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放射能・放射線を正しく理解するために
東北大学名誉教授
東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター研究教授

中村尚司
2011年2月に放射線審議会＊１の会長と基本部会の部会長の大役が終
わって、ICRP ＊２2007年勧告取り入れの報告書をまとめて、やれやれ
ホッとしたのも束の間、3月11日の福島第一原子力発電所事故以来、
以前にもまして忙しくなっている。小学校、地域住民、学校の先生等
への放射線教育・実習や講演を引き受け、マスコミからの取材も何度
か受けた。有志のグループで測定をしたり、学会活動の一環として
Q&A を引き受けたり、さらに文部科学省の放射線量等分布マップの
作成に係る検討会＊３の主査や放射線等に関する副読本作成委員会の
委員長としての仕事も忙しい。
原発周辺の高濃度に放射能汚染された地域の除染を最優先にやるべ
きなのは当然のことである。このような状況の中で、昨今の放射能や
放射線に対する人々の時に過剰な反応は、新聞、週刊誌、テレビ等のマスコミに加えて、特にイ
ンターネットでの過剰な恐怖や不安を煽る報道と、専門家と称する人たちの無責任な発言が引き
起こしている面があるのは否めない事実である。これまで、放射能・放射線に対する適切な教育
をしてこなかった国のやり方にはもちろん問題があり、知らないことに対して、人々が必要以上
に恐怖を感じるのは BSE 問題やダイオキシン等と同じ反応であろう。安全だという学者より危
険だという学者の方を信用したり、きちんとした機関が測定した線量の値よりも、精度も分から
ない怪しげな測定器で測定した線量の値が高ければ、そちらが正しいと信用する状況は、放置で
きないことであり、放射線計測の専門家としては人々に正しい知識を伝えることの重要性を強く
感じている。
学校や地域等で講演や測定実習等をして強く感じることは、放射能や放射線に関する正しい知
識を伝え、実際に測定をしてもらうと、意外に安心してもらえることである。今回、文部科学省
が放射線に関する副読本を公開したが、これから如何に教育していくかが重要である。また現在、
市販されている様々な測定器を用いて、一般市民が自ら測定している状況を考えると、放射能・
放射線の測定に関する一般向けの分かり易い本を書くことも重要である。そこで日本アイソトー
プ協会では一般向けに出版の計画を進めている。今回の事故を機に、多くの人々が放射能・放射
線に対する正しい知識を共有できることを願わずにはいられない。
＊１ 放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的として、文部科学省に設置されている諮
問機関。http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/index.htm
＊２ International Commission on Radiological Protection 国際放射線防護委員会のことである。
専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う非営利、非政府の国際学術組織である。新しい知見に基づい
て安全係数を修正するため絶えず再検討を行う活動を続けている。
＊３ 文部科学省原子力災害対策支援本部が放射線量等分布マップの作成に向け開催している。この検討会は
一般傍聴も可能。http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/017/
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１．はじめに
X 線透視画像は、医用画像診断や非破壊検査など、各分野で広く活
用されている。ただし、透視画像のコントラストは被写体による X
線吸収の大小に依るため、弱吸収物体の撮影は不得意となる。X 線吸
収係数は軽元素からなる物質になると急激に小さくなるため、生体軟
組織や高分子材料などがそれにあたる。このことは X 線透視画像の
原理的欠点として長く甘受されてきた。
しかし、電磁波である X 線の位相に着目すれば、この欠点が大幅
に克服できる。被写体を X 線が透過するとき、X 線は振幅と位相の
変化を受け、振幅の減衰が X 線の吸収に対応し、従来の吸収コント
ラストの起源となっている。位相の変化（位相シフト）は X 線の波が物体中を伝播するとき、
物質の種類によって伝わる速さが異なるために起きる。この位相シフトが弱吸収物体においても
かなりの大きさで生じている。単純に X 線を検出するだけでは位相シフトの情報は失われてし
まうが、撮影方法を工夫することにより、位相シフトを強度変化（位相コントラスト）として可
視化できるようになっており、優れた感度改善が実証されている。
筆者は、この技術の開発に長く携わってきた。ここでは、医用画像分野への実用化に近付いて
きた最近の成果を紹介する。

