
Ⅰ．概 要 

 

 

Ⅰ．独立行政法人放射線医学総合研究所の業務内容 

(1)目的  

放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の

予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関す

る研究開発等の業務を総合的に行うことにより、放射

線に係る医学に関する科学水準の向上を図ることを目

的とする。 

（独立行政法人放射線医学総合研究所法第3条） 

(2)業務内容  

当法人は、行政法人放射線医学総合研究所法第３条

の目的を達成するため以下の業務を行う。  

①放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の

予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関

する研究開発を行うこと。  

②前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活

用を促進すること。 

③研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発

を行う者の共用に供すること。 

④放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の

予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関

する研究者を養成し、及びその資質の向上を図るこ

と。 

⑤放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並び

に放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、及

びその資質の向上を図ること。 

⑥第１号に掲げる業務として行うもののほか、関係行

政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼し

た場合に、放射線による人体の障害の予防、診断及

び治療を行うこと。 

⑦前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

（独立行政法人放射線医学総合研究所法第14条） 

 

Ⅱ．研究開発 

(1)  放射線に関するライフサイエンス研究領域 

重粒子線がん治療研究に関しては、 

①粒子線がん治療の高度化に関する研究 

②次世代重粒子線照射システム開発研究 

③放射線がん治療・診断法の高度化・標準化に関する

研究 

放射線治療に資する放射線生体影響研究に関して

は、 

①放射線治療に資するがん制御遺伝子解析研究 

②放射線治療効果の向上に資する生物学的研究 

 

③網羅的遺伝子発現解析法の診断・治療への応用に関

する研究 

分子イメージング研究に関しては、 

①腫瘍イメージング研究 

②精神神経疾患イメージング研究 

③分子プローブ・放射薬剤の研究開発 

また、これらの研究開発に関して、成果の普及及び 

応用を行うとともに、知的財産の権利化への組織的 

取り組み強化を行った。 

 

(2) 放射線安全・緊急被ばく医療研究領域 

放射線安全研究に関しては、 

①放射線安全と放射線防護に関する規制科学研究 

②低線量放射線影響年齢依存性研究 

③放射線規制の根拠となる低線量放射線の生体影響機

構研究 

④放射線安全・規制ニーズに対応する環境放射線影響

研究 

緊急被ばく医療研究に関しては、 

①高線量被ばくの診断及び治療に関する研究 

②放射線計測による線量評価に関する研究及びその応 

用を行った。また、これらの研究開発に関して、放

射線に関する知的基盤の整備に努めた。 

 

(3)基盤技術の研究、共同研究、萌芽的研究 

放射線に関するライフサイエンス研究領域及び放射

線安全・緊急被ばく医療研究領域の研究の専門的能力

を高め、基盤的な技術を提供するための基盤技術の研

究、研究の活性化を図るため、理事長の裁量による研

究として、萌芽的研究・創成的研究を行った。上記研

究開発について、詳しくは、P70～72に記載しているの

で参照されたい。 

 

Ⅲ．運営業務 

[１]研究成果の普及及び成果の活用の促進 

(1)広報活動と研究成果の普及 

①成果の発信 

・放射線防護研究センターシンポジウム、重粒子医科 

学センターシンポジウム、分子イメージング研究セ 

ンターシンポジウムを開催し、各シンポジウムの成 

果を報文集にまとめて広く配布した。 
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②広報活動の拡充 

・ホームページで公開中の各種情報（プレス発表、研

究活動・成果、HIMAC共同利用研究、データベース、

図書・刊行物など）をより判りやすく表示するため、

内容の刷新、組み替え、写真更新等を行った。平成

20年度には、3,194回の新規掲載や更新を行ってい

る。特に、プレス発表の項に 近の成果・トピック

スを新設し、タイムリーに情報発信ができるよう改

善した。また広く人に優しいホームページを目指し、

視覚障害者向けの音声付きページの構築作業を行

っている。 

・研究事業の他に、治療相談や人材育成、緊急被ばく

医療ダイヤルなど研究所が行っている多くの社会

貢献活動について、これらの活動全体が一目で分か

るよう“放医研の社会貢献”のページを企画し、公

開した。 

・ホームページに表示するデータベースを構築した。

本年度構築したデータベースは、イベントデータベ

ース、放医研ニュース目次データベース、放射線科

学目次データベース、講演会参加者管理（ウエブ申

請）、プレス発表データベース、取材データベース

などである。 

・新聞を毎日点検し、科学的な発表や放医研に関連し

た記事を収集し、データベース化した。本年度に追

加した新聞記事件数は2,939件、データベース内の

記事総数は22,990件にも上り、関連知識の増強と

リスク管理に寄与した。 

・プレス発表実績については、総計が27件、その内

研究成果は13件であり、当所の研究や業務等の活

動成果を広く社会に報せた。 

・放医研ニュースを12回、放射線科学を12回発刊し 

た。放射線科学については特に、各センター横断的 

な研究や業務成果についての特集記事を企画・掲載 

し、写真・図版を随所に取り入れるなど分かり易い 

誌面作りに努めた。 

・市民公開講座を2回開催した。 

第13回市民公開講座（132名参加）、第14回市民

公開講座（101名参加） 

・一般講演会を2回開催した。 

第10回一般講演会（398名参加；丸ビルホール、

東京都千代田区）、 第11回一般講演会（241名参

加；常陽藝文ホール、水戸市） 

・公開講座、一般講演会については、自主的にリーフ

レットを企画・作成するとともに、積極的な広報に

よって、来聴者数を十分なレベルに保った。 

・放医研要覧を2回改訂し増刷した。放医研概要に

ついては3回改訂し増刷した。 

 

・放医研紹介ビデオ英文版を改訂するため、編集作

業を行った。 

・サイエンスキャンプを1回開催した（20名参加）。 

・千葉市の中学校の職場体験として、2校の中学生（計

4名）を受け入れた。 

・研究所一般公開の見学者総数は3,358名であり、

過去 高で あった。市民公開講座や一般講演会の

他、一般見学者として4,333名を受け入れ、20年

度は、総計で7,924名を受け入れた。 

・稲毛区民まつりに、放医研の概要、成果等の展示を

した。 

・研究所外部からの電話による問い合わせが増加傾向

にあり、これに対処するため、受付時の対応等記録

様式を整え、データベース化し、効率的な回答がで

きる体制を構築した。 

・研究所外部からの引用掲載・取材・講演等依頼が増

加しているため、受付時の申請様式を整え、申請か

ら許可までの手続きのルール化およびデータベー

ス化を図るなど改善し、業務の効率化を行った。 

 

