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・ 国内外の各種制度を活用し、目標の年間200人を

常に上回る外国人研究者等を受け入れ、第１期中

期計画５年間の総数は1203名に達した（図Ａ参照）。

・ 研究者等を、国外研究機関・国外研究集会等へ第

１期中期計画の５年間に1554名を派遣した。その

約半数は外部資金の援助によるものであった（図

Ｂ参照）。

・ 専門家を対象としたシンポジウム、セミナー及び

専門分野別の各種国際ワークショップ等は年３回

開催の目標を超え年々増加する傾向にあった。第

１期中期計画５年間の開催数は31回であった。

・ 外国との共同研究を積極的に推進するとともに、

国際研究協力協定等の締結を推進した。機関間協

定・覚書は当該期間中に延べ22件であり、平成18

年３月時点での協定・覚書の締結は15件であった。

・ 国連科学委員会 (UNSCEAR) に対しては、国内取

りまとめ機関として協力した。また、UNSCEAR,

IAEA, WHO, REMPAN, ICRP, ICRU, OECD/NEA

などの国際機関専門家会議等に多くの役職員 (延

べ人数120名) を派遣し、国際的な放射線防護基準

の策定などに関与するなど、それらの機関の活動

等を積極的に支援した。

・ 国際原子力機関 (IAEA) 関連では、RCAプロジェ

クト及びリードカントリー機能を支援・協力して

きた。その結果として、平成18年１月23日にはIAEA

協力センターに認定された。

・アジア原子力協力フォーラム (FNCA) においては、

アジア諸国の人材養成を推進させ、原子力開発利

用のための基盤整備を支援し、特に医学利用事業

の臨床試験などに協力した。

・ 国際原子力機関 (IAEA) の核医学課へ職員として

医師１名を派遣している。平成14年８月31日から

平成15年３月30日まで、ヒューマン・フロンティ

ア・サイエンス・プログラム組織 (HFSP；フラン

ス)に研究グラント部長として職員１名を派遣した。

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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１．研究成果の普及・活用の促進

研究成果の発信と普及状況

１）業務実績登録システムの開発運用

原著論文や口頭発表などの職員の研究成果の

実績等を把握するため、「業務実績登録システ

ム」を開発し運用した。

２) 実績情報の公開

業務実績登録システムでデータベース化した

原著論文など職員の研究成果の実績情報の一部

について、平成16年度より「発表論文等データ

ベース」としてホームページ上に継続公開して

いる。

平成13年度から17年度迄の原著論文発表数は以下

のとおり。

※研究職数（技術職、任期付き及び医療職(一)を含む）

３）業務実績登録システム運用方針

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」に

ついて、役割分担、登録・利用の概要等を示し

た運用方針を定め、運用の効率化に努めた。

４）刊行物の刊行

和文年報、英文年報など研究成果に係わる刊

行物を刊行した。

各年度における刊行物の出版数は以下のとおり。

５) シンポジウムの開催

放射線安全研究センター及び重粒子医科学セ

ンターの研究成果に関するシンポジウムについ

て、各年度に各々１件ずつ、本中期目標期間中、

合計10件開催した。

詳細は以下のとおり。

【平成13年度】

「放射線安全研究の将来を考える」

(放安ｾﾝﾀｰ 11/29,30)

「粒子線治療の基盤展開」－その普及化に向けて－

(重粒子ｾﾝﾀｰ : 12/13,14)

【平成14年度】

「地球環境と放射線：生態系への影響を考える」

(放安ｾﾝﾀｰ : 12/2,3)

「オーダーメード放射線治療－その臨床応用に向け

て」 (重粒子ｾﾝﾀｰ/ﾌﾛﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ : 11/28,29日)

【平成15年度】

「宇宙からヒトを眺めて」 (放安ｾﾝﾀｰ : 12/4,5)

「再生医療と分子イメージング」

(重粒子ｾﾝﾀｰ : 12/11,12)

【平成16年度】

「放射線の個体影響－機構研究からのアプローチ－」

(放安ｾﾝﾀｰ : 12/2,3)

「重粒子線治療の普及に向けて」

(重粒子ｾﾝﾀｰ : 12/16,17)

【平成17年度】

「幹細胞－放射線影響研究への展開の可能性を模索す

る－」 (放安ｾﾝﾀｰ12/1,2)