２．X 線透過格子を用いる X 線位相イメージングの原理
図1に X 線が被写体を透過する際に受ける位相シフトの様子を示した。左から右へ X 線の波が
伝播しているとする。被写体の構造を反映して位相シフトが場所によって異なると、X 線の波面
（等位相面）が変形する。波は、波面に
垂直な方向に伝播するので、X 線の波面
が変形することは X 線の進行方向が変
わることも意味する。すなわち屈折であ
る。しかし硬 X 線領域ではその大きさ
は僅かであり、典型的には一万分の一度
ほど曲げられる程度である。これは1m
先で1µm ほど X 線が横にずれる大きさ
であり、通常の X 線撮影で検知するこ
図1

とはない。

X 線の位相シフトと波面の変化
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図2

原子一個による X 線の位相シフトと吸収の相互作用断面積の比較

しかし、X 線位相シフトを検出することができれば、従来の吸収コントラスト法に比べて約千
倍の感度向上が原理的に可能である。その根拠を図2に示す。横軸を原子番号として、一個の原
子による吸収および位相シフトの相互作用断面積をプロットしたものである。位相シフトの相互
作用が常に吸収の相互作用より大きく、特に軽元素においては約千倍の違いがある１）。
X 線の位相コントラストを生成するために、1990年代にシンクロトロン放射光＊１を用いる実
験でいくつかの方法が報告された２）,３）。筆者自身もこの分野の開拓の一翼を担ってきた。この期
間に開発された技術は、単純に位相コントラスト画像を撮影・記録するだけではなく、デジタル
画像計測によって取得した位相コントラスト画像から、被写体による位相シフトあるいは屈折を
定量的に計測する、いわゆる位相計測手法を兼ね備えた方法であることに留意してほしい。筆者
はこれを X 線位相イメージングと呼んでいる。これにより、X 線 CT（断層撮影法）の格段の高
感度化（X 線位相 CT ４））も実現している。
悪性腫瘍が無造影で描出できるなど５）、X 線位相イメージングの性能は従来の X 線透視画像
の常識を大きく超えるものであり、その実用化には多大な期待が寄せられた。しかしながら、多
くの手法が品質の良い X 線を供給するシンクロトロン放射光を用いることを前提としているた
め、実用化への開発は期待通りには進んでいない。シンクロトロン放射光施設は巨大であり、建
設されている場所や利用期間が極めて限られているからである。もっと一般的な X 線源を用い
る X 線位相イメージングはできないのか？筆者はこれを実現すべく、X 線 Talbot 干渉計６）およ
び X 線 Talbot-Lau 干渉計７）による X 線位相イメージング手法を開発してきた。

＊１

光速に近い速さで移動する電子などの軌道が曲げられるときに生じる光。加速器を使ってシンクロトロ

ン放射光を発生させる装置（SPring-8 など）が、高輝度な X 線源として各分野で利用されている。
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図3

X 線 Talbot 干渉計
（a）、および、X 線 Talbot-Lau 干渉計（b）の構成。
G0、G1、G2 はそれぞれＸ線透過格子。

３．X 線位相イメージングの実用化に向けて
X 線 Talbot 干渉計は図3
（a）に示すように、2枚の X 線透過格子（図3
（a）の G1と G2）からな
る比較的シンプルな構成で位相コントラスト（正確には微分位相コントラスト）を生成する。こ
のことが、シンクロトロン放射光を用いなくても位相イメージングを可能としている。紙面の関
係上、詳しい原理の解説は参考文献８）を挙げるに留めるが、被写体による屈折を可視化するこ
とができる。また、被写体が比較的強い極小角 X 線散乱を引き起こす場合があり、このとき X
線の波面が大きく乱れて位相コントラストの鮮明度（visibility）が低下する現象を引き起こす９）。
位相イメージングには好ましくない作用であるが、逆にこの現象に基づく画像形成をして、被写
体中の散乱体の分布を可視化することができる。散乱体そのものの大きさは撮影の空間分解能よ
り小さく、個別には解像されない。我々はこの画像を visibility 画像と呼んでいる。したがって、
一回の撮影データから、吸収画像、微分位相画像、および visibility 画像の三つが生成でき、被
写体の理解に三位一体で利用できるという特徴がある。
実験室の X 線を使用できるといっても、X 線 Talbot 干渉計を動作させるためには、ある程度、
波の揃った X 線（空間的干渉性の高い X 線）を用いる必要があり、実際にはマイクロフォーカ
ス X 線源＊２が必要となる。しかし、市販されているマイクロフォーカス X 線源のパワーは一般
に数ワットであり、特に医療応用を想定した撮影時間では十分な S/N が確保できない＊３。X 線
Talbot-Lau 干渉計は一般に使われているより明るい X 線源の使用を可能とする改善を X 線
Talbot 干渉計に加えたものである。その構成を図3
（b）に示す。すなわち、X 線源の近くに第3の
格子（G0）を配置する。G0には、X 線源から発生される X 線の波面のうち、下流の X 線 Talbot
干渉計（G1と G2）で機能する成分のみを取り出す働きを持たせている。

