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医療関係者へのお知らせ	

•  我々は、大気micro-PIXEによる石綿肺、
間質性肺炎の新診断法を開発いたしました
。肺組織中の元素の２次元分布を測定でき
ます。原因不明の間質性肺炎などで職場
や環境中の粉塵の吸入が強く疑われる症
例がございましたら、ご相談ください。尚、
測定にはVATS組織のパラフィン包埋が必
要です。 

•  ご連絡はdobashik@gunma-u.ac.jpまで。 
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１．アスベストの問題点	



１．アスベストの問題点	

１．アスベストとは、天然の鉱物繊維で長さは約８µｍ, 幅約0.1 
µｍ、断熱性、耐火性、防音性、耐腐食性に優れており、
建築用製材として多量に用いられてきた。アスベストには、
クリソタイル（白石綿）、クロシドライト（青石綿）、アモサイ
ト（茶石綿）などがある 

２．肺に炎症を惹起し、20-40年かけて肺線維症、肺癌、中皮
腫を引き起こすことが知られており、｢静かな時限爆弾｣と
いわれ、大変な社会問題となっている。 

３．アスベストはすでに使用が禁止されているが、以前に吸入
したアスベストにより、多くの人が健康被害に苦しんでおり
、その簡便な早期診断法の確立と治療のための病態解明
が切望されている。	



１．アスベストの問題点	

４．肺組織中のアスベストは、肺組織切片をヘマトキシリンー
エオジン染色して顕微鏡で観察する通常の病理検査の方
法では、よく見えず、また、鉄染色という鉄を染め出す方法
では、鉄分の多いアスベストしか見えず、実際に存在する
アスベストの大部分は、観察できない。 

５．吸入したアスベストの種類、量、分布などを、人の肺組織
内で観察することが、早期診断や病態解明に不可欠で
すが、簡単に調べられない。 

	



２．職業・環境粉塵による間質
性肺炎の問題点	



１．通常の免疫染色や質量分析では、組織
や細胞内での各種元素の分布を明らかには
できない。 
２．労災申請などでは、職場での粉塵吸入に
より発症したという明確証拠が求められるこ
とがある。	



３．大気マイクロPIXEとは	



•  microPIXEは、生体組織での元素の局在を
µmオーダの空間分解能で、元素ごとに２
次元分布を観察することができる画期的な
装置である。	



 In-air micro-PIXE systemは、高崎量子応用研究所にあり、3 MeV　シングルエンド加速器
から発生される陽子ビームを組織に充てることによりそこに含まれる元素を2次元的に測定
できる。 マイラー膜に張り付けた肺組織に、陽子ビームを照射することにより組織から発生

した特性X線を測定することにより元素を同定する。 
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大気マイクロPIXEにて測定したX-ray 
spectrum :クリソタイル 

(Mg6Si4O10(OH)8) 



 各種アスベストそのものの元素分布. 各元素の量は黄色になるほど多く含まれる。 

(Mg6Si4O10(OH)8) 

(Na2Fe3+ +Fe2+ + +Si8O22(OH)2) 

((Fe-Mg)7Si8O22(OH)2 

60µM  



大気-microPIXEで測定された各元素の相対量の算定式: 

 

mA/mB = (YB ×MB× effA ×σA)/ (YA ×MA ×effB ×σB) 
 
　　     Y :the net count 
　        M :the atomic weight of the element (amu) 
           m :the quantity of the element in grams (g)  
            eff :the detection efficiency for an element        　　　	
　　     σ(barn)：the cross-sectional area of the specific X-ray peak for an   

element 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     (Bambynek W, et al. 1972) 



各アスベスト中の珪素に対する鉄とマグネシウムの比率の違い 

P<0.05 

P<0.05 

P<0.05 



研究成果	



５．肺組織内アスベストの検出
と可視化 

	



