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Ⅰ 要旨 

 

 中間周波数帯を利用する無線電力伝送（WPT）システムは、実用化に向けて開発が進

められており、特に電気自動車向け WPTシステムは大きな出力を発生させることが想定

されている。大きな出力で電力伝送をおこなうということは即ち、送電装置のそばに人

が接近した際にその人が強い磁界に晒されることとなる。製品開発の際には様々な安全

対策を施すことになるが、大電力 WPT 装置に人が誤って近づいた際、安全装置が起動し

て電流が遮断されるまでの数秒程度のばく露を受けることは回避できない可能性があ

る。そこで、本研究課題では、電波防護指針に定める基本制限値の 10 数倍程度の磁界

に生体がばく露された場合の懸念される生体影響の有無をあきらかにするため、遺伝毒

性の検討を実施する。 

 本年度は研究初年度であるため、遺伝毒性試験の準備段階として、装置などの購入を

通じて研究環境を整え、その後、X線ばく露などの陽性対照試験を実施し、遺伝毒性試

験が実施可能であることを確認する試験を行った。また、従来の磁界ばく露装置を改修

し、本プロジェクトのばく露シナリオに適合した磁界ばく露装置を準備し、予備的なば

く露を実施し、ばく露影響に関して結果の一部を収集した。 

 動物へのばく露の遺伝毒性試験として、（１）赤血球の小核試験、（２）Pig-aアッ

セイ（赤血球の突然変異を指標とする試験）、（３）gptアッセイ（gpt delta マウス

に遺伝子導入されている gpt遺伝子の突然変異を指標とする試験）の 3つについて、陽

性対照の確認を実施した。いずれの試験法においても、3Gy または 5Gy の X線ばく露に

より、突然変異を検出可能であることが確認できた。 

 中間周波ばく露装置については、首都大学東京ユニットにより磁界ばく露装置の改

修を行い、周波数 82.3 kHz で 3秒間の出力電流 140A rmsの正弦波電流を確認した。本

装置を動物実験施設内に設置するとともに、周辺環境に影響を及ぼさないように安全に
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ばく露実施が可能であることを確認した。また、コイルの冷却水温度を検討し、コイル

内に動物の飼育環境を保持した状態でばく露の実施条件を決定した。この条件に基づい

て、予備的なばく露を実施した。いずれも陽性対照である X線では陽性影響がみられた

ものの、磁界ばく露においては影響がみられなかった。引き続き、様々な条件、統計処

理に十分な匹数で実験を継続していく必要がある。 
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Ⅱ 研究全体の背景及び目的 

 

  電波が国民の健康に及ぼす影響について関心が高まっており、安全性に不安を感じ

ている国民も多い。その関心に適切に対応するために国は科学的根拠に基づく知見を提

供し、電波の安全性について十分に周知し国民から理解を得る必要がある。我が国にお

いては科学的根拠に基づいて電波防護指針が定められており、その安全性が担保されて

いる。 

  電波防護指針のうち、中間周波数帯を含む低周波領域（10kHz 以上 10MHz 以下）

については、情報通信審議会一部答申 諮問第 2035 号「電波防護指針の在り方」のう

ち、「低周波領域（10kHz 以上 10MHz 以下）における電波防護指針の在り方」（平成

27 年 3 月）で、国際非電離放射線防護委員会が設定した ICNIRP ガイドライン 2010

の見解を支持し、その基本制限・参考レベル等が採用されている。一方で近年、中間周

波数帯を利用する無線電力伝送（WPT）システムが注目されている。その中でも電気自

動車向け WPT システムについては、現在は 85kHz 帯で最大 7.7ｋW の伝送について

法規化されている。さらに、数十 kHz から百数十 kHz の間で大電力(10kW から最大

100kW クラス)の無線電力伝送技術の実用化も想定されていることから、今後日常生活

において現行の指針で定められる参考レベルに近い電磁環境に人体がさらされる可能

性が増える。例えば、ヒトが予期せず装置近傍に非常に接近した場合、無線電力伝送シ

ステムの安全装置が働くことが想定されるが、現在の技術では装置の停止までに 1 秒程

度のタイムラグが生じると想定される。そのような場合、ヒトが短い時間の間、ガイド

ラインを越える高強度の中間周波数帯磁界に曝され、最悪なシナリオとしてそれが繰り

返し生じることが想定される。したがって、このような場合でも安全性が確保できるか

どうかはこれからの関心事だと思われる。 



5 

 

  このような新技術の導入に伴い、健康影響に関する評価が適切に行われる必要があ

る中間周波電磁界については、これまで研究対象としての関心が低く、十分な科学的な

知見が存在していない。そのため、2007 年に発刊された WHO の超低周波電磁界に関

する環境保健クライテリア（EHC238）では、今後の課題として中間周波電磁界の生体

影響研究の推進が必須とされている。これらの背景を踏まえ、本研究では以下の成果目

標を達成するものとする。 

 

1） 小動物体内に総務省電波防護指針（ICNIRP ガイドライン）で定める基本制限

値を大きく超える体内誘導電界（職業ばく露の十数倍程度以上）を発生させる中間周波

数帯の磁界ばく露装置を開発し、その性能について適切に評価する。開発するにあたっ

て、中間周波数帯の強磁界発生における課題点を明らかにし、可能な場合は基本制限値

（職業ばく露）の 10 数倍程度を目指すこととする。 

 

2） 実験動物の数値モデルによるドシメトリを行い、動物・細胞実験におけるばく

露量・誘導量を明らかにする。動物ばく露実験おいては、動物がフリームービングの環

境でばく露できる装置を計画する。そのため、ばく露評価用の数値モデルの高精細・高

機能化と多くのばく露条件に対応出来るような解析コードのハイパフォーマンス化を

目指す。細胞実験においては、培養細胞の内部に誘導される電界量を定量化できるよう

な手法の確立を目的とする。 

 

3） 上記 1）で開発した装置において、磁界以外の物理的要因（電界・温度・超音

波・振動）の計測または計算機シミュレーションを実施し定量化を行うことを目的とす

る。また、今回開発するばく露装置は高強度の内部誘導電界を生じさせるので、動物体

内・細胞内における SAR 値を明らかにし、温度上昇の特性を把握することも目的とす
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る。ばく露時にそれらの物理的要因による影響が生物学的評価に現れた場合、それらを

できる限り取り除き、中間周波磁界そのものによる遺伝毒性の評価・検討が可能な装置

を作製する。本研究では数十 kHz～百数十 kHz 程度周波数を持つ磁界ばく露装置によ

る小動物内の誘導量に関して、基本制限の十数倍以上を目指すため入射磁界の値は非常

に高くなる。そのような環境に関して磁界以外の要因が予測されるが、それらの要因を

明確化し、取り除くことまで考慮し、実験系を構築する。 

 

4） 上記 3）で開発したばく露装置および既存のばく露装置を使用して、中間周波

磁界のマウスへのばく露実験を実施する。化学物質における遺伝毒性を調べる際の標準

バッテリー試験のうち、in vivo（動物）で行う項目である「げっ歯類を用いる造血組織

の小核試験」を行うと共に「トランスジェニック動物突然変異試験」「Pig-a 突然変異

試験」を平行して実施する。また、これらを補完する研究として「遺伝子発現の網羅的

解析」についても検討を行う。ばく露による影響が見出された場合にはそのメカニズム

についての検討を実施する。 

 

5） 上記 3）で開発したばく露装置および既存のばく露装置を使用して、中間周波

磁界の細胞へのばく露実験を実施する。化学物質における遺伝毒性を調べる際の標準バ

ッテリー試験のうち、in vitro（細胞）で行う項目である「細菌を用いる復帰突然変異試

験」「哺乳類細胞を用いる小核試験」を行う。また、これらを補完する研究として「遺

伝子発現の網羅的解析」についても検討を行う。ばく露による影響が見出した場合には

そのメカニズムについての検討を実施する。 

 

  以上の目的に対して、本研究課題では以下のような研究体系を作り研究を実施した。 
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  成果目標：中間周波における遺伝毒性等の生物学的ハザード同定に関する調査 

 

       ア）磁界ばく露装置の開発     

         ア-1) 既存の高強度ばく露装置の短時間バースト動作改修作業 

         ア-2) 超高強度磁界ばく露装置の開発 

         ア-3) ばく露装置の保守管理およびばく露管理 

         ア-4) 家庭用ワイヤレス給電装置の研究開発状況調査 

         ア-5）数 MHz 帯磁界ばく露装置の基礎検討 

 

       イ）ばく露におけるドシメトリ評価の検討   

         イ-1) ドシメトリシステムの検討と構築 

         イ-2) 試作コイル作成のための数値ドシメトリの実施 

         イ-3) 動物用数値ドシメトリの高性能化の検討と実施 

         イ-4) 細胞ばく露の数値ドシメトリ手法の検討と実施 

 

       ウ）ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討 

         ウ-1) 磁界以外の物理要因評価システムの構築と検討 

         ウ-2) SAR の事前評価 

         ウ-3) 磁界以外の物理要因の評価 

  

       エ）小動物を用いた遺伝毒性等の検討  

         エ-1) 一般的な毒性影響の検討 

         エ-2）トランスジェニック動物突然変異試験 
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         エ-3）Pig-a アッセイ－末梢血を用いた in vivo 遺伝子突然変異評

価 

         エ-4）造血組織の小核試験 

         エ-5）遺伝子発現の網羅的解析 

 

       オ）細胞を用いた遺伝毒性等の検討    

         オ-1) 細菌を用いる復帰突然変異試験 

         オ-2）哺乳類細胞を用いる小核試験 

         オ-3）遺伝子発現の網羅的解析 

 

       カ）非熱的生体作用の遺伝毒性に関する総合的検討    

         カ-1) 上記のア～オを踏まえた総合的な検討 

 

 本報告書は上記の枠組みのうち、主として明治薬科大学が担当した「エ）小動物に

対するばく露による遺伝毒性等の検討」に関する平成 30年度の実施内容の報告である。

その他の実施内容の報告については、共同受託機関である首都大学東京、およびに電力

中央研究所よる報告書を参照していただきたい。 
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Ⅲ 小動物を用いたばく露による遺伝毒性等の検討 

Ⅲ-1  背景と目的 

  動物実験では多くの場合、げっ歯類（マウスまたはラット）が使用されることが多

い。マウスやラットは実験動物として専門業者から安定的に入手が可能で、その遺伝学

的背景、微生物学的な制御を他の動物種に比べ過去のデータの蓄積も多く、また電磁界

の生体影響研究においても多く使用される動物である。特にマウスにおいては既に全遺

伝子が解読されていること、各種疾患モデルとして様々な遺伝子改変動物も利用可能で

あり、研究材料としての利用価値も高い。 

  本受託研究においては、中間周波磁界によって遺伝毒性等に影響があるか否かを検

討することを最終目的とする。遺伝毒性試験は、体細胞および生殖細胞に遺伝子変化（突

然変異）を引き起こし、ヒトの健康へ深刻な影響を及ぼす可能性がある物質を同定し、

健康リスク評価に利用することである。体細胞における遺伝子変化は、がん遺伝子、が

ん抑制遺伝子、もしくは DNA損傷反応遺伝子で生じると、がんを引き起こす可能性があ

る。また生殖細胞系列でこのような遺伝子変化が起こると、様々な遺伝病に関与する可

能性がある。遺伝毒性に関連するこれら疾患は、細胞内遺伝子の一つの突然変異が起こ

るだけでも引き起こされる可能性があるため、これらを検討し、磁界ばく露の影響をあ

きらかにすることは重要である。 

 化学物質や医薬品等の安全性評価においては、試験方法の国際的調和を図るため、

国際的な枠組みの中で合意された標準試験法が作成され、各国の規制に適用されている。

代表的な標準試験法として、経済協力開発機構（ Organization for Economic 

Cooperation and Development: OECD）のテストガイドラインや医薬品規制調和国際会

議（International Council for Harmonization of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use: ICH）の医薬品の安全性評価に関するガイドラインな
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どがある。これらの試験において、遺伝毒性の検討方法が標準化されている。しかしな

がら、電磁環境においてはその標準的手法の検討まだ進んでおらず、「総務省生体電磁

環境に関する研究戦略検討会第一次報告書（2018年 3月）」では、中間周波及び超高周

波の「確立されていない作用」の解明のため、OECD や ICHのような安全性試験の試験法

として実績のある標準試験法を参照しつつ「電波ばく露に対する標準毒性試験法」を開

発する方針が示された。本委託研究においては現在のところ、「電波ばく露に対する標

準毒性試験法」が存在していないことから、化学物質の遺伝毒性検索の標準法を参照し

中間周波磁界のマウスへのばく露による遺伝毒性試験を実施する。本委託研究では化学

物質における遺伝毒性を調べる際の標準バッテリー試験のうち、in vivo（動物）で行

う項目である「げっ歯類を用いる造血組織の小核試験」および「トランスジェニック動

物突然変異試験」を実施し、それに加えて「Pig-a 突然変異試験」を平行して実施する。

また、これらを補完する研究として「遺伝子発現の網羅的解析」についても検討を行う。

ばく露による影響が見出した場合にはそのメカニズムについての検討を実施する。得ら

れる結果はこれまで報告されていない研究結果となり、中間周波の生体作用の有無ある

いはそのメカニズムを検討する基礎資料として極めて重要なものであると考えられる。 

 本年度は上記の遺伝毒性検出のためのアッセイ系の確立を行い、また一部ではあるが

動物への強い中間周波磁界のばく露実験を開始した。 
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Ⅲ-2  IF ばく露環境の整備 

Ⅲ-2.1 要旨 

  本受託研究では、マウスにおける IF-MF ばく露による一般毒性、遺伝毒性、染色体

毒性等の検出を計画しているが、これらの指標はコイルやコイル周辺機器から発する熱

や超音波の影響により変動が生じる可能性も十分に考えられる。ゆえに、本研究におい

て実施する IF ばく露による遺伝毒性評価において、磁界以外の交絡因子による刺激作

用を可能な限り抑えることが必要である。マウスの至適飼育環境は、室温 21℃～25℃、

湿度 40～60％程度であることから、この環境に可能な限り近い条件での IF-MF ばく露

環境を整備することが理想である。本受託研究における IF-MF ばく露では、ガイドライ

ンで定める職業環境の基本制限値を大幅に上回る磁界をコイルから発生させるため、高

出力の電力が必要である。IF-MFの周波数帯では主に刺激作用が議論されるが、大出力

の場合、コイル、ケーブル、電源装置などから発生する熱の影響は無視できなくなり、

コイル内の温度上昇や室内温度上昇を引き起こすことが想定された。特にマウスが入っ

たカスタムケージはコイル内の中心に置かれることから、コイルから発生する熱を制御

することは必要不可欠となる。 

  このような熱影響を防ぐための対策として、先の総務省委託研究課題「中間周波数

帯の電磁界（特に 100kHz 帯の磁界）における非熱的生体作用の検討」において使用し

た水冷循環方式で冷却しながらばく露できるばく露装置を利用した。本年度はこのばく
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露装置を改修し、間欠ばく露が可能なシステムへと変更した。コイル内に存在するマウ

スに対して可能な限り最善な環境を維持するため、水流ポンプの設定温度や空調温度を

調節することで最適条件を検討し、同時にコイル内中央付近の温度やコイル周辺温度に

ついてファイバー温度計およびサーモカメラでモニタリングを行った。さらに、本委託

研究で使用する IF-MF ばく露装置では高出力の電力を発生させることが想定されるた

め、実験従事者に対する安全性についても考慮し、事故を未然に防ぐための方法や工夫

を検討した。 

 

Ⅲ-2.2 方法 

 IF-MFばく露による遺伝毒性評価を実施する際、ばく露中にコイルや装置から発生

する熱を制御することが必要不可欠であり、かつコイル内温度についてマウスの至適飼

育環境を満たす条件を維持することが必要となる。本受託研究では、先の総務省委託研

究で使用したばく露装置を改修し、間欠ばく露を可能とする仕組みへと改造を行った。

本年度は、コイル内に 39.5ｍT（140A）の磁束密度を断続的に発生させるようなばく露

装置を開発し、コイル内温度の制御は水流ポンプからの循環水の設定温度を調節するこ

とで、最適な IF-MFばく露環境の整備を行った。マウスの数値モデルを用いた計算によ

ると、この条件での体内誘導電界は 84.2V/m（電波防護指針における職業環境ばく露の

基本制限値は 23V/m）である。 
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・Ⅲ-2.2.1 IF-MF ばく露 

 本受託研究では高強度かつ高出力の IF ばく露装置の開発を計画しており、現在も

高強度 IF-MF間欠ばく露装置は構築中である。そのため、本年度は前プロジェクト「中

間周波数帯の電磁界（特に 100kHz 帯の磁界）における非熱的生体作用の検討」におい

て使用したばく露システムを修復・改善することにより、間欠ばく露が可能なばく露装

置を準備した。ばく露条件は、周波数 82.3kHz、出力電流値 140A、入力電圧値 570V、一

回のばく露時間は 3 秒間でばく露間インターバルを 2 分間隔で設定し、合計 30 回のば

く露を 1時間実施した。間欠ばく露を実施した際、数値シミュレーションによりコイル

中心部（マウスが置かれる位置）に 39.5mT の均一磁界を発生することが計算できた。

ばく露装置の全体像を Fig.2-A、ばく露装置の構成ユニット（①インバータ、②直流電

源、③コンデンサ、④水流ポンプ）を Fig.2-Bに示した。 

 ソレノイドコイルは、内径約 110 mm、高さ 100mmの円筒状のコイル（Fig.2-C）で、

通電中にコイルより発生する熱は循環水冷方式により制御されている。アクリル樹脂製

のマウスカスタムケージ（厚み 3mm・外径 105mm・高さ 100mm・底面から 20mm の高さに

マウスの接地面）（Fig.2-D）は、コイルの内空間に合うように設計した。このカスタム

ケージにマウス１匹を入れた後、コイル内にこのカスタムケージを挿入しコイルの中心

部分（均一磁場が発生している領域内）にマウスが配置されるように上げ底をしてコイ
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ル内にカスタムケージを設置した。同時進行で、ばく露実施中に通電を行わないコイル

