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アイソトープとの出会いと環境問題
祥

雲

弘

文

放射性同位元素という用語もその意味も知らなかった小学時代、放射能や死の灰とい
う言葉は頻繁に耳にした。広島・長崎への原爆投下から10年ほどしか経っていなかった。
漁船第五福竜丸の乗組員であった久保山愛吉さんがビキニ環礁で水爆実験の死の灰を浴び
て被曝死したことが、国民的大事件になった時代でもあった。また放射能を浴びた蟻が巨
大化してヒトを襲うという “放射能 X” というアメリカ（？）映画を見た。放射能が突然変
異を誘起するという概念が、すでに映画に使われるまでになっていた。巨大蟻は獲物を探
す際、シャンシャンシャンシャンという音を立てる。その音だけが先に聞こえてくる。し
ばしの静寂ののち死角から突然姿を現して襲ってくる、その場面が怖かった。一兵士と少
女が蟻に追われ、下水溝に逃げ込む。逃げ回ったのちの隠れ場所で息を潜めるが、やがて
シャンシャンシャンの音を聞く。そこは袋小路で逃げ場が無い。とっさに兵士は少女を高
い位置の横穴に逃がすが、自分は犠牲になる。この場面は子供の記憶に強く刻み込まれた。
今思えばこの映画は、怪獣やエイリアンものの先駆けとして独創性があった。このように
放射能とは大変恐ろしいものである、という観念が一般国民に定着していた。そのような
ことは忘れかけた頃、農芸化学の学生実験で植物の栄養吸収の様子をトレースする実験を
やった。その際制作した RIによるラジオオートグラフの画像は私に素朴な感動を与えた。
あの恐ろしいと思われた放射能がこんなにも科学に役立つのかと。
私が研究を始めた時代、どんな有害物質も環境に放出されれば無限希釈され、無害にな
ると科学者達も考えていた。RI 然りである。そのため RIも今から見れば杜撰に扱われて
いた。環境への有害物質の放出は無限希釈ではないという事実が広く認識されるように
なったことは、ここ数十年間での科学の最大進歩の一つであろう。大気中への炭酸ガス放
出が深刻な環境破壊をもたらしつつあるが、それが一般に広く認識されるまでになったこ
とはその典型である。
私の研究では、P450酵素反応に 14C ラベルの基質を使ったことが RI 使用の最初で最後で
ある。その後はカビの脱窒など窒素代謝の研究を通した環境科学に関わり、放射性ではな
い安定同位体（15N）のお世話になっている。近年 RIは一部が蛍光色素などに代替され、使
用量が減っている。しかし生命科学研究におけるアイソトープ利用の重要性が消えること
は無いであろう。

