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クショップ（11月、於：放医研）
・NIRS/MedAustron炭素線がん治療に関する合同シ
ンポジウム（2月、於：インスブルック）
・WHO/NIRS被ばく医療における東アジアでの国際
協力に関する会議（３月、於：三井ガーデンホテ
ル千葉、放医研）

３　共同研究
　以下の国際共同研究に放医研職員を派遣するなど
の支援を行った。
・９月　ベトナム・ホーチミンとハノイへFNCAプロ
トコール試験の実績調査及び次期プロトコールの
打ち合わせの為に専門家を１名派遣した。
・12月　中国・蘇州へFNCAプロトコール試験の進
捗状況調査及び次期プロトコールの打合せの為に
専門家を１名派遣した。
・１月　韓国・ソウルで開催されたFNCA FY2005 
Workshop on Radiation Oncologyに６名の専門家
を派遣した。

４  国際研究協定
　オクラホマ州立大学と「宇宙放射線線量計測等に
関する研究協力」、ドイツ航空宇宙センターと「宇宙
放射線医学」、ASCLEPIOS（ガニール原子核研究所）
と「ヨーロッパ地域での陽子線および粒子線がん治
療プロジェクト」、国際原子力機関(IAEA)と「乳癌
における放射線治療効果予測に有効な分子マーカー
の同定」と題する覚書又は協定を締結し、14件と
なった。
・14件の内、ハンガリー原子核研究所とヴィンチャ
核科学研究所（セルビア・モンテネグロ）の２件
は期間満了の為、覚書を更新した。

５  国際機関への協力
　以下の国際機関会議に放医研職員を派遣するなど
の支援、およびIAEA/RCAトレーニングコースを開催
した。
(1）国連科学委員会（ＵＮＳＣＥＡＲ）
　国内対応委員会を１回開催した(８月)。
　９月　オーストリア・ウィーンで開催された国連
科学委員会本会合にて、理事長が議長を務めた。ま
た、その他に職員３名を派遣した。
(2）国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）
　５月　韓国・ソウルと中国・北京へＩＣＲＰ新勧

１　研究者の交流
　外国人研究者を積極的に受け入れ、その総数は７
日以上滞在131名で、６日以下滞在を含めると285
名であった（平成16年度実績７日以上79名）。この
内、国等による外国人招聘制度対象者は14人であっ
た。
　国内の利用可能な奨学金リストなどの問い合わせ
に応じて情報を提供した。また、国際研修コースの
際にもこれらの情報を配布し、将来の放医研への留
学の便宜を図った。
　国外への派遣者総数は366名であった。（平成16
年度実績357名）
　このうち国等による派遣制度対象者９名の内訳は
次の通りである。
１）平成17年度原子力関係在外研究員　　２名
２）平成17年度原子力研究交流制度派遣　２名
３）平成17年度宇宙開発利用国際協力に
　伴う専門家派遣　　　　　　　　　　　 １名
４）平成17年度クロスオーバー制度派遣　１名
５）放射線影響協会助成金　　　　　　　 ３名
　「2005 ASCO Annual Meeting」「2005年粒子線加速器
会議(PAC05)」「第23回脳循環代謝国際会議(Brain 
PET’5」「米国核医学会(SNM)第52回年次大会」「第
16回国際放射性薬品化学シンポジウム(16th ISRC)」
等の研究集会に放医研職員を積極的に派遣した。
　派遣される渡航者にたいして、必要に応じて事前
に渡航情報（危機情報）を配信した。

２　国際会合
　下記の９つの国際会合を開催した。
・IAEA/RCA腫瘍核医学プロジェクトコーディネー
ター会合（４月、於：放医研）
・重粒子線治療国際助言委員会（４月、於：放医研）
・IAEA/RCA肺癌の包括的治療における小線源治療
トレーニングコース（６月、於：放医研及び群馬
大）
・台湾緊急時医療関係者向け研修会(協力)（９月、
於：放医研）
・第10回国際宇宙ステーションにおける放射線モ
ニタリングに関するワークショップ（９月、於：
放医研）
・国際シンポジウム：超高磁場MRIの現状と将来　
（10月、於：一ツ橋記念講堂）
・胎児・こどもの放射線発がんリスクに関するワー

