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１ 各部門の年度末評価への対応 

 

 

 

 

１）企画部門 

部門リーダー 西沢 義子 

●桑原委員長からの指摘事項 

平成 22 年度の活動目標であった教員研修の強化，本プロジェクトの活動成果の地域への

発信等に関しては，国内研修，海外研修の実施，市民公開講座の開催等により充分な成果

が挙げられている。特に，教員研修が緊急被ばく医療支援人材育成にどのように貢献でき

るか，また研修上の問題点と課題は何か等，具体的にかつ分かり易く記載されている。た

だ，3 月 11 日の福島原子力発電所事故の発生により，今後講演会の内容も具体的に事故に

対応した人への依頼，教員視察研修の内容の変更等々，平成 23 年度実施計画の大幅な変更

が必要なのではないかと考えられる。そして，それによりさらに大きな成果が得られるも

のと思われる。 

＜対応策＞ 

 すでに平成 23 年度は福島に派遣された「弘前大学被ばく状況調査チーム」の活動に関

する報告会を開催し，次に派遣される教員への情報提供の場となりました。 

 福島原子力発電所事故に関する講演会については，福島原発事故が収束した時期に依

頼することを検討しています。現段階では状況をどこまで伝えていただけるか，や対

応している方の多忙さ，を考えるに，二の足を踏む状況にあります。評価委員の先生

からのご推薦，または先生方の実際の活動からのご講演をお願いしたいところです。 

 今年度予定している 3 回の講演会については，講師の了解をいただき，日程調整が終

わっています。その中には，他の先生からのご指摘のあったメンタルヘルスも引き続

き内容に組み込んでいるところです。 

 今回の事故とその後の対応により，避難所・救護所等における住民対応の重要性を再

認識したことから，これらの内容を含む研修への積極的参加を勧めていきます。 

 一般住民への情報発信は継続して実施していきます。 

 

●河内委員からの指摘事項 

前年度までは教職員が国内外の研修に参加することが目標であったが，今年度は市民公
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開講座や講演会を企画，開催したことで，“情報受信から発信へ”という所期の目的は達成

されたと思う。講演会には，毎回 100 名を超える参加者があるが，学外からの参加者はど

の程度であったのだろうか。ともかく，外部に対して弘前大学の緊急被ばく医療への取り

組みを理解して頂く機会を持つことは大切である。たまたま，年度末に発生した福島原発

事故への対応，特に，避難所におけるリハビリテーションやメンタルヘルスケアへの弘前

大学としての対応はどうだったのか気になります。積極的な事故へのアプローチや，今後

の原子力防災訓練における避難所活動の中にもリハビリテーションやメンタルヘルスケア

の項目を導入して，積極的に参加して頂きたい。 

＜対応策＞ 

 講演会の学外参加者は，1 割弱であり，第 1 回（リハビリテーション）は 13 名，第 2

回（メンタルヘルス）7 名，第 4 回（初期被ばく医療施設の看護）4 名の参加でした。

学内の講演会は，専門的な内容となるため，今後，学外者に向けては，市民公開講座

等がその役割を担ってくものと考えています。 

 文部科学省の要請に沿った人材を「弘前大学被ばく状況調査チーム」として教職員を

派遣し，現在も継続しています。メンタルヘルスへの対応は要請があればチームを結

成できるように全学的な取り組みを要望していきたいと考えています。 

 弘前大学では線量のスクリーニングなどに重きが置かれており，避難所におけるリハ

ビリテーションの対応としては行っていなかったのが現状です。原発事故に限らず，

このような避難所生活では活動性も低下し，特にお年寄りにおいてはいわゆる生活不

活発病に陥りやすくなります。このような状態になることを予防するためにもリハビ

リテーションによる介入は必要なことと考えられ，今後導入を検討する必要があると

思います。 

 弘前大学として東日本震災対策拠点形成を進める動きがあり，リハビリテーションや

メンタルヘルスケアを含めた今後の活動が期待できると思います。 

 

●近藤委員からの指摘事項(総評) 

3.11 を経験して，弘前大学の取り組みが，いかに重要か認識いたしました。今まで對馬

保健学研究科長のもとに，進められてきた保健学研究科の蓄積をさらに発展させることが，

今後，ますます期待されると存じます。これから必要されるのは，内部被ばくのケア，長

期的低線量被ばくのケア，精神的ケア，被ばく量および環境中の線量測定，放射線教育プ

ログラムの拡充と発展，情報発信・公開，同 Q and A 対応，行政・教育関係者の放射線教

育，市民公開含めた市民放射線教育，研究面では，3.11 前と後における意識の変化，被ば

く影響低減化，被ばく医療の基礎・臨床，迅速線量測定とマーカー探索，低線量放射線影

響等であり，保健学研究科の内外の連携がさらに求められます。3.11 以前と以後では，外

部委員含めて，相当意識が変わったと存じます。各部門はそれぞれに，課題設定され進め

られてきましたので，企画部門を中心に今後の部門間の連携や国際シンポ等の在り方も含
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めて，今年度以降の道筋を再検討されるとよろしいかと存じます。このことは研究内容に

もあてはまり，研究課題の設定も，より具体的な提案があるでしょうし，調査型研究では，

震災および福島原発の影響は大きいと思われ，結果に相当に反映されると思います。今回

の震災を機会に，いかにこれから学び次世代へ受け継ぐかが重要であり，今後のさらなる

発展を祈念申し上げます。 

＜対応策＞ 

 本プロジェクトは 3 年経過しました。これまでは原子力災害は稀有な事例として扱わ

れ，プロジェクトの取り組みもあってはならない事故への対応でした。今後は福島原

発事故の経験を活かし，本質的な「緊急被ばく医療支援人材育成」となるように部門

間の連携を強化しながら活動していきたいと思います。 

 研究部門に対しては，本プロジェクトの将来展望を見据えながら，保健学研究科とし

てどのような研究課題に取り組むべきかについて検討するように要望しております。 

 

●片桐委員からの指摘事項 

 国内外で実施される各種の研修について，その内容を精選し，多くの職員を参加させ

ることにより，今後の人材育成のために必要と思われる知識・技能の基盤が整いつつ

あると考える。 

 着実に基盤強化に向けた取り組みが進められており，また，習得した知識，技能を個

人に留まらせず関係者間で情報共有出来るよう努めていることは，今後に繋がるもの

と考える。 

 3 年目であり，まだ，外部から学ぶことに重きが置かれることは止むを得ないが，特に

訓練に関しては，さまざまな制約の上に計画されている場合もあることから，単に視

察することに終わらせず，現実的な緊急被ばく医療活動の在り方について自ら考え，

構築していく取組も必要と思われる。その際，実体験をしている関係者の意見を重要

視していくことが重要。  

 直接的に本プロジェクトに係わらないと感心が薄くなることは止むを得ないが，弘前

大学全体として進める活動であることを学内で共有させることは，対外的に活動情報

を発信する取り組みとの関連でも重要である。継続した取り組みが必要と思われる。 

 まだ収束はしていないが，今回の東電福島第 1 原子力発電所事故への対応と通して緊

急被ばく医療活動を考えることは重要で，高度被ばく医療体制の構築と共に，一般の

方々の「低レベルではあるが長期に亘る放射線影響を受けることに伴うストレスのケ

ア」等にも目を向けたプロジェクトの進め方も企画部門の活動として進めて行ってほ

しい。 

＜対応策＞ 

 研修の受講は，新任教員が知識を得るための受講とこれまで研修を受けてきた教員の

知識の確立，拡大，蓄積のための受講とに分けられます。したがってこれまで以上に
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多様な研修を情報収集し，受講の募集は継続していきます。 

 青森県原子力防災訓練への参加について社会連携部門を通して県の担当者と協議した

結果，平成 23 年度は参加型研修に移行することで合意が得られています。 

 弘前大学として放射線専門家と看護職，臨床心理士がチームとなり，メンタルヘルス

ケアを進めるための準備を要請していきたい。国立大学における震災復興・防災・日

本再生に係る教育・研究組織一覧にも「放射線災害による避難者および関係者のメン

タルヘルスケア」として 登録済みです。 

 放射線医学総合研究所からの要請もあり，被災住民の健康調査にも教職員を派遣して

います。 

 

●太田委員からの指摘事項 

今般の福島原子力発電所事故に伴う住民への情報発信や不安・抱える問題への対処を今

後の大きな柱として，さらに体制を強化されることを期待する。  

＜対応策＞ 

「弘前大学被ばく状況調査チーム」として福島へ派遣された教職員の報告会を通して，住

民の不安や抱えている問題等を共有しています。チームとして継続して派遣されています

ので，これらの経験から住民への情報発信のありかたに対する多くの示唆が得られると思

います。 

 
 

２）教育部門 

部門リーダー 中村 敏也 

●桑原委員長からの指摘事項 

教育に関しては，21 世紀教育専門基礎科目として放射線防護の基礎が学部 1 年生を対象

に開講され，また博士前期課程(修士課程)に設置した被ばく医療コースを 3 名の大学院生

が選択し，その大学院生に対し，被ばく医療共通科目(必修)である放射線防護総論，被ば

く医療総論，被ばく医療演習を 1年次に開講され，3名とも履修済みであること，選択科目

として被ばく医療看護学総論，放射線影響学特論，放射線臨床検査学，特殊検査機器演習

についても，履修済みであり，平成 23 年度は修士論文作成のための特別研究の段階になっ

ているとの報告に，教育も順調に開講され，遂行されていることが伺える。特に，被ばく

医療演習で研修に参加した大学院生にその内容を報告させ，担当教員による質疑応答を通

しての評価は，大学院生教育の質的な効果をあげる意味で，大変重要であると考えられる。

ただ，被ばく医療コースを選択したものが 3 名であること，しかも保健学科からの志望が

ゼロであることを考えると，次年度から選択する学生数の増加と保健学科から進学するも

のがあらわれるよう努力する必要があるのではないかと思われる。 
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現職者教育に関しては，看護師コース，診療放射線技師コース研修いずれも参加数が多

く，特に県外からも参加もみられたということで，担当教員の方々の努力が実を結んでき

ているように思える。平成 23 年度は実践編を計画しているとのことであるが，是非成功さ

せてほしい。 

＜対応策＞ 

 大学院の被ばく医療コースが 22 年度にスタートし，3 名の入学生を迎えることができ

た。内訳は社会人入学 2 名（いずれも看護師資格を有する高度救急救命センター職員

と弘前市内医療系大学の教員）と一般入試による入学 1 名（保健学科検査技術科学専

攻卒業生，臨床検査技師資格を有する）であったが，23 年度は社会人入学が１名（看

護師資格を有する）にとどまった。今後は，学生数確保のための方策について保健学

研究科あげて取り組んでいかなければならない。ひとつには，県内各大学の学生，医

療施設，あるいは医療職者の県支部会等に向けたアンケート調査（どのような内容，

カリキュラムであれば大学院被ばく医療コースに入学したいか等）を行うことも重要

かも知れない。さらに，全国に向けた広報活動も強化する必要があるだろう。 

 現職者教育については，これまで 10 名以上の教員が福島に派遣されたことから，昨年

度とプログラムを変更し，被ばく初期対応を含めた内容で検討中である。 

 

●片桐委員からの指摘事項 

 学部教育がスタートし，講義を通じた講師陣の課題認識，学生からの客観的意見が得

られたことは大きな前進であると考える。教養教育であり，放射線との係わり等，一

般的な知識の習得から入るべきと思われたが，学生の自由記述では，もっと深い内容

をとの意見もあることから，初歩的なことから少し専門性の高い（但し，入口程度が

限界）内容も含め，幅を持たせる内容にしていくことも考えられる。なお，放射線の

理解に関して，測定器の操作，防護対策等の実習は効果的であることから検討しては

どうか。 

 今回の東電福島第 1 原子力発電所事故における緊急被ばく医療活動（放射線不安解消

のケアも含め）については次年度に盛り込むことが必須と思われる。また，その一つ

して，「国際的な放射線防護の考え方」，「放射線被ばく管理基準」等が相当話題となっ

たことも念頭に置いて，これらについても基本的知識の一つとして触れていくことも

必要と思われる。 

 3 年次の「医療リスクマネジメント」に「危機対応として緊急被ばく医療」が含まれて

いるのであれば，それにつなげる講義として，原子力発電所等の事故に係る緊急被ば

く医療の考え方に加え，国際的に着目されつつある RDD 災害対応としての緊急被ばく

医療についても触れることが必要と思われる。（科目名からのイメージは，災害対応で

は無く医療活動におけるリスク管理のようにも感じる） 

 大学院教育に関しては，目標とする人物像の一つに「有事の際にリーダーシップを発
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揮し，問題解決できる人材」の育成が掲げられていることから，シミュレーションで

実際に近い災害対応環境を提示し，それに対してどの様に問題解決して行くか等，実

際に自らが直面した場合に対処できる（机上ではあるが）より実践的な教育を行う事

も考えられる。 

 視点は若干異なるが，世界的な視点で緊急被ばく医療に係る国際貢献を果たしていく

ことも極めて重要で，国内より海外での事故に対してその能力を発揮していくことが

考えられる。そのために大学院教育においては，国際機関で能力を活かしていくこと

も念頭に教育プログラムを検討してはどうか。 

 訓練の視察を否定するものでは無いが，むしろ，訓練を企画するような内容を盛り込

むことにより，災害対応における情報共有の在り方，緊急被ばく医療の枠組みの在り

方等を考える機会となり，本分野のリーダとなる人材育成に繋がるものと考える。 

 現職者教育として最も力を注ぐべき所は，臨場感のある環境で実際に近い対応体験を

積むことであり，事に臨んで自ら判断していくことの難しさを体感するシミュレーシ

ョンであると考える。その意味でも基礎となる知識は予め学んできてもらうことも必

要で，シミュレーションは最低でも１日（机上演習でなければ初日に演習の流れの理

解を得た上で，翌日に実体験と振り返りを行うことも考えられる。）は必要。 

 シミュレーションの範囲をどこまでにするかによって規模も異なるが，可能な限り実

態に近い演習環境（模擬の患者搬送をする消防関係者，事業者として付き添う放射線

管理要員等を配置し，一連の流れをイメージアップ出来るようにする）を作っていく

ことが重要。そのためにも，基礎編では流れの確認と課題摘出するまでに留め，上級

編として，患者受け入れ段階から対処までの全ての流れを実際に近い形で再現する演

習で，チーム対応を経験させるシミュレーションに特化した研修の設定も考えられる。 

＜対応策＞ 

 21 世紀教育「放射線防護の基礎」については学生からのアンケート結果を解析し，こ

れを参考に講義内容を吟味していく予定である。また，測定器を実際に操作して実習

（演習）を行うことは，160 名あまりの学生数を考えると容易ではないが，デモンスト

レーションを取り入れた工夫などを含めて検討したい。 

 講義の一部に，福島における緊急被ばく医療活動を取り入れる方向で協議の上検討し

たい。その意味でもこれまでの対応についての評価や今後の推移を注意深く見ていく

必要があると思われる。今回，たとえば 10 万 cpm 以上で除染の必要有りとした基準に

ついてなど，これまでの基準と大きな隔たりもあり，その設定の経緯も含めて見てい

く必要があるが，基本的な放射線防護の考え方が重要と考える。 

 「医療リスクマネジメント」は原子力災害そのものよりも，保健学科を卒業後に医療

現場に出たときに，医療被ばくを含めた放射線による被害にそれぞれの医療専門職者

として対応するための知識を教授することを目指している。しかし，医療職者として

の核テロに対する心構えやこれに対応するための基本的事項については触れる必要が
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あるかも知れないと考えられる。 