(2)研究成果の活用促進 

・原著論文発表数は298報（平成21年6月9日調査：

業務実績登録システムより）。うち、職員が筆頭の

原著論文数は179報であった。  

・情報業務室の協力のもと「業務実績登録システム」

の取扱いマニュアルを改訂した。 

・特許出願件数は60件（19年度実績58件）。 

国内出願 26件のうち、放医研単独出願 は、13件、 

外国出願 34件のうち放医研単独出願 は24件であ 

った。 

・弁理士の活用については、発明の内容により、委任

する特許事務所・弁理士を選定し、円滑かつ質の高

い特許出願に努めた。 

・知的財産権、国際取引等（ライセンス契約、共同研 

究契約等）、産学官連携関係を特に専門とする弁理 

士・弁護士と顧問契約を結び、特許や契約に関する 

案件について随時相談を行い、見解を軸に他機関と 

の折衝をすすめた。所外向けホームページに研究所 

の登録特許及び出願公開特許等を掲載し、逐次その 

充実を図ると共に、技術移転、特許出願等の充実に 

も努めた。「特許情報データベース」を所内向けと 

所外向けに分けることで、所内向けホームページで 

公開する特許出願情報量を増やし研究者の特許活 

動を支援すべく、バージョン2を情報業務室と協働 

で構築し、運用を開始した。また、研究所の出願情 

報を視覚的に開示するため、出願情報に関するパテ 

ントマップを作成した。 

・JSTの研究成果展開総合データベース「J-STORE」、 
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（財）日本特許情報機構（Japio）の「特許流通デー 

タベース」により、放医研単独出願特許情報の掲載 

をし、特許情報の一層の公開に努めた。 

・技術移転等を促進するため、以下の産学連携に係わ

る会議、展示会等に積極的に参加し、特に今年度は

特許等の研究開発成果・技術を中心に、研究開発状

況、特許情報等の紹介に務めた。第7回産学官連携

推進会議）、イノベーション・ジャパン2008－大学見

本市、北陸技術交流テクノフェア、中部電力テクノフ

ェア2008 

・技術指導契約件数は3件で、収入は3,169千円であ

った。 

・受託試験契約件数は9件で、収入は17,903千円で

あった。 

・実施契約件数は特許14件、ノウハウ4件の計18件

で、収入は、特許 1,496千円、ノウハウ 900千円

であった。  

・研究試料、データ等の研究成果物の外部への提供許

可件数は35件であった。 

・知的基盤整備については、「全国表層土壌試料」約

700 試料を静岡県環境放射線監視センターに提供し

た。 

・社団法人発明協会主催の「知的財産権講座」に知的

財産室室員が受講し、知的財権の基礎から出願、ラ

イセンス等に関する知見を深めた。 

 
［２］研究活動に関連するサービス 

(1)施設及び設備の共用 

本来の研究開発業務の遂行を図り外部の使用者への共

用を積極的に推進した。 

①重粒子線がん治療装置 

・課題募集を2回、 終的に計135課題を実施した。 

・共同利用運営委員会、課題採択・評価部会において

課題の採択案を作成。平成 19 年度実施の課題につ

いて、報告書と発表会を元に全課題について評価を

実施した。 

・平成19年度研究成果報告書を作成し、全国の関係機

関や研究者に配布した。 

・HIMAC共同利用に約2300時間を提供した。 

②PIXE、SPICE等 

・PIXE 分析装置(PASTA)については、秋田県健康環境

センター、原子力安全技術センター、東京学芸大、

順天堂大、千葉大、東京大学、秋田大学、ポーラ化

成工業と共同研究を継続している。神奈川大学、ポ

ーラ化成工業との共同研究を終了した。 

・共用の実施体制を作り、静電加速器利用部会による 

マシンタイムの審査と割り振り、共実委員会による 

承認が行われた。 

・共実委員会静電加速器施設利用部会の規程を改正し、 

静電加速器施設のマシンタイムを利用部会の審議 

事項として明確にし、共実委員会にて承認された。 

・ラドン棟では岐阜大・東大・新潟大との共同研究契

約を継続している。 

・その他の各種放射線照射装置を共用施設として運用

する際の問題点等について検討を始めた。 

 

(2)人材育成 

①若手研究者の育成 

・大学等の連携強化を図り、14人の大学院課程研究員 

を採用した。 

・10大学と連携大学院契約を結び、18人の連携大学院 

生を受け入れた。 

②重粒子線治療に係る人材育成及び粒子線治療に係る

人材育成事業 

・重粒子線治療に係る医学物理士候補者を新規2名受

け入れるとともに、文部科学省の人材育成事業のた

めの講師派遣、OJT研修者受け入れ等を行った。 

③研修業務 

１）平成20年度は全課程を予定通り実施し、年間427

人を研修した。 

・医学物理コースは、より多くの受講希望者に対応す

るためカリキュラムを工夫し、講義と 実習の分離

を行いより多くの受講生が講義の受講ができ、より

専門的に学びたい受講生は実習をさらに受講でき

るようにコース設計し高い評価を受けた。具体的に

は従来の開催期間（9日間）の中に講義のみを受講

するコース（5日間コース）を新設した。 

・国からの受託業務はセミナー合計8回を実施し計画

通り推進できた。 

２）全課程においてアンケートを実施し、その結果を

講師にフィードバックし、講義内容、 実習内容の

改善を実施し、研修の質的充実を図っている。特に

緊急被ばく系研修は終了後に必ず検討会などを開

いて適宜、改善に努めている。 

３）実習環境整備として 新の遠隔サーベイメータを

導入した。 

４）研修の質的向上に資する調査研究として、放射線

防護、特に医療放射線の防護に関する 新情報の収

集とまとめを行っている。研修の質的向上に資する

研究開発として、汚染管理を容易にする高速高感度

サーベイメータを共同研究しプレス発表も行った。

他に必要に応じて実験装置、実験器具、実験の様子

を画像化し、研修生の理解を助けた。 

５）韓国との「緊急被ばく医療セミナー」 

の開催に協力した。アフリカIAEA理事国を対象と

して「放射線診断・治療研修」を開催した。 

６）海上保安庁からの｢海上原子力防災研修」(研修

生10名)を実施した。 
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また弘前大学に対して「緊急被ばく医療に関する 

