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3.2.1 国際協力業務

１ 研究者の交流

総数 77 人の外国人研究者等（７日間以上の受け入

れ）を受入れた。（このうち日本国等による外国人招

聘制度対象者は 21 人。）

国外への出張者総数は、328 人であった。（このう

ち国等による派遣制度対象者は 13人。）これらの出

張者に対して、必要に応じて事前に渡航情報（危険

情報）を配信し安全確保につとめた。

また、以下の７回の国際会合を開催した。第４回

放射線生物に関する日仏ワークショップ（６月、パ

リ）；ICRP 第３委員会（９月、放医研）；クロスオー

バー研究（土壌生態圏核種移行）国際シンポジウム

（共催、12月、水戸）； JICA 集団研修コース・ヒ

ト・放射線インターフェース「核医学」（10 月－ 11月、

放医研）。

他にFNCA子宮頸癌ワークショップ、国際原子力機

関アジア地域協力協定トレーニングワークショップ

「子宮頸癌の腔内照射の臨床」、及び IAEA/RCA 心筋

シンチグラフィーワークショップの３つの会議を開

催した。（詳細は下記する。）

２ 共同研究等

施設間の国際共同研究等については、従来の７件

に加え、今年度２件の協定を新たに締結した。

（ユーゴスラビア及び国際原子力機関）

さらに、2002 年 12 月 17 日より 20日まで FNCA 子宮

頸癌ワークショップを開催した。また、ワーク

ショップの一環として最終日 12 月 20 日に虎ノ門に

於いて「FNCA Seminar on Radiation Oncology 2002」

と題する公開講座を開催し、国内外から約 150 人の

出席者があった。これに関連し、のべ４人をバンコ

ク、クアラルンプール、香港に派遣した。

３ 国際機関への協力

a) 原子放射線の影響に関する国連科学委員会

（UNSCEAR）：

放医研に国連科学委員会（UNSCEAR）国内対応委員

会準備会を所外委員も含め新たに発足し、会合を開

催した。さらに、110 人のコレスポンデンスメン

バーを委嘱し、国連科学委員会前にドラフトへのコ

メントを集め、取りまとめ、原子力安全委員会放射

線国際対応専門調査会に報告すると共に、代表団に

渡した。国連科学委員会会合（１月）には参加者２

人（理事長及び専門家１人）を派遣した。

b) 国際放射線防護委員会（ICRP）：

2002 年５月イギリス、2002 年 10 月アメリカのア

ルバカーキー及び 2003 年１月オーストリアの

ウィーンで行われた ICRP 主委員会に委員として専

門家を３回派遣した。

c) 国際原子力機関（IAEA）：

次の２つの会議を開催した。国際原子力機関アジ

ア地域協力協定トレーニングワークショップ「子宮

頸癌の腔内照射の臨床」（７月１日～５日、前橋及び

千葉、共催）； IAEA/RCA 心筋シンチグラフィーワー

クショップ（２月 24 日～ 28 日、放医研、主催）。ま

た、11 の各種会合にのべ 12 人の専門家を派遣した。

d) 経済協力開発機構 原子力機関 (OECD/NEA)：

３種の会合に専門家を３人派遣した。

e) 2003 年１月原子力安全委員会放射線国際対 応

専門調査会に理事長が出席。

f) 職員としての派遣：

ヒューマンフロンティアサイエンスプログラム

（HFSP）の職員（研究グラント部長）として、専門

家１人を派遣し、IAEA の職員（核医学課）として、

専門家１人を派遣した。

４ 業務の役割分担

外国人研究者の受入れ、国際共同研究の推進等、

放医研の国際的な研究活動を支援するための体制を

整備するため、国際室長を専任とした。また、世界

各国との国際協力並びに国際研究交流を積極的に推

進し円滑に遂行するため、国際協力推進・検討部会

を新たに設置した。

役職名等の統一英語名を制定し、国際活動の便宜

を図った。

3.2 国際・研究交流・研修業務
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3.2.2 研究交流業務

１ 研究者の交流

外部研究員等の積極的な受入れを図る。また、国

内外の各種制度を活用し、外国人研究者の受入れを

積極的に図るとともに放医研研究者・技術者を国内

外研究機関・研究集会等に積極的に派遣することを

目的として次の業務を行った。

・外部研究員等、合計 1,032 人を受入れた。

（内訳）

博士号取得若手研究員 ３２人

客員研究員 ８６人

客員技術員 ６１人

客員協力研究員（科学技術特別研究員８人、重点

研究支援協力員10人、学術振興会特別研究員３人を

含む）

２２１人

共同利用研究員 ５９５人

（重粒子医科学 ｾﾝﾀｰ 運営室）

連携大学院生 １２人

ﾌﾛﾝﾃｨｱ 研究 ｾﾝﾀｰ 研究員 ６人

ﾌﾛﾝﾃｨｱ 研究 ｾﾝﾀｰﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ １４人

脳機能 ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ研究開発推進室研究員 ３人

脳機能 ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ研究開発推進室 ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ ２人

