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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 

放電プラズマをがん治療や怪我治療に利用するプラズマ医療では、プラズマで生成される OHラジカルや Oラジカル

などの活性種に医療効果があると考えられている。本研究では、この OH ラジカルの密度計測と制御を行った。医療用

ヘリウムプラズマジェットのOH密度をレーザー誘起蛍光法で計測した結果、10ppm程度の不純物としてヘリウムに含ま

れる H2O分子から 0.1ppm程度の OHが生成されることを示した。OHラジカルは H2O分子が Hと OHに解離することで生

成されるため、OH 密度はヘリウムを加湿すると増加する。ヘリウムを加湿すると、200ppm の H2O 密度で 2ppm 程度の

OH が生成されることを示した。一方、200ppm 以上ヘリウムを加湿すると放電が不安定になり、OH 密度が減少すること

も示した。このようにヘリウムを加湿することで、OH密度を制御することに成功した。 

次に、プラズマジェットを用いて大腸菌の殺菌を行い、殺菌に効果のある活性種の調査を行った。プラズマガスを

O2, N2, He と変えて実験した結果、O2で顕著な殺菌効果があった。これは O3あるいは Oによるものと考えられる。一

方、N2と Heでも一定の殺菌効果があった。加湿の有無によらず殺菌効果があったため OHラジカルの効果は除外でき

ると考えたが、菌を培養する寒天培地から蒸発した水分から生成される OH を切り分けることができず、本研究期間内

で活性種を特定することはできなかった。殺菌に加え、プラズマ医療で重要な動物細胞の活性化・不活化実験も行っ

た。その結果、ヘリウムプラズマには細胞を活性化する効果があり、酸素プラズマには細胞を不活化する効果がある

ことが分かった。両者で生成される活性種が異なることから効果の違いが表れており、前者は怪我治療、後者はがん

治療への適用が期待される。 
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欧文概要 ＥＺ 

In the plasma medicine (wound healing, cancer treatment, etc.), active species such as OH and O 
radicals produced in the plasma are considered to have therapeutic effects. In this study, we measured 
and controlled the density of OH radicals. OH density in a medical helium plasma jet was measured using 
laser-induced fluorescence. It was shown that about 0.1 ppm of OH radicals were produced from impurity 
water vapor of about 10 ppm in the helium gas. The OH density increases with humidity of helium gas 
because OH radicals are produced by dissociation of H2O molecules. It was shown that the OH density 
can be increased up to 2 ppm by increasing helium humidity to 200 ppm. Further humidification leaded to 
unstable plasma generation and as a result decreased OH density. Thus, the OH density can be controlled 
by adjusting the humidity of the helium gas. 

Next, we sterilized E. coli using the plasma jet and investigated effective active species for the 
sterilization. Among O2, N2, and He plasma, the O2 plasma was most effective for sterilization. O or O3 
is assumed to be effective for the sterilization. The N2 and He plasma also had sterilization effect. As they 
could sterilize E. coli irrespective of humidity, it was initially assumed that OH radicals have no effect of 
sterilization. However, we could not eliminate the effect of OH radicals produced from water vapor from 
nutrient agar in the dry environment. So, we could not determine the effective active species in the N2 
and He plasma. Effect of plasma irradiation on animal cells was also examined. It was shown that the 
helium plasma activates the cells and O2 plasma deactivates the cells. This result reflects the difference 
in active species produced in the two plasmas. The former plasma might be used for wound healing and 
the latter plasma might be used for cancer treatment. 

 

- 2 - 