研修」を実施した。 

 

(3)国際協力及び国内外の機関大学等との連携の推進 

国際対応として、特に外国人研究者の受入に当たっ

ては、外国人研究者の研究環境及び生活環境（住居探

しの付添、賃貸住居の保証人はじめ衣食住の相談等）

の改善に資する援助を展開する等、強化を図った。 

①国内外の研究究者等の交流 

・海外派遣：387名の職員を海外へ派遣した。 

・外国人受け入れ：360名の外国人を受け入れた。 

・国際会議、セミナー等の開催（11回）： 

IAEA/RCA Training Course、日仏Workshop 、KIRAMS 

セミナー、UNSCEAR Workshop、アジア太平洋地域 

ALARAネットワーク技術会合、マイクロビーム国際 

Workshop、IAEA/アフリカ集団研修、NIRS/NSCワー  

クショップ、NIRS-ETOILE joint symposiumなどを 

開催した。 

・研究協定・覚書等の締結：  財團法人張榮發基金会 

（重粒子線医療研究院）(台湾)2件、ロシア科学アカ 

デミー生物医学問題研究所（IBMP-RAS）、ブルガリ 

ア科学アカデミー太陽地球影響研究所、チェコ原子 

核物理 研究所（NPI)、フランス放射線防護原子力 

安全研究所、中国科学院近代物理研究所、中国科学 

院高能物理研究所、コロラド州立大学、韓国原子力 

医学院 (KIRAMS)、国際原子力機関（IAEA）。 

また、研究協定・覚書等に基づく人材育成研修 

を積極的に実施した。 

・国際機関に対する国内取りまとめ機関として協力し

た。 

・国内研究機関から1,868名（連携大学院生を含む）

の外部研究員等を受け入れ支援をした。 

②国内の研究機関や大学の専門家との連携 

・国内の研究機関や大学の専門家との連携によって、 

UNSCEAR 報告書ドラフトを検討し、コメントを取り 

まとめ、新規テーマ検討の支援をした。 

・UNSCEAR 会合へ専門家を派遣して、国内の研究成果 

および意見を発信し、放射線防護研究に関連する国 

際情勢に関する情報収集など国際協力推進を支援 

した。 

③WHO、IAEAとの協力 

・国際原子力防災訓練ConvEx-3にWHOの協力機関と 

して参加した。 

・WHO Consultation on Harmonization of Medical 

Countermeasures for Radiation Emergencies: 

Management of ARS/MODS に専門家を派遣した。 

（スイス、ジュネーブ） 

・WHO-REMPANのCollaborating Center に正式申請を

し、現在審査中。 

・WHO-SEAROの協力で‘NSC/NIRS workshop on medical 

response to nuclear accidents in Asia’開催し

た（WHO-SEAROおよびIAEAからそれぞれ1名出席）。 

・‘NIRS Workshop on Cytogenetic Biodosimetry for 

Asia and 46th ISTC Japan Workshop NIRS-ISTC 

Workshop on Cytogenetic Biodosimetry’をWHOの

協力の下開催した（WHOから1名出席）。 

・‘12th Coordination and Planning meeting of the 

 WHO-REMPAN Collaborating Centers and Liaison 

 Institutions‘に出席するとともに講演を行った。 

・WHO 主催の染色体を用いた線量評価国際ネットワー

ク構築のための会議に出席した。 

④アジア地域における多施設共同臨床試験実施 

・局所進行子宮頚がんに対する化学放射線治療の多施

設共同臨床第II相試験：経過観察を継続し、3年全

生存率、3 年局所制御率、正常組織の遅発性反応に

よって治療成績の評価を行った。 

・局所進行子宮頚がん（骨盤リンパ節陽性例）に対す

る拡大照射野＋化学療法の臨床試験：患者の登録を

継続し、治療の安全性、施行可能性、初期治療効果

を検討した。 

・局所進行上咽頭部がん（any T N2-3 M0およびT3-4 

N0-1 M0 の 2 疾患群）に対する化学放射線治療の多

施設共同臨床第 II 相試験：症例登録を継続した。

また治療患者の経過観察を行い、治療効果と有害反

応を評価した。 

・臨床試験の事務局として、子宮頚がんと上咽頭がん

の臨床試験に関して、各国の治療担当医から送られ

る治療データおよびフォローアップ・データを集積

し、解析を行った。 

・外部照射に関する物理的な QA/QC：フィリピンの 2

施設のQAを実施した。 

・各臨床試験の結果および外部照射のQAの結果を、イ

ンドネシアのスラバヤで開催された FNCA ワークシ

ョップで報告し、討議を行った。 

・臨床試験の結果を国内および国際学会で発表した。

子宮頸がんに関する前回の臨床試験の結果は国際

誌に投稿し、掲載された。 

 

(4)行政のために必要な業務 

①原子力防災業務（三次被ばく医療体制整備調査） 

１）被ばく医療に関する地域との連携 

・全国の三次被ばく医療機関として全国的な緊急被ば

く医療ネットワークの構築を図るため、全国の原子

力立地等道府県の自治体関係者、医療関係者、関係

省庁関係者を招聘して、緊急被ばく医療連携協議会

全体会議を開催した。 
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・地方自治体、経産省原子力安全・保安院及び原子力