・研究員等の受入について、より弾力的な運用がで

きるように関連規程等を見直し、平成15年度より運

用を開始することとした。

1) 若手研究者の育成

若手研究者に研究の現場を提供するとともに本研

究所の研究課題を効率的に推進するため、各種プロ

ジェクト研究等に外部若手研究者及びポスドク等を

積極的に参加させること、連携大学院等の強化、拡

大により放射線医学等に関連した研究者の育成を図

ること、研究生・実習生を受け入れ、放射線医学等

に関連した研究者・技術者の育成を図ることを目的

として次の業務を行った。

・博士号取得若手研究員 32 人、科学技術特別研究

員６人、日本学術振興会特別研究員３人の合計

41 人を受入れた。

・所内ホームページにより、研究者への啓発・奨励、

手続き等の周知を行うとともに、外部向けホーム

ページにも掲載した。

・職員採用（公募）案内を、所外ホームページへ掲

載を実施した。

・連携大学院について、新たに東邦大学大学院理学

研究科と協定を締結し、運用を開始した。（平成

14 年４月１日）また、所内・外部向けホームペー

ジに連携大学院制度の概要、実施状況等を掲載し、

その拡充に努めた。

・連携大学院生として 12 名を受入れた。

・研究生 136 人、実習生 166 人の合計 302 人を受

入れた。

2) 特殊分野の研究者・技術者の育成

重粒子線がん治療の確立・普及に必要な人材（医

学物理士等）を育成するため、自治体、民間企業等

からの人材を受け入れることを目的として次の業務

を行った。

・医学物理に興味を持つ人材を客員協力研究員、博

士号取得若手研究員などとして積極的に受け入れ

た。

・日本医学物理学会、日本応用物理学会、日本原子

力学会など関係学会を通じて上記の人材受け入れ

の周知を図った。

・粒子線治療に関して、客員協力研究員９人（うち

１人科学技術特別研究員）および博士号取得研究

員４人（計 13人）を受け入れている。

２ 共同研究

研究の効率的推進、研究能力の向上等を図るため、

関連研究機関との共同研究等を行った。

・国内の関連研究機関との共同研究等は、契約書、

覚書等 66 件の締結、取り交わしを行い、延べ 73

機関（公的機関等 23、大学 19、企業 31）と実施

した。

・今後の研究開発の進展に資するため、所内研究実

施者及び相手方機関に共同研究の効果等について

の調査を実施した。

・（財）環境科学技術研究所との覚書による「環境放

射線による生物学的影響及び環境放 射能の挙動・

分布等に関する研究の相互協力」について、研究

協力会議を設置し第１回目の会合（12月）を開催

した。

・千葉県が主催するバイオ・ライフサイエンス分野

の研究開発及び産業振興を図るための「千葉県バ

イオ・ライフサイエンス・ネットワーク会議（県

内の企業・大学、公的機関等 118 団体が参加）」

に参画することとした。

３ シンポジウムの開催

・第２回放射線安全研究センターシンポジウムにつ

いては、テーマを「地球環境と放射線：生態系へ

の影響を考える」とし 12 月２、３日に開催した

（参加者 323 人、うち所外 163 人、所内 160 人）。
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・第２回重粒子医科学センターシンポジウム・第１