（仕様や素材は実ばく露コイルと同一）を用いて、シャム（擬似）ばく露を行った。 

 

・Ⅲ-2.2.2 コイル内温度計測 

 IF-MFばく露を実施したシールドルームは、セントラル方式の施設空調と個別のパ

ッケージエアコンの両方で室内温度の制御を行っており、容易に変更が可能なパッケー

ジエアコンの設定温度を調整することで室温の安定性を保つように努めた。また、コイ

ルおよびケーブルなどの周辺機器からの発熱を制御するため、循環水を送り出す水流ポ

ンプの設定温度を変更（8℃、18℃、20℃）し、ばく露中マウスが存在する空間の温度

を一定に維持できるように検討を行った。コイル内温度は、ファイバー温度計（安立計

器株式会社）を用いて測定した。カスタムケージ内のマウスにファイバーの先端が齧ら

れるのを避けるため、カスタムケージの内蓋上部の空気穴にファイバー温度計の先端が

くるように非接触で設置した（Fig.2-E）。 

 

・Ⅲ-2.2.3 コイル周辺温度計測 

 高強度ばく露では、コイルやケーブルなどばく露装置やその周辺から発生する熱が

マウスに与える影響が懸念されていること、ばく露装置に動作異常が生じコイル、ケー

ブル、周辺機器の異常な温度上昇をいち早く検知するが必要であることから、ばく露中
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のコイル周辺温度モニタリングは重要である。ばく露中のコイル周辺の温度計測は、サ

ーモカメラ（G120EX：日本アビオニクス社）を用いて実施した。ばく露中の測定ポイン

トとして、コイル上部、コイル下部、コイル内表面、シールドルーム内壁の金属部分、

接続ケーブル、水流チューブ（排水側）を設定し（Fig.2-F）、ばく露開始後から 10 分

置きにコイル周辺の温度を記録した。 

 

Ⅲ-2.3 結果と考察 

 IF-MF ばく露中にマウスが存在するコイル中心付近温度に関して、至適飼育温度

（21℃-25℃）の範囲内で維持できるように、また、ばく露開始時から終了時までの温

度変化を可能な限り抑えられるように努力した。使用したばく露装置は性能上最大 140A

での間欠ばく露が可能であるため、本年度は出力電流 140A で 3 秒間ばく露（インター

バル 2 分）を 30 回行い、ばく露中のコイル内部中心付近での温度推移をファイバー温

度計で測定し、コイル周辺の温度をサーモカメラでモニタリングすることで最適なばく

露環境についての検討を行った。 

  室内温度の検討を行うため、パッケージエアコンの設定を冷房・急風で 23℃に設

定した。今年度実施した間欠ばく露では各ばく露間に 2 分間のインターバルがあるた

め、3 秒間ばく露後に排水側のコイル下部や排水ホースの温度は瞬間的に 5℃程度上昇

するが、その後 10 秒程度で元の状態に戻ることを確認した。また IF-MF ばく露中に周
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辺機器やケーブルではほとんど温度変化は生じず、室内温度にほとんど影響を及ぼさな

いことが確認できた。ゆえに、パッケージエアコンの設定は冷房・急風でかつ 23℃の設

定が最適状態であることが分かった。 

 コイル内温度の制御は、水流ポンプの設定温度を調節することで実施した。まず、

水流ポンプの設定温度を 8℃で IF-MFばく露を実施したとき、コイル内の温度は 23℃か

ら徐々に下降し、ばく露終了時には 20℃程度まで下降することが確認でき（Fig.2-G上）、

設定温度 8℃では低すぎることが分かった。次に、水流ポンプの設定温度を 20℃に設定

したとき、コイル内空間は 24.5℃付近で一定に推移したが、途中 25℃を上回ることが

確認された（Fig.2-G 中）ことから、設定温度 20℃では高すぎることが分かった。続い

て水流ポンプの設定温度を 18℃にしたとき、コイル内温度は 23℃±1℃で推移すること

が確認され（Fig.2-G 下）、今回使用した IF-MF ばく露条件に適した水流ポンプの設定

温度は 18℃であることが確認できた。 

 IF ばく露時のコイル周辺（Fig.2-F; M：表示内最大値, X：コイル上部, a：コイル

下部, b：コイル内表面, c：壁の金属部分, d：ケーブル, e：水流チューブ排出側）の

温度状況について、サーモカメラを用いてモニタリングした。ばく露開始後、60 分間

（3 秒、30 回）の IF-MF ばく露中に 10 分置きにサーモカメラを用いて周辺温度を記録

した結果、すべての測定点で 26.0℃以下であった（Table2-a）。ゆえに IF-MF 間欠ばく

露中のコイル周辺において、極端な温度変動は生じていないことが分かった。 



17 

 

 これらの結果をまとめると、水流ポンプ 18℃およびパッケージエアコン 23℃の設

定でコイル内およびコイル周辺の各測定ポイントの温度は制御されていることを確認

できた。今後、IF-MF ばく露装置は更なる高出力が要求されているため、本年度の成果

は来年度以後に実施する大電流を用いた IF-MFばく露環境の整備にも有用である。 

  本受託研究では、IF-MFばく露を行う実験従事者に対する安全性についても考慮し、

事故を未然に防ぐための方法や工夫も検討した。まず、高強度磁界被ばくや感電事故防

止の対策を行った。直流電源装置を ON にした場合にはコイルから 150cm 以内に侵入で

きないようにプラスチック製チェーンを設置し、ばく露中にコイルやケーブルへの接触

を防いだ。また、実験従事者に対し操作方法のチェックシートを準備して操作ミスが無

いようにするなど、一連のばく露操作において従事者の誤操作や事故の防止に努めた。 
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Fig.2-A IF-MFばく露装置全体像 
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① ② 

 

③ 

Fig.2-B  高強度間欠 IFばく露装置の構成ユニット 

①インバータ、②直流電源、③コンデンサ、④水流ポンプ 

④ 
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Fig.2-C ソレノイドコイル 
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Fig.2-D  アクリル樹脂製マウスカスタムケージ 



22 

 

  

 

Fig.2-E コイル内のファイバー温度計の位置 

コイルの中心部分の上蓋通気口のすぐ上部にファイバーの

先端が来るように設置した。（ケージには非接触） 
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Fig.2-F サーモカメラによるコイル周辺の温度計測の概略 

（写真上）実際にサーモカメラで撮影した画像、それぞれの測定点を定める

と自動的に計測・記録される。 

（写真下）測定中の様子。 

M 表示内の最大値 

X コイル上部

a コイル下部

b コイル内表面

c 壁の金属部分 

d ケーブル（コイル-イン

バータ間） 

e 水流チューブ（排出

側） 
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ポンプ： ℃

ポンプ：20℃

ポンプ： ℃

コイル中心温度は、

21℃以下まで下が

る。 

 

コイル中心温度は、一部

25℃以上を示す。 

 

コイル中心温度は、

23℃±1℃を示す。 

IF-MF ばく露

IF-MF ばく露

IF-MF ばく露

水流ポンプ設定温度の変更に伴うコイル中心付近の温度推移

（ 秒間の 間欠ばく露）



25 

 

  

Table 2-a サーモカメラによるコイル周辺の温度測定（140A,水流ポンプ 18℃） 

水流ポンプ設定温度 

  測定場所 

  M X a b c d e 

         

8℃ 
 

26.0  13.8  15.5  19.4  23.4  24.5  20.6  

         

20℃ 
 

25.6  21.8  22.0  23.5  23.9  24.3  23.0  

         

18℃ 
 

26.0  20.1  20.1  22.7  23.5  24.3  21.3  

                  

 

[℃] 

注１）ばく露条件は、140A、3 秒×30 回、2 分間隔で 1 時間の間欠ばく露。 

注２）表記温度は IF ばく露中に 10 分置きに記録した各測定場所での最大値を示している。 

測定ポイント 

M 表示内の最大値 

X コイル上部 

a コイル下部 

b コイル内表面 

c 壁の金属部分 

d ケーブル（コイル-インバータ間） 

e 水流チューブ（排出側） 
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Ⅲ-3 一般毒性（血液毒性）に関連する指標 

Ⅲ-3.1 要旨 

  化学物質等で一般的に行われる標準的毒性試験の項目について、中間周波電磁環境

の影響を検討する。具体的には、血液学的所見、血液生化学的所見、剖検、臓器重量な

どについて、該当するパラメータを検討し、生体影響の兆候の有無を検討する。このよ

うな評価は新規開発医薬品、環境化学物質などでは多く行われており、仮にリスクが認

められるとすれば、既存の研究との比較が容易に可能となるという利点があり、同時に

論文発表などにおいても最低限必須となるデータである。本研究では、血液生化学的所

見、血液学的所見について検討した。 

 

Ⅲ-3.2 方法 

・Ⅲ-3.2.1 動物 

 対象動物として、マウス C57BL/6JJmsSlc-Tg(gpt delta)・雄性を日本エスエルシ

ー株式会社から購入した。購入したマウスは、ばく露時を除き通常はシールド性能の

ある飼育室内で飼育し、水と飼料は自由摂取可能でかつ室内温度 23℃±１℃、湿度 50

±10％の条件において飼育を行った。 

 

・Ⅲ-3.2.2  IF-MF ばく露 

 購入した C57BL/6JJmsSlc-Tg(gpt delta)マウスは、1週間ほど飼育環境に馴化させ

た後、IF-MFばく露を実施した。本年度は 1日間のみのばく露を実施した。ばく露条件

は、出力電流 140A、入力電圧 570V、磁束密度（コイル内中心付近）は 39.5ｍT、ばく露
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時間は 3 秒間でそれを含む 2 分間のインターバルで 30 回のばく露（total 1 時間）を

実施した。この条件での体内誘導電界は 84.2V/m（電波防護指針における職業環境ばく

露の基本制限値は 23V/m）である。また陽性対象として X線ばく露群（3Gy、0.69 Gy/min）

を用いた。 

Ⅲ-3.2.3 分析方法 

分析用血液の採取 

 ばく露終了 7 日後にマウスにケタミン-キシラジン混合液による深麻酔を施し、開

胸し心採血を行った。採血は左心室に 26ゲージの針（テルモ社）を刺し、１mlの注射

筒（テルモ社）に 0.6ml程度の血液をとったのちに、直ちに血液生化学分析用としてヘ

パリンリチウム含有微量採血管（ヘルスウェーブジャパン社）、及び血球分析用として

EDTA含有微量採血管（ヘルスウェーブジャパン社）にそれぞれ 300μl程度ずつ分注し

穏やかに混和し、凝固防止をおこなった。 

血液生化学の分析 

ヘパリンリチウム含有微量採血管に採取した血液は常温に静置し、直ちに動物用・

生化学自動分析装置 VS2（アバクシス社）を用いて分析した。分析には、事前にすべて

の試薬や希釈液などがプレセットされた試薬ローター、Comprehensive Diagnostic 

Profile (#500-0038)ローターを用いて、以下の主要 14項目について定量を行った。 

【測定対象項目】アルブミン（ALB）、アルカリホスファターゼ（ALP）、アラニンアミ

ノトランスフェラーゼ（ALT）, アミラーゼ（AMY）, 尿素窒素（BUN）, カルシウム（CA）,

クレアチニン（CRE）, グロブリン（GLOB）, グルコース（GLU）, カリウム（K+）, ナ

トリウム（NA+）,リン（PHOS）, 総ビリルビン（TBIL）, 総タンパク質（TP）
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血球成分の分析 

  EDTA含有微量採血管に採取した血液は直ちに動物用・自動血球計測装置 HM2（アバ

クシス社）を用いて分析を行った。測定した指標は以下の通りである。 

【測定対象項目】 

白血球関連：総白血球数、リンパ球数、単球数、顆粒球数 

赤血球関連：赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、平均赤血球容積、平均赤血球

ヘモグロビン量、平均赤血球ヘモグロビン濃度、赤血球分布幅 

血小板関連：血小板数、血小板％、平均血小板容積、血小板分布幅 

 

Ⅲ-3.2.4 統計処理 

  得られたデータは、統計ソフト SPSSを用いて一元配置分散分析を行った。 

 

Ⅲ-3.3 結果と考察 

  得られた結果については、それぞれの指標について一元配置分散分析を行い、有意

差のあった場合においては、ポストホック検定を行った。3Gyの X線ばく露においては、

血球の多くの指標でシャム群と比べて統計的有意差がみられたが、磁界ばく露群ではシ

ャム群との差はみられなかった（Figure 3-A）。 

  一方、生化学指標については、X線ばく露群において、シャム群と比べて、グロブ

リンの濃度に有意差を認めた。しかしながら、磁界ばく露群では差を認めなかった 

(Figure 3-B)。 

  以上より、放射線ばく露においては血液細胞数およびグロブリン濃度に差を生じた

が、中間周波磁界ばく露においては差を認めなかった。 
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このことは、少なくとも本研究で用いた条件において、磁界ばく露の血液毒性について

は影響がないことを示唆する。しかしながら、今回は実験に供した動物数が限られ（各

群 N=3）、また、ばく露の方法も 1条件のみであったことから、引き続き詳細な検討が

必要である。 
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中間周波磁界ばく露による血球数等への影響（主要項目のみ）

磁界ばく露後 日目における血球数への影響をシャム群に対する相対比で

示す（グラフは ± を示す）。各群 ＊ ＜
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中間周波磁界ばく露による血液生化学指標への影響（主要項目の

み）

磁界ばく露後 日目における血液生化学測定項目の影響をシャム群に対する

相対比で示す（グラフは ± を示す）。各群 ＊ ＜
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Ⅲ-4 陽性対照による評価方法の検証と遺伝毒性に関する背景デー

タの取得

Ⅲ-4.0.1 要旨 

  本セクションでは、Pig-aアッセイおよび in vivo 小核試験におけるフローサイト

メトリーを用いた実験系の構築、サンプリング（採血）時期の検討についてまとめた。

Pig-a アッセイと in vivo 小核試験の具体的な記述に関しては、「Ⅲ-4.1 赤血球の表

面抗原の変異を指標とする変異原性試験」および「Ⅲ-4.2 赤血球の小核を指標とする

染色体異常誘発性試験」に記した。遺伝毒性試験において、適切なポジティブコントロ

ールを設定することは重要である。本受託研究において、IF-MF と同等の物理エネルギ

ーであり DNA 切断により突然変異や染色体異常を生じさせる X 線をポジティブコント

ロールとして用い、赤血球における Pig-a変異形成および小核化の頻度を解析し、サン

プリング時期についての検討を行った。一方、連日の IF-MF連続ばく露を計画している

ことから、5日間連続で突然変異原である N-ethyl-N-nitrosourea（ENU）をマウスに投

与し、実際の IF-MF 連続ばく露を想定した刺激を与えられるように実験系を構築した。

この ENU 投与群についても赤血球内の Pig-a 変異および小核化の頻度の変化を検出し、

サンプリング時期の検討を行った。
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Ⅲ-4.0.2 方法 

  フローサイトメトリーを用いた Pig-a アッセイと in vivo 小核試験の実験プロト

コル作成することにより、Pig-a変異を有する成熟赤血球や網状赤血球の検出法の構築、

および小核試験における小核化した成熟赤血球や網状赤血球の検出法を構築した。X線

（3Gy、0.64 Gy/min）照射群と ENU（50㎎、5日間連続投与）投与群を準備し、上記に

て作成した実験プロトコルを用いて X 線ばく露後および ENU 投与後のマウス赤血球の

Pig-a 変異形成および小核化の頻度の変化を分析し、IF-MF ばく露後のサンプリングポ

イントの探索を行った。 

 

・Ⅲ-4.0.2.1 Pig-a アッセイ 

  Pig-aアッセイの実験系構築およびサンプリング時期の検討を行った。フローサイ

トメトリーを用いた Pig-a変異検出系を構築するために、後述の「Ⅲ-4.1.2.4  Pig-a 変

異検出」に記した通りに採取したマウスの血液を 3種類の抗体で調整し、測定用のサン

プル溶液を準備した。このサンプル溶液に対し、縦軸を forward scatterと横軸を side 

scatterにしたドットプロットを使用して単一細胞の赤血球のゲーティングを行い、抽

出された単一細胞に対して phycoerythrin-cyanin 5 タンデム(PC5)標識抗 TER-119 抗

体によって検出された陽性細胞を分画することにより全赤血球を抽出した。このように

分離された全赤血球に対して、fluorescein isothiocyanate（FITC）標識抗 CD24 抗体
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の反応の有無で Pig-a変異の有無を判別するとともに、Phycoerythrin（PE）標識抗 CD71

抗体の反応の有無で網状赤血球または成熟赤血球の判別を行った（Fig4.0-A）。 

  次に、サンプリング時期を特定するために、陽性対照の X線照射群および ENU投与

群を準備した。先行研究（Ohtani et al.,2012; Environmental and Molecular 

Mutagenesis）のデータから、2 Gy 照射群における照射後 day7-day35 の成熟赤血球で

Pig-a 変異頻度は高値を示すことが判明していたため、X 線（3Gy）照射群に関しては、

照射前の pre、および照射後 day0、day2、day7、day14、day21、day28、day35、day42、

day49、day56 で採血を行い変異頻度の最高値を検索した。一方、ENU 投与群では、あら

かじめ実施した ENU 単回投与の予備実験において網状赤血球および成熟赤血球ともに

投与後 d7-d21で高値を示すことが判明していた。IF-MFの連日ばく露を想定し、1日 50

㎎合計 5 日間の ENU 連続投与を実施後、投与前の pre、および最終投与直後の day0 か

ら day2、day7、day14、day21 で採血を行い、Pig-a変異頻度の最高値を検索した。最終

的には、X 線照射群および ENU 投与群のデータを併せて考察し、IF-MF ばく露後に行う

サンプリング（採血）時期の検討を行った。 

 