安全技術センター等が主催する被 ばく医療に関す

る講演会・講習会（34件） 及び原子力防災訓練（10

件）等に専門家（延べ 56 名）を派遣し、地域関係

者に対する緊急被ばく医療の基礎知識・技能の向上

に寄与した。 

・東ブロック（8 道県）の地方自治体関係者等との連

携や緊急時における患者搬送についての検討を通

じて地域の被ばく医療体制の構築に努めた。また、

福島県、新潟県、茨城県、宮城県の二次被ばく医療

機関において、汚染・被ばく患者の受入れ方針、放

医研からの支援など具体的な協力内容を協議した。

さらに、福島県、新潟県、青森県、北海道、神奈川

県における現実的な被ばく患者搬送の検証会とし

て、患者搬送のルートの机上演習を自治体担当者、

被ばく医療機関関係者、搬送関係者等の参加を得て

実施した。 

・以下のネットワーク会議を開催した。 

[平成20年度第1回染色体ネットワーク会議] 

線量 評価訓練結果の検討、アジアにおける緊急被 

ばく医療支援体制の基礎作りとして、アジアにおけ 

る染色体ネットワーク構築に協力することの確認  

を行った。 

[平成20年度第2回染色体ネットワーク会議] 

PCCリング法による線量評価結果を検討した。 

[平成20年度物理学的線量評価ネットワーク会議]   

被ばく医療機関の線量評価、汚染評価機能の調査

結果と線量評価訓練結果の検討、各地域の二次被ば

く医療機関等に設置されたホールボディカウンタ

の線量評価精度の適正化等の確認調査（島根県、岡

山県、北海道、鳥取県、佐賀県、長崎県、鹿児島県、

静岡県、愛媛県）を実施した。 

[緊急被ばく医療ネットワーク会議] 

より実効性ある対応を行うため、会議メンバーに 

よる国の原子力総合防災訓練時に実施した所内緊

急被ばく医療訓練の視察を行った。 

[平成20年度緊急被ばく医療ネットワーク会議] 

三次被ばく医療体制整備調査の実施状況、物理学 

的線量評価及び染色体ネットワークの運用状況、国 

の原子力総合防災訓練の実施状況、放医研の放射線 

事故・事件に対する状況についての報告、緊急被ば 

く医療に関する今後の課題について検討を行った。 

・国の原子力総合防災訓練については、シナリオ作成  

段階から参加した。千葉市消防局と連携し、福島県   

から被災患者を放医研に搬送した。緊急被ばく医療 

派遣チームとして、福島県原子力災害対策センター 

に医師1名、福島県環境医学研究所に患者除染・治 

 

療を助言・支援するための医師1名、また原子力安 

全委員会緊急技術助言組織に専門家を1名派遣した。 

この訓練に合わせて、所内の緊急被ばく医療訓練、 

また、緊急被ばく医療ネットワーク会議を中心とし 

た3つのネットワーク会議メンバーへの通報連絡訓 

練、生物学的ならびに物理学的線量評価訓練を実施 

した。 

・地域の三次被ばく医療機関間（放医研、広島大学） 

の協議会を2回開催：今年度の事業計画、患者搬送 

のための机上演習の進め方、緊急被ばく医療セミナ 

ープログラム・テキストの統一化等について確認し、 

連携構築を図った。 

・緊急被ばく医療体制の構築として、昨年度導入した 

24時間対応システムを活用した「緊急被ばく医療ダ 

イヤル」を定常的に運用し、国内で発生した放射線 

事故等への対応を行った。被ばく医療情報共有シス 

テムを導入し、原子力防災訓練情報など放射線事故 

時の対応に必要な情報の集中管理と関係者への迅速 

な情報提供方法について調査を行った。 

２）緊急被ばく医療に関する原子力防災研修の実施      

原子力災害時において適切に対応するために必要

な下記の教育訓練を実施した。 

緊急被ばく救護セミナー(第67～第69回)、平成 

20年10月期緊急被ばく救護セミナー、緊急被ばく 

医療セミナー(第28～第30回)、平成20年度緊急被 

ばく医療放射線計測セミナー 

３）アジアにおける緊急被ばく医療体制の基礎作り 

アジアにおける緊急被ばく医療の先進国として、

依頼により韓国の医療従事者に対し、研修「NIRS 

Training Course for Korean Medical Professionals 

on Radiation Emergency Medical Preparedness」

を実施した。さらに、内閣府原子力安全委員会から

「放射線防護に関する国内外の研究動向に関する

調査」を受託し、アジアにおける被ばく医療ネット

ワーク構築のためワークショップ NSC/NIRS 

workshop on medical response to nuclear 

accidents in Asia 2009」を開催した。 

 

②その他緊急被ばく医療に関する業務 

[管理運営] 

・緊急被ばく医療に関する原子力防災研修や放医研訪 

問に伴う施設見学に対して被ばく医療施設を説明す

るとともに施設、設備などの維持管理を行った。 

・国、自治体等の被ばく医療関連委員会へ専門家を派 

遣し、我が国の被ばく医療体制の構築に貢献した。 

・急を要する放射線被ばく・汚染事故発生時に対応す

るため、医療及び防災関係者向けに24時間対応の緊 
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急被ばく医療ダイヤルを開設している。緊急被ばく 

医療ダイヤル番号を放医研ホームページのトップペ 

ージに掲載し、迅速化を図った。 

[相談] 

・39件の被ばく医療に関する相談があり、その一部の 

相談者については診察し、検査・測定等の対応を行    

った。 

[国際] 

・Global Health Security Initiative (GHSI)閣僚級 

会合及び関連会合に専門家として参加した。 

・12th Coordination and Planning meeting of the  

WHO-REMPAN Collaborating Centers and Liaison  

Institutions 会合に出席するとともに講演を行っ

た。 

[通報訓練] 

7月9日～11日にかけて、60以上の加盟国と10の 

国際機関が参加して行われた国際原子力防災訓練 

(ConvEx-3)に、放医研もWHOリエゾン機関として参 

加した。48時間に及ぶメールによる事故情報の発信 

を受け、それに対する返答や情報提供等の通報訓練 

を行った。 

[事件・事故対応および国民保護法に基づくテロ対応] 