（大学院農学生命科学研究科教授）



同位体で先史時代の暮らしにせまる
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１．はじめに
過去の人々が残した様々な道具を調べる考古学に対し、過去の人々の生活や適応など生
物学的な側面に注目する生物考古学（バイオアーケオロジー）と呼ばれる研究が盛んにな
りつつある。それには、人骨に残された病気の痕跡に注目する古病理学や、人骨集団の年
齢構成から当時の人々の死因や栄養状態などを検討する古人類学など、様々なアプローチ
が含まれている。なかでも、古人骨にふくまれる放射性炭素や炭素、窒素、硫黄などの安
定同位体は、従来の考古学的な手法では得られなかった新情報を提供してくれる強力な
ツールとなっている。本稿では、我々が日本列島で出土した古人骨で行った、同位体を用
いた研究を中心に、古人骨の同位体分析による先史人類集団の研究を簡単に紹介する。
２．氷河期の日本列島人
放射性炭素による年代測定は、考古学や第四紀科学で最も広範に用いられている分析法
のひとつである。1990年代になって加速器質量分析法（AMS）が広く応用可能になり、従
来のβ線計測では測定することができなかった古人骨資料の直接的な年代測定が可能と
なった 1）。AMSでは分析に必要な炭素量が1ミリグラムであり従来のβ線計測よりも数百
分の1で測定ができるようなった。例えば、約0.5グラムの骨組織からタンパク質（コラー
ゲン）を抽出し、それに含まれる放射性炭素の割合を測定できる。β線計測では様々な形
態学的な情報を記録している貴重な遺跡出土人骨を直接分析することは実質的に不可能
だったといえる。
AMSを利用することで、これまで出土状況から年代を推定しただけで正確な年代が不
明だった「更新世人類化石」の年代が明らかになりつつある 2〜4）。我々日本人の祖先であ
る縄文時代人のさらに祖先である旧石器時代の人々の骨のことである。沖縄県の港川や、
静岡県の牛川、三ケ日、浜北、そして栃木県の葛生で出土した人骨が旧石器時代人骨とし
て知られていた。放射性炭素年代の測定結果から、これまでに三ケ日人骨、葛生人骨につ
いては残念ながら縄文時代かそれ以降の人骨が混入したものであることが明らかになった。
しかし、浜北人骨については、放射性炭素年代で14,000年前であることが確認され、縄文
人に近い形質の人々がこの時期には日本列島に暮らしたことが明らかになった。残念な
がら、最古の日本人として有名な港川人骨では、残念ながらコラーゲンの保存状態が悪く、
年代測定の結果は報告されていない。
３．関東地方の弥生人
現代の日本人集団は、旧石器時代人の子孫である縄文人に、弥生時代に中国大陸から渡
来した集団の遺伝的影響が加わり形成されたと考えられている 5）。近年、現代人の遺伝情
報や遺跡出土人骨のミトコンドリア DNAの研究によって、この二重構造は支持されてい
るが、それぞれの遺伝的な寄与の大きさについては議論が分かれるところである。特に縄
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文時代に大型遺跡が多く分布した関東地方では、縄文人の寄与が渡来系の弥生人よりも大
きいのではないかと言われている。出土している人骨の数は多くないが、形態学的に、縄
文人に似たグループ、後世の古墳人に似たグループ、そして両者の中間的なグループの3
つあり、弥生時代にはじまった米を中心とする食生活の影響で変化したと考えられてきた。
顔面の特徴がことなる人骨群は、弥生時代人の容貌の連続的な変化を本当に示している
のだろうか？

我々は、それを確認するために、東京大学総合研究博物館との共同で、関

東地方の弥生人骨と推定されていた資料について人骨から直接コラーゲンを抽出し、放射
性炭素年代測定を行った 6）。千葉県の安房神社洞窟と佐野洞窟、神奈川県の毘沙門洞窟と
大浦山洞窟、群馬県の岩津保洞窟から出土した人骨資料である。その結果は、縄文人的と
されてきた佐野洞窟の人骨が弥生時代よりもはるかに古い縄文時代前期に由来するとい
うことがわかった。この人骨群は、1925年に道路工事にともなって発見された人骨で、一
緒に出土したとされる曲玉と貝輪の形式から弥生時代の人骨と考えられたものだったの
だ。他にも、いくつかの遺跡で古墳時代の若い時代の人骨が混入している可能性も示され
た。一方、縄文人的な顔であるとされたもうひとつの遺跡、岩津保遺跡の人骨は確かに弥
生時代人のものであると確認された。従来の指摘通り、関東地方には縄文人の形質を色濃
く残した人々が暮らしていたが、その人々は食生活の変化によって連続的に古墳人のよう
な顔に変化したのではなく、渡来系の人々の拡散に伴って変化したようだ。AMSを用い
た放射性炭素年代測定によって、出自があやふやな博物資料に新たな価値を付与すること
ができた。
４．人骨の年代をめぐる問題
ところで、人骨の放射性炭素による年代測定には、他の動物にはない特異な問題がある。
それはヒトの幅広い食性に起因する問題である。1940年代にウィラード・リビーによって
開発された放射性炭素年代測定法は、530年の半減期を利用した絶対年代測定だ。現在で
も、測定限界の約5万年よりも新しい有機物の年代測定で最も頻繁に利用されている理化
学的年代測定法のひとつである。しかし、その年代にはいくつかの仮定が含まれており、
測定結果がすなわち暦年代と等しい「絶対年代」を示すものではないことには注意したい。
その仮定のひとつは、大気中の二酸化炭素にふくまれる放射性炭素の濃度は一定であると
いうものである。しかし実際には、その濃度は太陽活動や地球磁場の消長によって変動
しており、材木の年輪やサンゴ骨格などをつかった年代既知の資料との比較検討によって、
その変動を較正する方法が提唱されている ）。
また、大気中の放射性炭素濃度と、海洋表層の溶存無機炭素の放射性炭素年代も異なる
ことが知られている。これは、ほぼ隔絶された状態で深海をゆっくりと循環している深層
水の影響である。熱塩循環と呼ばれる地球規模での深層水の循環は、深層水が湧昇する北
太平洋の表層で、見かけ上の放射性炭素年代が大気よりも約800年も古い海水を生み出し
ている 8）。日本列島に暮らした我々の祖先は、縄文時代以来海産物を主要なタンパク質源
のひとつとして利用しており、人骨の放射性炭素年代は海産物によって放射性炭素が減衰
した深層水の影響を受けている可能性があるのだ。
実際の例を見てみよう。北海道の北黄金貝塚で出土したシカの骨とオットセイの骨を比
較した結果が図1である 9）。オホーツク海からやってきたオットセイの放射性炭素年代は
大気と平衡状態にあるシカのそれよりも約800年古い年代を示している。それでは、それ
らを食べていた縄文人の年代はどうだっただろうか？