3.3 国際・研究交流・研修業務
3.3.1 国際協力業務
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告に対する保健物理学会関連機関との打ち合わせに
専門家を１名派遣した。
　９月　スイス・ジュネーブで開催されたＩＣＲＰ
全体会議及びスイス・ベルンで開催されたＩＣＲＰ
主委員会に専門家を１名派遣した。
(3）国際原子力機関（ＩＡＥＡ）
　職員を１名派遣中（核医学課）
　IAEA CRP “Role of radionuclide techniques in 
the defferential diagnosis of dementia”に研究者
１名を参加させている。
(4）４月　ＩＡＥＡ／ＲＣＡ腫瘍核医学プロジェク
トコーディネーター会合を開催した。
(5）６月　ＩＡＥＡ／ＲＣＡ肺癌の包括的治療にお
ける小線源治療トレーニングコース（於：放医研
及び群馬大）を開催した。
(6）４月　イギリス・カーディフで開催されたIAEA-
EMRAS Tritium/C-14 Working Group会合に専門家
を１名派遣した。
(7）５月　インド・ムンバイで開催されたIAEA 
Experts Steering Group Meetingに専門家を１名
派遣した。
(8）５月　韓国・ソウルで開催されたＩＡＥＡ協力
センター開所式に専門家を１名派遣した。
(9）７月　オーストリア・ウィーンで開催されたＩ
Ａ Ｅ Ａ 会 合 Consultants’ Advice on 
“Prescribing, Recording and Reporting Proton 
Beam Therapy”に専門家を４名派遣した。
(10）８月　オーストリア・ウィーンで開催された
Meeting of Thematic Lead Country Coordinators 
and Working Group for RCA Medium Terma Strategy
に専門家を１名派遣した。
(11）９月　オーストラリア・シドニーで開催された
IAEA/RCA Regional Training Course on DAT 
Programme Management (核医学技師のための遠隔
訓練補助プログラムの管理運用に関するＩＡＥＡ
／ＲＣＡ地域訓練コース)に専門家を１名派遣し
た。
(12）９月　アイルランド・ダブリンで開催された
DOE/IAEA Assistance Work Group Meetingに専門
家を１名派遣した。
(13）10月　オーストリア・ウイーンで開催されたＩ
ＡＥＡ国際会議のプログラム編集会合に専門家を
１名派遣した。

(14）11月　オーストリア・ウイーンで開催された
IAEA International Symposium on Trends in 
Radiopharmaceuticalsに専門家１名を派遣した。
(15）11月　オーストリア・ウイーンで開催された
IAEA会合’3rd EMRAS Combined Meeting’に専門

家５名を派遣した。

５．その他
(1）５月　フランス・パリで開催された経済協力開
発機構原子力機関(OECD/NEA)の放射線防護・公衆
衛生委員会(CRPPH)が主催した放射線防護に関す
る科学に関する会合(EGIS)、および放射線防護に
関する意見集約会合(EGCO)に専門家を１名派遣
した。
(2）９月　スイス・ジュネーブで開催されたＷＨＯ
／ＨＱ・長崎大学国際セミナーに専門家を１名派
遣した。
(3）11月　フランス・パリで開催されたＯＥＣＤ／
ＮＥＯ　ＣＲＰＰＨの専門委員会（EGCO, EGIS）
に専門家１名を派遣した。
(4）職員の英文公募の３件を援助した。
(5）所内外国人向けの英文ホームページを整備した。
(6）所外向け英文ホームページに放医研の国際活動
を引き続き紹介した。
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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。

