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私 と ア イ ソ ト ー プ
寺

崎

誠

海外から帰国し、1977年10月に海洋研究所附属大槌臨海研究センターの助手に赴任して
から私とアイソトープの関係が生まれました。大槌臨海研究センターは、1978 年 4 月から
全国共同利用を開始するため研究棟、共同利用研究員宿舎などの建設を終え、研究棟の 3
階の角にアイソトープ実験室や測定室、保管室も配置され、1979年には排水希釈水槽も造
成されました。後はアイソトープ総合センターと相談して、科学技術庁に使用許可を得る
ための書類を作成すればよい段階になっておりました。ここで、大槌臨海研究センターで
は誰も第 1 種放射線取扱主任者の免状を持っていないので申請書類を作成できないという
問題が起こり、当時の服部明彦センター長より小生に夏に行われる国家試験を受験するよ
う依頼がありました。それまでアイソトープ 使用経験も皆無でしたので、参考書や問題
集を買い込んでにわか勉強をしましたが、試験には見事に落ちてしまいました。翌年はセ
ンター長に申し出て、駒込の日本原子力研究所研修所で行われる講習会に参加させてもら
いました。二人一組で行う実習は学生時代を思い出す懐かしいものでした。講習会のお陰
で、その年の試験にはどうにか合格することができました。使用許可は 1983 年 4 月に下り
ましたが、事前に県庁水産部、大槌漁協などを訪ね、漁業関係者に大槌臨海研究センター
で使用するアイソトープの安全性について冷や汗をかきながら易しく説明しました。許可
の下りた直後に中野に助教授として異動になりましたが、当時、教授会構成員で誰も免状
を持っていなかったので、早速、アイソトープ実験室の責任者に任じられました。以来、
東京大学の全学放射線安全委員会委員
（1988〜2002年）
、アイソトープ総合センター運営委
員会委員
（1989〜1993年）
などを務め、小生とアイソトープの関係は益々、深いものになり
ました。1988年に研究船白鳳丸の代船が建造された折りには、我が国ではじめて船内にア
イソトープ実験室を造ることになり、当時、アイソトープ総合センターの業務掛長をされ
ていた中村愛子さん、掛員の遠藤正志さんの助けを得て、実験室の仕様書を完成させ、科
学技術庁に使用許可の申請手続きを行いました。その後、新白鳳丸による世界周航の様子
はアイソトープ総合センターニュース
（1990 年 20 巻 4 号）
でも紹介されました。これまで自
分自身でアイソトープを使用した研究を行ったことはありませんが、気がつけば30年近く、
アイソトープの業務に深く係わってきました。南極航海の後で、アイソトープ総合セン
ターに5万年前の氷をお届けしたのも今では懐かしい思い出です。
（海洋研究所長）
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Microautoradiograpy (MAR) と Fluorescence In Situ
Hybridization (FISH) を用いた生物学的廃水処理プロセス
中リン蓄積微生物の炭素源摂取特性評価
Adeline Chua Seak May・小貫

