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1.概況
　研究基盤部は、技術支援・開発室、実験動物開発・
管理室の２室からなり、放医研の共通部門として、
研究部門の研究支援業務を担当するとともに、業務
に関連した研究技術開発も行っている。また、共同
実験施設運営委員会、実験動植物委員会等、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。
　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・更新を行うとともに、研究用機器
の新規導入において、共実機器に位置づける支援を
行った。また、照射関連業務では、X線及びγ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
の研究者による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、調整運転を行い、細胞照射試
験を開始した。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、10月に変更許可申請を行い、承認が降りた12
月より運用を開始した。使用件数は53件、使用時間
は156.3時間であった。
　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９月に閉鎖し、晩
発障害実験棟（８月に「実験動物研究棟」に名称変

更）３階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、10月より運用開始した。

２．技術支援・開発室業務
２－１ 共同実験施設
(1）共同実験用機器の整備では、自動細胞解析装置
を新設した。また、第2研究棟培養施設の細胞分
取装置を更新した。この共同実験用機器は、研究
の基盤を支える設備・機器として広く活用されて
いる。
　主要機器の使用状況を表１に示す。
(2）共同実験施設及び機器の運用面では、本年度は
次のような技術業務を実施した。
①研究棟関係については、第１研究棟地階ヒュー
マンカウンタ室のヒューマンカウンタ蝶番の更
新及びGe測定装置を設置し、従来のNaI検出器
における測定だけではなく、広範囲な目的で測
定が可能となるよう努めた。
②組換えＤＮＡ実験施設関係については、前年と
同様に第１研究棟１階組換えＤＮＡ第１実験室、
２階Ｐ２実験室、ＲＩ棟２階組換えＤＮＡ実験
室及びトリチウム－３室の安全キャビネットの
定期点検を行った。
③第１研究棟１階から4階の低音実験室の更新を
行った。
④培養施設の改修工事を行った。また、実験台等
の更新を行った。
⑤共同実験室管理のため、非接触式ＩＣカードで
の入退出システムをラドン実験棟出入口に設置
した。

3.5 研究基盤・技術支援業務
3.5.1 研究基盤部（研究基盤業務）

表１　主要機器の使用状況

使用時間（ｈ）使用件数使　用　部　課　室　名台数機　　器　　名

常時運転5000

比較環境影響研究グループ、放射線障害研究グループ、レ
ドックス制御研究グループ、医学物理部、線量評価部、宇宙
放射線防護プロジェクト、低線量生体影響プロジェクト、粒子
線治療生物研究グループ、放射線安全課、実験動物開発研
究グループ、被ばく医療部、放射薬剤製造・開発室、総務課、
画像医学部、フロンティア研究センター、施設課、病院、会計
課、防護体系構築研究グループ、安全管理室

各種製氷器
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使用時間（ｈ）使用件数使　用　部　課　室　名台数機　　器　　名

常時運転1413

比較環境影響研究グループ、放射線障害研究グループ、遺
伝子発現ネットワーク研究グループ、レドックス制御研究グ
ループ、医学物理部、線量評価部、宇宙放射線防護プロジェ
クト、低線量生体影響プロジェクト、廃棄物技術開発事業推
進室、ラドン研究グループ、粒子線治療生物研究グループ、
放射線安全課、会計課、施設課、実験動物開発研究グルー
プ、被ばく医療部、研修課、技術支援・開発室、放射薬剤製
造・開発室、病院、画像医学部、防護体系構築研究グループ、
分子イメージング研究センター

各種純水製造装置

6168低線量生体影響プロジェクト、レドックス制御研究グループ、
放射線障害医研究グループ、宇宙放射線防護プロジェクト1化学発光画像解析装置

1222放射線障害研究グループ、被ばく医療部1紫外可視分光解析システ
ム

38技術支援・開発室2エレメントモニタ卓上蛍
光Ｘ線分析計

32低線量生体影響プロジェクト1自記旋光分散計

360278

被ばく医療部、放射線障害研究グループ、低線量生体影響
プロジェクト、レドックス制御研究グループ、先端遺伝子発現
研究センター、宇宙放射線防護プロジェクト、技術支援・開発
室

2自動細胞解析装置

116371レドックス制御研究グループ、比較環境影響研究グループ、
線量評価部、技術支援・開発室1画像解析装置・蛍光イ

メージアナライザー

6969
放射線障害研究グループ、比較環境影響研究グループ、被
ばく医療部、レドックス制御研究グループ、宇宙放射線防護
プロジェクト、低線量生体影響プロジェクト

各種遠心機

63813レドックス制御研究グループ、研究基盤部、低線量生体影響
プロジェクト、線量評価部3凍結乾燥機

7948放射線障害研究グループ、宇宙放射線防護プロジェクト1細胞周期解析装置

439106レドックス制御研究グループ1電子スピン共鳴装置

981197
放射線障害研究グループ、画像医学部、比較環境影響研究
グループ、廃棄物技術開発事業推進室、粒子線治療生物研
究グループ、フロンティア研究センター、技術支援・開発室

2液体シンチレーションカ
ウンタ

123337比較環境影響研究グループ、廃棄物技術開発事業推進室、
技術支援・開発室3半導体検出装置

88246廃棄物技術開発事業推進室、比較環境影響研究グループ、
画像医学部2オートウェルガンマ　

2617廃棄物技術開発事業推進室1ダブルビーム分光光度計

3474低線量生体影響プロジェクト、放射線障害研究グループ3コールターカウンタ 

80151廃棄物技術開発事業推進室、比較環境影響研究グループ、
フロンティア研究センター、放射線障害研究グループ1フルオロイメージアナラ

イザー
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２－２ 照射施設
(1）Ｘ線棟
　X線発生装置、ガンマ線照射装置ともほぼ順調に
稼働し、マウス・ラット・培養細胞・血液・イ－ス
ト等の生物照射、ＴＬＤ及び線量計等の校正、医療
被ばく線量評価のための測定、技術者の養成訓練に
対する実習等の物理実験及びマウス等の撮影に使用
された。
(2）第１ガンマ線棟
　第１照射室の回転シャッタ式ガンマ線照射装置
（60Co－111TBq）は順調に稼働し、菌系・プランク
トン・植物等、細胞・ラット等の照射実験に使用さ
れた。
　第２照射室の137Cs 吊上式ガンマ線照射装置
(370GBq)は、順調に稼働し、植物、プランクトン
の長期低線量率連続照射実験に使用された。
(3）中性子線源室
　中性子線源（241Am-Be線源（185GBq））は、順調
に稼働し、線量計の校正照射等に使用された。
(4）静電加速器棟
　PIXE分析用加速システムは順調に稼動し、マシ
ンタイムを提供した。本ＰＩＸＥ装置の使用状況は、
使用件数122件、使用時間は985時間であった。平
成15年３月に導入されたマイクロビーム細胞照射
装置（ＳＰＩＣＥ）の調整運転を進め、本年度３月
にビームサイズを10μｍまで絞る事に成功した。
ＳＰＩＣＥの調整運転件数は49件で、使用時間は
408時間であった。静電加速器の総使用件数は205
件で1,669時間であった。
(5）低線量影響実験棟
　H16年度より運用を開始した低線量率ガンマセル
装置およびガンマ線連続照射装置は順調に稼動し、
マシンタイム提供を開始した。ガンマセル型照射装
置の使用件数は78件、使用時間は17.5時間であり、
SPF動物照射及び血液照射実験に使用された。低線
量率ガンマ線連続照射装置1.11TBqの使用件数は31
件、使用時間は367時間、111GBqの使用件数は7件、
使用時間は11.8時間であり、照射野の確認等の線

量測定に使用された。
　H15年度に設置された中性子線発生用加速器シス
テムは、10月に変更許可申請を行い、調整運転を
開始した。承認が降りた12月より運用を開始した。
使用件数は53件、使用時間は156.3時間であった。
(6）線量管理
　Ｘ線照射のモニタとして使用しているAE-1320型
線量計、AE-1321型線量計、AE-1321M型線量計の線
量計の校正試験及びＸ線装置の出力試験を定期的に
実施し、照射実験の精度の向上に努めた。X線及び
γ線用の線量計に関して、AE-1326型線量計の線量
校正を校正認定機関にて行った。
(7）その他
　晩発障害実験棟Ｘ線装置（パンタックＨＦ－320
型）に関しては、モニタ線量計の定期校正の実施、
照射に関する技術指導等を行った。
　本年度の放射線照射装置の使用状況は、表２のと
おりである。

２－３ ラドン実験棟
　ラドン実験棟は、施設の運転管理及び放射線管理、
ラドン標準場装置の保守点検を業務委託することで、
実験施設の管理を行った。また、ＲＩ排水ポンプの
整備を行った。
　京都大、名古屋大ならびに原子力機構との共同利
用研究が行われた。
　また日本分析センターの委託によるラドン線量計
校正実験を２回実施した。

２－４ 液体窒素貯蔵施設
　液体窒素貯留槽については年２回の定期保守点検
および日常巡回点検を行っているため、供給管理面
は順調であった。液体窒素は、主に半導体検出器の
冷却、細胞組織等の凍結保存に使用された。使用量
については、液体窒素ロ－リ－の受入回数52回、
受入量62,889Kg、使用量31,512kg、使用している
部署は21グループであった。

使用時間（ｈ）使用件数使　用　部　課　室　名台数機　　器　　名

317136レドックス制御研究グループ1フーリエ変換核磁気共鳴
装置

5,333
（注）常時運転
の装置は除く 

8,056（合計）
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３．実験動物開発・管理業務
３－１  実験動物の生産・維持・保存
(1）系統維持
　本年度維持したマウス系統は、A/J、BALB/c-
nu/nu、C3H/He、C3H/He-Atmtmノックアウト、C3H-
scid、C57BL/6J、C57BL/6J-bg-nu/nu、C57BL/10、
C57BL/10.BR/Sn、C57BL/10.D2/newSn、C57BL/10-
Thy1.1、C.B-17/Icr-scid、C.B-17/Icr- +/+、
RFM/Ms、STS/Aの15系統である（表１）。この15系
統について遺伝的モニタリングを実施し（表２）、い
ずれも遺伝的汚染はなく品質は保証されていた。

(2）実験動物の生産と供給
　本年度は、SPFマウスとして、BALB/c-nu/nu、
C3H/He、C3H/He-Atmtmノックアウト、C3H-scid、
C57BL/6J、C57BL/10、C57BL/10- Thy1.1、STS/A、の
８系統を生産した。総生産数は10,194匹であり、そ
のうち7,971匹を供給した。また、里親として、25
匹の哺乳SPFマウスを動物開発研究グループに供給
した。
　購入したマウスは、A/J、B6C3F1、BALB/c、BALB/c-
nu/nu、BDF1、C3H/He、C3H/He J、CD－ 1（ICR）、
FVB/N、C57BL/6、C.B-17-scid、C.B-17、DBA/2Cr、
ddY、ICR、MCH、WBB6F1-W/Wv+/+、ODS/S、129x1Svj、

表２　平成17年度照射装置使用状況

使 用 時 間件　　数 装　　　　　置　　　　　名

25.4 
461.4 
531.7 
52.6 
299.3 
0.2 
0.2 

56 
732 
1,044 
94 
213 
2 
2 

ＫＸＯ － 15Ｅ型　　　　　　　　　Ｘ線装置
パンタック－Ｓ型　　　　　　　　　　 〃
パンタック－ＨＦ型　　　　　　　　　 〃
シールド型パンタック－ＨＦ型　　　　 〃　（ＲＩ棟）
パンタック－ＨＦ－３２０型　　　　　〃　（実験動物研究棟）
Ｍ７０ＷＥ－特型　　　　　　　　軟Ｘ線装置
ＥＭＢ 型　　　　　　　　　　　　　　〃

1,370.8 2,143 Ｘ  線　装　置  　（ 計 ）

0.5 
2,102.7 
365.6 
6,902.1 
22.4 
367.0 
11.8 
17.5 

1 
72 
91 
16 
20 
31 
7 
78 

標準線源遠隔操作装置
スタンド型 　　　　　　　　　　γ線照射装置
６０Co-111TBq  　　　　　　　　　　　〃　　　　(第1γ線棟-1)
１３７Cs-370GBq 　　　　　　　　　　 〃　　　　(第1γ線棟-2)
Am-Be-185GBq　　　　　中性子線照射装置
γ線連続照射装置　1.11TBq　　　　（低線量影響実験棟）
　　　　　　　　　111GBq
γセル型照射装置　　　　　　　 　（低線量影響実験棟）

