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研究基盤部は、独立性の高い技術支援・開発室、

情報化推進室、実験動物開発・管理室の３室からな

り、放医研の共通部門として、研究部門の支援業務

を担当するとともに、支援業務に関連した技術・開

発も行っている。また、共同実験施設運営委員会、

実験動植委員会等、研究の円滑な遂行に必要な審議

を行う多くの委員会の事務局を努めている。平成16

年度に新に運用を開始した低線量影響実験棟と改修

後の実験動物研究棟（晩発障害実験棟を平成17年に

名称変更）の円滑な運用をはかるため、共同実験施

設運営委員会の下にユーザ会議が設置され研究基盤

部も主要な構成員として参画している。ユーザ会議

は、当該棟の運営に関わる全ての問題をユーザ主体

で解決しようという性格をもつ運営・連絡会議であ

る。更に、本中期計画に基づき、施設・設備の共用

に関わる検討をはじめ、施設の改修や新営に関わる

様々な推進室においても重要な役割を担った。更に、

技術者の交流の促進を図るため積極的に学会等の運

営に参画し、平成13年に第18回PIXEシンポジウム、

平成16年に第17回タンデム加速器とその周辺技術の

研究会を主催した。また技術者の育成及び資質の向

上に資することを目的として平成18年に第一回放医

研技術報告会を主催した。

技術支援・開発室は、共同実験施設及び放射線発

生装置などの関連業務を担当した。情報化推進室は、

情報システムの開発やネットワーク環境の高度化な

どの関連業務を担当した。実験動物開発・管理室は、

実験動物の生産と供給、実験動物関連施設の管理運

営、実験動物の衛生、検疫面や発生工学による研究

支援を担当した。平成16年１月に組織改正が行われ、

研究基盤部の情報システム開発室を基とする「情報

システム開発課」と研究所の情報化並びに電子計算

機ネットワークシステムの利用の推進、図書・研究

情報業務や放射線医学に関するデータベースの整備

などを行う「情報利用推進課」の２課で構成される

情報業務室が新設された。これにより、研究基盤部

は、技術支援・開発室と実験動物開発・管理室の２

室体制となった。本項目では、研究基盤部の主要な

業務運営実績について記述する。

技術支援・開発室の担当する共同実験施設関連業

務では、既存の機器・実験室の効率的利用を図るた

め、管理・補修・更新を年次計画に基づいて行うと

ともに、新規導入の研究用機器を共実機器に位置づ

ける技術支援を行った。照射関連業務では、Ｘ線及

び 線照射装置等の線量管理を行い、照射線量の品質

保証に努めた。PIXE分析専用加速器システムは、平

成15年度に共用施設と位置づけられた事をふまえ、

所外の研究者にその利用を積極的に呼びかけ、共同

研究を推進した。また、平成16年３月に導入された

マイクロビーム細胞照射装置（SPICE）に関しては細

胞照射試験を開始したが引き続き技術改良に取り組

んでいる。低線量影響実験棟においては、ガンマセ

ル及び低線量連続ガンマ線照射装置のマシンタイム

供給を開始した。中性子線発生用加速器システムは、

変更許可申請の承認が降りた平成17年12月より運用

を開始し、平成18年3月から照射実験を開始した。実

験動物開発・管理室では、実験動物の生産と供給、

実験動植物施設の管理運営及び実験動物の衛生・検

疫や発生工学による研究支援を行った。実験動物施

設のうち、霊長類実験棟を平成17年９月に閉鎖し、

晩発障害実験棟（平成17年８月に「実験動物研究棟」

に名称変更）の一部を実験動物行動解析用の実験動

物管理区域として運用開始した。

図１ 低線量影響実験棟

図２ 同建屋の地下照射室

（中性子発生用加速器システム）

3.5 研究基盤・技術支援業務

3.5.1 研究基盤部
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概況

放医研が中期目標を達成するために、各研究課題