回フロンテイア研究センター合同シンポジウムに

ついては、テーマを「オーダーメイド放射線治療

を目指して」とし 11 月 28、29 日に開催した（参

加者 321 人、うち所外 157 人、所内 164 人）。

・上記２つのシンポジウムの報文集については、一

般向け図書として出版することとし、平成15年度

刊行に向けて原稿収集等を実施した。

・放射線安全研究センター那珂湊支所主催のシンポ

ジウム「海洋環境における放射能研究の現状と未

来」を平成 15年３月 24 日、25 日に開催した。

４ 研究成果の普及・活用促進

知的所有権の積極的獲得に努めるとともに当研究

所が取得している特許等の積極的利用を図るため、

取得している特許等の情報をホームページ等により

公開し、あわせて特許出願に対する支援、特許の管

理等を充実するため、弁理士の活用を図るなど次の

業務を行った。

1）知的所有権の積極的獲得のための方策

・所内ホームページにより、研究者への啓発・奨励、

手続き等の周知を行った。所内ホームページは順

次改善・充実を実施した。

・放医研が主催する研究集会に関して、発明に係わ

る新規性の喪失の例外が適用される学術団体とし

て特許庁長官に申請し、平成 14年５月 13日付け

で当該学術団体として指定された。

・知的財産権に関する法律、当研究所が保有する知

的財産権等の専門的事項の相談のため、顧問弁理

士と契約した。

・所内関連研究者等を対象とし、顧問弁理士による

特許に関するミニレクチャーを実施した。

①遺伝子関連研究者対象（８月８日実施）

②環境関連研究者対象（10月 10 日実施）

・所内研究者等を対象とし、「著作権制度の概要につ

いて」について講演会を開催した。（９月４日実施、

参加者約 30人）

・特許出願・維持管理・技術移転等の業務につい

て、民間企業で知的財産を担当した経験のある人

材を客員技術員として１名雇用し配置した。また、

特許のデータベース化等の業務についても、１名

派遣により配置した。

・特許出願を促進するため、特許化支援要員１名を

客員研究員として配置した（遺伝子発現ネット

ワーク研究グループ）。

・特許出願にあたり先行調査を充実させるため、

PATOLIS（パトリス：特許情報データベース検索シ

ステム）や特許庁電子図書館のシステム等を活用

している。

・特許相談窓口（毎週金曜日、その他随時）を６月

から開始した。

・13 年度に職務発明等規程を改正し特許権を原則

機関帰属にした他、実施補償金の額の割合を見直

すなど研究者のインセンティブを高めたこと、内

部研究評価の評価カテゴリーに特許が加えられた

こと、講演会やミニレクチャーを開催したこと、

所内向けホームページや運営連絡会議等により特

許手続き等の周知を図ったこと、国の「知的財産

戦略大綱」や「研究開発成果の取扱い」の動向の

周知を図ったこと、特許相談窓口を開設したこと

などが要因と考えられるが、研究者の特許或いは

事業化への関心も高まりつつあると考えられる。

このようなことから、研究者からの特許相談も増

加した。

2）特許等の利用

・登録特許及び出願公開について、外部向けホーム

ページに掲載し、その充実を図った。

・遺伝子発現解析技術に関する放医研の特許 (出願

中 )を用いたベンチャー企業メッセンジャース

ケープ社（平成 14年３月 29日設立）と実施契約

を締結した（遺伝子発現ネットワーク研究グルー

プ）。

・民間企業と、高速画像取得顕微鏡に関する放医研

の特許（出願中）に係わる実施契約を締結した

（宇宙放射線防護プロジェクト）。

・民間企業２社と、放医研が放射薬剤分析業務を行

う契約を２件締結し、開始した。（画像医学部）。

・民間企業と、放医研が「放射薬剤の品質管理技術

の習得とその習熟に係る技術指導」を行う契約を

締結し、実施した（画像医学部）。

・民間企業と、放医研が「短寿命放射性薬剤自動合

成装置、自動品質検査装置及び自動分中装置の開

発に係る技術指導」を行う契約を締結し、実施し

た（画像医学部）。

・文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業につ

いて、千葉県が主体となって実施するライフサイ

エンスに係る連携基盤整備に参画（３年間）する

こととなった。また、これを受けて、財団法人千

葉県産業振興センターが研究の事業化に係る助成

（可能性試験助成）について公募を実施し、当研究

所の課題が１件採択された。

・事業化可能性研究開発について所内公募の上、次

の３課題を実施した。

①低エネルギー中性子発生用ターゲット作製装置
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ならびにエネルギー線量測定システムの試作