その結果はシカよりも60年も古
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北海道北黄金貝塚のヒト、エゾシカ、キタオットセイの放射性炭素年代
同一層から出土したものを古いものから順にならべている。

いという驚くべきものだった。北海道で貝塚を残した縄文人は、大気の炭素よりも海水の
炭素に近い値を示したのだ。これは、北黄金貝塚の人々にとって、シカや植物などの陸上
の食料よりも、オットセイなどの海生哺乳類や魚貝類を含む海産物のほうがずっと重要だ
ということを意味する。年代差から見積もると、約80パーセントの炭素が海産のタンパ
ク質に由来したと考えられる。
５．同位体で食生活を復元する
人骨といっしょに出土した動物の骨や木炭が得られる場合、人骨の年代はそれらによっ
て決定することができる。しかし、先述したような出自が確かでない博物館資料の場合、
その歴史的な位置を議論するためには人骨を直接測定することが必要だ。そのために、食
物に含まれる海産物の割合をみつもる必要がある。それには、コラーゲンに含まれる炭素
と窒素安定同位体（13Cと 15N）が便利な指標になる。海洋生物には、陸上の動物よりも多
くの重い同位体が含まれるからである。炭素同位体の場合は、植物プランクトンによる一
次生産に使用される溶存無機炭素に 13Cが多く含まれることが原因である。窒素同位体は、
生体中で重たい同位体 15Nが濃縮することが原因である。海洋生態系での食物網は陸上よ
りもずっと複雑で、生態系の上位者である大型魚類や海生哺乳類は陸上の動物ではみられ
ないような高い窒素同位体比を示す。同様の現象は、人体でも見られるがその濃縮分を補
正すれば、遺跡出土骨のコラーゲンに含まれる炭素と窒素の安定同位体比から、海産物の
割合を大まかにではあるが、評価することが可能である。
図2に長野県保地遺跡から出土した縄文時代後期の人骨のコラーゲンにおける炭素・
窒素同位体比を示した 10）。日本列島における代表的な食料資源の同位体比と比較すると、
彼らは一定の割合で海産物を摂取していたようだ。内陸の縄文人がどのようにして、海産
物を入手したのであろうか？魚や貝の干物などの保存食を利用したのかもしれないし、季
節的に海岸部まで大規模な移動を行ったのかもしれない。しかし、我々はもっと簡単に利
用できる海産物を考えている。秋に川を遡上してくる鮭である。今日、長野県では鮭の遡
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上は確認されていないが、ダムがつくられ
る以前には千曲川では鮭の遡上があり、ま
た保地遺跡よりも上流に位置する遺跡から

オットセイ

18

アシカなど

は鮭の骨がみつかっている。アメリカ先住

サケ

は堅果類と鮭・鱒を主要な食料資源とした
という説があるが、鮭類の骨は遺物として
残りにくく、この説を検証することは困難

窒素同位体比

民との比較から、東日本で栄えた縄文文化

14

海生魚類
ナマズ
海生貝類

10

フナ

であった。内陸の縄文人骨で同位体比を分
析することで、当時の鮭利用を検証できる

ドングリ・クリなど
2
-24

６．おわりに

もしれない。しかし実際には、遺構や人工
遺物を扱う考古学者だけではなく動物や植
物の専門家、人骨の形態を研究する人類学
者、そして分析によって過去にせまろうと
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考古学で行われているような印象があるか
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可能性があり、研究を進めているところだ。

