ストレス等による細胞への影響について，300-600 

GHz のばく露による陽性反応は検出されなかった。よって，テラヘルツ波

300-600 GHz の長時間ばく露による細胞影響について，非熱的な作用は確認でき

ず，本研究と同様のばく露条件（強度，ばく露時間など）では，使用において

安全性に配慮が必要な結果は得られなかった。
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Ⅰ．研究目的 

 

超高周波の低レベルばく露については、これまでに確立された生体作用は知られてい

ない。しかし、テラヘルツ帯超高周波電波についての研究例が少ないことから、その可

能性の探索が必要である。動物実験では実験条件や実験個体数が限られるため、細胞レ

ベルの実験により、テラヘルツ帯超高周波電波が非熱的な作用を有するかどうかについ

て、その可能性を探索する。 

 2018 年度は、生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究に係る評価

に関する会合（平成 29年度継続評価）でのコメントに従って、複合ばく露の追加実験

を行った。前回の複合ばく露では、1µg/ml のイオノマイシンと 0.3THzの複合ばく露

で、ポジティブコントロールとしては、十分な有意差があり、複合ばく露とイオノマ

イシン単独ばく露で差はないという結果を報告した。このことから、0.3THz による増

幅効果はないと結論付けたが、生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術

研究に係る評価に関する会合（平成 29年度継続評価）において、低濃度のイオノマイ

シンとの複合ばく露で増幅効果が見られるかもしれないとの指摘により、今年度は、

有意差が出る手前の濃度を添加することによる複合ばく露の影響を検索するため、イ

オノマイシンの濃度依存性を検索し、有意な差が出る手前の有意差がない濃度での複

合ばく露を行う。 

続いて、これまでに欧米などから発表されている論文に、テラヘルツ波ばく露が生体

に影響を及ぼすことを示唆する陽性報告があることから、その検証として、0.1THz 波

帯ばく露による非熱作用の存在を肯定する研究報告（Avital Korenstein-Ilan et al. 

2008: Terahertz radiation increases genomic instability in human lymphocytes）

に基づき、検証実験を行うこととした。ばく露装置は、首都大学東京の協力のもと、装

置開発とばく露評価を行い、アーチファクトのない正常培養環境を保持しているかにつ

いて、本実験の開始前に細胞基本動態試験を行い、通常インキュベータと比較して、安

定して動作していることを確認する。その後、実際に 0.1THz 帯ばく露を行い、染色体

異常の有無を比較するため、ばく露実験終了後、イスラエルの Avital Korenstein-Ilan

らによる研究報告書で、0.1THzばく露により、染色体異常（異数性）の増加に有意な差

が認められた 11 番および 17 番染色体の FISH 解析を行い、染色体異常（異数性）の検

索を行う。 
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Ⅱ-1-2．0.1THz テラヘルツ帯超高周波ばく露装置 
 

図 1-2-1 に 0.1THz テラヘルツ帯超高周波ばく露装置（首都大学東京・多氣研究室の

設計・製作）と 0.1THz 超高周波ばく露用インキュベータを、図 1-2-2 に超高周波ばく露

用インキュベータの内部を示す。 
 

  

図 1-2-2 ばく露用インキュベータ内部 
Sham 部（左）とばく露部(右) 

図 1-2-1 0.1THz 超高周波ばく露装置（右）と 
0.1THz 超高周波ばく露用インキュベータ(左) 
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Ⅱ-2 ．細胞・培養条件 
 

0.3THz テラヘルツ帯超高周波ばく露実験に適した細胞として、ヒト皮膚由来角化細

胞（ケラチノサイト）HaCaT を用い、0.3THz、約 0.5mW/cm2、ばく露時間 24 時間でば

く露を行った。対照として通常インキュベータを用い、超高周波ばく露用インキュベー

タ、通常インキュベータとも同条件で培養した。以下、用いた細胞株とその培養条件を

図 2-1 に示す。 
また、0.1THz テラヘルツ帯超高周波ばく露に適した細胞として、ヒトリンパ球細胞

（RPMI1788）を用い、陽性報告に従い、同様の条件下である 0.1THz、約 0.03mW/cm2、

ばく露時間 2 および 24 時間でばく露を行った。対照として同インキュベータ内の Sham
ばく露した細胞を用いた。以下、用いた細胞株とその培養条件を図 2-2 に示す。 

 
 