＊２

金属ターゲットに電子ビームを照射して X 線を発生させる装置において、電子ビームを絞り、X 線発生

部位のサイズをマイクロメータオーダーに小さくしたもの。
＊３

S は Signal（シグナル・信号）N は Noise（ノイズ・雑音）。正確には【Signal to Noise ratio】S/N 比ともいう。

「十分な S/N が確保できない」とは、雑音の割合が大きいという意味。
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図4には当研究室で開発
し た 装 置 を、 使 用 し た X
線 透 過 格 子（G2） と 共 に
示した。X 線 Talbot
（-Lau）
干渉計を構築するためには、
振幅型の X 線格子（図3（b）
の G0、G2）の製作が必要
である。特に G2には、周
期数 µm のすだれ構造を形
成せねばならず、且つ、硬
X 線に対して機能させるた
めに X 線透過方向に十分
な厚さが必要となる。さら
に、撮影のための十分な視
野を形成するために、すだ
れ構造を大面積で製作せね
ばならない。これまで、兵
庫県立大との共同研究によ
り、X 線 リ ソ グ ラ フ ィ ＊ ４
と金メッキによる X 線格
（ 周 期5.3µm、 高
子 製 作 10）
図4

当研究室の X 線 Talbot
（-Lau）干渉計装置（上）、
Ｘ線透過格子の外観
（左下）
、及び格子断面の電子顕微鏡写真（右下）。
Ｘ線格子の周期は 5.3 μm。

さ 30µm、 面 積 10cm 角 ）
に成功し、本装置の実現に
至っている。

この装置による撮影結果を図5に紹介する。テスト試料としてぶどうを使った。上で述べたよ
うに、一度の撮影により、吸収画像、微分位相画像、visibility 画像の三つがセットで得られる。
特 に visibility 画 像
において蔕（へた）
から種に至る構造が
特徴的に描出されて
いる。
この技術の医用画
像診断への応用を
狙った企業との共同
開発が進んでおり、
関節リウマチ診断お

＊４

図5

当研究室の X 線 Talbot（-Lau）干渉計装置で撮影した
ぶどうの画像：（a）吸収画像、（b）微分位相画像、（c）visibility 画像

光を使って微細パターンを転写する技術であり、特に X 線を用いるもの。

X 線は直進性が高いため、X 線透過格子のような背の高い構造を形成するのに有利となる。
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よび乳癌診断を目指した試験機が病院に設置され、医師による試用が進められている。図6は埼
玉医科大学において、献体の拇指（第二関節）を撮影した結果11）である。これは正常な指であ
るが、微分位相画像の矢印で示すように、従来のＸ線画像では検出できない軟骨が描出できてお
り、関節リウマチ診断の有効性を示唆する結果となっている。ボランティア撮影による、より高
度な検証へと進んでいるところである。

図6

病院に設置した X 線 Talbot-Lau 干渉計で撮影したヒト（献体）の拇指第二関節の画像
（a）
吸収画像、
（b）
微分位相画像、（c）visibility 画像。