 災害事例を設定し，それに対応するシミュレーションは重要であると考えている。大

学院教育のカリキュラムを変更する時期ではないが，現職者研修においては，今回の

福島を意識した初期被ばく対応についての演習を取り入れる予定で検討中である。大

学院の被ばく共通科目のひとつである「被ばく医療演習」ではこの現職者研修への参

加が義務づけられており，大学院学生はこの研修である程度の実践的なトレーニング

を受けることが出来ると思われる。 

 現時点では，講義の中で海外の被ばく医療の現状を解説することで対応することがメ

インになるかも知れない。この他には，今年度も本研究科で開催予定の緊急被ばく国

際シンポジウムに参加することは，被ばく医療の世界的な動向を知るための一助とな

ると思われる。基本的には国内外を問わず，緊急被ばく医療の場で活躍できる人材の

育成が目標である。 

 前述した現職者教育でのシミュレーション演習についても，1年次は研修を受講するス

タンスでの参加になるが，2年次には教員と共に訓練の企画および指導メンバーに加わ

る形も考えられるので，協議の上検討したい。 

 昨年と比べ，今年度は現職者研修を半日分増やしたプログラム日程を考えており，最

終日のほとんどをシミュレーション関連の内容で検討中である。看護師は放射線に関

する系統的な教育を受ける機会が少ないため，基礎知識である「入門編」に相当する

講義は知識を確認する意味でも重要であると考え，今年度も継続する予定である。た

だし，研修時間に限りがあるため，受講生の事前学習が必要となる。来年度に向けて

は基礎的な講義やシミュレーションに向けた準備および振り返りのために e-Learning

の導入の可能性について検討する予定である。e-Learning のシステムが稼働できれば，

ご指摘の「基礎知識を予め学習」するためにも有用であると思われる。 

 現職者研修のプログラムについては昨年度の内容から変更されることは決まったもの

の，現在，その内容について検討している段階である。「患者受け入れ段階から対処ま

での全ての流れを実際に近い形で再現する演習」の実現を目指したい。また，受講対

象者を看護師・診療放射線技師としているため，シミュレーションに消防関係者や事

業所の放射線管理要員を含めることは現時点では難しい。今後の課題である。 

 

●河内委員からの指摘事項 

大学の学部教育，大学院教育に，緊急被ばく医療を見据えた教育を取り込む努力は評価

できる。大学院教育では，社会人の比重が増してくるのではないかと想像される。そのニ

ーズを取り上げる工夫も必要かもしれない。特に，今回の福島原発の事故は，JCO の場合と

は異なり，避難所における関わりも重要なことを教えてくれたのではなかろうか。現職者

教育も重要な活動であると思われる。県内のみならず，全国にこの存在が知られるよう，

ホームページなどでプログラムも含めて公開されると良い。 
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＜対応策＞ 

 これまでに本保健学研究科より 10 数名の教員が福島に派遣され，今後も継続して少な

くとも 7 月いっぱいまでの派遣人員が決まっている。この教員の経験を学生や現職者

への説得力のある教育に生かす方向で進めて行きたいと考えている。現職者研修では

福島での経験から，緊急被ばくにおける初期対応を含めたプログラムの大幅な変更を

検討中である。なお，昨年同様，プログラム等についてはホームページ上で公開する

予定である。 

 

●近藤委員からの指摘事項（要旨） 

3.11 の災害対応の経験を生かした各部門での今後の対応の再検討について 

＜対応策＞ 

 教育部門としては，3.11 以後の教員の福島派遣での経験を踏まえ，これを教育内容に

盛り込むことによる見直しが必要と考えている。本保健学研究科教員の 10 数名がすで

に福島に派遣されており，さらに継続して派遣されることが予想される。特に現職者

教育においては被ばくの初期対応を含めたプログラム構成を検討中であり，新たな内

容で開催する方向で調整中である。また，国際シンポジウムについては当初の「緊急

被ばく医療教育」から「放射線被ばくにおける線量評価と防護」にテーマを変更し，

AFRRI から防護剤と被ばくマーカーの専門家を招聘すること，また IAEA と放医研から

の講師も決まっており，弘前大学での取り組みと合わせたプログラムを検討中である。 

 

●太田委員からの指摘事項 

学部，大学院教育については立ち上がったばかりであるが，従前の被ばく医療の枠組み

が，今回の原発事故のような大災害において，はたして効果的に機能できているかどうか

の検証を行い，実用的なカリキュラムの改定，開発にも取り組まれることを期待します。

現職者教育においては，すそ野の拡大が急務であり，入門コースなどの開催頻度の増加を

期待します。 

＜対応策＞ 

 今回の福島の災害は現在も収束の見通しのない状況であるが，3月から 5月の間に本保

健学研究科から 10 数名の教員が福島に派遣されており，8月までの予定を含めると 20

数名に及ぶ教員が実際に福島で活動することになる。これらの経験を実際の教育に取

り込むことはもちろんのこと，これを踏まえた今後の教育内容について協議の上，再

検討が必要であると考えている。 

 現職者教育についても福島の経験から被ばく医療初期対応の演習を組み入れるなど，

当初の計画を変更する予定で進めている。入門コースなどの開催頻度を増やすことに

ついては検討中であるが，保健学研究科教員としての本務もあり今年度の開催を増や

す予定はない。しかし，入門編として e-Learning を取り入れることの検討を開始する
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予定である。 

 

 

３）研究部門 

部門リーダー 柏倉 幾郎 

●桑原委員長からの指摘事項 

＜地域における健康危機管理ｼｽﾃﾑ構築のための保健師に関する研究＞ 

 本研究の目的，調査方法は，今回の福島原子力発電所事故を契機に大きく変えざるを

得ないように思われる。今年度は事故を具体的に経験した関連各県において，これま

での体制でどの様に対処したか，またどの様に機能したか等について情報が得られる

と思われるが，今の混乱した状況から判断して今後の調査，研究も大変難しくなるの

ではないかと思われる。改めて，目的，方法の検討が必要になると思われる。 
【対応策】 

 ご指摘を受け，研究についての再構築が必要と感じている。方向性としては，茨城県

に関する調査（JCO 事故から 10 年の語り）を既に行っているので，今回の福島の事故

を受けて，避難者への対応や自治体としての取り組みを再度調査することを検討する。

また，福島に関する調査については，単独の調査は難しいと考えられ，今後大学で拠

点をもつことがあるとすれば，住民のヘルスプロモーションに関する研究を担ってい

くことの可能性を模索してみたい。（北宮） 
 
＜緊急被ばく医療人材育成に関する大学院教育修了者の就職等に関する調査＞ 

＜緊急被ばく医療人材育成の実施前後の教育効果，評価に関する研究＞ 

 大学院被ばく医療コース修了者の就職等に関する調査については，できるだけ早い機

会での結果の公表が望まれる。 
 被ばく医療人材育成教育に対する学部学生の評価については概ね肯定的であったこと，

またその教育効果についてもある程度の成果がみられているということであるが，先

の井瀧千恵子氏の内容とだぶっている点が気になる。現職者に対する調査内容も似て

いる面があり，予めそれぞれの調査内容の区分けを行っている方が良いのではないか。 
【対応策】 

 大学院被ばく医療コース修了者の就職等に関する調査については，実施時期を早めて

実施，公表する予定である。（若山） 
 教育評価に関する研究では確かに重複する項目もあり，重複部分を整理しつつ，継続

性の必要な点もあるので，評価項目を見直し，研究者間での調整も含め再検討する。（若

山） 
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＜放射線防護教育におけるリスクコミュニケーションに関する研究＞ 

 学部学生，看護師に対し，放射線のリスク認知や放射線防護の認識度等を教育前後で

の違いを調査している。放射線防護の基礎の講義前後で学生の放射線リスク認知度に

変化が見られるという興味ある結果が報告されている。また，緊急被ばく医療に関す

る研修を受けた現職者看護師に対しても同様な調査を行い，リスク認知の変化が見ら

れることを報告している。研究成果のしかるべき学会での発表，学術誌への発表を期

待したい。 
【対応策】 

 看護系学会での発表は行っておりますが，放射線関連の学会での発表はまだ行ってお

りません。H22 年度のデータをまとめ，放射線関連の学会や学術誌への投稿にむけ準

備をしております。（井瀧） 
 

＜被ばく影響評価のための新規バイオマーカーの検索＞ 

 放射線被ばく影響評価のための新規バイオマーカーを検索する本研究については，そ

の内容の斬新性から注目に値する。現在までのところやや高い照射線量を用いている

が，蛍光ラベルされた抗体などを用いることにより，検出効率の改善がもたらされ，

それによりさらに低線量の実験にシフトできるのではないかと思われる。是非成功さ

せて頂きたい。 
【対応策】 

 ご指摘のように，これまでは主に数 Gy から７Gy 程度までの比較的高い照射線量を用

いた実験を行ってきた。これらの線量で線量依存性の認められるものについては，高

感度検出法の導入による低線量での検証に進んでいきたいと考えている。現在の研究

対象（尿中プロテアーゼ，尿中β－N－アセチルグルコサミニダーゼ，毛ケラチン等）

の被ばくマーカーとしての可能性の検証と，さらに，より低線量を評価できるマーカ

ーの実現に向けて継続して努力していきたい。（中村） 
 
●河内委員からの指摘事項 

＜緊急被ばく医療人材育成の実施前後の教育効果，評価に関する研究＞ 

 非常に評価は難しいと思われるが，リスクに対するアンケートより，筆記試験により

教育効果やリスクに対する考えを評価する方法があるのではないか。 
【対応策】 
 評価の視点として筆記試験という方法もあり，数値化のひとつの方法でもあり，可能

性を含め学部教育等で今年度試みてみる予定。（若山） 
 
＜被ばく事故等による放射線皮膚障害に対するリハビリテーションの基礎研究＞ 

 平成 22 年度において，新たな研究テーマも追加され内容の充実していることは，研究
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に携わる個々の人に敬意を表する。健康支援科学領域では，大線量被ばくを意識した

医療の人材育成を念頭に置いたものが多いが，今回の福島原子力発電所の事故では，

緊急医療というのは必ずしも大線量被ばく患者だけでなく，事業所で働く職業人の被

ばく，避難住民に対する心のケアや理学療法の重要性も教えてくれたのではないか。

そういう点で，各テーマの新たな展開，追加等が期待される。 
【対応策】 

 これまでは JCO の事故を中心に介入方法を検討していたため，大線量被ばく患者に対

する介入方法の検討がメインになっていました。しかし，今回の事故から，軽症の事

例に対する検討も必要であることが認識されました。また，長期間自分の寝るスペー

スほどしか確保できない体育館などで生活している避難住民に対する PTSD や不活動

に伴う廃用症候群等のリスクについても考えることが被ばく医療の一部になると再認

識しました。研究まで昇華することは難しいかもしれませんが，このような方々への

リハビリによるケアという視点からもテーマを再検討してみたいと考えます。（成田） 
 

＜地域における健康危機管理システム構築のための保健師に関する研究＞ 

 保健所の保健師と，自治体の保健師により保健師の役割分担が決められており，市町

村の保健師の役割が不明瞭で自らの業務の主体性を見いだせないとの観点から取り組

んでいるテーマであるが，今回の福島原子力発電所の事故で，各自治体の認識も大き

く変化するであろうし，保健師の意識も変化すると思われる。保健師の避難所におけ

る健康危機管理は重要な課題である。 
【対応策】 

 ご指摘を受け，研究についての再構築が必要と感じている。方向性としては，茨城県

に関する調査（JCO 事故から 10 年の語り）を既に行っているので，今回の福島の事故

を受けて，避難者への対応や自治体としての取り組みを再度調査することを検討する。

（北宮） 
 

＜放射線防護教育におけるリスクコミュニケーションに関する研究＞ 

 教育を受けた前後のリスクに対する認識の変化を見ているが，講義は放射線に関する

一般的な広い知識を習得するものなのか，放射線のリスクに焦点を当てた講義になっ

ているのかにより左右されるのではないか。指導内容の構築が決め手になるのでは。 
【対応策】 

 講義は放射線リスクに焦点を当てたものではなく，学部 1 年生では「放射線防護の基

礎」，現職者教育では「放射線の基礎」であり，放射線の基礎的な内容でした。しかし，

学部 1 年生，現職者双方とも，系統的な教育により部分的にリスク認知がポジティブ

に変化することが本研究で明らかになったと考えられます。リスク認知においては情

報の送り手のメッセージの質や内容も重要ではありますが，情報を受け取る側の知識
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や認識が大きく影響するといわれていることから，本研究では講義を受ける学生の知

識，認識などに焦点を当てて分析しています。学部学生においては，縦断的調査を行

い，長期的な変化や震災後も同様の結果であるのか，今後検討していく予定です。（井

瀧） 
 

＜被ばく影響評価のための新規バイオマーカーの検索＞ 

 緊急被ばく医療において，各種新規バイオマーカーの検索を進めていることは大切で

あるが，線量依存性の他に発現時期も重要ではないか。それにより先の症状の変化を

予測できるような内容にできるのでは。 
【対応策】 

 現時点でマーカーとして可能性のあるものについては，線量依存性の他に，発現の経

時変化も含めた解析を続ける計画である。ご指摘のような，先の症状変化を予測でき

るようなマーカーを目指したい。（中村） 
 

＜放射線被ばくに対する混合臍帯血移植の有効性に関する研究＞ 

 医療生命科学領域の研究は，従来，放射線の影響に関する研究に留まっている感じが

したが，今回の成果をみると，緊急被ばく医療に深く関連する内容に踏み込んできた

という感がする。研究を進めるにつれて，緊急被ばくに関連するテーマが見えてきた

のではなかろうか。特に，臍帯血の混合移植のテーマなどは，臍帯血移植の特長を活

かすための着眼点が良く，極めて興味深く感じた。 
【対応策】 

 平成２３年度における混合臍帯血移植研究のゴールは，この移植で再構築される免疫

系の特性と機能を明らかにすることである。まず移植後，レシピエントの免疫系が混

合移植した２種類の造血幹細胞で構成されているのか，あるいはどちらか一方の造血

幹細胞で構成されているのか知りたい。さらに再構築された免疫系の機能を皮膚移植

を通して明らかにしたい。もう一つの研究テーマでは，骨髄移植に対する臍帯血移植

の優位性を自然抗体産生 B-1a 細胞構築に焦点を合わせて検証する。両移植マウスにお

ける細菌由来リポ多糖に対する抗体産生の違いからB-1a細胞構築の重要性を示したい。

これらの結果はできる限り早急に国際学術誌に発表する予定である。混合臍帯血移植

は，移植ソースが厳密な MHC 適合性を必要としない臍帯血であること，弱点であっ

た細胞数不足を複数臍帯血混合で克服していることから，現在，被ばく医療において

実用性の高いものと考える。今後，上記２つのテーマと共に原子力施設従事者の末梢

血造血幹細胞保管・移植を見据えた研究の推進も必要であると感じる。（伊藤） 
 
●近藤委員からの指摘事項（要旨） 

3.11 の災害対応の経験を生かした各部門での今後の対応の再検討について 
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【対応策】 

 「原子力施設立地県内の訪問看護ステーションにおける防災・災害時対応に関する研

究」は，関心の低さがうかがえる低い回収率でしたが，今回の事故により関心は高ま

っていると考えられるため，項目を精選して次調査を行う予定です。時期をみて面接

調査も行っていきたいと考えています。（木立） 
 
●片桐委員からの指摘事項 

健康支援科学領域の研究は，テーマ設定にもよるがなかなか定量的な評価がしにくいも

のと思われる。テーマによっては，データ数が極めて少ないもの，短期間の調査結果を若

干無理に解釈につなげているのでは無いかと思われるテーマもある。この分野の研究はほ

とんど行われていないものであり，調査結果の定性的整理でも見えてくるものもあると思

われることから，あまり数値解析に拘らなくても良いのではないか。 
【対応策】 

 「原子力施設立地県内の訪問看護ステーションにおける防災・災害時対応に関する研

究」は，関心の低さがうかがえる低い回収率でしたが，今回の事故により関心は高ま

っていると考えられるため，項目を精選して次調査を行う予定です。時期をみて面接

調査も行っていきたいと考えています。（木立） 
 
●太田委員からの指摘事項 

＜ヒト造血幹細胞の放射線感受性と再生に関する研究＞ 

 今回の未曾有の事故においても，幸いにも造血系の障害に至る過剰被ばくはなかった。

しかし，予測不能の事故に備えてあらゆる可能性を探ることは，逆に重要であること

が改めて示されたものと考え，本研究の成果を見守っていきたいと考える。 
【対応策】 
 引き続き検討を進めたいと考えている（柏倉） 
 
＜放射線防護教育におけるリスクコミュニケーションに関する研究＞ 

 効果的な放射線教育のために有意義な研究だと思われるが，教育方法や内容の違いに

よる教育効果の違いなどが，今後明らかになることを期待する。 
【対応策】 
 リスクコミュニケーションでは，情報の受け手の認識が非常に重要になることから，

本研究では系統的教育によるリスク認知の変化について，受講者の背景による分析を

中心に研究を進めております。これらのデータ分析に続き，今後，講義内容の変化，

ＩＣＴ利用などに伴い，教育効果に違いがあるか確認していきたいと考えております。

（井瀧） 
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＜PCC-ring 法における染色体凝縮の機構解明と高線量被ばく時の線量評価への適用性につ