・Ⅲ-4.0.2.2 小核試験 

  Pig-aアッセイ同様、in vivo小核試験においても、陽性対照として X線照射群お

よび ENU投与群を用いて実験系の構築を行うとともに、サンプリング時期の検討を行っ
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た。X線照射前の pre、および照射直後の day0から day2、day3、day6、day10、day14、

day17、day21、day28、day35、day42、day49、day56 において網状赤血球および成熟赤

血球での小核化の頻度について検討した。ENU投与群においても同様に実施を行い、ENU

投与前の pre、および ENU 最終投与後直後の day0 から day2、day3、day6、day10、day14、

day17、day21 にかけて、網状赤血球および成熟赤血球での小核化の頻度について検討

した。後述の「Ⅲ-4.2.2.4 小核試験」に記すように、Propidium iodide（PI）と PE 標

識抗 CD71 抗体によって染色を行った血液サンプルは、縦軸 side scatter および横軸

forward scatterのドットプロットを用いて赤血球の単一細胞をゲーティングし、さら

に FITC 標識抗 CD71 抗体と PI に対するドットプロット上で全赤血球を分画した。分画

された全赤血球は FITC 標識抗 CD71 抗体の反応の有無によって網状赤血球と成熟赤血

球を分離し、PI の反応の有無によって網状赤血球および成熟赤血球の小核化の有無を

判別した（Fig.4.0-E）。 

Ⅲ-4.0.3 結果および考察 

  Pig-aアッセイに関して、フローサイトメトリーを用いて Pig-a変異を有する網状

赤血球および成熟赤血球を検出する方法を構築した。全赤血球は、FITC 標識抗 CD24抗

体および PE標識抗 CD71抗体に対する反応の有無で、それぞれ Pig-a変異の有無、成熟

赤血球か網状赤血球かを判断した。最終的には、全網状赤血球に対する Pig-a変異を持
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つ網状赤血球の割合、全成熟赤血球に対する Pig-a 変異を持つ成熟赤血球の割合につい

て分析した。 

 Pig-a アッセイにおける採血ポイントの検討は、X 線（3Gy） 照射群と ENU（50 ㎎

/㎏、連続 5 日間投与）の 2 つのポジティブコントロールを使用して実施した。X 線照

射群において、照射直後を day0としたとき、Pig-a 変異を持つ網状赤血球の割合は 2日

後でピークに達し、21日後には元の状態に戻った（Fig.4.0-B）。このことから、X線照

射により網状赤血球での Pig-a変異に影響が表れるのは、照射後 2日目～7日目である

と考えられた。一方で、X線照射後に Pig-a変異を持つ成熟赤血球の割合を解析したと

ころ、照射後 2日目から高値を示し 14 日目にピークを迎えた後 21日目まで高値を示し

た（Fig.4.0-C）。ゆえに、成熟赤血球での Pig-a変異頻度の上昇は網状赤血球に比べ最

高値を示すまでに日数を要すること再確認した。次に、ENU投与群では、網状赤血球に

おいて最終投与日（day0）の時点で既に Pig-a変異頻度は高値を示しており、投与後 21

日目で最高値を示した（Fig.4-0-D）。また、成熟赤血球においても最終投与から 2日後

から高値を示しており（Fig.4.0-E）、投与後 21 日目で最高値となり網状赤血球よりわ

ずかに遅れた上昇曲線を示していた。Control 群と比較すると、いずれも最終投与後 2

日目以後は顕著な高値を確認できた。これら X線照射群と ENU 投与群の Pig-a変異頻度

のデータから、IF-MF のばく露における Pig-a アッセイでのサンプリングは、Control

群との顕著な差がみられた処理後 21 日目より以前の複数ポイントで実施することが有
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効であると考えられた。 

 小核試験においても X 線照射群および ENU 投与群を陽性対照として用いて同様に

実施を行った。X線照射群において、網状赤血球で小核化の頻度は照射後 2日目から高

値を示し 6 日目で最高値となり、14 日目で pre と同じ状態に戻った（Fig.4.0-G）。一

方、成熟赤血球では、照射後 10日目くらいから小核化の頻度が上昇し、21日目で小核

化の頻度は最高値を示した（Fig.4.0-H）。次に、ENU 投与群では、網状赤血球において

最終投与日（day0）の時点で既に小核化の頻度は高値を示し、最終投与後 2日目で最高

値、10日目で ENU 投与前の状態に戻った（Fig4.0-I）。成熟赤血球においては、最終投

与直後（day0）で既に Control 群と比較しても顕著な高値を示しており、投与後 10 日

目で最高値を示した（Fig.4.0-J）。これら X線照射群および ENU投与群のデータをまと

めると、サンプリングは IF-MF ばく露後 21 日目より以前の複数ポイントで実施するこ

とが有効であると考えられた。 
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Fig. 4.0-A フローサイトメトリー（CytoFLEX）を用いた Pig-a変異を有する  

成熟赤血球および網状赤血球の検出例（ENU 投与前および投与後 day7） 

Single cell の抽出 
抗 TER-119 抗体を用いて

全赤血球を分離 

抗 CD24 抗体および抗 CD71 抗体を用いて  

Pig-a 変異を持つ網状赤血球と成熟赤血球を抽出 

Pig-a 変異を持つ網状赤血球 

Pig-a 変異を持つ成熟赤血球 

day7 (ENU) pre (ENU) 

注）RET：reticulocyte(網状赤血球） 

NCE：normochromatic erythrocyte (正染性赤血球, 成熟赤血球) 
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Fig. 4.0-B X線（3Gy）照射後のマウス網状赤血球中の Pig-a変異の割合（N＝4） 
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Fig. 4.0-C X線（3Gy）照射後のマウス成熟赤血球中の Pig-a変異の割合（N＝4） 
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Fig. 4.0-D ENU 投与後のマウス網状赤血球中の Pig-a変異の割合（N＝3） 
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Fig. 4.0-E ENU 投与後のマウス成熟赤血球中の Pig-a変異の割合（N＝3） 



41 

 

Fig. 4.0-F フローサイトメトリー（CytoFLEX）を用いた小核化した

成熟赤血球および網状赤血球の検出例 

抗 CD71 抗体および PI を用いて  

小核化した網状赤血球と成熟赤血球を抽出 

全赤血球をゲーティング Single cell を抽出 

小核化した網状赤血球 

小核化した成熟赤血球 

注）RET：reticulocyte (網状赤血球） 

NCE：normochromatic erythrocyte (正染性赤血球, 成熟赤血球) 

MN：micronucleus (小核) 
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Fig. 4.0-G Ｘ線（3Gｙ）照射後のマウス網状赤血球中の小核化の割合（N＝4） 
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0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

Pre d0 d2 d3 d6 d10 d14 d17 d21 d28 d35 d42 d49 d56

M
N

-N
C

E
s*

1
0
0
 /

N
C

E
s 

[%
]

3Gy_MN-NCEs*100 /NCEs [%]



43 

 

  

Fig. 4.0-I ENU 投与後のマウス網状赤血球中の小核化の割合（N＝3） 
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Fig. 4.0-J ENU 投与後のマウス成熟赤血球中の小核化の割合（N＝3） 
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Ⅲ-4.1 赤血球の表面抗原の変異を指標とする変異原性試験（Pig-a アッセ

イ） 

 

Ⅲ-4.1.1 要旨 

 Pig-aアッセイは、造血幹細胞疾患である発作性ヘモグロビン尿症（PNH）の遺伝子

診断法として知られている。Pig-a遺伝子産物は GPI アンカー整合性の第一段階で機能

することが知られている。ほとんどの哺乳類では、Pig-a 遺伝子座は X 染色体上に座位

しており、Pig-a遺伝子産物は片側の遺伝子アレルからのみ発現しているため、その機

能が失われると細胞内の GPIアンカーの生合成が起こらず、結果的に細胞膜上に GPI ア

ンカー結合型タンパク質が提示されなくなるため、補体活性を受けて血球が分解され血

管内溶血が生じる。 

 骨髄から産生される造血系細胞の過程において、網状赤血球は脱核後にリボソー

ムやミトコンドリアなどが残った状態で 2日間程度血液中に存在し、その後それらの

物質は血球外に放出され成熟赤血球へと変化する。成熟赤血球の寿命はヒトでは 120

日程度、マウスでは 30日程度であるため、網状赤血球では変異原に対する急性影響を

検出することができ、一方で成熟赤血球では変異原に対する亜急性影響または変異の

蓄積を検出できる。遺伝毒性試験としての Pig-aアッセイのメリットは、急性影響に

加えこのような遺伝毒性の蓄積性が検出できる点、少量の末梢血から測定可能である

ため経時的検出を可能とする点、フローサイトメーターの利用によるハイスループッ
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ト解析を可能とする点、ヒトへの応用が可能である点、などが挙げられる。これらの

利点を踏まえ、本研究では IF-MFばく露に対する遺伝毒性試験の一環として Pig-aア

ッセイを実施した。 

Ⅲ-4.1.2 方法 

・Ⅲ-4.1.2.1 動物

対象動物として、マウス C57BL/6JJmsSlc・雄性および C57BL/6JJmsSlc-Tg(gpt 

delta)・雄性を日本エスエルシー株式会社から購入した。購入したマウスは、ばく露

時を除き通常はシールド性能のある飼育室内で飼育し、水と飼料は自由摂取可能でか

つ室内温度 23℃±１℃、湿度 50±10％の条件において飼育を行った。 

・Ⅲ-4.1.2.2  IF-MF ばく露

購入した C57BL/6J マウスは、1週間ほど飼育環境に馴化させた後、IF-MF ばく露を

実施した。本年度は 1 日間のみのばく露を実施し、ばく露後に「Ⅲ-4.0 陽性対照によ

る評価方法の検証と背景データの取得」で検討したサンプリング実施日において採血を

実施し、IF-MFばく露後の Pig-a変異の発生頻度について IF-MFばく露群と偽ばく露群

間で比較を行った。ばく露条件は、出力電流 140A、入力電圧 570V、磁束密度（コイル

内中心付近）は 39.5ｍT、ばく露時間は 3秒間でそれを含む 2分間のインターバルで 30

回のばく露（total 1時間）を実施した。 
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・Ⅲ-4.1.2.3 サンプリング 

  「Ⅲ-4」章で検討したように、ばく露後 21 日目よりも前の複数ポイントでサンプ

リングを実施するため、IF-MFばく露直後を day0 として、ばく露開始前の pre、ばく露

後の day0、day2、day7 の各ポイントでマウス尾静脈より経時的に採血を行った。採取

した血液 14µL は EDTA溶液（50ｍM）10µL と合わせて氷中に保存し、抗体反応後にフロ

ーサイトメトリーにて解析を行った。ばく露後 7 日目のマウスは、ケタミン-キシラジ

ン混合液による深麻酔を施し解剖を行った。心採血により得られた血液は、「Ⅲ-3一般

毒性（血液毒性）に関連する指標」を得るために血液生化学分析および血球分析に使用

した。一方で、採血後のマウス個体から肝臓、脾臓、精巣、骨髄を摘出した後、「Ⅲ-

4.3 gpt delta マウスを用いる in vivo変異原性試験」に使用するために-80℃に保存

した。 

 

・Ⅲ-4.1.2.4  Pig-a 変異検出 

 得られた血液サンプルは、Pig-aを認識する FITC 標識抗 CD24抗体、網状赤血球を

認識する PE標識抗 CD71抗体、全赤血球を認識する PC5 標識抗 TER-119抗体で 3重染色

した後、PBSにより反応を止め、430ｇで 5分間遠心した。その後上清を取り除き 500µL

の PBSに再懸濁した。このサンプル溶液を用いてフローサイトメトリー（CytoFLEX）に
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より解析を行った。抽出方法として、赤血球の single cellのみを分画後、PC5標識抗

TER-119 抗体によって選択された全血球細胞について CytoExpert 解析ソフトウェアを

用いて解析し（Fig4.0-Aを参照）、最終的には網状赤血球が Pig-a変異を持つ頻度、成

熟赤血球が Pig-a変異を持つ頻度について IF-MFばく露群と Sham群間で比較を行った。 

 

Ⅲ-4.1.3 結果と考察 

 「Ⅲ-4」章での予備検討を基に、IF-MFばく露後 21日目よりも前の複数ポイントで

検討を行った。今年度は IF-MFばく露後の 7日目までの期間においてサンプリングを実

施し、ばく露前の pre、およびばく露直後の day0、ばく露後の day2、day7 における Pig-

a 変異の発生頻度について比較した。 

  IF-MFばく露は 3 秒間ばく露（インターバル 2分）を 30回、合計 1 時間のばく露

を実施した。Fig.4.1-Aおよび Fig.4.1-Bに示すように、縦軸を表す Pig-a変異頻度は

検出した血球細胞数が 500 万 cell と非常に分母が大きくなるため、変異頻度数を表現

する際に、[変異を有する網状赤血球]*106 /[全網状赤血球]のように 106を掛けた値で

評価を行った。その結果、IF-MF ばく露後 2 日目において、X 線照射群では顕著な高値

が検出されたが、IF-MFばく露群および偽ばく露群では顕著な変化は検出されなかった。

一方、成熟赤血球ではすべての群において変化は確認できなかった。 
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  これらをまとめると、IF-MFばく露群では網状赤血球での Pig-a変異形成において

急性影響は観察されず、今回の IF-MFばく露の条件では造血系において急性の遺伝毒性

はみられないと考えられた。一方、成熟赤血球では、ばく露後 7 日目までのデータにお

いて IF-MFばく露群と偽ばく露間に有意な差は確認できず、7日目以後のデータについ

ては未解析であるため考察は出来なかった。ばく露後 7日目以後の Pig-aアッセイは来

年度も引き続き検討を行う。また、2週間の IF-FM ばく露やさらに高出力の IF-MF間欠

ばく露後の Pig-a アッセイを用いた遺伝毒性評価についても来年度実施する計画であ

る。 
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Fig. 4.1-A IF-NFばく露および X線（3Gy）照射後のマウス網状赤血球中の

Pig-a変異の割合 
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Fig. 4.1-B IFばく露および X線（3Gy）照射後のマウス成熟赤血球中の

Pig-a変異の割合 
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Ⅲ-4.2 赤血球の小核を指標とする染色体異常誘発性試験 

Ⅲ-4.2.1 要旨 

小核試験は、化学物質や放射線などの物理刺激により生じた細胞内の小核の有無を

評価する試験方法である。小核は通常の核とは別に存在する小型の核で、DNA 切断や

染色体分裂異常等により、細胞分裂の際に一部の染色体が細胞質中に取り残されること

で生じる。生きた動物の血液細胞や組織細胞において小核化の頻度を調べることは、環

境要因やその他の変異原に対する健康影響を定量的に考察する上で非常に重要である

と考えられている。小核化した細胞の発生頻度を評価するこの試験法は OECD ガイドラ

インにも採択されており、小核の異常な増加は加齢、発癌、催奇形性などと密接に関係

しているといわれている。本研究では、IF-MF ばく露後のマウスから採取した血液に対

し小核試験を実施し、Microflowキットおよびフローサイトメトリーを用いて小核を持

つ赤血球の発生頻度について解析を行った。 

Ⅲ-4.2.2 方法 

・Ⅲ-4.2.2.1 動物

  対象動物として、マウス C57BL/6JJmsSlc・雄性および C57BL/6JJmsSlc-Tg(gpt 

delta)・雄性を日本エスエルシー株式会社から購入した。購入したマウスは、ばく露時
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を除き通常はシールド性能のある飼育室内で飼育し、水と飼料は自由摂取可能でかつ室

内温度 23℃±１℃、湿度 50±10％の条件において飼育を行った。 

 

・Ⅲ-4.2.2.2  IF-MF ばく露 

 購入した C57BL/6J マウスは 1週間ほど飼育環境に馴化させた後、各種の処理を実

施した IF-MFばく露は以下の条件で行った。ばく露条件は Pig-aアッセイと同じであ

るため、「Ⅲ-4.1.2.2  IF-MF ばく露」を参考に、出力電流 140A、入力電圧 570V、磁

束密度（コイル内中心付近）は 39.5ｍT、ばく露時間は 3秒間でそれを含む 2分間の

インターバルで 30回、合計 1 時間のばく露を実施した。 

 

・Ⅲ-4.2.2.3 サンプリング 

 「Ⅲ-4.0 陽性対照による評価方法の検証と背景データの取得」で検討したサンプ

リングポイントをもとに IF-MFばく露前の pre、およびばく露終了直後の day0、ばく露

後の day2、day3、day6 においてマウス尾静脈から経時的にサンプリングを実施した。

採取した血液 20µL はヘパリン溶液（500U/µl）100µL 中に加え撹拌した後、on iceにて

保存した。この血液サンプルをあらかじめ準備した 1.3ｍLの冷(-80℃)メタノールに加

え、-80℃にて固定・保存した。解析実施までに最低でも-80℃で 3 日間静置し、その後

フローサイトメトリーにて解析を行った。 
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・Ⅲ-4.2.2.4  小核試験

  保存した血液は、Microflowキットを用いて処理を行った。以下すべての操作は on 

ice（4℃）にて実施した。Microflow キットに含まれている in vivo Microflow Buffer 

solution（以下 Buffer Solutionと記す）12mL に、よく撹拌した血液サンプル 600µL を

加えて転倒混和し、400gで 10分間（4℃）遠心した。遠心後、上清をアスピレータで取

り除き 20µL の Buffer Solution を加えて再懸濁した。Microflow キットに同封されて

いる FITC 標識抗 CD71 抗体は網状赤血球を認識し、PI は核を認識した。非透過性の膜

を持つ生細胞を標識しない PI は死細胞染色に利用されるが、Microflow キットでは赤

血球をメタノールで固定することで PI での核染色を可能としている。血液サンプルは、

キット内の FITC 標識 CD71 抗体、および RNase を Buffer Solution に加え混合し、30

分間 4℃で抗体反応させた後、30 分間室温で反応させ RNA を分解させた。その後、1.5

ｍL PI 溶液にて反応を止めた後、フローサイトメトリー（CytoFLEX）にて解析を行っ

た。得られたデータは CytoExpert で解析し、IF-MF ばく露群と偽ばく露群間において

小核化した網状赤血球および成熟赤血球の頻度について比較を行った。 
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Ⅲ-4.2.3 結果と考察 