４．おわりに
X 線透過格子を用いる新奇な高感度 X 線撮像技術について紹介した。医用機器応用については、
企業が製品開発を目指す段階へと入っている。また、工業製品などの非破壊検査分野への適用も
十分に射程に入る対象であり、実際に複数の共同研究を開始させている。さらに応用範囲を広げ
るべく、ここで紹介した装置を用いた実験を行いたいと考えられる方々に対して、積極的に装置
共用を推進し、技術サポートを行う体制を整備しているところである。ご興味がある方は気軽に
コンタクトしていただければ幸いである。
本技術は X 線位相イメージングの実用化に対する見通しを大いに明るくするものであり、初
めてとなる国際ワークショップ12）の開催も予定している。今後の展開に期待したい。

謝辞
本開発は、科学技術振興機構の先端計測分析技術・機器開発事業のサポートにより進めてきた。
X 線格子は兵庫県立大学服部教授との共同研究により開発された。病院に設置した撮像装置はコ
ニカミノルタエムジー株式会社との共同開発による。装置は埼玉医科大学に設置されており、献
体の撮影は、同大学の田中淳司教授、および、永島雅文教授による。
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Mg の製造・精製と植物実験への応用
東京大学生物生産工学研究センター

助教

東京大学大学院農学生命科学研究科

田野井 慶太朗＊１

１．はじめに
マグネシウム（Mg）は、あらゆる生命にとって必要不可欠な元素
であり、植物においては地上部で乾燥重量比約0.2% を占め、N、K、
Ca に次いで多く存在する無機養分である１）。また、植物における Mg
の機能としては、ATPase, RNA polymerase, protein kinase など酵
素活性への寄与２）,３）,４）や、植物細胞ではクロロフィルを構成するこ
となどから、Mg の必須性および重要性は古くから知られている。そ
の反面、Mg の恒常性や輸送に関しては未解明な点が多い。シロイヌ
ナズナ変異体のイオンを網羅的に測定しデータベース化している
ionome 解析において、Mg 濃度の分散（variance）は18無機元素の
中で最も小さいことが報告されている５）。このことは、生命活動の維持に、Mg 濃度を厳密に制
御することが重要であることを示唆している。
そもそも、根における Mg 吸収様式について能動的なもの（プロトン勾配を利用し channel を
介した受動的な輸送も間接的には能動的と言える）
、および、受動拡散によるもの、それぞれの
寄与度について様々な報告がある。マツの根において外溶液の Mg と Ca がアポプラスト＊２経由
で導管へ到達する経路が、細胞を通過する経路よりもおよそ2桁早い速度で輸送されていること
が安定同位体を利用した laser-microprobe-mass-analyzer による解析から報告されている６）。また、
イネの根において、Mg 吸収は K や P の吸収に比べて細胞代謝活性の阻害剤（H2S、NaCN およ
び NaN3）でほとんど影響を受けないという実験結果から、Mg の吸収は生命活動によらない、
拡散に基づく様式が主であると提示されている７）。その一方で、細胞内の Mg 濃度は数 mM で
あり、一般的には土壌中の Mg 濃度はそれよりも低いことは、Mg 吸収に能動輸送が必要である
ことを示しており、実際にシロイヌナズナの根で発現する Mg チャネルが単離されている８）。こ
れら、Mg 吸収様式に関する議論に対して一定の結論を得るためには、
『植物の根が、どういっ
た濃度の Mg をどのような活性で吸収するか』についての基本的な情報が必要である。

＊１

共同研究者として

東京大学大学院農学生命科学研究科

斉藤貴之、岩田直子、大前芳美、広瀬農、小林奈通子

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター（CYRIC）
東京大学大学院農学生命科学研究科
＊２

放射線植物生理学研究室

岩田

錬

中西友子 教授

植物体の中の空間のうち細胞膜よりも外側を指す用語である。反意語であるシンプラストは、細胞膜の

内側を指す（細胞膜を含む）
。
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溶質の吸収様式を調べるためには、同位体を用いたトレーサー実験が有効である。Mg の同位
体は5種類の候補がある。まず安定同位体は3種類存在し、天然の Mg 存在比が 24Mg：25Mg：
26