「ここまで来た重粒子線治療－その実力と可能性」

(重粒子ｾﾝﾀｰ : 12/17)

研究成果の活用促進

１）共同研究開発

研究成果の実用化を促進するため、民間企業

等関連研究機関との共同研究開発等を実施した。

また、手続きに関する情報についてホームペー

ジに掲載し内容を充実させた。

各年度の共同研究開発等契約締結件数は以下

のとおり。

3.3.2 研究交流業務
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２）知的所有権の獲得・管理

平成13年度から、外部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

願等の充実に努めている。

i）産学官連携に係わる会議、展示会への参加

技術移転等を促進するため、産学官連携に係

わる会議、展示会に積極的に参加し、研究開発

状況やその技術、特許情報などについて、パン

フレットや展示物により紹介した。

参加会議等は以下のとおり。

・産学官連携推進会議（京都市）

・イノベーション・ジャパン（東京都）

・北陸技術交流テクノフェア（福井市）

ⅱ) 特許出願件数

期間中の特許出願件数は、次のとおりである。

各年度とも平成８～12年度までの平均（6.8

件/年）を大幅に更新した。

ⅲ) 知的財産権等の実施契約

平成17年度末における実績は、特許12件、ノ

ウハウ３件で計15件であった。

ⅳ) 受託試験契約

放射薬剤の品質管理分析業務等、民間企業か

ら委託された契約件数について、平成17年度末

における実績は4件であった。

ⅴ) ベンチャー企業

HiCEP技術の実用化を進める放医研ベンチャー

（メッセンジャースケープ社）は順次業務の拡大

を図っている。

ⅵ）遺伝子特許獲得体制の整備

遺伝子特許出願を促進するため、独法成果活

用事業「遺伝子特許獲得体制の整備」（遺伝子特

許獲得予算に関する申請の受諾、採択、配算）

を行った。

ⅶ) 著作物

プログラム４件（平成13年度２件、15年度１

件、17年度１件）について、著作権法により文

化庁指定登録機関へ登録した。

ⅷ) 科学技術振興機構（JST）の制度の活用

JSTの研究成果展開総合データベース「J-STORE」

へ未公開特許と公開特許の情報を掲載するため、

平成16年度にJSTと確認書を締結、「J-STORE」へ

の掲載を継続実施し、特許情報のより一層の公

開に努めた。

３）研究成果物の取扱い

「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、データ等の研究成果物の

取扱い、外部への提供など必要な事項について

定めた。

本規程制定後の研究成果物の提供許可物の累

計は、108件となった。

ⅰ) 知的基盤の整備

データベース及び管理職員の退職等により試

料の散逸が考えられる緊急性のあるものについ

て優先的にその充実に努めた。

ⅱ) 発表論文等データベースの構築

業務実績登録システムのうち、原著論文、プ

ロシーディング、口頭発表等について、検索等

が可能な「発表論文等データベース」を構築し、

外部向けホームページに公開した。

ⅲ) データベース等の公開

外部向けホームページに以下のデータベース

等を公開した。

・放射線安全研究成果データベース

・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）

・公開DNAデータ

・発表論文等データベース

・航路線量計算システム（JISCARD）

・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

・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
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４）若手研究者の登用

若手研究者に研究の現場を提供するとともに

放医研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た。

若手研究者数は以下のとおり。

各年度とも目標人数（35人/年以上）を上

回った。

５）連携大学院制度

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った。

連携大学院生の受入者数の推移は次のとおり

である。

６）研究生、実習生等の受入

放射線医学等に関連した研究者・技術者の育

成を図るため、研究生及び実習生を受入れた。

研究生、実習生等の受入者数の推移は以下の

とおりである。

７）重粒子線がん治療の確立・普及に必要な人材

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、国公立がんセ

ンターや千葉県保健部等から人材を受け入れた。

受入者数の推移は以下のとおりである。

年
度

院
生
数

[

人］

協 定 締 結
大 学 院

研
究
科
数

客
員
教
官
数[

人]

12 千葉大学大学院自然科学研究科 1

13 8

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、東京工業大学大学院総合理工学
研究科

4 12

14 12

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、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

5 20

15 20

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、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

7 21

16 20

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、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