いて＞ 

 評価系の確立のための基礎的研究として評価する。ただ，染色体異常を指標とした評

価法には，不均等被ばくの問題などもともと限界がある。本法が，どのような過剰被

ばくの評価を目指しているのを明確にした上で，今後どのような実験計画を立てる必

要があるのかを今一度整理してから，これからの研究に取り組む必要があるのではな

いかと考える。 
【対応策】 
 現在，局所被ばくに関しては全身被ばくと同様に dicentric を指標とした Qdr 法が主に

用いられているが，全身の過剰被ばくに対する PCC 法を確立した上で，局所被ばくに

おける線量評価への適用も見据えたQpcc法の確立を視野に入れて研究を推進していき

たい。（吉田） 
 
＜緊急被ばく医療人材育成に関する大学院教育修了者の就職等に関する調査＞ 

＜緊急被ばく医療人材育成の実施前後の教育効果，評価に関する研究＞ 

 基本的な授業評価の一つであると思われるが，他の科目の評価と共通の項目を加える

ことで，当該科目の評価がより明確にできるような工夫をされることを期待する。 
【対応策】 
 これらに対しては，教育評価の項目について，継続性を持たせるもののほかに新たに

従来授業評価等で行われている項目についても追加するか方向で検討する。（若山） 
 
＜被ばく事故等による放射線皮膚障害に対するリハビリテーションの基礎研究＞ 

 該当事例が少なく大変な研究であると思う。ただし，皮膚障害にせよ，肺実質／機能

の障害にせよ，一般のやけどや肺機能不全とは異なる器質的な障害が放射線障害の背

景にあることに留意が必要だと考えられ，リハビリの適用可能性について慎重に検討

されることを期待する。より軽度な症例への適用を含めて，さらなるレビューが必要

ではないかと考える。 
【対応策】 
 ご指摘のように放射線による障害は一般のやけどや肺機能不全とは異なり放射線の影

響が背景にあるため，放射線による基質的な障害を十分に考慮にいれる必要があると

考えています。しかし，該当症例数が少なく，この基質的な変化に対して本当にリハ

ビリは有効か否かを検討することは難しい部分でもあります。今後は病態モデルも一

検討手段として用いながら慎重にリハビリの適応の可能性を検討していこうと思いま

す。また，これまでは JCO の事故を中心とした検討であったため，どちらかというと

重度の患者を想定していました。軽度な症例なども含め，更なるレビューも継続して

いきたいと思います。（成田） 
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＜放射線治療を受ける患者の日常生活上の問題点と QOL について＞ 

 副作用の収集とともに，その改善，治療のための方法（治療法，ケア法）についても

データを収集し，放射線治療に伴うケアのあり方として集大成されることを期待する。 
【対応策】 
 平成 22 年度は倫理委員会の承認が得られるまでに時間を要し，また照射装置交換のた

め患者数が少なかった。しかし，平成 23 年度から照射装置が 2 台となり，患者数も増

えている。少しずつであるが，データ数を増やしているため今年度は成果発表を予定

している。（西沢） 
 
＜放射線照射が及ぼす各種臓器への傷害作用＞ 

 従来，放射線障害についてどこまで明らかにされているかを踏まえて，この研究が新

たに何を明らかにしようとしているのかを明確にした上で，研究の目標（ターゲット）

を設定されることを期待する。 
【対応策】 
 マウスの各種臓器・組織に及ぼす放射線障害を文献的に整理し，10Gy 全身照射におけ

る 10 日目の影響を写真媒体で記録し，従前の報告との対比を行っています。（千葉） 
 
＜ヒト造血幹細胞における放射線応答性トランスクリプトーム解析＞ 

 本研究が DNA 損傷のマーカーとなる可能性があることは興味深い。この研究のゴール

が，発がんのメカニズム解明か，線量効果関係の指標の獲得か，何を目指すのかを見

据えた上で，今後の研究を展開されることを期待する。 
【対応策】 
 本研究では放射線に高感受性のリンパ芽球系細胞株を用いて，放射線応答性の非翻訳

性 RNA をまず同定することを目的として実施しました。本研究の結果から放射線の線

量依存的に発現上昇する非翻訳性 RNA が同定され，特に DNA 損傷・修復・細胞周期

関連遺伝子を標的にすることが予想される非翻訳性 RNA が同定できたことが大きな

成果であったと思います。本研究では線量依存性に焦点を絞って解析していますが，

放射線照射後の経過時間で非翻訳性 RNA の発現がどのように変化するのか解析を検

討する予定です。これまでの成果を元に現在論文投稿の準備を進めています。将来的

には放射線による発がんのメカニズムの解明だけではなく，染色体異常評価に代わる

新たな放射線被ばくバイオマーカーの同定を目指して研究を続けていきたいと考えて

います。（千葉満） 
 
＜被ばく影響評価のための新規バイオマーカーの検索＞ 

 バイオマーカーの探索は重要である。狙う線量域，被ばく形態などをきちんと定めた
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上で，実験を計画されることを期待する。 
【対応策】 
 これまで見てきた１～７Gy の全身照射（ラット）でマーカーとして可能性のあるもの

については，この線量域での部分照射や，より低線量の全身照射などについて検討す

ることにより，実際的な被ばくマーカーとしての有用性が議論できると考えられる。

そのためにも，まずは数 Gy の全身照射における評価系を確立することが重要と思われ

る。（中村） 
 
＜ヒト造血幹細胞の放射線感受性と再生に関する研究＞ 

＜放射線曝露個体の治療に関する基礎的検討＞ 
 多角的な実験を組み，多くの成果を出されていることを評価する。今後は，得られた

知見の統合による，放射線障害のメカニズムの解明あるいは臨床応用に向けた段階に

進まれることを期待する。 
 今回の未曾有の事故においても，急性放射線症は生じていないが，可能性を否定せず，

万一に備えた治療法の探究は必要である。今後の研究に期待する。 
【対応策】 
 次年度さらなる検討を予定している。（柏倉） 
 
＜地域における健康危機管理ｼｽﾃﾑ構築のための保健師に関する研究＞ 

 従来の役割を明らかにし，今後の大きな役割の方向性を検討するための基礎になるこ

とを期待する。 
【対応策】 
 ご指摘を受け，研究についての再構築が必要と感じている。方向性としては，茨城県

に関する調査（JCO 事故から 10 年の語り）を既に行っているので，今回の福島の事故

を受けて，避難者への対応や自治体としての取り組みを再度調査することを検討する。

（北宮） 
 
＜原子力施設立地県内の訪問看護ステーションにおける防災・災害時対応に関する研究＞ 

 広範囲に，そして長期に及ぶ避難では，高齢者等の災害弱者のケアとフォローが特に

重要となる。この研究成果が，今の福島県，将来のわが国の大規模災害における一つ

の基礎的枠組みを提供するものとなることを期待する。 
【対応策】 
 「原子力施設立地県内の訪問看護ステーションにおける防災・災害時対応に関する研

究」では，今後，項目の精選と調査対象者の拡大によって，基礎的枠組みを提案でき

るような目的に向かえるよう検討していきたいと考えます。（木立） 
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＜緊急被ばく医療に対する態度への影響要因＞ 

 今回の事故に際しても福島県への災害派遣等に抵抗を示す／感じる医療者が少なから

ずいたと聞く。開発された尺度が，そのような態度傾向を事前に測定し，対応に活用

できるものとなることを期待する。 
【対応策】 
 本研究では，１次・２次・３次被ばく医療施設において被ばくを伴う傷病者を受け入

れることに対する態度を定量化する尺度を作成予定です。尺度の一部は災害派遣時に

も応用できると考えています。（野戸） 
 

４）社会連携部門 

部門リーダー 木田 和幸 

●桑原委員長からの指摘事項 

平成 22 年度は学外関連機関すなわち日本看護協会、日本放射線技師会、日本理学療法士

協会と連携を取りながら、緊急被ばく医療に関連した情報収集するという目的で、「放射線

を取扱う施設において必要とされる人材」とはどのようなものかについて調査されている。

その結果から、本人材育成事業の発展性を確認するとともに、緊急被ばく医療のみならず

医療被ばくの分野などでも必要とされているとの情報も得ている。3 月の福島原子力発電所

の事故を契機に、これら関連機関における問題意識も大いに変化していると想像されるこ

とから、平成 23 年度以降も、この点を念頭に更なる情報収集に努めて欲しい。また、本人

材育成事業に対する県民、国民の受け取り方も大きく変わるものと考えられ、広報活動に

より一層力して欲しい。

【対応策】 
 今後とも関連機関からの情報収集に努めるとともに、パンフレット、ホームページ等

を用いた広報活動を行いたいと考える。 
 
●太田委員からの指摘事項 

状況の大きな変化に伴い，社会のニーズも大きく変わっていることが予想されます。そ

のニーズへの対応のために，目標をある程度絞り込みながら，ニーズ等の調査を改めてさ

れることを期待します。 
【対応策】 
 ニーズ調査を行う際には、今回の事故が大きく影響していることが想像されるため、

焦点を絞った調査を行いたいと考える。 
 
●片桐委員からの指摘事項 

弘前大学は既に青森県における地域三次被ばく医療機関として位置付けられているが、

− 168−



Ⅳ 活動総括 １．各部門の年度末評価への対応 

―１６９― 

活動の調査結果を見ると、県の計画としては整理されているが、必ずしも初期医療機関も

含め青森県全体として緊急被ばく医療体制が体系化されていないようにも思われる。本プ

ロジェクトは、行政としての政策を取りまとめることでは無いが、緊急被ばく医療活動は、

行政と切り離された独立した学問として位置付けるべきものでは無いことから、青森県健

康福祉部と一体となり、リーダーとして強固な連携構築（予算面の繋がりと共に）を図っ

て行くことが必要であると思われる。 
緊急被ばく医療に係る幅広い知識・技能を有した人材を輩出し、青森県、もしくは、我

が国の緊急被ばく医療基盤強化に貢献すること自体が社会連携であると考えるが、社会連

携の観点からは、現職者、もしくはそれら組織にとって、実効性の高い能力向上が期待で

きるトレーニングセンターに成長していくこともその一つであると考えられる。そのため

には、専門的なトレーニングセンターとして、質の高い、充実した研修、演習・訓練を提

供していくことが必要。但し、大学として目指すべき先であるかについては、関係者の議

論が必要。 
【対応策】 
 現在、青森県健康福祉部医療薬務課が主幹課として開催されている青森県緊急被ばく

医療対策専門部会（委員長 浅利 靖 教授）にオブザーバー参加させて頂いており、

情報収集に努めている。 
 トレーニングセンター構想等に関しましては、社会状況の変化、学内外の意見、等も

考慮しつつ今後広く議論されるものと想定している。 
 
●河内委員からの指摘事項 
今回、取り組んでこられた意識調査や情報収集は、内容としてある程度予測される範囲

にあると思われるが、おそらく、福島原発の事故発生以降、大きな変化があるのではない

かと想定される。その比較をして頂けることが重要なように思われる。今までの成果が活

かされる大きなチャンスではないか。 
【対応策】 
 これまでの意識調査や情報収集は、調査する側、される側の双方が事故発生の確率が

高いものではないという認識のもとで行われている。事故発生の後に、再度意識調査

を行い、事故前後の変化を確認したいと考える。 
 
＜まとめ＞ 

本事業は開始して 3 年が経過し，保健学研究科内教職員には充分周知されているが，他

部局，他大学にあっては事業内容に深く関わりがないこともあって，周知されているとは

言い難い状況にあると窺われる。この点については，今後ホームページ，パンフレット，

各種行事の広報などにより一層力を注ぐことによって認知されるよう努力する必要がある。 

一方，福島での原子力発電所の事故が発生したことにより，専門家委員のご指摘にありま
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すように，保健学研究科が取り組んでいる緊急被ばく医療人材育成事業の重要性が増すこ

とは確実であると想定され，今年度行った医療機関へのアンケートを次年度以降にも実施

し，事故前後の病院の姿勢，考え方を比較することも検討し，専門職団体としては日本臨

床衛生検査技師会，日本作業療法士協会にも本研究科で取り組んでいる事業の広報を行っ

ていきたい。また日本看護協会には，研究科で行われる本事業等について広報紙に掲載さ

せて頂くことを進めていきたいと考えている。 

青森県の原子力防災訓練については，保健学研究科の教員が大学の教育研究を本務とす

る立場であり，緊急時に即応することは難しい状況にあることから，これまで見学を通し

て研修させて頂いたが，今後は訓練を行う側の一員として参加していくことを青森県に要

請したいと考える。 

また，本研究科で養成した人材の出口調査として，放射線取扱事業所を対象に専門職の

配置の現状やそのニーズ調査を行うことを検討している。 

 

 

５）第 3回国際シンポジウム実行委員会 

●桑原委員からの指摘事項 

国際シンポジウムに関しては，平成 22 年度は緊急被ばく医療現場における医療専門職の役

割と課題をテーマに国内外の研究者を招聘して実施され，多大な成果を得ている。平成 23
年度のシンポジウムについては，学部，大学院における教育がスタートしたこともあり，

人材育成における教育をテーマに立案して欲しい。とくに，国内でも広島大学，長崎大学，

福井大学で教育がある程度なされていることから，これらの大学との連携での計画が可能

であると思われる。 
＜対応策＞ 

第 3 回の国際シンポジウムは「緊急被ばく医療教育の現状と課題」をテーマとした開催を

目指していたが，REAC/TS のスタッフが出席する他のシンポジウムと開催時期が重なり来

日が困難になったことと，福島で原子力災害が発生したことを考慮し，テーマを「放射線

被ばくにおける線量評価と防護」に変更した。AFRRI（Dr. Mark Whitnall と Dr. Natalia 
Ossetrova），IAEA（1 名），および放医研（1 名）からのシンポジストの参加も得られ，こ

れらに弘前大学からの講演を合わせたプログラムによる開催に向けて準備を進めている。 
 
●片桐委員からの指摘事項 

教育部門でも記したように，国際的な場でこの分野の活動していく人材の育成も重要と考

える。その意味でも国際シンポジウムを毎年開催する取り組みは評価できる。 
現在，案として「緊急被ばく医療教育の現状と課題」が検討されているが，国際的な取り

組みの報告を受けるのみでは無く，我が国（弘前大学）として目指す人材育成の在り方と
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の違いの意見交換から，今後のアプローチの仕方について何等かの方向性を見出すものと

することが重要であると考える 
招聘する講師として計画されている AFRRI，IAEA のスタッフは大学における教育の在り

方として報告してもらうことが出来るのかが気になるところ。 
同様に，講演タイトルとして「福島の原子力災害から何を学ぶか？」が計画されているが，

緊急被ばく医療に係る教育に係る意見交換が可能となるかが気になるところ。事故事象の

進展メカニズムを議論する場ではないとの認識。 
＜対応策＞ 

桑原委員長への回答と同様である。 
福島の状況について何をどこまで報告するかに関しては，慎重な対応が必要であると考え

ている。 
すなわち，講演内容が講演者の意図とは無関係に一人歩きし，結果的に付近住民の不安を

いたずらに煽るようなことのないように配慮することも大事であると思われる。 
 
●河内委員からの指摘事項 

緊急被ばく医療国際シンポジウムも例年の行事として定着しそうな感じになってきた。既

に平成 23 年度のシンポジウムが企画され準備が進んでいることは素晴らしいことである。

緊急被ばく医療に関する人材育成をテーマに取り入れているが，トピックとして福島原発

事故に関連した医療を取り上げることも検討しては如何でしょうか。今まで考えてきたこ

とと異なる方向性も見えるのではないか。 
＜対応策＞ 

第 3 回のシンポジウムは教育をテーマに開催する予定であったが，福島での災害により「放

射線被ばくにおける線量評価と防護」にテーマを変更し，福島への本学の取り組みも含め

たプログラムを検討中である。 
 
●近藤委員からの指摘事項 

3.11 を経験して，弘前大学の取り組みが，いかに重要か認識いたしました。今まで對馬保

健学研究科長のもとに，進められてきた保健学研究科の蓄積をさらに発展させることが，

今後，ますます期待されると存じます。これから必要とされるのは，内部被ばくのケア，

長期的低線量被ばくのケア，精神的ケア，被ばく量および環境中の線量測定，放射線教育

プログラムの拡充と発展，情報発信・公開，同 Q and A 対応，行政・教育関係者の放射線

教育，市民公開含めた市民放射線教育，研究面では，3.11 前と後における意識の変化，被

ばく影響低減化，被ばく医療の基礎・臨床，迅速線量測定とマーカー探索，低線量放射線

影響等であり，保健学研究科の内外の連携がさらに求められます。 
3.11 以前と以後では，外部委員含めて，相当意識が変わったと存じます。各部門はそれぞ

れに，課題設定され進められてきましたので，企画部門を中心に今後の部門間の連携や国
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際シンポ等の在り方も含めて，今年度以降の道筋を再検討されるとよろしいかと存じます。