細胞：ヒト皮膚由来角化細胞（HaCaT）（図 2-1） 
培養液：DMEM 培地（10％牛胎児血清） 
培養条件：37℃、5％二酸化炭素、飽和湿度 
 

          
               図 2-1 HaCaT 細胞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www2 brc riken jp 
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細胞：ヒトリンパ球細胞（RPMI1788）（図 2-2） 
培養液： RPMI1640 培地（20%牛胎児血清） 
培養条件：37℃、5％二酸化炭素、飽和湿度 
             

          

図 2-2 RPMI1788 細胞 
  

https://cellbank nibiohn go jp/~cellbank/cgi-bin/search_res_det cgi?ID=227 
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Ⅱ-3．複合ばく露における皮膚免疫応答評価（サイトカイン産生量計測試験） 
 

生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究に係る評価に関する会合

（平成 29年度継続評価）でのコメントに従って、昨年度と同様、0.3THz 超高周波ばく

露実験に適した細胞として、ヒト皮膚由来角化細胞である HaCaT 細胞を用いて皮膚免

疫応答評価試験を行った。主に角化細胞で構成されている表皮は人体の最外層にあり、

外界からの刺激に対して、一番初めに反応が起こる場所である。この角化細胞は、体表

を覆っているだけでなく、免疫担当細胞であることが、近年の研究で解明しており、種々

のサイトカインを産生している。今回は、表皮に多く存在しているとされる以下の 3 種

類のサイトカイン産生量の計測を行った。各サイトカイン産生量測定において使用され

たプレートリーダー用試薬は、Thermo Scientific 社（IL-1α）、eBioscience 社（IL-6、IL-
8）のものを用いた。 

昨年度、ポジティブコントロール（複合ばく露での添加物においても使用）として、

イオノマイシン 1µg/ml を使用した。この際、サイトカインの量は、十分有意差を示す

結果となったため、どの程度の低濃度で有意差がなくなるか調べるため、濃度依存性を

検索した後、使用するイオノマイシンの濃度を決定し、複合ばく露を行った。 
 
なお、インターロイキン（IL-1α、IL-6、および IL-8）の働きについては、以下に示す。 
 

1．インターロイキン 1α（IL-1α）…炎症時の発熱や急性期タンパク質の産生誘導、免疫

系細胞の増殖促進、ランゲルハンス細胞の活性化、遊走の調節に働く。 
2．インターロイキン 6（IL-6）…マクロファージを刺激して急性反応を誘導する働きを

持つ。 
3．インターロイキン 8（IL-8）…ケモカインの一種で、好中球の遊走、活性化、T 細胞

の遊走を促す働きを持つ。 
 
実験方法 
 
（テラヘルツ帯超高周波ばく露） 
 
① 3.5cm ばく露用シャーレに 1 枚当たり 2×105 個の HaCaT 細胞を播種し、24 時間培

養した。 
② 陽性対照（ポジティブコントロール）として、0.01（IL-1αに対して）または 0.2 µg/ml

（IL-6 および IL-8 に対して）濃度のイオノマイシンを添加し、通常インキュベータ

で 24 時間培養を行った後、上清および細胞を回収した。 
③ 複合ばく露として、0.01（IL-1αに対して）または 0.2 µg/ml（IL-6 および IL-8 に対

して）濃度のイオノマイシンを添加した細胞に超高周波ばく露（0.3THz、約
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0.5mW/cm2）を 24 時間行った後、上清および細胞を回収した。 
 
（イオノマイシン濃度依存性の検索） 
 
① 3.5cm ばく露用シャーレに 1 枚当たり 2×105 個の HaCaT 細胞を播種し、24 時間培

養した。 
② 濃度依存性の検索として、0.01、0.05、0.1、0.2、1 µg/ml 濃度のイオノマイシン（IL-

1αに対して）もしくは、0.2、0.3、0.4、0.5、1µg/ml 濃度のイオノマイシン（IL-6 お

よび IL-8 に対して）を添加し、通常インキュベータで 24 時間培養を行った後、上

清および細胞を回収した。 
 
（サイトカイン産生量測定：IL-1α） 
 
① 細胞外のサイトカイン測定用として、培養上清を分注し、細胞内のサイトカイン測

定用として、付着細胞を Cell lytic 120ul で溶解した。BCA タンパク質アッセイでタ

ンパク量を測定し、濃度を揃えた。 
② スタンダードを作成し、スタンダードおよびサンプルを 50µl ずつ well に加え、

Standard dilution を各 well に追加し、室温（20～25℃）で 1 時間放置の後、Biotinylated 
antibody reagent 50µl を各 well に加え、室温（20～25℃）で 1 時間放置。 