（低線 量生体影響プロジェクト）

②高領域画像高速取得顕微鏡の病理診断への応用

（宇宙放射線防護プロジェクト）

③化学変異原による新規ミュータントラット作製

技術開発（フロンティア研究センター）

3）特許出願

・特許出願 41件（うち、国内出願 33 件、外国出願

８件、他機関・企業等との共同出願、出願人追加

を含む）。

(1) 国内出願 33 件（発明の名称及び発明者）

（放医研単独出願 19 件）

①空気シリンダー駆動マルチリーフコリメータ

（宮原信幸）

②非ヒトモデル動物（塩見忠博 他）

③部位特異的突然変異導入法（塩見忠博）

④乳がん易罹患性に関わる遺伝子マーカー（今井

高志 他）

⑤遺伝子マーカー（今井高志 他）

⑥試料の搭載方法（原田良信 他）

⑦ガンマ線卓越入射方向弁別器（藤元憲三）

⑧ガンマ線卓越入射方向の弁別方法（藤元憲三）

⑨ガンマ線入射方向検出器（藤元憲三）

⑩全方向の放射線スペクトル分布を得る方法（藤

元憲三）

⑪アルファ線照射装置（山田裕）

⑫ガンマ線検出装置（白川芳幸）

⑬電離放射線防護剤（物部真奈美 他）

⑭強磁場内作動型放射線位置検出器（村山秀雄

他）

⑮人体等価誘電体ゲルの開発（池平忠夫 他）

⑯食肉・生体検査装置（池平忠夫 他）

⑰入射位置検出方法及び装置（村山秀雄 他）

⑱エッチピット（隈元芳一）

⑲高周波加速空洞（三須敏幸 他）

（他機関・企業等との共同出願 14 件）

①サンプル用ラベル、その使用方法及び被験者匿

名化方法（今井高志 他）

②極低温クラスタ／スラッシュガスターゲットの

製造方法（上坂充 他）

③パルス波高整列放射線位置検出器（村山秀雄）

④マイクロイオンビーム形成装置（佐藤幸夫 他）

⑤顕微鏡装置（安田仲宏 他）

⑥標本画像データ処理方法及び標本検査システム

（安田仲宏 他）

⑦標本検査方法及びそのシステム（安田仲宏 他）

⑧四角柱形セルの配置器具及び配置方法（村山秀

雄 他）

⑨放射線診断装置（分割出願）（遠藤真広 他）

⑩放射線測定装置（藤元憲三）

⑪フェニルオキシアニリン誘導体（鈴木和年 他）

⑫３次元放射線位置検出器（村山秀雄 他）

⑬ GEO 単結晶及び PET 用シンチレータ（村山秀雄）

⑭テネイシンC発現組織の画像化（入江俊章 他）

(2) 外国出願 ８件

（他機関・企業等との共同出願 ８件）

①放射線３次元位置検出器（村山秀雄 他、ＰＣ

Ｔ出願）

②～④ GEO 単結晶及び PET 用シンチレータ（村山

秀雄 米、独、仏）

⑤～⑧顕微鏡（安田仲広 他、米、独、仏、英）

(3) 特許登録件数 ４件

（他機関・企業等との共同 ４件）

①呼吸同期制御装置及び呼吸同期制御医療機器

（簑原伸一）

②クリーンルーム間の搬送システム及びその搬送

方法（鈴木和年）

③粒子加速器のビームモニタ装置（佐藤健次）

④放射線診断装置（遠藤真広 他）

4) 知的基盤等

・「研究成果物取扱規程（５月 13 日）」を策定し、研

究成果物の外部への提供などについて必要な事項

を定めた。

・本規程に基づく研究成果物の提供許可数は 62 件。

うち、内部被ばく線量評価支援システム

(MONDAL/MONDES）の提供は 57 件。本システムは

ヨーロッパ、中近東におけるIAEAの研修コースで

も使用されている。

・生物遺伝資源を理化学研究所筑波研究所バイオリ

ソースセンターに寄託した（低線量生体影響プロ

ジェクト）。

・ナショナルバイオリソースプロジェクト「メダカ」

の一環として、メダカ近郊系の収集・保存・提供

を開始するとともに、保存技術の改良と普及のた

め、関連機関を対象としたメダカ精子凍結保存技

術講習会（12月）を開催した（実験動物開発研究

グループ）。

・「知的基盤整備計画（科学技術・学術審議会 平成

13 年 ８月 30 日策定）」に基づき、放医研の

フォローアップ調査を実施した。

・知的基盤整備検討ワーキンググループを設置し、



-138-

過去に作成された標本サンプルなどの研究用材料

やデータベースなど、放医研が所有する知的基盤

について、平成 15 年６月を目途に検討を行った。

5）研究論文発表

・「独立行政法人放射線医学総合研究所における恒常

的内部評価実施のための手順と評価基準」として

質の高い論文を評価に生かす体制を整備した。

・「研究成果物取扱規程」、「研究成果物の公表手続き

に関する要領」を策定（５月 13日）するとともに、

「研究成果登録システム」により発表の実態につ

いて把握している。

・原著論文数は 244 件

6）一般向け図書の執筆、刊行の奨励

「研究評価」の評価項目に著書の発行数を対象にす

るとともに、図書室に13年度以降に出版された職員

等の執筆による一般向け図書のコーナーを設置し、

一般向け図書の執筆、刊行を奨励した。

14年度における主な刊行物は以下のとおり。

①「放射線安全管理の手引き：「放射線関連機器管

理責任者」「放射線管理士」認定講習統一テキス

ト」 医療科学社 日本放射線技師会編集

石榑信人、岩崎民子（客員研究員）

②「ナースのための放射線医療」 朝倉書店

放射線医学総合研究所監修

③「放射線の遺伝的影響：原子放射線の影響に関

する国連科学委員会の , 総会に対する 2001 年

報告書附属書付」 株式会社実業公報社

放射線医学総合研究所監訳
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3.2.3 図書 ・ 出版物刊行業務