で実施される動物実験が適正・円滑に実施されるよ

う、適正な実験動物の生産供給や衛生管理を行うと

ともに、実験動物施設の管理・運営を実施した。放

医研全体で、実験動物供給数は年間20,000～25,000

匹、動物実験計画数は年間100～150件、動物施設立

入登録者数は年間500～1,000人を推移していた。中

期目標期間中、実験動物施設として、３棟の新築と

２棟の改修に取り組み、４棟の解体・廃止を行った。

１. 担当者

松下悟、岡本正則、小久保年章、秋葉繁、早尾辰

雄、川島直行、池田学、上野渉、遠藤節子、鬼頭靖

司、河野明広、榎本昭雄、橘登志雄、重茂浩美、三

門富士夫、田澤実、野田利治

２. 目的

放医研が中期目標を達成するためには、各研究課

題で実施される動物実験を円滑に遂行し、信頼性の

あるデータを得ることが必須である。そのために、

品質の高い実験動物を提供し、適正な動物実験が実

施できる環境を整え、実験動物に関連した研究支援

と技術開発を行う。

３. 経過

実験動物の生産・維持・保存を行うとともに、実

験動物や動物施設の衛生管理を適切に行った。研究

の進展に伴って実施される実験動物施設の建設に携

わるとともに、新築施設や既存施設の実験動物施設

の運営・管理を的確に行った。また、実験動物の愛

護や安全性に配慮した適正な動物実験を遂行できる

ように、管理運営を行った。

４. 研究（開発）成果

15系統のSPF近交系マウス等を統維し、需要に基づ

く繁殖計画により、生産マウスを適正に供給した。

生産マウスの価格を見直し、H16年度補助金制度を廃

止した。購入動物の品質保持と効率化のため、一元

的に発注・供給を行った（図１）。

遺伝子改変マウスの生産供給体制を検討し、H14年

より、C3H-Atmノックアウトマウス（SPF）の供給を

新たに開始した。実験動物開発研究グループとの共

同研究により、SPF生産マウス７系統について、生理

的解剖データを収集・公表した。

実験動物施設管理面では、各実験動物施設におけ

る立入従事者登録の手続き（図２）と実験動物や遺

伝子組換え実験等に関する教育と動物実験などを実

施・助言し（図３）、飼育機器や空調設備関係の保全

等を適正に管理した。また、H16年の遺伝子組換え生

物等規制法の施行に伴い、実験動物管理区域のP1A・

P2Aレベル遺伝子組換え動物飼育室・実験室を整備・

設定し直し、運用を開始した。

さらに、実験動物施設の建設等に取り組み、H15年

度に低線量影響実験棟と探索研究棟を新築した。ま

た、H14年度に晩発障害実験棟の全面改修を行うた

め、代替として仮設動物棟を新築し、改修後H15年度

より実験動物研究棟に改名して運用を開始した。一

方、哺乳動物実験観察棟と霊長類実験棟をH17年度に

解体し、隔離動物棟と仮設動物棟の運用をH17年度に

廃止した。さらに、H15年度には、ポジトロン棟を改

修して、動物飼育室を２室増設した。

実験動物の衛生管理では、毎月実施している微生

物検査等で異常はなく、げっ歯類、霊長類およびい

ずれの実験動物施設も適正な衛生レベルに保たれて

いた。

実験動物開発・管理業務
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１．概況

研究所全体の電子計算機ネットワーク・システム

整備・運用の担当組織として、平成13年４月に旧人

材・研究基盤部情報化推進室が研究基盤部情報シス

テム開発室に改組され、当初４名の体制で業務をス

タートした。

また平成13年度には、業務運営の情報化・効率化

を検討、推進する母体として、理事長を本部長とし

て情報化推進本部が設置された。

その後平成16年１月に組織改正が行われ、それま

での研究基盤部情報システム開発室と情報化推進本

部の機能、さらに国際・研究交流部研究交流・情報

室所管の図書室が統合され、研究所全体の情報関連

業務推進の中核組織として情報業務室が新設された。