Mg = 78. 99：10. 00：11. 01である。これらの中のいずれかの安定同位体を濃縮したトレーサー

実験を行う場合、天然の同位体が含まれている試料中で新たに吸収・移行した安定同位体を測定
することになり、シグナル・ノイズ比の観点から、定量解析は非常に困難であることが想像され
る。次に、比較的安定な放射性同位元素は2種類（27Mg、28Mg）存在する。このうち27Mg は中
（n, γ）27Mg の核反応で製造することができるが、そこから得られる27Mg
性子線照射により26Mg
は26Mg を多量に含む溶液となり、特に低濃度の Mg 溶液の調製ができないことや、半減期の短
さ（9.46分）から、生命科学実験に用いるのは困難である９）。残る28Mg については、27Al に対し
てα線を当てて製造することから他の Mg 同位体が存在しない、つまりキャリア・フリーのもの
を作成することができるので、過去には実験に用いられたが、製造コストの面から世界中で手に
入らない状況となった10）。
そこで私たちは、キャリア・フリーの28Mg を製造および精製し、続いて植物実験を実施する
実験系を構築した。さらに、作成した28Mg をイネの根による Mg の吸収様式の解析に用いた11）。

2．28Mg の製造と精製
製造および精製は、東北大学 CYRIC の岩田錬教授の方法により行い12）、実際にご指導いただ
きながら進めた。実験は、東北大学 CYRIC もしくは放射線医学総合研究所で実施した。純アル
27
ミニウム箔20枚に対して、
50 MeV のα線ビーム（約3 〜 5μ A）を4 〜 6時間照射し、
Al（α ,3p）
28

Mg の核反応で28Mg を製造した。製造された28Mg の精製は以下の通り実施した。照射したア

ルミニウム箔を3N HCl で溶解し減圧乾固させた後、2M NH4SCN 溶液に再溶解し、Sep-Pak
Plus tC18カートリッジで副産物である7Be を除去した。次に、
陽イオン交換樹脂 AG50W-X4（H+;
100-200 mesh）に通した後、0.5M シュウ酸溶液を通すことで Na や Al を除去し、最後に2N HCl
で28Mg を回収した。精製後の28Mg 溶液の一部をゲルマニウムカウンターで測定したγ線スペク
トルを図1に示す。28Mg が放出する主なγ線である400.7 keV, 941.4 keV および1,342 keV のみが

図1

ゲルマニウム半導体検出器による精製した 28Mg 溶液のスペクトル
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検出できた。27Al にα線を照射した際、副産物として 22Na（代表的なγ線エネルギー：1,274
keV）、24Na（同1,369 keV）
、26Al（同1,130 keV）
、29Al（同1,273 keV）の生成が予想されたが、
いずれのγ線も検出されなかった。したがって、最終的な溶液中には核種として28Mg のみ存在
することが示された。

3．イネの根による Mg 吸収の28Mg イメージング解析
精製した28Mg を用い、
葉が3枚（L3）もしくは4枚（L4）の生育ステー
ジのイネにおいて吸収実験を行った。葉が4枚の生育ステージ（L4）の
イネにおけるオートラジオグラフィ＊３を図2に示す。根から吸収された
28

Mg は茎部での蓄積が確認できた一方、葉にはほとんど移行しなかっ

た。 次 に、L3イ ネ を 根、 茎、 葉 に、L4イ ネ は 根、 茎 に 分 け て PSL
（photostimulated luminescence）値を求めた。標準試料の PSL 値から
求めた検量線を用いて各組織に移行した28Mg を定量した後、各組織へ
の Mg の吸収速度を算出した結果を図3に示す。外溶液の Mg 濃度が高
い（5.0mM）場合の Mg 吸収速度は、
低い（0.1mM）場合に比べて速かっ
たが、溶液の濃度差が50倍（0.1mM 対5.0mM）であるのに対し、Mg 吸
収速度の差は L3イネでは6.2倍、L4イネでは7.1倍であった。この結果は、
外溶液の Mg が高濃度の場合には受動的な拡散による輸送が、低濃度溶
液の場合には積極的な能動輸送が行われていることを示唆している。ま
た、28Mg の根に蓄積する割合は L4イネの方が L3イネより高かった。
生育が進んだ根においては、地上部に Mg を輸送する速度が低下する可
能性が示唆された。