図2

長野県保地遺跡の縄文後期人骨の炭素・窒
素同位体比（9資料についての値を◆で示す）
四角の枠で示した代表的食物を摂取した場合
に期待されるコラーゲンの値と比較すると、陸
上のものだけではなく水産資源を利用していた
ことが明らかである。

する研究者のチームによって進められている。
そのなかで、
放射性炭素をはじめとした様々
な同位体が活用されており、今後さらに新たな手法が開発されることでこれまで全くわか
らなかった過去の生活の新たな側面に光が投げかけられることが期待される。
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染色体分配を制御する中心体
─がん研究における放射線感受性細胞の利用─
桂
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１．はじめに
電離放射線は生物の DNAを損傷し、これが何らかの形でがんの原因になると考えられ
ている。DNA 損傷に対して生物はさまざまな応答機構を持つ。それは、種々の DNA 修復
機能のみならず、DNA 損傷を感知するセンサー、修復が行われる間、細胞周期の進行を
止める監視機構であるチェックポイント、DNA 損傷を有する細胞を誤って増殖させない
ための細胞死の誘導などからなる実に精巧な機構である。これらの DNA 損傷応答・修復
機構の異常が発がんに関連することは、多くの実例が証明している。たとえば、p53と呼
ばれるがん抑制遺伝子は DNA 損傷応答経路に位置してセンサーからの情報を下流分子に
伝達するが、その変異は数多くのがん抑制遺伝子の中で最も高頻度に各種類のがんで観察
されている。また、BRCA1遺伝子は乳がん患者での変異が有名であるが、相同組換えに
よる DNA 損傷修復に関与し、以下に述べる中心体および動原体微小管の機能にも重要な
役割を有することが知られている。
私たちは、このような修復機構の中で、相同組換え修復という現象に注目し、このよう
な機構がはたらかない場合に細胞はどのような影響を受けるかを研究してきた 1, 2）。本稿
では、その中で細胞分裂の際に重要な役割を担う中心体の異常が観察される細胞において、
なぜそのような異常がおこるかを考察することによって、生命現象を維持するために細胞
周期がいかに巧妙に制御されているかを紹介したい。
２．相同組換え修復と放射線感受性
放射線による DNA 損傷の中で最も重篤なものは二重鎖切断と呼ばれるものである。こ
の損傷が修復できないと細胞は最終的には死に至るが、幸い生体にはこれを修復する複数
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の機能が備わっている。その一つに非相同性断端結合と呼ばれる修復機構があるが、これ
は文字通り切断された DNA 同士を単純に繋ぐ反応である。それに対して今回紹介する相
同組換え修復は、強引に断端を繋ぐようなことはせずに、細胞の中で切断を受けた部分と
同じ遺伝情報を持った DNAを探しだし、これを鋳型として組換え現象によってきれいに
修復するものである。
放射線感受性の観点からは、以前より非相同性断端結合が重要な役割を担うことが知ら
れていた。この事実を応用して、この修復経路で機能する蛋白質を抑制することによって
放射線感受性を高めて、がんに対する放射線治療効果を向上させる試みがある。一方、相
同組換え修復はそれほど放射線感受性を制御するとは考えられてこなかった。事実、ニワ
トリやハムスターの細胞における実験によれば、放射線よりも抗がん剤の一種である白金
製剤などによる DNA 損傷の修復への寄与の方が大きいことが示されていた。
私たちはこのような相同組換え修復の生物学研究の成果を治療医学へ応用するために、
ヒトのがん細胞における相同組換え修復に注目してきた。がん細胞は、治療前でも常に自
発的に DNA 損傷を生じていることが数年前に明らかにされた。そのような細胞に対して、
放射線や抗がん剤はさらに DNA 損傷を付与ことによってがん細胞を死滅させるのである。
したがって医学の領域においては、正常な生理現象の理解を主な目的とするげっ歯類まで
の生物学を基盤として、さらにヒトがん細胞生物学が必要である。
このような過程において、相同組換え修復の役割を担う Rad51Cと呼ばれる遺伝子の機
能が低下した細胞を大腸がん細胞において遺伝子を組み換える方法で作製した。遺伝子改
変前の野生株と Rad51C 変異細胞の性質の差を比較することで、ヒトにおける Rad51Cの
機能を検討した。その結果、Rad51C 変異細胞は野生株と比較して白金製剤に対する感受
性も確かに亢進していたが、同様に放射線に対する感受性も亢進していた。すなわち、ヒ
トのがん細胞においては相同組換え修復も放射線感受性に役割を果たしているのである。
３．中心体異常とがん
がんの発生、進展において、染色体のさまざまな異常が重要な意味を持つことは以前よ
りよく知られている。中心体は動原体微小管形成の中心となるが、これらの細胞内器官は
細胞分裂の際に染色体を正確に分配するために重要な役割を担う。既に100年以上も前か
ら、がんにおいては中心体の異常が染色体の異常の原因となる仮説が提唱されていた。
中心体は1回の細胞周期につき1回複製する。したがって、正常な中心体数は細胞あた
り1個または2個である。正確な中心体
の複製は、細胞分裂の際に染色体を細胞