③ Wash buffer で各 well を完全に洗浄（×3）した後、Streptavidin-HRP 溶液を各 well
に 100µl ずつ加え、室温（20～25℃）で 30 分放置した。 

④ Wash buffer で各 well を完全に洗浄（×3）した後、TMB 100µl を各 well に加え、室

温（暗所）で 30 分放置した。 
⑤ Stop solution 100µl を各 well に素早くピペッティングしながら加え、プレートリー

ダー（450nm）で測定した。 
⑥ コントロール、各種濃度イオノマイシン添加細胞におけるサイトカイン産生量の平

均値を統計処理し、有意差を検討した。 
 
（サイトカイン産生量測定：IL-6、IL-8） 
 
① 細胞外のサイトカイン測定用として、培養上清を分注し、細胞内のサイトカイン測

定用として、付着細胞を Cell lytic 120ul で溶解した。BCA タンパク質アッセイで

タンパク量を測定し、濃度を揃えた。 
② スタンダードを作成し、スタンダード、ブランク、サンプル用 well に規定量の蒸

留水を加えた。 
③ サンプルを 50ul ずつ加え、軽く混ぜ、400rpm で揺らしながら室温で 3 時間放置し

た。 
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④ Wash buffer 各 well を洗浄（×6）し、TMB substrate を 100ul 加えた。 
⑤ 室温、遮光で 10 分放置し、Stop solution（100ul）を各 well に素早くピペッティン

グしながら加え、プレートリーダー（450nm）で測定した。 
⑥ コントロール、各種濃度イオノマイシン添加細胞におけるサイトカイン産生量の平

均値を統計処理し、有意差を検討した。 
 

Ⅱ-4．0.1THz 波帯ばく露による非熱作用の存在を肯定する研究報告に関する検証実験 
 
 0.1THz 波帯ばく露による非熱作用の存在を肯定する研究報告に関する検証実験のた

め、首都大学東京･多氣研究室の設計・製作により 0.1THz 波帯ばく露装置を作製した後、

ばく露装置が、アーチファクトのない正常培養環境を保持しているかについて、本実験

の開始前に、細胞基本動態試験を行う。正常培養環境を確認後、陽性報告に見られる結

果について検証実験を行う。本実験においては、陽性報告で影響のあった 11 番および

17 番染色体において、染色体不安定性に関する染色体異数性が増加しているかについ

て検証した。 
 
Ⅱ-4-1．細胞基本動態試験-1（細胞増殖能） 
 
① 5×104個の RPMI1788 細胞を播種した 3.5 cm シャーレを 48 枚用意し、ばく露用イ

ンキュベータおよび通常インキュベータにそれぞれ 24 枚ずつ 8 日間培養した 
② 1～8 日間の間、一回につき 3 枚ずつシャーレの細胞数をパーティクルカウンター

で測定し、平均値をその時間の細胞数とした。 
③ 時間を横軸、細胞数を縦軸として片対数グラフで表した。 
 
Ⅱ-4-2．細胞基本動態試験-2（細胞周期分布） 
 
① 1×105個の RPMI1788 細胞を播種した 3.5 cm シャーレを 24 時間通常インキュベー

タで培養した。 
② 培養後、0.3THz 用インキュベータの Sham 部とばく露部および通常インキュベー

タでさらに 48 時間培養した。 
③ 各シャーレから細胞を回収し、1～2×10⁵個ずつ PBS に分散させた。 
④ 氷冷した 70％エタノールで細胞を固定し、－20℃で 30 分放置した。 
⑤ 固定後、細胞を遠心回収し、PBS に分散させた後、再び遠心し上清を捨て 
⑥ Muse Cell Cycle Reagent を 200ul 加え分散させて、室温で 30 分静置した。 
⑦ Muse Cell Analyzer を用いて細胞周期を測定した。 

 
Ⅱ-4-3． 0.1THz 波帯ばく露によるリンパ球細胞における染色体異常 
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0.1THz 波帯ばく露による非熱作用の存在を肯定する研究報告（Avital Korenstein-Ilan 

et al. 2008: Terahertz radiation increases genomic instability in human lymphocytes）に基づき、