  本年度の IF-MFばく露は、1日間（1時間/日）の条件のみ実施し、「Ⅲ-4.0 陽性

対照による評価方法の検証と背景データの取得」で検討したサンプリング時期を基に、

ばく露前の pre、ばく露直後の day0、ばく露後の day2、day3、day6 においてサンプリ

ング（採血）を行い、得られた血液に対して小核試験を実施した。

その結果、網状赤血球で小核を有する割合は、X線照射後 2日、3日、6日目で高値

を示しているのに対して、IF-MFばく露群および偽ばく露群においては、ばく露前とば

く露後の小核化の頻度はほとんど変化していないことが確認できた（Fig.4.2-A）。成

熟赤血球では、いずれの群においても顕著な差はみられなかった（Fig.4.2-B）。この

ことから、本年度使用した IF-MFばく露条件では、網状赤血球における小核化の頻度に

影響を及ぼしていないと考えられた。一方、成熟赤血球に関しては小核化の頻度が上昇

する前の検出ポイントであり、成熟赤血球での小核化については考察することはできな

かった。ばく露終了後 7日目以後のデータについては現在解析中である。 

  これらをまとめると、マウス全身に対する 39.5ｍT の磁束密度での 1 時間の間欠

IF-MF ばく露では、造血系での小核形成への急性影響は観察されず、IF-MF ばく露は染

色体毒性に影響を与えないと考えられた。今後、長期間の IF-MFばく露後の小核試験お

よびさらに高出力での IF-MFばく露後の小核試験についても検討し、造血系における遺

伝毒性評価を引き続き実施する計画である。 
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Fig. 4.2-A IFばく露およびＸ線照射後のマウス網状赤血球中の小核化の割合 

Fig. 4.2-B IFばく露およびＸ線照射後のマウス成熟赤血球中の小核化の割合 
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Ⅲ-4.3 gpt delta マウスを用いる in vivo 変異原性試験（gpt アッセイ） 

Ⅲ-4.3.1 要旨 

 gpt アッセイは、in vivo 変異原性試験の標準法の一つとして OECD ガイドラインに

も採用されている（OECD488）。本年度は、gptアッセイの陽性対照として X線ばく露マ

ウスから骨髄、精巣、脾臓及び肝臓を回収し、DNA を抽出後に突然変異の頻度を測定し

た。本年度は、本学において gptアッセイが適切に実施できていることの確認を目的と

している。また、陰性対照における突然変異の頻度を確認することで、背景データの取

得を行った。 

gpt delta マウスは、C57BL/6 マウスの 17番染色体に gpt 遺伝子とクロラムフェニ

コール（Cm）耐性遺伝子を有するλEG10 ファージベクターを導入して作出されたトラ

ンスジェニックマウスである。マウスに変異原物質あるいは試験物質をばく露した後、

DNAを抽出して in vitroパッケージング反応を行って、ファージ粒子を得る。Creを発

現する大腸菌株にこのファージを感染させることで、大腸菌内で lox-P 配列に挟まれた

部位が切り出されてプラスミドとして大腸菌内で維持される。 

gpt 遺伝子は guanine phosphoribosyltransferase をコードしており、本酵素活性

により、6-thioguanine (6TG)存在下で大腸菌が生育できなくなる。gpt アッセイは、

gpt遺伝子の突然変異により guanine phosphoribosyltransferase 活性が消失すること

で、6TG を含有する寒天培地上に生育するコロニー数を計数し、突然変異の頻度を測定
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する方法である。本法は gpt delta マウスの in vivo における突然変異原の頻度を全身

の各臓器から DNA を抽出することにより測定することが可能であり、骨髄における遺伝

毒性の試験法である Pig-aアッセイや赤血球の小核試験と合わせて実施することで、骨

髄以外の臓器における遺伝毒性の評価を目的としている。 

Ⅲ-4.3.2 方法 

Ⅲ-4.3.2.1 X 線ばく露 

 gpt deltaマウス（C57BL/6JJmsSlc-Tg）は、日本 SLC から 7週令で購入した。X線

ばく露は、小動物用 X線照射装置 CP-160 (Faxitron 社)を用いて、5 Gy単回照射で全

身へのばく露を実施した。ばく露 48 時間後に動物を解剖し、骨髄、精巣、脾臓、肝臓

を摘出した。骨髄は、大腿骨を摘出ののち、両端を切除、切除部位から PBS を 1 mL注

入し回収した。回収後、1,000 rpm で 3 分間の遠心を行い、上清を除去したのち、0.1 

mL の PBS を加えて液体窒素中で凍結させ－80℃で保存した。精巣は、摘出後に丸ごと

のまま液体窒素中で凍結させ、－80℃で保存した。脾臓は摘出後に二分割し、肝臓は約

0.1 gの大きさに切り取り、液体窒素中で凍結させ－80℃で保存した。 

Ⅲ-4.3.2.1 緩衝液などの調整 

  DNA 抽出に用いる緩衝液などは以下の通り、調製した。 

（１）ダウンス緩衝液
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リン酸水素二ナトリウム 1.75 g、リン酸二水素カリウム 0.25 g、塩化ナトリウム

8 g、塩化カリウム 0.2 g、0.5 mol/L の EDTA 溶液 20 mL を取り、全量が 1 Lとなるよ

うに精製水を加え、pHが 8.0であることを確認する。調製後、オートクレーブにより滅

菌する。 

（２）組織破砕緩衝液

（１）のダウンス緩衝液 0.45 mL、0.5 mol/L のショ糖溶液 0.45 mL、0.5 mol/L

の EDTA溶液 0.1 mL、10 mg/mL の RNase A溶液 20 µLの割合で混合する。 

（３）RNase A含有ダウンス緩衝液

（１）のダウンス緩衝液 425 µLに対して、10 mg/mLの RNase A溶液 85 µLの割合

で混合する。 

（４）プロテイナーゼ K溶液

  10% ラウリル硫酸ナトリウム溶液 100 µL、0.5 mol/L EDTA 溶液 100 µL、10 mg/mL

のプロテイナーゼ K溶液、精製水 290 µLの割合で混合する。 

（５）フェノール／クロロホルム混液

  TE 飽和フェノール溶液（富士フィルム和光純薬）とクロロホルムを等量混和する。 

（６）クロロホルム／イソアミルアルコール溶液

クロロホルムとイソアミルアルコールを 24:1 の割合で混和する。

（７）TE緩衝液
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  1 mol/Lの Tris・HCl 緩衝液（pH8.0）1 mLと 0.5 mol/Lの EDTA 溶液 0.2 mL を分

取し、精製水を用いて全量を 100 mL に合せて調製する。 

Ⅲ-4.3.2.2 DNA 抽出 

  凍結保存した臓器を融解後、シャーレ上ではさみで細切する。臓器を 2 mL の遠沈

管に移し、前節の（２）組織破砕緩衝液を 1 mL（骨髄は 0.5 mL）と 0.5 mm の Disruptor 

Beads（Scientific Industries, NY, USA）を 0.1 g 加える。これを Disruptor 

homogenizer (M&S、Tokyo, Japan)にセットし、1分間の vortexと 1分間の on iceの

冷却を 5回繰り返し、細胞を破砕する。別の 2 mLの遠沈管に 0.5 mol/Lのショ糖溶液

を準備し、on ice にて冷却しておく。破砕液を静置し、ガラスビーズおよび組織片が沈

殿したら、上清をショ糖溶液の上に重層する。3000 rpm で 10分間遠心を行い、核を沈

殿させる。遠心、上清を除き、沈殿した核に前節の（３）RNase A含有ダウンス緩衝液 

250 µLを加え、さらに前節の（４）プロテイナーゼ K溶液 250 µLを加える。転倒混和

後、50℃で 2.5 時間の incubation を行う。その後、前節の（５）フェノール／クロロ

ホルム混液による抽出操作を 2 回行い、得られた上層（水層）に前節の（６）クロロホ

ルム／イソアミルアルコール溶液を等量となるように加えて、混合後、2500 回転で 10

分間の遠心操作を行い、上層を回収する。得られた水層に 2 倍量のエタノールを加え、

転倒混和を行い、ゲル状になった DNA をピペットを用いて回収する。得られた DNA に
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70 %のエタノール溶液を加えて、洗浄操作を行う。12,000 rpmで 10分間の遠心を行い、

DNAを沈殿として回収し、上清を除去した後、風乾によりエタノールを除く。得られた

沈殿に前節の（７）TE 緩衝液 100 µL（骨髄は 50 µL）を加え、室温で一晩おいて溶解さ

せる。得られた DNA量は 260 nmの吸光度の測定により定量した。 

Ⅲ-4.3.2.3 ゲノム DNA のパッケージング 

 抽出した DNA溶液を Transpack Packaging Extract（Agilent）を用いて定法に従い

パッケージング反応を行った。骨髄から抽出した DNA は 3 µg、それ以外の組織から抽

出した DNA は 5 µg を用いた。反応終了後、各試験溶液を全量が 300 µL となるように

*1SM 緩衝液を加え、十分に撹拌した。パッケージング溶液は使用時まで冷蔵保存した。 

*1SM緩衝液 ：100 mmol/L NaCl, 8 mmol/L MgSO4、20 mmol/L Tris・HCl (pH 7.5)、ゼ

ラチン 100mg/L

Ⅲ-4.3.2.4 試験菌株の準備 

  グリセロールストックとして凍結保存していた大腸菌株 YG6020 を*2LB 寒天培地に

ストリークし、コロニーをピックアップし、0.5 mL の*2LB 培地中で約 6時間振とう培養

後した。容量 100 mL の坂口フラスコに*2 LB培地を 50 mL 分注し、マルトース溶液（200 

mg/mL）50 µL を加えた。上記の大腸菌培養液 50 µL を加えて、14～18時間の振とう培



60 

養を行い、前培養液とした。LB培養液 10 mL にマルトース溶液（200 mg/mL）0.1 mL を

加えた培地に前培養液を 0.4 mL加えた後、OD600が 1.0となるまで約 2時間の培養を行

った。培養後、2000 rpm で 10分間の遠心を行い、上清を除去して、沈殿を 10 mmol/L

の硫酸マグネシウムを含む LB培地 5 mLにて懸濁し、以下の実験に用いた。 

*2 LB培地および LB寒天培地：Bacto tryptone (BD Diagnostic) 10 g, Bacto yeast

extract (BD Diagnostic) 5 g, NaCl 5 g を 1 Lの精製水に溶解し、オートクレーブに

より滅菌した。十分に冷えた後、20 mg/mL のカナマイシン水溶液を 1 mL 加えた。 

LB寒天培地は同じ組成に Bacto Agar (BD Diagnostic) 15 gを加えて、オートクレ

ーブ後に 20 mg/mL のカナマイシン水溶液を 1 mL 加え、直径 90 mm のシャーレに 25 mL

ずつ分注し、固化させた。

Ⅲ-4.3.2.5 パッケージング溶液のプレーティング 

  大腸菌懸濁液（Ⅲ-4.3.2.4）を、小試験管 7本に 200 µLずつ分注した。総コロニ

ー算出用にパッケージング溶液（Ⅲ-4.3.2.3）を 5 µL 分取し、10 mmol/L の硫酸マグ

ネシウムを含む LB培地を 495 µL加えて、100倍に希釈した。この希釈液を 5 µLずつ

上記の小試験管の 2 本に添加した。残りの 5 本の小試験管にはパッケージング溶液を

60 µLずつ分注し、突然変異検出用とした。 
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  すべての小試験管を 37℃で 20分間静置した。静置後、37℃で 30分間振とう培養し

た。総コロニー検出用の小試験管 2 本に*3トップアガーを 2.5 mL ずつ加え、ボルテッ

クスミキサーで撹拌後、各試験管の全量をそれぞれ*4M9+Cm 寒天培地に重層した。突然

変異検出用の小試験管 5本には、25 µg/mL の 6TG を含有するトップアガーを 2.5 mLず

つ加え、ボルテックスミキサーで撹拌後、各試験管の全量をそれぞれ*5M9+Cm+6TG 寒天

培地に重層した。総コロニー算出用の寒天培地は 37℃で 2～3日間、突然変異検出用の

寒天培地は 37℃で 4日間培養した。 

*3トップアガー：Bacto Agar (BD Diagnostic) 6 g と NaCl 6 g を秤量後、1 Lの精製

水を加え、オートクレーブにより滅菌した。 

*4 M9＋Cm 寒天培地：Bacto Agar (BD Diagnostic) 15 g と精製水 900 mLを混合し、オ

ートクレーブにより滅菌した。滅菌後 50℃に保温しながら、60℃以下になってから、以

下の溶液を添加した。*610×M9 salt 100 mL, 50% (w/w)グリセロール水溶液 20 mL, 1 

mol/L 硫酸マグネシウム水溶液 2 mL, 1 mol/L 塩化カルシウム水溶液 0.1 mL, 1% 

(w/v) チアミン水溶液, *7 10 mg/mL アミノ酸水溶液 4 mL, 25 mg/mL クロラムフェニ

コール溶液 1 mL を加えて、マグネチックスターラーで撹拌し、直径 90 mm のプラスチ

ックシャーレに 25 mLずつ分注し固化させた。 

*5 M9＋Cm+6TG寒天培地：M9+Cm寒天培地の組成に 25 mg/mLの 6-thioguanine 溶液を 1 

mL 加えた。 

*6 10×M9 salt：リン酸水素二ナトリウム 67.8 g, リン酸二水素カリウム 30.0 g, 

NaCl 5.0 g, 塩化アンモニウム 10.0 g を秤取し、精製水 1 L に溶解後、オートクレー

ブにより滅菌した。 
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*7 10 mg/mL アミノ酸水溶液；L-プロリン 1 g, L-ロイシン 1g, L-イソロイシン 1 g

を秤取し、精製水 100 mL に溶解後、ろ過滅菌した。 

 

Ⅲ-4.3.2.6 コロニーの計数と confirmation 

 培養終了後、総コロニー検出用のプレートのコロニー数をScan500（Interscience）

を用いて計数した。また、突然変異検出用のプレートは目視にて、コロニーを計数した。

培養 5 日目には析出した 6-thioguanine の結晶によりコロニーの識別が困難になるた

め、3 日目及び 4 日目に候補コロニーを確認し、4 日目にコロニーのピックアップとス

トリークを行い、confirmation を行った。 

 あらかじめ通し番号をつけたエッペンチューブに*8 Na-K 緩衝液を 50 µL ずつ分注

し、突然変異検出用のプレート上のコロニーを滅菌済みの爪楊枝でピックアップし、エ

ッペンチューブ中の緩衝液で希釈した後、M9+Cm+6TG寒天培地と M9+Cm寒天培地にこの

順でストリークした。M9+Cm+6TG寒天培地と M9+Cm 寒天培地のいずれにもコロニーの生

育が認められたものを変異コロニーとした。 

*8 Na-K緩衝液：リン酸水素二ナトリウム 7.57 g とリン酸二水素カリウム 1.82 g を秤

量し、精製水 1 Lに溶解した。 

 



63 

 

Ⅲ-4.3.3 結果と考察 

 本年度は陰性対照のマウス 1 匹と陽性対照として 5 Gy の X 線にばく露したマウス 1

匹について、骨髄、精巣、脾臓、肝臓の gpt アッセイを行った。結果を Table 4.3-Aに

示す。 

  各臓器で自然突然変異の頻度が異なることが観察されるとともに、X 線ばく露後の

変異の頻度が異なる結果となった。精巣を除いて、非ばく露群と比較してばく露群の突

然変異の頻度が 2倍以上に上昇しているので、X線による突然変異を検出することがで

きたと考えている。これらを踏まえると、中間周波磁界の遺伝毒性の評価にも適用可能

である。本実験系は多くの先行文献もあり、結果を比較することも可能であるため、引

き続き gpt アッセイによるデータを蓄積して、十分なサンプル数を収集して中間周波磁

界の遺伝毒性の有無について確認する予定である。 
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Table 4.3-A gpt アッセイによる突然変異頻度の測定結果 

 

Average 

Titer  

(/plate) 

Total 

colonies 

(×104/assay) 

Mutant 

colonies 

(/assay) 

Mutation 

Factor (×10-6) 

骨髄 
Control 425.5 255 1 0.39 

X ray 363.5 218 6 2.75 

精巣 
Control 421.5 253 11 4.35 

X ray 520.5 312 22 7.04 

脾臓 
Control 315.5 189 17 8.98 

X ray 245 147 33 22.45 

肝臓 
Control 303 182 1 0.55 

X ray 315.5 189 4 2.11 
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Ⅳ まとめ 

 

中間周波数帯を利用する無線電力伝送（WPT）システムは現在、実用化に向け開発が

進められており、その中でも電気自動車向け WPTシステムについては、もっとも実用化

が期待されている一方で、特に大きな出力を発生させることが想定され、コイルからの

漏洩磁界による健康影響に対して懸念されている。国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）が 2010 年に発行したガイドライン（我が国の電波防護指針においても当ガ