・イリジウム線源の盗難事件ならびに犯人逮捕に伴う 

政府機関、自治体などからの問い合せ対応、電話取 

材、テレビ、ラジオ、新聞取材に対して専門家とし 

て助言を行った。さらに、放医研のホームページに 

「千葉県市原市イリジウム192所在不明事件につい 

て」と、その続報を載せて、国民の安全・安心のた 

めの情報発信を行った。 

・千葉県野田市夜光塗料会社の放射性同位元素（ラジ 

ウム226）の敷地内放置事件への対応で放医研ホー 

ムページにラジウム226についての情報を掲載した。 

・洞爺湖サミットにおいて、厚労省の依頼により核テ 

ロ等の緊急時発生に備えて、現地に専門家、資機材、

治療薬を配置した。 

・（独）国際協力機構（JICA）より、中国西部大地震被 

害に対する救援活動に派遣された隊員の放射線被ば

くにかかわる検査及び診察の依頼があり、39名の問

診および検査を行った。 

・放射性物質を含むベークライトの不適切管理への対 

応のため、被ばく医療ダイヤルによる相談、ベーク

ライトからの放射線測定による線量評価を行った。 

・某企業で発生した放射性物質による体表面汚染事故 

対応として診断・線量評価を行った。 

③実態調査 

１）過去の被ばく事故例追跡、実態把握  

・トロトラスト沈着症例に関する実態調査  1名 

 

・ビキニ被災者の定期的追跡調査      6名 

（大動脈瘤、大腸がんにより2名死亡） 

２）JCO 事故関連周辺住民等の健康診断及び健康診断

結果相談会に職員を派遣した。  

・JCO事故関連東海村・那珂市周辺住民等の健康診断 

・JCO 事故関連東海村・那珂市周辺住民等の健康診断

結果相談会 

 

［３］その他業務運営の効率化等 

(1)研究組織の体制のあり方 

・２部、3室、5センターの体制の枠組みの中で継続的 

に業務を遂行した。また、平成20年度は独法整理合 

理化計画の要請に基づき、那珂湊支所の廃止のため 

の検討を行い、平成21年度の予算措置を図った。さ 

らに海外トップレベルの研究者、および研究者の推 

薦する若手研究者、放医研若手研究者が協力して国 

際レベルの研究を実施するための体制および環境と 

して国際オープンラボラトリーを構築した。 

・那珂湊支所廃止作業準備室において、廃止までのス 

ケジュール等の検討を実施した。現地検査、RI施設・ 

核燃料物質使用施設の使用状況をヒアリングし、平 

成22年度の廃止に向けての予算措置を検討した。 

・前年度に引き続き、任期制短時間勤務職員の採用権

限付与やセンター長調整費の配分を行い、センター

長の裁量による研究活動が進められた。また、分任

契約システムやクレジットカード決済の導入等、裁

量権拡大の検討を行い、これらについては運用を開

始した。 

・短期間で一定の研究成果が期待される分野を構築す

る必要が出てきた場合においては、速やかに対応す

ることとした。原子燃料再処理工場の稼働を受けた

複合障害（熱傷＋RI汚染）への対応を喫緊の課題と

判断し予算化の要求を実施した。 

 

 (2)企画調整機能・資源配分機能の強化、組織運営・

マネジメントの強化 

・企画調整機能、組織運営・マネジメントの強化の一

環として理事長を中心として両理事、企画部長、総

務部長等をメンバーとしたミーティングを毎朝実

施し、情報の共有、合意形成、指揮命令の迅速化な

どを展開した。さらに企画部、総務部の課長層の定

例会議を発足させ課題共有、解決策の議論、報告の

徹底などを図り業務運営部門の連携を深めた。 

・企画部に経営企画主幹を置き、全所的議論にもとづ

く中長期ビジョンを見据えた経営戦略の立案、研究

成果の普及・活用等の強化を進めた。その後も本ビ

ジョンの校正を続け「放医研2030」として完成させ 
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た。さらに今年度発生した「研究費の不適切な手続

き」問題に関して徹底的な状況評価、原因究明、抜

本的対策を立案し、放医研の立て直しを図った。ま

た、同時並行で運営改善委員会を設置し、外部有識

者を交えて、かつ多くの職員の参画の元に種々の改

善提案を収集し吟味し具体的な施策を実施した。 

・予算執行の適正化のため、予定されていた大型調達

の執行状況調査を継続した。さらに大規模な役務契

約に関しては検討会を実施し、業務内容の精査、コ

スト削減案の検討を実施し資源の有効活用を心が

けた。加えて毎月、予算の執行状況（計画との差額、

残額等）を実施責任者に知らしめ適切な執行を促し

た。執行にともない発生した予定外の支出に対して

ヒアリングを実施し、必要性、緊急性を重点的に考

慮し予算の追加配算を実施した。 

・放射線医学総合研究所運営改善委員会において、抜

本的な運営改善を図るため、外部有識者を交えた議

論を行った。加えて所内有志をタスクグループとし

て組織化し、個々の問題の議論を深め、具体的施策

を提案し、その実施のための準備を行った。 

 

 (3)効果的な評価の実施 

・過去2年間の評価を総括し、内部評価体系を改善し

た。具体的には業務運営/基盤技術センター専門部

会を専門性に応じて2分割し、特に業務運営に係る

評価については全員が外部有識者からなる部会を

構成し、より客観的・透明性の高い評価を実施した。

また、評価基準に「成果を期待できない」という評

価を加え、より重要度の高い研究に重点化する基準

とした。 

・スキルアップのため、文部科学省等が主催する複数

の研修に評価事務担当者を参加させた。 

・業務運営に関する評価については、業務・マネジメ

ントに関する専門家（民間、独法や大学の運営関係

者、法曹界、マスコミ経験者（知財管理））を評価

者として、社会的傾向や専門的な視点からの評価を

受け、意見を評価結果へ適切に反映した。 

・平成19年度の財務データをもとに、費用削減、生産

性向上、外部収益獲得、安全性（健全性）把握、の

4 つの指標からの分析を試みた。主な分析として、

行政サービス実施コスト分析、目的積立金分析、運

営費交付金外部収益率分析等を実施した。 

 

 (4)管理業務の効率化 

・アクションプランの立案・推進 

平成20年6月、研究所の業務運営上の問題を抜本的 

に見直すため、職員の意識改革、業務の効率化等を 

 