検証実験を行う。具体的には、0.1THz テラヘルツ帯超高周波ばく露装置（首都大学東

京・多氣研究室の設計・製作）を用い、リンパ球細胞（RPMI1788）に 0.1THz、約 0.03mW/cm2

の電磁波を 2 または 24 時間照射し、細胞を回収した後、染色体異常数を検索する。な

お、ばく露は 2 回実施し、検出されたシグナル数を平均し、ヒストグラムにした。 
 
実験方法 
 
（0.1THz 電磁波照射） 
 
① 3.5cm ばく露用シャーレに 1 枚当たり 0.5×105 個（2ml）の RPMI1788 細胞を播種

し、24 時間培養した。 
② テラヘルツ帯超高周波ばく露（0.1THz、約 0.03mW/cm2）、Sham ばく露を 2 または

24 時間行った後、細胞を回収した。 
 
（細胞の固定（カルノア固定）） 
 
① ばく露を終了した細胞に、終濃度 0.2 µg/ml のコルヒチン溶液を加え、1 時間培養し

た。 
② 培養後、細胞を回収し、ピペッティングで細胞を完全にシングルにし、遠心後、上

清を捨て、ペレットをタッピングでほぐした。 
③ 0.075M の KCl を加え、室温で 15 分間放置した。 
④ カルノア溶液（酢酸：メタノール＝1：3）を 7ml 加え、ピペットで穏やかに懸濁し

た。 
⑤ 遠心後、上清を捨て、カルノア液 10ml を加え、ピペットで穏やかに懸濁した。 
⑥ ⑤を 2 回繰り返し、適量のカルノア液を加え、穏やかに懸濁した後、-20℃保存した。 
 
（蛍光 in situ ハイブリダイゼーション：FISH （fluorescence in situ hybridization）） 
 
① 細胞の変性処理のため、細胞標本を 70℃ホットプレート上で 2 時間ハードニングす

る。 
② 70℃の 70％ホルムアミド／2×SSC 中 2 分間変性処理を行った後、氷冷した 70％エ

タノールに 5 分浸漬する。 
③ 別の 70％エタノールで洗った後 100％エタノールに 5 分浸漬した後、37℃インキュ

ベータで乾燥させる。 
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＜プローブの変性処理＞ 
④ 1 スライドあたり 10μl のプローブをチューブに入れ 75℃で 10 分変性させ、5 分以

上氷冷する。 
 

＜使用したプローブ＞ 
Vysis CEP 11 (D11Z1, α satellite SpectrumOrange Probe) 
Vysis CEP 17 (D17Z1, α satellite SpectrumGreen Probe) 
 
＜ハイブリダイゼーション＞ 
⑤ 細胞標本にプローブをアプライしカバーグラスをかけ、37℃で必要時間ハイブリダ

イズする。 
 
＜洗浄・検出＞ 
⑥ 2×SSC 中 5 分浸漬し、カバーグラスを静かにはずす。 
⑦ 37℃の 50％ホルムアミド／2×SSC 中 20 分浸漬する。 
⑧ 1×SSC ですすいだ後、1×SSC 中 15 分浸漬する。 

 
＜染色・顕鏡＞ 
⑨ DAPI 染色後マウントし、Zeiss Axio Imager 2 顕微鏡および画像ソフト Metafer 4 を用

いて画像を取得する。 
 

＜解析＞ 
⑩ 各検体につき、画像解析ソフト Isis を用いて、間期細胞核（＊）でシグナルを 100

細胞ずつ解析し、ヒストグラムにした。死細胞由来と推察される細胞核（いびつな

形状、DAPI が著しく薄い等）については、解析から除去する。 
 
* 間期核細胞遺伝学…近年、染色体 DNA が分裂期だけでなく、間期でも固まって存在

することがわかり、分裂期と間期で同様のシグナルが観察できることが明らかになった。

これにより、古典的な banding 法では分裂期に限られていた染色体分析の対象が、非増

殖細胞も含めた、全ての核に広がった。この新たな分野を間期核細胞遺伝学（interphase 
cytogenetics）という。 
  



11 
 

Ⅲ．結果と考察 
 
Ⅲ-1-1．イオノマイシン濃度依存性結果（IL-1α） 
 

図 3-1-1 に示すとおり、0.01、0.05、0.1、0.2、1 µg/ml 濃度のイオノマイシンで 24 時

間培養した HaCaT 細胞内における IL-1αの産生量を検索したところ、0.05µg/ml 濃度以

上で有意差が見られたことから、複合ばく露では、0.01µg/ml 濃度のイオノマイシンを

使用することを決定した。 
 

 

