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放射性同位元素を扱う研究者の育成
日本原子力研究開発機構

J-PARC センター
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放射性同位元素（RI）の利用は、分野によって異なっていて、利用が減少している分野ある
いは増加している分野がある中で、今後利用が伸びると考えられる分野の一つは医療分野である
と思う。放射性医薬品の供給量を見ると89Sr（半減期50.5d）が2007年から急速に増加し、90Y（半
減期64.1h）も2008年から急速に増加している。これは、89Sr を用いたがんの骨転移の疼痛緩和
剤が2007年に市販されたことと、90Y を用いた RI 標識抗体治療薬であるゼバリンが2008年に承
認されたことによる。これまで放射性医薬品は主に診断に用いられてきた。しかし、今後はこの
ような治療薬の増加があるのではないかと考えている。治療薬に用いられる核種は、半減期が短
い、α線放出あるいはβ線放出核が望ましい。半減期の短い核種の場合には輸入に頼ることは難
しく、国内製造が必要となる。また、我が国において新しい放射性医薬品の開発を行うことが望
まれる。これを実現するためには RI を取り扱う研究者の育成が欠かせない。
現在、大学におけるアイソトープセンターは RI を取り扱う研究者の育成に大きく寄与してい
ると思う。ところが、放射線・放射能を扱う RI 施設は、RI の管理のための費用、排水および排
気施設の維持費用、放射線廃棄物の費用など、通常の施設に比較し、維持費がかかり、更に必要
な設備の更新などにもかなりの費用がかかる。国立大学が法人化される以前はアイソトープ経費
や RI 施設における設備更新のための費用がある程度確保されていた。しかし、法人化以降は運
営費交付金として一括交付され、学内での配分は各大学に任されている。このような状況で設備
の更新などで多額の費用がかかる事態になったときに、RI 施設の廃止へ向かうのではないかと
心配される。全国で同じような傾向が生まれ、RI 取り扱い施設が大学からなくなるとしたら、
RI を取り扱う研究者の育成ができなくなり、我が国における大きな損失となる。全国の大学の
全ての RI 施設が必要かどうかは、よく検討すべき問題であるが、全ての大学で必要な人材育成
ができなくなる事態は避けなければならない。このために全国のアイソトープセンターが協力し
て、新たな方策を提示することが望まれる。
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１．はじめに
最近、日本原子力機構（以下、原子力機構とする）で開始された加速器からの高速中性子を利
用した新しい医療放射性同位体生成研究についてご紹介する。医療用アイソトープの現状と加速
器中性子を用いた新たな製造法について小文で略述させていただく。
「輸入依存のがん転移診断薬、噴火で入荷ストップ」
、これは本年４月19日付けの朝日新聞１）
に掲載された記事のタイトルである。皆さんもご記憶にあるアイスランドの火山噴火により放射
性医薬品の原料である99Mo の輸入が完全にストップしたことを報じている。遠い地での出来事
が国内の医療に大きな影響を与えていることがわかる。
２）
このような
2009年にはカナダの原子炉の停止により国際的な99Mo の供給不足が報じられた。

状況を踏まえて2008年7月には日本学術会議により我が国における放射性同位元素の安定供給体
制について」として国産体制の構築を含めたアイソトープの供給体制の改善を図るようにとの提
言書が出された。３）