元治・佐藤

弘泰・味埜

俊

1．はじめに
廃水処理、とくに下水処理にもっとも一般的に使われている廃水処理法が活性汚泥法で
ある。この方法は本来、有機物除去を主目的とした方法であるが、湖や内湾での富栄養化
現象が社会問題になるにつれて、その原因物質であるリンまたは窒素を有機物とともに廃
水から除去できる活性汚泥法の変法が使われるようになった。リン除去に関しては、リン
をポリリン酸の形で細胞内に高濃度に蓄積する微生物をプロセス内に優占させることによ
りリン除去をおこなう生物学的リン除去法が知られている。
生物学的リン除去法においては、リン蓄積微生物（Phosphate Accumulation Organisms、
以下 PAO）が系内に優占することがプロセス成功の条件となる。通常の活性汚泥法では処
理槽に空気を吹き込み好気的な条件を維持するのに対し、生物学的リン除去法では廃水流
入端の一部の槽の空気供給を中止して嫌気的な条件を作る。したがって、本法は嫌気好気
法と呼ばれる。嫌気好気法の汚水流入端
（嫌気槽）
では、微生物は酸素がない条件下で炭素
源を摂取しなくてはならないが、好気性微生物はそれができない。これに対してPAOは細
胞内に高エネルギー化合物であるポリリン酸を大量に蓄えており、そのポリリン酸を分解
することで非酸化的にエネルギーを得ることができるので、嫌気条件下でも炭素源を摂取
し細胞内に貯蔵することが可能である。このため、通常の活性汚泥法の廃水流入端に嫌気
槽を設置することがPAOの優占を促進することになり、よってリン除去が進行することに
なる。
さて、PAOと定義できる細菌が複数種存在することはほぼ間違いないにもかかわらず実
際のリン除去プロセスで主要な役割りを果たしている細菌はこれまで単離されていない。
その中で、酢酸を主要な炭素源として運転した嫌気好気法に限って言えば、リン除去を担
う細菌が 16S-rRNA 遺伝子を標的とした分子系統解析により見つかっており、Candidatus
'Accumulibacter phosphatis' として定義されている。Candidatus 'Accumulibacter phosphatis'は酢酸を唯一の炭素源とした系では全細菌の 60%を占める主要細菌であるが、実際の下
水処理場においてはその存在量は処理場により異なり、どのような条件でなぜ出現するの
か、あるいは消失するのかはわかっていない。
私たちの研究グループでは、生物学的リン除去プロセスの生物化学的・微生物学的な原
理機構の解明のために様々な研究をおこない、多くの重要な知見を世の中に提供してきた。
まず、PAOの代謝モデルを提案し、PAOのプロセス内での挙動を記述した。またそこから、
嫌気好気運転で PAO が優占し、リン除去が進行するメカニズムを明らかにした 1, 2）。現在
は、PAO の一種として有力視されている Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' に注目し、
この細菌の基質利用性を調べる研究をおこなっている。Candidatus 'Accumulibacter phosphatis'を検出するDNAプローブであるPAOmixプローブを用いて、顕微鏡によりこの細菌
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を検出する方法
（FISH, Fluorescence In Situ Hybridizationと呼ばれる）
を、放射性同位元素
の細胞内への移動を感光剤により検出する Microautoradiography の手法と組み合わせるこ
とにより、特定の有機基質が Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' により嫌気的あるい
は好気的な条件下で摂取されるかどうかを調べることが可能である。このような実験によ
り、Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' の炭素源摂取特性を解析し、さらに実際の嫌
気好気法の処理場で Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' が出現する条件を知るための
手がかりをつかみたいと考えて研究を進めている。
2．実験方法
1 ）活性汚泥サンプル
実下水を処理している東京都内の 4 つの嫌気好気法施設から活性汚泥を採取し、その汚
泥に対してMARとFISHをおこなった。
2 ）インキュベーション
活性汚泥サンプルは実験室へ持ち帰った後、嫌気条件下で酢酸を添加してプレインキュ
ベーションをおこない、硝酸・亜硝酸を除去した。窒素パージをおこなって酸素を取り除
いたのち、1.48MBq（3H-labelled）
、0.74MBq（14C-labelled）の放射性標識基質を加え、最終
炭素濃度が20mgC/lになるように、非標識基質を加えて、嫌気条件下で2時間インキュベー
ションをおこなった。用いた放射性基質は、
［1-14C］
酢酸ナトリウム、
［9,10
（n）
-3H］
パルミチ
ン酸、
［2,3-3H］
L─アスパラギン酸、
［G-3H］
L─グルタミン酸である。その後、2mlのサンプル
を採取し、8% パラホルムアルデヒド溶液を等量加え、4℃で 3 時間固定した。さらに、水
道水で 3 度洗浄することで、残留放射性基質と固定液を除き、MAR に供した。残りの 2ml
は、2時間の好気インキュベーションをおこない、PAOによるポリリン酸蓄積を確認した。
3 ）MAR-FISH
嫌気インキュベーションの後採取したサンプルは、超音波分散した後、ゼラチンコート
したカバーグラス上に固定し、Amannら
（1995）
の方法 3）に従ってFISH法をおこなった。用
いたプローブは、全細菌を検出する EUBmix（FITC 標識）と、Candidatus 'Accumulibacter
phosphatis'を検出するPAOmix
（Cy3標識）
である。FISH法の後、Leeら
（1999）
の方法4）に従っ
てmicroautoradiographyをおこなった。カバーグラスを感光剤に浸漬し、暗条件下で 1 〜 5
日間感光させた後、現像・固定処理をおこない、生成した銀粒をカバーグラス上に固定し
た。その後、FISHプローブによる蛍光とmicroautoradiographyによる銀粒を顕微鏡で観察
した。
4 ）FISH-DAPI
好気インキュベーションの後採取したサンプルは、まず高濃度 DAPI（4',6-diamidino-2phenylindol）染色をおこなって細胞内ポリリン酸グラニュールを染色し、蛍光顕微鏡によ
り観察した。次に同じサンプルにFISHをおこない、PAOmix標的細菌がポリリン酸を蓄積
しているかどうかを確認した。
3．結