同時に、情報業務推進の基本方針の策定と所内調

整を図る機関として情報業務推進委員会が、また情

報セキュリティポリシーの策定と実施状況のモニタ

リングを行う機関として情報セキュリティ委員会が

設置され、情報業務室がそれぞれの事務局を担当した。

情報業務室は、情報化計画の立案・推進並びに電

子計算機ネットワーク・システムの利用の推進に関

する業務に加え、図書業務、研究情報管理業務や放

射線医学に関するデータベースの整備などを行う「情

報利用推進課」と、電子計算機ネットワーク・シス

テムの開発・整備、維持・管理、情報セキュリティ

に関する業務を行う「情報システム開発課」の２課

で構成された。平成17年度末の時点で、室長１名（研

究基盤部長と併任）、課長２名、情報システム開発推

進専門員１名（医療情報室と併任）、係長２名、係員

１名、非常勤職員３名の10名の体制で業務を担当した。

平成17年度末には、第２期中期目標期間において

研究所全体に整合性を持った情報化を推進するため、

最高情報統括責任者（CIO）が設置された。

情報業務室は、最高情報統括責任者（CIO）および

情報業務推進委員会、最高情報セキュリティ責任者

（CISO）、情報セキュリティ委員会と連携しながら、

電子計算機ネットワーク・システムの安全かつ安定

的な運用・維持と、情報化の推進による所内の情報

共有の促進と一層の業務の効率化に貢献することが

期待されている。

２．情報利用推進業務

情報利用推進業務については、当初研究基盤部情

報システム開発室における所内向けホームページを

核とした所内情報共有の推進や電子計算機ネットワー

ク・システムの利用者への支援に加えて、放射線安

全研究成果データベースの構築、情報化推進本部に

おいて特に総務業務を対象とした情報化、業務運営

の効率化が進められてきたが、平成16年１月の組織

改正で情報業務室に「情報利用推進課」が新設され

それらの業務が引き継がれた。

その間、全所的な情報システムの利用者支援や業

務システムの不具合対応、プログラム改修などの恒

常業務に加えて、主に以下の業務を実施した。

1) 会計システムの改良および運用改善

・ 独法化に伴って導入された事務業務オンライン総

合システム（会計システム）について、実際の運

用をふまえ利用者の意見も参考にしながら、機能

改修や運用ルールの策定、改善を行い、経理・契

約業務の効率化を図った。

・ 平成15年度、会計システムの付加機能として、研

究部門等において研究課題ごとの予算執行状況を

把握する予算管理ツールを開発し、予算管理業務

の効率化を図ると同時に所内のコスト意識の改革

に努めた。

・ 平成17年度には業務・システム最適化計画の一環

として、外部コンサルタントによる現行業務・シ

ステムの改革・改善可能性の調査や利用者からの

ヒアリング調査などを実施し、より効果的かつ効

率的に運用できるよう次期中期計画からの運用改

善に反映することとした。

2) 総務・人事系システムの開発・導入・運用支援

・ 平成14年度に人事管理、給与計算、勤務管理及び

旅費精算を行う「総務業務支援システム」を導入

し、総務・人事系業務の効率化を図った。

・ 同時に、職員等の個人情報を一元的に管理するた

め個人情報データベースを開発、運用ルールを策

定し、会計システム、総務業務支援システム等と

のデータ連携、共有化を進め、情報セキュリティ

の強化と同時にシステムの運用に係る業務の効率

化を図った。

・ 平成16年度には業務効率化の一環として、職員等

の個人情報の整備と適切な管理を図るため、採用

等にかかる個人情報登録の一元化を実現する「申

請システム」を開発し運用を開始した。

3) 研究業績の収集および管理

・ 原著論文や口頭発表などの職員の研究成果の実績

3.5.2 情報業務
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等を把握するため、「業務実績登録システム」を開