進める運営改善委員会・改革実行委員会を設置、同 

10月にアクションプランをとりまとめた。これに伴 

い、従来の効率化アクションチームの活動は発展的 

に終了した。 

・各部門の連携及び管理業務の効率化 

 アクションプランに基づき、情報の共有のために 

所内ホームページの活用（職員の写真掲載を含む部 

門毎の朝礼の実施等により連携の促進を行った。 

業務の効率化に関し、複数年契約の実施等契約業務 

の効率化・効果的な検収体制の整備を行った。今後、 

業務マニュアルの見直しや業務の棚卸しを進め、よ 

り一層の効率化を図る。また、研究管理部門におけ 

る業務の見直しも進め、例えば、役務契約の見直し 

の結果、前年とほぼ同じ作業内容の19業務に関し、 

平成21年度契約額で1,700万円の削減を果たした。 

・分任契約担当役の新設及びクレジットカード決済の 

導入等による会計事務の効率化について、規程等を 

改正し、新たな分任契約担当役を設置した。現在、 

同制度定着のための管理部門による研究現場の支援 

活動を実施中であり、平成22年度からは全所におい 

て分任を実施する予定である。クレジットカードの 

利用については、利用マニュアルを整備し、職員に 

対する説明会開催等の準備を経て、平成21年4月か 

ら運用を開始する。 

・総務業務の簡素化、意思決定の簡素化・迅速化につ

いて、アクションプランに基づき、運営連絡会議の

運営を改善し、意思決定の迅速化を進めた。今後、

業務の棚卸し、業務マニュアルの見直しをさらに進

めていく予定である。 

 

 (5)国際対応機能 

・3つの国際オープンラボの立ち上げ支援をした。 

・外国人研究者などとの交流のための国際オープンス

ペースの部屋整備を進めた。 

・他機関の国際部門との連携・協力の推進と国際情報

の共有・収集を進めた。 

・政府機関（外務省、文部科学省、原子力安全委員会）

との緊密な関係を維持し、海外での動向を正確かつ

早く把握しそれらの情報を職員への徹底を進めた。 

・外国人来所者360名への対応をした。 

・外国からの26件の医療相談へ対応した。 

・英語表記の外国人向けホームページを適宜アップデ

ートした。 

・「退職後出国する外国人職員の住民税納付についての

伺い」を関連5法人の国際部門に調査の依頼をし、

放医研における外国人職員の住民税納付の方法を

検討した。 
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・外国人職員へのサービスの向上を計る目的で、外国

人職員・受入研究員を対象としたアンケートを実施

し、その回答結果を解析した。 

 

(6)緊急被ばく医療業務の効率化・適正化 

  運営企画ユニットがセンターの事務局として、研究 

者、事務局の連携を図り、効率的な業務の運営を図っ 

た。また、緊急被ばく医療に関する調査等については、 

文部科学省、内閣府原子力安全委員会からの委託研究 

を受託し、集中的に資金を投入することに努めた。 

①人事交流、研究交流、情報交換 

・我が国の緊急被ばく医療体制構築を効率的に実施す

るために、他の医療機関（杏林大学医学部、自衛隊

中央病院放射線科）から2名の医師を、また日本原

子力研究開発機構から保健物理の専門家1名を受入

れ、被ばく医療体制の充実と効率化を図った。 

・弘前大学と緊急被ばく医療に関する協力協定を締結

し、それに基づいて、同大学医学部保健学科（看護

師、診療放射線技師、理学療法士）教員に対する講

習会を実施した。  

・WHO / IAEA国際原子力防災訓練(ConvEx-3)にWHOリ

エゾン機関として参加し、通報訓練を行った。 
②三次被ばく医療機関の業務としての3ネットワーク  

会議の運営の効率化と被ばく患者受入の協力機関と 

の効果的連携の構築 

・染色体ネットワーク会議では、後継者の育成、線量

評価実施訓練、研究成果の国際化を目指した国際シ

ンポジウム開催等により、実効性を高めるための検

討を行った。  

・物理学的線量評価ネットワーク会議では、被ばく医

療機関の線量評価、汚染評価機能の調査結果と線量

評価訓練結果の検討を行った。また、各地域の二次

被ばく医療機関等に設置されたホールボディカウン

タの線量評価精度の適正化に関する調査を継続した。  

・国の原子力総合防災訓練にあわせて、染色体及び物

理学的線量評価ネットワーク会議がそれぞれ模擬

試料を各施設に配り線量評価訓練を実施した。 

・緊急被ばく医療ネットワーク会議では、より実効性

ある対応を行うため、会議メンバーによる国の原子

力総合防災訓練時に実施した所内緊急被ばく医療訓

練の視察を行うとともに、3つのネットワーク会議関

係者への通信連絡訓練を実施した。また、放医研が

年度内に対応した放射線事故・事件について報告し、

緊急被ばく医療に関する今後の課題について検討を

行った。 

・患者発生時に迅速に対応できるように、現実的な患 

者搬送・受入れのシナリオを検討するため、医療関 

 

係者、搬送関係者、自治体関係者等による机上演習 

を実施し、搬送先及び搬送手段を確認した（福島県、 

新潟県、青森県、北海道、神奈川県）。被ばく患者 

受入れに関する協力協定を行っている機関に対して、 

放射線測定機器のメンテナンスを実施すると共に講 

習会を行って効果的な連携に努めた。また、新たな 

機関との協力協定のための交渉に努めた。 

③アジアにおける被ばく医療の先進国としての情報  

発信 

・韓国原子力医学院（KIRAMS）からの要請に応じて韓

国の医療関係者に対する緊急被ばく医療研修を行い、

緊急被ばく医療情報の発信に努めた。 

・アジアにおける被ばく医療の先進国として、アジア

地域を含めた海外で行われたWHO-SEAROとインドネ

シア厚生省による緊急被ばく医療関連講習会及び防

災訓練に専門家を派遣した。（スラバヤ/バリ島） 

・アジア諸国及び国際科学技術センター（ISTC）加盟

国の染色体異常解析による線量評価の専門家が一

同に会した染色体国際ワークショップ「NIRS 

Workshop on Cytogenetic Biodosimetry for Asia and 

46th ISTC Japan Workshop NIRS-ISTC Workshop on 

Cytogenetic Biodosimetry」を開催した。 

・放医研と内閣府原子力安全委員会の主催で、アジア

における被ばく医療ネットワーク構築のための国

際ワークショップ「NSC/NIRS workshop on medical 

response to nuclear accidents in Asia 2009」を

開催した。 

・WHO Consultation on Harmonization of Medical 

Countermeasures for Radiation Emergencies: 

