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Abstract 
Since the nuclear power plant accident at Fukushima caused by the Great East Japan Earthquake, radioactive 

contamination has become familiar to us, and the development of dye dosimeters that visualize invisible radiation is 
increasing in demand. Color formers have been developed for visual detection of radiation that are harmful to the human 
body but unable to be detected by the human sense. This paper presents the color developing properties of the hydrogel-
dye dosimeters containing the phenothiazine or phenazine-type color former, and the organogel-dye dosimeters containing 
the spiropyran analog color former. 
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1．はじめに 
1.1 研究背景 
 東日本大震災による福島での原発事故以来、放射
能汚染は我々の身近なものとなり、目に見えない放
射線を目視で検出する色素線量計の開発は、その需
要が高まってきている [1]。 

我々が開発してきたフェノキサジンやフェナジン
系色素を還元したカラーフォーマー類 [2]は、放射線
の照射により保護基部位が外れて発色するもので、
放射線照射による媒体中に生じたラジカルなどの反
応活性種がカラーフォーマーに作用して発色する。
そのため、溶液中と PMMA や PVC などのポリマー
媒体中、ゲル [3]でカラーフォーマーの発色挙動が異
なるばかりか、クロロホルム中、アセトニトリル中、
水中など溶媒の種類によってカラーフォーマーの発
色能は異なっている。水中で安定に存在し、尚且つ
高感度に発色する系は未だに実現できていない。近
年、陽子線や重粒子線が悪性腫瘍の放射線治療に用
いられ、絶大な効果を得ている。本研究では、癌治
療に用いられる重粒子線の放射線量が 15 Gy 程度で
あることに着目し、癌治療に用いられる放射線量の
分布を一度に簡便に観測するための３D 色素ゲル線
量計の開発を目的とし、新しい水溶性カラーフォー
マーや低分子ヒドロゲル化剤の開発に取り組む。 

1.2 本年度の取り組み 
本年度は、色素ゲル線量計の元となる水溶性カラ

ーフォーマーの新たな改良と改良された水溶性カラ
ーフォーマーと低分子ヒドロゲル化剤による色素ゲ
ル線量計の機能評価、及び、有機溶媒系における新
しい材料探索として我々が開発した脂溶性のカラー
フォーマーに見合った新しいオルガノゲル化剤の合
成と作成した色素ゲル線量計の機能評価を行った。 
本研究は研究室の修士課程の学生 6 名、卒研生４

名との共同研究であるが、本報告書では、この 3 月
に課程を修了した修士 2 年生のうち 2 名の研究成果
から、新しい水溶性フェノチアジン系、フェナジン

系カラーフォーマーの機能評価とヒドロゲル色素線
量計への応用、及び、スピロピラン類似カラーフォ
ーマーを用いたオルガノゲル色素ゲル線量計のγ線
による発色挙動について報告する。 

 

2．フェノチアジン系・フェナジン系カラー
フォーマーを用いた色素ヒドロゲル線量計 
2.1 研究背景 

当研究室で合成された水溶性フェノチアジン系カ
ラーフォーマーA はその保護基部位に水溶性部位を
有することで水溶性が付与されたカラーフォーマー
である（図 1）。0.025mM の濃度の水溶液に 5 当量
の硫酸鉄(0.125mM)を加えることで⒑Gy 以下のγ線
照射量を目視で発色を
確認することができた
が、経時安定性が低く、
一週間後の溶液は青色
に発色しているという
結果となった（図 2）。 

 
 

そこで、本研究では、保護基部位ではなく側鎖部
位にカルボン産ナトリウム塩部位を導入した新規水
溶性フェノチアジン系カラーフォーマー1a、及び、
フェノチアジン系色素より発色感度の高いフェナジ
ン系色素を色素部位に用いたフェナジン系カラーフ
ォーマー1b を合成し、カラーフォーマーの経時安定
性の向上を目指した。カラーフォーマーの保護基部
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Figure 1. Color former A. 