8 25

17 15

千葉大学大学院自然科学研究科、同
大学院医学薬学教育部及び医学研究
部、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、横浜市立大学大学院
医学研究科

9 30
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１．中期計画

１）放射線による人体への影響，人体の障害の予防，

診断および治療ならびに放射線の医学利用等に携

わる研究者および技術者等の養成およびその資質

の向上を図るために必要な研修課程を，社会的ニ

－ズや国からの要請に応じて実施する。

２）350人/年以上を研修する。

３）課程等の実施に当たって必要な機器・設備等は

計画的に更新・高度化を図る。

４）研修内容や実施回数等については，社会的ニ－

ズ等を適切に反映させるため外部有識者による助

言組織を設ける。

５）各課程の受講料は，原則として有料とする。ま

た，宿泊施設使用料を徴収する。

２．実績と成果

１）研修課程

下表に示す研修課程を実施した。時代の要請に

より新たに医学物理コ－スを新設した。同時に使

命を終えたと判断したライフサイエンス課程を中

止した。その他の依頼研修，サイエンスキャンプ，

ス－パ－サイエンスハイスク－ルの校外学習など

にも対応した。研修生のアンケ－ト結果ではいず

れの課程も高い評価（平均評点を示す）を得た。

研修課程と評価（平成17年度の例）

２）受講者数

中期，各年ごとの受講生人数をグラフに示す。

受講生人数は増加し400名に達したこともある。中

期目標である350人/年を大きく上回った。特に放

射線看護課程は人気が高く，年4回の実施では受講

できない場合が生じたため年5回の実施とした。さ

らに募集定員を24名から30名に増員してニ－ズに

対応した。

受講者数の年度別推移

受講生の地域分布を調べると関東が最大で，これ

に隣接する東北，中部地区が多く，さらに全国に及

んでいる。緊急被ばく関連，すなわち原子力防災に

資する受託研修等を実施していることから原子力発

電所立地県を有する九州地区も大きな割合を示して

いる。グラフに受講生の地域分布の様子を示す。

受講生の地域分布（平成17年度の例）

3.3.3 研修業務

研 修 課 程 評点

放射線防護課程（年１回） 86

放射線看護課程（年５回） 87

ライフサイエンス課程（年１回） 中止

環境放射線科学リフレッシュセミナ－（年

１回）
82

医学物理コ－ス（年１回） 78

緊急被ばく救護セミナ－（年３回） 89

緊急被ばく医療セミナ－（年３回） 85

緊急被ばく医療放射線計測セミナ－（年

１回）
90

海上原子力防災研修（年１回） 82

その他の依頼研修など －
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３）機器･設備の更新･高度化

受講生の環境改善のために教室１，２を大改造

した。教室１は最大48名が収容可能となった。教

室２はパソコン30台を装備し，シミュレ－ション

講義，演習などができる環境となった。少人数の

ゼミナ－ル形式が可能な教室３を新設した。

教室１（大人数用に改造）

教室２（ＰＣ利用のため改造）

教室３（ゼミ用に新設）

受講生の理解の一層の促進をはかるために，ある

いは時間的制約や安全上の観点から実習ができない

場合のために「放射線教育シミュレ－タ」を開発し

た。これはアニメ－ション，シミュレ－ション，実

際の実習風景を合体させたものでありＰＣ上で操作

できる。すでに「放射線の基礎」，「中性子・線の測

定」，「サ－ベイメ－タの取扱」，「スペクトル解析と

応用Ⅰ」および「スペクトル解析と応用Ⅱ」なるコ

ンテンツが完成している。研修の講義，実習に活用

しているものである。

アニメ－ションの例

実習のための実験装置の開発も進めている。理解

しにくいサ－ベイメ－タの時定数，応答特性などを

定量的に示す応答実験装置がその代表である。

応答実験装置

４）助言組織

毎年３月に「研修課程評議会」を開催し，外部

の有識者に研修内容，研修の運営を説明し，助言

をいただいた。

５）有料化

国の要請に対応した原子力防災関連の研修以外

は受益者負担の原則から有料化（テキスト代など

一部の消耗品費用等を対象）した。

受講料総額は毎年およそ900万円程度である。

また研修生の便宜を図るため所内の宿泊施設（最

大24室）を使用可とし，適正な施設使用料を徴収

している。施設使用料総額は毎年およそ200万円程

度である。
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