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3.胎児の内部被曝線量評価モデル:

生理学的観点からみたモデル化の問題点
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Abstract 

Dose Estimation Models of Fetus for Intemal Exposure: 

Problems in the Development of Dosimetric Models 

from a Viewpoint of Reproductive Physiology 

Sentaro Takahashi 

Division of Radiotoxicology， National Institute of Radiological Sciences， 

4 -9 -1 Anagawa， Inage -ku， Chiba -shi， CHIBA 263， Japan 

There are at present no generally accepted methods for calculating radiation doses to the 

developing embryo and fetus following intakes of radionuclides by mother. Two approaches 

have been proposed for developing fetal dosimetric models : a compartment model by system 

analysis method， and a relative model by concentration factor method. The compartment 

model by system analysis method is more realistic， accurate and universal from a physiological 

viewpoint. To establish this model， however， it is essential to know the real dynamic behavior 

of radionuclides in maternal and fetal tissues， and to set the appropriate compartments for 

modeling. 

On the other hand， the relative model by concentration factor method is simple and practical 

from the viewpoint of radiation protection. It estimates the fetal radiation dose by a simple 

equation on the assumption of an equilibrium relationship between the concentration of ra-

dionuclides in maternal and fetal tissues. However， This method is difficult to adopt to the 

some specific radioactive materials of which distribution and retention in maternal and fetal 

tissues are totally different. 