ਛᔃᢙᱜᏱ

ਛᔃᢙ⇣Ᏹ

の両極から動原体微小管で引っ張り、染
色体を正確に2つの娘細胞に分配するた
めに重要である（図1）
。このため、多く
の研究者が中心体の複製機構に注目して
いる 3）。この数年、電離放射線や薬剤に
よって DNAに損傷が生じた際に中心体

ਛᔃ

ᨴ⦡

േේᓸዊ▤

数の増加あるいは中心体の断片化が誘発
されることが知られるようになり、さら
に、DNA 修復に関与する遺伝子の異常
を有する細胞では、中心体数の異常及び

図1 中心体数異常を有する細胞の多極性有糸分裂
中心体数が2個の場合、染色体は二つの娘細胞に
二等分されるが（左）
、中心体3個以上存在する
場合、不均等な分配が起こり異常な細胞が生じる。



それに伴う染色体数の異常が増加することが次々に報告され

４．Rad51C 変異細胞の中心体異常
私たちはカバーグラスのうえで細胞を培養し固定した後、
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中心体をガンマ・チュブリン
（中心体を構成する主要な蛋白）
の抗体を用いて蛍光物質で染色して、顕微鏡下で観察する方
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ト Rad51C 変異細胞では野生株と比較して中心体の異常、さ
らには異数体（染色体数の異常を有する細胞）が増加してい
ることが明らかになった（図2）
。
さらに Rad51C 変異細胞では、細胞周期の進行が G1期で遅
延する、いわゆる G1チェックポイントが活性化している現
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法によって中心体の状態や数を解析してきた。その結果、ヒ
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図2 Rad51C 変異細胞おけ
る中心体数異常の増加
Rad51Cは正常な中心体複
製に必要である。

象が見られた（図3）
。このときに働くある G1チェックポイント関連蛋白を、RNA 干渉に
よって発現を抑制すると、中心体数の異常が低下した（図4）
。この結果から、Rad51Cによ
る DNA 修復が不完全な状態では G1チェックポイントの活性化が起こり、細胞周期の進行
が G1期で遅延する。そして、このときに中心体の異常がおこることが推定された。つまり、
がん細胞では、放射線などによる外的な DNA 損傷がなくても内的原因によって誘発され
た DNA 損傷が修復されない場合は、それに応答するチェックポイントの活性化が中心体
異常の原因となっているのである。これまでに、G2期および M 期に関するこの種の報告
は発表されているが、G1期に関する報告は私たちのものが初めてである。
DNA 損傷修復が完全に行われない場合、それに続いて起こる中心体の異常が細胞周期
の進行を停止させ、DNA 損傷が残存する細胞が誤って増殖することを防止している。す
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図3 細胞周期と中心体、G1チェックポイント
染色体および中心体は1回の細胞周期につき1回複製する。何らかの異常が存在す
る場合、さまざまな段階でチェックポイントが活性化し、細胞周期が停止する。G1
チェックポイントの活性化が起こると細胞周期は G1期開始点で停止する。中心体
は G1期から S 期初期にかけて複製し、G2期から M 期にかけて分離・分配される。
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在すると考えられる。この現象は異常な DNAを持つ細胞を排
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除するために生物にとって重要な機構である。一方で、一部の
中心体に異常を生じた細胞において、なんらかの監視機構が破
綻した状況が生じると、これは異数体形成の原因となり、ゲノ
ム異常を蓄積する可能性を秘めることになる。今回の私たちの
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なわち、中心体制御を介した一種のチェックポイント機構が存