イドラインの指針値を採用している）では、職業的ばく露の基本制限値（頭部，体部，

中枢神経系）は 85kHz のとき約 23V/m である。総務省生体電磁環境委託研究において

は、2015 年度からの 3 年間にわたり実施された「中間周波数帯の電磁界（特に 100kHz

帯の磁界）における非熱的生体作用の検討」において、マウスの全身に対して最大

54.1V/mの体内誘導電界が発生する条件で酸化ストレス関連指標等への影響を調査した

が影響は見られなかった。2018 年度から開始した本課題研究では、より高い体内誘導

電界を発生させる条件、具体的には基本制限の 10 数倍程度の誘導電界を生じる条件で

の生体影響について、特に発がんとも関連性が高い遺伝毒性影響を中心に検討をするこ

とを目的とし、研究を進める。 

 本年度は研究初年度であるため、遺伝毒性試験の準備段階として、装置などの購入

を通じて研究環境を整え、その後、X線ばく露などの陽性対照試験を実施し、遺伝毒

性試験が実施可能であることを確認する試験を行った。また、従来の磁界ばく露装置

を改修し、本プロジェクトのばく露シナリオに適合した磁界ばく露装置を準備し、予

備的なばく露を実施し、ばく露影響に関して結果の一部を収集した。 

 動物へのばく露の遺伝毒性試験として、（１）赤血球の小核試験、（２）Pig-aア

ッセイ（赤血球の突然変異を指標とする試験）、（３）gpt アッセイ（gpt deltaマウ

スに遺伝子導入されている gpt遺伝子の突然変異を指標とする試験）の 3つについ
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て、陽性対照の確認を実施した。いずれの試験法においても、3Gy または 5Gy の X線

ばく露により、突然変異を検出可能であることが確認できた。 

 中間周波ばく露装置については、首都大学東京ユニットにより磁界ばく露装置の改修

を行い、周波数 82.3 kHz で 3秒間の出力電流 140A rms の正弦波電流を発生させ、こ

の短時間バーストの磁界を 30回（2分インターバル、計 1時間）ばく露した際の影響

について検討した。この条件での体内誘導電界は 84.2V/m（電波防護指針における職

業環境ばく露の基本制限値は 23V/m）である。陽性対照として設定した X線ばく露に

おいては、血球数の減少、小核の増加、赤血球の表面抗原の変異の増加について陽性

影響がみられたものの、磁界ばく露においては影響がみられなかった。 

次年度以降の研究においては引き続き、様々な条件、統計処理に十分な匹数で実験

を継続していく必要がある。 
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Ⅴ 附録 

発表等成果 

Possible Biological Effects of Intermediate Frequency Magnetic Field Exposure 

in Mice. Akira Ushiyama, Shin Ohtani, Kenji Hattori, Kazuyuki Ishii, Keiji 

Wada, Yukihisa Suzuki. 2019 URSI Asia-Pacific Radio Science Conference (AP-

RASC 2019) to be held in New Delhi, India from 09 – 15 March, 2019 
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Ⅰ 要 旨 

本研究では、⾼出⼒の無線電⼒伝送装置に関する磁界ばく露に関する健康影響に関す
る評価、特に遺伝毒性の評価に関して調査を⾏う。⾸都⼤学東京ではこのプロジェクト
の物理・⼯学⾯について研究を⾏うために次の３つの成果⽬標を定める

ア） ⼩動物体内に総務省電波防護指針（ICNIRP ガイドライン）で定める基本制限値
を⼤きく超える体内誘導電界（職業ばく露の⼗数倍程度以上）を発⽣させる中間周波数
帯の磁界ばく露装置を開発しその性能について適切に評価する。開発するにあたって、
中間周波数帯の強磁界発⽣における課題点を明らかにし、基本制限値（職業ばく露）の
10 数倍程度を⽬指す。

イ） 実験動物の数値モデルによるドシメトリを⾏い、動物・細胞実験におけるばく露
量・誘導量を明らかにする。そのため、ばく露評価⽤の数値モデルの⾼精細・⾼機能化
と多くのばく露条件に対応出来るような解析コードのハイパフォーマンス化を⽬指す。
細胞実験においては、培養細胞の内部に誘導される電界量を定量か出来るような⼿法の
確⽴を⽬的とする。

ウ） 今回開発するばく露装置は⾼強度の内部誘導電界を⽣じさせるので、動物体内・
細胞内における SAR 値を明らかにし、温度上昇の特性を把握することも⽬的とする。ば
く露時にそれらの物理的要因による影響が⽣物学的評価に現れた場合、それらをできる
限り取り除き、中間周波磁界そのものによる遺伝毒性の評価・検討が可能な装置を作製
する。

これらの⽬標設定における研究課題に対して平成 30 年度は以下の項⽬に関して研究
開発を実施した．



ア） 磁界ばく露装置の開発

ア-1 既存の⾼強度ばく露装置の短時間バースト動作改修作業

・既存のばく露装置の⾼出⼒化とバースト動作を⾏うための制御システムの改造を
⾏った。結果として周波数 82.3kHz、⼊⼒電圧 582V において 140Arms の正弦波を 3 秒
間出⼒出来ることを確認出来た。

ア-2 超⾼強度磁界ばく露装置の開発

・超⾼強度磁界暴露装置専⽤の電源を開発するため、スイッチングデバイスの４並列
化の設計・製作を実施した。また、ばく露装置の磁界発⽣コイルの検討のため、(1)内
径 90	mm、巻線数 13	巻、コイル⾼さ	54mm,(2)	内径 80	mm、巻線数 15	巻、コイル⾼さ
47mm の出⼒コイルの作成を⾏った。さらに専⽤の共振⽤コンデンサの作成などを実施
した。超⾼強度磁界ばく露装置の試験には内径 80mm のコイルを⽤い、約 300A の実効値
で 0.6 秒の動作を確認した。マウスモデルを使⽤したドシメトリでは、この条件で体内
誘導電界の全⾝平均が約 141V/m である。この結果は ICNIRP の基本制限（職業ばく露）
の約 6 倍程度である。

ア-2 ばく露装置の保守管理およびばく露管理

・短時間バースト動作の改修を⾏った⾼強度ばく露装置を保健医療科学院に設置し、
⽣物実験で使⽤出来るように保守管理を⾏った。



イ） ばく露におけるドシメトリ評価の検討

イ-1 ドシメトリシステムの検討と構築

・ ドシメトリシステムのソフトウェアサイドとして，インピーダンス法、FDTD 法、
有限積分法、などの格⼦系の⼿法の準備を⾏った。またハードウェアサイドとして、格
⼦系の計算を効率的に⾏える CPU と GPU のハイブリッドシステムの調達を⾏い、システ
ムの構築を実施した。

イ-2 試作コイル作成のための数値ドシメトリの実施

・ (1)内径 80mm、⾼さ 54mm の 1 層 15 巻、(2)内径 90mm、⾼さ 47mm の 1 層 13 巻の２
種類のコイルを電気回路設計の観点から候補とし、マウスの解剖学的モデルを 2/3 筋⾁
モデルとし数値ドシメトリを実施した。結果として、1000Arms の⼊⼒電流に対して、誘
導電界の全⾝平均は(1),(2)のそれぞれについて 471V/m,	400V/m であった。この結果は
どちらのコイル設計においても ICNIRP の基本制限値（職業ばく露）の⼗数倍の誘導電
界を超えることが推察される。

ウ） ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討

ウ-1 磁界以外の物理要因評価システムの構築と検討

・ ⾳ばく露システムと⾳ばく露強度を実験的に定量化できる測定系を構築し保健医
療科学院に設置した。また数値シミュレーションシステムのソフトウェアサイドとして
は、マウスモデルの準備、外部電界による誘導を評価出来る SPFD 法のシステム、熱輸
送コードの準備、⾳・振動などを扱えるシミュレータの準備⾏った。ハードウェアサイ
ドとしてはイ）-１との共通基盤のシステムとして、計算機システムの調達と環境の構
築を実施した。

ウ-2 SAR の事前評価

・SAR 計算のために解剖学的マウスモデルについてソレノイドコイル内の磁界分布を
想定し、インピーダンス法により解析を⾏った。またその計算結果から誘導電界の全⾝
平均値が基本制限（職業ばく露）の 13 倍の時にマウス体内の温度上昇は 3 秒のばく露
で 0.15 度程度であることを数値的に推定した。



II 研究全体の背景と⽬的 

電波が国⺠の健康に及ぼす影響について関⼼が⾼まっており、安全性に不安を感じて
いる国⺠も多い。その関⼼に適切に対応するために国は科学的根拠に基づく知⾒を提供
し、電波の安全性について⼗分に周知し国⺠から理解を得る必要がある。我が国におい
ては科学的根拠に基づいて電波防護指針が定められており、その安全性が担保されてい
る。

  電波防護指針のうち、中間周波数帯を含む低周波領域（10kHz 以上 10MHz 以下）
については、情報通信審議会⼀部答申	諮問第 2035 号「電波防護指針の在り⽅」のうち、
「低周波領域（10kHz 以上 10MHz 以下。）における電波防護指針の在り⽅」（平成 27 年
３⽉）で、国際⾮電離放射線防護委員会が設定した ICNIRP ガイドライン 2010 の⾒解を
⽀持し、その基本制限・参考レベル等が採⽤されている。⼀⽅で、近年、中間周波数帯
を利⽤する無線電⼒伝送（WPT）システムが注⽬されている。その中でも電気⾃動⾞向
け WPT システムについては、現在は 85kHz 帯で最⼤ 7.7ｋW の伝送について法規化され
ている。今後さらに、数⼗ kHz から百数⼗ kHz の間で⼤電⼒(10kW から最⼤ 100kW クラ
ス)の無線電⼒伝送技術の実⽤化も想定されていることから、今後⽇常⽣活において現
⾏の指針で定められる参考レベルに近い電磁環境に⼈体がさらされる可能性が増える。
例えばヒトが予期せず装置近傍に⾮常に接近した場合、無線電⼒伝送のシステムの安全
装置が働くことが想定されるが、現在の技術では装置の停⽌までに 1 秒程度のラグタイ
ムが⽣じると想定される。そのような場合ヒトが短時間、ガイドラインを越える⾼強度
の中間周波数帯磁界に曝され、最悪なシナリオとして、それが繰り返し⽣じることが想
定される。したがって、このような場合でも安全性が確保できるかどうかはこれからの
関⼼事だと思われる。

このような新技術の導⼊に伴い健康影響に関する評価が適切に⾏われることが必要
であるが中間周波電磁界については、これまで研究対象としての関⼼が低く、⼗分な科
学的な知⾒が存在していない。そのため、2007 年に発刊された WHO の超低周波電磁界
に関する環境保健クライテリア（EHC238）では、今後の課題として中間周波電磁界の⽣
体影響研究の推進が必須とされている。以上より、本研究では以下の研究内容を達成⽬
標とする。



ア） ⼩動物体内に総務省電波防護指針（ICNIRP ガイドライン）で定める基本制限
値を⼤きく超える体内誘導電界（職業ばく露の⼗数倍程度以上）を発⽣させる中間周波
数帯の磁界ばく露装置を開発しその性能について適切に評価する。開発するにあたって、
中間周波数帯の強磁界発⽣における課題点を明らかにし、可能な場合は基本制限値（職
業ばく露）の 25 倍程度を⽬指す。

イ） 実験動物の数値モデルによるドシメトリを⾏い、動物・細胞実験におけるばく露
量・誘導量を明らかにする。動物ばく露実験おいては、動物がフリームービングの環境
でばく露できる装置を計画する。そのため、ばく露評価⽤の数値モデルの⾼精細・⾼機
能化と多くのばく露条件に対応出来るような解析コードのハイパフォーマンス化を⽬
指す。細胞実験においては、培養細胞の内部に誘導される電界量を定量か出来るような
⼿法の確⽴を⽬的とする。中間周波数帯のような準静的な場に対して、このような⼿法
でのドシメトリは実施された例がなく、評価のポリシー、数値計算⼿法、統計的な解析
⼿法について新たに提案する必要がある。

ウ） ア）で開発した装置において、磁界以外の物理的要因（電界・温度・超⾳波・
振動）の計測または計算機シミュレーションを実施し定量化を⾏うことを⽬的とする。
また、今回開発するばく露装置は⾼強度の内部誘導電界を⽣じさせるので、動物体内・
細胞内における SAR 値を明らかにし、温度上昇の特性を把握することも⽬的とする。ば
く露時にそれらの物理的要因による影響が⽣物学的評価に現れた場合、それらをできる
限り取り除き、中間周波磁界そのものによる遺伝毒性の評価・検討が可能な装置を作製
する。本研究では数⼗ kHz〜百数⼗ kHz 程度周波数を持つ磁界ばく露装置による⼩動物
内の誘導量に関して、基本制限の⼗数倍以上を⽬指すため⼊射磁界の値は⾮常に⾼くな
る。そのような環境に関して磁界以外の要因が予測されるが、それらの要因を明確化し、
取り除くことまで考慮した実験系は国際的にもあまり⾒られない。

エ） 上記ア）で開発したばく露装置および既存のばく露装置を使⽤して、中間周波
磁界のマウスへのばく露実験を実施する。化学物質における遺伝毒性を調べる際の標準
バッテリー試験のうち、in	vivo（動物）で⾏う項⽬である「げっ⻭類を⽤いる造⾎組
織の⼩核試験」を⾏うと共に、「トランスジェニック動物突然変異試験」「pig-a	突然
変異試験」を平⾏して実施する。また、これらを補完する研究として「遺伝⼦発現の網
羅的解析」についても検討を⾏う。ばく露による影響が⾒出した場合にはそのメカニズ
ムについての検討を実施する。得られる結果はこれまで報告されていない研究結果とな



り、中間周波の⽣体作⽤の有無あるいはそのメカニズムを検討する基礎資料として極め
て重要である。

オ） 上記イ）で開発したばく露装置および既存のばく露装置を使⽤して、中間周波
磁界の細胞へのばく露実験を実施する。化学物質における遺伝毒性を調べる際の標準バ
ッテリー試験のうち、in	vitro（細胞）で⾏う項⽬である「細菌を⽤いる復帰突然変異
試験」「哺乳類細胞を⽤いる⼩核試験」を⾏う。また、これらを補完する研究として「遺
伝⼦発現の網羅的解析」についても検討を⾏う。ばく露による影響が⾒出した場合には
そのメカニズムについての検討を実施する。得られる結果はこれまで報告されていない
研究結果となり、中間周波の⽣体作⽤の有無あるいはそのメカニズムを検討する基礎資
料として極めて重要である。

カ） 上記の全項⽬の結果をとりまとめ、中間周波数帯における総務省電波防護指針
の基本制限値を⼤きく超える誘導量による遺伝毒性に関して総合的に検証し、健康影響
の可能性の有無を明らかにする。これらの作業を通じ、現在の電波防護指針の妥当性を
検証するとともに、今後の電波防護指針改定等のために必要な安全性評価の⽅向性を明
らかにする。また論⽂発表を通じ、科学的根拠を提⽰することにより、WHO 等国際機関
が⾏う中間周波のリスク評価に対して貢献できることを⽬標とする。

なお，本研究の全体的な枠組みは次のとおりである．





本報告書は上記の枠組みのうち，主として⾸都⼤学東京が担当した「ア）磁界ばく露
装置の開発」，「イ）ばく露におけるドシメトリ評価の検討」，「ウ）ばく露環境にお
ける磁界以外の物理要因の検討」に関する平成 30 年度の実施内容の報告である．その
他の実施内容の報告については，共同受託機関である⾦沢医科⼤学による報告書を参照
されたい．



Ⅲ 磁界ばく露装置の開発

3.1 磁界ばく露装置の開発

3.1.1 改修⽬的

本年度は,超⾼磁界ばく露装置の開発に先⾏して ICNIRP の基本制限値の 2 倍程度の
ばく露実験を動物実験・細胞実験の双⽅で⾏うために従来のばく露装置の改 修を⾏っ
た。 

3.1.2 従来回路構成 

まず,図	1	に従来のばく露装置の回路図を⽰す。従来装置では,電圧形インバータの
交流出⼒側に	 LC	 直列共振回路を接続した回路構成を採⽤した。この回路⽅	式は,負
荷	 LC	 のバンドパス特性をもちいて共振周波数付近の電流を抽出することができる。
従来は,出⼒電流	100	A,1	時間の連続動作が確認されている。

3.1.3 改修内容 

今年度は,超⾼磁界ばく露装置の開発に先⾏して ICNIRP の基本制限値の 2 倍程	度の
ばく露実験を動物実験・細胞実験の双⽅で⾏うために従来のばく露装置の改修を⾏い⾼
出⼒化を⾏った。以下は改修内容について記述する 図	2	は,⾼出⼒・短時間(電流指令
値	140	Arms,3	sec.)におけるインバータ電流と出	⼒電流の全体波形を⽰す。ピンク,

⻘,緑の波形は,並列している各インバータの	電流を⽰す。また,⾚⾊の波形は,3	つの
インバータ電流が合成された出⼒電流を	⽰す。図	2	に⽰すように,電流指令値までの
⽴ち上がり時間に	6	秒設けている。ま	た,電流指令値に達してから要求動作時間	3	秒
間,出⼒が⾏われていることが確認	できる。図	3	は,図	2	の動作時間	3	秒間におけ
る拡⼤波形を⽰している。周波数	82.3	kHz	において,出⼒電流	146	A	の正弦波電流
を確認した。このような⼤容量の	装置は,系統にノイズ電流がのってしまうことにより
周辺機器に影響を与える可能	性がある。そこで,同条件におけるノイズ電流の評価試験
を⾏った。図	4	はノイズ電流評価試験の結果を⽰す。図の下部に⽰す波形は図	3	の電
流波形と等しいことが確認されている。この時,最⼤ノイズ電流は	1.88Aが確認された。	











3.2 超⾼強度磁界ばく露装置の開発	

3.2.1 超⾼強度ばく露装置の回路構成 

図 4 は，超⾼強度ばく露装置の回路構成を⽰す。超⾼強度ばく露装置の回路構成も従
来の回路構成と同様，電圧形インバータの交流出⼒側に LC 直列共振回路を接続した回
路構成を採⽤した。しかしながら，出⼒電流がさらに増加するため，インバータの並列
数を 3 並列から 4 並列と変更し装置の定格電流の確保を図っている。また，⼊⼒側に
は，ノイズ低減⽤のノイズフィルタを挿⼊した。また，⼊⼒側の DC リンクコンデンサ
には，容量確保のため従来装置に対して増設を⾏っている。	
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3.2.4 実験結果 

