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１． 緒 言

著者らは今までに，低線量の放射線照射が活

性酸素に由来する疾患に対し予防効果や症状の

緩和効果のあることを示唆する報告をしてき

た１）－５）。例えば，低線量X線照射により，マウ

スにおいて足の虚血 ―再灌流障害を１），また，

凍結脳損傷に伴う脳浮腫や細胞損傷を２），更に，

四塩化炭素誘導の肝障害を３），４），それぞれ抑制

する可能性を明らかにした。他方，これらの抑

制効果の機序として，例えば，低線量照射によ

り誘導される抗酸化機能の亢進の関与の可能性

を示した１）－４）。

低線量 α 線を放出するラドンを含む温泉は
不老長寿の湯とも薬湯とも謂われ，世界的に三

朝温泉（鳥取県）が有名である。ラドン温泉に

は，一般の温泉にある温熱作用や化学的作用な

どに加え放射能としてのラドンに由来する作用

も有している。岡山大学病院三朝医療センター

では，ラドンの生体への有益効果を利用したラ

ドン高濃度熱気浴療法などが実施されてい

る５）－７）。適応症としては気管支喘息，変形性関

節症，高血圧症，糖尿病，疼痛などがあり，活

性酸素に由来する生活習慣病が多い。

しかし，ラドンを豊富に含有する温泉は世界

的にも少なく，地理的にも限定されているのが

現状である。このため，著者らは当該三朝医療

センターで実施しているラドン高濃度熱気浴療

法とほぼ同様の医学的効果が再現でき，かつ，

汎用性があり身近な場所でいつでも利用できる

ラドンミスト発生装置を共同開発した８）。なお，

著者らは，呼吸によって取り込まれるラドンは

原 著

ラドン吸入がペットの健康改善に及ぼす効果に関する基礎的検討

片岡隆浩＊，徳永力三＊＊，迫田晃弘＊，＊＊＊，川辺 睦＊，花元克巳＊，山岡聖典＊

＊岡山大学大学院保健学研究科

７００-８５５８ 岡山県岡山市北区鹿田町２-５-１
＊＊南富士ケンネル附属動物病院

４１７-０８０１ 静岡県富士市大淵３８３８-２
＊＊＊日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター

７０８-０６９８ 岡山県苫田郡鏡野町上斎原１５５０

２０１１年６月６日 受理

著者らは今までに，共同開発したラドン吸入装置を用いマウスにラドン吸入をさせた場合，諸臓

器中の抗酸化機能が亢進する可能性などを明らかにしてきた。本研究では，ラドン吸入の獣医療へ

の応用の可能性について新たに検討するため，健常なイヌ５頭（オス：２（１，９才），メス：３（１～

５才））及び慢性腎不全症のネコ８頭（オス：３（２～６才），メス：５（５～７才））を対象に基礎的な

検討をした。すなわち，約５５００Bq/m３のラドンを１回３０分で隔日に３０日間（計１５回）それぞ

れ吸入させた。その結果，イヌにおいて，中性脂肪が減少する可能性が示された。また，その効果

は吸入開始２０～３０日後に現れることも示唆できた。他方，ネコにおいて，飲水量が改善し血清中

クレアチニンが基準値内に減少する症例がみられるなど，慢性腎不全症に対し一定の効果が期待で

きる可能性が示唆された。
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極微量であるため，比較的高濃度のラドン環境