 
図 3-1-1 IL-1αにおけるイオノマイシン濃度依存性試験結果 
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Ⅲ-1-2．イオノマイシン濃度依存性結果（IL-6） 
 

図 3-1-2 に示すとおり、0.2、0.3、0.4、0.5、1 µg/ml 濃度のイオノマイシンで 24 時間

培養した HaCaT 細胞外（上清中）における IL-6 の産生量を検索したところ、0.3µg/ml
濃度以上で有意差が見られたことから、複合ばく露では、0.2µg/ml 濃度のイオノマイシ

ンを使用することを決定した。 

 
 
 

図 3-1-2 IL-6 におけるイオノマイシン濃度依存性試験結果 
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Ⅲ-1-3．イオノマイシン濃度依存性結果（IL-8） 
 

図 3-1-3 に示すとおり、0.2、0.3、0.4、0.5、1 µg/ml 濃度のイオノマイシンで 24 時間

培養した HaCaT 細胞外（上清中）における IL-8 の産生量を検索したところ、IL-6 の場

合と同様に 0.3µg/ml 濃度以上で有意差が見られたことから、複合ばく露では、0.2µg/ml
濃度のイオノマイシンを使用することを決定した。 
 

 
 

図 3-1-3 IL-8 におけるイオノマイシン濃度依存性試験結果 
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Ⅲ-2．複合ばく露による皮膚免疫応答評価（サイトカイン産生量計測試験）結果 
 
Ⅲ-2-1．IL-1α 
 

HaCaT 細胞における、細胞内（細胞抽出物）の IL-1α産生量の計測結果を図 3-2-1 に

示す。細胞内の IL-1α産生量は、0.3THz ばく露を行った細胞では、通常インキュベータ

におけるコントロールおよび Sham ばく露と有意な差は見られなかった。また、

0.01µg/ml 濃度のイオノマイシンで処理した細胞で有意な差は見られなかった。さらに、

0.01µg/ml 濃度のイオノマイシンを添加しながら 0.3THz ばく露を行った複合ばく露に

おける細胞では、0.01µg/ml 濃度のイオノマイシンを単独で処理した細胞と有意な差は

なかった。 
このことから、今回の実験条件において、IL-1α産生に対する 0.3THz 超高周波による

増幅効果はないか、極めて小さいと考えられる。 

 
 
 

図 3-2-1 HaCaT 細胞における細胞内（細胞抽出物）IL-1α産生量 
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Ⅲ-2-2．IL-6 
 

HaCaT 細胞における、細胞上清中の IL-6 産生量の計測結果を図 3-2-2 に示す。細胞上

清中の IL-6 産生量は、0.3THz ばく露を行った細胞では、通常インキュベータにおける

コントロールおよび Sham ばく露と有意な差は見られなかった。また、0.2µg/ml 濃度の

イオノマイシンで処理した細胞で有意な差は見られなかった。さらに、0.2µg/ml 濃度の

イオノマイシンを添加しながら 0.3THz ばく露を行った複合ばく露における細胞では、

0.2µg/ml 濃度のイオノマイシンを単独で処理した細胞と有意な差はなかった。 
このことから、今回の実験条件において、IL-6 産生に対する 0.3THz 超高周波による

増幅効果はないか、極めて小さいと考えられる。 
 

 

 
 

図 3-2-2 HaCaT 細胞における細胞上清中 IL-6 産生量 
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Ⅲ-2-3．IL-8 
 

HaCaT 細胞における、細胞上清中の IL-8 産生量の計測結果を図 3-2-3 に示す。細胞上

清中の IL-8 産生量は、0.3THz ばく露を行った細胞では、通常インキュベータにおける

コントロールおよび Sham ばく露と有意な差は見られなかった。また、0.2µg/ml 濃度の

イオノマイシンで処理した細胞で有意な差は見られなかった。さらに、0.2µg/ml 濃度の

イオノマイシンを添加しながら 0.3THz ばく露を行った複合ばく露における細胞では、

0.2µg/ml 濃度のイオノマイシンを単独で処理した細胞と有意な差はなかった。 
このことから、今回の実験条件において、IL-8 産生に対する 0.3THz 超高周波による