１．図書業務

平成１４年度は、図書購入他予算106,302千円を

計上して下記の業務を行った。

(1) 収 集

洋 書 和 書

購入 寄 ･交 購入 寄 ･交

単行本 (冊 ) 106 35 60 48

雑 誌 (ﾀｲﾄﾙ) 269 17 36 29

新 聞 ( 種 ) 2 0 8 3

ﾚﾎﾟｰﾄ 等 ( 冊 ) 47 87 58 285

＊新着資料案内他利用者へのお知らせとして、らい

ぶらりーニュース (月刊 )を発行、配布している。

＊雑誌は洋書 5,585 冊 (購入 5,462 冊、寄 ･交 123

冊 )、和書 837 冊 (購入 522 冊、寄 ･交 315 冊 )、

計 6,422 冊の受け入れ業務を行った。

(2) 蔵 書 (平成 15 年 3月末現在 )

洋書 和書 合 計

単 行 本 8,782 6,053 14,835

製本雑誌 44,559 4,946 49,505

レポート 1,616 223 1,839

＊レポートは IAEA、ICRP、NRPB 等関係機関で発行し

ているもの。

(3) 資料、機器の利用等 (支所を除く )

a. 貸出冊数 単行本 1,895 冊

雑 誌 1,352 冊

その他 521 冊

貸出者数 1,211 人

支所巡回雑誌 (毎月 17 日 ) 537 冊

b. 文献複写 モノクロ 461,501 枚

カラー 50,899 枚

c. 情報検索 Medline 3,887 件

INIS 414 件

オンライン (JOIS ほか ) 20 件

d. OHP 原稿作成 3,399 枚

e. 文献製本 (ホリゾン ) 656 件

f. パウチ 277 枚

g. スライド作成 (H14 より廃止 ) 0ｺﾏ

h. 図書室利用登録者数 589 人

（新規登録者数 137 人、抹消 70 人）

i. 利用 時間内 14,361 人

時間外 3,343 人

(4) 相互利用

外部閲覧者（大学） 48 人

（企業他） 72 人

資料貸出（千葉大学他） 45 冊

資料借受（国会図書館） 0冊

外注文献複写 2,448 件

受注文献複写 396 件

(5) 職員業績のまとめ

平成13年度の職員原著業績の収集、編集を行った。

(6) 雑誌選定ワーキンググループ

本ワーキンググループで検討した今後購読してい

くべき外国雑誌について、フォローアップ調査を６

月に実施した。その結果、研究に支障が生じる等の

理由により大幅な変更を伴うような意見はなく、継

続して購読していくこととした。

(7) 対 外

専門図書館協議会会員、千葉市図書館情報ネット

ワーク協議会員として、会議出席他事務処理等行っ

た。

国立情報学研究所の総合目録データベースにも、

積極的に登録を行った。

（平成 15 年 3 月 31 日現在 6,608 件）

(8) 特記事項としては、

＊担当者１名が専門図書館協議会関東地区協議会監

事として、協議会の活動に協力した。

＊図書業務担当者を８月より１名増員し、図書の

NII CAT への遡及入力や文献複写の対応強化など

を図った。

＊国立情報学研究所 (NII) の新 ILL システムに対応

するため、図書館情報システム LIMEDIO（リコー）

の機能追加を行い、一部大学に対し試行運用を開

始した。

＊雑誌目録を作成、職員及び関係機関に配布した。

＊電子ジャーナル（オンラインジャーナル）の一層

の導入を図った。

＊平成13年度以降に出版された図書を対象に、職員
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等の執筆による一般向け図書のコーナーを設置し