9,789.6 316 密封線源照射装置　（ 計 ）

802.0 
260.0 
199.0 
408.0 

152.7 
3.6 

100 
32 
24 
49 

51 
2 

静電加速器棟 PIXE分析用加速装置
 コンベンショナルPIXE
 マイクロPIXE
 インエアPIXE
 マイクロビーム細胞照射装置
低線量影響実験棟中性子発生用加速器システム
 生物照射室
 SPF動物照射室

1,825.3 258 静電加速器棟　（計）

12,985.7 2,717 合　　　計
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表１　放医研で系統維持しているマウス系統
平成18年3月31日現在　

特　　　　徴由　　来放医研での世代数系　　統

乳がん発生率が経産に高く未経験には低い、肺
腫瘍は経産で高い。老令のものでは腎臓ガンの
発生率が高い、仔の５～10％に口蓋破裂が生ず
る。

Jax1964→京大1971→
放医研107A/J

胸腺欠損による免疫機能不全。人ガンの移植可
能。 実中研1982→放医研34

SPF化(1990)後の世代数BALB/c-nu/nu

組織適合性遺伝子のうちH-2が異なる以外はす
べてB10に同じ。Tlaa遺伝子を有す。Jax1973→放医研41

SPF化(1991)後の世代数B10.BR/Sn

水頭症多発。Tlac遺伝子を有す。Jax1973→放医研46
SPF化(1990)後の世代数B10.D2/new-Sn

胸腺由来リンパ球（T細胞）にThy1.1抗原を表現
している。他はB10系と同じ。NRH系のThy1.1を導
入、11代戻し交配し育成。

1976年から放医研で作
出。
Sib1979年。

35
SPF化(1993)後の世代数B10.Thy1.1/Nrs

赤血球が少ない。血中カタラーゼ活性が低い。腰
椎数6が主。照射後悪性肝腫（Hepatoma）発生、
♂で85％。照射により骨髄性白血病を多発。
C3H/HeMsNrsと同一。

Heston→阪大医病理
1952→遺伝研1963→
放医研

130C3H/HeNrs

使用に際して条件あり。ホモ欠損個体は放射線高
感受性。ホモ固体は胸腺リンパ腫の発生率が高
い。

1997年 にNIHよ り
129/SvEv-Atmノックア
ウトマウスを放医研に
導入し、C3H/HeNrsに
戻し 交 配。2001年に
N15より兄妹交配を開
始して育成。

10
兄妹交配(2001、SPF条件
下)後の世代数

C3H/HeNrs-
TgH(Atmtm1AwbIm)fnt

胸腺リンパ腫の発生率が高い。JAX→日本クレア1997
→放医研

26
SPF化(1997)後の世代数C3H-scid

乳ガン発生1％､眼の異常が多く、放射線に抵抗
性。照射後胸腺リンパ腫とHepatoma多発。

Jax1964→京大1965→
放医研118C57BL/6JNrs

T細胞及びNK細胞機能不全。
愛知ガンセンター1976
→医科研1981→金沢
大学1985→放医研

37
C57BL/6J-bg-
nu/nu

B10系コンジェニックマウスの基本系統。1937年
以前にC57BL/6から分離した系統。Jax1973→放医研30

SPF化(1994)後の世代数C57BL/10

Igh遺伝子座が異なるBALB/cAnのコンジェニック
系である。

FOXCHASEガンセンター
→日本クレア→1993放
医研

36
SPF化(1992)後の世代数C.B-17/Icr-+/+

ホモ個体(scid/scid)は機能的なT細胞、B細
胞が欠如しているため、細胞免疫に加えて免疫
グロブリンもほとんど産生されず、ヒトの重症複
合型免疫不全症と類似した症状を呈す。

FOXCHASEガンセンター
→日本クレア1993→放
医研

32
SPF化(1993)後の世代数C.B-17/Icr-scid
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特　　　　徴由　　来放医研での世代数系　　統

骨髄性白血病低発だが放射線により高まる。
（25％/300Rad）。生殖器官の異常多発。

独国1958→日赤1958
→遺伝研1960→放医
研→遺伝研1968→放
医研

45
SPF化(1990)後の世代数RFM/Ms

胸腺リンパ腫の発生率が低い。チャールスリバー1989
→放医研

46
SPF化(1990)後の世代数STS/A

表２　遺伝的モニタリング・遺伝検査結果

染色体番号および遺伝子座

系統名　　　　検　査　　　1　　1　　1　　2　　3　　4　　4　　5　　6　　7　　7　　8　　8　　9　　9　　9　  11　  17　  17

　　　　　　　個体数　　Idh1  Pep3　Akp1  Hc　Car2  Mup1  Gpd1  Pgm1  Ldr1  Gpi1  Hbb  Es1   Es2   Thy1  Mod1  Trf  Es3    H2K    H2D

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(G6pd1)

A/J f1,m1 a　　b　　b　　0　　b　　a　　b　　a　　a　　a　　d　　b　　b　　b　　a　　b　　c　　k　　d

BALB/c-nu/+, f a　　a　　b　　1　　b　　a　　b　　a　　a　　a　　d　　b　　b　　b　　a　　b　　a　　d　　d

BALB/c-nu/nu m a　　a　　b　　1　　b　　a　　b　　a　　a　　a　　d　　b　　b　ND※※    a　　b　　a　　d　　d

C.B-17/Icr-+/+ f1,m1 a　　a　　b　　1　　b　　a　　b　　a　　a　　a　　d　　b　　b　　b　　a　　b　　a　　d　　d

C.B-17/Icr-scid f1,m1 a　　a　　b　　1　　b　　a　　b　　a　　a　　a　　d　　b　　b　　b　　a　　b　　a　ND※※ ND※※

C3H/He f1,m1 a　　b　　b　　1　　b　　a　　b　　b　　a　　b　　d　　b　　b　　b　　a　　b　　c　　k　　k

C3H-scid f1.mI a　　b　　b　　1　　b　　a　　b　　b　　a　　b　　d　　b　　b　ND※※    a　　b　　c　ND※※ ND※※

C57BL/6J f1,m1 a　　a　　a　　1　　a　　b　　a　　a　　a　　b　　s　　a　　b　　b　　b　　b　　a　　b　　b

C57BL/6J-bg-nu/+ f a　　a　　a　　1　　a　　b　　a　　a　　a　　b　　s　　a　　b　　b　　b　　b　　a　　b　　b

C57BL/6J-bg-nu/nu  m a　　a　　a　　1　　a　　b　　a　　a　　a　　b　　s　　a　　b　ND※※　 b　　b　　a　　b　　b
C57BL/10 f1,m1 a　　a　　a　　1　　a　　b　　a　　a　　a　　b　　s　　a　　b　　b　ND※※※　b　　a　　b　　b

C57BL/10･BR/Sn f1,m1 a　　a　　a　　1　　a　　b　　a　　a　　a　　b　　s　　a　　b　　b　　b　　b　　a　　k　　k

C57BL/10.D2/newSn m a　　a　　a　　1　　a　　b　　a　　a　　a　　b　　s　　a　　b　　b　　b　　b　　a　　d　　d

C57BL/10-Thy1.1 f1,m1 a　　a　　a　　1　　a　　b　　a　　a　　a　　b　　s　　a　　b　　a　　b　　b　　a　　b　　b

STS/A f1,m1 a　　b　　a　　0　　b　　b　　b　　b　　a　　b　　d　　b　　b　　b　　b　　b　　c　　d　  -※

RFM/Ms f1,m1 b　　b　　b　　0　　a　　b　　a　　a　　a　　a　　d　　b　　b　　a　　a　　b　　b　  -※　 -※

C3H-Atm f1,m1 a　　b　　b　　1　　b　　a　　b　　b　　a　　b　　d　　b　　b　　b　　a　　b　　c　　k　　k

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告書作成日  2006年2月3日
    ※: b,d,k,q,Sいずれの抗血清に反応しない。  　　　                    　　　   財団法人実験動物中央研究所
  ※※：細胞がとれないため未検査  　                                              　　　　　     ICLASモニタリングセンタ－遺伝検査部による｡
※※※：バンドが確認できず
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ヘアレスマウス（HOS：HR-1）、TNF-aKO,の21系統
11,315匹ラットは、CD(SD)IGS、F344/N、WM、Wistar、
Wistar/Ms、Wistar-Imamichi、BN、LEC、SHR/Nの9系
統3,003匹である。
　また、ウサギNZW、JWの19羽、スナネズミの52
匹、モルモット２匹を購入した。
(3）遺伝子改変マウス等の作製・凍結保存・供給
　(a）遺伝子改変マウス作製用C57BL/6J系統初期

胚の凍結保存をDAP法にて行い、1379個の初期
胚を凍結保存した。また系統維持のための凍結
保存は遺伝子改変マウス10系統について行っ
た。それぞれの系統の凍結保存卵子数、及び一
部を融解しての生存性検定の結果は表３の通り
であった。
　　遺伝子改変マウスの作製については、レドッ
クス研究グループとの共同研究にてC3H/Heを
用いた2遺伝子（A、B）についてのTgマウスの
作製を平成１６年度から継続して進めた。その
結果、A遺伝子については前核注入法にてDNA
注入した878卵子から13匹（1.5％）のTg産仔
を、また顕微授精法にて遺伝子導入した160卵
子から1匹（0.6％）のTG産仔を作製し、B遺
伝子については前核注入法にてDNA注入した
438卵子を移植し6匹（1.4％）のTG産仔の作
製に成功した。
　　放射線生物影響研究を効率的に進めるための
体外受精-移植法を用いた同期化個体の生産供
給を遺伝子改変マウス4系統について行った。
C57BL/6J@Slc-TgN(NHK112)4では、515受精卵を
移植し223匹、C57BL/6J@Slc-TgN(NHK112)5で
は719受精卵を移植し238匹、B6C3F1-gptΔ

@Slcでは200受精卵（ホモ×野生型）を移植
しヘテロ雌マウス60匹、C57BL/6Cr-gptΔ@Slc
では63卵子を移植しホモマウス26匹をそれぞ
れ供給した。
　　さらに、急速凍結保存法改良のため、体外受
精由来２細胞期胚におけるEFS凍結保存法の有
効性について近交系マウス２系統を用いて検討
した。C57BL/6JおよびC3H/He体外受精由来２
細胞期胚を凍結融解後に移植したところ、それ
ぞれ52％（65/126卵子)、40％（54/136卵子）
が胎児に発生し、これらは各系統の未凍結対照
区と有意差は見られなかった。これらの基礎
データから、凍結保存法としてEFS法を用いる
ことが可能と判断し、本法を用いて、C57BL/6J
系統の２細胞期胚743個を凍結保存した

　(b）所内研究グループからの依頼に基づき、新規
遺伝子改変マウスを作出する目的で毛色キメラ
個体及びこれらキメラと野生型個体とのテスト
交配用によるＦ１個体を作出した。マウス宿主
胚と遺伝子改変ES細胞の毛色キメラ個体作出
方法は、当室が確立した凝集法による簡便な実
験系を用いた。
　　依頼の研究グループにて作製された３
（R,S,T）遺伝子について実施した結果、これら
の毛色キメラ雄個体計60匹を作出した。また、
これらキメラ個体は野生型個体とテスト交配を
行い、ES細胞由来の生殖系列キメラ個体計８匹
を作出した。この内S,T遺伝子につき生殖系列
キメラ個体計３匹の作出に成功し、依頼グルー
プに供給したところ、S遺伝子改変マウス(＋
/－)系統の作出に成功した。また遺伝子改変

表３　凍結保存系統、凍結保存卵子数及び一部融解後の発生率

融解後のヘテロ個体発生数凍結保存卵子数系　　　統　　　名

4/57 (7％)350C57BL/6Cr@Slc 129X1/SvJ(F0,N9)-XpgD811A

6/25 (24％)340C57BL/6J@Slc-TgN(NHK112)5

8/39 (21％)500C57BL/6J@Jcl-rgt10

4/15 (27％)189C57BL/6J-CAGER2-Tg
6/15 (40％)

(3匹はホモ個体)140C57BL/6J-CAGER2-KO

3/16 (19％)220C3H/He@Nrs 129Ola(N14F2)-TgH(Atmtm1AwbIm)fnt

6/27 (22％)207C57BL/6J@Nrs 129Ola(N14F2)-TgH(Atmtm1AwbIm)fnt

6/35 (17％)250C57BL/6JNrs 129Ola(N10)-TgH(Aprt)