２．現在の99Mo/99mTc の生産の現状
現在世界中の医療用 RI の代表的な核種99Mo/99mTc は、原子炉において高濃縮ウランを照射す
ることにより238U の核分裂反応により製造されている。585バーンという大きな核分裂反応断面
積と、質量数99の核分裂生成核種中の質量分布が6.1％であることを考えると効率の良い99Mo の
製造方法であることがわかる。しかし、核分裂反応であるので99Mo 以外にも多くの核種が同時
に生成することになり、この除去に化学分離操作が求められる。また99Mo 以外の副生成物から
の放射線による、放射性廃棄物や作業への被ばくが増加することになる。しかし、この方法の優
れた点は一度分離精製して得られた Mo 分画中には高い比放射能で99Mo が含まれていることで
ある。そのため僅かな体積のアルミナカラムに Mo を吸着させ、また99Mo の崩壊に伴って生成
する99mTc の高濃度溶液（１Ci/ml=37GBq/ml）を得られ医学利用で用いることが可能となる。
しかも99Mo（半減期2.74日）は娘核種である99mTc（半減期6.01時間）に比べて長い半減期を有す
るため、Mo を吸着させたカラムに生理食塩水を流すことにより１週間ほどの間繰り返しミルキ
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ングにより99mTc を得ることが出来るのである。この装置を99Mo/99mTc ジェネレーターと呼び広
く医療の現場において用いられている。99mTc の6時間という半減期と壊変に伴い放出する141
keV のガンマ線のエネルギーは核医学診断用核種として理想的な性質を有しているため、その
利用は放射能数量において全放射性医薬品の約85％を占めており、年間約100万件の診断に使用
されている。
現在カナダ、オランダ、ベルギー、フランス、南アフリカの５カ国において上述の方法により
99

Mo/99mTc ジェネレーターが製造され世界の総需要の90％以上を賄っている。しかし最大規模

の生産能力を有するカナダ AECL の NRU 炉は故障により停止中であり、これによりここ数年の
99m

Tc の供給不安を引き起こしている。さらに他の原子炉も40年から50年経過した老朽化したも

のでさらなる供給不安の要因となっている。需要を100％海外に依存しているために冒頭で書い
たような火山噴火や過去には原子炉労働者のストライキといった一見無関係な出来事の影響を受
けることになってしまう。

３．その他の製造方法
それではこの99Mo/99mTc 供給不安の解決に向けてどのような手立てがあるのだろうか？まず
は同じ手法での国内生産が考えられるが、高濃縮ウランの利用は核物質防護の観点から好ましく
なく、実際前述の５カ国へも IAEA から再三にわたる低濃縮ウランの利用への変更が勧告され
ていることを考えると、国内での高濃縮ウランの利用は現実的でない。また低濃縮ウランの利用
も238U の中性子捕獲反応から生じる239Pu が生じるので、低濃縮ウランターゲットの中性子照射
後の化学分離操作は239Pu の分離技術開発に繋がるとの観点から好ましくないとの見方がある。
また原子炉の代わりに加速器を利用することも考えられている。カナダではバンクーバーにあ
る TRIUMF で加速器の一つである電子ライナックによる238U の光核分裂反応により99Mo の製造
計画が提案されている。本方法では製造される Mo は従来法と同じで高い比放射能で99Mo を得
られるが、この反応の断面積は大きいとは言い難く効果的な方法とはいえない。また同じくカナ
（p,n）99mTc を製造する方法も検
ダでは、サイクロトロンによる陽子ビームを利用して98Mo から
討されている。この方法では６時間の半減期を有する99mTc を直接製造するため、頒布を行うた
めに10施設ほどを国内に分散設置しカナダ国内の主要都市の需要をカバーする計画のようである。
しかし陽子のような荷電粒子照射はターゲット内での発熱が問題となる。多量の99mTc を得るた
めに大強度の陽子ビームで照射を行うと生成するテクネチウムが昇華し、散逸してしまうという
ジレンマに悩まされることになる。
99
（n, γ）
Mo 反応の利用による
国内では原子炉での熱中性子を利用する中性子捕獲による98Mo
99
（n, γ）
Mo 反応
製造がある。原子力機構では大洗にある材料試験用原子炉 JMTR において98Mo

による99Mo/99mTc ジェネレーター製造計画が進展している。しかし中性子捕獲反応によって生
成された99Mo は、核分裂反応により生成された99Mo に比べ圧倒的に比放射能が低く、従来のよ
うに簡便なミルキングのシステムを構築することが困難である。つまり98Mo の原子炉照射によ
り生じる99Mo は大量の安定同位体の Mo の中に存在しているので核分裂法で用いられるアルミ
ナカラムへ吸着させようとすると膨大な量のカラムが必要になり、それから溶出される99mTc 溶
液は大変希薄なものとなってしまう。現在、Mo から Tc の分離法として PZC（Poly Zirconium
3