５-１　肺組織内アスベストの検
出方法	



方法	

・肺組織切片作成	

Asbetos group: Asbestos吸入歴があり、肺癌を合併した患者肺の癌以外の部
分	

Control group: Asbestos吸入歴がない肺癌を合併した患者肺の癌以外の部分	

・肺組織の凍結切片を作成し、それを表面にＰＩＸＥ用のfilmを張ったスライドグラ
ス上に載せて乾燥させた。　肺組織を含む膜とともに肺切片を切り出し直径
1.5cm ほどのAcryl Holderに固定した。　リングの中心には直径１mmほどの穴
がありそこにイオンビームを照射した。　	

ＰＩＸＥによる解析	

Chrisotile：Mg3Si2O5(OH)4      (白色綿、わずかに鉄
を　　　　　　　　　　　　　　　　　　含むとされている。) 

Crocidolite：Na2Fe3+ +Fe2+ + +Si8O22(OH)2　（青色
綿）	

Amosite：(Fe-Mg)7Si8O22(OH)2　　（茶色綿）	

Chemical structure of various asbestos 



 Patients characteristics 

#  Diagnosed according to the criteria of the Helsinki consensus report  

# 

# 



肺組織	

正常肺組織	 石綿肺（間質性肺炎）	



 Two dimensional P map provide a good     
representation of the physical shape of the cells.   

Normal lung-1 Asbestos lung-1 

------ 910µm ------ 

Lung parenchyma 

------ 910µm ------ 

pulmonary  
alveoli  



5-2. アスベスト肺組織は多量
のＳｉを含む	



 X-ray spectra obtained from large-scale　（910µM square） of lung 
samples.  Peaks on the spectra are characteristic for each element.  

-1 

-1 

Int J Immunopathol Pharmacol.　Jul-Sep;　21(3):567-76.(2008)　	



 Elemental maps obtained from large-scale of lung tissues. 
White dots indicate each element in lung tissues.  

Int J Immunopathol Pharmacol.　Jul-Sep;　21(3):567-76.(2008)　	



Quantitative elemental analysis in  large-scale of lung tissue by in-air 
micro-PIXE. Ratio of each element relative to sulfur (S) was calculated.  

P<0.05                   

Int J Immunopathol Pharmacol.　Jul-Sep;　21(3):567-76.(2008)	



5-3 肺組織中のアスベストの可視化	

我々は世界で初めて肺組織内の
アスベストの画像化を大気マイクロ

PIXEで成功した。	

	



 Actual process of identifying asbestos bodies by in-
air micro PIXE: Asbestos lung-1 

50µM  



 X-ray spectra obtained from small-scale　（50µM square）  of lung samples. The 
yield of Si, Mg, and Fe are increased in Asbestos lung. 

-1 

-1 



Elemental map derived from small-scale of lung tissue. The dots for Si, Fe, and Mg are 
apparently different in shape, size, and localization between asbestosis and control. 

Int J Immunopathol Pharmacol.　Jul-Sep;　21(3):567-76.(2008)　	



Mg 
Fe 

Si 

　　20µm 

Superimposition of Si, Fe, and Mg shown by colored dots: asbestos lung-1 
 Si (red), Fe (brown)  and Mg (yellow).  

Int J Immunopathol Pharmacol.　Jul-Sep;　21(3):567-76.(2008)　	



　　20µm 

Superimposition of Si, Fe, and Mg shown by colored dots: asbestos lung-1 
 Si (green), Mg (blue) and P (red) . 

Int J Immunopathol Pharmacol.　Jul-Sep;　21(3):567-76.(2008)　	



5-4 肺内アスベストは多量のＦｅ
を含む	



The Si is marked on the X-ray spectrum (upper). The localization of Si deposits in 
lung tissue is displayed on the elemental map (lower).  

Si 

Int J Immunopathol Pharmacol.　Jul-Sep;　21(3):567-76.(2008)　	



The pink square is gated to examine Si-attached elements (lower), and the net counts 
of each element inside of the square are colored pink (upper). 