6/31 (19％)350C3H/He@Nrs-TgH(LFIm)

遺伝子型検定中223C57BL/6J@Slc 129X1/SvJ(F0N2)-Snktmpc278
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マウス作出に要する宿主胚 につき凍結-融解胚
利用の可否等検討を行った結果、凍結・融解後
の宿主胚を利用することで効率良く凝集キメラ
マウスを作出可能であることが分かった。
(c）所内研究グループからの感染マウスの清浄化
に関し、国外機関から導入されたPasteurella
陽性の遺伝子改変マウス２系統（KO及びTG系
統）について、胚移植法と子宮切断術法による
清浄化を実施した。その結果、子宮切断術法で
産子が全例Pasteurella陰性となりSPFレベル
と判定され、依頼グループへ計51匹（KO：19
匹、TG：32匹）を供給した。また、実験動物研
究棟３階P2A検疫・生殖工学飼育区域において、
SPF胚受容雌・胚提供雌を用いた胚移植術法に
よる清浄化確認試験を実施した。その結果、得
られた離乳子・胚受容雌・里親は清浄であると
判定され、同区域を利用したマウスの清浄化・
導入が可能であることを実証した。

(4）生産マウスの基礎データ収集
　昨年度に引き続き、実験動物開発研究グループと
共同開発したデータベースソフトを用いて生産マウ
ス６系統の解剖学的基礎データを集計し、そのうち
３系統（A/JNrs、BALB/c-nu/nu、BALB/c-nu/+）に
ついて公表した。

３―２　実験動物施設の管理と利用
(1）SPF動物生産･実験棟
　本年度は、研究基盤、低線量プロジェクト、重粒
子病院、レドックス、粒子線治療生物、放射線感受
性遺伝子プロジェクトの６研究グループ等で、3室
40飼育棚を使用した。本年度の立入登録者は41名
であった。
　施設･設備関係では、２階のγ線照射室、飼育室
１・３、共同実験室、廊下、器材搬入室をP1Aレベ
ル遺伝子組換え動物飼育・実験用拡散防止施設とし
て整備した。また、老朽化のためシャワー室及び管
理室の瞬間湯沸かし器の交換を実施した。安全対策
等のために、階段の手摺設置工事を実施した。動物
運搬車の、より安全運行を遂行するため新たに車検
を実施し、ナンバープレートを取得した。EOガス滅
菌器の真空ポンプ及びエアフィルターの交換工事の
実施を図った。
(2）低線量影響実験棟
　本年度は、低線量プロジェクト、内部被ばく、フ
ロンティア、被ばく医療部の４研究グループ等で
SPFマウス6飼育棚、SPFラット32飼育棚を使用し
た。本年度の立入登録者は49名であった。
　施設・設備関係では、高圧蒸気滅菌による臭気対

策工事に協力した。また、高圧蒸気滅菌器２台の法
令適用に伴う性能検査を実施及び扉の開閉不具合の
修理を行った。
(3）晩発障害実験棟、実験動物研究棟
　本年度は、８月に「晩発障害実験棟」から「実験
動物研究棟」へ名称変更があった。３階実験動物行
動解析区域の改修工事が９月に終了し、飼育装置等
の設置準備、アルコール消毒によるクリーンアップ
を行い、P1Aレベル遺伝子組換え動物飼育・実験施設
の整備を終えた後、10月末よりマウスの飼育実験を
開始した。
　本棟では、低線量プロジェクト、宇宙プロジェク
ト、比較環境、レドックス、放射線障害、遺伝子発
現、実験動物、内部被ばく、緊急被ばく、線量評価、
脳機能、画像医学、粒子線治療生物、フロンティア、
先端遺伝子、重粒子共同利用の16研究グループ等が、
マウス飼育区域：飼育室8室（普通飼育棚52台、ア
イソラック及びラミナーフローラック飼育棚16台）、
P2A動物区域：2室(ネガティブラック5台)、ラッ
ト飼育区域：飼育室4室(カスケード飼育棚11台、
普通飼育棚21台)、隔離飼育区域： 1室（ネガティ
ブラック4台）を使用した。本年度の本棟への立入
登録者は56名であった。
　施設・設備関係では、１階の隔離マウス飼育室、
隔離ラット飼育室、隔離汎用動物飼育室、３階行動
解析室１～４をP1Aレベルとして、また、３階のX
線照射室・前室をP2Aレベル遺伝子組換え動物飼育・
実験用拡散防止施設として整備した。さらに、４階
P2Aマウス飼育室については、遺伝子組換え委員会
の決定に基づき、P2Aレベルマウスの飼育作業方法
やP1AマウスとP2Aマウスの区分化使用方法を確定
した。
　３階飼育室内でシバン虫の発生があり、駆除・消
毒等を行った。さらに高圧蒸気滅菌器２台の法令適
用に伴う性能検査を実施した。
(4）仮設動物棟
　本年度はCCVマウス区域を３月末に運用を廃止し
た。運用廃止に伴い、飼育中のCCVマウスは、実験
動物研究棟及び第１ガンマ線棟へ移動させた。
　放射線障害研究、発現ネットワーク、緊急被ばく
医療の３研究グループ等でCCVマウス12飼育棚を使
用した。本年度の立入登録者は7名であった。
(5）霊長類実験棟
　予備飼育室用に、７月まで稼働後、９月に廃止し
た。年度末までに千葉市へ特定動物（サル）飼養施
設廃止届を提出すると共に、施設の解体工事を実施
した（施設課）。
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(6）ポジトロン棟
　脳機能研究グループと画像医学部が、2室でマウ
ス・ラット飼育装置2台､ウサギ・モルモット飼育装
置1台、マカクサル飼育装置4台(6頭飼育用2台と
4頭飼育用２台)マ－モセット飼育装置1台を使用
し、立入登録者は51名であった。サル飼育数は年度
末にはアカゲザル７頭、ニホンザル2頭、カニクイ
ザル10頭の合計19頭となった。飼育室３（マ－モ
セット飼育室）に逃亡防止金網扉を取り付けた。10
月に電気法定点検のため、サルをポジから探索へ移
動した。12月～1月に外来生物法の施行（環境省）に
より、カニクイ、アカゲにマイクロチップを埋め込
む。
　感染症新法の改正に伴い、厚生労働大臣宛「輸入
サル飼育施設指定」の申請を行い、「輸入サル飼育施
設指定」の認可を得た。
(7）探索研究棟
　げっ歯類のマウス飼育室1室とラット飼育室１室、
サル（マカク）飼育室２室、サル（マ－モセット）
飼育室１室、検収室1室がある。立入登録者は58名
であった。サル類に関し、今年度はアカゲ４頭、カ
ニクイ１頭を新規導入した。年度末の飼育数は、マ
カク属で、アカゲ８頭、ニホンザル２頭、カニクイ
ザル３頭の合計13頭、及びマーモセット３頭であっ
た。げっ歯類に関し、６月にマウス飼育室で、死因
不明の多数のマウスを観察した。そのため、全マウ
スを搬出し、７月にマウス飼育室のクリ－ンアップ
を行い飼育を再開した。６月サル４頭飼育の水洗架
台をサル飼育室１・２に各１台増設した。その時サ
ルを探索からポジに移動した。10月１階飼料倉庫
の結露対策が瑕疵により施行された。10月サルを
電気法定点検のためポジから探索に移動した。12
月～1月外来生物法の施行（環境省）により、カニ
クイ、アカゲにマイクロチップを埋め込む。高圧蒸
気滅菌器の性能検査を３月に実施した。２月、３月
登録管理システムおよびITV設備の改良を実施した。
　感染症新法の改正に伴い、厚生労働大臣宛「輸入
サル飼育施設指定」の申請を行い、「輸入サル飼育施
設指定」の認可を得た。また、２階のマウス飼育室
をP1Aレベル遺伝子組換え動物飼育・実験用拡散防
止施設として整備した。
(8）ラジオアイソトープ実験棟
　線量評価、比較環境、防護体系、病院治療、廃棄
物技術開発の５研究グループが10室を使用し、立入
登録者は20名であった。ケ－ジ保管庫、器具除染室、
飼育室など整理した。
(9）第１ガンマ線棟
　障害研究グループ、遺伝子発現が2室においてマ

ウス用飼育棚11棚を使用した。地下Cs137照射飼育
室を障害研究グループ、遺伝子発現が使用した。立
入登録者は27名であった。温度警報装置センサー
更新を実施した。
(10)重粒子線棟動物飼育室
　重粒子共同利用研究用の共用動物飼育室として、
マウス及びラット飼育室(各1)において各3台のア
イソラックを使用した。RI/組換え実験室の飼育装
置1台ではウサギ 、組換えマウスを飼育した。立入
登録者は257名であった。
(11)水生動物舎、魚飼育池
　水生動物舎では、実験動物開発研究グル－プが８
室で27メダカ飼育棚、研究基盤部が1メダカ飼育棚、
比較環境が1室を使用した。
　魚飼育池では80池を使用して、自家繁殖用及び系
統維持等長期飼育実験用としてメダカ約7,631匹を
維持し、実験用に169匹を当室と実験動物開発研究
グル－プに供給した。水生舎空調パッケ－ジB系統
修理、電流計交換を実施。高圧洗浄機の更新を行っ
た。
(12)植物栽培施設
　温室では、比較環境、廃棄物技術開発の2研究グ
ループ等が10室で水生生物（ミジンコ、アルテミア、
イトミミズ、メダカ、グッピー）の培養、水生植物
（藻類、水草）の栽培を行った。
(13) 内部被ばく実験棟
　緊急被ばく医療センター、比較環境の2研究グ
ループ等で、マウス、ラット13飼育棚を使用した。
本年度の実験動物管理区域（立入登録）者は６名で
あった。
　オートクレーブの法定点検を実施した

３―３　実験動物の衛生管理
３―３―１ マウス・ラット等の実験小動物
　病原微生物汚染検査、生産実験小動物の実験施設
の病原体汚染検査を月1回定期的に実施し、その結
果を使用者に報告した。
　マウス・ラットの検査では解剖検査及び以下の
SPF指定病原体の検査を行った。1.細菌培養検査：
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., 
Pasteurella pneumotropica, Bordetella 
bronchiseptica (Bb), Citrobacter rodentium, 
Corynebacterium kutscheri (Ck) , Mycoplasma  
spp. 2. 血清検査：Sendai virus, Mouse hepatitis 
virus, Tyzzer's organism, Mycoplasma pulmonis 
(Mp), Ck, Bb, CAR bacillus，腎 症 候 性 出 血 熱
(HFRS)virus 、3. 顕 微 鏡 検 査： Spironucleus 
muris, Giardia muris。
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　マウス糞便検査では緑膿菌、サルモネラ菌、病原
性大腸菌を検査した。動物施設検査では床の拭き取
り検査（緑膿菌）、落下細菌検査を実施した。
(1）生産動物・生産施設
SPF動物生産・実験棟（生産区域）
　毎月SPFマウス30例、同核マウス5例の病原微生
物汚染検査及びマウス糞便検査を行った結果、いず
れもSPF指定病原体は陰性であった。生産施設の床
拭き取り検査及び落下細菌検査でも異常はなかった。
生産マウスのうちC3H/HeNrsマウス130例について、
肉眼的に本系統の肝臓に時折みられる白斑の発生を
病理学的および血液学的に調査した。その結果33
例で肉眼的に白斑がみられたが、肝細胞壊死や血液
検査値の異常は必ずしも相関していなかった。なお
白斑の発生原因は今のところ不明である。
(2）実験飼育施設
　ａ）SPF動物生産・実験棟(実験区域)
　毎月12例のモニターマウスの病原微生物汚染検
査を実施したが、いずれもSPF指定病原体は陰性で
あった。落下細菌検査及び糞便検査でも異常はな
かった。
ｂ）実験動物研究棟
　７月に2系統のマウスについて微生物清浄化を
行 っ た 際 に、飼 育 マ ウ ス にPasteurella 
pneumotropica感染が微生物検査により明らかと
なった。そこで、再度2系統のマウスについて微生
物清浄化を行うとともに、当該施設で飼育中のマウ
ス23例について病原微生物検査をおこなった。そ
の結果、いずれもSPF指定病原体は陰性であった。
平成18年１月、ラット５例についてHFRSの検査を
行ったが、いずれも陰性であった。同時に行った病
原微生物検査でもSPF指定病原体は陰性であった。
ｃ）内部被曝実験棟
　1月に飼育ラット３例についてHFRSの検査を行っ
たが、いずれも陰性であった。同時に行った病原微
生物検査では、３例ともMp陽性となった。
ｄ）低線量影響実験棟
　毎月モニターマウス及びモニターラット各16例
の検査を行った。いずれもSPF指定病原体は陰性で
あった。また落下細菌検査、糞便検査を毎月実施し
たが、いずれも異常はなかった。１月にラット16例
についてHFRSの検査を行ったが、いずれも陰性で
あった。１月に３階マウス飼育室にて飼育中の一部
のC3H/HeNrsマウスに下顎部の隆起、尾根部の潰瘍
等が確認された。衛生検査を行ったところ、黄色ブ
ドウ球菌が原因であることが明らかとなり、飼育者
に対して消毒の強化を要請した。
ｅ）探索研究棟