Compound）や乾式昇華法が検討されている。但しこれらを用いた時には従来法のようにジェネ
レーター（アルミナカラムに99Mo を吸着させ生理食塩水で99mTc を溶離させる機器）を医療現場
へ頒布することは出来なくなる。

４．加速器中性子による99Mo/99mTc の製造
そこで原研では JMTR での中性子捕獲反応に加えて、加速器中性子による医療用アイソトー
プの製造研究を開始した。永井ら４）は RI 製造に対して従来の原子炉中性子や加速器による荷電
粒子のほかに高速中性子の有用性を指摘した。ここでいう高速中性子とは重水素と３重水素の核
融合反応（D+T 反応）によって生じる14 MeV の中性子を指して用いる。この D+T 反応により
生じる14MeV 中性子を利用した99mTc の利点を列挙してみよう。
（n, 2n）
Mo 反応の断面積は中性子のエネルギー
まず反応断面積の大きさが挙げられる。100Mo
が12MeV から17MeV の場合、1.5バーンである。
（図参照）これは先にあげた核分裂反応には及
（n, γ）99Mo 反応の0.14バーンに比べて約10倍の大きさで
ばないが、原子炉中性子を用いた98Mo
ある。また（n, 2n）反応以外の反応断面積はさほど大きくなくターゲットとして濃縮同位体を
用いれば他の核種の生成は非常に少ない。
さらに照射ターゲットに対する自由度が大きいことも利点として挙げられる。原子炉照射にお
いては原子炉炉心へ水力や圧縮空気によってカプセルを出し入れしている。このためカプセルの
大きさは決まっておりその中に入れられる試料量にもおのずと限界がある。またサイクロトロン
のような荷電粒子加速器でも照射ターゲット量は大きく制限を受ける。さらに荷電粒子は物質と
の相互作用によりそのエネルギーを失ってゆくので仮に多量の試料を照射したとしても有効な試
料の量は一定で生成量の増加に寄与しない。従来の方法ではこれらの問題点があるのに対して高
速中性子照射ではターゲットの量に原理的には制限がない。またターゲットの発熱も無いので液
体、気体ターゲットであっても照射は可能である。
高速中性子照射はどのように行えるのか。原研には東海研究センター原子力科学研究所内にあ
る核融合中性子工学用中性子源施設（Fusion Neutronics Source; FNS）における D+T 反応によっ
99
Mo 反応を起こす14MeV の高速中性子を得られる FNS は400keV 重陽子加速
て、100Mo（n, 2n）

器で0°と80°の2つのビームラインを有する。それぞれのビームラインのターゲット位置には銅版
上にチタンを蒸着してありここにトリチウムが吸着してある。400keV に加速された重水素はチ
タン中に吸着しているトリチウムと核反応を起こして D
（T,n）
He 反応により14MeV の中性子を
発生する。0°ビームラインでは20mA 重陽子ビームで４×1012n/s の中性子が、80°ビームライン
では２mA で２×1011n/s の中性子を得ることが出来る。
99
（n,2n）
Mo 反応による基礎研究を行い、本反応の有効性の確
この装置を用いて試験的に100Mo

認を行った。筆者らは本年度より科学技術振興機構
（JST）の研究助成、研究成果最適展開支援事
業フィージビリティスタディ可能性発掘タイプ・シーズ顕在化プログラムの援助を受けて「高速
中性子による医療用 RI、99mTc の製造頒布」と題する研究事業を開始した。併せて、原研内部に
「加速器中性子利用に関する技術開発」特別グループを設置し、加速器中性子による99Mo/99mTc
の製造研究を開始した。５年間の研究期間中に、FNS 加速器中性子による100Mo ターゲット照射、
乾式昇華法による 99mTc の分離精製および濃縮同位体ターゲットの回収、そして得られた
4
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99