Management of ARS/MODS に専門家を派遣した 

（スイス、ジュネーブ） 

・「Japan-United States Chemical and Biological 

Collaboration Conference」において、JCO臨界事故

について講演した（東京）。 

・日本、中国、韓国からの専門家が出席し開催された

厚生労働省「災害医療に関する国際パネルディスカ

ッション」にて講演した（東京）。 

④安定的な資源配分の確保 

上記業務の推進に当り、外部資金として「三次被ば

く医療体制整備調査」（文部科学省委託）を受託し、ネ

ットワーク会議の活動を積極的に広報し、効率的な運

用を行うとともに、被ばく患者受入の協力機関とのさ

らなる効果的連携の構築に努めた。また、「放射線防護

に関する国内外の研究動向に関する調査」（内閣府原

子力安全委員会委託）を受託し、アジアにおける被ば

く事故事例及びその対応に関する知見を共有するため 

のワークショップを開催し、アジアにおけるネットワ 
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ークの構築に努めた。 

⑤その他 

・緊急被ばく医療センターが管理する救急自動車の維

持管理を行うとともに、緊急被ばく医療研究センタ

ー及び重粒子医科学センターの職員（27名）が稲毛

消防署において救急自動車の運転中の注意事項、道

路交通法について講義を受けた後、ストレッチャー

の取扱い方法について実施訓練を受け、緊急時の対

応に備えた。 

    国等の以下の委員会に委員等として参加協力した。 

・内閣府 原子力安全委員会専門委員 

・内閣府 原子力安全委員会 緊急事態応急対策調査委    

員会委員  

・厚生労働省 電離放射線障害の業務上外に関する検 

討会委員 

・内閣官房 NBCテロ対処に関する内閣官房危機管理 

監アドバイザー 

・厚生労働省 健康危機管理部会委員 

・経済産業省 総合資源エネルギー調査会臨時委員会 

委員 

・東京消防庁 特殊災害支援アドバイザー 

・第12回放射線事故医療研究会に講師、パネリスト 

・平成20年度第1回及び第2回NBC災害・テロ対策研修 

講師 

・Global Health Security Initiative (GHSI)閣僚級

会合及び関連会合専門家 

 

(7)研究病院の活用と効率的運営 

・診療収入については、対前年度、入・外合計で、約

6,200万円の増加となった。 

・審査減については、前年同様引き続き0.06%～0.07%

の減で推移している。 

・電子カルテについては、AMIDASのバージョンアップ 

を実施し、診療データの有効利用を目指し、シング 

ルサインオンや患者選択の連動機能を新たにOpen 

 Source Software として開発した。 

・適材適所の人材の配置について、第3治療室長を配

置し、重粒子線治療患者のための検査・治療計画等

のスケジュールを調整する体制を整え、先進医療、

臨床研究をより効率的に行った。その結果、重粒子

線治療の先進医療・臨床研究の治療件数が対前年度、

59件の増加となった。 

  
(8)技術基盤の整備・発展 

①研究基盤技術業務 

・「第4回技術と安全の報告会」及び「第2回共用施設 

(PASTA&SPICE)共同研究成果報告会(第3回静電加速 

 

器利用ワークショップ)」を開催した。 

・平成20年度放射線医学総合研究所技術報告書（NIRS  

Technology, Vol. 2）を発刊した。 

・NASBEE、PIXE、SPICE、γ線棟γ線照射室その他照射 

設備等を用いた実験のための環境整備を行った。 

・平成20年度版「放射線医学総合研究所 共同実験機

器・施設」の紹介パンフレットを作成・配布した。

共実機器基礎講習シリーズ①として、「液体シンチ

レーション・カウンタ基礎セミナー」を開催した。

今後、定期的に開催する予定である。 

・ 「保健物理学会ラドン測定標準化部会に出席し、産 

業総研のみならずラドン研究の主力となっている 

大学等と協力関係を構築した。 

・理研BRC、熊大CARDへの寄託予定の9系統のうち 

7 系統について必要胚数を確保し、所内手続きおよ

び寄託先との調整が完了したので順次寄託作業を

開始した。 

・当所で維持、生産されているマウス系統について、 

より高品質なマウスの安定供給を行える体制を整 

備するため高性能の飼育ラックを導入し、体制を整 

備した。 

・ 当所で維持・生産している15近交系マウス系統に

ついて、18座位のマイクロサテライトマーカーによ

る独自の遺伝学的モニタリングシステムを確立し

た。 

・当所で維持・生産されている15近交系マウス系統の

うち 10 系統マウスについて胚の凍結→融解→移植

→分娩までのデータを得た。 

・アイソレーターのステリルロックの内蓋について金

属製の止具を試作し、実用性を検討した。1 年 3 ヶ

月間は無菌状態であることを確認し、更に期間を続

行中である。 

・アウトブレッド系としてICR 系、ddY 系、インブレ

ッド系としてBALB/c、C3H/He、C57BL/6系マウス間

で比較検討した結果ICR系に喰殺が多発することが

分かった。 

・C3H/Nrs マウスについて高品質化生産マウスを作出  

し、約2,500匹を所内へ供給した。 

・酵素抗体法を用いたCAR bacillusの診断技術の導入

のため、理研と共同研究を進めており、培養細胞を

用いた菌増殖の条件検討を行っているが、 適な条

件設定までには至っていない状況にある。 

・自然発症腎がんラット(Ekerラット)の系統維持動物

において、腎臓の動脈を主体とした病変（動脈壁の

肥厚や炎症など）を呈する個体が散見された。この

腎臓変化は高血圧モデル動物と同様に高血圧状態

ないし循環系の異常を呈していたことが主要因で、 
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生じたものと診断した（動脈・細動脈性腎硬化症）。