　６月に２階マウス飼育室で飼育中のマウス86例
中21例の死亡がみられた。マウスの直接の死因は
肺胞性肺水腫による呼吸不全であったが、その状態
を惹起させた要因は特定でなかった。その後、室内
の清掃、消毒後にモニターマウスを１ケ月ほど配置
し、これらのマウスについて衛生検査を行い異常の
ないことを確認した後にマウスの飼育を再開した。
(3）検査依頼動物
　研究部からマウス8件の検査依頼があった。いず
れもSPF指定病原体の感染は認められず、特に問題
はなかった。

３―３―２　サル類
　飼育サル類の一般健康検査を月1回、血液検査及
び腸内細菌検査を年4回、ツベルクリン検査を年２
回、ウイルス検査及び寄生虫卵検査を年1回定期的
に実施し、特に異常は認められなかった。

３―４　実験動物の新規導入・検疫・清浄化
３―４―１　マウス・ラット等の実験小動物
　新規動物種等導入は計１２件あった。内訳は、実
験動物研究棟へのマウス10系統(BALB/c-TNFノック
アウトマウス、Ｂ６-#CAGER-2-transgenic-line1, 
B6-#CAGER-2-transgenic-line5, B6-#CAGER-2-KO､
APP23/C57B6､CAST-KO/FVB､PrP-T34-P301S/B6C3F1､
C57BL/6 X 129､ICR（キメラマウス妊娠マウス）､
C57BL/6-scidの６件、探索研究棟へのマウス３系
統APP23/C57B6､CAST-KO/FVB､PrP-T34-P301S/B6C
3F1)の１件、及び低線量影響実験棟へのマウス２系
統(BALB/c-TNFノックアウトマウス､gpt-deltaトラ
ンスジェニックマウス)、ラット３系統（Eker､PFC
系統､OFC系統)の４件、および重粒子線棟へのウサ
ギ(NZW)の１件であった。

３―４―２　サル類
　カニクイザル雄1頭、アカゲザル雄4頭の計5頭
について購入に伴い検疫を行った。ウイルス抗体検
査ではアカゲザルに麻疹抗体陽性（4/4頭）であっ
たため、検疫期間を延長して再検査を行った結果、
異常は認められなかった。糞便からの細菌学的検査
ではアカゲザルに病原性大腸菌（06、078）（3/4頭）
が分離されたが、検疫期間中に臨床的異常は認めら
れなかった。アカゲザル１頭には流涙が両側にみら
れ、抗炎症剤、抗生物質、抗アレルギー剤投与を
行って、状態改善に努めた。以上の検疫検査結果よ
り、全てのサルについて検疫合格とした。検疫合格
後は、探索研究棟及びポジトロン棟に導入して研究
に供した。
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3.5.2 情報業務室

１．概況
　情報業務室は、情報関連業務推進の中核組織とし
て、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課で構成されて
いる。平成17年度は、主任技術員1名、専門調査役
1名が減員となり、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年度は中期計画の最終年度にあたり、恒常
業務に加え、特に次期中期計画に向けた組織および
諸制度の変更に対応するための業務系システムの移
行や、各種の情報セキュリティ強化対策を実施した。

２．情報利用推進業務
　全所的な情報システムの利用者支援や不具合対応、

プログラム改修などの恒常業務に加えて、以下の業
務を実施した。
・最適化計画の一環として、会計業務・システムに
ついて現状および改善可能性の調査、コンサル
ティングを実施した。
・平成18年度からの組織変更や制度変更に対応す
るため、総務業務支援システムや会計システム、
人事情報DBなどの業務系システムの改修やシス
テム間データ連携の調整、運用改善等を行い、ス
ムーズなシステム移行を実現した。
・情報システムのユーザ会を組織し、ユーザの利用
状況や現行システムへの改善要望などのヒアリン
グ調査を実施し、システムの改造や運用の変更な
どに反映した。
・次期中期計画に向けて、現状の情報化の問題点・
課題の分析、コンサルティング結果、利用者から
の要望等を踏まえて、中期的な情報化計画や推進
のための組織・体制について検討を行い、平成18
年度から情報化統括責任者（CIO）を設置するなど
関連規程を整備した。
・個人情報保護法への対応として、個人情報データ

表１　放射線安全研究成果データベース一覧
（平成18年3月現在）

備　　考データ件数外　　部
公開年月

内　　部
公開年月デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名

データ
ベース
略　称

No.

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

1

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

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

NETS DB

3

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

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

日本語版H-3：334件、
C-14：88件H14年  4月H14年  4月内部被ばく線量評価のための代謝データベース MDAID6

日本語版/英語版全1,852グラフH14年  4月H14年  4月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GPMD7

日本語版全262件H14年10月H14年10月環境中のC-14比放射能測定調査データベース NECS DB8

日本語版/英語版全720件H15年  5月H15年  5月原子力施設付近の環境水トリチウムデータベース TSNFDB9

日本語版全800市町村H15年12月H15年11月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）ERLABE DB

10

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

英語版全4177件H18年3月H17年  3月プルトニウム内部被曝動物実験病理データベースPuDB12

英語版全1387件H18年3月H18年3月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HPDBRML13



-159-

ベースシステム関連のシステムの情報セキュリ
ティ強化対策を段階的に実施した。

・所内向けホームページについて、所内の情報共有
をより促進するため、トップ画面の変更やメイン
メニュー、コンテンツ更新情報ツール、サイト
マップの新設など改訂した。
・情報セキュリティ強化策の一環として、ユーザ管
理方法の見直しを行った。
・放射線安全研究成果データベースについて、先期
所内公開した「プルトニウム内部被曝に関する動
物実験病理データベース」について、データ追加
を行い所外に公開した。
・放射線誘発骨髄性白血病の研究データのデータ
ベースを構築し、所外に公開した。
・外部向けホームページで公開している「放射線安
全研究成果データベース」の利用状況は、TOPペー
ジの総アクセス件数　4882件（平成14年4月よ
り）（平成17年度分アクセス数900件）、利用申請
者数は合計141名（国公立機関:59、民間企業：
51、学生：16、その他：15）（平成17年度新規申
請者数27名）であった。

３．情報システム開発業務
　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、以下の業務を
実施した。
・平成18年3月の時点でNIRSnetの登録ユーザー数
は1357名、接続計算機は4045台となっている。 
・所内ネットワーク改良3年計画に基づき、本部棟
および重粒子棟にサブネットスイッチを導入し、
ネットワークを高速化した。
・病院のオーダエントリシステムサブネットを高速
化した。
・放医研の上部接続先であるSINET(学術情報ネッ
トワーク)との接続環境を変更し、管理・保守の
向上を図った。
・計算科学を推進するクラスタ型コンピュータIII
を更新した。更に、クラスタ型コンピュータIVを
試作し、昨年度に導入したクラスタ型コンピュー
タIIと組み合わせてグリッドコンピューティン
グ環境を構築した。
・ユーザのホームディレクトリやアプリケーション、
内部向けホームページのデータ、Windowsユーザ
用データ等を蓄積・管理するファイルサーバIII、
およびメールサーバ（メールのみのユーザ用）、
sambaサーバ（Windowsユーザ向けファイルサー
バ）を更新した。
・昨年度再構築した、所内ネットワーク監視システ

ムの改良を行った。
・外部からのスパムメール、メール攻撃等に対処す
るため、メールシステムを強化した。
・シンクライアント（ハードディスクを持たず単体
では起動できないコンピュータ）のテスト使用環
境を構築し、実運用に向けての検討を進めている。
・会議室等で利用されている無線LAN環境の使用の
登録制への移行や、管理部セグメントでサービス
しているDHCP(自動IPアドレス発行)の廃止、
サーバ室の入退室管理システムの更新等、運用管
理および情報セキュリティの強化を図った。
・昨年度に引き続き、予算管理TOOLの改良を行った。

４．図書業務
　平成17年度は、図書購入他　予算132,424千円を
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) 155 46 196 49
雑　誌(タイトル) 281 21 37 42
新　聞(種) 2 0 9 3
レポート等(冊) 59 111 56 305
＊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 5,928冊(購入5,553冊、寄･交他375
冊)、和書 977冊(購入518冊、寄･交他459冊)、
計6,905冊の受け入れ業務を行った。

２）蔵 書(平成18年3月末現在)
 洋   書 和   書 合　 計
単行本 9,091 6,386 15,477
製本雑誌 48,344 5,299 53,643
レポート 1,836 311 2,147
＊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)。
＊今年度は研修課配置資料の蔵書点検及び重複等の
見直しにより大幅な除籍を行った。

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
　　　　　　　　　雑　誌 1,468冊
　　　　　　　　　その他 365冊
　　　貸出者数 1,182人
　　　支所巡回雑誌(毎月17日) 530冊
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　ｂ．文献複写　　モノクロ 208,314枚
　　　　　　　　　カラー 52,223枚

　ｃ．情報検索　　INIS 309件
　　　　　　　　　オンライン(DIALOG) 9件
　　　　　　　　　WoS 1,409件
　　　　　　　　　JCR 1,636件
　　　　　　　　　JDream(05/09-) 570件

　ｄ．OHP原稿作成 125枚

　ｅ．文献製本(ホリゾン他) 1,230件

　ｆ．パウチ 589枚

　ｇ．図書室利用登録者数 660人
（新規登録者数　130人、抹消　155人）

　ｈ．利用　　　　時間内 15,193人
　　　　　　　　　時間外 3,035人

４）相互利用
　外部閲覧者（大学) 28人
　　　　　　（企業他) 36人
　資料貸出(千葉大学他) 24冊
　資料貸出(大学等他図書館) 0冊
　外注文献複写 2,156件
　受注文献複写 243件

５）職員業績のまとめ及び業務実績登録
　平成15年度の職員原著業績の製本及び、平成16
年度以降の原著業績の収集を行った。
　さらに業務実績登録システムの稼働に伴い、刊行
物データベースの整備及び170件の刊行物申請登録、
並びに172件の原著論文の確認を行った。

６）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、
積極的に登録をおこなった。
　登録数（平成18年3月31日現在）
　　図書 8,747件(7,849件)
　　雑誌 1,072件(1,045件)

７）特記事項としては、 
＊雑誌目録を作成、職員及び関係機関に配布した。

＊図書室ホームページの電子ジャーナル（オンライ
ンジャーナル）のページ充実を図った。
＊13年度以降に出版された図書を対象に、職員等の
執筆による一般向け図書のコーナーを設置した。
17年度は7件。
＊JDream(JST)を平成17年9月から平成18年3月
まで試行運用した。
＊製本雑誌の複写などのため、大型ブックコピー機
(BookPro7000)を導入した。
＊図書室利用対象者を見直すなど、図書閲覧貸出規
程を改訂した(施行は平成18年4月から)。
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3.5.3 放射線安全研究センター
3.5.3.1 放射線安全研究センター