放射線医学総合研究所、内部被ばく研究部
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1 .緒百

匹、胎児はその生存を母体に依存しているが、独立した個人であり、放射線に対し一般公衆として適切

な防護がなされる必要がある。すなわち、母親が放射線作業従事者であっても、その胎児は一般公衆とみ

なされ、一般公衆としての放射線防護措置が講じられなければならない。国際放射線防護委員会(以後、

ICRPと略す)は、女性作業者の妊娠の申告から出産までの期間、外部被曝については母体の腹部表面で

の線量を 2mSvに制限することで胎児の放射線防護が可能であると勧告している。また、内部被曝につ

いては、直接に胎児の摂取量を制限することは不可能であることから、妊娠母体に対し通常の放射線作業

者に適用される年摂取限度 (ALI)の20分の lを適用することで胎児の防護を図っている。すなわち、妊

娠中の母体の年摂取限度をALIの20分の lとすることで、職業被曝の実効線量限度20mSv/年の20分の l

である公衆の限度 1mSv/年を担保できるものと考えている。しかし、胎児の特定の器官には母体より高

い濃度で放射性物質が沈着する可能性や、胎児器官からの排世が遅い可能性がある。さらに、 ALIは職

業人の内部被曝モデルにもとづく預託実効線量に対して決められた摂取限度であって、そのままで胎児の

線量限度に適用することには慎重でなければならない。このようなことから、母体が放射性物質によって

汚染されたり、あるいは放射性薬剤を投与された場合に、匪や胎児が受ける線量を推定し、その影響を評

価するため、いわゆる胎児モデルを策定し、これをもとに母体の摂取限度を決定していく必要がある。こ

こでは、 ICRPが現在策定中の胎児モデルのドラフト、米国原子力規制委員会の「妊娠母体に摂取された

放射性核種による匹、胎児線量に関する報告書Jl)ならびに米国放射線防護委員会 (NCRP)の「匹、胎

児および晴乳されている乳児が意図されずに受ける放射線被曝に関する考察J2)を参考にして、胎児モデ

ルの概要を述べるとともに、筆者らが行っている放射性物質の胎児移行に関する動物実験から見たモデル

化の問題点、今後必要な研究の方向について考察する。

2.母体ー胎児・胎盤系の構造と機能

胎児モデルを策定する上で重要と考えられる点を中心に、匹、胎児、胎盤系の発生、構造、機能につい

て概要を述べる。

卵子は卵管内で受精後、卵割をくり返し、受精後ヒトで4日目に桑実匹、 5日目に匪盤胞へと発生を進

めて子宮内に到達し、子宮壁に着床する。受精から着床の完了までにヒトでは約2週間を要し、この時期

は一般に着床前期と称されている。この後、着床した庄は卵黄嚢膜などの胎膜につつまれた状態で急速に

分化、発生を開始し、一方、胎膜のうち繊毛尿膜は子宮壁に陥入して迷路状の形状を呈し、いわゆる繊毛

尿膜胎盤を形成して匪への栄養輸送を開始する。着床から主要器官の原器が形成され、その種特有の外貌

を呈するようになるまでの期間は匹子期(1;、わゆる器官形成期に対応)とよばれ、ヒトでは着床から受精

後8週間程度までに相当する。この後、匹は急速な成長の時期に入り、この時期は一般に胎児期と呼ばれ

ている。このような発生の過程で、母体、胎児聞の物質交換の経路や、機序も大きく変化する。すなわ

ち、着床前期および初期の器官形成期における主要な母体から匪への栄養供給経路は、匹の最外層にある

栄養膜細胞やそれから分化した卵黄嚢を介した匹への栄養供給、すなわち匪外栄養である。卵黄嚢を介し

た物質交換はヒトでは受精後 3週間程度で終了すると考えられているが、ゲッ歯類では妊娠の中期まで維

持されることが知られている。このため、ゲッ歯類では、しばしば、繊毛尿膜胎盤に対して、卵黄嚢胎盤

と言う言葉が使われる。発生が進み胎児期に入ると、母体・胎児聞の物質交換は主として紙毛尿膜胎盤を

介して行われるようになる。
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Fig. 1 Species difference in the structure of mammalian placenta. 

胎盤構造には顕著な種差がみられ、たとえば、ブタやウマでは誠毛上皮と子宮内膜上皮の両方が存在し、

上皮繊毛胎盤と呼ばれる構造を有しているが、ヒトやサルでは母体の血液が直接、誠毛膜を洗う形に変化

しており、血繊毛胎盤と呼ばれる。一方、ゲッ類などでは繊毛上皮も薄層化し、光学顕微鏡下では母体血

液が胎児側血管内皮に直接接するように観察されることから、血内皮胎盤と呼ばれる構造を呈する (Fig.

1)。このような、胎盤の構造は物質の胎盤通過の速度や量に関係し、たとえば、ブタやウマの胎児におい

ては、免疫グロプリンの胎児移行は認められず、主として出生後の初乳で、新生児への免疫グ、ロプリンの供

与が行われる。これに対し、ヒトやネズミでは、免疫グロプリンの胎盤通過が観察されており、母体の免

疫グロプリンの供与は胎児期に行われている。また、グルコースなどの移行速度も、胎盤の構造が単純に

なるにしたがって、すなわち、ブタやウマから、イヌ、ネコを経てネズミへとすすむにつれて大きくなる

ことが観察されている。このような胎盤の構造とそれに伴う物質の胎児移行速度に見られる種差は、動物

実験のデータをヒトでのモデル策定に利用する際に十分考慮に入れておくことが必要である。

胎盤における物質移行の機序は、単純拡散、能動輸送、貧飲の 3種類に分類でき、単純拡散と能動輸送

の中間的な促進輸送の機序を含めて 4種類とする研究者もある (Fig.2)。単純拡散とは、母体および胎児

循環血液中の濃度勾配に依存した輸送形式で、ガスや多くの電解質がこの機序で母体から胎児へ移行する。

促進輸送は、胎盤にキャリアーが存在し、単純拡散より、より速い速度で物質輸送が行われる機序である。

能動輸送は、母体・胎児聞の濃度勾配に逆行することが可能な輸送形式でエネルギーを必要とし、胎児の

発生や生存に重要な多くの物質がこの機序で胎児へ輸送される。貧飲による輸送は、主として高分子物質

の移行を担っているものであり、量的には多くないが、希土類や超ウラン元素のように生体内でラジオコ

ロイドを形成しやすい放射性物質の胎児移行には重要な経路である。

置彊 Maternal bJood 

5? 口同町

i町E4 
Diffusion Facilitated Active Pinocytosis 

Fig. 2 Schematic presentation of the four types of placental transfer mechanisms. 
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3.胎児線量評価モデル