（a）
葉が 3 枚の生育ステージのイネの結果。
28
Mg 吸収時間は 15 分。

図2

28

 Mg を吸収させたイネ中の
Mg の分布の様子
左がイメージングプレート
像。右は同サンプルの写真

28

（b）葉が 4 枚の生育ステージのイネの結果。
28
Mg 吸収時間は 30 分。

図 3 水耕液中の Mg 濃度と Mg の吸収速度
水耕液の濃度を 0.1mM と 50mM の 2 種類で 28Mg 吸収実験を実施した。
＊３

放射線化合物が付着した物体、もしくは放射線を出す物質（放射性物質）を X 線フィルムに密着させて

感光させ、フィルムに生じた黒化部位の位置から、もとの放射性物質の存在部位を確認する実験手法。尚、現
在は X 線フィルムに代わる方法としてイメージングプレートが汎用されている。
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4．イネの根による Mg 吸収様式の濃度依存性の評価実験
a

b

28

図 4 水耕液中の Mg 濃度と Mg 吸収速度の関係
Mg を 15 分吸収させた。
（b）
は（a）で示した部分の領域を拡大したもの。

イネの根による Mg 吸収様式の濃度依存性を詳細に調べるため、溶液の濃度を9段階に設定し、
葉が7枚の生育ステージ（L7）のイネを用いて吸収実験を行った。その結果、図4に示すように、
外溶液の Mg 濃度が10mM の時に約0.4 nmol･mg
（乾燥重量）−1･min−1であった吸収速度は、外溶
液の Mg 濃度が5.0mM と半分の濃度においても、75% 減の0.3 nmol･mg
（乾燥重量）−1･min−1に低
下するにとどまった（図4a）
。このような、
溶液濃度と吸収速度が線形関係にないという
傾向は、溶液濃度が特に1.0 mM 以下と低く
なるほど強くなったことから（図4b）
、溶液
の Mg 濃度が低い方が、Mg 吸収能が高まる
ことが示された。この Mg 吸収能の変化は、
イネの Mg 恒常性を保つために必要な機能で
あると考えられた。これらのイネに吸収され
た Mg の体内分布を調べたところ、図5に示
すように、どの濃度条件下でも同様の分布傾
向が認められ、概ね、根：茎：葉＝8：2：0
の割合であった。15分と短い時間では、28Mg
図5

28

Mg の体内分布
（サンプルは図 4 で示したもの）。

はまだ葉へは到達しないことがわかった。

5．まとめ
このように、我々は28Mg の製造からイネへ供するまでの実験系を確立することができた。精
製した28Mg をイネの吸収実験に用いたところ、水耕液中の Mg 濃度が低い時ほど Mg 吸収能が
高まっていることが示された。これは、植物の Mg 恒常性に寄与する機能であることが示唆され
た。今後も、28Mg を活用し、植物における Mg の吸収・転流・分布に関するデータを取得し、
Mg 動態の解析を行う予定である。
11
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福島第一原発20km 圏内を行く
桂

真理

去る2011年9月24日、児玉セン
ター長、先端研杉山氏とともに、
20キロ圏内にある閉鎖中の常磐自
動車道ならびに高速道路工事現場
の線量測定に行ってきました。こ
の道路の開通は、被災地復興の生
命線です。線量は最大で56μSv/
hr の地点がありました。線量計
を見ていると場所による変動は激
しく、同じ高速道路の上でも少し
場所や方向を変えるだけで数値は
写真 1

数倍変わります。高速道路の上か
ら、親子で草を食べる野生化した

牛が見えました（写真1, 杉山氏撮影）
。子牛は震災後に誕生したのかもしれません。この地区の
野生化した牛の筋肉から、高濃度のセシウムが検出されたと聞いております。
さらに、車で進むわれわれの前に現れたのは、
なんとダチョウでした（写真2, 杉山氏撮影）
。
「何
を食べているんだろう？」と、児玉先生は自分の買ってきたパンをダチョウに投げました。しか
し、ダチョウは食べてくれませんでした。その後、このダチョウが人からドッグフードをもらっ
て食べている様子がテレビに出、児玉先生は「ドッグフードを食べるのにパンは食べなかったで
すね。」と残念そうでした。ご自分の食べ
物を惜しげもなく飢えている動物にあげて
しまわれる児玉先生の人間性が、現在の先
生の活動の原点にあるのだということを感
じました。
現在、センターではセシウム内部被ばく
の生物影響に関する研究を開始しておりま
す。今回の原発事故で最も人体への影響が
懸念される放射性セシウムおよび放射性ス
トロンチウムに関する研究を開始しており
ます。真に人の役に立つ結果が出せるよう、
みんなで力を合わせ、頑張りたいと思いま