１．概況
　放射線安全研究センターは、平成13年度の独立行
政法人化を契機として、それまで生物系の研究と環
境系の研究として区分されて実施されてきた研究課
題や組織を統合し、放射線安全や放射線の影響に関
わる研究をより体系的に実施することを目的に設置
された。中期目標の期間の最終年度である平成17
年度においては、前年度に引き続き、低線量放射線
の生体影響に関する総合的研究、宇宙放射線による
生体影響と防護に関する研究の２つのプロジェクト
研究、および環境放射線防護体系構築のための研究、
放射線等の環境リスク源による人・生態系への比較
影響研究、ラドンの環境中における動態と生物影響
に関する研究、放射線に対するレドックス制御に関
する研究、放射線障害に関する基盤的研究、放射線
応答遺伝子発現ネットワーク解析研究、放射線影響
研究のための実験動物の開発に関する研究、プルト
ニウム化合物の内部被ばくによる発がん効果に関す
る研究の８つの基盤研究を実施し、放射線生物学、
放射線障害、放射線環境科学、保健物理学などの多
方面から放射線安全に関する研究を総合的に進め、
中期目標及び中期計画の達成に努めた-。常勤研究
員数は80名、博士号取得若手研究員10名、リサー
チフェロー・テクニカルスタッフ・客員研究員・客
員技術員39名、業務補助員86名を数え、極めて活
発に放射線安全に関わる研究を実施した。
　平成17年度における研究経過ならびに研究成果
の詳細については各グループの項に記載されている
が、低線量影響研究プロジェクトでは、2MeV中性子
線の生物照射実験が開始され、宇宙プロジェクトで
は、国際線航空機に搭乗した際の宇宙放射線被ばく
量計算ツールを開発・公開するなど、各プロジェク
ト・グループで着実に中期計画研究を達成すると共
に、新展開に向けた研究準備も開始した。
　次期中期計画策定と次期組織体制検討に際し、多
くの研究者の意見が反映されるよう、センター会議
や研究推進会議、メール会議等を通じて、情報共有
と意見交換を頻繁に行うと共に、センター長が全定
年制職員に対し、配属先希望調査を実施した。平行
して、第一研究棟における転・退職者の空きスペー
スを利用希望調査に基づいて再配分し、研究施設等
利用推進委員会の承認を得る、あるいはセンターで
実施されていた国際共同研究の協定や覚書作成を進
めるなど、次期中期計画による研究への移行が速や

かに行われるよう環境整備を行った。とりわけ低線
量放射線の生物学的影響研究分野で、放医研がIAEA
の協力センターとして認定されたことは、本セン
ターの中期計画期間研究活動の総括としてふさわし
い成果であった。

２．研究成果の公表
　研究成果の公表は順調に行われ、原著論文は、主
論文105編、副論文40編、プロシーディング・総説
等が74編にのぼった。学会等での口頭・ポスター発
表等も多数あり、極めて活発に行われた。また、12
月には、第５回放射線安全研究センターシンポジウ
ム「放射線影響研究及び被ばく治療のキープレー
ヤー：幹細胞―放射線影響研究への展開の可能性を
模索する-」を開催し、所内外で活躍している専門家
による研究や情報の紹介と討論を行った。第1期中
期計画成果報告会では、全プロジェクト・グループ
が今期の研究成果を発表するとともに、公開講演会
では｢低線量放射線の健康リスク｣について一般向け
の講演を行った。

３．人事
　人事面では、４月に早田勇センター長および西村
義一防護体系構築研究グループ・グループリーダー
が、７月に相澤志郎放射線障害研究グループ・グ
ループリーダーが、８月に武田洋廃棄物技術開発推
進室・室長がそれぞれ新たに就任した。なお、早田
勇センター長は平成18年３月をもって定年退職し
た。

４．推進室の活動
　センターにおける研究業務の支援と調整のため設
置された推進室では、今年度も、各種会議の開催、
講演会の開催、研究等の補助など、多様な業務を実
施した。センター内のさまざまな要望の実現を図り、
会計執行状況の集計や公開を行うとともに、研究報
告や業務監査のための資料作成等を行った。平成
17年度の業務実施状況は以下の通りであった。
　１．会議開催　　1)　センター会議 25回
　　　　　　　　　2)　研究推進会議

(メール会議を除く)
 3回

　　　　　　　　　3)　事務担当者の会  1回
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　２．国際ワークショップ開催
(センターが主催したもの)

 2件
　　　講演会開催(センターが主催したもの)　1件
　　　IAEA Collaborating Center

認定記念式典　開催
　３．研究費補助 17件
　４．緊急補助 3件
　５．若手研究者海外渡航補助 2件
　６．論文作成補助　1) 論文別刷代補助 9件
　　　　　　　　　　2) 英文コンサルティング
 85件
　なお、各プロジェクト・グループの平成17年度の
研究経過及び研究成果については、それぞれの項に
詳細に記載されている。
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放射線安全研究センター那珂湊支所
平成17年度
４月25日 茨城県による年間主要事業
　　　　 計画ヒアリング
６月７日 一般定期健康診断及び特別健康診断
６月16日 理事長安全総点検
６月24日 通報連絡訓練 
７月22日 所内一般公開
９月６日 水道水質検査
12月６日 茨城県による平常時立入調査
12月13日 特別健康診断
12月16日 消防訓練
１月24日 会計実地検査
１月25日 　　〃
２月27日 消防署立入検査

２．放射線安全管理業務
　那珂湊支所における主たる放射線安全管理業務は、
放射線障害防止法等に基づく各種の申請及び届出等、
個人被ばく管理、健康管理、放射線業務従事者等の
教育訓練及び放射性廃棄物処理等、また、地域協定
（茨城県原子力安全協定）に基づく環境放射線監視
と、それに係る測定結果の連絡である。なお、平成
17年度の業務概要は、次のとおりである。

(1）申請等業務
　放射線障害防止法に基づく文部科学省水戸原子力
事務所経由文部科学大臣への届出等
　１）平成１6年度放射線管理状況報告書
　　　　提出日：平成17年 6月30日

　茨城県原子力安全協定に基づく茨城県知事及びひ
たちなか市長あての報告等
　１）平成17年度年間主要事業計画書等
　　　　提出日：平成17年4月25日
２）茨城県環境放射線監視計画に基づく放出源測
定項目（排気）の測定結果の報告

　　　平成16年度第4四半期分
　　　　提出日：平成17年4月28日
　　　平成17年度第1四半期分
　　　　提出日：平成17年7月29日
　　　平成17年度第2四半期分
　　　　提出日：平成17年10月27日

１．一般管理
　放射線安全研究センター那珂湊支所（以下「那珂
湊支所」という。）における一般管理業務は、庶務、
会計、図書の事務全般の管理業務から、受変電設備、
ボイラー、空調設備の運転保守管理及び特定装置の
維持管理など多岐にわたる技術支援業務があり、こ
れらの業務を確実に遂行するとともに円滑で効率的
な運用に努めた。
　運営交付金では、第１研究棟プロパンガス配管の
改修工事を行なった。また海水設備関係では海岸に
設置している海水取水管を交換した。
　県及び市町村関係では、迅速かつ的確な初期対応
及び通報連絡の確保を図ることを目的とした「原子
力施設における事故・故障発生時の通報連絡訓練」
が実施され、茨城県職員監視のもと、対策本部員の
招集、関係機関への通報連絡及び発災施設に係るモ
ニタリング等実地訓練を行い、緊急時における体制
強化に努めた。
　また、品質保証活動の実施状況、不具合等の未然
防止活動状況、放射性廃棄物の保管管理状況、運転
中の施設の保安管理状況を目的とした「平成17年度
平常時立入調査」が実施され、茨城県及びひたちな
か市の調査員に対し、当該項目の回答及び現場説明
等実施した結果、平成17年度における指摘事項はな
いものとして回答を得た。

3.5.3.2 那珂湊支所
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　　　平成17年度第3四半期分
　　　　提出日：平成17年1月27日
３）原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関
する協定に基づく原子力施設の運転状況の報告

　　　平成16年度第4四半期分
　　　　提出日：平成17年4月28日
　　　平成17年度第1四半期分
　　　　提出日：平成17年7月29日
　　　平成17年度第2四半期分
　　　　提出日：平成17年10月27日
　　　平成17年度第3四半期分
　　　　提出日：平成18年1月27日

(2)個人被ばく管理
　平成17年度の那珂湊支所における放射線業務従
事者は表１のとおりであった。
　また、放射線業務従事者の外部被ばくついては、
ガラスバッチの測定結果を主体に評価し、その結果
は全て法定の実効線量限度以下であった。なお、一
時立入者に対しては、ポケット線量計により測定及
び評価を行った。
　内部被ばくについては、本所と同様の方法により
評価を実施したが、確認モニタリングを行うまでの
対象者はいなかった。

(3）健康管理
  　問診票により放射線業務従事者等に対して健康
診断を実施した。この問診票の調査結果により、健
康管理医から検査及び検診（血液、皮膚及び眼の検
査）の対象者に指定された者はなく、放射線作業に
よる被ばくに起因する異常は認められなかった。

(4）放射性同位元素の受け入れ
　平成17年度に受け入れた「密封されていない放射
性同位元素」は、表2に示すとおりであった。

表1　平成17年度放射線業務従事者の実効線量分布

 総　数
(人)

50を超え
るもの

25を超え
50以下

20を超え
25以下

15を超え
20以下

5を超え
15以下

0.5を超え
5以下

0.1以上
0.5以下 0.1未満

線量
(mSv/年)

作業者区分
  13   13研 究 者職

員     7     7管 理 担 当 者

    1     1外 来 研 究 者

  21   21請 負 業 者

4242合 計

表2　非密封放射性同位元素の受入れ

数　　　量核　　　　種

　    第　　1　　群

第　　2　　群

 MBq１．０       95ｍＴｃ 第　　3　　群

第　　4　　群

 MBq１．０１核種総　　　計

(5）放射性廃棄物及び処理済液の処理
　低レベル放射性液体については、放射性海水廃液
処理装置で排水濃度限度以下に処理を行った（以下
「処理済液」という）。放射性廃棄物及び処理済液の

処理状況は表3に示すとおりであり、独立行政法人
日本原子力研究開発機構原子力科学研究所に処理を
委託し、引き渡した。
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(6）放射性同位元素等に係る線量測定及び汚染の状
況の測定

    線量測定は、管理区域内の人が常時立ち入る場所、
管理区域境界並びに事業所境界について、１ヶ月毎
に実施し、いずれも法令で定められた線量限度以下
であることを確認した。
　管理区域の汚染の状況の測定は、随時及び１ヶ月
毎に実施し、いずれも法令で定められた表面密度限
度以下であることを確認した。
　排気中における放射性同位元素の濃度の測定は、
連続して行っており、その結果、年間を通じて法令
で定められた排気中濃度限度及び茨城県原子力安全
協定に定められた管理目標値以下であった。

(7）環境放射能監視等
　排気中の放射性同位元素の濃度の測定結果につい
て、茨城県環境放射線監視計画に基づき、茨城県東
海地区環境放射線監視委員会あて四半期毎に所定の
連絡書により連絡を行った。
　また、放射性同位元素の使用、放射性廃棄物の処
理状況及び教育訓練実施状況等については、茨城県
原子力安全協定に基づき茨城県知事及びひたちなか
市長あて四半期毎に所定の連絡書により連絡を行っ
た。

表3　放射性廃棄物処理状況

備　　　　　　考排　　出　　量(m3)種　　　　類

独立行政法人日本原子力研究開発機
構原子力科学研究所に処理を委託

              1.6可 燃 物

低 レ ベ ル
放 射 性
固 体 

              0不 燃 物

              0フ ィ ル タ ー

              6.0特 殊 固 体

            　0一 般 無 機 廃 液低 レ ベ ル
放 射 性
液 体             　0海 水 廃 液

              0中 レ ベ ル 放 射 性 無 機 廃 液

            　9処理済液　 （排水濃度限度以下）
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概況
　緊急被ばく医療研究センターは国の原子力防災を
支える重要な三次被ばく医療機関としての役割を担
うべく研究面においても、また、体制整備において
も努力を重ねて来ている。平成16年3月には広島大
学が日本の西半分（西ブロック）を担当する三次被
ばく医療機関としての指定を受け、放医研はまずは
東ブロックを、更には全国を担当する三次被ばく医
療機関という位置づけとなった。調整管理室、被ば
く医療部、線量評価研究部で構成される当センター
は、放医研の規定により、１．緊急時における被ば
く医療業務及び関連業務に関すること、２．中期目
標において設定された緊急被ばく医療重点領域課題
に関すること、３．放射線障害医療に関することの、
３つの研究・業務を行うことになっている。この中
で、２は主としてプロジェクト研究として遂行され
ている内容であり、研究成果についてはその項目の
中で報告されている。但し、線量評価研究部の5つ
の研究室のうち3室は防護体系構築研究グループと
して研究活動を行っているため、研究成果はその項
目の中で述べ、残りの2室についてはこの範疇で研
究活動を行っており、当センターが実施している業
務と共にここでその成果を報告する。