増幅効果はないか、極めて小さいと考えられる。 
 

 

 
 

図 3-2-3 HaCaT 細胞における細胞上清中 IL-8 産生量 
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Ⅲ-3-1．細胞基本動態試験（細胞増殖） 
 
 0.1THz ばく露装置が、アーチファクトのない正常培養環境を保持しているか確認す

るために、細胞基本動態試験のうち、細胞増殖を計測したところ、通常インキュベータ

とばく路装置内臓インキュベータとの間に差は見られなかった。特に、対数増殖期にお

いては、ほとんど違いは見られなかったことから、細胞増殖については、アーチファク

トの無い環境下で実験できることが示された。 
 

 

 
 

図 3-3-1 RPMI 細胞における 0.1THz ばく露装置インキュベータの細胞増殖結果 
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Ⅲ-3-2．細胞基本動態試験（細胞周期分布） 
 

0.1THz ばく露装置が、アーチファクトのない正常培養環境を保持しているか確認す

るために、細胞基本動態試験のうち、細胞周期分布を計測したところ、通常インキュベ

ータとばく路装置内臓インキュベータとの間に差は見られなかったことから、細胞増殖

と同様、細胞周期分布についても、アーチファクトの無い環境下で実験できることが示

された。 
 

       
 
図 3-3-2 RPMI 細胞における 0.1THz ばく露装置インキュベータの細胞周期分布結果 
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Ⅲ-4．0.1THz 波帯ばく露による非熱作用の存在を肯定する研究報告に関する検証実験

結果 
 
 0.1THz 波帯ばく露による非熱作用の存在を肯定する研究報告に基づき、リンパ球細

胞（RPMI1788）に、0.1THz、約 0.03mW/cm2の電磁波を 2 または 24 時間照射し、細

胞を回収した後、11 番および 17 番染色体の異数性を検索した。 
蛍光顕微鏡による代表的な間期のセントロメア画像例を図 3-4-1、図 3-4-2 に示す。 

 
 
 
 

   

   

 
図 3-4-1 FISH による 11 番染色体の画像例（上左よりセントロメアのシグナル数 1，
2，3，下左より 4，5，6 個の細胞を示す） 
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図 3-4-2 FISH による 17 番染色体の画像例（上左よりセントロメアのシグナル数 1，
2，3，下左より 4，5，6 個の細胞を示す） 
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11 番染色体について顕鏡により得られたセントロメアシグナル数の結果を図 3-4-3
（2 時間ばく露）ならびに図 3-4-4（24 時間ばく露）に示す。 
 以下の結果から、どのシグナル数においても、0.1THz ばく露と Sham ばく露におい

ても差は認められなかったことから、0.1THz、約 0.03mW/cm2ばく露による 11 番染色

体異常への影響はないか、極めて小さいと考えられる。 

 
 

図 3-4-3 0.1THz、2 時間ばく露における 11 番染色体異常の結果 
 
 

 
 

図 3-4-4 0.1THz、24 時間ばく露における 11 番染色体異常の結果 
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17 番染色体について顕鏡により得られたセントロメアシグナル数の結果を図 3-4-5
（2 時間ばく露）ならびに図 3-4-6（24 時間ばく露）に示す。 
 以下の結果から、どのシグナル数においても、0.1THz ばく露と Sham ばく露におい

ても差は認められなかったことから、0.1THz、約 0.03mW/cm2ばく露による 17 番染色

体異常への影響はないか、極めて小さいと考えられる。 

 
 

図 3-4-5 0.1THz、2 時間ばく露における 17 番染色体異常の結果 
 
 

 
 

図 3-4-6 0.1THz、24 時間ばく露における 17 番染色体異常の結果 
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Ⅳ．2018 年度の研究成果まとめ 
 

2018 年度は、生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究に係る評価

に関する会合（平成 29 年度継続評価）におけるコメントに従って、ヒト皮膚由来角化

細胞（HaCaT 細胞）を用いて、0.3THz 超高周波細胞ばく露装置による超高周波複合ば

く露の皮膚免疫応答を調べた。 
昨年度、1µg/ml イオノマイシンと 0.3THz の複合ばく露で、ポジティブコントロール

としては、十分な有意差があり、複合ばく露とイオノマイシン単独ばく露で差はないと

いう結果を報告したが、有意差が出ない程度のイオノマイシンとの複合ばく露で増幅効

果が見られるかどうか、その可能性の有無について指摘されたことから、本実験に先立

って、イオノマイシンの濃度勾配によるサイトカインの産生量について検索した。IL-1α
において、0.01µg/ml 濃度のイオノマイシンで有意差は出ないが、それ以上の濃度で有