１）外部研究員等、合計1,182人を受入れた。
   （内訳）
　博士号取得若手研究員 45人
　リサーチフェロー 15人
　テクニカルスタッフ 39人
　客員研究員 55人
　客員技術員 32人
　客員協力研究員 323人
　客員協力員 46人
　共同利用研究員 570人
　連携大学院生 15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 10人
　先端遺伝子発現研究センター研究員 1人
　先端遺伝子発現研究センターテクニカルスタッフ 4人
　分子イメージング研究センター研究員 3人
　分子イメージング研究センターテクニカルスタッフ 1人
　外国人特別研究員 2人
　日本学術振興会特別研究員 2人
　重点研究支援協力員 6人
　招へい外国人研究者等 7人

２） 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45人、日本学術振興会特別
研究員２人の合計47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。
・既に連携していた連携６大学院（千葉大学大学院
自然科学研究科、千葉大学大学院医学薬学部及び
大学院医学研究院、東京工業大学大学院総合理工
学研究科、東邦大学大学院理学研究科、東京理科
大学大学院理工学研究科及び基礎工学研究科、群
馬大学大学院医学系研究科）に加え、新たに横浜
市立大学大学院医学研究科との連携を開始した。
連携大学院生として16人を受入れた。
・研究生119人、実習生165人の合計284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、国公立がんセンターや県保
健部等からテクニカルスタッフ１人、客員研究員
１人、客員技術員２人、客員協力研究員９人、博
士号取得研究員１人（計14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。
・共同研究等は、契約書、覚書等67件の締結、取り
交わしを行い、延べ81機関（公的機関等26、大
学34、企業21）と実施している。
・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。
・除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４回目の会合  （平成17年10月）
を開催した。
・第１回放射線影響研究機関協議会を開催した。11
月16日（於：広島）

3.3.2 研究交流業務
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ＡＴＯＬＩＳ（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。

２）特許等の利用
・出願公開特許について、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）から実施契
約に基づき実施料収入があった（高精度遺伝子発
現プロフィールプロジェクト）。
・民間企業から高速画像取得顕微鏡に関する放医研
の特許（出願中）に係わる実施契約に基づいて実
施料収入があった。（宇宙放射線防護プロジェク
ト）。
・放射薬剤自動合成装置に関する特許及びノウハウ
について、また、熱風ヒータに関する特許に係わ
る実施契約に基づいて実施料収入があった（画像
医学部）。
・科学技術振興機構（JST）の委託開発事業に採択さ
れた「全方向性ガンマ線検出器」について、JST
と製品化開発における委託調査契約を締結した。
・上記を含め、実施契約件数は継続分を含め、特許
12件、ノウハウ３件の計15件となっている。
・民間企業と、放医研が放射薬剤の品質管理に係わ
る分析業務を行う契約は、民間企業４社と締結し
ている（画像医学部）。

・未公開特許及び公開特許情報について、JSTの研
究成果展開総合データベース「J-STORE」に継続掲
載し、企業への技術移転、実用化の促進を目指し
ている。

３）特許出願
(1）特許出願件数　50件
　　　　平成13年度からの累計数196件
　　 うち
　　・国内出願　35件
　　　　うち単独出願　19件
　　　　　他機関・企業等との共同出願　16件
　　・外国出願　15件
　　　　うち単独出願　９件
　　　　　他機関・企業等との共同出願　６件
(2）特許登録件数　11件
　　　　（他機関・企業等との共有　５件）
国内
①液状放射性薬剤注入方法及び装置（鈴木和年他）
②電離箱型放射線検出器における放射線検出

・日本原子力研究所との第17回定例懇談会は、核燃
料サイクル開発機構との統合があり、実施されな
かった。
・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、公的機関等が参加）」に参画して
いる。