Figure 2.Image of the samples changing 
over time. 
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位には、色素体の発色感度が低いフェノチアジン系
では脱離能の高いカルバモイル保護基を、色素体の
発色感度が高いフェナジン系では脱離し難いアリル
保護基を導入することとした(図 3)。 

合成されたカラーフォーマーの評価には、フェン
トン反応によりカラーフォーマーに作用する活性種
を生成する硫酸鉄 (Ⅱ) 七水和物やカラーフォーマ
ーの活性種との反応性を向上させる酸化酵素である
ペルオキシダーゼの添加を検討した。 
さらには、新たに合成された低分子ヒドロゲル化

剤 2 (図 4)を用いた色素ゲル線量計を調整し、γ線に
対する発色能の評価を行った。 
 
 
 
 
 

2.2 結果と考察 

2.2.1 合成 
フェノチアジン系カラーフォーマー1a はフェノ

チアジンを出発原料としてジニトロ化した後還元し、
アクリル酸メチルを作用させることによりより合成
されたテトラカルボン酸エステル体を酸化により色
素体とし、けん化することにより合成したテトラカ
ルボン酸置換色素から定法に従いカラーフォーマー
化を行った。 
フェナジン系カラーフォーマー1b は、p-フェニレ

ンジアミンと p-フルオロニトロベンゼンを出発原料
としてジフェニルアミン誘導体を合成し、ニトロ基
を還元、1a と同様にテトラカルボン酸エステル体と
した後に p-トルイジンと酸化的縮合を行い、色素体
とした後に情報に従いカラーフォーマー化した。 
ピリジニウム塩をもつヒドロゲル化剤 2 は 11-ブ

ロモウンデカン酸を酸塩化物とした後、L-バリンと
縮合させ、さらに 6-アミノヘキサン酸と縮合させた
後に、末端のブロモ基にピリジンを作用させること
で合成した。 
それぞれのカラーフォーマー水溶液 ([1a], [1b] =  

0.25 mM)、及び、合成されたヒドロゲル化剤 2 を用
いて作成したヒドロゲル線量計に対し 10、40、70 Gy
のγ線照射実験を行った。 

2.2.2 フェノチアジン系カラーフォーマー1a 
フェノチアジン系カラーフォーマー1a の蒸留水

溶液 (0.025 mM) および添加剤として硫酸鉄  (Ⅱ) 
七水和物 0.125 mM もしくは POD (ペルオキシダー
ゼ) 0.40 µM を加えた蒸留水溶液を調製し、それぞれ
の溶液に 10, 40, 70 Gy のγ線を照射して、吸光度を
測定した。 

1a の蒸留水溶液は、未照射の段階ではほとんど発
色せず、10 Gy の照射線量から発色体の最長吸収極
大波長である 668 nm 付近の吸光度に大きな増加が
見られ、10 Gy から目視での検出が可能であった。添
加剤添加の有無による照射線量ごとの 668nmでの吸
光度の値の変化を図 5 に示す。 

 
添加剤無しの場合と比較して、硫酸鉄 (Ⅱ) 七水和

物の添加により吸光度変化の大幅な増加が見られた
一方で、POD を添加した場合には吸光度の上昇が見
られなかった。代表して硫酸鉄 (Ⅱ) 七水和物添加時
の試料管の色変化を図 6 に、溶液の吸光度変化を図
7 に示す。硫酸鉄の添加により 10 Gy から目視での
検出がより容易になった。 

 
 Figure 6.  Image of aqueous solution of 1a after  γ 
irradiation ([1a]0 = 0.025 mM, [Fe²⁺]0 = 0.125 mM). 

 
 Figure 5. Comparison of absorbance changes at 
λmax of aqueous solution of 1a after γ irradiation 
([1a]0 = 0.025 mM, [Fe²⁺ ]0 = 0.125 mM, [POD]0 = 
0.40 µM). 

S

N

N N

NaO O

NaO

O

ONaO

ONa

O

HN O N

N N

NaO O

NaO

O

ONaO

ONa

O

N

O

CH3

1a 1b

Figure 3. Phenothiazine type colorformer 1a and 
phenazine type 1b. 