(1)コンパートメントモデル

母体が放射線物質を摂取することによって、どのくらいの放射性物質が胎児へ移行し、胎泥にどのくら

いの期間滞留し、そして、結果として胎児にどの程度の線量を与えるか、これを、影響評価に応用できる

形で示したものが、胎児線量評価モデルであるといえる。胎児の線量評価を目的とした母体と胎児・胎盤

系のモデル化には、大きくわけで二つのアプローチが考えられる。その 1つは、 Fig.3に示したような、

母体と胎児・胎盤系の構造、機能をもとに、いくつかのコンパートメン卜を設定し、そのコンパートメン

ト聞での移行係数を実際の生体でのデータをもとに決定する方法である。このようなモデルは、一般にコ

ンパートメントモデルあるいはシステム解析モデルと呼ばれている(正確にはコンパートメン卜を設定し

たシステム解析モデルと呼ぶのが正しし、かもしれなし、)。第2の方法は、 Fig.4に示したように、母体・

胎児聞の放射性核種の移行動態を考慮しないで、母体・胎児聞の濃度比をパラメータに用いる方法であり、

濃度比モデルと呼ばれるものである。

コンパートメントモデル(システム解析モデル)

は、 Fig.3のように母体・胎児・胎盤系をいくつか

のコンパートメントに分割し、母体に放射性核種を

投与した後の経時的な濃度変化をコンパートメン卜

ごとに求め、これをもとに各コンパートメント聞で

の移行速度を推定し、母体・胎児聞の物質移行の動

態をモデル化しようとするものである。コンパート

メントは解剖学的な独立性と生理学的な機能の重要

性を考慮、して決定することになる。したがって、一

般に、母体一胎児一胎盤系では、 Fig.3のように、

母体組織、母体血液、胎盤、胎児血液、胎児組織を

一連のコンパートメントとしてとらえ、これに胎膜

(羊膜と卵黄嚢膜)、羊水などの付属器官を加える

のが一般的であると考えられる。

杉浦ら羽は、セシウムやストロンチウムについて、

このようなコンパートメントモデルを策定し、母体・

胎児聞の物質移行動態を高精度にモデル化できるこ

とを実験的に示した。杉浦らが用いたコンパートメ

ントモデルでは、放射性物質は母体から胎児、羊水

Fig. 3 Possible compartments of feto--
placental system for developing the 
dosimetric model. 

へ移行し、最終的には母体を介して排世されるものとし、一方、胎児とは独立して胎膜のコンパートメン

トが設定されている。実際に放射性核種をマウスに投与した後の各コンパートメントの濃度変化を測定

し、これをもとに各コンパートメント聞の移行係数を求めることによってモデルを策定し、実際の測定値

と比較すると、胎児、胎盤、胎膜、羊水のいずれについても、存在する放射性物質の実験値と計算値はよ

く一致し、時間的な変動もかなりの高精度で模擬できると報告している。また、一回投与だけでなく、反

復投与をした場合での動態も高精度に模擬出来ると報告している。これに対し、濃度比モデルを用いて計

算した値は、実際の測定値とかなり異なっており、コンパートメントモデルの有用性を示唆するデータが
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得られている。