意差を生じることが、また、IL-6 および IL-8 において、0.2µg/ml 濃度のイオノマイシ

ンで有意差は出ないが、それ以上の濃度で有意差を生じることを見出したことから、IL-
1αでは、0.01µg/ml 濃度のイオノマイシン、IL-6 および IL-8 では、0.2µg/ml 濃度のイオ

ノマイシンを添加し、0.3THz 超高周波（24 時間）をばく露した。この結果、複合ばく

露サンプルとイオノマイシン単独処理のサンプルでは、全てのサイトカインにおいて、

有意な差は見られなかった。このことから、有意差が出ない程度のポジティブコントロ

ールとの複合ばく露においても、0.3THz 超高周波による増幅効果は監察されないこと

が示された。 
続いて、0.1THz 波帯ばく露による非熱作用の存在を肯定する研究報告に関する検証

実験において、本試験に先立って細胞動態試験を行った。0.1THz ばく露に使用するイ

ンキュベータがアーチファクトのない培養環境を有しているかどうかを確認するため、

細胞増殖能、細胞周期分布の試験を行ったところ、通常インキュベータと 0.1THz ばく

露装置内インキュベータで差は見られなかった。以上の結果から、0.1THz 超高周波細

胞ばく露装置は、適切な培養環境を有していることが確認できた。 
培養環境が正常であることを確認した上で、RPMI1788 細胞に 0.1THz テラヘルツ帯

超高周波ばく露（約 0.03mW/cm2）ばく露を 24 時間行い、FISH 解析により、染色体異

常に影響があるか検索した。ばく露後、カルノア固定したサンプルにおいて、FISH 解

析後蛍光顕微鏡観察により、11 番および 17 番染色体における染色体異数性を検索した

ところ、Sham ばく露と 0.1THz ばく露した細胞で明確な差は見られなかった。このこと

から、非熱作用の存在を肯定する研究報告とは違う結果が得られ、報告における電力密

度とほぼ同等の 0.1THz 超高周波ばく露において、非熱作用は存在しないと考えられる。 
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Ⅴ．3 年間の研究成果の総括および今後の研究課題等について 
 

この度の総務省委託研究においては、ヒト皮膚由来角化細胞（HaCaT 細胞）を用いて、

0.3THz テラヘルツ帯超高周波細胞ばく露装置による皮膚免疫応答を主体として検索し

た。また、ヒトリンパ球細胞（RPMI1788 細胞）を用いて、0.1THz テラヘルツ帯超高周

波細胞ばく露装置により、陽性報告で見られた染色体異常（異数性）の検証実験を行っ

た。 
2016 年度は、本試験に先立って行われた細胞動態試験により、0.3THz ばく露に使用

するインキュベータがアーチファクトのない培養環境を有しているか確認するため、細

胞増殖能、細胞生存率、細胞周期分布の試験を行い、0.3THz 超高周波細胞ばく露装置

が、適切な培養環境を有していることを確認できた。 
続いて、HaCaT 細胞に 0.3THz 超高周波ばく露を行い、細胞上清および細胞抽出物内

における IL-1α、IL-6、IL-8 の 3 種類のサイトカインの産生量を、通常インキュベータ

におけるコントロール、0.3THz 超高周波細胞ばく露装置内の Sham 部および LPS・イオ

ノマイシン処理によるポジティブコントロールと比較し、0.3THz テラヘルツ帯超高周

波ばく露が皮膚免疫応答に変化があるかを検索した。すべてのサイトカインにおいて、

通常インキュベータにおけるコントロール、0.3THz テラヘルツ帯超高周波細胞ばく露

装置内の Sham 部およびばく露部の細胞上清、細胞抽出物ともに有意な差は見られなか

った。 以上のことから、0.3THz 超高周波ばく露は、皮膚免疫応答の代表的なサイトカ

イン（IL-1α、IL-6、IL-8）に対し、ほとんど影響はないか、もしくは非常に小さいもの

と考えられた。 
2017 年度は、アレルギー反応の指標として、ヒスタミン放出量について、0.3THz テ

ラヘルツ帯超高周波ばく露による影響を検索したところ、ヒスタミン放出量に有意な差

は見られなかった。また、複合ばく露においても、NaOH 単独で処理した細胞と NaOH
添加と同時に 0.3THz 超高周波細胞ばく露を行った細胞におけるヒスタミン放出量に有