3.2.4.1 三⾓波 1000Ap-p 試験 

ここでは，1000Ap-p によるデバイスの耐熱，また，電源の容量試験結果を⽰す。本試
験では，図 10 に⽰すインバータ 2 並列回路にて⾏った。インバータ 2 並列回路は本装
置の 1/2 ミニモデルとなるため，出⼒電流も想定される本装置の半分で試験を⾏った。
また，負荷はインダクタのみとしたため出⼒電流は三⾓波となる実験である。	

図 11 は，スイッチング周波数 85	kHz，出⼒電流 1000Ap-p とし，動作時間 500μs の
時の⼊⼒ DC リンクコンデンサ電圧(⾚)，インバータ出⼒電圧(灰)，出⼒電流(⻩)を⽰
す。動作中の DC リンクコンデンサ電圧は，⼊⼒電圧の 230	V 前後で⼀定であることが
確認できる。また，出⼒電圧は矩形波であり，出⼒電流は三⾓波であることが確認でき
る。図 12 は，スイッチング周波数 85	kHz，出⼒電流 1000Ap-p とし，動作時間 300ms の
時の下側スイッチのゲートソース間電圧(オレンジ)，⼊⼒ DC リンクコンデンサ電圧
(⾚)，インバータ出⼒電圧(灰)，出⼒電流(⻩)を⽰す。図 12 より，50ms や 150ms から
⼊⼒ DC リンクコンデンサ電圧の低下が確認できる。コンデンサ電圧が低下したことに
伴い，出⼒電圧の振幅も低下し，結果として出⼒電流の減少が確認できる。	

この問題の対策としては，⼊⼒ DC リンクコンデンサのキャパシタンスが/2 ミニモデ
ル装置では 23900μF(3900mF×6 並列)としているが，これを増設することによって初期
電荷を増やすということが考えられる。また，動作中に⼊⼒電源から電荷を注⼊し続け
ることも対策の 1 つであるため，現状使⽤している 1600W 電源をより⼤容量の電源に変
更することが考えられる。	
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Ⅳ ばく露におけるドシメトリ評価の検討 

4.1 ドシメトリシステムの検討と構築	

本研究におけるばく露強度は、これまでに国内外でなされてきたばく露強度を遙かに
しのぐ強度である。また磁界ばく露をバースト動作で時間的に制御する点もこれまでに
成されてこなかったばく露様式である。動物実験におけるこのようなばく露の様式につ
いて、フリームービングの環境で精密にばく露評価を⾏うためには、これまで以上に精
密で⾼機能な動物モデルの開発、新たな評価のポリシーの検討、数値計算⼿法のこれま
で以上の⾼速化、ばく露評価の統計的な扱いなどドシメトリとして新たな検討・提案が
必要になる。さらに細胞実験でのばく露では細胞培養液、および細胞内の誘導電界を評
価するマルチスケールのドシメトリを新たに実施する。	

また、バースト動作での瞬間的な電⼒吸収について、これまでになかった程度のレベ
ルになることが想定されるので、そのことにより⽣じる磁界ばく露以外のストレス要因
について新たに検討する必要がある。さらに、環境の温度上昇、超⾳波、振動、コイル
により⽣じる電界によるばく露に関しても、これまで検討されてきたレベル以上のもの
が予測され、動物実験における物理環境の効果の⾮線形性を想定すると、磁界以外の動
物に影響を与える物理要因を慎重に把握し、可能な限り排除する必要がある。これらの
検討には理論的なアプローチとして⼤規模数値解析からのサポートが必要になる。	

本年度は上記のような計算負荷の⾮常に⾼いドシメトリおよび磁界ばく露以外のス
トレス要因の検討のための計算資源の準備を⾏った。本研究では磁界による内部誘導電
界の解析にインピーダンス法を⽤いる予定である。また、磁界以外の物理要因の検討と
して電界による誘導電界の計算を SPFD 法、⽣体内の熱の解析に有限差分法（FDM）、超
⾳波、振動の⾳場解析に FDTD 法および有限要素法（FEM）などを⽤いる予定である。ま
た、３次元のマウスモデルの⾼機能化などには⼤規模な⾏列演算が使⽤されると予測さ
れる。これらの要求を予測し、図 XX1 に⽰す計算機の到達可能な性能を理論的に評価出
来るルーフラインモデルに当てはめ、本研究を効率的に推進できるようなハードウェア
の選定を⾏った。図 XX の横軸は演算強度、縦軸は到達可能な浮動⼩数点演算性能
(Flops)値を⽰す。ここで、演算強度は計算スキームにおける演算数とデータ⼊出⼒数
の⽐を⽰し、Flops は⼀秒間に実⾏できる浮動⼩数点演算数である。本研究でよく⽤い
られると予測される格⼦系の計算(FDTD,	FDM,	インピーダンス法,	SPFD 法)はおおよそ
演算強度が 1 以下のものが多い。このような演算強度を持つアプリケーションは、メモ
リバンド幅律速となり、メモリバンド幅の帯域が広いシステムほど効率の良い演算が可
能となる。CPU に関してメモリバンド幅が広いシステムは近年いくつかのシステムがあ
るが、例えば Intel 系の Xeon	scalable	processor	(Skylake-SP)では 1CPU あたり理論
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4.2 試作コイル作成のための数値ドシメトリの実施	

4.2.1 磁界はぐ露実験による遺伝毒性の評価システム 

4.2.1.1 ICNRIP のカイ゙トラ゙インとの関係性 

電磁界の影響から⼈体を防護するために ICNIRP は 2 種類の制限値を定めている.	 1

つは基本制	限であり,確⽴された健康影響と直接的に関連付けられる物理量に基づく
ばく露の制限値である.また,電磁界ばく露の基本制限の規定に⽤いる物理量は⾝体内
電界強度である.もう⼀つは参考	レベルであり,参考レベルは間接的に有害な影響を受
けること無くばく露されるであろう電界,磁界,接触電流の実効値及びピーク値である.

これらは測定または計算を⽤いて関連する基本制限	から導き出されている.また基本
制限,参考レベルには職業的ばく露,公衆ばく露の 2 つの制限が定められている.職業的
ばく露は⼀般的には既知の条件下で職場において時間変化する電界お	よび磁界へばく
露される成⼈に適⽤されるものであり,公衆ばく露は全ての年齢の、様々な健康状	態の
各個⼈に適⽤され,公衆の⼈たちは⾃分の電磁界へのばく露に気づいていないため,職
業的	にばく露される作業者に対するものより厳しい制限となっている.これらのよう
に	ICNIRP	の制限値は,神経刺激作⽤や熱作⽤から⼈体を防護するために定められてい
る.⼀⽅で近年普及しつ	つあるワイヤレス電⼒伝送技術とし⾞両の充電に⾼強度の電
磁界の利⽤が考えられており,この	ような状況下での短期的なばく露による遺伝的な
障害に関しては考えられていない.その為,本	研究では基本制限を指標とし,体内誘導
電界の強度を⽤いて磁界ばく露に起因する遺伝毒性試験	を⾏うためのばく露装置の開
発とそのばく露量の定量化を⾏う.	
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4.2.2.3 まとめ 

有限積分法	(Finite	Integration	Method:FIT)	に基づく電磁界シミュレータ	(CST	

EM	Studio)	を	⽤いて上記のコイルモデルを作成し,コイルから発⽣する磁束密度分布
を計算した.	結果,ICNIRP	の基本制限の⼗数倍を⽬標とし候補に挙がった	2	つのばく
露⽤コイルは,今回の条件を満たすもの	であることが確認できた.またこの時の中⼼軸
上最⼤磁束密度は内径	80mm	のコイルで約	182mT,	内径	90mm	のコイルで約	150mT	で
あった.	
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4.2.3.5 まとめ 

誘導電界をインピーダンス法を⽤いて計算するにあたり,⽤いるパーセンタイル値を
評価する	ため,簡単な円柱モデルを⽤いて解析解と⽐較し検討を⾏った.結果,2mm	 を	

80	分割程度で解	析解が	99	パーセンタイル値と同等になり,さらに	80	分割以上の精
密なモデルでは	99	パーセンタ	イル値を⽤いての評価は過⼩評価になる可能性がある
ことがわかった.また,今回は筋⾁の誘電	率の均⼀モデルで検討を⾏ったが,不均⼀な
モデルでは⽤いるパーセンタイル値をさらに検討す	る必要がある.	
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体内誘導電界は	ICNIRP	基本制限の職業ばく露の約	21	倍,公衆ばく露の約	41	倍とな
った.また内径	 90mm	コイルを⽤い	たときのマウス体内誘導電界は	 ICNIRP	基本制限
の職業ばく露の約	17	倍,公衆ばく露の約	35	倍	となった.これにより新型ばく露装置
のばく露量の定量化を⾏うことができた.	

	 	



Ⅴ ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討 

5.1 磁界以外の物理要因評価システムの構築と検討

1 はじめに 

本研究では⾼強度の磁界をバースト波形でマウスにばく露する実験を実施する。そ
の際に磁界以外の要因として実験装置から発⽣する 85kHz 程度の超⾳波がマウスにス
トレス等の影響を与える可能性が考えられる。ここでは磁界以外の物理要因として超⾳
波について検討するための⾳ばく露装置の構築について述べる。

2 ⾳ばく露 

2.1 ⾳ばく露実験 

実験に使⽤する磁界ばく露装	置はソレノイド状コイルで構成されており、装置の磁
界と電流が鎖交することによりローレンツ⼒によるコイルの振動が⽣じ超⾳波が発⽣
することが予測される。また、ばく露対象であるマウスの最⼤可聴域は	100kHz 程度で
あると⾔われており、マウスは装置から発⽣する超⾳波からストレス等の影響を受ける
可能性がある。もし、ばく露装置から⽣じる超⾳波がマウスに影響を与えていた場合、
本来の磁界の体内誘導電界による⽣体影響との切り分けが出来ない。そのため、超⾳波
のみのばく露実験を⾏う必要がある。	本研究では、磁界ばく露装置から⽣じる超⾳波
と同等な⾳圧レベルの超⾳波をマウスにばく露することで磁界以外の要因としての超
⾳波の影響を定量的に評価し、磁界のみの⽣体影響を評価出来るシステムを構築するこ
とを⽬標とする。
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カーから磁界ばく露装置駆動時と同等の⾳圧レベルを出⼒するような装置の設定を⾏
った。	
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図 8 に⽰すのは誘導電界から求めた全⾝平均及び局所（最⼤に近いと思われる場所）
SAR の概算である。ここでSAR は次式で⽰され導電率はマウスモデルの平均値である0.326 
S/m, 密度は 103 kg/m3 を仮定している。 

 

この図は横軸を基本制限値（職業ばく露）で規格化しており、基本制限値の何倍でマウ
ス体内の全⾝平均及び局所 SAR の最⼤値がおおよそどの程度になるかを⽰している。図 9
は基本制限の 25 倍までの拡⼤図である。 

 

図 8 横軸を 85kHz の職業ばく露の基本制限値で規格化したときの全身平均と局所 SAR
値  

 

SAR =
�E2

⇢
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次に断熱条件を仮定したときのマウス体内の温度上昇の粗い⾒積を検討する。短時間
（数秒~10 秒程度）ばく露の場合，熱伝導が現象として無視できる程度になるので，断熱
条件の適⽤はそこそこよい近似となると思われる。以下に断熱条件による近似からの温度
上昇ΔT の推定式を⽰す。 

ここでバースト時間を 3 s ⽐熱を と仮定すると、基本制限
で規格化した全⾝平均誘導電界値とマウスの体内の温度上昇の関係は図 10, 11 のようにな
る。図 11 は 15 倍までの拡⼤図である。 

図 9 誘導電界全身平均値の値（基本制限値（職業ばく露）で規格化）に対する 3 秒ば

く露時のマウス体内の温度上昇
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Ⅰ 概要 

近年、中間周波数帯（10 kHz～10 MHz）の電磁界を利用する無線電力伝送（WPT）

システムが注目されている。電気自動車向け WPT システムでは、85 kHz 帯で最

大 100 kW の大電力化が望まれており、条件によっては現行の指針で定められる

基本制限を超える電界を体内に誘導する電磁環境に人体がさらされる可能性が

ある。一方、2007 年に発刊された WHO の超低周波電磁界に関する環境保健クラ

イテリア（EHC238）[1]では、今後の課題として中間周波電磁界の生体影響研究

の推進が必須とされており、特に今後利用が広がる 85 kHz の中間周波電磁界の

健康影響に関する評価に関しては、これまで研究対象としての関心が低く、十分

な科学的な知見が存在していない。 

本受託研究では、基本計画書における目標を達成する研究を進め、以下の 6つ

の成果目標、すなわち、ア）磁界ばく露装置の開発、イ）ばく露におけるドシメ

トリ評価の検討、ウ）ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討、エ）小動

物を用いた遺伝毒性等の検討、オ）細胞を用いた遺伝毒性等の検討、カ）非熱的

生体作用の遺伝毒性に関する総合的検討、を定めた。本報告書では、この内、当

所担当分の、オ）細胞を用いた遺伝毒性等の検討、に関する研究結果を取りまと

めた。 

Ⅱ 研究全体の背景と目的 

電波が国民の健康に及ぼす影響について関心が高まっており、安全性に不安

を感じている国民も多い。その関心に適切に対応するために国は科学的根拠に

基づく知見を提供し、電波の安全性について十分に周知し国民から理解を得る

必要がある。我が国においては科学的根拠に基づいて電波防護指針が定められ

ており、その安全性が担保されている。 

電波防護指針のうち、中間周波数帯を含む低周波領域（10 kHz 以上 10 MHz 以

下）については、情報通信審議会一部答申 諮問第 2035 号「電波防護指針の在り

方」のうち、「低周波領域（10 kHz 以上 10 MHz 以下）における電波防護指針の

在り方」（平成 27 年３月）[2]で、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が設

定した 2010 年のガイドライン[3]の見解を支持し、その基本制限・参考レベル

等が採用されている。一方で、近年、中間周波数帯の電磁界を利用する WPT シス

テムが注目されている。その中でも電気自動車向け WPT システムについては、

現在は 85 kHz 帯で最大 7.7 kW の伝送について法規化されている。今後さらに、

数十 kHz から百数十 kHz の間で大電力(10 kW から最大 100 kW クラス)の無線電

力伝送技術の実用化も想定されていることから、条件によっては現行の指針で

定められる基本制限を超える電界を体内に誘導する電磁環境に人体がさらされ

る可能性がある。例えばヒトが予期せず装置近傍に非常に接近した場合、無線電
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力伝送のシステムの安全装置が働くことが想定されるが、現在の技術では装置

の停止までに 1 秒程度のタイムラグが生じると想定される。そのような場合ヒ

トが短時間、ガイドラインを越える高強度の中間周波数帯磁界に曝され、最悪な

シナリオとして、それが繰り返し生じることが想定されるが、このような場合で

も安全性が十分に担保される電波防護指針でなければならない。そのために健

康影響に関する評価が適切に行われることが必要であるが、今後利用が広がる

85 kHz の中間周波電磁界の健康影響に関する評価に関しては、これまで研究対

象としての関心が低く、十分な科学的知見が存在していない。 

したがって、本研究では、基本計画書における目標を達成する研究を進め、以

下の 6つの成果目標を定めた。 

ア）磁界ばく露装置の開発

小動物体内にICNIRPガイドラインで定める基本制限値を大きく超える体内誘導

電界（職業ばく露の十数倍程度以上）を発生させる中間周波数帯の磁界ばく露装

置を開発し、その性能について適切に評価する。開発にあたり、中間周波数帯の

強磁界発生における課題点を明らかにし、職業ばく露の基本制限値の 10 数倍程

度を目指す。 

イ）ばく露におけるドシメトリ評価の検討

数値モデルによるドシメトリを行い、動物・細胞実験におけるばく露量・誘導量

を明らかにする。動物ばく露実験おいては、動物がフリームービングの環境で磁

界をばく露できる装置を開発する。そのため、ばく露評価用の数値モデルの高精

細・高機能化と、多くのばく露条件に対応出来るような解析コードのハイパフォ

ーマンス化を目指す。細胞実験においては、培養細胞の内部に誘導される電界量

を定量化出来るような手法の確立を目的とする。 

ウ）ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討

ア）で開発した装置において、磁界以外の物理的要因（電界・温度・超音波・振

動）の計測または計算機シミュレーションを実施し定量化を行うことを目的と

する。また、今回開発するばく露装置は高強度の内部電界を誘導するので、動物

体内・細胞培養環境における SAR 値を明らかにし、温度上昇の特性を把握する

ことも目的とする。ばく露時にそれらの物理的要因による影響が生物学的評価

に現れた場合、それらをできる限り取り除き、中間周波磁界そのものによる遺伝

毒性の評価・検討が可能な装置を作製する。 

エ）小動物を用いた遺伝毒性等の検討



3 

上記ア）で開発したばく露装置および既存のばく露装置を使用して、中間周波磁

界のマウスへのばく露実験を実施する。化学物質における遺伝毒性を調べる際

の標準バッテリー試験のうち、in vivo（動物）で行う項目である「げっ歯類を

用いる造血組織の小核試験」を行うと共に、「トランスジェニック動物突然変異

試験」「pig-a 突然変異試験」を平行して実施する。また、これらを補完する研

究として「遺伝子発現の網羅的解析」についても検討を行う。ばく露による影響

が見出した場合には、そのメカニズムについての検討を実施する。 

オ）細胞を用いた遺伝毒性等の検討

上記ア）で開発したばく露装置および既存のばく露装置を使用して、中間周波磁

界の細胞へのばく露実験を実施する。化学物質における遺伝毒性を調べる際の

標準バッテリー試験のうち、in vitro（細胞）で行う項目である「細菌を用いる

復帰突然変異試験」「哺乳類細胞を用いる小核試験」を行う。また、これらを補

完する研究として「遺伝子発現の網羅的解析」についても検討を行う。ばく露に

よる影響が見出した場合にはそのメカニズムについての検討を実施する。 

カ）非熱的生体作用の遺伝毒性に関する総合的検討

上記の全項目の結果をとりまとめ、中間周波数帯における ICNIRP ガイドライン

の基本制限値を大きく超える誘導量による遺伝毒性に関して総合的に検証し、

健康影響の可能性の有無を明らかにする。これらの検討を通じ、現在の電波防護

指針の妥当性を検証するとともに、今後の電波防護指針改定等のために必要な

安全性評価の方向性を明らかにする。また論文発表を通じ、科学的根拠を提示す

ることにより、WHO 等国際機関が行う中間周波磁界のリスク評価に対して貢献す

ることを目標とする。 

本研究の全体的な研究体制は以下のとおりである。 

成果目標：中間周波における遺伝毒性等の生物学的ハザード同定に関する調査 

ア）磁界ばく露装置の開発 担当：首都大学東京 

ア-1) 既存の高強度ばく露装置の短時間バースト動作改修作業

ア-2) 超高強度磁界ばく露装置の開発

ア-3) ばく露装置の保守管理およびばく露管理

ア-4) 家庭用ワイヤレス給電装置の研究開発状況調査

ア-5）数 MHz 帯磁界ばく露装置 の基礎検討
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イ）ばく露におけるドシメトリ評価の検討 担当：首都大学東京 