このことは研究内容にもあてはまり，研究課題の設定も，より具体的な提案があるでしょ

うし，調査型研究では，震災および福島原発の影響は大きいと思われ，結果に相当に反映

されると思います。 
今回の震災を機会に，いかにこれから学び次世代へ受け継ぐかが重要であり，今後のさら

なる発展を祈念申し上げます。 
＜対応策＞ 

国際シンポジウムについては，当初の「緊急被ばく医療教育」から「放射線被ばくにおけ

る線量評価と防護」にテーマを変更し，AFRRI から防護剤と被ばくマーカーの専門家を招

聘すること，また IAEA と放医研からのシンポジスト（各 1 名）も決まっており，弘前大

学での取り組みと合わせたプログラムを検討中である。 
 
●太田委員からの指摘事項 

すでに本年度のシンポジウムの企画，準備は進んでいると思われますが，特別講演などに

よる原発事故関連テーマの可能性を探られると良いのではと思います。 
＜対応策＞ 

弘前大学の取り組みとして何名かの教員に福島対応について講演してもらう方向でプログ

ラムを調整している。しかし，福島の現状の報告に関しては，その内容を吟味し，慎重に

検討する必要があると考えている。 
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２ 全体総括と次年度への課題 

保健学研究科長 對馬  均 
 
 
 

１）全体総括 

 本プロジェクトは，平成 20 年度特別教育研究経費（連携融合事業）による緊急被ばく

医療支援人材育成及び体制の整備事業の一環として，平成 19 年度約１年間の準備期間を経

て，平成 20 年度から５ヵ年計画として正式にスタートした。平成 22 年度の目標は，平成

21 年度策定した教育目標・育成する人材像と教育カリキュラム・プログラムに基づいて学

士課程ならびに大学院における教育と現職者研修プログラムを開始するとともに，被ばく

医療に関する学術研究を推進することにあった。 
 具体的な活動としては，月 1 回の検討委員会で連携を図りながら，「企画」「教育」「研

究」「地域連携」の４部門の組織的な活動が展開され，各部門からの報告にあるようにそれ

ぞれの目標を達成することができた。 
今年度，最大の目標であった学部教育，大学院教育，現職者教育の開始については，昨

年度立案されたカリキュラムや研修プログラムに沿って計画通りに進められ，それぞれ 1
年目の授業や研修を終えることができた。初年度の経験によって確認された成果や反省点

を次年度のプログラムに活かして行きたい。 
研究面では，昨年から行なっている研究科内公募方式に沿って分野ごとに研究課題を募

集し，インセンティブに研究費の配分を行なった。これらの研究の成果は，第 2 回国際シ

ンポジウムにおいてポスター発表という形で報告された他，弘前大学総合文化祭の場でも

一般向けの啓蒙活動の一環として，活動が展示紹介された。健康支援科学領域からの研究

課題については萌芽的研究といった性格の取組みが多いことから，専門家委員からの指摘

にもあるように，今後の展開が課題でもあり，期待されるところでもある。 
海外研修については，昨年に引き続き若手研究者の米国オークリッジ科学教育研究所へ

の短期派遣を実施するとともに，放射線看護の教育研究状況の視察のため，アメリカ，カ

リフォルニア大学（UCSF）サンフランシスコ校へ医療専門職を派遣した。UCSF への看護

系教員の派遣については，被ばく医療・被ばく看護はもちろんのこと，今後の放射線看護

の教育研究を進める上で，収穫の大きいものであった。また，研究者の長期派遣について

は，昨年度に引き続き，三浦富智講師が米国国防省設置の放射線生物学研究所へ特別研究

員として派遣されており，成果が期待されている。 
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組織的な成果としては，全学的な被ばく医療への取り組み体制の整備が行なわれ，昨年

度組織化された「被ばく医療教育研究施設」が「被ばく医療総合研究所」に格上げされた

ことがあげられる。本研究所は，弘前大学におけるこれまでの放射線被ばくに関する研究

の推進と各学部，研究科等における教育の支援を行なうことを目的として，「放射線生物学」，

「放射線物理学」，「放射線化学」「被ばく医療学」の４部門から構成され，被ばく医療学部

門以外の３部門には学内措置により専任教員が配置された。さらに，被ばく医療に関する

弘前大学としての意思決定機関として「弘前大学放射線安全機構」が設置され，放射線の

安全管理体制や被ばく事案が発生した場合の対策を一として，緊急被ばく医療に関する教

育研究及び人材の育成全般にわたって審議機関として位置づけられた。 
以上のような昨年度からの継続されている事業の他，今年度，特筆されるべきいくつか

の取り組みがあった。 
まず，放射線総合医学研究所との連携大学院協定の締結があげられる。これは，弘前大

学保健学研究科博士前期課程における被ばく医療教育を実施するにあたり，学外の高度な

研究水準をもつ研究機関である放射線医学総合研究所の施設・設備や人的資源を活用し，

大学院教育の充実を図ることを目的として平成 23 年 3 月に締結されたものである。これに

より，本研究科博士前期課程に在籍する学生が，最新の設備と機能を有する放射線医学総

合研究所において，弘前大学より連携教員の発令を受けた当該分野の研究者から，副指導

教員としての研究指導を受けることができることとなった。 
つぎにあげられるのは，3 月 11 日に発生し全国を震撼させた東日本大震災に伴う福島第

一原子力発電所事故への緊急支援対応である。弘前大学では，3 月 13 日，上述した弘前大

学放射線安全機構の緊急会議が招集され，被ばく患者の受入要請や “サーベイチーム”の

派遣要請に積極的に応えるという基本方針を確認された。翌日出された文部科学省からの

派遣要請を受け，直ちに附属病院，被ばく医療総合研究所，保健学研究科，事務部の連携

により支援体制が組まれ，3 月 31 日までの 3 週間にわたって 38 人教職員が派遣され，延

べ 3500 人の住民のサーベイを実施した。これは新年度に入ってからも継続され，現在も引

き続き支援派遣を実施している所である。「万一の備え」を念頭においたこれまでの取組み

の成果が試される形となったが，現地での貴重な経験を現在のプロジェクトにフィードバ

ックさせながら，継続的に取り組んでいくことが必要と思われる。 
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２）次年度への課題 

今年度の総括から，明らかとなった課題は以下のように整理できるものと思われる。 
 
1. 基礎的知識・技術の習得から緊急被ばく医療を体系化への研修目標転換 
2. 福島原発事故への支援対応の継続とその経験のプロジェクトへの反映 
3. 開始された各教育プログラムの展開に向けた課題の整理と効果検証に向けた準備体制

づくり 
4. 研究課題の推進に加え，国内外への積極的な成果の情報発信 
5. 放射線取扱事業所を対象とした被ばく医療コース修了者のニーズ調査 

 
 具体的な課題への対応としては次のような取り組みが必要となる。 
 

■研修目標の転換 

初年度から続けてきた研修については，教員参加型の受身的な研修から各教員が講師と

なって指導に当たる発信型の研修へと発展させてきたが，５年間のプロジェクトの終盤と

なる時期にあっては，さらに一歩踏み込んだ，緊急被ばく医療の体系化に向けた研修を展

開していくことが必要と思われる。 
 

■福島原発事故への支援対応の継続とその経験のプロジェクトへの反映 

福島原発事故への支援対応については，全学的な基本方針の下で他部局と連携しながら，

これまで人材育成を目標として蓄積してきた知識・情報・技術体系を，実践を通して深化

させる意味からも，積極的に関わっていくことが望まれる。 
 

■教育プログラムの展開と効果検証 

学部・大学院・現職者の３本柱で準備・展開してきた教育プログラムについて，逐次実

施状況を授業評価等を通してチェックしつつ， 
 

■国内外に向けた成果発表と情報発信 

ホームページや関連職能団体を通して本プロジェクトの活動状況・成果を積極的に広報

するとともに，国際シンポジウムの継続開催，海外での研究発表，国際ジャーナルへの論

文投稿など，国内外に向けた成果発表と情報発信に向けた取り組みを強化する。

 

■放射線取り扱い事業所を対象とした被ばく医療コース修了者のニーズ調査 

育成する人材として被ばく医療コース修了者の出口として，放射線取り扱い事業所や企

業等における人材需要について調査を実施する。
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弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会要項 

  
平成20年4月1日制定 

 最終改正：平成21年7月22日   
  （目的）  
第１条 弘前大学大学院保健学研究科（以下「本研究科」という。）に，本研究科における緊急被ばく医
療支援人材育成及び体制の整備等に関して検討するため，弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療
検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。  

  
 （審議事項）  
第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。  
 (1) 本研究科における緊急被ばく医療支援人材育成の体制整備等に関すること。  
 (2) 本研究科における緊急被ばく医療支援の調査，研究及び検査体制の整備等に関すること。  
 (3) その他本研究科における緊急被ばく医療支援等に関すること。  
  
 （組織）  
第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
 (1) 研究科長  
 (2) 副研究科長  
 (3) 領域代表者  
 (4) 学事委員長  
 (5) 学務委員長  
 (6) 研究科長が指名する教員  
 (7) その他研究科長が必要と認めた者  
  
 （委員長及び副委員長）  
第４条 委員会に委員長を置き，研究科長をもって充てる。  
２ 委員会に副委員長を置き，委員の互選によって決める。  
３ 副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。  
  
 （任期）  
第５条 委員の任期は，本委員会の任務が終了するまでとする。  
  
 （部門）  
第６条 委員会に，第２条各号に掲げる事項に関し，具体的・専門的作業を行うため，次の各号に掲げる
部門を置く。なお，各部門は相互に連携・協力するものとする。  

 (1) 企画部門  
 (2) 教育部門  
 (3) 研究部門  
 (4) 社会連携部門  
２ 各部門には，リーダーを置き，第３条第２号から第６号までの委員のうちから，委員の互選によって決

める。 
３ 各部門は，リーダーの他，次に掲げる部員をもって組織する。 
 (1) 本研究科各分野から推薦された教員 各１名  
 (2) 各部門の運営上必要とされる教員で，研究科長が指名した者 
 
 （専門家委員会）  
第７条 本研究科に，被ばく医療に関する国内の有識者を構成員とする弘前大学大学院保健学研究科緊急

被ばく医療専門家委員会（以下「専門家委員会」という。）を置く。  
２ 専門家委員会に関して必要な事項は，別に定める。  
  
 （庶務）  
第８条  委員会の庶務は，保健学研究科事務部において処理する。  
  
 （その他）  
第９条  この要項に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，別に定める。  
  
     附  記  
  この要項は，平成２０年４月１日から実施する。 
     附  記  
  この要項は，平成２１年７月２２日から実施，平成２１年４月１日から適用する。 

資 料 ＜委員会要項＞ 
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弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療専門家委員会要項 

 
平成20年4月1日制定 

最終改正：平成21年1月21日 

（目的）  

第１条 弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会要項（平成20年4月1日制定。以下「委員

会要項」という。）第７条第２項に基づき，弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療専門家委員会

（以下「専門家委員会」という。）に関し，必要な事項を定める。 

 

（任務） 

第２条 専門家委員会は，次の各号に掲げる事項を任務とする。 

(1) 本研究科における緊急被ばく医療支援等について，専門的な立場からの助言，指導等に関すること。 

(2) 本研究科における緊急被ばく医療支援等に係る外部評価に関すること。  

(3) 委員会要項第３条第７項に基づく同委員会への出席。 

 

（組織）  

第３条 専門家委員会は，研究科長が指名する，被ばく医療に関する国内の有識者若干名をもって組織す

る。 

 

（委員長） 

第４条 専門家委員会に委員長を置き，委員の互選によって決める。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

 

（会議）  

第６条 会議は，委員長が招集し，その議長となる。 

２ 専門家委員会が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聞くことができる。 

 

（庶務）  

第７条 専門家委員会の庶務は，保健学研究科事務部において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要項に定めるもののほか，専門家委員会に関し必要な事項は，別に定める。  

 

附 記 

この要項は，平成２０年４月１日から実施する。 

附 記 

この要項は，平成２１年１月２１日から実施する。 
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弘前大学被ばく医療総合研究所規程 
                  平成 22 年 3 月 23 日制定 

規程第 18 号 
最終改定平成 22 年 9 月 28 日 
 

(趣旨) 
第１条  この規程は，国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成 16 年規則第 1 号。以下「管理運営規則」
という。) 第 4 条の 2 第 2 項の規定に基づき，弘前大学被ばく医療総合研究所 (以下「研究所」という。)
に関し，必要な事項を定める。 

 
(目的) 

第２条  研究所は，弘前大学における放射線被ばく医療に関する研究を推進し，各学部，各研究科等にお
ける教育の支援等を行うほか，緊急被ばく事故に対応できる専門的人材の養成を行うことを目的とする。 

 
(業務) 

第３条  研究所は，次の各号に掲げる業務を行う。 
(1) 研究所の管理運営に関すること。 
(2) 放射線の生物学的影響及び対策に関する研究 
(3) 核種の同定及び計測に関する研究 
(4) 生体試料その他特殊検査に関する研究 
(5) 被ばく医療の医学的・看護学的研究並びにネットワーク管理，情報管理，事例分析等の研究 
(6) 被ばく医療に関する教育の支援に関すること。 
(7) 被ばく医療に関する専門的人材の養成に関すること。 
(8) 緊急時における被ばく医療体制に関する学内の連携に関すること。 
(9) 被ばく医療に関する大学，国内外の専門機関，県内各機関その他関係機関との連携に関すること。 
(10) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。 

 
(部門) 

第 4 条  研究所に，次の各号に掲げる部門を置く。 
(1) 放射線生物学部門 
(2) 放射線物理学部門 
(3) 放射線化学部門 
(4) 被ばく医療学部門 

 
(職員) 

第５条  研究所に，管理運営規則第 26 条及び第 27 条に規定する研究所長及び副研究所長のほか，次の各
号に掲げる職員を置く。 
(1) 専任教員 
(2) 兼任教員 
(3) その他必要な職員 

 
(専任教員の選考) 

第６条  研究所の専任教員の選考は，管理運営規則第 94 条の 2 に規定する教授会の議に基づき，学長が行
う。 

 
(兼任教員) 

第７条  兼任教員は，研究所長の命を受け，第 3 条に規定する業務を行う。 
２ 兼任教員は，研究所長が必要と認めた教員をもって充てる。 
３ 兼任教員の任期は，担当する業務が終了するまでの期間とする。 
４ 兼任教員は，学長が命ずる。 
 

(学外協力者) 
第８条  研究所に，学外の被ばく医療に関する専門家を学外協力者として置くことができる。 
２ 学外協力者に関し，必要な事項は，別に定める。 
 

(事務) 
第９条  研究所の事務は，被ばく医療総合研究所事務部において処理する。 
 

(その他) 
第 10 条 この規程に定めるもののほか，研究所の運営に関し必要な事項は，研究所長が別に定める。 
 

附 則 
この規程は，平成 22 年 3 月 23 日から施行する。 

 
附 則( 平成 22 年 9 月 28 日規程第 61 号) 

この規程は，平成 22 年 10 月 1 日から施行する。

＜関連規程＞ 
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弘前大学放射線安全機構規程 

 
平成 22 年 8 月 9 日 
規程第 58 号 

最終改正：平成 23 年 4 月 6 日 
 

(設置) 
第１条  弘前大学に，本学の緊急被ばくに関する医療，教育，研究その他の事項について審議するため，
弘前大学放射線安全機構（以下「機構」という。) を置く。 

 
(審議事項) 

第２条  機構は，次の各号に掲げる事項について審議する。 
(1) 緊急被ばく医療の方針，実施体制に関すること。 
(2) 放射線の安全管理体制に関すること。 
(3) 被ばく事案が発生した場合の対策及び患者受け入れに関すること。 
(4) 被ばく事案が発生した場合の状況調査等に関すること。 
(5) 緊急被ばく医療の研究に関すること。 
(6) 緊急被ばく医療に関する教育及び人材の育成に関すること。 
(7) 放射線の安全普及に関すること。 
(8) その他緊急被ばく医療に関すること。 

 
(組織) 

第３条  機構は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
(1) 学長 
(2) 理事(総務担当) 
(3) 事務局長 
(4) 医学研究科長 
(5) 保健学研究科長 
(6) 医学部附属病院長 
(7) 被ばく医療総合研究所長 
(8) 附属病院放射線部長 
(9) 附属病院高度救命救急センター長 
(10) その他委員長が必要と認めた者 

 
(委員長及び副委員長) 

第４条  機構に委員長を置き，学長をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を主宰する。 
３ 機構に副委員長を置き，委員長が指名する委員をもって充てる。 
４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代理する。 
 