下でさえも各組織の吸収線量は比較的小さいこ

とを報告し９），本装置の安全性を確認している。

更に，その装置を小動物用に製作し，これを用

いマウスにラドンを吸入させた場合，脳・肺・

肝臓・腎臓において，抗酸化酵素であるスーパー

オキシドジスムターゼ（SOD）やカタラーゼ

の両活性が増加し，過酸化脂質量が減少するこ

とがわかった８）。この抗酸化機能の亢進により，

ラドン吸入は活性酸素障害の抑制，すなわち，

生活習慣病の予防や症状緩和に効果のあること

が示唆できた。同様に，四塩化炭素誘導の肝障

害や腎障害を生じたマウスにラドンを吸入させ

た場合，肝臓と腎臓中の抗酸化機能が亢進し，

いずれの障害も抑制される可能性も明らかにし

ている１０）。

ところで，イヌなどのペットには２２～４０％

の肥満があると推定されるとの報告例がある１１）。

ヒトと同様に，肥満に伴う疾患の増加も予想さ

れる。これらの疾患に対し，ペットに精神的ス

トレスを与えることなく，簡便で，安価な治療

方法を確立させることが期待されている。

著者らは今まで，小動物やヒトを対象とした

研究を実施してきたが１２），ペットを対象とした

報告例は皆無に近い。本研究では，上述の知見

などを踏まえ，ラドン吸入による獣医療への応

用を目的に，正常なイヌや慢性腎不全のネコに

及ぼすラドン吸入の効果について基礎的検討を

した。

２． 材料と方法

２・１ 材料

南富士ケンネルで飼育されているイヌ及び南

富士ケンネル附属動物病院に来院したネコのう

ち，１～９歳の健常なイヌ５頭（Table１）と

慢性腎不全症のネコ８頭（Table２）を材料と

した。一般血液検査や血液生化学検査により，

疾患などの治療の必要のないイヌを健常とした。

また，慢性腎不全はThe International renal in-

terest society（IRIS）による IRIS Guidelines

の IRIS２００９Staging of chronic kidney disease

（血漿クレアチニン＜１．６（mg/dL））１３）に基づき

診断，材料の選定をした。慢性腎不全症のネコ

はTable２に示すように，腎臓への負荷を軽減

する作用・効果のある塩酸ベナゼプリルや食餌

療法，尿毒症症状の発現の抑制効果のあるコバ

ルジンを投薬した。これらの投薬はラドン吸入

中も継続して実施した。ラドン吸入時以外の飼

育環境は，イヌは室内飼育を，ネコは各飼い主

の飼育方法に従った。

Table２ Profile and treatment of cats with chronic renal failure

Table１ Profile of dogs
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２・２ ラドンの吸入条件