果

FISH および MAR により得られた画像の例を図 1 に示す。この例は、対象汚泥の一つ（D
汚泥）
に対し嫌気条件下で
［G-3H］
Lグルタミン酸を投与したときの結果である。
（A）
はCandidatus 'Accumulibacter phosphatis'を標的とするPAOmixプローブ
（Cy3 標識：赤）
と全細菌
を標的とする EUBmix プローブ（FITC 標識：緑）を用いた FISH 法の結果である。ここでは
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図1 MAR-FISHの結果の一例
嫌気条件下でD汚泥に対して
［G-3H］
L-グルタミン酸を投与。
（A）
PAOmixプローブで検出されたCandidatus 'Accumulibacter phosphatis'
（矢印：黄色）
（B）
放射性基質摂取を示す黒色の銀粒
（矢印）

白黒画像のためわかりにくいが、カラーで撮影した画像を見ると、矢印の細胞クラスター
がCy3
（赤）
とFITC
（緑）
のマージした蛍光標識により黄色く、それ以外の細胞はFITC
（緑）
の蛍光標識により緑色に写っているのがわかる＊。
（B）の画像は同一顕微鏡視野の MAR の
結果であり、黒く写っている部分
（矢印）
が放射性同位元素でラベルした炭素源を吸収した
細胞である。
（A）の矢印の細菌の位置と（B）の放射性基質を摂取した細菌の位置が一致す
ることから、Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' は嫌気条件下でグルタミン酸を吸収
したことがわかる。さらに、PAOmixプローブとポリリン酸を標的とした高濃度DAPIによ
る二重染色から、好気条件下で Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' はポリリン酸を蓄
積することも確認された。
同様の実験を 4 種類の汚泥、4 つの炭素源について実施した結果を表 1 に示す。生物学的
リン除去をおこなっている 4 つの処理場の活性汚泥からはいずれも Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' が検出されたがその割合は処理場によって異なった。Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' のリン除去への寄与度は、処理場によって異なることがわかった。
一方で、いずれの処理場の Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' も、嫌気条件下での基
質摂取特性に差異はなく、酢酸、アスパラギン酸、グルタミン酸を摂取したが、パルミチ
ン酸は摂取しなかった。
表1