(委員以外の者の出席) 
第５条  委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見を聴くことができる。 
 

(庶務) 
第６条  機構に関する庶務は，総務部総務課において処理する。 
 

(その他) 
第７条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，機構が別に定める。 
 

附 則 
この規程は，平成 22 年 8 月 9 日から施行する。 
 
 附 則（平成 23 年 4 月 6 日規程第 50 号） 
この規程は，平成 23 年 4 月 6 日から施行し，改正後の規定は，平成 23 年 3 月 14 日から適用する。

− 180−



資料 

―１８１― 

■ 平成 22 年度(第 1 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 22 年 4 月 15 日） 
 
○報告事項: 
1. 専門家委員会年度末評価 

委員長から，配付資料 1 に基づき，専門家委員としての総合評価について説明があり，評価内容を今

年度の活動内容にフィードバックしながら，年度計画を作成していきたいとの発言があった。続いて，  

吉田委員から，本研究科は物理評価及び計測の分野について人材不足であるため，その点を強化したう

えで特長を活かしていくことが重要であるとの意見が示され，意見交換の結果，物理評価の人材強化を

今年度の目標にすることとなった。 
2. 各部からの報告 

企画部門西沢委員から，4 月 16 日(金)に第 1 回講演会，5 月~6 月頃に WHO から講師を招聘し，第 2
回講演会を予定している旨報告があった。また，3 月に行われたフランス Percy 病院視察研修関連の資

料について，PDF 化もしくは被ばく演習室に保管する予定であり，準備が完了し次第，全教員へ周知予

定である旨報告があった。 
教育部門中村委員から，8 月 28 日(土)，9 月 10 日(金)~11 日(土)に企画部門と合同で現職者教育を開

催するため，現在準備を進めていること，4 月 2 日(金)，5 日(月)に多くの教員の協力を得て，現職者の

被ばく対応シミュレーション実習を行った結果，問題点及び準備が必要な点が判明し，現在調整中であ

る旨報告があった。 
研究部門若山委員から，4 月 8 日(木)に第 5 回緊急被ばく医療研修報告会研修報告会が開催された旨報

告があり，続いて，委員長から，国際シンポジウムの抄録集について発行が遅れていたが，近日中に印

刷を開始し，発行予定である旨報告があった。 
社会連携部門木田委員から，配付資料 3 に基づき，平成 21 年度活動報告書について説明があり，各自

内容を確認の上，不備があれば指摘願いたい旨発言があった。 
3. 被ばく医療教育研究施設について 

委員長から，配付資料 6 に基づき，弘前大学被ばく医療教育研究施設規程が 3 月 23 日(火)に制定され

たこと，事務部門が未定であるため，第 1 回運営委員会が開催されていないこと，施設長は佐藤敬医学

研究科長に決定した旨報告があった。関連して，吉田委員から，緊急時における保健学研究科としての

協力体制の在り方について意見が示され，意見交換の結果，委員長から，より具体的な連携については，

今後運営委員会において検討していく必要がある旨発言があった。 
4. 高度救命救急センターについて 

委員長から，配付資料 7 に基づき，4 月 8 日(木)に役員等を対象に高度救命救急センター施設見学会が

開催されたこと及び施設内の配置等について説明があった。続いて，開設記念式典・祝賀会が 5 月 13
日(木)に予定されていること，7 月の本格的な稼働に向けて，現在職員の研修中である旨報告があった。 

5. 平成 21 年度決算状況について 
事務長から，平成 21 年度予算について，各部門に配分した予算の残額については，C 棟 4 階被ばく研

修室・共用室の整備等に充てたこと，現在，決算処理中である旨報告があった。続いて，委員長から，

予算執行についてより効率的に進めることを今年度の目標としたい旨発言があった。 
6.その他 

委員長から，平成 21 年度活動報告書の 4 月末の発行に向けて，各部門からの原稿提出期限が 4 月 12
日(月)であったため，未提出の部門は可能な限り速やかに提出して欲しい旨発言があった。続いて，C 棟

4 階被ばく研修室・共用室の整備が完了したため，看護学専攻の教員を中心に，物品等を整理し，使用

可能な体制にして欲しい旨依頼があった。 
また，平成 22年 4月 1日付けで医学研究科に中田章史助教が放医研から採用となった旨報告があった。 

 
○審議事項: 
1. 新年度体制と活動計画について 

委員長から，配付資料に基づき，検討委員会要項及び名簿について説明があり，意見交換の結果，研

究部門のリーダーは引き続き柏倉委員，サブリーダーに岩田委員，社会連携部門のサブリーダーに一戸

委員が決定した。 
引き続き各部門から次の説明があった。 
企画部門西沢委員から，配付資料 2 に基づき，平成 22 年度活動目標・活動計画・予算について説明が

あった。 
教育部門中村委員から，配付資料に基づき，平成 22 年度活動計画・予算について説明があり，現職者

教育の実施にあたって物品購入の必要があるため，早期の予算執行を承認願いたい旨発言があり，了承

＜委員会記録＞
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された。 
研究部門若山委員から，配付資料 4 に基づき，平成 22 年度研究課題企画申請について，5 月 10 日(月)

を締め切りとし募集を行い，その申請状況を受け，予算案を作成する旨説明があった。なお，昨年度か

らの継続申請課題に関しては，昨年度同様，予算が確定するまでは研究科長の了承を得たうえで執行し

ていくこととなった。 
続いて，事務長から，配付資料 4 に基づき，経費要求書について説明があり，5 月 10 日(月)を締め切

りとし，部門毎に提出することとなった。 
社会連携部門木田委員から，配付資料 3 に基づき，平成 22 年度活動目標・計画について説明があった。 
続いて，委員長から，ホームページの更新に関しては， 本委員会に諮ることなく適宜進行してよいこ

と，英語版ホームページの開設についても検討の必要がある旨発言があった。 
2. 第 2 回国際シンポジウムに向けて 

委員長から，第 2 回国際シンポジウム開催に向けて，実行委員会の組織について詳細を検討し，準備

スケジュール及び役割分担等を効率良く進めていきたい旨発言があり，先に提出された西沢委員案をベ

ースに，委員長が調整の上，決定していくことが了承された。 
続いて，開催日程について，10 月 10 日(日)を候補として計画を進めていたところであるが，吉田委員

から IAEA からの演者を招へいしたいので，開催日程の変更について提案があり，意見交換の結果，フ

ランスPercy病院関係者に確認した上で，10月 30日(土)~11月初旬を候補とし，調整することとなった。

また，今後，招へい者の絞り込みが必要となるが，身の丈に合った形で検討していくことが必要である

旨発言があった。 
3. 放医研との連携大学院協定締結に向けて 

委員長から，配付資料 5 に基づき，協定書案について説明があり，今後，協定については放医研と検

討を進め，教育内容については学事委員会及び教育部門と連携しながら具体的な検討を進める必要があ

るとの発言があった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 2 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 22 年 5 月 18 日) 
 
○報告事項: 
1. 各部からの報告 

企画部門西沢委員から，配付資料 8 に基づき，8 月 28 日(土)，9 月 10 日(金)及び 9 月 11 日(土)に行わ

れる現職者研修の実施内容等の説明があり，了承された。  
教育部門中村委員から，5 月 10 日(月)に教育部門と合同で，緊急被ばく医療シミュレーション演習担

当教員を対象とした「緊急被ばく医療シミュレーション演習に関する説明会」を開催した旨報告があっ

た。また，放射線医学総合研究所の立﨑先生に，6 月 12 日(土)及び 8 月 24 日(火)のシミュレーショント

レーニング時の研修担当教員の指導，9 月 11 日(土)の現職者研修当日の研修受講者の指導を依頼し，内

諾いただいている旨報告があった。 
2. 被ばく医療教育研究施設運営委員会 

委員長から，第 1 回被ばく医療教育研究施設運営委員会が 4 月 23 日(金)に開催され，施設の専任教員

は 6 名配置する予定であること，保健学研究科吉田教授及び医学研究科中田助教を施設の専任教員に配

置換することが了承され，5 月 16 日付で配置換となったこと，研究室に必要な什器類に係る経費につい

て，スタートアップ経費から支出することは可能であるが，今後，4 人の教員採用が見込まれるので他

の 2 部門に係る経費も勘案する必要があり，必要物品の再精査を行うこと，施設の実験機器類に係る経

費について，優先順位や必要機器の再精査を行い，本検討委員会の了承を得たうえで，平成 22 年度特別

経費の一部を使用する方向性が了承された旨報告があり，意見交換の結果，特別経費の使用について了

承された。 
続いて，施設の英文名について，施設専任教員の意見を参考にしつつ佐藤委員長が取りまとめること

が了承されたこと，施設の事務について，当面企画課及び人事課が担当し，本研究科は取次ぎ等協力す

る旨報告があった。なお，吉田教授は，引き続き本検討委員会の委員として活動することが確認された。 
3. 高度救命救急センター開設記念式典・祝賀会 

委員長から，高度救命救急センター開設記念式典・祝賀会が 5 月 13 日(木)に開催され，緊急被ばく関

連では，日本原燃社長及び放医研の立﨑先生が出席した旨報告があった。 
4. 第 2 回国際シンポジウム実行委員会 
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委員長から，第 2 回国際シンポジウムの開催日程について，当初の予定どおり 10 月 10 日(日)に開催

する旨報告があり，第 3 回以降も継続的に開催できるよう，身の丈に合った形で企画することが必要で

ある旨発言があった。続いて，木田委員から配付資料に基づき，スケジュール及び実行委員会組織編成

について説明があり，意見交換の結果，プログラム・進行の責任者に研究部門・岩田委員を，受付・接

待の責任者に社会連携部門・一戸委員を加えることとなった。 
5.平成 21 年度活動報告書について 

委員長から，平成 21 年度活動報告書の 5 月末付の発行に向けて，現在，各部門から提出された原稿を

目次に沿って編集作業を行っていること，不足の原稿が発生する場合には，当該部分の原稿提出を依頼

する旨発言があった。 
 
○審議事項: 
1. 平成 22 年度予算案について 

委員長から，平成 22 年度特別経費の内訳について説明があり，設備費について，学内負担分を戦略的

経費に要求しているが，配分は厳しい状況が予想されるため，可能な限り調整等のうえ，吉田委員から

要求の実験機器類も購入していきたい旨発言があった。 
続いて，配付資料 10 に基づき，各部門の申請額について説明の後，各部門配分予算案について，昨年

度の配分比率を参考のうえ調整した旨説明があり，意見交換の結果，原案どおり了承され，必要に応じ

部門間で調整していくことが確認された。 
柏倉委員から，研究部門内の研究課題毎の配分額について，速やかな研究開始，執行のため，各申請

額に一律の比率(約 65%)を乗じた額としたい旨提案があり，了承された。なお，申請者への配分額の通

知は事務担当者から行い，意見等がある場合は，委員長まで連絡することとなった。 
中村委員から，本研究科被ばく医療コースの学生が教育部門の予算を使用して研修を受講することに

ついて説明があり，了承された。 
2.放医研との連携大学院協定締結に向けて 

委員長から，放医研との連携大学院協定締結について，骨子は完成しているがあまり進展していない

旨報告があり，できるだけ早期の協定締結に向け，吉田委員の協力のもと教育部門・学事委員会が連携

し，具体的な連携内容を検討願いたい旨発言があった。また，必要があれば放医研を訪問し，明石先生

と調整することとなった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 3 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨 （平成 22 年 6 月 17 日)  
  
○報告事項:  
1. 各部からの報告  

企画部門西沢委員から，配付資料 11 に基づき，平成 22 年度の被ばく関連研修参加希望者について説

明があり，順次申込を進めることとなった。  
放射線医学総合研究所・第 4 回緊急被ばく医療セミナーについて，放医研の立﨑先生に打診した結果，

昨年までと同程度の内容であれば，日程調整のうえ開催可能であるとの回答があった旨説明があり，同

研修に未参加の教員を中心に，今年度限りで開催してはどうかとの意見が示され，平成 23 年 2 月又は 3
月開催の方向で計画を進めることが了承された。関連して，東北電力東通原子力発電所及び日本原燃の

視察研修については，教育部門が大学院生の授業の一環として行う同研修に教員も同行する形で計画を

進めることとなった。  
第 2 回講演会・メンタルヘルス講演会について説明があり，11 月 19 日(金)に東京都医学研究機構 東

京都精神医学総合研究所 所長代行 飛鳥井 望氏を講師に招き，開催することとなった旨報告があった。

また，第 1 回の本委員会で開催が承認された講演会「緊急被ばく医療に対する国際保健機構(WHO)の取

り組みについて」は，予算の削減及び講師来日の目途が立たず，平成 22 年度は実施しないこととなった

旨報告があった。  
続いて，今後予定している市民公開講座，総合文化祭での展示について説明があり，総合文化祭の展

示については，6 月 23 日(水)に関連の打合せを予定している旨報告があった。  
現在，A 棟 3 階の緊急被ばく医療研修室に保管している図書の一部を C 棟 4 階の被ばく演習・共用室

へ移動することについて説明があり了承された。  
教育部門中村委員から，6 月 12 日(土)に放医研の立﨑先生に来学いただき，緊急被ばく医療支援人材

− 183−



平成 22 年度 被ばく医療人材育成プロジェクト報告書 

―１８４― 

育成プログラム現職者教育に向けた第 3 回目のシミュレーショントレーニングにおいて指導いただいた

こと，今後 2 回行われる同トレーニングを経て，現職者研修当日に備えたい旨発言があった。続いて，

配付資料に基づき，「緊急被ばく医療支援人材育成プログラム 現職者研修」開催案内について説明があ

り，柏倉委員から，Basic Program の名称が，看護師コース・診療放射線技師コース共に同じであるた

め，混同されるのではないか，診療放射線技師コース Basic Program 講義 4「放射線防護剤の基礎」の

講義タイトルだけ具体的過ぎるのではないかとの意見が出され，今後，教育部門において名称等につい

て検討し，中村委員から検討結果について報告することとなった。  
   社会連携部門木田委員から，青森県から 7 月 15 日(木)開催の平成 22 年度第 1 回青森県緊急被ばく医

療対策専門部会の案内があり，一戸委員が出席する旨報告があった。また，緊急被ばく医療人材育成プ

ロジェクト・パンフレット改訂版の作成にあたり，各部門からの掲載希望があったら 6 月末までに木田

委員へ送付してほしい旨依頼があった。関連して，電子化を希望する資料，ホームページの掲載内容の

充実についても，各部門で希望があれば木田委員までリストを送付してほしい旨依頼があった。  
委員長から，まずパンフレットを充実させ，その内容をホームページに活用してはとの意見が示され

た。  
2 .被ばく医療教育研究施設運営委員会  

委員長から，第 2 回被ばく医療教育研究施設運営委員会が 6 月 9 日(水)に開催され，今後 4 名採用予

定である専任教員の人事について，放医研に候補者の推薦を依頼し，検討を進めることが了承されたこ

と，部門は放射線化学部門及び放射線物理学部門であり，それぞれ教授及び助教を採用予定である旨報

告があった。施設事務組織については，総務部と保健学研究科及び医学研究科事務長が協議のうえ，可

能な限り早期の設置を目指し，検討を進めている旨報告があった。  
3. 平成 21 年度活動報告書について  

委員長から，現在年度末評価部分の原稿を作成中であること，6 月中の完成を目指したいので協力願

いたい旨発言があった。  
4. その他  

木田委員から，第 1 回国際シンポジウム実行委員会が 6 月 2 日(水)に開催され，組織編成，スケジュ

ール，予算等について検討した結果，前日の 10 月 9 日(土)にウェルカムレセプションを行うこと，会場

はホテルニューキャッスル・松の間を予約済みであること，10 月 11 日(月)にフランスからの演者に対し

エクスカーションを行い，内容については大会長に一任すること，シンポジウムのテーマが「緊急被ば

く医療現場における医療専門職の役割と課題」に決定したこと，演者は国内から 3 名，フランスから 3
名の計 6 名の招聘を計画しており，可能な限り早い段階で演者から内諾を得る予定であること，抄録・

発表は，原則，英語とすること，当日の時間配分については，1 人あたりの発表 30 分，ポスターセッシ

ョン 1 時間，食事 1 時間のトータル 5 時間という案が出されたこと，主催は本研究科，共催は被ばく医

療教育研究施設，医学部附属病院高度救命救急センター，後援は青森県・弘前市等を検討していること，

予算は 300 万円を目途とする旨報告があった。  
  
○審議事項:  
1. 第 2 回国際シンポジウム企画案について  

若山委員から，配付資料に基づき，プログラムについて説明があり，当初，講演を依頼する予定であ

った吉田委員の都合が合わなかったため，第 1 セッションは学内教員による活動報告を行う予定である

こと，第 2 セッションに新たに医師の講演を追加し，現在，打診中である旨報告があった。柏倉委員か

ら，第 3 セッションのポスター発表について，1 題 7 分の発表時間は長いのではないか等の意見が出さ

れ，今後，詳細を検討することとなった。  
続いて，委員長から，配付資料に基づき，フランス Percy 病院の Jean-jacques Lataillade 先生から返