研究では、これまで細胞周期調節の重要な役者と考えられてき

５．おわりに

がんをはじめとする多くの疾患が生じ、さらにそれらの病態が
進展していくのである。今後、さらに DNA 修復をモデルとし
て複雑で多様な生命現象を一歩ずつ解き明かすことによって医
学に貢献したい。
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的安定性の調節をするという新たな役割を示したことになる。

自然放射線をはじめとする多くの原因により、DNAは損傷

15

0

た G1チェックポイントが、中心体を制御するによっても遺伝

を受けては修復されることを繰り返し経験している。その中で、

20

図4 G1チ ェ ッ ク ポ イ ン
ト関連蛋白の抑制によ
る Rad51C 変異細胞の中
心体異常の減少
G1チェックポイントの
活性化が中心体数の異
常の原因であることが
わかる。
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斎藤信房

初代センター長
巻

出

義

紘

東京大学アイソトープ総合センター初代センター長（昭和45〜52
年）の斎藤信房先生（理学部化学）は、ご療養中のところ、昨年末の
平成19年12月19日に逝去されました。享年91歳でした。
大正5年に東京でお生まれの斎藤先生は、昭和15年に東京帝国大
学理学部化学科をご卒業後、京城帝国大学理工学部助教授、九州帝
国大学理学部助教授を経て、昭和24年東京大学理学部助教授として
着任され、昭和31年教授に昇任、木村健二郎先生ご退任後の無機
化学講座を担任されました。その後昭和52年のご停年まで理学部
で研究と教育に尽力されました。先生は、日本化学会や日本分析化学会の会長のほか、国
内の原子力・放射線関係の委員会、審議会、国際原子力機関 IAEAなどでも活躍されました。
先生のご研究は、温泉沈殿物や鉱物・岩石中の同位体から、ホットアトム化学、同位体
分離、メスバウアー分光法まで、無機同位体化学・放射化学の広い分野にわたり、優れた
ご業績により日本化学会賞、紫綬褒章、勳二等瑞宝章等を受けておられます。
昭和35年に放射線障害防止法が施行されましたが、同年東京大学では放射線安全委員会
の前身である東京大学放射性同位元素委員会が発足し、斎藤先生が委員長に就任されました。
その後、
宮川正
（医学部）
委員長、
島村修
（理学部）
委員長の下で、RI大センター（後にアイソトー
プ総合センター）の必要性と構想がまとまり概算要求が続けられています。大学紛争もあり
実現が遅れましたが、昭和44年に再度委員長になられた斎藤先生の下、全学の放射線障害防
止管理規程が制定され、RI・放射線取扱者登録制が実施され、放射線取扱者手帳も交付され、
体制の整備と相まって概算要求が実現し、昭和45年4月、東京大学にアイソトープ総合セン
ターが設置されることになりました。同時に斎藤先生はセンター長事務取扱に、同年10月に
初代センター長に就任されました。センター建物は昭和46年5月に完成し、6月26日に開所披
露祝賀会が挙行されましたが、当時（今から3年前）大学院理学系研究科博士課程2年在学中
で斎藤研究室に属していた私には、開所披露で来賓を案内して回ったことが、つい先日のよ
うに鮮明に思い出されます。以来、斎藤先生は停年退官される昭和52年4月1日までの6年半
の永きにわたりアイソトープ総合センター長をつとめられましたが、先生はセンターに強い
愛着をお持ちで、多くの時間をセンターで過ごされました。外国から訪問客があると必ずセ
ンターを案内し、センターで講演会が開かれました。先生の退官最終講義でも、センターの
ことに時間を割いて話しをされました。まさしくセンターの生みの親、育ての親であり、ご
退官後も常にセンターのことを気にかけられ、何度もお電話をいただき、訪問されました。
斎藤先生が昭和32年に第1回を発足させた放射化学討論会の第48回を平成16年10月に
私がお世話して東京大学で開催したときもお元気にご出席いただきました。また一昨年の
同50回記念大会において日本放射化学会では先生を特別表彰させていただいたが、その
時には30分の特別講演をお引き受けいただき、予稿集原稿や講演準備でのお手伝いや座
長をさせていただいた私には、スライドと OHPを使って予定の時間通りのご講演で89歳
とは思えぬしっかりしたお話しに弟子の一人として大変にうれしく感動した次第です（こ
れが先生最後のご講演と原稿になりましたが）
。
温厚で誠実、しかし厳しい面もおありの斎藤先生には、教育者として多くをご教示いた
だきました。心から先生のご冥福をお祈りしております。
（前アイソトープ総合センター長・名誉教授）
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センターニュース編集発行人を終えるにあたって
佐