１．三次被ばく医療機関としての活動
　原子力安全委員会の防災指針等において放医研は
三次被ばく医療の中核機関として位置づけられてお
り、その要請に応えるべく原子力事故の際の現地へ
の支援要員・機器の維持、管理及び緊急被ばく医療
施設の維持・整備を行った。具体的には、平成17年
度において緊急被ばく医療ネットワーク会議（1回）、
染色体ネットワーク会議（2回）、物理学的線量評価
ネットワーク会議（1回）を開催し、地域緊急被ば
く医療連携協議会の活動としては東日本ブロックの
8道県を対象とする会合を行った。さらに、新潟県
で行われた国の原子力防災訓練の一環として、所内
の緊急被ばく医療訓練（放医研救急車を使用した内
部汚染患者搬送・受入、緊急被ばく医療診療チーム
による除染処置、線量評価等）を11月10日に実施
した。また、緊急被ばく医療施設の備品等の整備、
体内除染剤等の更新、緊急被ばく医療に関する測定
器、医療機器の点検及びヨウ素剤等の点検（１回/
月）を実施した。

２．緊急被ばく医療の教育、訓練
　各地の緊急被ばく医療に従事する人々の教育訓練、
育成を目的として放医研において研修コースを8回
開催し、講義と実習を行った。全受講者数は173人
である。国及び地方自治体等の防災訓練への参加協
力（12件）、地方自治体等の講習会、研修会への協
力（41件）、原子力安全委員会を始めとする各種委員
会への参加（38委員会）を行い、我が国の緊急被ば
く医療体制の整備・維持及び人材の育成に貢献した。

３．データベースの整備
　放射線事故の医療的側面に関するデータベースを
構築するために、被ばく医療に関する情報の集積及
び発信を行った。具体的には、ロシア生物物理研究
所保有の患者データの入手、ビキニ被災者、トロト
ラスト、JCO事故被ばく者等の追跡調査によるデー
タの集積である。

４．フォローアップ
　過去の被ばく事例の追跡、実態把握、医療相談を
実施した。具体的には①過去の被ばく事例の追跡、
実態把握としては、ビキニ被災者の定期的追跡調査、
トロトラスト沈着症例に関する実態調査を行った。
②医療相談は、医療被ばく、胎児への影響、職業被
ばく等に関連した健康相談等、22件を取り扱った。
③JCO事故関連周辺住民等の健康診断および健康診
断結果相談会へ職員を派遣し、住民の健康相談を
行った。

５．国際協力
　9月1日と2日の台湾三軍總医院の緊急時医療関
係 者 研 修 会「Medical Treatment of Patients 
Contaminated with α Emitters」を放医研で開催し
15名の台湾の医療関係者を教育した。また3月23
日、24日にはWHOと共催で「WHO-REMPAN Regional 
Workshop on Radiation Emergency Medical 
Preparedness and Response in the Western Pacific 
Asia」を開催し、WHO、東南アジア諸機関からの13
名の参加の下で、緊急被ばく時の地域協力について
相談した。

７．線量評価研究部・計測技術開発室
　外部被ばく線量評価体制を整備する目的で中性子
/γ線標準校正場を構築した。場の線量率は自然Ｂ

3.5.4 緊急被ばく医療研究センター
3.5.4.1 緊急被ばく医療研究センター
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Ｇの101から105倍までを5個の137Csが受け持ち、
機器のエネルギー応答評価用としては241Am、137Cs、
60Coの各線源が装備されている。中性子線校正場
としては241Am-Beによる速中性子線場となっている。
γ線場の値付けは産総研で直接校正された30m狩か
ら10狩電離箱を用いた。高線量被ばくに対応するた
めの0.6m狩電離箱も同様に産総研で直接校正され、
定期的に111TBqの所内60Co医用検出器標準場で動作
確認を行っている。中性子線場は放射線計測協会の
黒鉛パイル熱中性子線場と241Am-Be速中性子線場で
トレースされたレムカウンタを用いて値付けを行っ
た。これに加え、従前より整備してきたガラス線量
計システムにより事故時の線量再構築を主眼とする
計測体制を確立した。
　内部被ばく線量評価体制は電気冷却方式の統合型
Ge半導体検出器システムの開発により、常時、高い
MDAでの体内核種同定が可能となった。これは5keV
から計測可能な4系統のプレーナ型肺用検出器と相
対効率70％以上の6系統同軸型体幹部用検出器で構
成され、人体の全身を取り囲む構造となっている。
体幹部用検出器の効率校正はBOMABファントムによ
るが、肺用検出器はJAERIファントムの肺形状を利
用し新たに開発した241Am肺ファントムにより校正さ
れる。

８．　線量評価研究部・生物線量研究室
　当研究室では、緊急被ばく事故等において被ばく
者の被ばく線量を推定するための細胞遺伝学的手法
の確立および新たな生物学的線量推定法の開発を主
たる業務としている。平成16年４月から中田章史
氏をリサーチフェローとして採用、同年10月には彼
の雇用形態を博士号取得若手研究員のポストに変更
した。
　染色体異常を用いた線量評価を実施する研究室で
は染色体解析技術レベルの維持のために、毎年照射
リンパ球を用いて染色体異常の解析を実施すること
が義務付けられている。本年度も健常人の末梢血を
7ポイントの線量のγ線で照射、リンパ球を分離、
培養して染色体異常の出現頻度を解析した。その結
果、例年と同様の結果が得られており解析技術のレ
ベルが維持されていることを確認した。また、線量
評価のための指標となる染色体異常とくに二動原体
染色体や環状染色体の検出を観察時の誤差を少なく
し、より精度の高いものとするために、本年度は染
色体の動原体領域を特異的に分染するC-バンド法
を改良し、ホルムアミド液中での熱処理の後，DAPI
染色することによって動原体部を蛍光染色する方法
を見出した。同時に照射リンパ球においてこの方法

を適用したところギムザ染色による解析とほぼ同様
の結果が得られた。方法自体の作業過程はギムザ染
色よりも時間を要するが、染色体の凝縮や拡散の程
度に左右されずに解析できるという点では利点があ
る。また、ギムザ染色をした後の標本にも応用でき
るため、ギムザ染色において異常の判定が不明瞭で
ある場合はギムザを脱色後、本手法で確認が出来る
という利点もある。さらに，我々は染色体標本を作
製する際の、細胞分裂を分裂中期で停止させるため
のコルセミド処理についても、濃度、処理時間と染
色体の凝縮度との関連について検討を行なっている。
　当研究室では，また、本来の業務に加え、マウス
における放射線誘発胸腺リンパ腫の染色体解析も行
なっている。これまでにX線および重粒子線（炭素
線）誘発の胸腺リンパ腫やMLH1ノックアウトマウ
スにおけるX線誘発リンパ腫などの解析が終了した。
さらにヒトがんの発生･進展機構における染色体異
常の役割あるいは臨床経過と染色体異常との関連性
を解明すべく、ヒト腎細胞癌、大腸がん、子宮がん
などを用いた解析も行なっている。ヒトの癌研究に
関しては平成17年度～18年度にかけて科学研究費
補助金を獲得、ヒト腎細胞癌における第5染色体長
腕における増幅の役割に関する解析を開始した。こ
れまでの解析では第5染色体長腕の増幅を示す患者
さんは比較的予後が良好であるという報告が出され
ている。我々の解析においても癌組織を持つ腎臓の
摘出後60ヶ月で比較すると統計学的に有意ではな
いが比較的予後が良好であるという傾向が認められ
た。また、その役割を解明すべく第5染色体を2本
持つがん細胞に人工的に第5染色体1本を導入し、
その影響を解析してみた。その結果、第5染色体が
3本になったがん細胞ではその増殖性に抑制効果が
認められた。現在、その意義について検討中である。

（緊急被ばく医療研究センター長　藤元憲三）
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緊急被ばく医療業務の調整について
　放射線医学総合研究所は、三次被ばく医療の中核
機関として被ばく患者の常時受け入れ体制を維持・
整備するとともに、専門家の育成のための研修を実
施し、かつ地方自治体等の原子力防災訓練・研修会、
国等の各種委員会に専門家を派遣した。
　また、国の原子力総合防災訓練に併せ、緊急被ば
く医療施設で「放医研緊急被ばく医療訓練」を実施
した。

緊急被ばく医療業務推進ユニット推進室

文部科学省電源特会受託事業
　平成14年度から文部科学省の委託事業として、電
源特会委託事業「三次被ばく医療体制整備調査」を
受託している。
　平成17年度は、予算89,881千円が計上され、事
業として「被ばく医療に関する地域との連携、緊急
時に備えた染色体ネットワークの構築・運用、物理
学的線量評価の構築・運用及び緊急被ばく医療ネッ
トワークの構築・運用、地域三次被ばく医療機関間
との連携構築」及び「緊急被ばく医療に関する原子
力防災研修」を実施した。

１．被ばく医療に関する地域との連携、緊急時に備
えた染色体ネットワークの構築・運用、物理学的
線量評価の構築・運用及び緊急被ばく医療ネット
ワークの構築・運用、地域三次被ばく医療機関間
との連携構築
(1）被ばく医療に関する地域との連携
・地方自治体等が主催した原子力防災訓練、緊急被
ばく医療訓練、緊急被ばく医療に関する講習会等
に専門家を派遣し、指導等を行った。
・東日本ブロック8道県の自治体・医療機関と患者
受入・搬送等について検討を行い、円滑な連携体
制の構築を進めた。
・東・西日本ブロックの原子力施設立地道府県等の
緊急被ばく医療機関、地方自治体、専門家、関係
省庁等の関係者を招聘し、情報共有や意見交換等
を行った。
・実効的な緊急被ばく医療体制構築に資する目的で、
三次被ばく医療機関としての放医研の役割、各被
ばく医療機関の機能や人材育成等をパンフレット
にまとめ、原子力施設立地道府県等に配付した。

(2）染色体ネットワークの構築
　本年度は、「緊急時における染色体線量評価の迅
速化」、「染色体線量評価技術の後継者育成」等につ
いて検討を行った。また、緊急時の線量評価実施体
制及び染色体線量評価技術に関する運用マニュアル
に必要な構成項目等を確認した。
(3）物理学的線量評価ネットワークの構築
　本年度は「本ネットワーク会議運用の基本方針」
の確認及び「WBCによる線量評価精度管理の調査の
必要性」等について協議を行った。
(4）緊急被ばく医療ネットワークの構築
「緊急被ばく医療業務に関する協力協定」を締結し
た杏林大学と日本医科大学千葉北総病院に、被ばく
患者を受け入れる際に必要な放射線防護対策用の資
機材を配備し、取り扱いの実習を行った。また、患
者受入の基本方針に基づく治療体制の強化を目的に
協力関係機関と緊急被ばく医療ネットワーク会議を
開催した。更に、ネットワーク委員として東京大学
病院及び医科学研究所の参加を要請した。
(5）地域三次被ばく医療機関間との連携構築
　地域三次被ばく医療機関間の連携強化を図ること
を目的に会議を開催し、広島大学と地域の緊急被ば
く医療体制整備等について検討及び情報共有を行っ
た。

２．緊急被ばく医療に関する原子力防災研修の実施
(1）緊急被ばく救護セミナー
　消防・海上保安庁・保健師・防災行政関係者・医
療関係者・放射線管理要員・医師・看護師等緊急被
ばく医療関係者に対して、被ばくないし汚染を伴う
被災者の受入に必要な実技を含めた関係者の連携と
対応技術の習得を目的とするセミナーを実施した。
(2）緊急被ばく救護セミナー
　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・看護師等に対して、被ばくないし汚染を伴
う被災者の対応に必要な医療処置の知識と技術の習
得を目的とするセミナーを実施した。
(3）緊急被ばく医療放射線計測セミナー
　原子力施設等立地・隣接の地方自治体において
ホールボディカウンタを整備している被ばく医療施
設の診療放射線技師等に対して、放射線計測に関わ
る技術水準を確保しながら、線量評価のための専門
的な知識と技術の習得を目的とするセミナーを実施
した。

3.5.4.2 緊急被ばく医療研究センター調整管理室
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(1）大型サイクロトロン運転関係並びに施設管理業
務
　本年度は、大型サイクロトロン加速高周波系の更
新作業を行った。そのため、マシンタイムは12月末
で終了とした。マシンタイム中の故障の発生は少な
く良好な状態で稼働した。
　本年度の運転時間は計1193.3 時間であり、利用
内容による運転時間の内訳とその百分率は次の通り
である。