事があり，講演を内諾していただいたこと， 他の 3 名の演者についても候補者を挙げていただいたが，

そのうち 1 名が英語を話せないため，講演の際の対応について，同時通訳の可能性を含め検討を進める

必要があり，当日の通訳スタッフとして，人文学部 Janson Michel 講師への依頼を考えている旨報告が

あった。関連して，西沢委員から，放医研重粒子医科学センター病院・山下先生へメールで講演の打診

をしているが，返事が未着である旨報告があった。  
2. 放医研との連携大学院協定締結に向けて  

中村委員から，放医研との連携大学院協定締結について，放医研の明石先生に連携に関するイメージ

を伺ったところ，本研究科の大学院生が千葉市近隣に住み，放医研での専門家の研究指導により研究を

進め，学位を取得する形をイメージしているとの回答があった旨報告された。また，今後，放医研の職

員へ本学の学位を授与することが可能であるか等の確認が必要であること，他大学の募集要項等も参考

にし，学事委員長と検討を進めていく予定である旨の説明があった。  
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委員長から，連携大学院協定締結の意義・目的を固めていくことが必要であり，理工学研究科の前例

を参考にしながら検討を進めていきたいとの発言があり，今後，課題を整理しつつ計画を進めていくこ

ととなった。  
 
○その他:  

1. 柏倉委員から，第 1 回国際シンポジウムの業績集が 7 月中に完成予定である旨報告があった。  
2. 西沢委員から，放射線専門看護師認定の件について，9 月 3 日(金)に大分県立看護科学大学の草間学

長が長崎大学で集中講義を行う予定であるため，当日，西沢委員と一戸委員が長崎大学を訪問し，講

義終了後に情報交換を行う予定で調整中である旨の報告があった。  
  

以上  
 
 
■ 平成 22 年度(第 4 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 22 年 7 月 15 日) 
 
○報告事項: 
1. 各部からの報告 

企画部門西沢委員から，配付資料 12 及び 14 に基づき，今年度開催が予定されている研修会について

説明があり，企画部門から参加者の募集を行うこととなった。また，総合文化祭に参加し，本プロジェ

クトの広報活動を行う旨報告があり，その際に展示するポスターの作成については，企画部門担当者と

部門リーダー間で作成候補者について検討・決定後，作成者に依頼をすることとなった。 
教育部門中村委員から，「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 現職者研修」開催案内について，前

回の本検討委員会終了後名称等を修正し，6 月 28 日(月)に県内 72 の医療機関に発送済みであること，現

職者教育に向けた第 4 回目のシミュレーショントレーニングを 7 月 3 日(土)に行ない，トレーニング未

参加教員も受講者の役割で参加したこと，次回のトレーニングは，8 月 24 日(火)に放医研の立﨑先生の

指導を受け行う予定である旨報告があった。 
研究部門柏倉委員から，第 1 回国際シンポジウムの業績集が 7 月 16 日(金)に納品予定である旨報告が

あった。 
社会連携部門木田委員から，配付資料 13 に基づき，緊急被ばく医療人材育成プロジェクト・パンフレ

ット改訂版に関する意見等について説明があり，各部門から寄せられた意見を反映させ，ブラッシュア

ップを図りつつパンフレットの改訂を進める旨報告があった。  
2. 平成 21 年度活動報告書について 

委員長から，海外研修に関する部分については，研修に参加した教員から提出された報告書をベース

とし，近日中に原稿が完成する見込みである旨報告があった。 
 
○審議事項: 
1. 第 2 回国際シンポジウム企画案について 

木田委員から，7 月 14 日(水)に第 3 回実行委員会が開催され，原子力研究開発機構を除く後援先，共

催先に依頼文書を発送済みであること，演者への講演依頼文書を発送済みであり，今後，抄録作成を依

頼する予定であること，第 3 セッションの学内教員によるポスター発表の演題募集要項が決定し，近日

中に発表者に案内する予定である旨の報告があった。また，シンポジウムのポスターについて，作成作

業を進めていく旨報告があった。 
委員長から，本シンポジウムの予算について，今年度は配分予算内で進めることとし，積極的には協

賛金を募らない旨報告があった。 
2. 放医研との連携大学院協定締結に向けて 

中村委員から，放医研との連携大学院協定締結について，放医研の明石先生に連携に関するイメージ

を伺ったところ，本研究科の大学院生が千葉市近隣に住み，放医研での専門家の研究指導により研究を

進め，学位を取得する形をイメージしているとの回答があった旨報告された。 
岩田委員から，まず，博士前期課程に限っての連携を検討すること，博士前期課程に副指導教員制度

を設定し，放医研の先生に副指導教員として被ばく医療コースを選択した 3 名の学生にアドバイスして

いただくこと，将来的には博士後期課程での連携も視野に入れ，学事委員会で検討している旨報告があ

った。また，看護学領域については，放医研に当該分野を担当する先生が在籍しているか確認が必要で

あり，在籍していない場合の指導体制も含め，今後，明石先生と相談のうえ，検討を進めていくことと

なった。 
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3. 第 14 回放射線事故医療研究会の特別企画での発表について 
委員長から，配付資料に基づき，9 月 4 日(土)に開催される「第 14 回放射線事故医療研究会(緊急被ば

く医療フォーラム)」の「特別企画:被ばく医療の人材育成」において，浅利委員から本研究科に人材育成

の取り組みについての発表依頼があった旨報告があり，意見交換の結果，原稿については各部門が協力

のうえ作成し，木田委員が発表することとなった。 
 
○その他: 

柏倉委員から，配付資料 15 に基づき，「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」について説明があ

った。本件は文部科学省科学技術振興調整費・地域再生人材育成創出拠点の形成事業の新規採択課題で

あり，4 月に行われたヒアリングを経て採択されたこと，被ばく医療教育研究施設，医学研究科及び本

研究科並びに青森県及び原子力事業者が連携し進める育成プログラムであること，将来的には，本学の

博士後期課程のカリキュラムとすることを目指したい等の発言があり，今後，本委員会との連携が不可

欠であるため，様々な面で協力願いたいとの依頼があった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 5 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 22 年 8 月 17 日) 
 
○報告事項: 
1. 各部からの報告 

企画部門西沢委員から，配付資料 16 に基づき，今年度開催が予定されている研修・セミナーについて

説明があり，企画部門から参加者の募集を行ったこと，定員に余裕のある研修に関しては，現在再募集

中である旨報告があった。また，第 1 回緊急被ばく医療研修報告会を 9 月 30 日(木)に開催する予定であ

ること，総合文化祭でのポスター展示について，開催場所が決定し，合計 19 ポスター演題を予定してい

る旨説明があり，計画案のとおり準備を進めることとなった。 
教育部門中村委員から，「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 現職者研修」について，開催案内を

附属病院に持参し，参加の依頼を行ったこと，申込者全員に受講決定通知を発送済みであること，受講

者数は看護師コースが 11 名，診療放射線技師コースが 3 名の計 14 名となった旨報告があった。また，

現職者教育に向けた最終のシミュレーショントレーニングを 8 月 24 日(火)に放医研の立﨑先生の指導を

受け行う予定である旨報告があった。 
社会連携部門木田委員から，配付資料 17 に基づき，緊急被ばく医療人材育成プロジェクトのリーフレ

ット校正版について説明があり，意見交換の結果，各自内容を確認のうえ，気づいた点を木田委員まで

連絡することとなった。 
研究部門柏倉委員から，第 1 回国際シンポジウムの業績集が納品済である旨報告があり，送付先につ

いて意見交換の結果，平成 21 年度活動報告書の送付先を参考の上，共催・後援先及び演者を最優先とし

事務長が案を作成することとなった。 
2. 平成 21 年度活動報告書発行・送付 

委員長から，平成 21 年度活動報告書を 300 部発行し，学長へ直接手渡したこと，関係機関及び学内

各部局等へ送付済みである旨報告があった。 
3. 放医研との連携大学院協定草案送付 

委員長から，配付資料 18 に基づき，放医研から進捗状況について問い合わせがあり，協定書(草案)を
作成し明石先生及び放医研事務担当者へ 8 月 11 日(水)に送付したこと，先方からの意見が届き次第，検

討を進める旨報告があった。 
4 .第 2 回国際シンポジウム実行委員会 

木田委員から，第 4 回国際シンポジウム実行委員会が 8 月 11 日(水)に開催され，共催・後援依頼及び

国内演者への講演依頼について，ほぼ全ての機関等から了承が得られたこと，フランスからの演者につ

いて，3 名のうち 2 名からは返答があったが，返答のない演者については再度連絡すること，シンポジ

ウムのポスターについて，図案の一部を修正中であるが，順調に作業が進んでいる旨報告があった。ま

た，第 3 セッションの学内教員によるポスター発表は 13 件程度を予定していること，翻訳及び英文校正

が必要なポスター・抄録数を把握するため，若山委員から発表者へ照会済みであること，現在，英文校

正の見積りを 3 社に依頼中である旨報告があり，見積りが届き次第順次事務長へ提出し，予算の大枠を

作成することとなった。なお，英文校正業者の選定については若山委員に一任することとなった。 
5. 被ばく教育研究施設運営委員会報告 

− 186−



資料 

―１８７― 

委員長から，第 3 回被ばく医療教育研究施設運営委員会が 8 月 6 日(金)に開催され，研究所への移行

に伴う関係規程が了承されたこと，審議機関が運営委員会から教授会へ移行すること，今後採用予定で

ある専任教員の人事について，再度放医研に候補者の推薦を依頼し，検討を進めることが了承された旨

報告があった。 
また，配付資料に基づき，弘前大学放射線安全機構規程について説明があり，8 月 9 日(月)の役員会で

了承されたこと，本学の緊急被ばくに関する意思決定機関とし，有事の際には外部への対応にあたる組

織であること，各部局等で行っている取り組みが報告される形で年数回の会議が開催される予定である

旨報告があった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 6 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 22 年 9 月 15 日) 
 
○報告事項: 
1. 各部からの報告 

企画部門西沢委員から，配付資料 19 に基づき，今後予定されている研修，防災訓練等について説明が

あり，「市民公開講座」について，ポスターが完成し，関係機関へ送付済みであること，9 月 30 日(木)
に開催予定の第1回緊急被ばく医療研修報告会の開始時間を17時からに変更した旨報告があった。また，

「初期被ばく医療施設における被ばく事故への対応-看護の視点から-」をテーマとした第 3 回講演会を企

画している旨説明があり，日程調整のうえ準備を進めることとなった。続いて，西澤委員から，9 月 14
日(火)~17 日(金)の日程で開催中である ORISE 短期研修 Radiation Emergency Medicine コースに参加

するため，木立准教授，冨澤講師，小山内助手が 9 月 11 日(土)に出発した旨報告があった。 
教育部門中村委員から，「緊急被ばく医療支援人材育成プログラム現職者研修」について，現職者教育

に向けた最終のシミュレーショントレーニングを 8 月 24 日(火)に放医研の立﨑先生指導により行った後，

8 月 28 日(土)に看護師コース(入門編)，9 月 10 日(金)，11 日(土)に看護師コース(基礎編)及び診療放射線

技師コース(基礎編)の全プログラムが滞りなく終了した旨報告があり，各部門からの協力に対し謝辞が述

べられた。また，9 月 29 日(水)に本研修に関する反省会を開催する予定であり，意見，反省点を次回開

催に繋げたいとの発言があった。 
社会連携部門木田委員から，今年度の青森県原子力防災訓練について，青森県健康福祉部医療薬務課

へ問い合わせたところ，現在のところ日程が未定であり，本研究科としては調整が難しいため，今回は

見学で参加する旨報告があった。また，県から有事の際の本研究科のスタンスについて問い合わせがあ

った旨報告があり，委員長から，本研究科は人材育成に取り組んでおり，防災に対応する立場ではない

ため，今後も見学での参加とする旨発言があった。 
2. 第 2 回国際シンポジウム実行委員会 

木田委員から，第 5 回国際シンポジウム実行委員会が 9 月 8 日(水)に開催され，抄録について，フラ

ンスからの演者及び国内演者の各 1 名が未提出であり，再度提出を依頼する予定であること，ポスター

については 2 名が未提出であるが，近日中に提出される見込みであること，国士舘大学田中教授が都合

により国際シンポジウム当日の出席が不可能となり，北里大学木村講師に代理講演を依頼済みであるこ

と，シンポジウムのポスターについてはデザインが完成し，印刷後関係機関に配付予定であること，前

日に開催するウェルカムレセプションは，会場をホテルニューキャッスルとして予約済みであり，現在，

式次第の検討に入っていること，今後，学内及び関係機関，専門家委員に開催案内を送付する予定であ

る旨報告があった。 
3. その他 

西沢委員から，配付資料 20 に基づき，長崎大学大学院医歯薬学総合研究科「放射線専門看護師」コー

スに関する情報収集を 9 月 3 日(金)に行った旨報告があり，意見交換の後，委員長から，専門看護師コ

ース開設に向けて，関連する 4 大学の連携が不可欠である旨発言があり，専門看護師教育課程認定委員

会委員長から示唆を得るなど，今後，更なる情報収集を進めていくこととなった。 
 
○審議事項: 
1. 今年度の中間報告会-専門家委員会中間評価について- 

委員長から，今年度の中間評価報告会及び中間評価について，専門家委員に国際シンポジウムにお越

しいただき，評価を行う方式にしてはどうかとの提案があり，承認された。 
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○その他: 
1. 柏倉委員から，「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」について，10 名の受講志願者があり，9
月 17 日(金)に受講生の面接選考が行われる予定であること，開講式が 10 月 25 日(月)13:30 から予定

されていること，同日 15:00 から同育成計画概要説明及び放医研・明石先生の記念講演会が予定され

ている旨報告があった。 
2. 事務長から，第 1 回国際シンポジウムの業績集について，関係機関及び学内各部局等へ送付済みであ

る旨報告があった。関連して，委員長から，同業績集の PDF をホームページに掲載願いたい旨依頼が

あった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 7 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 22 年 10 月 13 日) 
 
○報告事項: 
1. 第 2 回国際シンポジウム実行委員会 

委員長から，第 2 回緊急被ばく医療国際シンポジウムについて，前日の 10 月 9 日(土)にウェルカムレ

セプション，10 月 10 日(日)に国際シンポジウムが予定どおり開催され，無事終了したこと，ポスターセ

ッションも盛況であった旨報告があり，教職員の協力に対し謝辞が述べられた。 
2. 各部門報告 

企画部門西沢委員から，配付資料 21 に基づき，今後予定されている講演会等の説明があり，「青森県

原子力防災訓練」については，11 月 5 日(金)実施予定との情報を得たため，参加者の募集を開始するこ

と，総合文化祭の「本プロジェクト紹介ポスター展示」及び「市民公開講座」に多数の教員に参加願い

たいこと，9 月 30 日(木)に開催された「第 1 回緊急被ばく医療研修報告会」については，参加者が少な

かったため，今後は研修報告に限定せず，各部門の活動を報告・発表する場にしてはどうかとの意見が

出された。続いて，9 月 29 日(水)に現職者研修反省会が行われた旨の報告があり，様々な課題はあるが，

第 1 回目としては成功であったのではないかとの発言があった。 
3. その他 

委員長から，放医研との連携大学院協定締結に関する進捗状況について報告があり，明石先生が 10 月

25 日(月)に来学されるので，今後の相談日程等について調整し，連携教員の人選も含め，具体的な検討

を進める旨報告があった。 
 
○審議事項: 
1. 今後の課題・予定の確認 

委員長から，今後の課題について，現職者研修の位置付け及び運営体制を検討すること，次回の国際

シンポジウム開催に向け，早めの対応を検討すること，弘前大学放射線安全機構及び被ばく医療総合研

究所との連携の中で，本研究科が行う事業を精査していくことが重要であるとの発言があり，次回の本

委員会で現職者研修の方針の素案を提出し，方向性を決定したうえで放射線安全機構との連携を進める

こととなった。 
また，本プロジェクトの今後の在り方について次のような意見交換が行われた。 

・医学研究科からは共同して事業を行う意思が感じられないので，委員長から医学研究科長へその旨伝

えてほしい。 
・本プロジェクトに携わった教員の 5 年間の功績を具現化してほしい。 
・近藤先生から，緊急被ばく医療に関する学術誌は世界中でも例がなく，学術誌(REM(仮称))を出版して