藤

隆

雄

3月末の定年退職を控え、4年間努めさせていただいた編集発行人としての役目もこの拙
文を以て終了することとなりました。在任中、歴代の編集委員長を始め、編集委員の皆様
にはたいへんお世話になりましたこと、紙面をお借りし厚く御礼申しあげます。
センターニュースの編集に携わってきた者として、いつも感謝していることは、先生方
がご多忙のなか執筆依頼を快くお引き受け下さり、
（ほとんどの方が）期限を守って寄稿し
て下さることです。特に、表紙を飾る巻頭言は、学内外の著名な先生方のアイソトープま
たはセンターに対するご意見、ご感想が述べられ、センターの在り方にも示唆を与えるも
のとなっています。また、ご専門の分野に関する研究紹介や TOPICSは話題性のある、時
宜にかなったものが多く、興味深いところです。改めてアイソトープがさまざまな分野で
の最先端研究に使用され、その手法が進化していることが伝わってきます。そのほか、ご
存じのとおり、共同利用に関すること、放射線障害防止法関係法令に関すること、講習会
情報、各種委員会情報、人事消息等を発信しています。
さて、編集委員会ですが、年4回のセンターニュースの発行（6月、9月、12月、3月の月
末）に合わせ、2 ヶ月くらい前に開かれます。そこでは、編集委員長を中心に、寄せられ
た原稿総ての読み合わせを入念に行います。もとよりセンターニュースは「専門外の人に
もわかる表現で！」をモットーにしており、
「決して論文発表の場ではない！」という視点
に立っています。従って、読み合わせで不満、疑問等が出されれば執筆者にそのまま伝え、
表現の再考を促します。その結果戻される原稿は……？

確かに少しはわかりやすくなっ

てはおりますが、門外漢にはやはり難解！というケースも残してしまっているのでは？と
いう思いが常につきまとい、今後とも努力を要するところです。最先端の研究内容を、限
られた頁数で、一般の人にもわかりやすくというのは難しいこととは思いますが、より多
くの人にこのセンターニュースを読んでいただきたく、執筆の方々にはぜひ一層のご配慮
をお願いしたいところです。
昭和45年度の創刊以来38年の歴史を刻んできたセンターニュースです。この4年間、裏
表紙の右下隅に「編集発行人

佐藤隆雄」と小さく印刷されたセンターニュースが今号を

含め16回、全国の関係機関（関係者）に配布された訳ですが、その都度、少なからずある
責任を感じていたことは否めません。今後とも、このセンターニュースがセンターからの
単なるお知らせの手段ではなく、アイソトープに関わる最新の研究、話題の発信者として
重要な役割を果たすことを念願し、また、センター及びセンター関係者の益々のご発展を
お祈り申しあげます。
遅れ気味だったセンターの耐震改修工事も佳境に入りました。このセンターニュースが
皆様のお手元に届く頃には工事も終盤を迎え、筋交いを身につけて一段と逞しくなった新
生「アイソトープ総合センター」が全貌を現すことでしょう！
（アイソトープ総合センター）
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平成20年度新規放射線取扱者全学一括講習会のお知らせ
東京大学において新規に放射線や RIを取り扱う場合は、まず所属部局の放射線管理室
または放射線取扱者担当事務係に「放射線取扱者登録申請書」を提出し、取扱開始前に放
射線取扱者特別健康診断を受診し、RI 教育訓練を修了することが必要です。RI 教育訓練
には、各部局で開催される部局講習会とアイソトープ総合センターで開催される全学一括
講習会があり、両方を受講しなければなりません。
平成20年度の全学一括講習会の開催予定は以下のとおりです。
◎ RI コース日程＊