短寿命ＲＩの生産と生産法研究 464.4時間
（ 38.9％）

宇宙放射線防護プロジェクト 186.7時間
（ 15.7％）

低線量生体影響プロジェクト 21.7時間
（  1.8％）

生物・物理の基礎研究 144.8時間
（ 12.1％）

有料ビーム提供 55.3時間
（  4.6％）

放射線安全管理測定 9.4時間
（ 0.8％）

サイクロトロンの改良開発研究等 26.0時間
（ 2.2％）

調整運転 285.0時間
（ 23.9％）

　また、表１には利用に供された粒子の種類とエネ
ルギーを運転時間と共に示す。
　放射線安全測定は例年のとおり放射線防護・安全
部放射線安全課の協力を得て、定期点検及びマシン
タイム中の調整運転時等に併せて実行した。
　設備等の増強関係では、大型サイクロトロンの加
速高周波系のDee電極、共振系、及び制御系を併せ
て大幅な更新工事を行なった。これにより、さらに
安定で且つ高質なビーム、多種多様なビームの提供
が行なえ、さらに高いエネルギーの陽子線ビームも
期待できる。
　また、メインコイル電源において電源切換器を設
置し、これにより電磁石電源及び極性切換作業が容
易に行なえるようになった。
　老朽化対策としては、前年度に大型サイクロトロ
ンの内部磁場調整用C11トリムコイル電源極性切換
器の更新を行ったのに引き続き、C10トリムコイル
電源極性切換器の更新を行った。
　故障は、電磁石電源及びインフレクタに発生した。
電磁石電源では、マグネチックチャンネル及びグレ
ザーコイル電源の制御回路に故障が発生し、制御回

3.5.5 重粒子医科学センター
3.5.5.1 加速器物理工学部

表１.平成17年度大型サイクロトロン利用状況

そ の 他 の 粒 子アルファ粒子陽　　　　子

運転時間（h）エネルギー(MeV）運転時間（h）エネルギー(MeV）運転時間（h）エネルギー(MeV）

41.7 Ｄ　25.014.5 ４Ｈｅ＋＋100.0260.9 70.0

45.3 ４Ｈｅ＋＋  65.038.2 65.0

9.5 ３Ｈｅ＋＋44.4379.3 ４Ｈｅ＋＋  60.09.7 55.0

157.0 ４Ｈｅ＋＋  40.040.8 50.0

16.5 12Ｃ４＋72.015.5 ４Ｈｅ＋＋  24.0171.1 40.0

119.3 30.0

148.1 18.0

7.5 12.0

11.8 10.0

6.8 　8.0

計67.7計311.6計814.0
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路を交換することにより、復旧した。
　インフレクタでは、挿入シャフト内部と高圧導入
部の絶縁不良により、放電してしまう事例が生じた。
絶縁物の形状の改造を行い、復旧した。
　サイクロトロンの運転に関しては、大小２台のサ
イクロトロンの並行運転により、マシンタイムの増
大とその運用の柔軟性が発揮されている。特にＲＩ
生産に関しては大小２台のサイクロトロンは相補の
関係にありそれぞれの特徴を生かして運用されてい
る。今年度も前年度に引き続き40MeV陽子を利用し
た38Ｋ生産の試験研究が継続して利用され、ター
ゲットに15μＡのビームの提供を行っている。さ
らに、生物照射室Ｃ－４コースにおいて、SPECT用
核種で比較的寿命の長い核種の製造実験のために、
α65MeVの提供も行われた。また、30MeV陽子を利
用しての62Ｚｎ生産の試験研究も多く行なわれるよ
うになって来た。汎用照射室では、Ｃ－６コース を
使用して宇宙環境中で使用する中性子測定器の開発
実験や、Ｃ－10コースを用いて水分子における低速
領域の重イオンによる二次電子エネルギー測定実験
が行われた。Ｃ－８コースでは、有料ビーム提供の
件数が増えてきており、対応を行っている。Ｃ－３
コースでは、前年度に引き続き25MeV重陽子を厚さ
３mmのＢｅターゲットに照射し発生する中心エネ
ルギー10MeVの中性子を用いて、中性子線の生体影
響に関する研究の一環として、ＳＰＦ動物への中性
子照射実験が行われている｡今後も引き続き、装置
の性能向上と老朽化対策を強力に推進する。併せて
装置の効率的運用を図り、利用成果を含めた全体性
能の向上に向け努力する。
　施設関連業務では空調設備の大幅な更新工事が行
なわれた。
(2）小型サイクロトロン運転業務
　小型サイクロトロンの利用は、治療に伴う診断用
薬剤の製造を、画像診断棟の小型サイクロトロンが
主体として行っている為、その補助及び研究に利用
された。
　建設後10年を越え運転を行なっている小型サイ
クロトロンは、たいへん良好に稼働し運転時間は
ビーム調整時間が79時間、RI生産が989時間合わせ
て1068時間であった。加速粒子の種類別では陽子
が、909時間、重陽子が159時間であった。
　設備管理としては、冷却系において、流量計の更
新を行い、新たにインターロックの追加を行なった。
これにより、全体でのみの流量インターロックから
個々の機器からのフィードバックを可能とした。
トラブルは、イオン源に生じた。カソード電圧供給
部の絶縁部が焼損し、絶縁破壊が生じた。イオン源

は予備器との交換により対応し、絶縁部品の改造を
行なうことにより復旧した。その他、大きな故障は
発生していないが、制御計算機におけるトラブルが
幾度か生じたが、予備器と交換を行い復旧した。
　運転パラメータも安定しており、代表的な消耗部
品であるイオン源カソード、荷電変換用フォイルの
寿命は比較的長く、保守は簡易であった。
　今後ともサイクロトロンが二台存在する特長を生
かした利用の展開に向け努力する。

(3）重粒子線がん治療装置運転関連業務
　2005（平成17）年度も、重粒子線がん治療装置は
概ね予定通りに運転された。年度前半は、４月５日
より治療用ビーム供給を開始し、８月５日まで毎週
月曜午後立上げ、土曜夜又は日曜朝までの連続運転
を定常的に行なった。治療用ビームは、前年度後半
から開始した月１回程度の月曜供給を継続している
他、今年度から開始された積層原体照射法にも対応
している。共同利用研究の実験にも各種のビームを
供給し、時分割加速による異種イオンビームの各リ
ング･コースへの供給も引き続き実施した。２週間
連続の週も含めて、約2400時間の運転であった。
　夏期定期点検を８月に実施し、９月には点検後の
確認・調整を行なった後、年度後半の高度先進医療
と臨床試験への供給を再開した。治療には、引き続
き炭素ビームが水平照射用290及び400ＭｅＶ／ｕ、
垂直照射用290、350と眼治療用140ＭｅＶ／ｕで用
いられており、「呼吸同期」照射時を含め、安定に利
用された。更に、水平ビームでの眼治療用に170Ｍ
ｅＶ／ｕでの供給を始めた他、今年度も年末30日ま
で及び年始４日からのビーム供給・患者照射を行
なった。
　本年度の治療と共同利用は、２月24日までビーム
供給を行ない、累計の照射患者数は2600人（660余
人の高度先進医療分を含む）を超えた。又、約120
の共同利用研究課題（治療・診断班、生物班、物理・
工学班の全体で）にビームを供給した。
　年度末には、定期点検とともに、入射器ＲＦＱの
同調系整備、主加速器ＢＴ系真空制御盤のＦＰＧＡ
化、生物照射室計測制御へのＰＬＣ導入、治療照射
室の位置決めシステム更新準備、等の作業を実施し
た。
　運転状況の経過は以上の如くであるが、年間の運
転時間から見た概括を述べると次のようになる。
イ）運転時間は、入射器で約5630時間、上下リング
で5600時間弱となっている。
ロ）故障によるロス時間は、入射器で約20時間、主
加速器で約10時間であった。これは、運転時間の
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0.4％程度であるが、前年度と比べてやや増加し
ている。
ハ）高度先進医療と臨床試験用にビームを供給し、
或は直ちに供給できる状態であった時間は1550
時間程度であり、治療スケジュールされた43週
（原則、火～金）の毎日９時間強が充てられてい
たことに相当する。
ニ）共同利用実験への供給時間は、入射器（中エネ
ルギー実験室コース）で620時間強、上リングで
は2280時間強、下リングで2380時間近くであり、
全体として前年度より増加している。
ホ）イオン種毎の加速供給時間（表２参照）と割合
を見ると、治療と多くの生物実験及び照射法開発
等に用いられる炭素が、上リングで80％、下リン
グで61％、を占める。上リングでは、鉄（６％）、
ヘリウム（４％）、珪素（３％）、水素（３％）が
100時間以上加速されている他、ネオン、アルゴ
ン、キセノン等も利用されている。下リングでは、
アルゴン（10％）、鉄（８％）、ネオン（３％）、珪
素（３％）、ヘリウム(３％)、キセノン(３％)、
水素(３％) が100時間以上加速されている。こ
の他酸素、クリプトン、マグネシウム、硼素等が
１～２％を占める。
へ）リングでの加速エネルギーについて見ると、上
リングでは290ＭｅＶ／ｕが2010時間弱と約
47％を占めている。2番目に多いのは、治療用の
350ＭｅＶ／ｕの950時間弱である。次いで、医
療用加速器の研究等に用いられる400ＭｅＶ／ｕ
が340時間強、アルゴンや鉄ビームを用いた実験
で使われる500ＭｅＶ／ｕが240時間強と続いて
いる。下リングでは、400ＭｅＶ／ｕが1489時間
で最大であり、290ＭｅＶ／ｕも1454時間で続い
ている。この二エネルギーに治療用ビームが含ま

れている。以下、430ＭｅＶ／ｕが230時間使わ
れている他、電子冷却ビームの開発研究に用いら
れる入射６ＭｅＶ／ｕでの使用から、ＨＩＭＡＣ
で加速可能な最大エネルギーの800ＭｅＶ／ｕま
で、多くのエネルギーでの運転が行なわれている。
　以上の様に、重粒子線がん治療装置は、本年度も
良好に稼動し、又、一層の改善を目指して維持保守
と開発の業務が行なわれているといえる。
　ビーム利用調整室では、物理・工学系、生物系の
共同利用課題の遂行のため、マシンタイム（課題毎
に割当てられたＨＩＭＡＣビーム利用時間）に応じ
た、課題間の準備作業調整、必要な消耗品の確保等
を行なっている。又、これらの課題では、内外の大
学・研究所から共同利用研究員が登録されており、
実験参加時の様々な要望に対処し、所内手続の援助
等を行なった。更に、研究発表会の開催や共同利用
研究報告書の取りまとめ等によって、各研究課題の
進捗を明らかにし、共同利用研究体制の改善を図る
ように努めている。

(4）重粒子線がん治療装置施設管理業務
　重粒子線がん治療装置の運転・利用にあたっては、
同装置を設置する重粒子線棟の施設設備の適切な稼
動が必要であり、空調機械設備、電気設備、衛生設
備等の運転保守並びに監視業務を行なっている。設
備の性質上、365日24時間の連続体制で監視すると
共に、加速器の運転状態を最良に維持するため  の
受電状況監視、温・湿度管理等に注力している。
　設備関係は、日常保全巡回での異常の早期発見・
対応を重視すると共に、計画的な更新も実施してい
る他、従来業務の見直しを行なって業務の合理化を
図っている。 