Int J Immunopathol Pharmacol.　Jul-Sep;　21(3):567-76.(2008)　	



Quantitative elemental analysis in small-scale of lung tissue by in-air micro-
PIXE. The ratio of each element relative to the Si was calculated.  

P<0.05 



5-5 アスベスト肺には他多くの
金属が沈着している。	
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X-ray spectrum  obtained from Asbestos lung-2  

Ti 

Ni 



Elemental map of asbestosis patient. On the superimposed map, Ti, Ni, 
and Ａｌ are indicated in white and Si is indicated as green.   

Si 

Ｓｉ	

Ｓｉ	



5-6　アスベスト肺と非アスベス
ト肺で発症した癌組織中のケ
イ素や金属分布に違いがなか

った。	



Lung cancer: control 

Lung cancer: 
asbestosis 

Fe 

Fe 

S 

S 

Si 

Si 

X-ray spectrum derived from lung cancer 



Control 
tumor 

Control 
tumor 

Asbestos 
tumor 

Asbestos 
tumor 

n.s 

n.s 

P<0.05 

Quantitative elemental analysis by in-air micro-PIXE. Ratio of each element 
relative to Si was calculated. 

石綿肺組織中には多量のFeが、Si（アスベスト）に一致して検出されたが、 
その組織から発症した肺がん組織中のFeの量は、非石綿肺の肺がんと違いがなかった	



６．病態解明への応用 
	



６-１　特発性間質性肺炎症例
における吸入粉塵の影響 

	
特発性肺線維症の症例の中に吸
入粉塵による症例が隠されている

可能性がある。	



目的 

 
特発性間質性肺炎患者の胸腔鏡下肺生検
(VATS)より採取した肺組織を用いて、肺
内に存在する元素を分析し、原因不明とさ
れる特発性間質性肺炎の発症に関与しうる、
粉塵吸入の有無を検討すること。 



方法 

対象患者 
群馬大学医学部附属病院でVATSを受けた9名の特発性間質性肺炎患者。  
 
肺組織切片作成： 
肺組織のパラフィン切片を作成し、それを表面にＰＩＸＥ用のフィル
ムを張ったスライドグラス上に載せた。肺組織を含むフィルム膜とと
もに肺切片を切り出し直径1.5cm ほどのアクリルホルダーに固定した。
肺組織を含む膜とともに肺切片を切り出しAcryl Holderに固定した。
リングの中心には直径１mmほどの穴がありそこにイオンビームを照射
した。 

ＰＩＸＥによる解析 

パラフィン切片標本 

肺組織 

フィルム膜 

肺組織 



肺生検症例リスト  



性差   男性：女性＝１：８ 
喫煙歴   past : never=１：８ 
ANA   陰性：陽性＝７：２ 

               診断  UIP : NSIP : CVD IP=7：1：1 

Summary of IIP VATS patients : n=9 



結果と考察 
•  9例の特発性間質性肺炎症例のうち、2例より粉塵吸入が明らかとなっ
た。 

•  症例5は会社員でわずかなアスベスト吸入歴があったものの胸膜プラー
ク形成などを認めなかった。Siの沈着部位に一致してFe, Mgの沈着を
認めアスベストなどの粉塵吸入が示唆された。 

•  症例9は家庭菜園を趣味とする主婦で、巨大ブラ形成を特徴とする予後
不良の間質性肺炎であった。Sの沈着部位に一致してZnの沈着を認め
た。硫化亜鉛:ZnSは粉末状の塗料顔料や蛍光体原料として半導体など
に使用されているが、症例9のZnS使用歴は不明である。 

•  microPIXE(microparticle induced X-ray emission)を使用すれば、特
発性間質性肺炎の肺組織から、患者の粉塵吸入の有無が推定でき、今
まで原因不明とされていた患者の中に、職業性粉塵吸入が原因の患者
を判別できる可能性が開かれた。 