Figure 4. Low molecular weight hydrogelator 2. 
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添加剤とし POD を用いた場合に吸光度の変化が

あまり見られなかった理由として、γ線照射により
還元性の水和電子が発生するため POD による酸化
が阻害されていると考え、液性を酸性にしてγ線照
射を行ったところ、中性溶液と比較して 2 倍程度の
吸光度の上昇が見られた。 
水溶液系での高い発色能を示すカラーフォーマー

1a の水溶液、及び、硫酸鉄 (Ⅱ) 七水和物を添加し
た水溶液について、調製直後と調整 7 日後の 668 nm
での吸光度変化を測定した。それぞれの吸光度の値
を、過去に合成されたカラーフォーマーA と比較し
て図 8 に、それらのうち、硫酸鉄 (Ⅱ) 七水和物を添
加した水溶液の試料管の画像を図 9 に示す。 

 
水溶液中での 1a の経時安定性は、A に比べて向上

していた。その理由として、1a は親水性のカルボン
酸ナトリウム塩部位を分子内に４か所もつため A よ
り水溶性が向上している。水溶液中でのカラーフォ
ーマーの安定性が向上したことにより保護基が脱離
しにくくなったと考える。親水性が低いカラーフォ

ーマーでは極性の高い水中ではカチオン体である発
色体のほうが安定であり、そちらに変化しやすいと
考えている。また、添加剤として硫酸鉄 (Ⅱ) 七水和
物を加えた場合、A ではさらなる経時安定性の低下
がみられたが、1a では経時安定性の低下はほとんど
見られず、発色能が高い系ではなおさらカラーフォ
ーマーの安定性、すなわち、カラーフォーマーの水
溶性の高さが経時安定性の向上に重要であることが
わかる。 
低分子ヒドロゲル化剤 2 を用いた色素ゲル線量計

へのγ線照射の様子を図 10 に示す。2 は視認性が高
い透明なゲルを水と形成し、カラーフォーマーを分
散させたゲルは、溶液系と同様に未照射時の発色も
小さく、10Gy から目視でγ線の照射を確認すること
ができた。 

 

2.2.3 フェナジン系カラーフォーマー1b 
1a と同様に、フェナジン系カラーフォーマー1b の

蒸留水溶液 (0.025 mM) および添加剤として硫酸鉄 
(Ⅱ) 七水和物 0.125 mM もしくは POD (ペルオキシ
ダーゼ) 0.40 µM を加えた蒸留水溶液を調製し、それ
ぞれの溶液に 10, 40, 70 Gy のγ線を照射して、吸光
度を測定した。 

1b においてもその蒸留水溶液は未照射時の発色
を抑えることができ、10 Gy から色素体の最長吸収
極大波長である 585 nm 付近の吸光度の大きな増加
が見られ、目視での検出が可能であった。1b 水溶液

 

 Figure 7.   Spectral changes of aqueous solution of 
1a after γ irradiation ([1a]0 = 0.025 mM, [Fe²⁺]0 = 
0.125 mM). 

 
 Figure 8.  Comparison of absorbance changes at 
λmax in passing time of aqueous solution of 1a and A 
([1a, 37]0 = 0.025 mM, [Fe²⁺]0 = 0.125 mM). 

 

 Figure 10.  Image of 1a/2 hydrogel after 
 γ irradiation ([1a]0 = 0.025 mM, [2]0 = 40 gL⁻¹). 
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Figure 9.  Image of aqueous solution of 1a and A 
light after preparation and 7 days later from 
preparation ([1a, 37]0 = 0.025 mM, [Fe²⁺]0 = 
0.125 mM). 
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の試料管の画像を図 11 に、吸光度の変化を図 12 に
示す。 

 

 
一方で、1b における添加剤の効果は小さく、硫酸

鉄 (Ⅱ) 七水和物や POD を加えても吸光度の向上は
ほとんど見られなかった。 
この理由は、1a では保護基部位がカルバモイル基

なのに対して 1b ではアシル基であることに起因さ
れる。硫酸鉄 (Ⅱ) 七水和物は溶液中の反応活性種で
あるヒドロキシラジカルやペルオキシラジカルの濃
度を高める効果があると考えられ、脱離部位の窒素
原子に引き抜かれ易い水素原子を有するカルバモイ
ル基の脱離には多大な効果を示すが、アシル基には
引き抜かれ易い水素が存在せず、脱離に関与すると
考えられるカルボニル基に隣接するメチレン水素は
脱離部位だけではなく、色素部位にも存在するため、
添加の効果が無かったと考えられる。 

POD添加時に発色感度の増加が見られなかったこ
とに関しては 1a と同様な考察ができ、溶液の pH を
中性の 7.0 から弱酸性の 5.0 にすることで、1a ほど
顕著ではないが 1b においても 1.5 倍程度の発色感度
の向上が見られた（図 11）。 