意な差は観察されなかった。 
続いて、ヒト由来 NHEM 色素細胞の反応として、0.3THz テラヘルツ帯超高周波ばく

露によるメラニンの生成量を検索したところ、メラニン生成量に有意な差は見られなか

った。また、複合ばく露においても、UV 照射した細胞と UV 照射後、0.3THz テラヘル

ツ帯超高周波細胞ばく露を行った細胞におけるメラニン生成量に有意な差は見られな

かった。 
以上の実験から、0.3THz テラヘルツ帯超高周波ばく露は、皮膚免疫応答の代表的な

サイトカイン（IL-1α、IL-6、IL-8）、アレルギー反応の指標であるヒスタミン、および色

素細胞の反応によるメラニンの生成に対し、電波ばく露による有意な差は認められなか

った。また、複合ばく露によるサイトカイン産生、ヒスタミン放出、メラニン生成への

増幅効果は認められなかった。 
 2018 年度は、生体電磁環境研究及び電波の安全性に関する評価技術研究に係る評
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価に関する会合（平成 29 年度継続評価）でコメントのあった、イオノマイシンの低濃

度での複合ばく露によるサイトカイン産生量への影響を検索した。有意差の出ない低濃

度のイオノマイシンとの複合ばくとイオノマイシン単独処理のサンプルでは、検討した

全てのサイトカインにおいて、有意な差は見られなかった。このことから、有意差が出

ない程度のイオノマイシンとの複合ばく露においても、0.3THz テラヘルツ帯超高周波

による増幅効果は見られなかった。 
続いて、0.1THz テラヘルツ帯波帯ばく露による非熱作用の存在を肯定する研究報告

に関する検証実験において、本試験に先立って細胞動態試験を行い、0.1THz テラヘル

ツ帯超高周波細胞ばく露装置が、適切な培養環境を有していることを確認した後、

RPMI1788 細胞に 0.1THz 超高周波ばく露を行い、FISH 解析により、染色体異常に影響

があるか検索したところ、Sham ばく露と 0.1THz ばく露した細胞で明確な差は見られな

かった。このことから、非熱作用の存在を肯定する研究報告とは違う結果が得られ、報

告における電力密度とほぼ同等の 0.1THz 超高周波ばく露において、本実験の条件では、

非熱作用は存在しないと考えられた。 
 
今後の研究課題として、今回の研究で検索したサイトカイン（IL-1α、IL-6、IL-8）以

外のサイトカインの産生量について、ばく露による影響の検索が考えられる。網羅的な

サイトカイン検出検索でのサーベイによる手法も１つであろう。また、複合ばく露にお

いては、今回の実験で検索した全てのサイトカインで有意差をもたらすことができたイ

オノマイシンをポジティブコントロールとして用いたが、単独ばく露の際使用した LPS
に加え、その他、様々なポジティブコントロールで複合ばく露の影響が見られるか検索

することも考えられる。 
さらに、0.1THz テラヘルツ帯超高周波細胞ばく露による染色体への影響では、今回

の研究において異数性を検索したが、いくつかの陽性報告では、THz 波ばく露による紡

錘体の異常（Hintzsche et al. 2011: Terahertz radiation induces spindle disturbances in human-
hamster hybrid cells）や脂肪細胞の分化に関わる転写因子 PPARG の遺伝子発現の変化

（Alexandrov et al. 2011: Non-thermal effects of terahertz radiation on gene expression in mouse 
stem cells）、温度上昇を伴わないマウス耳皮膚での急性炎症反応（Hwang et al. 2014: In 
vivo analysis of THz wave irradiation induced acute inflammatory response in skin by laser-
scanning confocal microscopy）や酵素活性の低下、抗原抗体反応の低下（Homenko et al. 
2009: Effects of 100 GHz radiation on alkaline phosphatase activity and antigen-antibody 
interaction）などが報告されている。このことから、それら報告の検証実験の計画も考え

られる。しかしながら、検証におけるばく露条件の忠実な再現は困難でもあり、可能な

限り同じ条件で検証することが課題と考えられる。  
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