MAR-FISH実験結果のまとめ

活性汚泥サンプル

PAO/EUB比
（％）

Candidatus 'Accumulibacter phosphatis'による炭素源摂取
酢

酸

パルミチン酸 アスパラギン酸 グルタミン酸

処理場A

17

＋

−

＋

＋

処理場B

9

＋

−

＋

＋

処理場C

8

＋

−

＋

＋

処理場D

7

＋

−

＋

＋

＊

カラー写真は、ホームページ
（http://www.ric.u-tokyo.ac.jp/）
で見られる。

4．おわりに
Candidatus 'Accumulibacter phosphatis' による多様な炭素源の嫌気的摂取が確認されつ
つあるので、今後は他の細菌についても同様の検討を進め、生物学的リン除去プロセスに
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おける微生物群集構造の特徴を明らかにしていきたい。
参考文献
1 ）Mino T., van Loosdrecht M.C.M., and Heijnen J.J.（1998）. Water Research., 32, 11,
3193-3207
2 ）Seviour, R. J., Onuki, M. and Mino, T.（2003）
. FEMS Microbiology Reviews, 27, 1, 99-127.
3 ）Amann R. I.（1995）. Part 3.3.6, p. 1-15. In "Molecular microbial ecological manual. Kluwer Academic Publications, London, United Kingdom" by A. D. L. Akkermans, J. D. van
Elsas, and F. J. de Bruijn.
4 ）Lee N., Nielsen P.H., Andreasen K.H., Juretschko S., Nielsen J.L., Schleifer K.H., Wagner M.（1999）
. Applied Environmental Microbiology, 65, 3, 1289-97.
（新領域創成科学研究科）

鉱物の中で元素が動く？
伊

藤

元

雄

1．はじめに
地球科学上の重大な関心事の一つに、地球の深部や40数億年も前の地球、あるいは惑星
間物質など、空間的・時間的に我々が到達できない所のものの地質学的状態を理解するこ
とがある。そのためには、その情報を持っている物質（火山の溶岩中に見出される岩塊や
たまたま手に入る宇宙からの隕石など）を手に入れて化学的に調べる必要がある。もしこ
れらのものが出来てからその内部で、あるいは外部と元素の出入りがなければ、その情報
の変化は放射壊変による同位体比の変化のみに限られる。しかしながら、分析結果の多く
は、物質の中で元素が動いたことを強く示唆している。しかし、これらのものに元素が動
いたという動かぬ証拠を突きつけるためには、その中（鉱物）での元素の動き（分配や拡散
など）
を定量的に扱い、動かなかった状態を予測することが不可欠となってくる。
鉱物中で元素は、それぞれ異なる分配係数や拡散係数を持つ。特に拡散係数はアレニウ
スの関係で示される通り直接的に温度の関数であるので、元素を選ぶことにより異なる温
度範囲の温度計が鉱物中にいくつも存在する事となる。言葉を変えると異なる拡散係数を
持つ元素を数種類組み合わせる事で鉱物が経験した熱史
（加熱温度や冷却速度など）
を定量
的に議論する事が可能となり得る。
本研究の目的は、造岩鉱物中で出来るだけ多くの元素の拡散係数を求め、元素が動かな
かった状態を推測する手段を得、鉱物が本来持っていたはずの情報を正確に読み出すこと
にある。このため、人工合成鉱物を含め出来るだけ高品質の試料を用いて拡散係数の測定
を行っている。
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2．実験：拡散係数の測定
ゲーレナイト中のKの拡散プロファイル

鉱物結晶中の元素の拡散は、そのメカニズム
含め、固体中での拡散距離が非常に短いため正
確に決定することは容易ではない。筆者らは以
下の手法により拡散係数を決定する手法を開発
し実験を進めている。
天然あるいは人工鉱物結晶を鏡面研磨し、
試料の表面に拡散源となる元素を蒸着などに
より均一に塗布した。そして高温で元素を結
晶内部に拡散させ、その試料の深さ方向プロ

Normarized Concentration

も複雑で未解決な部分も多い。また造岩鉱物を

（������で二日間加熱した試料）
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拡散係数 � ��� ±�������������������

���

������ �����
���
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���

�

�

��

���

ファイル（拡散距離に対する元素濃度分布図）
をnmスケール
（1nm＝ 1/1000μm）
の分解能を持
つ二次イオン質量分析計（SIMS）により測定し
た。図 1 にカリウム（K）の薄膜を表面に蒸着し