Mo/99mTc の放射性医薬品としての品質の検定などを行ってゆく。またこの特別グループにお

いては、99Mo/99mTc のみならず加速器中性子核反応の特性を生かすことにより、90Y などの新た
な医療用 RI の製造研究を行う予定である。５）
１）朝日新聞 , 2010年4月19日.
２）“Medical isotope shortage reaches crisis level”P. Gould, Nature 460, 312-313（2009）
.
３）“我が国における放射性同位元素の安定供給について” 日本学術会議、基礎医学委員会・総
合工学委員会合同放射線・放射能の利用に伴う課題検討分科会 , 2008年7月24日.
４）“Production of 99Mo for nuclear medicine by

100

99
Mo
（n,2n）
Mo”Y. Nagai,

Y. Hatsukawa, J. Phys. Soc. JPN, 78, 033201（2009）
.
５）
“Production of an Isomeric State of 90Y by Fast Neutrons for Nuclear Diagnostics”Y. Nagai,
O. Iwamoto, N. Iwamoto, T. Kim, M. Segawa, Y. Hatsukawa, H. Harada, J. Phys. Soc. JPN,
78, 113201（2009）
.

図

100

Mo の反応断面積
（Cross Section）
と中性子エネルギー
（Neutron Energy）
の関係

（n,2n）反応は10MeV から16MeV の間で1バーン以上の高い反応断面積を示す。またこのエネル
ギー領域では（n,2n）反応以外の反応はほとんど起きていない。矢印は D-T 反応により発生し
入射する中性子のエネルギー範囲を示す。
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粉末エックス線解析装置の利用
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１．最近のエックス線装置は？
エックス線装置は、研究に対する要求や要望により多種多様な形で発展し、その使用方法は多
面的である。エックス線回折装置の場合、微量及び微小の試料を高感度、高精度で分析できる装
置が増えており、一次元又は二次元の高速検出器等の性能向上によって、最近では最先端技術分
野での基盤研究開発用として、有機薄膜、磁性材、半導体薄膜などの先端材料の測定等、様々な
材料の結晶構造解析や状態分析により特性・性質・新規材料探索に利用されている。
アイソトープ総合センターで導入した粉末エックス線解析装置は、Rigaku 製 Ultima Ⅳ
Protectus（図 1）で、粉末構造解析の基本的な
測定及び操作が簡易で、かつ安全装置を具備し
た装置である。

２．粉末エックス線解析装置の利用
エックス線回折測定は、エックス線が物質中
の周期構造により回折現象を起こすことを利用
する。得られるエックス線回折図形には結晶の
形の情報と、結晶を構成する原子の情報が含ま
れてくる。試料が結晶質であるか非晶質である
か、どのような化合物が入っているか、同じ化
学式を持つ物質（多形）が存在するか等を解析
することができる。
エックス線回折法のアプリケーションとして
定性分析がある。定性分析では未知物質と既知
物質の回折図形を比較し、そのパターンを照ら
し合わせることで未知物質の構造を同定できる。
本センターの装置では、統合粉末エックス線解
析ソフトウェア PDXL がインストールされてお

図 1 粉末エックス線 解析装置
Ultima Ⅳ Protectus.

り、ICSD（International Center for Diffraction
Data）等の結晶構造データベースを利用した定

a）粉末エックス線解析装置の外観
b）測定の様子、蛍光板によるエックス線の可視化

性分析も可能である。
6
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３．粉末エックス線解析装置の使用手順
①

エックス線解析装置を立ち上げる。

②

光学系の点検と試料のセットが終わったら、X-RAYS スイッチを ON にする。対象試料
や要求されるデータに基づき、管電圧・管電流、その他測定条件を設定する。

③

装置出力が所定の出力まで達し、エージング（慣らし運転）が終了した後に、粉末エック
ス 線回折測定を開始する。

④

測定が終了したら管電圧・管電流を下げ、X-RAYS スイッチを OFF にする。

⑤

エックス線の停止を確認し、DOOR ボタンを押して防エックス 線カバーの扉を開ける。
試料台に取付けた試料を取外した後、再び防エックス 線カバーの扉を閉める。

⑥

本体の電源を停止する。

４．粉末エックス線解析装置を実際に使って
高エネルギー分解能型高速エックス線検出
器を装備しているので、従来の検出器と比較
して約100倍の強度が得られ、
高いエネルギー
分解能で全ての試料で低バックグラウンド
データ測定が可能である。種々テスト測定及
びスキャン測定、また多数の試料を分析する
必要がある場合、非常に有効である。図２に
走査速度40deg/min（その他の測定条件 : Cu