た。平成 14年度は３件。

２ ． 出版物刊行業務

本研究所では、毎年実施した研究成果を和文、英

文年報あるいは特別研究等の報告書にまとめて刊行

している。また、放射線の普及啓発にも努力してい

る。

平成１４年度は次の通りである。

(1) 定期刊行物

1) 和文年報平成 13年度：NRS-AR-45

2) Annual Report, April 2001- March 2002

（英文年報）：NIRS-41

3) Radioactivity Survey Data in Japan

（放射能調査英文季報）：

No. 130, NIRS-RSD-134

No. 131, NIRS-RSD-135

No. 132, NIRS-RSD-136

No. 133, NIRS-RSD-137

4) 放射能調査研究報告書（平成 13 年度）：

NIRS-R-51

5) 放医研 NEWS （月刊ニュースレター）：

No.66 - No.77

(2) 不定期刊行物

1) 「高度診断機能研究」最終報告書：NIRS-R-48

2) 特別研究「放射線生体防御要因の解析に関する調

査研究」最終報告書：NIRS-R-49

3) 平成 13 年度 放射能調査研究報告書：NIRS-R-51

4) 第 1 回重粒子医科学センターシンポジウム集：

NIRS-M-156

5) 平成 13 年度次世代 PET 装置開発研究報告書

：NIRS-M-157

6) 第 32 回放医研シンポジウム報文集－ A New

Horizon For Molecular Imaging －：NIRS-M-158

7) HIMACレポート049 平成13年度放射線医学総合

研究所重粒子がん治療装置等共同利用研究報告書

：NIRS-M-159

8）平成 13 年度サイクロトロン利用報告書

：NIRS-M-160

9) 第２回宇宙放射線研究国際ワークショップ報告

書：NIRS-M-161

10) 平成 14 年度次世代 PET 装置開発研究報告書

：NIRS-M-165

(3) その他

「放射線科学」（編集協力、月刊誌、実業公報社発

行）、毎月 25 日発行、定価 966 円（税込み）、45巻

4号～ 46 巻 3号。
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１）放射線防護課程

本課程の目的は、放射線防護の意識に裏打ちされ

た放射線管理能力を高めることにある。そこで、①

放射線防護に関する考え方を確立し、②放射線管理

に必要な放射線測定器の取扱に習熟し、③放射線取

扱に関する管理・運営までを含む実務能力の向上を

図るため、講義・実習を行っている。

第１０５回

平成 14 年 5月 17 日～平成 14年 7月 5 日

応募者 14 名

受講者 14 名

２）ライフサイエンス課程

本課程では、ライフサイエンス分野の研究に必要

な、放射線の基礎及び放射性同位元素（ＲＩ）の利

用技術に関する講義・実習を行う。特に、ＲＩの取

扱に必須な放射線防護の知識・技術を習得すること

を目的としている。

第６回

平成 15 年 1 月 20 日～平成 15 年 2 月 7 日

応募者 ６名

受講者 ４名

３）環境放射線モニタリング課程

本課程は、文部科学省の放射能調査計画のもとに

放射能調査の実務を担当する者、又は将来担当する

者などを対象として行っている。当該環境放射能調

査の標準化・技術水準の向上を図ることを目的とし

ている。

第２５回

平成 14年 9月 9 日～平成 14 年 9 月 13 日

応募者 23名

受講者 15名

４）緊急被ばく救護訓練課程

本課程は、原子力施設に関連した機関において、

緊急時に救助・救急活動に携わる者を対象としてい

る。被災者の救助・救急措置、人体放射能汚染計測・

放射線管理、搬送及び医療に必要な基本知識と技術

を習得させることを目的としている。

第４７回

平成 14年 5月 13 日～平成 14年 5 月 17日

応募者 46 名

受講者 30 名

第４８回

平成 14年 10 月 28 日～平成 14 年 11 月 1 日

応募者 85名

受講者 32 名

第４９回

平成 14 年 12 月 9 日～平成 14 年 12 月 13 日

応募者 80 名

受講者 32 名

５）放射線看護課程

本課程は、看護師が放射線に対する理解を深め、

放射線に正しく対処することにより、放射線看護の

向上を図ることを目的としている。そこで、放射線

の基礎・放射線の人体に対する影響・放射線の防護・

放射線診断患者の看護などについての基礎知識・技

術を学ぶ。

第２６回

平成 14 年 4月 22 日～平成 14 年 4月 26 日

応募者 18 名

受講者 18 名

第２７回

平成 14 年 7月 15 日～平成 14 年 7月 19 日

応募者 34 名

受講者 31 名

第２８回

平成 14 年 8月 26 日～平成 14 年 8月 30 日

応募者 31 名

受講者 30 名

第２９回

平成 14 年 11 月 25 日～平成 14 年 11 月 29 日

応募者 46 名

受講者 31 名

第３０回

平成 15 年 3月 3日～平成 15 年 3 月 7 日

応募者 26 名

受講者 26 名

６）医療従事者のための緊急被ばく医療セミナ－

緊急被ばく医療に対応する可能性のある医療施設

の医師・看護師・診療放射線技師を対象としている。

放射線被ばく患者もしくは放射性核種に汚染された

患者を安全に受け入れ診療を行う上で必要な知識を

習得し、所属機関における被ばく患者対応全般にお

いて指導的な役割を担えるようになることを目的と

している。また、二次医療機関からの医師、看護師

などと当研究所が今後長期にわたって協力関係を形

成することを目的としている。

第９回

平成 14 年 5月 29 日～平成 14 年 5月 31 日

応募者 34 名

受講者 20 名

第 10 回
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平成 14 年 10 月 21 日～平成 14 年 10 月 23 日