募集人数

第140回 RI コース

（A）平成20年5月13日（火）
、14日（水）

60名

（B）平成20年5月13日（火）
、15日（木）

60名

（A）平成20年5月26日（月）
、28日（水）

30名

（B）平成20年5月26日（月）
、29日（木）

60名

（A）平成20年6月16日（月）
、1日（火）

60名

（B）平成20年6月16日（月）
、18日（水）

60名

（A）平成20年月16日（水）
、1日（木）

60名

（B）平成20年月16日（水）
、18日（金）

60名

第144回 RI コース

（A）平成20年9月18日（木）
、19日（金）

60名

第145回 RI コース

（A）平成20年11月1日（月）
、18日（火）

30名

第146回 RI コース

（A）平成21年1月21日（水）
、22日（木）

60名

第14回 RI コース

（A）平成21年3月1日（火）
、18日（水）

60名

第18回英語 RI コース

（A）平成20年5月2日（火）
、28日（水）

30名

第19回英語 RI コース

（A）平成20年11月1日（月）
、18日（火）

30名

第141回 RI コース
第142回 RI コース
第143回 RI コース

＊

◎英語 RI コース日程

＊

RI コースは1日目が講義で、2日目に実習があります。

◎ X 線コース日程
第10回 X 線コース

平成20年5月1日（木）

120名

第108回 X 線コース **

平成20年5月16日（金）

120名

第109回 X 線コース

平成20年5月21日（水）

120名

第110回 X 線コース

平成20年6月23日（月）

120名

第111回 X 線コース

平成20年9月16日（火）

120名

第112回 X 線コース

平成20年11月12日（水）

120名

第113回 X 線コース

平成21年1月23日（金）

120名

第114回 X 線コース

平成21年3月16日（月）

120名

＊＊

柏地区にて開催（柏地区以外の所属の方も受講できます。
）

◎英語 X 線コース日程
第15回英語 X 線コース

平成20年5月21日（水）

60名

第16回英語 X 線コース

平成20年11月12日（水）

60名
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◎ RIX コース日程＊＊＊
第1回 RIX コース

（A）平成20年9月18日（木）
、19日（金）

60名

第2回 RIX コース

（A）平成21年1月21日（水）
、22日（木）

60名

第3回 RIX コース

（A）平成21年3月1日（火）
、18日（水）

60名

＊＊＊

RIX コースは、平成20年度後半から新たに始まるコースで2日で RIと X 線両方の教
育訓練を行います。
20年度は、第144・146・14回 RI コースと同じ日に開催し、募集人員は RI コース
と合わせて60名です。

◎診療放射線コース
未定
◎核医学コース
未定
●センター日誌
○教育訓練の実施
平成20年 1 月21日、22日

新規放射線取扱者全学一括講習会第138回 R I コース
（武田先端知ビル303号室及び医学部放射線施設で実施）

1 月25日

新規放射線取扱者全学一括講習会第106回Ｘ線コース

2 月28日、29日

新規放射線取扱者全学一括講習会第139回 RI コース

（武田先端知ビル303号室で実施）
（武田先端知ビル303号室及び医学部放射線施設で実施）
●委員会だより
○平成19年度第1回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年 1 月 9 日（水）開催

○センターニュース編集委員会

平成20年 1 月1日（木）開催

○平成19年度第18回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年 1 月30日（水）開催

○平成19年度第19回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年 2 月13日（水）開催

○平成19年度第20回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年 2 月2日（水）開催

○平成19年度第21回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年 3 月12日（水）開催

○第116回運営委員会

平成20年 3 月1日（月）開催

○平成19年度第22回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年 3 月26日（水）開催

アイソトープ総合センター図書室の再開について
本センターでは、建物の耐震改修工事等のため、昨年10月より図書室を閉室して
おりましたが、工事終了後若干の準備期間をおき、下記の予定で閲覧業務等を再開
いたします。どうぞご利用ください。
記
再開日：平成20年4月15日（火）
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編集後記
アイソトープ総合センターニュースの編集委員を拝命して1年が経とうとして
います。私は柏キャンパスにある新領域創成科学研究科・放射線管理室に勤務し
ておりますので、編集委員会が開かれる浅野地区へは、つくばエクスプレスから
千代田線に乗り継いで参ります。片道だいたい1時間くらいの道のりで、学内の
会議としてはやや長旅ですが、編集会議への出席は私にとってたまの楽しみの一
つになっています。ニュースの原稿を拝読させていただきますと、アイソトープ
を通じて実に多岐にわたる研究が繰り広げられており、普段あまり触れる事の無
い分野の話題に脳がリフレッシュされる感があるからです。新領域創成科学研究
科の基本理念は「学融合」ですが、アイソトープは物理学、化学、工学、医学、薬学、
生物学、環境学、考古学、人類学など多種多様な学問を橋渡しし融合させる「キー」
としての役割をも担っているのだと、あらためて気づかされた1年でした。
（太田博樹）
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