発、運用ルールを策定し運用を開始した。

・ 業務実績登録システムに登録された原著論文や口

頭発表などの研究成果の一部は、「発表論文等デー

タベース」として所外向けホームページ上で公開

した。

4) 放射線医学に関するデータベースの整備

・ 放射線安全研究成果データベースを構築し、ホー

ムページ上で公開した。（外部公開：13データベー

ス、所内公開：13データベース）。これらのデータ

ベースは国が定めた知的基盤整備計画に基づくデー

タベースとして登録している。

5) 所内情報共有環境の整備

・ 電子掲示板や会議室予約システム等を開発、所内

向けホームページや電子メール、ファイルサーバ

等の利用を促進し、全所横断的な情報伝達・情報

共有環境を実現し、ペーパーレス化など業務の効

率化を図った。

３．情報システム開発業務

情報システム開発業務については、当初研究基盤

部情報システム開発室が担当し、平成16年１月の組

織改正で情報業務室「情報システム開発課」に改組

され業務が引き継がれた。

今中期目標期間に、電子計算機ネットワーク・シ

ステムの登録ユーザ数は1321名（平成13年３月末当

時）から1357名（平成18年3月末現在）へと微増で

あったが、接続計算機は個人毎のパソコンの普及に

より2033台から4045台（同上）とほぼ倍増した。

その間、全所的な情報システム基盤の稼動監視や

障害対応、点検・保守などの運用業務に加えて、主

表１ 放射線安全研究成果データベース一覧

（平成18年３月末現在）

№
データベース
略 称

データベース名
内部公開
年 月

外部公開
年 月

データ件数 備考

1
NABDS DB

環境中の大気浮遊塵測定調査データベース（Sr-90） H14年４月 H14年４月 全312件 日本語版

2 環境中の大気浮遊塵測定調査データベース（Cs-137） H14年４月 H14年４月 全372件 日本語版

3

NETS DB

環境中のトリチウム測定調査データベース (降水) H14年４月 H14年４月 全667件 日本語版

4 環境中のトリチウム測定調査データベース (河川水) H14年４月 H14年４月 全487件 日本語版

5 環境中のトリチウム測定調査データベース (海水) H14年４月 H14年４月 全74件 日本語版

6 MDAID 内部被ばく線量評価のための代謝データベース H14年４月 H14年４月
H-3：334件
C-14：88件

日本語版

7 GPMD
グラフィックデータベース：体内残留率・排泄率のモデ
ル予測値

H14年４月 H14年４月 全1852グラフ
日本語版/
英語版

8 NECS DB 環境中のC-14比放射能測定調査データベース H14年10月 H14年10月 全262件 日本語版

9 TSNFDB 原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース H15年５月 H15年５月 全720件
日本語版/
英語版

10
ERLABE DB

阿部の環境における空間放射線レベルデータベース（全
国版）

H15年11月 H15年12月 全800市町村 日本語版

11 離島における空間放射線レベルデータベース H16年３月 H16年４月 26島 日本語版

12 PuDB プルトニウム内部被曝動物実験病理データベース H17年３月 H18年３月 全4177件 英語版

13 HPDBRML
放射線誘発骨髄性白血病発症の修飾因子に関する動物実
験データベース

H18年３月 H18年３月 全1387件 英語版

に以下の業務を実施した。

1) 基幹計算機システムの高度化

・全所の共通メールサーバ、DBサーバ、ファイルサー

バおよびアプリケーションサーバなどの基幹計算

機システムについて、特にコスト・機能面を考慮

し、段階的に機種を更新しながら高速化、大容量

化を図った。

・動画配信サーバ（RealMedia）を整備し、広報・情

報発信機能の強化拡充を図った。
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2) 情報通信ネットワークの高度化