ラドン吸入装置（㈱ラドン医療研究開発機構

製，岡山）を用い，ラドンを吸入させた。本吸

入装置は以前報告したラドン吸入装置をイヌ・

ネコ用に改良した装置である８）。ここで，ケー

ジ内のラドン平均濃度は，線源より得たラドン

をポンプによりケージに送り込む方法で約

５５００Bq/m３（温度：２０～２５℃，湿度：９０％以

上）に調整した。ラドン濃度をAlphaGUARD

（Genitron，フランクフルト，ドイツ）を用い

て測定した。また，三朝ラドン高濃度熱気浴室

は湿度が９０～１００％と高いことから，これに

倣い，粒子５～５０µmのネブライザーミスト
と混合し，ラドンを効果的に吸入させた。１回

３０分で隔日に３０日間（計１５回）ラドンを吸

入させた。ここで，ラドン濃度は三朝医療セン

ターにおけるラドン高濃度熱気浴療法の約２．５

倍の濃度に相当する。また，吸入方法も１日１

回４０分で隔日に実施されている同療法を参考

に設定した。

２・３ 生化学分析

イヌはラドン吸入前，吸入開始１０，２０及び

３０日後に，ネコはラドン吸入開始前及び吸入

開始３０日後にそれぞれ採血し，得られた血清

を試料に供した。採血に際し，イヌは前日より

絶食し，翌日にラドン吸入後，採血をした。ネ

コは食餌の制限をしなかった。肝機能の指標と

なるグルタミン酸ピルビン酸トランスアミナー

ゼ（GPT），総ビリルビン，総コレステロール，

中性脂肪，総蛋白，及びアルブミン，また，腎

機能の指標となるクレアチニン及び尿素窒素を

それぞれ，臨床化学自動分析装置スポットケム

EZSP-４４３０（アークレイ株式会社製，京都）を

用いて測定した。各生化学値の正常値はHand-

book of Companion Animal Nursing１４）から引用

した。

２・４ 外見的所見

慢性腎不全症のネコに関しては，飲水量，摂

食量，被毛密度，及び落屑の量の所見について

獣医学的観点から評価した。ラドン吸入前に対

するそれぞれの改善の程度を５段階評価した。

飲水量について，２０％以上の減少を１，１０％

減少を２，変化なしを３，１０％増加４，２０％

以上の増加を５とした。摂食量と被毛密度につ

いて，１０％以上の減少を１，５％減少を２，変

化なしを３，５％増加４，１０％以上の増加を

５とした。さらに，落屑の量について，１０％以

上の増加を１，５％増加を２，変化なしを３，

５％減少を４，１０％以上の減少を５とした。

２・５ 統計学的処理

各測定値は，２群の比較は t-検定で，多重比

較検定はダネット検定を行い，関係図中に平均

値±標準誤差で示した。

なお，南富士ケンネル附属動物病院に来院し

たネコの飼い主の同意を得て本実験を実施した。

さらに，実施機関である南富士ケンネル附属動

物病院の動物実験倫理委員会の承認を得て実施

した。

３． 結 果

３・１ ラドン吸入がイヌ肝機能に及ぼす効果

ラドン吸入後のGPT活性，総ビリルビン量，

及び総コレステロール量には有意な変化がな

かった。しかし，アルブミン量は２０日後に，

総蛋白量と中性脂肪量は２０日後と３０日後に，

それぞれラドン吸入前に比べ有意に減少した

（Fig．１）が，いずれも正常値内の変動であっ

た。

３・２ ラドン吸入がイヌ腎機能に及ぼす効果

ラドン吸入後のクレアチニン量及び尿素窒素

量はいずれも有意な変化はなかった（Fig．２）。

３・３ ラドン吸入がネコ慢性腎不全症に及ぼ

す効果

ラドン吸入後に３匹のネコに飲水量の増加が

認められた（Table３）。摂食量は全てのネコに，
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被毛密度は２匹に，落屑の量は４匹にそれぞれ

改善が認められた（Table３）。また，尿素窒素

やクレアチニン量はラドン吸入前に比べ有意差

はなかったが（Fig．３A），飲水量が増加した

ネコでは，いずれもラドン吸入後にクレアチニ

ン量が減少していた（Fig．３B）。ラドンによる

ネコの慢性腎不全に及ぼす効果を詳細に検討す

るため，飲水量の改善が認められた３匹（Group

A；No．２，No．６，No．８）と飲水量の改善が認

められなかった５匹（Group B；No．１，No．３，

No．４，No．５，No．７）に分けてクレアチニンの

変化特性に着目した。その結果，Group Aでは

有意差はないものの，クレアチニン量はラドン

吸入前に比べ２０％減少した（Fig．３B，C）。

Fig．１ Changes in hepatic function associated substances in

blood. Each value indicates the mean±standard error

of mean. The number of dogs per experimental point

was 5. ＊P＜0.05 and ＊＊P＜0.01 are gained by value be-

fore vs after inhalation. Normal value ; GPT 15 ― 70

IU/L, total bilirubin 0.1 ― 0.5 mg/dL, total cholesterol

100 ― 248 mg/dL, triglyceride 23 ― 57 mg/dL, total pro-

tein 5.4 ― 8.8 g/dL, albumin 2.6 ― 4.8 g/dL.

Fig．２ Changes in renal function associated substances in

blood. Each value indicates the mean±standard error

of mean. The number of dogs per experimental point

was 5. Normal value ; creatinine 0.5 ― 1.2 mg/dL, urea ni-

trogen 10 ― 28 mg/dL.

Table３ Effects of radon inhalation on

clinical characteristics of cats

with chronic renal failure

Drinking ; 1. Decrease more than 20%, 2.

Decrease by 10%, 3. No effect, 4.

Increase by 10%, 5. Increase

more than 20%

Appetite, Hair coat ; 1. Decrease more

than 10%, 2. Decrease by 5%, 3.

No effect, 4. Increase by 5%, 5.

Increase more than 10%

Desquamation ; 1. Increase more than

10%, 2. Increase by 5%, 3. No ef-

fect, 4. Decrease by 5%, 5. De-

crease more than 10%

The clinical characteristics after radon

inhalation are compared with those be-

fore the first radon inhalation.
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４． 考 察