イ-1) ドシメトリシステムの検討と構築

イ-2) 試作コイル作成のための数値ドシメトリの実施

イ-3) 動物用数値ドシメトリの高性能化の検討と実施

イ-4) 細胞ばく露の数値ドシメトリ手法の検討と実施

ウ）ばく露環境における磁界以外の物理要因の検討 担当：首都大学東京 

ウ-1) 磁界以外の物理要因評価システムの構築と検討

ウ-2) SAR の事前評価

ウ-3) 磁界以外の物理要因の評価

エ）小動物を用いた遺伝毒性等の検討 担当：明治薬科大学 

エ-1) 一般的な毒性影響の検討

エ-2）トランスジェニック動物突然変異試験

エ-3）Pig-a アッセイ－末梢血を用いるインビボ遺伝子突然変異評価

エ-4）造血組織の小核試験

エ-5）遺伝子発現の網羅的解析

オ）細胞を用いた遺伝毒性等の検討 担当：電力中央研究所 

オ-1) 細菌を用いる復帰突然変異試験

オ-2）哺乳類細胞を用いる小核試験

オ-3）遺伝子発現の網羅的解析

カ）非熱的生体作用の遺伝毒性に関する総合的検討 担当：全機関 

カ-1) 上記のア～オを踏まえた総合的な検討

本報告書は上記の体制のうち、電力中央研究所が担当する「オ）細胞を用いた

遺伝毒性等の検討」に関する平成 30 年度の実施内容である。その他の実施内容

の報告については、共同受託機関である明治薬科大学および首都大学東京によ

る報告書を参照していただきたい。 

Ⅲ 細胞を用いた遺伝毒性等の検討 

本項目では、発がん性の初期評価に用いられる遺伝毒性評価の内、標準バッテ

リーに組み込まれている 2種類の細胞試験として、「オ-1) 細菌を用いる復帰突

然変異試験」および「オ-2）哺乳類細胞を用いる小核試験」を行う。標準バッテ

リーに関する既知の知見により、いずれの遺伝毒性試験でも遺伝毒性が検出さ
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れない場合、動物を用いた発がん性試験にて「発がん性がない」との結論が得ら

れることが明らかとなっている。すなわち、細胞を用いた本研究項目および小動

物を用いた項目エ-4）により、中間周波磁界の発がんに関するハザードを簡便に

評価できる。 

項目ア）にて開発する、ICNIRP ガイドラインの基本制限レベルを大きく超え

る誘導電界を生じさせることができる磁界ばく露装置を使用することで、85 kHz

の中間周波磁界に関し、これまで検討されていなかった発がんに関連する遺伝

毒性に対する有益な情報が得られる。 

また、遺伝毒性以外のハザードの可能性についても探索するためにゲノムス

ケール遺伝子発現解析を行う。磁界に対する生体反応が確立されている中枢神

経系を構成する細胞の内、がん化に関与する可能性のあるグリア細胞にて、磁界

のばく露によるゲノムスケールでの遺伝子発現の変化を検討する。何らかの変

化が見られた場合、変動磁界によって生じる誘導電界かもしくは誘導電流であ

るのか、ハザードの元になるばく露指標を明らかにする。 

いずれの試験系においても磁界の影響が確認された場合には、その作用メカ

ニズムについて検討する。特に遺伝毒性の場合は、発がん性と関連した閾値なし

のリスク管理が必要になる可能性があるため、他項目で検討する小動物での用

量反応評価や作用メカニズム、ばく露量評価を勘案した総合的なリスク評価が

必要になる。 
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Ⅲ-1 細菌を用いる復帰突然変異試験 

Ⅲ-1.1 要旨 

本項目では、発がん性の初期評価に用いられる遺伝毒性評価の内、標準バッテ

リーに組み込まれている「細菌を用いる復帰突然変異試験」を行う。試験菌株と

して、サルモネラ菌 TA100 株、TA98 株、および大腸菌 WP2 uvrA/pKM101 株の

3 株を選定した。これにより、それぞれ G-C 塩基対置換、フレームシフト、A-T

塩基対置換を検出でき、広範な点突然変異作用の有無を評価できる。本年度は、

試験菌株の選定と背景データの取得、陽性対照へ反応性を確認し、次年度から開

始する予定の磁界ばく露実験の準備を行った。 

Ⅲ-1.2 方法 

Ⅲ-1.2.1 試験菌株 

国立保健医療科学院で保有している試験菌株より、点突然変異を広範かつ好

感度に検出するためにサルモネラ菌 TA100 株（G-C 塩基対置換）、TA98 株（フ

レームシフト）、および大腸菌 WP2 uvrA/pKM101 株（A-T 塩基対置換）の 3株を

選定し、凍結ストック（>1.0×108 cells/vial）を作製した。培養には Nutrient

Broth No.2（Oxioid）を用いた。各菌株の凍結ストックは、培養液に DMSO を 10％

混合したのち、-80℃で保存した。

 最小グルコース寒天培地として、テスメディア（和光純薬）を用いた。陽性対

照として AF2（2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylic acid amide）および

変異原性を示すのに代謝活性化を必要とする BaP（benz[a]pyrene）を用いた。

これらの変異原は DMSO に溶解し、実験に用いた。代謝活性化用の S9mix として、

エイムス試験用 S9mix（家田貿易）を用いた。軟寒天には、寒天（Difco）およ

び 0.5%塩化ナトリウムを用いた。アミノ酸として、サルモネラ菌には、L-

Histidine と D-Biotin を、大腸菌には、L-Tryptophan を用いた。 

Ⅲ-1.2.2 試験菌株の前培養 

 試験菌株の前培養では、各保存菌株 10 μl を 16 ml の Nutrient Broth 培養

液（5 g/200 ml）に植菌し 37℃ 、45 rpm で 7.5～14 時間行った。 

Ⅲ-1.2.3 試薬の調整 

軟寒天培地（1.2 g 寒天、1.0 g 塩化ナトリウム、200 mL 超純水）をオー

トクレーブ滅菌した。ヒスチジン/ビオチン溶液（0.5 mM L-Histidine、0.5 mM

D-Biotin）およびトリプトファン溶液（0.5 mM L-Tryptophan）は、フィルター

滅菌し 4℃で保存した。 
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Ⅲ-1.2.4 変異原性試験 

 滅菌済みの試験管に、100 μl の PBS 緩衝液もしくは変異原溶液を入れたの

ち、0.5 ml のリン酸緩衝液（BaP を用いる場合は S9mix 溶液）を加えた。ここに

100 μl の試験菌株培養液と 200 μl のアミノ酸溶液（サルモネラ菌の場合はヒ

スチジン/ビオチン溶液、大腸菌の場合はトリプトファン溶液）、および 1.8 ml

の軟寒天を加えた。これをボルテックスで攪拌したのち、最小グルコース培地上

に注ぎ、一様に広げ、37℃で 48 時間培養した。生成した復帰変異コロニーをコ

ロニーカウンターで計数した。

Ⅲ-1.3 結果と考察 

Ⅲ-1.3.1 細菌を用いる復帰突然変異試験の背景データ 

各試験菌株の自然復帰変異コロニーの生成、既知の変異原（陽性対照）に対す

る復帰変異コロニーの増加について確認した。図Ⅲ-1.1 に、TA100 を用いた場合

の自然復帰変異コロニーの生成および AF2 を用いた場合の復帰変異コロニーを

示す。変異原を添加しない場合でも一定の復帰変異コロニー数を生じること、陽

性対照を添加することにより復帰変異コロニーの数が増加することが確認でき

た。TA98、WP2 uvrA/pKM101 のいずれにおいても同様に、F2 の添加により復帰変

異コロニー数が増加することが確認できた。また、代謝活性化を必要とする BaP

（+S9mix）を用いた場合でも、同様に復帰変異コロニーの増加を確認できた。 

表Ⅲ-1.1 に、各試験菌株の自然復帰変異コロニーの背景データ、および変異

原添加時の復帰変異コロニー数の背景データを示す。自然復帰変異コロニー数

が、TA98 で 26～69、TA100 で 83～155、WP2 uvrA/pKM101 で 79～159 となり、正

常の範囲内であった[4]、各試験菌株に対し、復帰変異コロニー数が自然復帰変

異コロニー数の 2 倍以上になる変異原添加量が明らかとなった。この応答性に

関しても、通常の範囲であった[4]。 

今回、陽性対照として用いた AF2、BaP のいずれも、異なる点突然変異を検出

する試験菌株に対して変異原性を示すことから、G-C 塩基対置換、フレームシフ

ト、A-T 塩基対置換等の多様な反応機構で DNA に作用することが確認できた。

Ⅲ-1.3.2 陽性対照に対する各試験菌株の用量依存性 

図Ⅲ-1.2 に、AF2 に対する各試験菌株の復帰変異コロニー数の用量依存性を

示す。TA98 では 0.1 μg/plate まで、TA100 では 0.02 μg/plate まで、WP2 

uvrA/pKM101 では 0.005 μg/plate までは直線的な用量相関が得られた。試験菌

株により AF2 に対する感受性は異なっていたが、自然復帰変異コロニー数の二

倍以上のコロニーを生成する高濃度の AF2 であっても、増殖阻害を示さず変異

原性を検出することができた。 
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S9mix による代謝活性化を必要とする BaP に対する各試験菌株の復帰変異コ

ロニー数の用量依存性を図Ⅲ-1.3 に示す。いずれ菌株でも 10μg/plate の高濃

度の BaP に対しても増殖阻害を示さずに変異原性を検出することができた。一

方、高濃度の BaP に対しては、いずれ菌株でも復帰変異コロニー数が頭打ちと

なった。これは、S9mix による BaP の代謝が影響を受けている可能性がある。今

後、10μg/plate を超える高濃度で BaP の変異原性を検出する場合には、S9mix

中での反応時間等について検討する必要があると考えられる。 

以上のことから、本項目で選定した TA98、TA100、WP2 uvrA/pKM101 の 3 試験

菌株を用いることにより、点突然変異を広範かつ高感度に検出できたことから、

中間周波磁界についても、本試験菌株を用いることで点突然変異の有無を明ら

かにできると考えられた。 
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図Ⅲ-1.1 サルモネラ菌 TA100 の復帰変異コロニーの写真 

 

左：変異原を添加していない自然復帰変異コロニー 

右：変異原 AF2 を添加した場合の復帰変異コロニー、 

コロニー数が増加している 
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表Ⅲ-1.1 各試験菌株の復帰変異コロニー数の背景データ 
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図Ⅲ-1.2 各試験菌株の変異原 AF2 に対する用量依存性 
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図Ⅲ-1.3 各試験菌株の変異原 BaP（＋S9mix）に対する

用量依存性 
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Ⅲ-2 哺乳類細胞を用いる小核試験 

Ⅲ-2.1 要旨 

 前項目の「細菌を用いる復帰突然変異試験」では点突然変異を広範かつ感度良

く検出できるが、DNA の切断に起因する遺伝毒性を検出することができない。本

項目では、同様に標準バッテリーに組み込まれた試験法である小核試験により、

DNA の切断や染色体の分配異常など、細菌を用いた試験法では検出できない遺伝

毒性作用を検出する。本年度は、試験株の背景データの取得、陽性対照へ反応性

を確認し、次年度から開始する予定の磁界ばく露実験の準備を行った。 

 

Ⅲ-2.2 方法 

Ⅲ-2.2.1 細胞株 

 試験株としてチャイニーズハムスターの肺から樹立された繊維芽細胞様の

V79 株を用いた。本試験株は、電力中央研究所の放射線安全研究センターより入

手した。培養には、5%の牛胎児血清を含む Minimal Essential Medium（MEM, Gibco）

を用いた。培養は、37℃、5 % CO2を含む気相中で行った。細胞の継代には 100 

mm dish を用いた。細胞の回収は以下のように行った。PBS で 2 回洗浄したのち、

トリプシン‐EDTA 溶液を 1 ml 添加した。細胞が dish の底面からはがれたこと

を目視で確認した後、培地を添加し、トリプシンの反応を止めた。300 g で 10

分間遠心したのち、上清を吸引除去した。細胞数を計数したのち、約 1.5 x 105 

cells/20 ml に細胞濃度を調整した。細胞は 2日おきに植え継いだ。 

 

Ⅲ-2.2.2 小核試験 

 100 mm dish に細胞を播種し一定時間経過後、陽性対照としてマイトマイシン

C（MMC）を加えた。24 時間後、細胞を回収し、チャンバースライド（4 well、

Nalge-Nunc）の 1ウェル当たりに 2 x 104 cells/500 μl になるように培地で希

釈した。CO2 インキュベーター内で 4 時間静置したのち、CB（Cytochalasin B、

Sigma）を終濃度 8 μl となるように添加し、二核細胞を形成させた。細胞は、

PBS で洗浄したのち、0.15 M KCl 溶液中で低調処理を行った。その後、MeOH:AcOH

混合溶媒に浸し、細胞を固定した。スライドは風乾し、冷暗所で保存した。 

二核細胞の染色には、20 μg/ml のアクリジンオレンジを用いた。アクリジン

オレンジ溶液に浸した後、Tris-HCl 緩衝液で洗浄し、蛍光顕微鏡にて細胞核（黄

緑）および細胞質（赤）を判別した（図Ⅲ-2.1）。同じ細胞内に二つの大きな核

（主核）があるものを二核細胞とし、1 サンプルにつき 1000 個計数した。小核

の判定基準は以下の通りとした。（１）細胞質内にあること、（２）小核の直径が

主核の 1/3 以下であること、（３）色調が主核と同じか、それよりも明るく見え、

明らかに核由来と判定できること、（４）主核に接し突起状に小核様のものがあ
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る場合には小核とみなさないこと、（５）異常な多核や異形核が多くみられる場

合や細胞融解が多い場合は、小核形成以外の異常がある旨を特記すること、とし

た。小核形成率は、小核形成率（％）＝（小核のある二核細胞／全二核細胞）x 

100、とした。 

 

Ⅲ-2.3 結果と考察 

Ⅲ-2.3.1 小核試験の予備試験 

本項目では、試験株としてチャイニーズハムスター肺由来繊維芽細胞様V79株

を選定し、核の分裂が起こった二核細胞を明瞭に観察するための予備試験を行

った。まず、5%FBS を含む MEM 培地で細胞を増殖させ、凍結ストックを作製し、

液体窒素中で保存した。 

次に、染色前の細胞固定液を検討した。図Ⅲ-2.1 に示すように、AO 染色によ

り、細胞核が黄緑、細胞質が赤色の蛍光を示す。これにより二核細胞および小核

を判定することができる。細胞内で二つの核が明瞭に判別でき、細胞の境界も区

別できる細胞固定法が望ましい。今回は、MeOH、MeOH:AcOH（5：1）、 MeOH:AcOH

（5：1）+0.15 M KCl、AcOH の 4 種類の固定液を検討した。その結果、図Ⅲ-2.2

に示すように MeOH および MeOH:AcOH（5：1）+0.15 M KCl では、細胞質を明瞭に

判別できることが分かった。一方、MeOH:AcOH（5：1）と AcOH では細胞質が流れ

だし、明瞭な赤い蛍光を観察できなかった。本研究では、細胞膜の破裂が確認で

きた MeOH:AcOH（5：1）+0.15 M KCl を固定液として用いることとした。 

次に、細胞の形態および増殖に与える CB の影響について検討した。0, 2, 4, 

8 μg/ml の濃度で V79 細胞を培養したところ、図Ⅲ-2.3 に示すように、0 μ

g/ml では、細胞の増殖がみられるものの、2,4,8 μg/ml では増殖が抑制されて

いることが分かった。また、8 μg/ml では細胞が紡錘形から球状に変化してい

ることが分かった。これらの細胞をAO染色し、蛍光顕微鏡にて観察したところ、

図Ⅲ-2.4に示すように、0 μg/mlでは単核細胞であることが確認できた。一方、

2 μg/ml および 4 μg/ml では、二核細胞は観察できるものの、依然として単核

細胞が多く、二核細胞になりかけているように見える核の形態異常が多くみら

れた。8 μg/ml では、ほとんどの細胞が二核細胞であり、核の形態異常もほと

んど見られなくなったことから、CB 濃度は 8 μg/ml で行うこととした。 

次に、通常培養時とマイトマイシン C（MMC）を添加した時の小核形成率を計

測した。その結果、通常培養時の小核形成率は約 3%であったのに対し、5 ng/ml

の極めて低い MMC の添加で、約二倍となる 5.7%の小核形成率を示すことが確認

できた。今後は、偽陰性や偽陽性の可能性を減らすための背景データを蓄積する

とともに、中間周波磁界の遺伝毒性の内、Ⅲ-1 の微生物を用いた復帰突然変異

では検出できない遺伝毒性である、DNA の切断等に起因する小核形成について検
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討する。 