応募者 29 名

受講者 20 名

第 11 回

平成 15 年 2月 19 日～平成 15年 2 月 21日

応募者 54 名

受講者 18 名

３．放射線教育の質の向上と高度化にかかわる調査

研究

（１）放射線教育シミュレータの開発

１．研究担当者 白川 芳幸

２．目的

アニメーションとシミュレーションを結合した放

射線教育シミュレータを開発し、講義と実習の質を

向上させる。

３．研究経過

「放射線の基礎」に引き続き「中性子・γ線の測

定」を開発した。アニメーションからリンクを設け

各種のシミュレーションが可能な構造を開発した。

４．研究成果

開発を終えたアニメーションは 1.5 ＧＢの DVD-

ROM 化し、講義および実習で使用した。同時にスペ

クトル解析をより早く、よりフレキシブルに実施可

能な確率統計計算をベースにしたアルゴリズムを開

発し、デモンストレーションに活用した。また外部

の研究会でも披露した。

（２）PIXE 法による放射線障害検出に関する研究

１．研究担当者 玉野井逸朗、中尾圭太郎、上島久

正

２．目的

conventional PIXE 法と micro PIXE 法をもちいて

マウスとラットとの比較、X 線全身照射したマウス

および薬剤投与（インドメタシン）による小腸炎を

誘発したラットについて、血液中での元素成分の量

的分析、小腸組織上での元素成分の分布状態の比較

分析をおこなう。

３．研究経過

conventional PIXE 法では、X線照射および腸炎誘

発の両グループについて、指標元素の混合液RbCl＋

MnCl2＋ ZnCl2 を投与後経時的に１２０分まで各元

素の血液中における分布量を測定した。micro PIXE

法では、指標元素の混合液投与後の各元素の小腸で

の分布状態を組織学的に調べた。

４．研究成果

conventional PIXE 法では、X線照射および腸炎誘

発の両グループについて、１５～６０分で対照グ

ループよりRb 、Mn、Znの血中の分布量が多い結果を

得た。micro PIXE 法では、混合液投与５分後で調べ

ると、各元素が小腸の腸壁に分布することが確認さ

れ、その状態はマウスもラットも同じであることが

わかった。またこれらの元素は、X 線照射したグ

ループ、腸炎を誘発したグループもともに対照グ

ループより多く分布することがわかった。組織学的

に調べると、Mnは粘膜層にのみ分布するのに対し、

Rb は組織全体に分布して特異的な組織への分布は

示さず、またZnは Mnと Rbとの中間的な分布である

が、どちらかといえばMnに似て粘膜層に多く分布し

た。これらの結果は、各元素による組織上での分布

状態が異なることを示唆するもので、元素を含む薬

剤の分布もまた異なる可能性を含むものと考えられ

る。したがって、薬剤の効果を考える場合、さらに

検討をする必要があるのではないかと考えられた。

４．放射性物質の存在位置と核種の遠隔同定法の研

究（理事長調整費指定研究）

１．研究担当者 白川 芳幸

２．目的

γ線の飛来方向とエネルギーを同時に計測する新

型シンチレーション検出器を研究開発し、放射線管

理と防護の質的向上を図る。具体的には上記検出器

を用い、放射性物質（線源あるいは汚染など）の存

在位置とその核種を遠隔で同定することを目的とす

る。

３．研究経過

円柱形状のNaI、BGOシンチレータと光電子増倍管

をこの順序で結合したタンデム検出器を３台試作し

た。同時に NaI と CsI を使用した検出器を１台試作

し、計４台の検出器の 0-90 度の方向特性を調べた。

また半円柱形状の NaI と CsI を結合し、直角方向に

光電子増倍管を接合したパラレル検出器を１台試作

し、0-180 度方向の特性を試験した。

４．研究成果

タンデム検出器においては、シンチレータの形状

が 25 ｍｍ径ｘ 50 ｍｍ厚さのとき方向感度特性が最

も良くなることが判明した。パラレル検出器におい

ては 0-180 度方向に感度を有することを確認した。

その成果は原著、プロシーディングに掲載し、国際

会議でも発表した。タンデム検出器の特許を出願し

た。
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放射線と物質との相互作用①② 管理区域立ち入り説明