写真 2

す。
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新規放射線取扱者全学一括講習会開催日
2011年12月25日現在
・東京大学の各部局で放射線取扱者になろうとする方は教育訓練を受講する必要があります。
●申請した取扱内容に、
［非密封 RI］
［密封 RI］
［加速器・原子炉］
［SOR］のいずれかが含まれて
いる場合は、RIX コースを受講する必要があります。
●申請した内容に［実験 X 線］
が含まれている場合は、X 線コースを受講する必要があります。
本学の放射線取扱者の分類、必要な教育訓練などについては
http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/initial_question/index.html
を参照してください。
・平成23年度の今後の全学一括新規放射線取扱者講習会の開催予定
（平成24年度は日程調整中）。
◆ RIX コース
開催回

区分１）

講義日
２）

実習日3）

募集人員

第36回

B

１月12日
（木）

１月13日
（金）

60人

第37回

B

２月22日
（水）

２月23日
（木）

60人

講義日

実習日3）

募集人員

◆英語 RIX コース
開催回

区分１）

２）

第26回

B

１月12日
（木）

１月13日
（金）

10人

第27回

B

２月22日
（水）

２月23日
（木）

10人

◆ X 線コース４）
開催回

◆英語 X 線コース４）
講義日

募集人員
２）

開催回

講義日

募集人員
２）

第155回

１月12日
（木）

60人

第46回

１月12日
（木）

10人

第156回

２月22日
（水）

60人

第47回

２月22日
（水）

10人

１）RIX コースの区分 B は一般コースです。
２）講義日に放射線取扱者健康診断を受診できる講習会です。
３）区分 B の実習は「非密封 RI の安全取扱と放射線の測定実験」
。
４）X 線コースのみ受講については、事前の申し込みは不要です。但し、先着順で受け付け募集
人員を超えた場合、もしくは講義開始時刻に遅れた場合は参加できません。
各部局案内

http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/contact_info.html

RI 健診日程表

http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/medical_check.html
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放射線取扱者健康診断（RI 健診）日程
◆対象者

：新規放射線取扱者（所属部局を通し登録申込、後に受診通知が届いた方）
：継続放射線取扱者で受診希望される方や再登録の方
（所属部局の放射線管理室等の担当部署を通じて予約が必要です。
）
ただし、加速器の取扱を開始したことによって眼検診のみ受診する必要が生じた場
合については、予約は必要ありません。
平成23年12月25日現在
実施日

受付時間

健診場所

定員人数

平成24年 1月12日
（木）

14：00 〜 16：30

本郷保健センター

150名

平成24年 2月 6日
（月）

14：00 〜 16：30

本郷保健センター

150名

平成24年 4月 9日
（月）

9：30 〜 12：00

本郷保健センター

150名

平成24年 4月19日
（木）

9：30 〜 12：00

本郷保健センター

150名

平成24年 5月 7日
（月）

14：00 〜 16：30

アイソトープ総合センター

150名

平成24年 5月11日
（金）

9：30 〜 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成24年 6月 7日
（木）

9：30 〜 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成24年 6月14日
（木）

9：30 〜 12：00

柏キャンパス

150名

平成24年 7月 3日
（火）

9：30 〜 12：00

本郷保健センター

150名

平成24年 7月20日
（金）

14：00 〜 16：30

本郷保健センター

150名

平成24年 9月10日
（月）

9：30 〜 12：00

本郷保健センター

150名

平成24年10月 4日
（木）

9：30 〜 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成24年10月26日
（金）

9：30 〜 12：00

本郷保健センター

150名

平成24年11月 8日
（木）

9：30 〜 12：00

柏キャンパス

150名

平成24年11月15日
（木）

9：30 〜 12：00

本郷保健センター

150名

平成25年 1月10日
（木）

14：00 〜 16：30

本郷保健センター

150名

平成25年 2月 6日
（水）

14：00 〜 16：30

本郷保健センター

150名
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