 
 

 
また、1b 水溶液においても高い経時安定性が見ら

れ、溶液調整後１週間経っても発色体は生成せず、
585 nm の吸光度の上昇は見られなかった。このこと
により、フェナジン系カラーフォーマーにおいても
水溶性を向上させることで水溶液中の安定性が向上
し、色素体への分解が妨げられることがわかった。 

2 を用いて作成したヒドロゲルに 1b を分散させ
て作成した色素ゲル線量計にγ線を照射したところ、
1b の色素ゲル線量計も良好な発色を示し、10 Gy か
ら紫色の発色を目視で確認することができた（図 12）。 

 3．スピロピラン類似カラーフォーマーを
用いた色素オルガノゲル線量計 
3.1 はじめに 
我々が開発したスピロピラン類似カラーフォーマ

ーは酸により発色するカラーフォーマーであり、媒
体にγ線が照射されることで酸が発生することを利
用して発色体へと変化する（図 13）。 

 
 

 
 Figure 11. Image of aqueous solution of 1b after  γ 
irradiation  ([1b]0 = 0.025 m M). 

 

 Figure 12. Spectral changes of aqueous solution of 1b after 
γ irradiation ([1b]0 = 0.025 m M). 

 
  Figure 11.  Comparison of absorbance changes at 
λmax of aqueous solution of 1b after γ irradiation 
([1b]0 = 0.025 mM, [POD]0 = 0.40 µM, pH = 5.0 or 
7.0). 

 
 Figure 12.   Image of 1b/2 hydrogel after 
 γ irradiation ([1b]0 = 0.025 mM, [2]0 = 40 gL⁻¹ ). 
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Figure 13. Color former 3 
 
このスピロピラン類似のカラーフォーマーには置

換基の種類により開環体、閉環体の安定性が変化す
る。置換基の種類によっては安定性が小さく、γ線
の照射により良く分解して塩化水素を生成するクロ
ロホルム溶解させることで、溶媒の自然分解で生じ
る微量の酸で発色体へと変化したり、極性の大きな
溶媒に溶解するだけで発色体に変化したりするカラ
ーフォーマー分子も存在する。カラーフォーマー3a
はニトロ基の電子求引効果によって閉環構造が安定
化され発色体への反応性が小さいため、クロロホル
ム溶液の経時安定性が高く、未照射時の発色はない
が、溶液にγ線を照射すると 1 Gy の低線量で青色に
発色することがわかっている。 
本年度の研究では、カラーフォーマー3a のハロゲ

ン系溶媒中での発色材料としての潜在能力に着目し、
ハロゲン系溶媒をゲル化する低分子オルガノゲル化
剤を開発することで、新たな色素ゲル線量計を創成
し、機能評価を行うこととした。 
本報告書では、数多く合成された低分子オルガノ

ゲル化剤のうち、四塩化炭素や塩化メチレンに対し
優れたゲル化能を示した 4a1-a3（図 14）を用いた色
素ゲル線量計の機能評価について報告する。 

 
 
 
 
 
 

Figure 14. Low molecular weight organogelator 4a1-3 
 
また、クロロホルムや塩化メチレンのようなハロ

ゲン系溶媒を用いずに発色させることのできる色素
ゲル線量計を開発するために臭素原子が導入された
低分子オルガノゲル化剤 5 を合成した（図 15）。5
とカラーフォーマー3b を用いて作成した色素ゲル
線量計の評価についても報告する。 

 
Figure 15. Low molecular weight organogelator 5 
 

3.2 結果と考察 

3.2.1 合成 
スピロピラン類似カラーフォーマー3a の合成は、

2,3,3-トリメチルインドレニンを出発原料とし、ニト
ロ化した後、2-ブロモエタノールを反応させること
によりヒドロキシエチル基を導入し、最後に p-ジメ
チルアミノベンズアルデヒドを縮合させることによ
り行った。 
ハロゲン系溶媒をゲル化する低分子オルガノゲル

化剤 4a1-3はステアリン酸を塩化チオニルでステア
ロイルクロリドとし、 L-イソロイシンを反応させた
後、炭素鎖長が異なるアミン類を縮合させることで
合成した。 
臭素置換した低分子オルガノゲル化剤 5 は、オレ

オイルクロリドを L-イソロイシンを反応させた後、
同様にドデシルアミンと縮合させ、最後に臭素水を
滴下することで臭素置換した。 
 

3.2.2 ゲル化能の評価 
合成されたオルガノゲル化剤 4a1-3, 5 の各溶媒に

対するゲル化能を試験管倒置法で判定し、その結果
を最小ゲル化濃度と共に表 1 にまとめた。 

 
Table 1. Minimum gel concentration (MGC, gL-1) of 

4a1-3 and 5 in organic solvent. 