３　シンポジウムの開催
・第５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「幹細胞－放射線影響研究への
展開の可能性を模索する－」とし12月１、２日に
開催した。
・第５回重粒子医科学センターシンポジウムについ
ては、テーマを「ここまで来た重粒子線治療－そ
の実力と可能性－」とし12月17日に開催した。
　上記の他、以下の研究発表会等を実施した。
・医学物理サマーセミナー2005（８月27日～29日）
・ガイドライン2000に基づいた心肺蘇生法と薬剤
によるアナフィラキシーショックに対する処置法
（10月４日）
・Radiation Protection at High Energy 
Accelerators
（10月11日）
・動物福祉に関する苦痛のカテゴリー（12月14日）
・ニュートリノと宇宙（18年２月７日）

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
・13年度から、所内ホームページ等を活用し、研究
者への啓発・奨励、手続き等の周知を行っている
所内ホームページは適宜改善・充実を実施してい
る。

・技術移転等を促進するため、パンフレット「産学
官連携と研究交流の推進」を作成し、各種行事等
で頒布した。
・特許出願・維持管理等の業務について、民間企業
で知的財産を担当した経験のある人材をテクニカ
ルスタッフとして１名雇用し配置している。
・特許出願にあたり先行調査を充実させるため、Ｐ
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（平澤雅彦　他）
③放射線入射位置３次元検出器の発光位置特定方法
（村山秀雄　他）
④セラミックスラドン放出線源とその製造方法（小
泉彰　他）
⑤放射線障害防護材（安藤興一　他）
⑥リボフラノース誘導体およびそれを含む放射線障
害防護剤（安藤興一　他）
⑦永久磁石組込型高磁場発生装置（熊田雅之　他）
⑧ナノメータサイズ領域の標準粒子の発生方法とそ
の発生装置並びに標準粒子（一坪宏和　他）

外国
①遺伝子の発現を解析する方法（服部篤　他）台湾
②顕微鏡装置（安田仲宏）米国
③遺伝子の発現を解析する方法（服部篤　他）AU

４）知的基盤等
・「研究成果物取扱規程（平成14年５月13日）」を
策定し、研究試料、生物資源、データ等の研究成
果物の外部への提供などについて必要な事項を定
めているが、17年度の研究成果物の提供許可数は
40件、本規程制定後の累計は108件となっている。
・放医研が整備すべき知的基盤の抽出、他機関への
移譲、知的基盤の体系的な整理、データベース構
築・公開方法などについて、知的基盤整備推進
ワーキンググループにおいて検討及び提言を行っ
た。特に、過去に作成された標本試料等で退職等
により散逸が考えられる緊急性のあるものを優先
し、その整備に努めている。
・外部向けＨＰに公開しているデータベース等は次
のとおり。
　　・蛋白質の多型データベース
・内部被ばく線量算定支援グラフデータベース
（体内残留率・排泄率のモデル予測値）

　　・放射線安全研究成果データベース
　　・公開ＤＮＡデータ
・発表論文等データベース
・「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。

５）研究論文発表
・原著論文、口頭発表など、職員の研究成果の実績
等を把握する業務実績登録システムの改良・改善
に努めた。
・原著論文数は278報

６）出版物刊行業務
　当研究所では、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。
　平成17年度の刊行物は次の通りである。
(1）定期刊行物
１）和文年報平成16年度：NIRS-AR-48
２）Annual Report, April 2004 - March 2005：NIRS-
44
(2）不定期刊行物
１）平成16年度放射線医学総合研究所重粒子線が
ん治療装置等共同利用報告書：NIRS-M-180
２）平成16年度サイクロトロン利用報告書：NIRS-
M-181
３）第４回放射線安全研究センターシンポジウム
「放射線の個体影響－機構研究からのアプロー
チ」：NIRS-M-182
４）放射線緊急事態時の評価および対応のための一
般 的 手 順（Generic procedures for Assessment 
and Respons durin Radiological Emergency (IAEA 
TECDOC-1162)）：NIRS-M-183
５）「The NIRS International Symposium Present：
Status Future Trends of Ultra- high Magnetic 
Field MRI」抄録集：NIRS-M-184 
６）研究用MRI利用平成１５年度実績：NIRS- M-
185
７）Pathological Data Base of Animal Studies on 
Internal Exposure Plutonium Compounds ：NIRS-M-
186
８）Support System for Internal Dosimetry 
“MONDEL3 ”：NIRS-M-187
９）Proceedings of NIRS-Medaustron Joint 
Symposium on Carbon Ion Therapy in Cancer：NIRS-
M-188
10）重粒子線がん治療10周年記念　第４回重粒子
医科学センターシンポジウム「重粒子線治療の普
及に向けて」：NIRS-M-190
11）「４次元CTの研究開発」報告集：NIRS-R-52
12）プルトニウム内部被ばく研究報告書：NIRS-R-53
13）独立行政法人放射線医学総合研究所画像医学部
業績集：NIRS-M-191