放射線の単位と線量測定 サーベイメータおよびモニタリング

放射線の発生装置 計数値の統計とβ線の性質

放射線測定法①②③ 放射線スペクトロメトリ①②

デモ講義：中性子の性質 ガスフローカウンタ

化学と放射線①② 液体シンチレーションカウンタ

放射線の急性障害 線量測定①②

放射線の晩発障害 ＲＩ実習の準備

環境放射線 非密封ＲＩの安全取扱

職業被ばくと医療被ばく 汚染管理

放射線防護の意義と原則 体内放射能濃度測定と内部被ばく線量評価

個人被ばく線量計とサーベイメータ 放射線の急性障害①②

非密封ＲＩの安全取扱 実習室整理

放射線管理概論 実習講評①②

放射線取扱施設

放射線遮蔽 開講式

モニタリングと判断基準 ガイダンス

汚染事故例と対策 自己紹介

放射線被ばくの制限値 懇親会

法規 施設見学

放射線を取り巻く現状 修了式

トピックス

原子と原子核、放射性崩壊 管理区域立ち入り説明

放射線と物質との相互作用 ＲＩの安全取扱

放射線の単位と線量測定 汚染管理

放射線測定①②③ ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーションカウンタ

液体シンチレーションカウンタ 液体シンチレーションカウンタ

アイソトープの化学 ミクロオートラジオグラフィ①②

標識化合物①② 放射線の急性障害と血液変化①②

放射線の生体構成分子に対する作用 ラジオイムノアッセイ①②

放射線の細胞に対する作用 PCR-SSCP ①②③④

放射線の遺伝的影響 実習室整理

内部被ばく 実習講評

放射線障害概論①（急性障害）

放射線障害概論②（晩発障害） 開講式

分子生物学 ガイダンス

放射線防護の原則 自己紹介

個人被ばく線量計とサーベイメータ 懇親会

放射線被ばくの管理①② 施設見学①②

放射線遮蔽 修了式

放射線被ばくの制限値

放射線障害防止法

ＲＩを利用した遺伝子構造の解析

ＲＩを利用した遺伝子発現の解析

ＲＩを用いた物質代謝の解析

短寿命核種を用いた生体機能の解析

ＲＩを用いた脳機能研究

マルチトレーサーテクニック

平成１４年度各研修課程の科目一覧

放射線防護課程

講義科目 実習科目・その他

講義科目 実習科目・その他

ライフサイエンス課程

表２
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環境放射線モニタリング課程

実習科目・その他講義科目

中性子線の測定

ヒューマンカウンター
誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）
表面電離型質量分析
高分解能 ICP-MS
PIXE 分析
開講式
ガイダンス
自己紹介
懇親会
修了式

ウラン加工工場臨界事故における環境モニ
タリング
ウラン加工工場臨界事故における人体影響
環境中放射性核種の挙動①②③
ヒューマンカウンター
外部被ばく線量評価
質量分析
内部被ばく線量評価
SPEEDI について
放射線のリスクと線量限度

緊急被ばく救護訓練課程

実習科目・その他講義科目

放射線の性質と防護（選択：ビデオを含む）
各種サーベイメータによる放射線の検出
救急蘇生法（ビデオを含む）
緊急時の管理区域の設定と
身体汚染測定および除染（ビデオを含む）

救急車両による被災者の搬送

緊急時の被災者救助と移送及び
医療施設での処置

ビデオ：汚染を伴う救急患者の医療措置
開講式
ガイダンス
自己紹介
懇親会
修了式

放射線と放射能（選択）
線量と測定（選択）
放射線による急性障害
放射線による晩発障害
事故の実際①
ウラン加工工場臨界事故：現地の対応

事故の実際②
ウラン加工工場臨界事故の人体影響

放射線利用の現状

原子力防災体制と緊急被ばく医療について
放射線事故の歴史と過去の事故例
被ばく及び汚染患者の取り扱い
放射線事故対応要員の行動（ビデオを含む）
緊急時の被災者救助と移送
病院における初期対応・線量評価・汚染管理

（ビデオを含む )

放射線看護課程

実習科目・その他講義科目

デモ：目で見る放射線
放射線の性質と防護
Ｘ線撮影時の被ばく①②
ビデオ：放射線の性質と防護
ビデオ：汚染チェックと除染
ビデオ：汚染を伴う救急患者の医療処置
ビデオ：放射線治療８３日間の記録

（ＪＣＯ事故）

開講式
ガイダンス
自己紹介
懇親会
修了式

放射線の基礎①②
アイソトープと医学
放射線の急性障害
放射線の晩発障害
放射線診断での看護①②
核医学での看護
放射線治療の基礎
密封小線源治療での看護
放射線治療患者の看護
放射線診療を受ける患者のメンタルケア
医療被ばくと職業被ばく
病院における放射線事故
放射線防護の原則
放射線防護の実際
放射性医薬品の安全取扱
ＲＩの安全取扱
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緊急被ばく医療体制 緊急被ばく医療体制

放射線の計測Ⅰ：基礎知識と 汚染患者への対応

デモンストレーション（選択）

放射線の計測Ⅱ：線量評価と事例（選択）

放射線とその生物影響

放射線の人体影響 開講式

染色体による線量評価 ガイダンス

病院における初期対応 スタッフと研修生紹介

（実習のガイダンスを含む）

ケーススタデイ 懇親会

内部汚染への対応 修了式

集団災害としての放射線事故

（シミュレーションを含む）

放射線事故例

医療従事者のための緊急被ばく医療セミナー

講義科目 実習科目・その他

放射線と放射能①② (ﾃﾞﾓ：目で見る放射線 ) サ－ベイメ－タ

放射線の測定 汚染対策

各種放射線源による被ばくレベル 緊急被ばく医療センタ－見学

放射性物質の海上輸送システム

放射線の人体への影響①②

緊急被ばく医療の概要 開講式

環境放射線モニタリング ガイダンス

海洋環境放射能 修了式

緊急時の放射線防護

原子力防災体制と海上保安官の役割①②

平成１４年度海上原子力防災研修

講義科目 実習科目・その他
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