はどうかとの提案があった。また，REM(仮称)に現職者教育の記録を掲載してはどうか。 
・各教員の取組みについて，学術誌に実践記録として掲載し業績として扱うことなどが考えられるとい

うが，原稿として執筆しなければ認めないということか?被ばく医療に関する専門家でない限り，若手

教員の業績としては残らない。そういった問題を大学側は考慮してほしい。 
・被ばく医療コースの学生受入れについての働きかけをどうしていくか，本委員会での重要な検討テー

マとしなければならない。 
・教材の作成が課題である。 
 
意見交換の後，委員長から，それぞれの意見について改善のため検討したいので，案があれば提案す

るなど，協力願いたいとの発言があった。 
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○その他: 

1. 事務長から，緊急被ばく医療パンフレット改訂版を 1，000 部印刷するので，各部門の活動時等に積

極的に活用願いたいとの発言があった。 
2. 委員長から，第 2回緊急被ばく医療国際シンポジウムの業績集について，年内に発行を予定しており，

費用は出版会が負担する旨報告があった。 
3. 続いて，被ばく医療総合研究所の専任教員について，2 名の教員の推薦が放医研からあり，近日中に

面接選考を予定していること，運営委員会で決定後，教育研究評議会で報告されることになるとの報

告があった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 8 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 22 年 11 月 24 日) 
 
○報告事項: 
1. 各部門報告 

企画部門西沢委員から，配付資料 22 に基づき，11 月 5 日(金)に「青森県原子力防災訓練」が行われ，

教員 5 名，前期課程被ばく医療コースの大学院生 2 名が見学したことについて報告があり，続いて木田

委員から，救護所見学の際に，東通村担当者の合意を得た上で，救護所内の住民参加エリアに入ったと

ころ，青森県担当者から注意を受けた件について，後日青森県健康福祉部医療薬務課佐々木主幹と話し

合った結果，教育に携わる面からの見学及び研修の方法を今後検討のうえ，進めていくということで理

解を得た旨報告があった。続いて，今後予定されている研修等の説明，10 月 22 日(金)開催の総合文化祭

「市民公開講座」及び同日から 24 日(日)開催の「本プロジェクト紹介ポスター展示」，11 月 19 日(金)開
催の第 2 回講演会「原子力災害におけるメンタルヘルス」に学長他 127 名の参加者があった旨報告があ

った。なお，ポスター展示については，展示内容を掲載したパンフレットを作成し，全教員に配布した

ことが併せて報告された。 
木田委員から，11 月 10 日(水)に緊急被ばく医療国際シンポジウム実行委員会の反省会が行われ，下記

の意見等が示された旨報告があった。 
・ウェルカムレセプションについて，保健学研究科からの参加者が約 50 名あり，学長も参加率の高さに

驚いたとのこと。 
・ウェルカムレセプションについて，華美な飲食はできなかったが，良い情報交換の場になったのでな

いか。 
・国際シンポジウムについて，参加者が約 100 名あり大変盛況であった。 
・外国人演者との手続き上のやりとりが大変で，多くのエネルギーを要した。 
・今回は三連休の中日の開催であったため，準備が休日(土曜日)となり様々な不都合があった。今後は三

連休の開催は避けたほうが良いのではないか。 
・「国際シンポジウム」とせず，「国内シンポジウム」との隔年の開催でも良かったのではないか。 
・学長への挨拶依頼については，文書での依頼が必要である。 
・レセプション及びシンポジウム当日の病院長，医学研究科長，看護部長への応対はゲスト的な扱いな

のか，そのままのスタンスで良いのか昨年同様気になった。 
2. 被ばく医療教育研究施設運営委員会報告 

委員長から，被ばく医療教育研究施設運営委員会が 11 月 2 日(火)に開催され，放医研から推薦された

教授候補者 2 名の採用について，面接の結果委員会において承認されたこと，今後採用予定である助教

の人事については，教授が採用された段階で被ばく医療総合研究所教授会にて，選考することとなった

こと，今回をもって同委員会は解散となった旨報告があった。 
3. 連携大学院協定に向けて 

委員長から，配付資料に基づき，放医研との連携大学院協定締結に関する進捗状況について報告があ

り，8 月に放医研に送付した協定書(草案)について，9 月に返答があり，内容について概ね了承を得たが，

第 3 条の 2 部分の文言が修正されていたこと，当該部分の表現を更に簡潔な表現に修正のうえ，放医研

に提案したいと考えている旨発言があり，意見交換の結果承認された。また，11 月 25 日(木)に放医研を

訪問し，主旨についての確認，協定締結に向けての段取り及び連携教員の人選・候補者の推薦方法等を

明石先生と協議する予定である旨報告があった。 
4. 被ばく医療プロフェッショナル育成計画開講式 
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委員長から，10 月 25 日(月)に被ばく医療プロフェッショナル育成計画開講式及び記念講演会が行われ

た旨報告があり，当該プロジェクトと本プロジェクトを連携させ次のステップに繋げること，他機関との

連携を見据え，本研究科のミッションについて検討していくことが必要であるとの意見が示された。 
 
○審議事項: 
1. 大学院被ばく医療認定コース志願者確保対策 

委員長から，大学院被ばく医療認定コースの志願者確保対策について，放医研からの志願者について

明石先生へ相談すること，浅利教授に附属病院看護師等への声掛けを依頼すること，また，今後折に触

れてアピールしていくことが必要であるとの発言があった。 
2. 第 3 回国際シンポジウムの企画 

国際シンポジウムの開催について，来年度も継続開催とすることについて承認され，将来的には被ば

く医療総合研究所へ移管する方向で，引き続き検討を進めることとなった。 
3. 第 2 回現職者研修の運営体制 

委員長から，第 2 回現職者研修の運営体制について，前回の経験を可能な限り活かし，個人またはひ

とつのセクションに過剰な負担がかからない運営方法を検討する必要があること，また，被ばく医療総

合研究所，医学研究科及び附属病院との連携によって開催することが不可欠であり，大きな課題である

との発言があった。関連して，シミュレーション演習時の医師役について，医師の参加を医学研究科及

び附属病院に呼びかけたいこと，受講対象者に関しても，看護師・診療放射線技師に加え，医師も募集

すればいいのではという意見が示され，引き続き検討することとなった。 
4. 教材作製に向けて 

委員長から，本研究科としての教材作製に関して，東京都精神医学総合研究所所長代行飛鳥井先生か

ら，東南アジアに向けて E-learning のコンテンツを作成してはどうかとの提案があった旨報告があり，

教材作製に向け，総合文化祭でのポスター展示の内容等をベースにし，整理・充実させていくこと等を

今年度後半から次年度に向けての課題とし，継続的に検討していきたいとの意見が示された。 
 
○その他: 

1. 委員長から，年度末評価に向けて専門家委員との日程調整の必要があること，国際シンポジウムに出

席いただいた専門家委員に，中間評価に代えるものとして，シンポジウムの所感について近日中に様

式を作成し，依頼することとなった。 
2. 続いて，各自年度末報告の準備を進めること，来年度予算が 12 月末に決定するため，予算配分等に

ついて早期に検討していく必要がある旨発言があった。 
3. 浅利教授から，平成 22 年 3 月 12 日(土)に原子力安全研究協会主催「緊急被ばく医療初級講座」が医

学部コミュニケーションセンターで開催されるため，参加可能な教員及び学生は是非参加願いたいと

の発言があった。 
4. 對馬係長から，本プロジェクト関連の写真をサイボウズのファイル管理に掲載していたところ，容量

が大きくシステム管理者から検討を依頼された件について，意見交換の結果，サイボウズから当該写

真を削除し，サーバーを別に立ち上げることとなり，運用方法等については改めて検討していくこと

となった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 9 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 22 年 12 月 14 日) 
 
○報告事項: 
1. 各部門報告 

企画部門西沢委員から，12 月 16 日(木)に第 3 回講演会「初期被ばく医療施設における被ばく事故への

対応」が開催される旨報告があった。 
社会連携部門木田委員から，11 月 30 日(火)~12 月 1 日(水)に日本放射線技師会，日本看護協会，日本

理学療法士協会を訪問し，本研究科の取組みについて説明した結果，三団体とも拒否することなく受け

入れられた旨報告があった。 
委員長から，12 月 7 日(火)~12 月 8 日(水)に外部評価ヒアリングが行われ，本プロジェクトについて

は非常に注目される取組みとして，高い評価をいただいた印象であること，東京医科歯科大学大学院保

健衛生学研究科教授の井上先生から，将来的な展望について質問があり，取組みの柱である看護学領域
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に関しては，可能であれば専門看護師コースの開設を目指したいと回答した旨報告があった。また，今

後，本研究科を中心として，放射線看護人材育成に関する研究会等を企画することも一案であり，来年

度に向けて引き続き検討を進めていきたいとの意見が示された。 
関連して，金沢大学医薬保健学域保健学類教授の天野先生から，学内認定にとどまらず，青森県，弘

前市及び日本原燃等の関連機関・企業等を認定に加えれば，認定としての重みが更に増すのではないか

という助言があった旨報告があった。 
2. 連携大学院協定に向けて 

委員長から，放医研との連携大学院協定締結に関する進捗状況について報告があり，11 月 25 日(木)
に放医研の明石先生を訪問し，博士前期課程に副指導教員制度を設定し，放医研の先生に副指導教員と

して学生に修士論文等のアドバイスをしていただくこと，副指導教員は直接学位認定には関わらないが，

研究のサポートを行うこと，また，必要があれば放医研の教育環境を使用すること，具体的な連携教員

の人選については，当該学生が希望した段階で相互調整の上，放医研の推薦を受け決定すること，健康

支援系の連携教員の人選については，明石先生に窓口的な役割を担っていただくこと等について相談し

た結果，基本的に合意が得られた旨報告があった。今後，協定締結に向け，学事委員会等の議を経た上

で，放医研と最終調整を行っていきたいとの発言があった。 
3. 予算執行状況 

事務長から，配付資料に基づき，11 月末現在の執行状況について報告があり，続いて委員長から，予

算は可能な限り速やかに執行願いたいとの発言があった。 
4. 国際シンポジウム・プロシーディングス 

委員長から，国際シンポジウム・プロシーディングの原稿について，全体の三分の一程度が未提出で

あるため，演者に確認が必要であること，プロシーディング作成に係る費用について，出版会と相談す

る必要があるとの発言があった。 
 
○審議事項: 
1. 第 3 回国際シンポジウムに向けて 

委員長から，第 3 回国際シンポジウムの方向性として，「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」プ

ロジェクトと連携して演者を招へいし，シンポジウム・講演会を併せて行う案が示され，その方向で企

画を進めていくこととなった。 
また，中村委員から，第 3 回のテーマを「緊急被ばく医療教育」とし，国外からは米国 REAC/TS 及

び AFRRI，国内からは広島大学及び長崎大学から演者を招へいしたいと考えている旨発言があり，意見

交換の結果，了承され，中村委員を中心に企画及び運営体制作りを進めていくこととなった。 
2. 第 2 回現職者研修会の運営体制づくりについて 

第 2 回現職者研修会の運営体制について，意見交換の結果，第 1 回の運営に携わった教員を中心に，

若手教員及び未参画の若手教員を加えた構成で組織を作ることとなった。 
また，委員長から，FD 委員会にも協力を依頼し，今年度内に組織を立ち上げて活動を開始するため，

検討を進めていきたいとの意見が示された。 
3. 年度末評価に向けて 

委員長から，年度末評価に向け，3 月 14 日(月)~31 日(木)の期間で専門家委員の都合調べを行うこと，

また，国際シンポジウムの所感についても併せて依頼することとなった。 
 
○その他: 
1. 西沢委員から，放射線専門看護師認定について，1 月 21 日(金)に専門看護師教育課程認定委員会委員長

である東京医科歯科大学の田中先生を一戸委員と共に訪問し，現在のカリキュラムでの認定の可能性等

について，示唆を得る予定である旨報告があった。 
2. 吉田委員から，2 月に行われる国際会議及び，1 月 24 日(月)15 時から開催される第 4 回被ばく医療プロ

フェッショナルセミナーにおいて，被ばく医療総合研究所，高度救命救急センター及び保健学研究科の

取組みについて概要を紹介したいとの発言があり，了承された。また，同セミナーでは，WHO 及びイ

ギリス保健局等海外から演者を招へいするため，多数参加願いたいとの発言があった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 10 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 23 年 1 月 18 日) 
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○報告事項: 
1. 各部門からの報告 

企画部門西沢委員から，配付資料 23 に基づき，茨城県国民保護共同実動訓練への参加経緯等について，

北宮先生が茨城県を訪問した際，茨城県保健福祉部保健予防課健康機器管理対策室長・入江ふじこ先生

から同訓練の紹介，詳細な案内があり参加について検討を行ったこと，参加者には，訓練の見どころ等

詳細な情報があること，バス利用者が各機関で 2 名までとなっており，それ以外はタクシーを利用する

予定である旨報告があった。 
第 4 回緊急被ばく医療セミナーについて，19 名がセミナーに参加予定であること，井瀧先生及び北島

先生から，次年度の現職者研修のため教育スタッフとして参加したいとの要望があり，教育スタッフと

して参加すること，参加の際，平成 23 年度現職者研修アドバンスコースのプラン原案を持参し，立﨑先

生から助言頂くこと，具体的な実習・物品準備，指導時の留意事項等詳細については，放医研担当者と

相談しながら確認作業を進める予定である旨報告があった。 
日本放射線腫瘍学会第 12 回看護セミナーについて，放射線治療に関する様々なテキストを入手する予

定であること，教員海外研修について，三浦先生が現在アメリカ留学中であるが，3 月 19 日(土)アメリ

カ出国予定であり，帰国時の旅費は企画部門で計上していること，帰国までの間に，学会発表・論文作

成の準備を行うとの連絡を受けている旨報告があった。 
UCSF での視察研修について，癌看護の研究・看護教育を行っている北島先生，會津先生，安杖先生

の看護学領域若手教員 3 名を候補者としていること，受入教員 Miranda Kramer 氏について，看護師で

あり，修士を修了し NP/CNS の資格を持っていること，看護学部の教育担当者であること，放射線看護

の CNS プログラムもあり，放射線看護にはかなり力を入れて取り組んでいること，石井素子氏について，

癌センターで臨床経験後，CNS の資格取得のためサンフランシスコに渡り，CNS プログラムを修了し

て現在はサンディエゴの病院に勤務していること，サンフランシスコ渡航の際は，全面的に協力くださ

ること，山辺先生が窓口となり，3 月 16 日(水)~18 日(金)の 3 日間実施予定で進めている旨報告があり，

委員長から，次につなげるためのコネクションを是非作って来て欲しいとの発言があった。 
また，放射線医学総合研究所・神田先生から図書 2 冊を寄贈いただき，C 棟 4 階被ばく医療演習室に

保管しているので活用願いたい旨報告があった。 
社会連携部門木田委員から，緊急被ばく医療人材育成プロジェクト HP の充実を図りたいことから，

掲載項目等を社会連携部門へ提出願いたい旨発言があった。 
事務長から，社会連携部門から増刷依頼のあった緊急被ばく医療人材育成プロジェクトのパンフレッ

トについて，1 月 17 日(月)に 1，000 部納品された旨報告があった。 
2. 連携大学院協定に向けて 

委員長から，1 月 18 日(火)に保健学研究科規程に副指導教員・連携教員に関する規定を盛り込むこと

等を学長に説明し，了承を得たこと，1 月 19 日(水)の教授会で研究科規程の一部改正について諮り，承

認後，協定書について放医研と最終調整を行い，年度内には協定を締結し，4 月から大学院連携教育制

度をスタートさせたい旨報告があった。 
3. 専門家委員会の年度末評価日程調整について 

委員長から，専門家委員に 3 月下旬の日程を照会したが，全委員の都合が揃う日がないこと，その中

で委員が最も揃う日が 3 月 28 日(月)であるため，明石先生及び太田先生が不参加となるが，3 月 28 日(月)
に開催することとし，準備を進める旨報告があった。 