このように、十分なデータと適切なコンパー卜メン卜の設定がなされれば、コンパー卜メン卜モデルで

はかなり高精度に母体、胎児聞の放射性物質の動態をモデル的に表示することが可能と考えられる。しか

し、放射線防護上問題となる核種とその化学形すべてについて、このようなコンパー卜メン卜モデル(シ

ステム解析モデル)を策定することは、現在得られている情報の種類や量から考えて、現時点では不可能

であるといわざるをえない。なぜなら、従来の研究の多くは胎児への移行率にのみ着目した実験であり、

コンパー卜メン卜を設定し、各コンパートメン卜ごとに濃度の時間的変動を求めた実験はほとんど行われ

ていないからである。さらに、後述するように、成体の線量評価モデル(たとえば、呼吸器モデル)と異

なり、胎児では各コンパートメン卜の機能や重要度が妊娠日齢に伴って大きく変化するため、コンパート

メントの設定自体が困難であるという致命的な欠点が付随する。

(2)濃度比モデル

このようなコンパートメントモデルに対して、複

雑なコンパートメン卜の設定と各コンパー卜メント

聞の移行係数の推定をなくし、比較的簡便かつ実際

的な胎児線量評価を目的としたモデルが Fig.4に

示したような濃度比モデルである。濃度比モデルは、

ある特定の放射性核種については、妊娠時期、臓器

の種類を問わず、母体・胎児聞に一定の濃度比が適

用できると仮定したモデルであり、 ICRPもこの形

式で胎児モデルを策定中とのことである(稲葉、私

信)。濃度比モデルでは、放射性物質の各臓器での

濃度やその動態は母体と胎児の間で相似であり、あ

Concentr溜tionratio model 

Fig. 4 Concept of the concentration model 
for the dosimetrγof fetus. 

る時点での胎児の特定器官、臓器の濃度は、母体の当該器官の濃度に一定の比を乗ずることによって推定

できると仮定されている。したがって、このモデルでは、複雑なコンパートメント聞の動態に関する解析

が不要であり、当該放射性物質の母体での代謝データ(妊娠母体についてデータがなければ、一般成人の

むので代用できる)と胎児への移行率といった従来の研究で多く報告されているデータでモデルの策定と

胎児の線量評価が可能である。

ICRPが現在策定中の胎児モデルに関するドラフ卜から、濃度比モデルによる胎児線量の計算式の一例

を以下に示す。

DFi = DMuterus (8-to) + CF/CM (DMi (38-to)ーDMi(8-to)) 

ここで、 DFiは、匹、胎児の子宮内線量であり、 DMuterusは母体の子宮の平均線量、 DMiは、対象臓器

の母体における線量である。また、この計算式は妊娠の開始前に、一時的な放射性物質の摂取がなされた

場合に適用される計算式である。この式から明らかなように、妊娠8週までの匪の線量は、母体の子宮線

量に等しいと仮定されている。これは、妊娠初期における匹、胎児への放射性物質の移行については、現

時点で十分なデータがそろっていないこと、匹や妊娠初期の胎児は極めて小さく、結果的に子宮の一部と

みなすことが可能で、あるとの観点に立ったものである。より正確には、子宮筋層を除く脱落膜層の線量を

適用することが妥当であると考えられるが、その様なデータは現時点ではほとんど無い。

8週以降の胎児の各臓器線量は、母体の臓器線量に一定の濃度比 (CF/CM、ICRPのドラフトでは、
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placental discrimination係数と呼ばれている)を乗じたものと仮定されている。したがって、この濃度比

モデルでは、コンパートメントモデルのように、複雑なコンパートメントの設定や各コンパートメント聞

の放射性物質の移行係数を設定しないで、母体線量を基準に、濃度比を乗ずることで胎児線量を算定でき

ると仮定されている。 Table1に、 ドラフトで示されている母体胎児間濃度比 (placentaldiscrimination 

factor)を示す。現在のところ、ほとんどすべての
Table 1 Placental discrimination factors used 

核種で l以下の値が採用されている。すなわち、母 for concentration models 

体の臓器濃度に比べて、胎児の臓器濃度は有意に低 Placental discrimination factors (Cf/Cm) 