この腎臓病変に関与していると思われる血液検査

の実施、さらに他の自然発症病変ついて病理組織学

的な解析を行っている。またこの系統の血液検査値

のデータ収集を行った。 

・動物実験委員会にて動物実験計画書等の審査を着実

かつ適切に実施した。また動物実験関係者を対象と

して、定期的教育訓練を放医研内部講師（実験動物

開発・管理課職員）および外部講師にて行った。動

物実験者の登録システムの改良を行い、管理の効率

化を図った。さらに動物実験関係の情報公開を行っ

た。 

②情報業務 

１）情報システム基盤の安定的な運用・維持に関する

こと 

イ．電子計算機ネットワーク・システムの開発・整備 

及び維持・管理に関すること 

・計算科学を推進するクラスタ型コンピュータ III

（各種シミュレーション等で使用される）の更新を

行った。 

・ユーザーのホームディレクトリやデータ類を保

存・管理するNFSサーバ、外部向けWebサーバおよ

び外部向けFTPサーバ等で構成されるファイルサー

バIIIの更新を行った。 

・ネットワーク・システムの全体構成の研究系、ヒ

ト研究系、診療系の3階層化に向けて、現状調査か

らネットワーク構成の設計、テスト、ヒト研究系用

ネットワークおよびサーバ類の整備、ユーザー向け

コンテンツの整備、ユーザー機器の新ネットワーク

への移行支援等、ネットワークの切り替え作業を行

った。 

・NIS+(ユーザー管理、ホスト管理)に替わる次期管

理システムLDAPへの移行を段階的に実施し、 終

年度としての今年度は主にコンピューティングサ

ーバ群を中心に全ての移行を完了した。 

・所外におけるメール利用環境の整備、運用・管理

の改善およびセキュリティ強化のため、商用版Web

メールシステムを導入し、運用を開始した。 

・運用・管理の改善、可用性の強化および省電力化

を図るため、研究系サーバ群の一部を仮想サーバ

へ移行した。 

・会議室予約システムのユーザインターフェースお

よびデータベースの設計等を見直し、改造を行っ   

た。 

・「大型プリンタ予約状況管理システム」を新規に開

発し、運用を開始した。 

・「旅費システム」で利用されている商用ソフト「駅 

すぱあと」の現行バージョンサポート打ち切りに伴

い、新バージョンへアップデートした。また、併せ

てサーバの更新も行った。 

・研究系ユーザーの管理・運用の見直しに伴い、Web

アプリケーションおよびデータベースの改良、開

発を行い、利便性および保守性等の向上を図った。 

・システム障害履歴とそれぞれの障害への対応、解

決方法等を管理する「システム障害履歴管理シス 

テム」を開発した。また、「ネットワーク監視シス

テム」の改良を昨年度に引き続き行った。 

 

ロ．電子計算機ネットワーク・システムの運用及び利

用の推進に関すること。 

・情報セキュリティ強化のため、ユーザアカウント

の発行ルールを見直し、運用方法および管理ツー

ルの変更を行った。 

・情報セキュリティ強化のため、ファイル共有（N

ドライブ）の構成および利用者管理の方法を見直

し、運用方法の変更を行った。加えて利用者管理

用ツールを新規に開発し運用を開始した。 

・個人情報データベースの運用改善のために、デー

タベースの正規化による改造を行った。これに伴

って関連する採用等申請システム、住所申請シス

テム、業務実績登録システムの改造を行った。 

・昨年度開発・運用開始した特許データベースの機

能追加のためのシステム改造を行った。 

ハ、電子計算機ネットワーク・システムのセキュリ 

ティに関すること。 

・ユーザアカウントの発行ルールの見直しに伴って、

ユーザー新規登録・継続利用申請および管理方法

を見直し、申請・管理システムの改訂を行った。 

・第1会議室、第2会議室、重粒子治療推進棟大会

議室等に設置している無線LANのデータ通信を暗

号化し、セキュリティを強化した。 

・診療系ネットワークのセキュリティ向上のため、

放医研情報ネットワーク・システム全体の構成を、

従来の「研究系」と「診療系」の2階層から、診

療系を「診療系」と「ヒト研究系」に分けた3階

層とし、研究系とヒト研究系を情報業務室が統括

して管理することとし、切り替え作業を行った。 

 

２）業務・システム 適化推進のPDCA管理サイクル

の確立に関すること 

・総務業務支援システム（人事・勤務・旅費）のベ 

ンダーサポートの終了（平成 21 年 7 月末）に伴

うシステムの更新について、人事課の支援を行っ

た。 

・人事管理システムについては、平成21年8月運用 
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開始を目標に情報業務室にて設計、開発を行った。 

・勤務管理システムについては、ASPサービス（業者 

が保有するハード/ソフト）を利用する方針とし、要

求仕様書を作成した。引き続きシステム導入・移行

について人事課を支援している。 

・旅費システムについては、新規のパッケージソフト 

を導入する方針とし、要求仕様書を作成した。引き

続きシステム導入・移行について人事課を支援して

いる。 

・次期会計システムについても、平成23年4月の更新

に向けて、更新方針や仕様の検討等、経理課を支援

している。 

 

(9)人事制度 

・職員の能力、資質等を向上させるため、必要な知識、

技能等を修得させることを目的として、研修規程を

新たに定めた。また職員の自己研鑽を支援していく

こと等を検討した。 

・労働時間の制約を緩和し、仕事と家庭の両立を支援

する仕組みの一つとして裁量労働制の導入を進め

るとともに、任期制職員の労働時間の設定をより柔

軟にする制度の整備を進めた。 

・「個人評価システム実施規程」をシンプルで機能する

ように改善するとともに、管理職における目標管理

の徹底を図り、給与等への反映をより一層明確にで

きるようにした。評価結果は、次年度の給与、昇格

等に厳密に反映することとしている。 

・主体的かつ自立的な研究活動を促し、より優れた研

究成果を創出すること等を目的として、裁量労働制

の導入を検討し、規程等の整備、職員に対する導入

説明会等を進め、次年度からの制度導入環境を整え

た。 

・年俸制の導入に関し、まず国や他法人からの出向者

や任期制職員の一部の者に対して可能であるか検

討した。 

・平成21年2月に技術職の格付選考基準を改定し、「基

盤技術領域の中核として部下を指導・育成し、技術

を承継する能力」を格付基準として明確にし、これ

に基づく格付選考の準備を行った。平成 21 年度早

期に技術職への移行審査を実施する予定である。 
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