 

Ⅲ-2.3.2 磁界ばく露実験の準備 

 本年度導入された改造型中間周波磁界ばく露コイル内にて、哺乳類細胞を用

いた小核試験を行うための準備を開始した。細胞に中間周波磁界をばく露する

際、その培養温度を一定に保つ必要がある。一方、改造型コイルの内径が 10.8

㎝あることから、底面のみを温度調整することで既存の 100mm dish を用いた磁

界ばく露実験が可能になる。図Ⅲ-2.5 に示すように、本項目では、コイル内に

設置できるアクリル製の温度調整ホルダーを作製し、実際にコイル内に設置で

きること確認した。また、温度調整用の溶媒として、絶縁性のフロリナートを使

用することを想定し、本有機溶媒でも動作可能な循環式恒温槽を導入した。今後

は温度調整ホルダーを用いた培養温度の制御方法について検討し、改造型中間

周波磁界ばく露コイル内を用いた哺乳類細胞を用いた遺伝毒性評価を行う。 
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図Ⅲ-2.1 V79 細胞株を用いた二核細胞の検出 

 

アクリジンオレンジで染色し蛍光顕微鏡で観察したもの 

緑：核、赤：細胞質 

左：V79 細胞株の二核細胞 

右：二核細胞内に小核がみられる例 
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図Ⅲ-2.2 V79 細胞に対する固定液の種類と細胞質の染色度合い 

 

アクリジンオレンジで染色し蛍光顕微鏡で観察したもの 

緑：核、赤：細胞質 
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図Ⅲ-2.3 V79 細胞の増殖に対するサイトカラシン B（CB）の影響 

（明視野顕微鏡画像） 
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図Ⅲ-2.4 V79 細胞の増殖に対するサイトカラシン B（CB）の影響 

（蛍光顕微鏡画像） 

 

アクリジンオレンジで染色し蛍光顕微鏡で観察したもの 

緑：核、赤：細胞質 
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図Ⅲ-2.5 磁界ばく露用循環恒温槽および温度調整用ホルダー 
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Ⅲ-3 培養細胞を用いたゲノムスケール遺伝子発現解析のための培養条件検討 

Ⅲ-3.1 要旨 

本項目では、中間周波磁界ばく露による遺伝毒性以外のハザードを探索する

ため、中枢神経系でのがん発生に関与するグリア細胞を用いてゲノムスケール

の遺伝子発現について検討する。影響がみられた場合には、磁界ばく露で生じる

誘導電流／誘導電界の強さと細胞影響の関係を調べる。本年度は、磁界ばく露実

験等で用いるヒトグリア細胞の準備とその機能評価、および異なる電気伝導度

をもつ培養溶液や細胞外溶液の調整を検討した。加えて、調整した培養溶液およ

び細胞外溶液を用いて、各溶液の添加に伴うヒトグリア細胞への影響を評価し、

磁界ばく露実験に適した溶液の候補を選定した。 

 

Ⅲ-3.2 方法 

Ⅲ-3.2.1 ヒトグリア細胞の培養と評価 

本実験では、ヒトグリア細胞としてヒト大脳皮質組織に由来する初代培養ア

ストロサイト（Human Astrocyte（HA）、Catalog #1800、ScienCell Research 

Laboratories)（以下、ヒトアストロサイト）を使用した。ヒトアストロサイト

の培養には、Poly-L-Lysine（10 mg/ml, Catalog #0413）を 2 μg/cm2でコーテ

ィングした培養容器（T-75 フラスコ他）を使用した。培養溶液としては、細胞

の販売元である ScienCell Research Laboratories 社より推奨されている

Astrocyte Medium（AM）（Catalog #1801, ScienCell Research Laboratories）

を使用し、500 細胞/cm2 の播種密度で培養を開始した後、70%のコンフルエント

状態までは 3日間隔、90%のコンフルエント状態までは 1日間隔で培養溶液の交

換を行った。 

ヒトアストロサイトの継代は、細胞密度が 90%程度に達した時点で行った。培

養容器からの細胞の剥離には、DPBS溶液（Ca2+マイナスおよびMg2+フリー、Catalog 

#0303）で希釈した 20%の Trypsin/EDTA（T/E）溶液（Catalog #0103）を使用し、

T/E 中和溶液（TNS）（Catalog #0113）を用いて細胞の回収および懸濁を行った。

回収した細胞は、実験に適した細胞密度で新しい培養容器に播種した。 

培養後のヒトアストロサイトの純度を評価するために、本実験ではアストロ

サイトマーカ―である S100β（HPA015768, Sigma-Aldrich）および細胞核マー

カーである DAPI（D523、 同仁化学）を用いて免疫蛍光染色を行った。2次抗体

試薬には Alexa Fluor 546 Goat anti-Rabbit IgG（A-11035, Thermo Fisher 

Scintific）を使用した。なお、免疫蛍光染色法は一般的手法であるため、方法

の詳細については本項目では割愛する。 

 

Ⅲ-3.2.2 培養溶液および細胞外溶液の調整と電気伝導度の測定 
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 磁界ばく露に対する誘導電流／誘導電界の影響を調べることを目的として、

本実験では、電気伝導度の異なる培養溶液および細胞外溶液を調整した。表Ⅲ-

3.1 に、本実験で検討した培養溶液と細胞外溶液の名称および組成を示す。培養

溶液には、ヒトアストロサイト推奨培地である AM に加え、神経細胞やグリア細

胞の培養溶液として広く用いられている Dulbecco's Modified Eagle Medium（DM）

（10566-016, Thermo Fisher Scientific）および Neurobasal Medium（NB）

（21103-049, Thermo Fisher Scientific）を基本培地とする 2種類の培養溶液

を準備した。 

細胞外溶液については、先行研究[5,6]を参考に、電気伝導度が段階的に異な

る 3種類の細胞外溶液（SHM，NSHM，ExM）を調整した。なお、これらの細胞外溶

液の pHは、塩酸および水酸化ナトリウムを用いて 7.2〜7.4 の範囲に調整した。 

 電気伝導度の測定には、データ収集装置である PowerLab 2/26（ML826, 

ADInstruments）に伝導度ポッド（ML307，ADInstruments）およびディップイン

導電電極（MLT915, ADInstruments）を組み合わせたシステムを使用した（図Ⅲ-

3.1）。なお、伝導度ポッドによる電気伝導度の測定には、振幅 200 mVp-p、約 1300 

Hz の三角波の交流波形が用いられている。培養溶液と細胞外溶液の電気伝導度

は、溶液の温度に依存するため、本実験では電気伝導度の測定を 37℃のウォー

ターバス内で行った。また、室温から 37℃までの電気伝導度の経時的変化を

LabChart ソフトウェア（ADInstruments）により記録した。 

 

Ⅲ-3.2.3 培養溶液および細胞外溶液の添加に対する細胞への影響評価 

 磁界ばく露期間中に添加された培養溶液および細胞外溶液による細胞への影

響を調べるために、各溶液の添加に対する細胞への影響を LIVE/DEAD Cell 

Imaging Kit 試薬（Catalog #R37601, Invitrogen）および蛍光顕微鏡を用いて

評価した。 

 細胞への影響評価はヒトアストロサイトがセミコンフルエントの状態で行い、

3種類の培養溶液（AM／DM／NB）と 3種類の細胞外溶液（SHM／NSHM／ExM）の添

加時間に対する細胞膜障害の有無および細胞形態の変化を比較した。 

 

Ⅲ-3.3 結果と考察 

Ⅲ-3.3.1 ヒトアストロサイトの増殖および純度 

 播種後1日～4日目までのヒトアストロサイトの経時的な観察結果を図Ⅲ-3.2

に示す。培養日数の経過とともに細胞数の顕著な増加を確認した。また、増殖に

より得られたヒトアストロサイトの一部は、培養溶液および細胞外溶液に対す

る影響を評価することを目的に、凍結ストックとして−80℃の冷凍庫にて保管し

た。なお、ここでは市販の細胞保存用溶液（CELLBANKER 1，タカラバイオ）を用
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いて 1×106 cells/vial の細胞密度で 100 個程度のストックを作製した。 

 継代により長期培養した細胞試料に含まれるヒトアストロサイトの純度を評

価するために、アストロサイトマーカ―である S100βを用いた免疫蛍光染色を

行った。図Ⅲ-3.3 に、S100βと細胞核マーカーである DAPI を組み合わせた 2重

染色の結果の一例を示す。本実験により、観察領域に存在する細胞はすべて S100

βを発現していた。したがって、本研究で使用する細胞試料には、高純度なアス

トロサイトが含まれていることがわかった。 

 

Ⅲ-3.3.2 使用した培養溶液および細胞外溶液における電気伝導度の測定結果 

 本研究で使用した培養溶液（AM／DM／NB）および細胞外溶液（SHM／NSHM／ExM）

の室温から 37℃までの電気伝導度の変化を、図Ⅲ-3.4 および図Ⅲ-3.5 に示す。

ここで、室温から 37℃までの温度上昇に必要な時間は培養溶液、細胞外溶液と

もにウォーターバス内に設置後 8 分以内であった。また、測定環境における室

温は 21℃であった。 

 図Ⅲ-3.4 の結果より、3 種類の培養溶液の各電気伝導度は温度上昇に依存し

て増加するが、37℃付近に到達する 8 分間に一定の値に収束することを確認し

た。各培養溶液の伝導度は、室温から 37℃までの条件において AM が 1.22～1.50 

S/m、DM が 1.49～1.89 S/m、NB が 0.94～1.18 S/m となった。そのため、DM と

NB では、37℃条件で約 0.7 S/m の差がみられた。また、電気伝導度が一定値に

安定化するまでの時間に違いがみられ、DM については電気伝導度の変化率が最

も大きかったことから、安定化時間は AM や NB より長くなった。 

 細胞外溶液については、図Ⅲ-3.5 に示すように SHM の伝導度は 0.10～0.13 

S/m となり、すべての溶液で最も電気伝導度の低い溶液となった。また、SHM の

塩化ナトリウム濃度を増加させた NSHM は 0.74～0.98 S/m、神経細胞やグリア細

胞の光学計測に適した細胞外溶液であるExMは1.38～1.76 S/mであった。なお、

細胞外溶液については、培養液と異なり、電気伝導度が安定化するまでの時間に

顕著な差はみられなかった。 

 本研究では電気伝導度が異なる培養溶液 3種類と細胞外溶液 3種類を調整し、

室温から 37℃にかけての電気伝導度およびその時間変化の特徴を明らかにした。

調整した培養溶液と細胞外溶液はいずれも異なる電気伝導度を有しており、磁

界ばく露実験における誘導電界／誘導電流による影響を調べる上で使用できる

ものと考えられた。一方、電気伝導度は溶液の温度に影響を受けるため、磁界ば

く露を行う際には、ばく露空間に設置後、一定時間の培養が必要であることが分

かった。 

 

Ⅲ-3.3.3 培養溶液および細胞外溶液の添加に対する細胞への影響 
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 3.2 で作製した培養溶液または細胞外溶液の添加に伴う細胞障害の有無、およ

び細胞形態の変化を比較した結果を、図Ⅲ-3.6 および図Ⅲ-3.7 に示す。各図の

蛍光画像において、緑色は生細胞、赤色は細胞膜に障害が生じた細胞（以下、細

胞膜障害細胞）を示している。また、本実験では、培養溶液および細胞外溶液の

添加時間は 1時間または 3時間とした。 

AM、DM、NB の各培養溶液については、溶液の種類や添加時間に関係なく、細

胞膜障害細胞の有意な増加や細胞形態の明確な変化はみられなかった。一方で、

細胞外溶液を用いた際には、ExM を添加した群において、1 時間、3 時間の各添

加時間で顕著な細胞膜障害細胞の出現が確認できた。また、SHM および NSHM で

は明確な細胞膜障害細胞の増加は確認できなかったものの、SHM を添加した群に

関しては、添加後 3 時間が経過した場合において細胞形態が平面型から双極型

に変化する現象がみられた。 

 そこで次に、明確な細胞形態の変化が確認された低電気伝導度細胞外溶液で

ある SHM を用いて、溶液の添加時間と細胞形態の変化の関係性を調べた。図Ⅲ-

3.8 に、SHM を添加して 10 分、30 分、1時間、2時間の各添加時間における細胞

形態の比較結果を示す。同結果より、ヒトアストロサイトの細胞形態は 2 時間

の添加時間では顕著な細胞形態の変化がみられるが、添加時間が 1 時間以内の

場合においては各添加時間で明確な差はみられなかった。したがって、SHM は、

添加時間に一定の上限を設けることにより、細胞形態変化を伴わない条件で磁

界ばく露実験に用いることができる可能性が示唆された。 
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表Ⅲ-3.1 本実験で使用した培養溶液および細胞外溶液の名称と組成 
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図Ⅲ-3.1 電気伝導度測定システム 

（A）システム 

（B）計測用電極の外観 
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図Ⅲ-3.2 培養環境におけるヒトアストロサイトの経時的変化 

DIV: Days in vitro， Scale bar: 500 μm 
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図Ⅲ-3.3 ヒトアストロサイトの免疫蛍光染色結果 

 

赤色はアスロトサイトマーカー（S100β） 

青色は細胞核マーカー（DAPI） 

Scale bar: 200 μm 
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図Ⅲ-3.4 培養溶液（AM／DM／NB）における電気伝導度の測定結果 
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図Ⅲ-3.5 細胞外溶液（SHM／NSHM／ExM）における電気伝導度の測定結果 
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図Ⅲ-3.6 培養溶液の添加による細胞障害／細胞形態の比較結果 

 

培養溶液は、AM／DM／NB の 3 種類を用いた 

添加時間は、1 h／3h とした 

緑色は生細胞、赤色は細胞膜障害細胞を示している 

Scale bar: 200 μm 
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図Ⅲ-3.7 細胞外溶液の添加による細胞障害／細胞形態の比較結果 

 

細胞外溶液は、SHM／NSHM／ExM の 3 種類を用いた 

添加時間は、1 h／3h とした 

緑色は生細胞、赤色は細胞膜障害細胞を示している 

Scale bar: 200 μm 
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図Ⅲ-3.8 低電気伝導度細胞外溶液（SHM）の添加による細胞形態の経時的変化 

Scale bar: 500 μm 
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Ⅳ まとめ 

 本年度の、「細胞を用いた遺伝毒性等の検討」では、発がん性の初期評価に用

いられる遺伝毒性評価の内、標準バッテリーに組み込まれている 2 種類の細胞

試験として、「細菌を用いる復帰突然変異試験」および「哺乳類細胞を用いる小

核試験」についての検討を始めた。また、遺伝毒性以外のハザードの可能性につ

いても探索するために「培養細胞を用いたゲノムスケール遺伝子発現解析のた

めの培養条件検討」を始めた。本年度の実施内容を以下にまとめる。 

「細菌を用いる復帰突然変異試験」では、国立保健医療科学院で保有している

試験菌株より、点突然変異を広範かつ好感度に検出するためにサルモネラ菌 

TA100 株（G-C 塩基対置換）および TA98 株（フレームシフト）、大腸菌 

WP2uvrA/pKM101 株（A-T 塩基対置換）の 3株を選定した。これらの試験菌株の自

然復帰変異コロニーの背景データ、および変異原添加時の復帰変異コロニー数

の背景データを取得した。今後は、本項目で選定した TA98、TA100、WP2 

uvrA/pKM101 を用い、85 kHz 帯の中間周波磁界に点突然変異を引き起こす作用

があるか、その有無を明らかにする予定である。 

 「哺乳類細胞を用いる小核試験」では、試験株として、チャイニーズハムス

ター肺由来線維芽様細胞 V79 株を選定し、小核試験の予備試験を行った。二核

細胞を形成する CB 濃度条件、蛍光観察可能な細胞を得るための固定条件を明ら

かにし、二核細胞の背景データを取得した。また、陽性対照として MMC を用い、

極めて低い濃度で小核形成率を指標にした遺伝毒性評価が可能であること確認

した。また、循環恒温槽と改造型コイル内に設置可能な温度調整用ホルダーを導

入し、中間周波磁界ばく露の準備を進めた。今後は、85 kHz 帯の中間周波磁界

に小核形成能があるか、その有無を明らかにする予定である。 

 「培養細胞を用いたゲノムスケール遺伝子発現解析のための培養条件検討」で

は、ヒトグリア細胞の一種であるヒトアストロサイトの増殖培養とその機能評

価を行い、十分な細胞増殖能と純度を有する細胞試料を準備した。溶液の調整に

ついては、電気伝導度が異なる培養溶液および細胞外溶液の調整を行い、培養溶

液と比較して 1/10 倍程度の低電気伝導度細胞外溶液の作成や、各溶液の電気伝

導度に異なる温度依存性があることを明らかにした。また、調整した溶液の添加

に伴うヒトアストロサイトへの影響に関しては、培養溶液では細胞膜障害およ

び細胞形態変化が生じないことを確認したが、細胞外溶液に関しては、ExM では

顕著な細胞膜障害、SHM では長時間の溶液添加に伴う明確な細胞形態変化を引き

起こすことが明らかとなった。今後は、低電気伝導細胞外溶液である SHM を磁

界ばく露実験で使用するために、SHM の添加時間についてのより詳細な検討や、

溶液添加に伴う遺伝子発現等への影響評価を行う予定である。 
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