図2

管球 , 管電圧40kV, 管電流40mA, ゴニオメー

酸化アルミニウム
（Al2O3）
の回折図形 .

タ ー 半 径 ＊ １ 185mm, サ ン プ リ ン グ 間 隔 ＊ ２
0.02deg） で 測 定 し た 酸 化 ア ル ミ ニ ウ ム

（A）

（Al2O3）の回折図形を示す。10°から 50°の
約１分間の測定であるが、明瞭な回折図形が
得られ、α -Al2O3と同定できる。このような

（B）

結晶同定だけではなく、ピークの位置から格

（C）

子定数の導出、半値幅から結晶性や格子歪み
を判定、さらに結晶化度の測定も可能である。 図 3

粉末エックス線回折測定に使用する試料板 .

また、図３に示した Si 特定無反射試料板
（A）
、 （A）：Si 特定無反射試料板
ガラス試料板
（深さ２mm, ５mm）
（B）
、アル
ミ試料板（C）の利用により、様々な試料量に
対応可能である。

（微量試料でも高いシグナル・ノイズ比）

（B）：ガラス試料板（少量試料用）
（C）：アルミ試料板（充填が容易、粉末・塊状試料に使用可）

＊１

ゴニオメーター半径：エックス線源 - ゴニオメーターの回転中心
（試料）
間距離のこと

＊２

サンプリング間隔：ステップ間隔、強度を記録する2θの間隔のこと

参考図書及び資料
中井

泉 , 泉富士夫編 , 「粉末 X 線解析の実際」第２版 , 朝倉書店 , 東京（2009）
.

合志陽一監 , 佐藤公隆編 , 「X 線分析最前線」改訂版 , アグネ技術センター , 東京（2002）
.
アイソトープ総合センター部局講習会資料 , リガク「X 線回折測定の基礎」
,（2010）
.
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第3回

アイソトープ総合センターセミナー

「放射線（SPECT・PET）を利用した
最新の in vivo イメージング技術」の報告
アイソトープ総合センター

秋

光

信

佳

最近、PET ＊１、SPECT ＊２、CT ＊３、MRI ＊４等様々な技術を用いた in vivo イメージングが様々
な研究領域で使用されていますが、これらの中でも放射線を利用する PET、SPECT、CT など
の技術は、感度や定量性の点で優れております。
最近特に注目を浴びてきているトランスレーショ
ナルリサーチにもこれらの機器は活用されており、学内にも強い関心を持つ学生・教職員が多数
あります。そこで、2010年9月13日に本学山上会館にて、PET、SPECT 技術を用いた最新のイメー
ジング技術を米国 Bioscan 社副社長の Staf C. van Cauter 氏に紹介していただきました。セミナー
には、医学部・理学部・工学部・農学部・薬学部・新領域などの学内各部局から20 ～ 30名の参
加者が集まりました。van Cauter 氏は、放射線活用イメージングの基礎から応用に至るまで幅
広い内容を大変分かりやすく説明してくださり、PET、SPECT 技術で生体内からの PET 核種
或いは SPECT 核種からのガンマー線を測定で動物体内での物質挙動や物質代謝状態を非侵襲的
に生かしたまま高感度かつ高解像度で測定することが可能であることが参加者にも伝わっていま
した。さらに今回の講演では、一般的な放射線管理施設でも汎用されるトレーサー核種である
125I を使用したアプリケーションの紹介もあったため、参加者からは各自の研究にどのように
活用できるかの具体的イメージが得られたとの評判を得ることができ、セミナーは成功裏に終了
いたしました。余談ではありますが、今回の講演者の van Cauter 氏はオリンピック自転車競技
でのゴールドメダリストだそうです。かつてアスリートであっただけに大変活力のあるセミナー
発表であり、内容のみならずプレゼンテーションの技法にも大変学ぶものがありました。
アイソトープ総合センターでは、今後もこのようなセミナーを積極的に実施してゆきたいと考
えておりますので宜しくお願いします。
＊１ 