低線量X線や γ 線照射は刺激効果１５），１６）や放
射線適応応答１７）－２０）が誘導されることが報告さ

れている。著者らは，マウスを用いた実験でラ

ドン吸入により抗酸化機能が亢進すること８），９）

や，ヒトを対象としたラドン吸入試験により，

抗酸化機能や免疫機能の亢進，組織循環の促進

など，ラドン吸入には様々な刺激効果のある可

能性を示唆してきた６）。さらに近年，マウスを

用いた実験により，ラドン吸入は肝障害や腎障

害を抑制する可能性のあることを報告してき

た１０）。しかし，これらの報告は吸入時間が長く，

また，ラドン濃度が高いため，臨床応用には適

さない。本研究では，三朝医療センターで実施

されているラドン療法に倣い，ラドン療法の獣

医療への可能性について検討した。

ラドン吸入による健常イヌ肝機能の変化につ

いて，GPT活性や総ビリルビン量に有意な変

化がなかった。他方，ラドン吸入開始２０日後

以降に総蛋白量やアルブミン量が有意に減少し

たが，正常値内（２．６～４．８g/dL）の変動で

あり，その意義については今後の検討を要する。

マウスへの高濃度ラドンの短時間吸入では肝

臓中の中性脂肪が有意な変化を示さなかった

が１０），本実験では正常範囲ながら中性脂肪の有

意な減少がラドン吸入開始２０日後以降に認め

られた。これは，ラドン熱気浴療法が３～４週

間で治療効果が認められることと一致し，継続

的なラドン吸入が高脂血症の予防に有効となる

かもしれない。

ラドン吸入による正常なイヌの腎機能の変化

はなく，マウスへの高濃度ラドンの短時間吸入

時の知見１０）と一致する。

Fig．３ Changes in renal function associated substances（A）and

creatinine level（B）, creatinine level（C）of Group A（No.2,

No.6, No.8）and Group B（No.1, No.3, No.4, No.5, No.7）in cats

with chronic renal failure. The score of the improvement in

drinking of Group A is 4 or 5, and that of Group B is 3. Each

value indicates the mean±standard error of mean. The

number of cats per experimental point of（A）is８and that

of（C）is 3 and 5. Normal value ; creatinine 0.6 ― 1.5 mg/dL,

urea nitrogen 17 ― 30 mg/dL.
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他方，慢性腎不全症のネコにおいて，ラドン

吸入後に全例の摂食量が増加したことや数例の

水分摂取量が増加したことは，ラドン温熱療法

が組織循環やエネルギー消費を増加させる作用

があること２１）に起因するかもしれない。これら

ネコにおける摂水量の増加とクレアチニン量の

減少についての関連性は今後詳細に検討する必

要がある。ネコの慢性腎不全治療において，投

薬や療法食を拒否する場合もあり，ラドン吸入

はネコなどに精神的ストレスをかけない治療法

として有用となる可能性がある。

今までラドンの健康効果に関する小動物を用

いた研究は数日間連続吸入させた場合が主で

あった。このため，三朝医療センターで実施さ

れているラドン療法と概ね同じ３０日間反復し

て吸入させた場合の知見は皆無に近く，その効

果についても不明な点が多かった。しかし，本

研究により動物種によっては，中性脂肪の減少

や慢性腎不全症に対する症状の改善効果が期待

できる可能性が示された。

５． 結 言

本研究により，概ね２０～３０日間のラドン吸

入に伴い中性脂肪が減少したことなどから，イ

ヌにおける脂質代謝の改善に有効に働く可能性

が示唆された。また，慢性腎不全症のネコにお

いて，ラドン吸入により飲水量の増加とともに，

血清中クレアチニン量が正常値内に減少する例

がみられるなど，ラドン吸入による一定の改善

効果を期待できる可能性が示唆された。今後，

ラドン吸入による有益効果を明らかにするとと

もに，ラドン吸入を獣医療にどのように効果的

に応用していくかについて，より詳細な検討を

行う必要がある。
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Abstract

Takahiro KATAOKA＊, Rikizo TOKUNAGA＊＊, Akihiro SAKODA＊，＊＊＊, Atsushi KAWABE＊,

Katsumi HANAMOTO＊ and Kiyonori YAMAOKA＊

＊Graduate School of Health Sciences, Okayama University

5-1 Shikata-cho, 2-chome, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama Pref. 700-8558, Japan
＊＊Minamifuji Kennel Animal Hospital

3838-2 Oobuchi, Fuji-shi, Shizuoka Pref. 417-0801, Japan
＊＊＊Ningyo-toge Environmental Engineering Center, Japan Atomic Energy Agency

1550 Kamisaibara, Kagamino-cho, Tomata-gun, Okayama Pref. 708-0698, Japan

Radon inhalation using our radon exposure device activated anti-oxidative function in some organs of

mouse. To assess the possibility of its application to veterinary care, healthy dogs and cats with chronic renal

failure were inhaled radon at a concentration of 5 500 Bq/m３ for 30 minutes every 2 days for 30 days. In re-

sult, radon inhalation within a relatively long time period significantly decreased the triglyceride level of dogs.

On the other hand, some cats increased the volume of drinking water by radon inhalation and the creatinine

level in blood of these cats was decreased to normal level. These findings suggest that radon inhalation may

have curative properties against chronic renal failure.
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