(3）一般向け図書
１）身近な放射線の知識（佐々木康人 著）
２）放射線および環境化学物質による発がん：本当
に微量でも危険なのか？（佐渡敏彦他著作）
３）放射線物理学（放射線技術学シリーズ）（遠藤真
広 著）
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４）宇宙からヒトを眺めて：宇宙放射線の人体への
影響(NIRS-M-175：保田浩志　著)
５）自然科学の鑑賞：好奇心に駆られた研究者の知
的探索（曽我文宣　著）
６）High levels of natural radiation and radon 
areas :radiation does and heals effects: 
proceedings of the 6th International 
conference on High Levels of Natural Radiation 
and Radon Areas, held in Osaka ,Japan between 6 
and 10 September 2004 (International congress 
series:no.1276
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3.3.3 研修業務

1　概　要
　放射線による人体への影響、人体の障害の予防、
診断及び治療並びに放射線の医学的利用等に関する
研究者及び技術者等の養成及びその資質の向上を図
るために必要な研修課程等を、社会的ニ－ズや国か
らの要請に応じて実施することを目的として次の業
務を行った。
・本年度より、医学物理コースを新設した。
・予定されていた9種類18回のうち、8種類17回
の研修を予定通り実施したが、ライフサイエンス
課程は、16名の定員に対し2名の応募者であった
ため中止とした。研修生の研修に対する総合評価
は100点満点で80点以上であり良好であった。研
修生からのアンケ－ト結果を研修課でとりまとめ、
担当講師に報告し、今後の研修に反映させるよう
に依頼した。また、研究交流施設（宿泊施設）の
利用者に対してもアンケ－トを実施し、対応可能
な事項については対応した。
・8種類17回の研修の定員365名に対して、543名
の応募があり、401名が受講し中期目標の350名
を上回った。8種類の課程のうち3種類の課程（放
射線看護課程・緊急被ばく救護訓練課程・医学物
理コース）で定員を上回る研修生を受け入れた。
欠員が生じた放射線防護課程では24名の定員に
対し16名、環境放射線科学リフレッシュセミナ－
では16名の定員に対し10名、緊急被ばく医療放
射線計測セミナ－では18名の定員に対し15名、
緊急被ばく医療セミナーでは、4回合計80名の定
員に対し75名が受講した。
・研修課程については開催案内を関係雑誌に広告し
た。所外向けの放医研ホ－ムペ－ジの改訂を必要
に応じて実施した。
・要請に基づいて以下の研修等を実施した。
　文部科学省が原子力安全技術センターに委託して
いる「体験型講習会」を実施。
　（平成17年8月12日開催、参加者16名）
・施設設備等の更新として、研修棟実習室改装工事、
男子トイレ補修工事及び研究交流施設(Ａ、Ｂ棟）
屋外給湯器の更新を実施した。
・外部有識者による研修課程評議会を3月に開催し
た。
　放射線看護課程・放射線防護課程・環境放射線科
学リフレッシュセミナ－・医学物理コース・海上
原子力防災研修において所定の受講料を徴収し、