表２： HIMACでのイオン種別の加速実績　（単位：時間、端数切捨）

硼素
Ｂ

窒素
N

クリプトン
 Kr

酸素
O

マグネシウム
Mg

キセノン
Xe

ネオン
Ne

珪素
Si

水素
H

ヘリウム
He

鉄
Fe

アルゴン
Ar

炭素
Cイオン種

 04 0130 31 86129117177254633405上リング

680 8188681341521481121373774542909下リング
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概況
　医学物理部は、独立行政法人移行に伴う機構改革
に際して、関連部署を統合して重粒子医科学セン
ターに設置され重粒子治療の臨床試験とＰＥＴを中
心とする画像医学臨床研究において、医学物理に関
わる業務を遂行するとともに、その改善のための研
究開発を行っている。また、このような日常業務と
平行して、４次元ＣＴ装置と次世代ＰＥＴ装置を開
発するプロジェクト研究およびいくつかの基盤研究
を医科学センターの関連部門と共同で遂行している。
プロジェクト研究および基盤研究については、それ
ぞれの項目で述べられているので、ここでは業務を
中心に述べる。
　当部はビーム測定・開発室、治療システム開発室、
診断システム開発室、医療被ばく防護研究室の４室
からなる。ビーム測定・開発室は重粒子線を患者に
照射するときの線量および線質の品質を保証するこ
とを業務とし、同時に医療用放射線の線量を標準化
するナショナルセンターの役割も果たしている。治
療システム開発室は、重粒子治療患者の治療計画案
の策定および補償フィルタや患者コリメータなど治
療補助具の製作を業務としている。この両室は病院
および加速器物理・工学部などと協力して、重粒子
治療の臨床試験を遂行している。また、診断システ
ム開発室は、画像診断棟のＰＥＴ装置の画像品質を
保証することと及び同棟のネットワーク機器を維持
管理することを業務とし、画像関係の基盤研究に貢
献している。さらに、医療被ばく防護研究室は、医
療被ばくの実態の全国調査を行うことを業務として
いる。
　各室の常勤研究員数（平成１7年度末）は、ビー
ム測定・開発室４名（室長は部長併任）、治療システ
ム開発室３名（室長は部長併任）、診断システム開発
室２名、医療被ばく防護研究室２名であり、部長含
めて10名となる。常勤研究員以外では、博士号取得
若手研究員３名およびテクニカルスタッフ７名が常
勤的な勤務を行っている。また、これら以外にも客
員研究員５名、客員技術員６名および客員協力研究
員、研究生、実習生多数を外部研究員として受け入
れている。
　以下に医療被ばく防護研究室を除く３室の業務を
より詳しく述べる。医療被ばく防護研究室の業務は
同室の基盤研究と強く関連しているため、基盤研究
の項で述べる。

(1）ビーム測定開発室
　ビーム測定開発室は、重粒子線治療の照射に関す
る運営を加速器物理工学部の照射装置開発室ととも
に支える役割を負っている。特に、重粒子線の線量
測定、新しい照射法における線量測定法の開発に関
しては第一義的な責任を負っている。また、重粒子
線治療全体の物理的側面におけるQA活動について
も主体的な役割を果たしている。
・HIMAC照射系線量測定の管理維持
　HIMAC治療では、エネルギーの切り替え毎に標準
状態での深部線量分布を測定し、システムの健全性
と線量モニタの安定性をチェックしている。この作
業から得られたデータのチェックを医学物理側で
行っており、日常的にその精度を管理している。今
年度には、眼の治療において水平垂直照射の実現、
積層照射の臨床試行実現などの新しい治療にたいし
ても線量維持管理を行ってきた。
・HIMAC-QAシステムの運営
　日常の治療実施時に発生する様々の問題を中心に
なって解決している。これらの問題を整理し定期点
検時に装置の改良改善を行っている。また、これら
の活動を第３者としてのネットワーク会議のＱＡ分
化会に報告している。今年度は、放射線治療品質管
理室を立ち上げ、Ｘ線・重粒子線治療のＱＡ活動を
組織化した。
・医療用線量標準の維持と配布
　放射線治療においては標的に処方線量を精度良く
照射することが要求される。線量のＱＡには線量計
が高精度に較正されている必要があり、当室ではそ
の出発点となる医療用線量標準（２次標準）を産業
技術総合研究所の線量計国家標準（１次標準）から
移し変え維持している。今年度から、この校正事業
を財団に移行させ、これらの移行が円滑に行われる
ように技術指導を行っている。
　今年度は、効率よく占領標準の維持とさらに標準
照射場を確立するためにＣｏ照射装置の更新を行っ
た。

(2）治療システム開発室
　治療システム開発室は重粒子線治療において、治
療計画案の策定および治療補助具の製作を業務とし
て行うとともに、それに関する研究開発を行ってい
る。
　重粒子線治療は平成17年度においては、延べ400

3.5.5.2 医学物理部
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名以上の患者を治療し、これに伴うルーチン業務と
して治療患者の固定具製作、治療計画案策定、補償
フィルタ製作、テンプレート製作を行ってきた。
　さらに、今年度は、眼の治療においてＥＹＥＰＬ
ＡＮから汎用治療計画装置の粒子線拡張版Ｘｉｏの
使用を開始した。
　当室は上記の業務を遂行しながら、単独または病
院、加速器物理・工学部、医療情報室などセンター
内の部、室と共同で、重粒子治療の円滑な推進とそ
の高度化をはかるための研究・開発を遂行している。

(3）診断システム開発室
　診断システム開発室は、画像診断棟を利用する研
究者の研究活動の補助を主目的とし、画像診断棟の
ネットワーク、画像解析室の運用管理を行っている。
画像解析室の利用者は所内外を含め、徐々に増加し
ている。また画像解析室に設置されている機器類も
約30台程であるためテクニカルスタッフ１名に現
場業務を担当させている。
・画像診断棟ネットワークの運用管理
　画像診断棟には、PETネットというPET装置群が
接続されているプライベートネットワークがあり、
このプライベートネットワークと診療系ネットワー
ク間にはファイア・ウォールを設けて、セキュリ
ティを確保している。このファイア・ウォールの管
理・監視を行った。
　また、画像診断棟、脳研究棟等で発生したコン
ピュータウィルスに対して利用者への一次対応を
行った。また問い合わせも数件あり、対応を行った。
　この他、利用者のコンピュータの使用環境設定な
どをサポートした。
・画像解析室の運用管理
　画像解析室では、研究系、診療系、PETネットと３
系統のネットワークが扱える端末があり、特に診療
系、PETネットに関しては、患者データが保管され
ている機器が数多くあるため、安全管理の観点から
端末にアクセスする利用者の管理を行った。
　さらに、画像解析室に設置してあるサーバ及び利
用端末の維持・管理を行った。サーバ等はデータの
バックアップ、ログの監視等を行い、端末について
は、利用者の要望に応え、その作業環境変更や設置
等を行った。この他、画像診断棟を紹介する所内外
向けホームページの作成・更新を行った。
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１．短寿命放射薬剤製造業務
　本年度も、サイクロトロン棟内の二つのホットラ
ボ室と、画像診断棟のホットラボ室を合わせた三つ
のホットラボ室を利用して短寿命放射性同位元素の
製造、標識及び製剤化に関する業務を行った。
　本年度に製造した標識化合物の種類、生産量、診
断提供量及び実験提供量を表１に示す。製造した短
寿命放射性薬剤は、がん診断（メチオニン、ＦＤＧ）、
脳機能測定（ラクロプライド、DAA､FLB457など）
の臨床利用、サル、ウサギなどの動物実験（FLB、BTA、
ラクロプライドなど）、校正用ファントム線源（ＦＤ
Ｇなど）植物実験（H215O、38K+）等に提供した。また、
新規薬剤製造法研究、高比放射能化研究等のために
も短寿命放射性同位元素が製造された。
　本年度は、文部科学省の分子イメージング研究プ
ログラム「PET疾患診断研究プログラム」に関連し
て、その研究拠点としての機能を充実させるために、
サイクロトロン棟の第二ホットラボ、試薬調製室、
セミホットラボの一部を改造してクリーンルーム化
を行った。これにより、臨床用の放射薬剤が、より
安全に製造されることが期待される。また第２ホッ
トラボでの薬剤製造を画像診断棟の放射薬剤製造設
備のシステムと統合すると共に、多核種対応型汎用
合成装置を第2ホットラボのホットセルに２台導入
した。またRI生産照射室のC2コースを更新しRI生
産能力、放射性薬剤の生産能力共に向上を図った。
またこの工事と平行し、第一ホットラボ、セミホッ
トラボ、RI生産照射室、調剤室、自動合成装置開発
室、電気機械室、直線照射室の壁、床、天井の改装
及び空調等大幅な改装工事も行った。また改装に
伴ってクリーンベンチ、ドラフト、真空デシケータ
などの設備についても充実させた。
　本年度の[18F]FDG受託試験は、242検体（79施設
分）について実施した。

２.　画像診断・探索研究棟保守管理業務
　画像診断棟内の諸施設は、医療施設、放射性薬剤
製造施設及びクリーンルーム、研究施設、一般施設
が設置されており、施設の良好な環境を維持するた
め、１）空調設備運転保守管理、２）衛生設備運転
保守管理、３）電気設備運転保守管理、４）防災設
備運転保守管理、５）自動制御設備運転保守管理、
６）各設備機器類の定期点検、などの業務を行った。
本施設設備点検を行った結果は、良好であったが、 

　一部､５月の空調機定期点検で、空調用チラー２
台の内、１台のコンプレッサーより異音が生じてい
る事が発見された。至急修理を行うことを計画した
が、空調の熱負荷が大きい時期であるため､チラー
を停止しての修理が行えず熱負荷の少ない10月に
修理を行った。
　画像診断棟運用開始から６年余り経過し、老朽化
を考慮し、残りのチラーのコンプレッサーについて
は、次年度に交換を行うこととした。
　一方、装置用チラー(サイクロトロン冷却用)に
ついて、予備機がないため、故障停止した場合、患
者診断に重大な影響をおよぼす可能性が大きいため、
予備機の増設を12月に行った。
　また、ホットセル系排気ダクトに風速検知器を設
置し風速が確認出来るようにした。

探索研究棟保守管理業務
　探索研究棟では、霊長類実験動物飼育施設、NMR
施設、化学実験施設、細胞培養施設などの実験施設
があり、本施設の設備管理は、一般施設と較べより
細かな調整が必要である。施設の良好な環境を維持
するため、１）空調設備運転保守管理、２）衛生設
備運転保守管理、３）電気設備運転保守管理、４）
防災設備運転保守管理、５）自動制御設備運転保守
管理、６）各設備機器類の定期点検、などの業務を
行った。
　本施設設備点検を行った結果は、良好であったが、
１）フィルターユニットに差圧計が設置されておら
ず、フィルターの目詰まりが確認できない。2）空調
用室外機が設置されている屋上に上水の供給が無い
ため、室外機の洗浄が行えない等の施設の不備が２
件見つかった。この2件の不備について、フィッ
ターの差圧計については、２月に施工を行い、屋上
上水供給については、３月に化学実験室系統の給湯
設備の一次側より分岐し、屋上までの供給ラインを
確保した。

3.5.5.3 画像医学部（放射薬剤製造、画像診断棟・探索研究棟管理関係）



-175-

表１．平成１7年度に製造した標識化合物および生産量

動物供給量
GBq　　　(回数)

診断供給量
GBq　　　(回数)　　　(人数)

生産量
GBq　　　(回数)化学形核種

(1)0.185(4)(3)3.487(4)5.332DOPA11Ｃ
　　(20)(19)18.74(19)57.536DASB　
(9)1.99(29)(29)69.033(32)116.262DAA　
(26)11.693(37)(27)12.565(60)185.662FLB　
(12)14.304(21)(21)55.77(25)114.98MP4A　
(12)22.03　　　(13)45.902MP4P　
(21)7.809(20)(20)26.526(23)55.04BTA
(14)6.403(17)(16)5.815(19)47.12SCH　
　　(1)(1)0.779(1)2.45Ro4513
　　　　　(23)83.199Ro1788　
(45)21.44(90)(60)24.32806(100)189.765RAC　
(2)0.982(4)(4)3.071(6)17.966WAY　
(14)5.855(4)(4)1.517(15)51.543PE2I　
(12)5.279(23)(13)5.695(22)79.397NNC
(1)0.735　　　(7)21.89IRES
(1)1.28(7)(7)9.509(11)25.85AcL703　
(11)23.46(8)(8)27.016(18)79.58VER　
　　　　　(1)2.94アラニン
(22)8.805　　　(23)21.081MNPA
　　　　　(3)1.356EAA
(1)0.289(619)(231)533.334(245)1206.81MET　
　　　　　(61)13.3661C2H5I　
　　　　　(67)39.1608CH3I　
　　　　　(81)117.842その他　

(206)163.019(904)(463)797.1851(879)2582.03合計　
　　　　　(0)0NH313N
(2)6.744　　　(40)241.314H2O15O
(33)15.8228(255)(103)144.837(100)322.336FDG18F
(26)8.377　　　(32)27.1825FEtDAA

　　
　

　　　　　(3)0.706SPARQ
(38)9.597　　　(86)66.09938F-

(97)33.7968(255)(103)144.837(221)416.3239合計
　　　　　(5)1.40934mCl-34mCl
　　　　　(26)12.1794K+水溶液38K
　　　　　(4)0.5791Cu61Cu
　　　　　(6)2.017Cu-ATSM
　　　　　(10)2.5961合計
　　　　　(2)0.342CuⅡ62Cu
　　(4)(4)4.345(7)8.24CuⅡ-ATSM
　　(4)(4)4.345(9)8.582合計
　　　　　(2)0.34162Zn+62Zn
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