>1 1 <1 <<1 
いという仮定がなされている。これに対し、 トリチ

ウム水のみ1.4と、 1より大きな値が与えられてい

る。これは、一般に胎児の水分含量が母体より大き

なことを反映しているものである。

HTO 
OBT， C， S 
Ni， Fe， Co 

Sr， Zr， Ra Pu， Np， Am 

4.濃度比モデルの問題点

このように、濃度比モデルは現時点で考えられる胎児モデルとしては、現実的なものであるが、しか

し、母体・胎児聞の放射性核種濃度に一定の濃度比を適用するという過程には、生理学的な観点からはか

なり無理があると言わざるをえない。 Fig.5の上部に示したように、胎児における放射性物質の臓器間分

布やその代謝が母体と近似している場合は、比較的妥当な線量推定が可能と考えられるが、 Fig.5の下部

に示したように母体と胎児で、放射性物質の臓器間分布の状態が異なれば、この濃度比モデルは極めて大

きな誤差を与えることもありえる。すなわち、濃度比モデルで問題となるのは、母体と胎児で分布や代謝

が大きく異なる放射性物質の場合である。このような物質としては、アミノ酸や核酸前駆物質、カルシウ

ムや鉄といった必須金属元素、グルコースなどのエネルギ一代謝物質といった、胎児がその発生、成長の

過程で特に必要とする栄養物質や胎児の発生にともなって特定臓器・器官に特異的に沈着するような放射

性核種や放射性物質が考えられる。

筆者ら 4)は核酸前駆物質である 14Cーチミジンが分裂中の細胞に高濃度に取り込まれることから、急速

に発生・分化を進めている胎児と、定常的な細胞の再生のみが行われている母体で、その分布や代謝が異

なることを予想し、 14Cーチミジンの胎児線量に関する実験を行った。すなわち、 14Cーチミジンを妊娠中

期のラット母体に投与後、経時的に胎児を取り出し、液体シンチレーション計測装置で胎児全体としての

。。札制

Fig. 5 Limitation of concentration model to use for the dose estimation of 
fetus following maternal intake of radionuclides. 
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14C濃度を測定するとともに、一部の胎児については凍結切片を作製し、胎児のオートラジオグラフィー

をバイオイメージングアナライザーを用いて作成し、各臓器の局所的な濃度の測定を行った。その結果、

14Cは胎児の肝臓や、脳の脳室側の部位に高い濃度で沈着しており、また、胎児の前肢や後肢、脊椎骨、

脊髄にも高い集積が認められた。すなわち、この時期に細胞分裂の激しい脳や脊髄といった部位に高濃度

の沈着が胎児には認められ、母体のような成体には見られない特殊な分布が観察された。そこで、オート

ラジオグラフィーから胎児肝臓の中心部、および胎児脳の脳室側組織の 14C濃度を求めこれらの臓器の局

所的な線量を求めるとともに、胎児を取り出し、胎児全体、胎児肝臓および胎児脳の 14C濃度を液体シン

チレーションカウンタで測定し胎児全体としての平均線量と胎児の肝臓および脳の全体としての平均臓器

線量を求め、両者を比較した (Table2)。

Time after 
injection (h) 

6-48 

Table 2 Cumulative Radiation Doses in the Rat Fetal Brain and 

Liver 6 -48h after Maternal Injection of [14C] Thymidine 

Cumulative radiation doses (mGy) a 

Liver Brain 

Whole -fetus Whole-LSCb Regional-ARGc Whole-LSC Regional-ARG 

1.27 (100) 3.18 (250) 3.76 (296) 1.45 (114) 3.19 (251) 

べTalues in parentheses are percentage of the cumulative dose for the whole fetus. 

bThe average concentrations of 14C in the whole liver or brain as determined by liquid scintillation counting. 

'The J4C concentrations determined by autoradiography in the central regions of the liver and in the ventricular 

zone of the brain tissue of the mesencephalon and telencephalon. 