���

���

���

���

���

結晶表面からの距離（nm）

図 1 SIMS の深さ方向分析による典型的な
ゲーレナイト中のKの拡散プロファイル図
（Ito and Ganguly (2004) の図を改編）

たCa2Al2SiO7 人工合成単結晶（ゲーレナイト）を 1000℃、二日間加熱した試料の深さ方向分
析結果を示す。K イオンがゲーレナイト結晶中に表面から約 300nm 程度入り込んでいるこ
とがわかる。
このようにSIMS を用いることで、これまでは不可能だったnmスケールの空間分解能を
用いて数百nm の拡散距離の元素の濃度分布を正確に測定することが可能となった。
3．鉱物中で元素はどのくらい動くか？
固体中の元素の拡散速度は、先に述べたように拡散距離がμmからnmオーダーの実験に
より決まる事から非常に遅い事がわかる。大雑把に言って鉱物の中の元素は一億年かかっ
てようやく 1cm 程度しか動かない。そのような遅い拡散速度を用いる事で、数億年以上
の長い歴史を持つ地球の石や隕石の熱史を定量的に解明する事が可能になる。
ここでひとつの試みとして、閉鎖温度というものを考える。閉鎖温度とはDodson
（1973）
により数学的に定義された温度であり、ある鉱

���

物中の元素が見かけ上拡散することが出来なく

最高温度＝�����
���

る。つまり対象となる鉱物が閉鎖温度よりも高
い温度で保持された場合は、元素は外部と拡散
により平衡になるために移動し、元々の濃度分
布は保持されないことになる。
図 2 では冷却速度と鉱物の大きさによる関数

閉鎖温度����（��）

なる、いわゆる閉鎖系が成立する温度の事であ

���

���
�
��
���

�

���

���
���

ト中の K、点線：アノーサイト中の Mg）
。この
図からメリライト中のK の閉鎖温度はアノーサ
イト中の Mg のそれよりも高い事がわかる。こ
のことは 2 つの鉱物が、同じ温度環境下にあっ
た場合、アノーサイト中の Mg は拡散により動

���

メ

�
���

���

の

中
ト

イ
サ

ー
アノ

としていくつかの鉱物中の元素の閉鎖温度がプ
ロットされている（例として、実線：メリライ

ラ

リ

�

K

の

中

ト

イ

M

g

�

メリライト中の K
アノーサイト中の Mg

�

��

���

���

冷却速度（������年）

図 2 メリライト中のK、およびアノーサイ
ト中の Mg の拡散の閉鎖温度を冷却速度
と鉱物の大きさの関数として表した図
（Ito and Ganguly (2004)より転載）
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きやすいが、メリライト中のK は動きにくい事を示している。
実際の隕石試料中に見出される同位体の不均一分布を考える道具としてこの考え方を利
用できる。例えば、Ito and Ganguly（2004）では、隕石中のアノーサイト中の Mg とメリ
ライト中のK の不均一分布は、隕石形成後の熱変成過程においてそれぞれの元素の拡散に
より影響されると考えた。それぞれの元素の不均一分布は、隕石が形成してから現在に至
るまでに経験した熱変成過程を反映するはずであり、また熱史はその隕石の大きさと形成
したタイミングから計算可能である。図 2 よりアノーサイト中の Mg の分布はメリライト
中の K のそれよりも拡散により乱されやすい事がわかるので、メリライト中に見つかる K
の同位体組成分布は隕石形成後の熱変成過程を生き残り、形成当初の分布を保持している
可能性が高い事がわかる。
そ の よ う な 隕 石 の 形 成 し た 後 の 温 度 変 化 を 具 体 的 に 考 え よ う。LaTourrette and
Wasserberg（1998）はアノーサイト中のMgの拡散係数を実験的に決定し、アノーサイト中
に Mg の不均一分布が残るためには、その隕石が熱変成を受けた際に最高でも 650℃を超
える事はないと結論している。この温度を隕石を取り込んだ惑星の最高到達温度と仮定
し、またその惑星の冷却速度を約 10 〜 100℃/106 年
（例えば、LaTourrette and Wasserberg,
1998）とすると、形成時の K および Mg の分布を保持する隕石は 625℃よりも高い温度を経
験していない事がわかる。
以上のように、鉱物中の元素の分布とその拡散係数を用いて、その鉱物の熱史を定量的
に解明する事ができる事がわかった。このことから多くの鉱物中における多数の元素の拡
散係数をデーターベース化することができれば、鉱物の種類や元素を適切に組み合わせる
ことで、様々な地球の岩石や惑星物質が経験した熱変成過程を定量的に解明できるであろ
う。
参考文献
Dodson M.H. (1973) Closure temperature in cooling geochronological and petrological systems. Contr. Mineral. Petrol. 40, 259-274.
Ito M. and Ganguly J. (2004) Potassium diffusion in melilite: Experimental studies and constraints on the thermal histor y and size of planetesimals hosting CAIs.. Meter. Planet.
Sci. 39, 1911-1920.
LaTourrette L. and Wasserburg G.J. (1998) Mg diffusion in anorthite: implications for the
formation of early solar system planetesimals. Earth Planet. Sci. Lett. 158, 91-108.
（アイソトープ総合センター・日本学術振興会特別研究員）
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放射線障害防止法関係法令の改正について
佐