※ OG : Opaque gel, PG : partial gel, S : Solution, I : 
Insoluble 

 
合成された低分子オルガノゲル化剤 4a1-3は、四塩

化炭素、塩化メチレンをはじめとする様々な有機溶
媒とゲルを形成した。臭素が置換されたゲル化剤 5
はヘキサンと酢酸エチルでゲルを形成することがで
きた。 
カラーフォーマー3a を用いて 4a1-3の塩化メチレ

ンゲルを、カラーフォーマー3b を用いて 5 の酢酸エ
チルゲルを作成し、発色能を評価した。 

 

3.2.3 3a/4a1-3塩化メチレンゲル線量計の機能評価 
カラーフォーマー3a の塩化メチレン溶液 (0.13 

mM)、及び、ゲル化剤 4a1 (65 mM), 4a2 (21 mM), 4a3 
(18 mM) を用いた塩化メチレンゲルに対して 10、40、
70 Gy のγ線照射を行った。3a/4a2塩化メチレンゲ
ルのγ線照射直後の試料の様子を図 16 に、そのゲル
試料を塩化メチレンを用いて２倍に薄めた溶液の吸
収スペクトルの変化の様子を図 17 に示す。 
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3a/4a2塩化メチレンゲルは青色に発色し、10 Gy か

ら目視で発色が確認できた。 
一方でアルキル鎖の短い 3a/4a1塩化メチレンゲル

では発色が確認できなかった。それぞれの塩化メチ
レンゲル試料における各線量での発色体の極大吸収
波長である 592 nm での吸光度変化を図 18 に示す。  
吸光度の値は照射後のゲルを塩化メチレンで２倍に
希釈した溶液での値である。592 nm での吸光度が増
加したのはγ線の照射により塩化メチレンから生成
した塩化水素がカラーフォーマーに作用したためで
あり、ゲル化剤として 4a1を用いても塩化水素は生
成していると考えられる。4a1ゲルで発色が見られな
かったのはアルキル鎖の短い 4a1同士の相互作用が
小さく、ゲルを形成するために高い濃度が必要とな
ったことから、4a1分子間に 3a が取り込まれ、発色
が阻害されたと考えられる。また、同じカラーフォ
ーマー濃度の溶液より 4a2、4a3ゲルの吸光度変化が
大きくなった。γ線照射により塩化メチレン中に生
成した塩素ラジカルが、ゲル化剤のメチレン基から
も水素を引き抜くことができることで、塩化水素の
発生効率が良くなることによると考えられる。 

 

ゲル化剤の濃度効果をみるため、カラーフォーマ
ー3a (0.13 mM) を用い、ゲル化剤 4a2の濃度を 10~50 
gL-1に変化させた塩化メチレンゲルに対して γ 線照
射実験を行った。70 Gy 照射後のゲル試料を塩化メ
チレンで２倍に希釈した溶液での 592 nm における
吸光度の値をそれぞれ図 19 に示す。 

 
ゲル化剤の濃度を増加させることで塩化水素の発

生効率が増加し、カラーフォーマーの発色が向上す
ることが予想されたが、ゲル化剤濃度が増加するに
つれて吸光度が減少するという傾向がみられた。こ
れはゲル化剤濃度が増加するのに伴いゲル化剤分子
に捕捉されるカラーフォーマー分子が増加すること
で、カラーフォーマー分子のゲル中での移動が制限
され、発生した酸との接触確率が減少したためであ
ると考えられる。これによりゲル化剤濃度が発色感
度に影響を与えることが明らかとなった。 

 

 Figure 16.   Image of 3a/4a2 dichloromethane gel 
after  γ irradiation ([3a]0 = 0.13 mM, [4a2]0 = 0.13 
mM). . 