表中の LSCと記載したカラムは、液体シンチレーション計測でえられた 14C濃度から計算した胎児全体、

胎児肝臓および胎児脳の臓器全体として平均線量、 ARGと記載したカラムは、バイオイメージングアナ

ライザーによる定量的オートラジオグラフィーで求めた 14C濃度をもとに計算した胎児肝臓中心部および

胎児脳の脳室側層の局所線量を示している。液体シンチレーションカウンタの測定からえられた投与後 6

-48時間における胎児全体の平均線量は1.27mGyであった。これに対し、胎児肝臓全体を取り出し、液

体シンチレーションカウンタの測定から計算した投与後 6-48時間における胎児肝臓全体の平均線量は

3. 18mGyで胎児全体の平均線量の約2.5倍であった。また、胎児脳全体としての平均線量はl.45mGyであ

り、胎児全体の平均線量とほぼ同レベルであった。これに対し、定量的オートラジオグラフィーから求め

た胎児肝臓中心部ならびに胎児脳の脳室側層における線量は、胎児全体としての平均線量に比べかなり高

い線量であった。また、表には記載していないが、母体の肝臓における線量は、ほほ胎児全体の平均線量

に等しかった。したがって、 14C_チミジンを母体に投与した場合、母体肝臓と胎児全体との 14Cの濃度比

は ICRPのドラフトで採用されている1.0という濃度比に近いが、胎児の脳や肝臓における局所的な濃度

は母体肝臓と胎児全体に比べ有意に高く、結果として、胎児の脳の脳室側層や肝臓の中央部が受ける線量

は、濃度比モデルでは 2-3倍の誤差が生じることになる。このように、匹や胎児において放射性核種が

母体とは異なる代謝動態を示す場合、濃度比モデルは有効ではないことが明らかである。ここでとりあげ

た 14Cーチミジンは核酸前駆物質であり、発生・分化を進める匹、胎児では特殊な分布や代謝をすること

が予測される物質である。実際に妊娠した女性が高濃度の 14Cーチミジンに暴露される可能性は、特殊な

職業環境以外ではありえない。したがって、ここで示した一例は、濃度比モデルが適用できない特殊な放

射性物質についてのケースであるが、今後、一般環境で遭遇するアミノ酸やタンパク質、種々の必須元素
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について、濃度比モデルの適用の可否を検討していくことが必要であろう。