・ 所内ネットワークについて、高度化の中期計画を

策定し、それに基づいて段階的に高速化を図った。

・ 平成14年度にインターネットバックボーンとして

利用してきたIMnet（省際ネットワーク）が廃止さ

れ、SINET（学術情報ネットワーク）に接続変更し

た。同時に、外部接続専用回線および那珂湊支所

専用回線を増強し、情報交換の高速化、高容量化

を図った。

・ 電子計算機ネットワーク・システムを安定的に運

用・維持するため、サーバやネットワーク機器等

を一元的にブラウザから監視するネットワーク監

視システムを構築し、運用を開始した。

3) 科学技術計算環境の高度化

・ 科学技術計算の高速化および高度化を目的にクラ

スタ型コンピュータ（コンピュータ13台、CPU数23

個）を導入・更新し、グリッドコンピューティン

グ環境を構築した。ユーザはコンピュータリソー

スを心配することなく、高度な科学技術計算環境

を利用することができるようになった。

4) 情報セキュリティの高度化

・ 今中期目標期間中にウィルスメールや迷惑メール

等が著しく増加したため、主メールサーバのメー

ル受信・拒否ルールを設定・改善しながら、メー

ルシステムのセキュリティ強化と処理の効率化を

図った。

・ 所外から所内、所内から所外へのネットワークへ

のアクセスはファイアウォールを介して行い、通

過・拒否等のルールは従来通り必要のないものは

全て拒否という基本方針の下に運用した。また、

特定サービスへの通信を代理するプロキシサーバ

の構成を見直し、ネットワーク通信量の改善を図っ

た。

・ 情報セキュリティポリシー、運用ガイドラインを

策定し、それらに基づいて情報システムの安全点

検を実施し、個人情報保護法対応のための情報セ

キュリティ機能強化対策や運用改善、サーバ室の

入退室管理システムの設置など、各種の情報セキュ

リティ対策を実施した。

・ 情報セキュリティポリシー、運用ガイドラインに

基づいて、利用者に対してはマニュアルの作成・

配布、説明会の実施などの教育・啓蒙を行った。

４．図書業務

図書業務については、当初国際・研究交流部研究

交流・情報室が担当し、平成16年１月の組織改正で

情報業務室情報利用推進課にその所管が移された。

平成13年４月の独立行政法人化に伴い国立国会図書

館支部図書館分館からは外れたが、国立国会図書館

および国立研究機関長協議会加盟機関との申し合わ

せにより相互利用を可能とした。

当初は図書室が本部棟２階から１階および地階に

移転して間もないこともあり、環境整備に重点を置

いた他、今中期目標期間中に購読すべき雑誌の選定

などを行った。その後、電子ジャーナルの導入や、

Web of Science（Science Citation Index）、JCR

（Journal of Citation Reports）等の各種文献検索

データベースの導入などの電子化を図り、研究の効

率化に貢献した。

平成18年３月末現在の施設および蔵書数、利用状

況は以下の通り。（カッコ内は平成13年３月末当時）

1) 施設

総面積 765㎡

（内訳） 書庫 546㎡

閲覧室 65㎡

事務室 48㎡

その他 106㎡

2) 蔵書

洋 書 和 書 合 計

単行本 9,091 6,386 15,477

（8,430） （5,720） （14,150）

製本雑誌 48,344 5,299 53,643

（42,247） （4,784） （47,031）

レポート 1,836 311 2,147

（1,497） （211） （1,708）

* レポートはIAEA、ICRP、NCRP等関係機関で発行し

ているもの (遡及入力含む)。

3) 資料、機器の利用等 (支所を除く)

a. 貸出冊数

単行本 1,785冊 （1,493冊）

雑 誌 1,468冊 （1,468冊）

その他 365冊 （501冊）

貸出者数 1,182人 （1,159人）

支所巡回雑誌 530冊 （573冊）

b. 文献複写

モノクロ 208,314枚（470,067枚）

カラー 52,223枚 （34,928枚）
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c. 情報検索

INIS 309件 （480件）

オンライン (DIALOG等 9件 （78件）

WoS 1,409件 （-）

JCR 1,636件 （-）

JDream (05/09-) 570件 （-）

Medline － （4,643件）

d. OHP原稿作成 125枚 （2,776枚）

e. 文献製本 (ホリゾン他) 1,230件 （762件）

f. パウチ 589枚 （340枚）

d. スライド作成 － （1,169ｺﾏ）

g. 図書室利用登録者数 660人 （520人）

h. 利用

時間内 15,193人 （13,437人）

時間外 3,035人 （1,968人）

4) 相互利用

外部閲覧者 (大学) 28人 （66人）

(企業他) 36人 （28人）

資料貸出 (千葉大学他) 24冊 （71冊）

資料貸出 (大学等他図書館） 0冊 （-）

外注文献複写 2,156件 （2,171件）

受注文献複写 243件 （164件）

5) 渉外

専門図書館協議会会員

千葉市図書館情報ネットワーク協議会員

国立情報学研究所総合目録データベース登録
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