 
 Figure 17.  Spectral changes of 3a/4a2 dichloromethane 
gel after γ irradiation ([3a]0 = 0.13 mM, [4a2]0 = 21 mM) 
diluted with dichloromethane by 2 times before measurement. 

 

 Figure 18.  Absorbance changes at λmax (= 592 nm) 
of 3a/4a1 or 4a2 or 4a3 dichloromethane gel after γ 
irradiation ([3a]0 = 0.13 mM, [4a1]0 = 65 mM, 
[4a2]0 = 21 mM, [4a3]0 = 18 mM), values of 
absorbance are after dilution with dichloromethane by 2 
times before measurement. 

 

 Figure 19. Absorbance changes at λ  max (= 592 nm) of 
3a/4a2 dichloromethane gel after γ irradiation  
([3a]0 = 0.13 mM, [4a2]0 = 18 or 35 or 70 or 88 mM), 
values of absorbance are after dilution with 
dichloromethane by 2 times before measurement. 
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3.2.4 3b/5 色素ゲル線量計の機能評価 
臭素が置換された低分子ゲル化剤 5 を用いた色素

ゲル線量計を調整し、ハロゲン系溶媒以外を用いた
ゲル線量計の作成を試みた。低分子ゲル化剤 5 は酢
酸エチルゲルを形成するが、カラーフォーマー3a に
よる酢酸エチルゲル線量計の作成を試みたところ、
カラーフォーマーの感度が低いため発色を示さず、
より酸に敏感な 3b を用いて色素ゲル線量計を作成
した。 

3b (0.13 mM)を用いたため、線量計作成時に若干
の発色が見れれたが、臭素置換したゲル化剤 5 (48 
mM)を用いて作成した 3b/5酢酸エチルゲルに対して
γ線照射実験を行ったところ、赤色の発色が見られ
（図 20）、40 Gy から目視での色調変化が確認でき
た。γ線によりゲル化剤から発生した臭素ラジカル
が溶媒から水素を引き抜き、臭化水素酸を生成した
ことでカラーフォーマーが発色したと考えられる。 

 
コントロール実験として、同様の酢酸エチル線量

計を 3b と臭素を付加させる前のゲル化剤 6（図 21）
で作成してγ線を照射してみたところ、こちらでは
発色が見られなかった。 

Figure 21. Low molecular weight organogelator 6 
 

3.2.5 色素ゲル線量計の経時安定性 
カラーフォーマー3a (0.13 mM)、ゲル化剤 4a1-3を

用いた塩化メチレンゲル線量計の経時安定性を調査
した。ゲル化剤の濃度は 4a1 (73 mM), 4a2 (21 mM), 
4a3 (18 mM)とし、作成されたゲルを常温暗所で保存
した。一週間後、どの色素ゲル線量計においてもカ
ラーフォーマー3a への青色の発色は見られなかっ
た。よって、これらのサンプルは優れた経時安定性
を有しているといえる。 

 

4 まとめ 
新しい水溶性フェノチアジン系カラーフォーマー

及び、フェナジン系カラーフォーマーを合成し、そ
の水溶性を高めることでカラーフォーマーの水溶液
中での不安定性による自発的な発色を抑制し、水中
やヒドロゲル中での経時安定性を向上させることが
できた。また、色素骨格や保護基部位を検討するこ
とで水溶液中でのγ線による発色能を高める硫酸鉄 
(Ⅱ) 七水和物の効果や POD の効果が色素骨格や保
護基部位の種類によって異なることから、添加剤の
作用がそれぞれ違うことが確認できた。 
また、オルガノゲルでは塩化メチレンをよくゲル

化する低分子ゲル化剤の合成を行い、そのスピロピ
ラン類似カラーフォーマーとの相性を調査すること
ができ、経時安定性が高いゲル色素線量計を作成す
ることができた。また、ゲル中でのゲル化剤の存在
が塩化水素の発生効率の向上やカラーフォーマーの
発色効率の減少に作用することが確認された。 
これらのカラーフォーマーは水や有機溶媒を用い

た色素ゲル線量計の取捨選択の幅を広げることを可
能とし、重粒子線治療における感重粒子線発色フィ
ルムの創製に期待できる新たな材料となることが予
想される。 
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 Figure 20.  Spectral changes of 3b/5 dichloromethane gel 
after γ irradiation ([3b]0 = 0.13 mM, [5]0 = 48 mM). 
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