藤

信

吾

平成16年6月2日に
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」
の改正が公
布され、平成17年6月1日に関係政省令も改正され、同日施行されました。
ここでは、学内における事業所に関連した事項に関し、法改正の概要及び改正法令への
対応について紹介します。
1．主な改正点
（1）規制対象下限値の国際標準の取入れ及び規制合理化の実施
ａ）規制対象下限値の導入
旧法令では放射性同位元素の定義として、濃度に関しては密封・非密封に関係な
く 74Bq/g を超え、数量に関しては密封 3.7MBq、非密封は 4 群に分かれて 3.7kBq 〜
3.7MBq を超えるものとなっていましたが、今回の改正により、密封・非密封に関係
なく核種ごとに定められた規制対象下限値
（濃度及び数量＊）
が導入されました。
＊

数量については、
「下限数量」といい、使用についての区分等の基準値として用いら
れます。

ｂ）管理区域外における下限数量以下の非密封RIの使用
非密封RIを使用する許可使用者が管理区域外で下限数量以下の非密封RIを使用でき
るようになりました。ただし、使用に際しては、RIの種類・数量及び使用の目的・方法・
場所について、予め文部科学大臣に
「許可
（承認）
使用に係る変更許可
（承認）
申請書」
を
提出し、許可
（承認）
を得る必要があります。また、法令上の
「使用の基準」
は課されま
せんが、固体状のものの廃棄の基準は課されます。なお、下限数量以下であっても管
理区域外での保管は認められません。
東京大学は大きな大学であり、
「同じ事業所境界内に複数の事業所（部局）が存在し
ている」等、一般的な事業所とは異なった事情があることから、
「東京大学としての対
応」が必要となります。現在、放射線安全部会の下に法改正対応ワーキング・グルー
プが設置され、下限数量以下の非密封RIの管理区域外使用に関する学内の基本的ルー
ルが検討されています。
ｃ）設計認証・特定設計認証制度の取入れ
法改正により密封線源（60Co、137Csなど）の規制が厳しくなり、規制対象外であった
線源や装備機器が規制対象になることを受けて、使用のリスクに応じた合理的な規制
を行うために導入されました。
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ｄ）許認可体系の改正
使用についての区分は下記の通りです。
○許可
（承認）
使用者
改

正

後

改

正

前

・下限数量を超える非密封 RI を使用する ・1群換算で3.7kBqを超える非密封RIを使
もの
用するもの
・線源 1 個（又は 1 組）の数量が下限数量の ・事業所あたり 3.7GBq を超える密封線源
1000倍を超える密封線源を使用するもの
を使用するもの
・放射線発生装置を使用するもの

・放射線発生装置を使用するもの

○届出使用者
改

正

後

改

正

前

・どれもが下限数量の 1000 倍以下である ・事業所あたりの総量が 3.7GBq 以下の密
密封線源のみを使用するもの
封線源を使用するもの
・表示付放射性同位元素装備機器のみを
使用するもの
○表示付認証機器届出使用者
改

正

後（新設）

・表示付認証機器を使用するもの
ｅ）施設検査、定期検査の対象の見直し
施設検査、定期検査の対象となる許可使用者は
「特定許可使用者」
として次のように
規定されました。
・密封線源の許可使用者

：線源1個
（又は1式）
の数量が10TBq以上の貯蔵施設を
設置するもの

・非密封線源の許可使用者

：貯蔵能力が下限数量の 10 万倍以上の貯蔵施設を設
置するもの

・放射線発生装置の許可使用者
定期検査の期間
・非密封線源の特定許可使用者 ：施設検査の合格日又は定期検査の日から3年以内
・密封線源又は放射線発生装置の特定許可使用者：