8,953,400円を得た。また、研究交流施設利用者
282名から、所定の利用料を徴収し、1,706,000円
を得た。

2　研修課程の実施
　平成17年度は、「放射線防護課程」を1回、「環境
放射線科学リフレッシュセミナ－」を1回、「放射線
看護課程」を5回、「医学物理コース」を１回、「緊
急被ばく救護セミナー」を3回、「緊急被ばく医療セ
ミナー」を4回(内１回は、広島大学との共催)、
「緊急被ばく医療放射線計測セミナー」を1回実施
した。
　また、海上保安庁からの委託による「海上原子力
防災研修」を1回行った。
　以下に各課程の概要と実施状況を示す。
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(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。

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、

受講者数応募者数定　　員開　催　期　間

16名16名24名平成17年 6月 6日～平成16年 6月22日第108回

関する講義・実習を行っている。特に、放射性同位
元素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。

２）ライフサイエンス課程［中止］
　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の利用技術に

受講者数応募者数定　　員開　催　予　定　期　間

0名2名16名平成17年 7月27日～平成16年 8月 4日第 9 回

する最先端の理論や技術を短期間で学び、時代の変
化や社会のニ－ズに対応した能力を高める研修であ
る。

３）環境放射線科学リフレッシュセミナ－
　本セミナ－は、これからの環境放射線分析のあり
方を考慮した、より高度かつ応用的な新しい知識と
技術の習得を目的としている。環境放射線分析に関

受講者数応募者数定　　員開　催　期　間

10名10名16名平成16年8月30日～平成16年9月3日第 3 回

の基礎・放射線の人体に対する影響・放射線の防護・
放射線診療患者の看護などについての基礎知識・技
術に関する講義・実習を行っている。

４）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

受講者数応募者数定　　員開　催　期　間

35名39名24名平成17年 5月16日～平成17年 5月20日第 41回

36名39名24名平成17年 6月27日～平成17年 7月 1日第 42回

22名22名24名平成17年 8月22日～平成17年 8月26日第 43回

36名56名24名平成17年11月14日～平成17年11月18日第 44回

33名48名24名平成18年 1月16日～平成18年 1月20日第 45回

的事項を放射線医学総合研究所の特徴を活かした講
義・実習を通して短期間で習得することを目的とし
ている。

５）医学物理コース
　本コースでは、医学物理士や放射線治療品質管理
士をめざす者に必要となる放射線物理や医学の基礎

受講者数応募者数定　　員開　催　期　間

16名18名15名平成17年 9月12日～平成17年 9月21日第  1回
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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。

６）緊急被ばく救護セミナー
　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

受講者数応募者数定　　員開　催　期　間

24名45名24名平成17年 5月23日～平成17年 5月27日第 56回

30名52名24名平成17年10月 3日～平成17年10月 7日第 57回

29名62名24名平成18年 1月30日～平成18年 2月 3日第 58回

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。

７）緊急被ばく医療セミナ－
　本セミナーは、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、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

受講者数応募者数定　　員開　催　期　間

18名20名20名平成17年 5月 9日～平成17年 5月11日第 18回

21名38名20名平成17年10月24日～平成17年10月26日第 19回

20名22名20名平成17年11月30日～平成17年12月 2日第 20回

16名20名20名平成18年 2月13日～平成18年 2月15日第 21回

を築くことを目的としている。今回は、体内汚染患
者の体外計測法に係わる放射線計測の基礎から実際
まで、また体外計測法による内部被ばく線量算定の
基礎から実際までを習得することを主眼に実施した。

８）緊急被ばく医療放射線計測セミナー
　本セミナーは、緊急被ばく医療において、２次被
ばく医療施設などに求められる放射線計測に係わる
技術水準を確保し、国全体として調和のとれた体制

受講者数応募者数定　　員開　催　期　間

15名17名18名平成17年 7月20日～平成17年 7月22日第 2 回
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