PET：Positron emission tomography の略で、陽電子放出核種の放出する陽電子が消滅時に
発する消滅放射線を検出して体内の物質の挙動を非侵襲的に可視化・検出する手法・検出装
置を意味する。
＊２
SPECT：Single photon emission computed tomography の略で、ガンマ線放出核種の発する
ガンマ線をシンチレーターで検出することで体内の物質の挙動を非侵襲的に可視化・検出す
る手法・検出装置を意味する。
＊３
CT：computed tomography のことで、体外から照射した X 線の体内吸収による減衰を検出
する事で体内の構造を非侵襲的に可視化・検出する手法・検出装置を意味する。
＊４
MRI：magnetic resonance imaging の略で、核磁気共鳴現象を利用して生体内の内部の情報
を非侵襲的に可視化・検出する手法・検出装置を意味する。
◆ 人事異動
・学外異動（出）2010. 7. 1発令
庶 務 係
畠 山 良 一
会

計

係

丸

山

信

明

・学内異動（入）2010. 7. 1発令
庶 務 係
木 村
壮
会

計

係

清

水

雅

弘

独立行政法人 大学入試センター
総務企画部情報課研究支援係長
独立行政法人 日本学術振興会経理課出納係主任
工学系・情報理工学系等事務部学務課学部チーム
学務総務担当係長
柏地区共通事務センター経理係長
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共同利用機器・設備一覧
アイソトープ総合センターは、放射線利用に係わる全学共同利用施設であり、放射線計測用、
試料調製及び分析用、さらには放射線管理用として約50種類の機器・設備が常時使用可能である。
化学実験設備、生物実験設備、教育実習設備も備えており、様々な実験を行うことができる。
利用できる共同利用機器・設備は以下の通りです。
2010年９月25日現在
機