濃度比モデルを適用することを困難にしている、もう一つの重要な点fi，胎児の臓器、器官の機能、構

造の時間的な、発生にともなう変化である。匹・胎児の器官、臓器は妊娠時期によってその機能を変化さ

せ、母体器官と一般的な比較が困難な場合があり、極端な場合には、胎児には存在するが母体には存在し

ない器官・臓器がある。このような器官の一例として、胎児の造血器系をあげることができる。

Mason T. M. et a1.5
)は、妊娠 5日、または妊娠13日目のマウスにプルトニウムを投与し、出生後の造

血幹細胞の状態を、 CFU-S (牌臓におけるコロニーの形成を指標とした造血細胞の分化発生能)を指標

として測定した。その結果、胎児期にプルトニウム妊娠母体に投与することによって、出生後のCFU-S

は有意に低下し、推定される線量から考えて胎児の造血器系はプルトニウムのアルファ一線に対し、極め

て高感受性であると報告している。筆者らも、このようなプルトニウムの胎児造血器系に及ぼす影響につ

いて検討している。 Table.3は、妊娠4日目にプルトニウムを妊娠マウスに投与し、妊娠17日目に胎児

を取り出し、胎児肝臓の CFU-Sを測定した結果である。表からわかるように、 BCFlマウスでは、

CFU-Sの有意な低下がみられ、 Masonらと同様の結果であった。すなわち、プルトニウムの投与、す

なわちプルトニウムのアルファ一線によって胎児の造血幹細胞が何等かの影響を受けることは明らかであ

る(このような影響はBCFlマウスに認められ、 C3Hマウスでは見られないという興味深い知見が得られ

ているが、この点については紙面の関係で省略する)。そこで、胎児造血器系への放射線量を正確に推定

しようとすると、濃度比モデルでは困難なことがわかる。匹、胎児での造血は、卵黄嚢の血島(Bloodis-

land)で始まり、胎児肝臓をへて、出生前後に成体と同じ骨髄で造血が開始される。したがって、たとえ

ば、胎児の造血幹細胞がプルトニウムの投与によって受ける線量を、正確に算定しようとすれば、これら

のすべての場における線量を求める必要がある。すなわち、成体では、骨髄線量を造血細胞への線量とみ

なすことができるが、胎児では、卵黄嚢、肝臓、骨髄の線量をもとめ、さらに、造血間細胞がその場に存

在している時間を明らかにする必要がある。このような、細胞のミグレーションは、造血幹細胞に限ら

ず、始原生殖細胞や中枢神経細胞のように匹、胎児の多くの器官で見られる現象である。

Table 4は、妊娠の各時期にプルトニウムを投与したときの、卵黄嚢や胎児肝臓における平均線量を求め

Table 3 CFU -S numbers in the fetalliver on day 17 of gestation. 

Dose Mouse strain 

(kBq/kg) C3H BDF1 

O 1935:t530 (100%) 2441:t 171 (100%) 

30 1801:t204 ( 93%) 1636:t276 ( 67%) 

300 2193:t472 (113%) 1l96:t412 ( 49%) 

900 1947:t288 (1000/0) N.D 

たもので、ある。この表からも明らかなように、例えば妊娠16.5日では、卵黄嚢と胎児肝臓で100倍近い平

均線量の違いがあり、これらの器官の聞を移動し、造血の場を刻々と変えていく胎児幹細胞について、そ

の受ける線量を求めることは、ほとんど不可能に近く、また、母体との濃度比の算定にあたって対象とす

るべき臓器・器官が卵黄嚢、肝臓、骨髄と、複数にまたがってしまうことになる。いいかえれば、胎児の

内部被曝における線量評価は、匹、胎児の発生に伴う機能的、生理的変動によって、濃度比モデルのよう

な単純なモデル化がほとんど不可能に近い場合がある。このような場合には、各組織・器官ごとにコンパー
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Table. 4 Mean dose rates in fetoplacental tissues 24 hrs after Z39PU injection. 

Days of Mean dose rates (cGy per day) 
Maternal 

pregnancyat Conceptus 
liver 

in]ection Y olk sac Fetal fluid Fetus Fetalliver 

10.5 0.77 6.02 0.10 0.02 n.d. 16.44 

11.5 0.75 6.86 0.12 0.03 n.d. 16.30 

12.5 0.80 7.95 0.08 0.03 n.d. 15.93 

13.5 0.88 7.22 0.14 0.06 n.d. 12.00 

14.5 1.35 12.43 0.34 0.11 n.d. 11.90 

15.5 1.43 15.05 0.58 0.12 0.22 9.74 

16.5 1.44 20.40 n.d. 0.12 0.26 8.47 

トメントを設定し、各コンパートメントごとに濃度の経時的変化をもとめ、母体一胎児一胎盤系における

放射性物質の動態、挙動を数式で記述できるようなシステム解析モデルを適用せざるをえないであろう。

5.結 五回
-三日

匹、胎児はその生存を母体に依存しつつも、独立した個人として急速な分化、発生と発育をしている。

したがって、母体が放射性物質を摂取した場合、適切な放射線防護措置が講じられる必要があり、そのた

めには、適切な線量評価モデルの策定が欠かせない。現在、胎児線量評価モデルとしては、コンパートメ

ントを設定しシステマチックにその動態をモデル化するコンパートメントモデル(システム解析モデル)

と、母体・胎児聞の代謝動態が相似的であると仮定した濃度比モデルが考えられている。それぞれのモデ

ルには、長所、短所があるが、その目的、必要とする精度、利用できるデータを考慮、して選択することが

必要である。

しかし、匹、胎児は急速な発生と成長にともなって、機能的、構造的に変化している個体であり、成人

の一般公衆や職業人を対象としたモデルにくらべ、高精度なモデルの策定は極めて難しいと思われる。今

後は、濃度比モデルを一般的に適用することを前提とし、濃度モデルでは正確な線量推定の困難な核種や

放射性物質を明らかにするとともに、濃度比モデルの適用不可能な造血器系のような臓器・器官について

は、コンパートメントモデルを併用していくことが実際的なアブローチであるといえる。
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