〃

5年以内

（2）安全性の向上
ａ）定期確認制度の創設
ソフト面の安全管理を一定期間ごとに確認する定期確認制度が創設されました。
対象：特定許可使用者、許可廃棄業者
確認の内容
・測定の記録の作成、保存
・帳簿の記載、保存
定期確認の期間：定期検査と同じ
ｂ）放射線取扱主任者の定期講習制度の創設
放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習が創設されました。
受講間隔：放射線取扱主任者選任後、1年以内＊＊。その後は3年以内。
＊＊

選任前1年以内に受講していた者は、受講後3年以内
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2．法改正に伴う対応について
（ 1 ）放射線障害予防規程の変更について
変更の内容が、放射性同位元素の受入れ、払出しの手続き、運搬に関する記帳、及び
主任者の定期講習に関する項目のみの場合については平成18年5月31日までに届け出る
必要があります。
その他の場合には変更後30日以内に届け出る必要があります。
（ 2 ）記帳について
帳簿に関して以下の変更を加える必要があります。
ａ）受入れ、払出しに関する項目
放射性同位元素の種類、数量及び年月日並びに受入れ先又は払出し先の項目を定め
る
ｂ）事業所の外における運搬に関する項目
運搬の年月日、運搬の方法、荷受人又は荷送人、運搬を委託された者の氏名又は名
称並びに運搬に従事する者の氏名
（アイソトープ総合センター業務係）

●センター日誌

産業医による職場巡視の実施
去る7月27日
（水）
13時30分〜17時まで、東京大学産業医による平成17年度1回目の職場
巡視が実施された。
当日は、今年度新たに本センター担当の産業医となられた保健センター土肥眞助手の
ほか、全学担当の産業医大久保靖司助教授、全学環境安全本部の小山富士雄環境安全特
任教員が同行された。
巻出センター長より、本センターの概要及び安全管理体制等について説明があり、続
いて井尻センター安全衛生管理室長より、前回の巡視
（平成16年7月2日）
での指摘事項に
対するセンター側の改善措置について、及び作業環境測定結果（化学物質及び空気中放
射性物質濃度）
について問題がなかった旨の説明があった。その後、建物の5階から順次
地階まで巡視が行われ、各研究室、実験室等をつぶさに見て回った。
終了後、前回の巡視での指摘事項については概ね改善措置がなされていること、整理
整頓状況は改善されているが、より一層の改善に努め、利用可能スペースを確保して欲
しい旨の講評があり、終了した。
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平成17年 4 月 8 日

安全衛生ガイダンス実施

5 月20日

安全衛生ガイダンス実施

7 月15日

平成17年度第Ⅰ期共同利用終了

9月5日

平成17年度第Ⅱ期共同利用開始

教育訓練の実施
平成17年 7 月19日〜21日

新規放射線取扱者講習会第123回RIコース
（A、B）

7 月14日

新規放射線取扱者講習会第92回X線コース

7 月11日〜12日

理学部生物学科

9 月 5 日〜16日

理学部化学科

学生実習
学生実習

●委員会だより
○放射線・安全衛生管理委員会

平成17年4月11日
（月）
開催

○放射線・安全衛生管理委員会

平成17年6月27日
（月）
開催

○運営委員会

平成17年7月15日
（金）
開催

○センターニュース編集委員会

平成17年7月11日
（月）
開催
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編集後記
今年度からセンターニュース編集委員になりました。編集を務めて改めて感じ
た事は、医学、工学、農学、薬学などの本当にさまざまな分野においてアイソトー
プが最先端研究に使用されており、かつ、新しい用途が開発されつつあるという
事です。さらに興味深い事は、
さまざまな応用方法で使用されているにも関わらず、
その手法や用い方には共通点が多く、全く異なった分野へ応用が期待できる手法
が開発、
高度化されているという事です。是非、
他分野の研究者も、
また、
アイソトー
プを使用した事が無い研究者にも、研究紹介をご一読下さる事をお勧め致します。
（鈴木晶大）
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