器

名

担当者

測定器

低バックグラウンド液体シンチレーションカウンタ（LSC-LBⅢ） （BFトレーサー実験室Ⅲ）

野川憲夫

低エネルギー用ゲルマニウム半導体検出器（LEPS）

（BFトレーサー実験室Ⅲ）

小池裕也

低バックグラウンド Ge（Li）検出器

（2F 物理実験室）

小池裕也

ゲルマニウム半導体検出器

（2F 物理実験室）

小池裕也

サンプルチェンジャ付ゲルマニウム半導体検出器

（2F 物理実験室）

小池裕也

Si 表面障壁型検出器

（2F 物理実験室）

小池裕也

中性子・γ線弁別用測定装置

（2F 物理実験室）

小池裕也

ガンマカウンタ（コブラ

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

クワンタム 5003）

ガスフローカウンタ（試料皿

内径 2.5 cm）窓無し

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

ガスフローカウンタ（試料皿

内径 5 cm）窓取り外可能 （3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

特殊装置

液体シンチレーションカウンタ（2200CA）

（3F 測定室Ⅰ）

垰

液体シンチレーションカウンタ（2700TR/SL）

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

バイオイメージングアナライザー（BAS1500）

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

バイオイメージングアナライザー（FLA-9000）

（3F 測定室Ⅰ）

秋光信佳

γ線シンチレーション測定装置

（3F 測定室Ⅱ）

桧垣正吾

バイオイメージングアナライザー（BAS1800）

（3F 測定室Ⅱ）

小池裕也

液体シンチレーションカウンタ（3100TR）

（3F 測定室Ⅱ）

野川憲夫

粉末エックス線解析装置

（2F 物理実験室）

小池裕也

メスバウア装置

（2F メスバウア実験室）

小池裕也

可搬型ラドン濃度測定装置

（3F 測定室Ⅰ）

桧垣正吾

ラドン濃度連続測定装置

（3F 測定室Ⅰ）

桧垣正吾

ラジオ高速液体クロマトグラフ

（4F 分析機器室Ⅱ）

垰

9

和之

和之

機

器

名

担当者

試料調製︑分析用その他設備
放射線管理・教育訓練用設備

共焦点レーザー顕微鏡

（1F 管理室Ⅱ）

秋光信佳

シリコニット型電気炉

（BF 分析機器室Ⅲ）

桧垣正吾

金属表面顕微鏡

（3F 測定室Ⅰ）

桧垣正吾

バイヤル洗浄機

（３Fトレーサー実験室）

野川憲夫

小型超遠心機

（４F 無機化学実験室）

秋光信佳

ルミノ・イメージングアナライザー

（４F 無機化学実験室）

秋光信佳

定量 PCR 装置

（４F 生物実験室Ⅰ）

秋光信佳

位相差顕微鏡

（４F 生物実験室Ⅰ）

垰

和之

分光光度計

（４F 分析機器室Ⅱ）

垰

和之

微量天秤

（４F 天秤室Ⅱ）

野川憲夫

精製水装置（ミリポア濾過方式）

（４F 廊下）

垰

動物乾燥装置

（5F 処理室）

野川憲夫

137Cs ガンマ線照射装置

（BF ポジトロン装置室）

野川憲夫

呼気水捕集装置

（BFトレーサー実験室Ⅲ）

野川憲夫

サーベイメータ類（共用）

（１F 汚染検査室）

瀧上由美

TLD 測定装置

（2F 物理実験室）

小池裕也

ガラス線量計

（2F 物理実験室）

小池裕也

ゲルマニウム検出器

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

液体シンチレーションカウンタ（2000CA/LL）

（3F 測定室Ⅱ）

瀧上由美

ゲルマニウム検出器（可搬型）

（3F 測定室Ⅱ）

野川憲夫

GM 計数装置

（3F 測定室Ⅱ）

小池裕也

サーベイメータ（実習用）

（3F 測定室Ⅱ）

小池裕也

ラジオアイソトープドーズキャリブレーター

（3F ガス RI 室）

野川憲夫

トリチウムガスモニタ（可搬型）

（3F ガス RI 室）

野川憲夫

3H ／ 14C 捕集装置（可搬型）

（3F ガス RI 室）

野川憲夫

X 線フィルム現像装置

（5F 暗室Ⅳ・Ⅴ）

垰

和之

遺伝子実験室付帯設備

（5F 生物実験室Ⅲ）

垰

和之

放射性有機廃液焼却装置

（5F 処理室）

野川憲夫

和之

※共同利用機器・設備等ご利用希望の方は以下の各担当者までご連絡ください。
・秋光

信佳（内線 : 23057） ・瀧上

由美（内線 : 22875） ・垰

和之（内線 : 22892）

・小池

裕也（内線 : 23051） ・桧垣

正吾（内線 : 22887） ・野川

憲夫（内線 : 23051）

直接ダイヤルインされる場合は

03−5841−□□□□（□は内線の頭 2 を取った下4桁）
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共同利用機器・設備例
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アイソトープ総合センター「ニュース」は、もっと読みやすく、もっと分かり易
くをモットーに VOL41No.1号より A4サイズ（文字も大きくなりました）でカラー
印刷に生まれ変わりました。
また、前期課程の学生の皆様にも読んでいただきたく教養学部にお願いして学生
支援課に置いていただくこととなりました。
これからますます充実したアイソトープ総合センター「ニュース」にするため編
集委員一同張り切っております。
お気づきの点がございましたら下記までお寄せください。よろしくお願いいたし
ます。

（金丸敏眞）

連絡先：kanamaru.toshimasa@mail.u-tokyo.ac.jp

Tel：03-5841-2895
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〒 113 − 0032 東京都文京区弥生二丁目 11 番 16 号 東京大学アイソトープ総合センター 03（5841）2881
ホームページ http://www.ric.u-tokyo.ac.jp/
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