4. 予算執行状況 
事務長から，配付資料 24 に基づき，平成 22 年度の予算執行状況について報告があり，各部門リーダ

ー及び研究費の配分がある先生方には，1 月 17 日(月)にそれぞれの執行状況データを送付したこと，他

の経費から差し引かれていることも見受けられるので，確認願いたい旨依頼があった。確認後，一度リ

セットし，今後の執行分については，それぞれで執行額，残額を管理願いたいこと，管理部門の予算も

残っているが 3 月末の報告会の旅費でほぼ終わりではないかと思われるので，執行予定のないものは予

備費も含め一度引き上げ，早期に執行していきたい旨説明があった。 
委員長から，今年度の予算執行状況を随時事務から報告されているが，計上漏れもあるのできちんと

精査する必要がある旨発言があった。 
5. 国際シンポジウム・プロシーディングス 

委員長から，出版会からの出版について出版会の中根編集長に相談したところ，企画書を提出願いた

い旨返答があり，若山委員が企画書を準備していること，費用について，定価を付けて販売する場合は

出版会が負担するが，非売品とするのであれば発行者負担になる旨報告があった。 
また，若山委員から，現在，原稿の集まりが 2/3 程度であり，未提出者に原稿提出の連絡をしている

が，ページ数や見積りの関係もあるため，提出期限をいつにするか発言があり，前回と同じ位のページ
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数で見積りを依頼し，今年度の予算執行でスケジュールを設定してはどうかとの意見が出された。なお，

出版会で発行する場合は時間がかかるため考慮が必要であること，昨年の印刷経費は，出版会からでな

く弘前大学学術研究奨励基金の国際シンポジウム助成経費であったこと，印刷費負担は予算的には問題

ないこと，昨年は創立 60 周年記念事業で出版会からの出版が条件だったこと等意見が出され，昨年並み

の発行部数で被ばく医療人材育成プロジェクト予算により，3 月 28 日(月)に専門家委員に配付できるよ

う進めることが確認された。 
6. 来年度予算について 

委員長から，平成 23 年度概算要求の内示があり，要求額から 900 万円増の 170，717 千円で今年度と

同額である旨報告があった。内訳は運営費と設備費であり，査定要求の際，運営費は維持し，設備費は

全て調整していること，来年度の予算執行については，早期に計画を立て，4 月から執行できるよう継

続的に検討したい旨報告があった。 
 
○審議事項: 
1. 第 2 回現職者研修会の運営体制づくりについて 

委員長から，中村委員を中心に第 2 回現職者研修会の運営体制づくりについて検討を進めていたが，

中村委員が今回欠席のため，中村委員からの報告メールに基づき次の報告があった。 
今年度の実績を踏まえ，現職者研修のための専門チーム(20 数名程度)を編集すること，専門チームは

部門を超えたメンバーで構成すること，専門チームの役割はプロジェクトの中で現職者研修の教育内容，

創案・企画・運営等を担当すること，メンバーは可能な限り現職者研修に専念できるよう，他の部門で

の役割が重くならないよう配慮すること，現職者研修当日の運営はチームメンバーがオーガナイズし，

采配を振りながらチーム以外の教員の応援を受け運営にあたること，専門チームの組織的位置付けは，

とりあえず教育部門の中に置くこと(メンバーは部門を超えた構成)，専門チームのリーダーには本委員会

に出席して現場の声を反映してもらうこと。 
また，第 2 回現職者研修は，入門編，基礎編の他，アドバンスコースを想定していること，専門チー

ムの編成はまだ決まってはいないが，コアメンバーで検討している旨報告があり，意見交換の結果，上

記の方向で検討を進めることが確認された。 
2. 第 3 回国際シンポジウムに向けて 

委員長から，第 3 回の国際シンポジウムについては，前回の委員会にて被ばく医療プロフェッショナ

ル育成計画と連携し開催することが了承されているが，その後の進捗について，中村委員から報告は受

けていない旨報告があった。開催に当たっては，現職者研修と同様に，専門チームを編成し，役割が重

複しないよう進めることが想定されること，開催日は，9 月 16 日(金)，17 日(土)頃の予定で日程調整を

進めていること，中村委員が中心となり進めていることから，次回，中村委員から報告の上，検討を進

めることとなった。 
 
○その他: 
1. A 棟 3 階緊急被ばく研修室の使用について 

事務長から，2 月及び 3 月，A 棟 3 階緊急被ばく研修室を事務職員が使用させていただきたい旨依頼

があり，了承された。 
2. 第 4 回被ばく医療プロフェッショナルセミナーについて 

吉田委員から，1 月 24 日(月)開催の被ばく医療プロフェッショナルセミナーが医学部コミュニケーシ

ョンセンターで開催されるので，参加願いたいこと，セミナー講師が 25 日(火)午後に放医研へ移動する

ため，午前中，緊急被ばく実験室及び大学院実験室を見学させていただきたい旨依頼があり，了承され

た。 
3. 被ばく医療人材育成プロジェクトの今後について 

吉田委員から，平成 24 年度概算要求マッチングの結果，平成 24 年度からの 5 年間の計画で緊急被ば

く医療体制の構築・緊急被ばく医療を中心にした新たな事業展開の計画を策定している旨報告があり，

現在進行中の緊急被ばく医療人材育成プロジェクト，被ばく医療プロフェッショナル育成計画との違い

を打ち出すため，研究をメインとし，被ばく医療研究・放射線基礎研究をメインにしてその成果を被ば

く医療対策構築に反映させると共に，現職者教育，被ばく医療プロフェッショナル育成計画で実施して

いるような人材育成ではなく，より実質的に事故が発生した場合に対応できるような特殊な解析検査分

野に特化した人材育成を行うことを計画している旨報告があった。 
引き続き，この緊急被ばく医療人材育成プロジェクトは今年で 3 年目になるが，国の支援は残り 2 年

間であり，今後，どのように展開させるかをそろそろ考えなければならない時期にきていること，現在

のプロジェクトが終わった後はどうするのか，3 年間，放医研研修やセミナーに参加して色々な知識・
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技術を習得したが，それが生かせない状態で終わるのはもったいないとの発言があった。 
委員長から，弘前大学で取り組む緊急被ばく医療というものがある程度大きな設計図の基で整理しな

がら各部門でのミッションを全体のミッションと連携しながら取り組むという構想を一度整理しなけれ

ばならないと思っていること，その元締めとなるのは被ばく医療総合研究所であり，次をどうするかを

検討することが平成 23 年度の一番大きな課題となることから，被ばく医療総合研究所と上手く連携しな

がら進めていきたい旨発言があった。 
 

以上 
 
 
 
■ 平成 22 年度(第 11 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 23 年 2 月 22 日) 
 
○報告事項: 
1. 各部門からの報告 

企画部門西沢委員から，配付資料 25 に基づき，行政活動シュミレーションシステムの整備について，

北宮先生が行政活動実践講座参加の際ソフトを頂き，パソコンにインストールし，いつでも使用出来る

こと，今後は大学院生に使用してもらう予定で考えている旨報告があった。 
放射線専門看護師教育課程に関する資料収集について，長崎大学では，放射線専門看護師のコースを

すでに作っているため，教育課程認定前に関連科目を履修した場合には，看護協会へ個人申請すること

で対応できるのではないかとの報告があった。 
1 月 30 日開催の茨城県国民保護共同実動訓練について，7 名の教員が参加したこと，かなり大がかり

な訓練で非常に参考になり，有意義であったこと，参加者に対する受け入れ体制も積極的であったこと，

訓練の様子が掲載された 1 月 31 日付けの新聞資料は，ひたちなか保健所所長から提供いただいた旨報告

があった。また，入江ふじ子茨城県保健福祉部保健予防課健康危機管理対策室長に 2011 年度の講演会講

師を依頼し，内諾を得た旨報告があった。 
放射線看護研究会またはフォーラム(仮称)について，長崎大学の担当教員が鹿児島大学に異動すること

から，可能性が低くなった旨報告があり，本学で看護中心の研究会を開催しても良いのではないか，と

の意見が出され，承認が得られれば来年度以降企画したいので，意見を頂きたい旨要望があった。委員

長から，是非，実施する方向で進めてもらいたいとの発言があった。 
2. 連携大学院協定の進捗状況 

事務長から，2 月 21 日(月)に，放医研から協定書の文言についての再照会があったため，確認のうえ

調整を進め，年度内に協定書を締結する予定である旨報告があった。 
3. 平成 22 年度決算に向けて 

事務長から，配付資料 26 に基づき，予算執行状況について報告があり，委員長から，各部門の運営費

については，3 月上旬を目途に，物品購入の締めを設定したいこと，それ以降の残額については，予備

費として纏め，必要な物品を順次購入していく方向で進めたいとの提案があり，その他，要望があれば

2 週間程度で募集し，要望の順位付けについては，委員長に一任することが承認された。 
委員長から，配付資料 29 の予算追加配分要望書及び現職者研修で使用している基礎・成人看護学実習

室の給湯設備の更新について予算追加配分要望があった旨説明があり，承認された。 
事務長から，追加の要望事項がある場合は，要望書・見積書の提出と，納期の確認も併せてお願いし

たい旨依頼があった。 
4. 国際シンポジウム・プロシーディングス進捗状況 

若山委員から，当日配付資料より，第 1 回緊急被ばく医療国際シンポジウム・プロシーディングスと

同程度のページ数で見積書を依頼したこと，3 月 25 日を納期とした場合，3 月 9 日までに印刷原稿を業

者に提出する必要があるが，原稿の回収状況に変化はないことから，最終的な督促を行い，作業を進め

ていく旨報告があった。 
委員長から，200 部作成すること，3 月 7 日を原稿締め切りとし，集まった原稿を確認のうえ，3 月

25 日を納期として進めて欲しい旨依頼があった。 
 
○審議事項: 
1. 年度末評価-プログラム案について 

委員長から，配付資料 27 に基づき説明があり，プログラムの大枠が承認された。事務長から，専門家

委員へ出席依頼等の送付のため，見出しを研究課題名に変更して，作業を進めたい旨説明があり，併せ
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て，報告要旨の提出期限を 3 月 4 日(金)及び同発表データ提出期限を 3 月 22 日(火)としたい旨の要望が

あり，承認された。 
柏倉委員から，毎年発表時間が延長されてきているので，発表時間 7 分を強調した形に訂正し，発表

者には時間を厳守して欲しいとの意見があった。 
2. 平成 22 年度活動計画報告書作成計画 

委員長から，配付資料 28 に基づき，各部門で担当者を決定し，5 月末の発行を目標に進めることが確

認された。 
3. 新年度事業計画 

(1)各部門事業・予算計画に向けて 
事務長から，配付資料 30 に基づき，4 月から 23 年度予算を執行できるよう，実行計画と経費計画を

早期に策定し，3 月の本委員会で承認を得ることにより，早期執行に繋がる旨説明があった。また，各

部門の計画作成に当たっては，各部門リーダーに取りまとめいただきたいため，現行のリーダーに依頼

することでよいかの確認があった。 
種々意見交換の結果，委員長から，昨年度より早くスタートするため，提出締め切りを 3 月 11 日(金)

とし，各部門及び研究担当者にサイボウズで発信すること，次回検討委員会までに整理し，進めること

が確認された。 
柏倉委員より，今年度の実績を踏まえて，きちんと精査した計画を立ててほしいとの要望があった。 

(2)第 3 回国際シンポジウムに向けて 
中村委員から，9 月 16 日を中心に開催日程を定め，軍から 2 名・IAEA から 2 名を招へいすることで

調整中であるが，特に進展はない旨報告があった。 
4. 被ばく医療総合研究所兼任教員について 

委員長から，専任教員については 4 月に 2 名の助教を採用することが決定していること，兼任教員に

ついては，保健学研究科からも選出してほしいとの要望を受けたとの報告があった。人数の規定は特に

なく，医療科学生命領域と健康支援科学領域から各 1 名ずつを選出してはどうかと考えていること，看

護教員を選出願いたいとの要望もあったので，正式な依頼があり次第，検討することとなった。 
 
○その他 
1. 各部門部員の変更については，本委員会での承認の必要はなく，変更・交代の報告のみでよいことが確

認された。 
2. 被ばく医療総合研究所教員と本委員会委員との顔合わせが必要ではないかとの意見が出され，助教 2 名

が採用となる 4 月を目途に実施を検討することとなった。 
 

以上 
 
 
■ 平成 22 年度(第 12 回)緊急被ばく医療検討委員会議事要旨（平成 23 年 3 月 22 日) 
 
○報告事項: 
1. 福島原発事故対応派遣チーム活動状況について 

委員長から，福島原発事故対応派遣チームについては，一週間前，急遽決定され，臨時に緊急被ばく

医療検討委員会を開催し，切実に取り組んでいくという事で，全学の動きに指向しながら，保健学研究

科がリードする形で取り組んでいるところである。保健学研究科での第 1 次派遣チームは，非常によい

成果を得て，3 日間の活動を終え，3 月 20 日(日)に帰学。第 2 次派遣チームについても，3 日間の活動

予定で，20 日(日)出発，予定通り到着し，第 1 次と入れ替わりで，現在活動しており，23 日(水)帰学の

予定である。当初の計画では，第 1 次・第 2 次の派遣で保健学研究科としてのミッションは終了の予定

であったが，本日，学長から連絡があり，派遣要請があれば派遣できるよう，次の派遣の用意をして欲

しいとの要請があった。この要請を受けて，本日 17 時から，総務部長立ち会いのもと，附属病院，医学

研究所長，保健学研究科長で，第 3 次チームの派遣について協議する予定となっており，本委員会で，

保健学研究科としての意見を頂きたい旨要望があった。 
柏倉委員から，第 1 次・第 2 次とリスクが高いなか，保健学研究科からは，放射線・看護部門合わせ

て 10 名の派遣をしており，今後派遣できる人員が限られているとの意見があった。 
西沢委員から，第 1 次で派遣された看護教員が，病院側にレクチャーする形にしたらどうか，との意

見があった。それぞれの意見を集約した結果，第 3 次派遣については，病院主体でチーム編成してもら

うよう，発言・協議して欲しいとの，委員会としての要望があった。 
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委員長から，学長から今回の派遣チームについては，高い評価があげられており，特別手当等考えて

いるとのこと，第 1 次・第 2 次と派遣された教員を主体に，保健学研究科として，是非派遣報告会を開

催して欲しいとの発言があった旨報告があった。派遣報告会の日時，内容等について，意見交換の結果，

3 月 28 日(月)の緊急被ばく医療年度末評価報告会が延期となったため，派遣報告会は 3 月 28 日(月)に開

催し，内容については，経験した事等を含め，質疑応答の形で行う旨の意見が出され，了承された。ま

た，派遣報告会のアナウンスについては，委員長に一任することとなった。 
2. 年度末評価報告会の延期について 

委員長から，年度末評価報告会の日程について，今後の東京電力福島原子力発電所の情勢や，専門家

委員会各委員の日程等，様々な事情はあるが，年度末の纏めという意味でも，4 月中に開催したいとの

発言があり，専門家委員会委員が全員揃うことは厳しいかもしれないが，4 月 25 日(月)~28 日(木)の間で

日程調べを行い，準備を進めることとなった。 
3. 各部門からの報告 

企画部門西沢委員から，第 4 回放射線医学総合研究所弘前大学緊急被ばく医療セミナーについて，今

回は教育スタッフの参加もあり，大変有意義であった旨報告があった。 
4. 連携大学院協定の進捗状況について  

事務長から，放医研から協定書の一部について修正の照会があり，内容を確認の上，修正することで

連絡している旨報告があった。また，委員長から，文言の修正が済めば，今年度内には協定書を締結で

きる見込みである旨報告があった。 
5. 国際シンポジウム・プロシーディングス進捗状況 

委員長から，印刷原稿を業者に提出済であり，表紙については，昨年と同様のデザインは使えないと

のことから，新たなデザインを作成済みであること，納品は 3 月 25 日(金)か 26 日(土)の予定である旨若

山委員から報告を受けている旨報告があった。 
 
○審議事項: 
1. 新年度各部門事業・予算計画 

事務長から，配付資料 31 に基づき説明があり，概ね平成 22 年度と同様の要求額であること，平成 23
年度予算内示額を超えた要求額であるため，去年の配分ベースを参考に，査定が必要である旨報告があ

った。また，管理部門については，年度末評価報告会の延期に伴い，次年度に積算している旨説明があ

った。 
中村委員から，教育部門については，現職者研修会を増やす予定であること，e-learning の導入を検

討していることから，平成 22 年度に比べ増額している旨説明があった。 
西沢委員から，企画部門については，教員研修を縮小する方向であったが，今回の福島原子力発電所

の事故を踏まえ，救護所活動や，行政活動について更なる研修が必要と思われる，との意見があった。 
委員長から，平成 23 年度は，平成 22 年度実績を勘案し，反映した形で精査するべきではないかとの

発言があり，意見交換の結果，予算配分については，委員長に一任することとなった。 
2. 第 2 回現職者研修会・第 3 回国際シンポジウムに向けて 

(1)第 2 回現職者研修会 
中村委員から，当日配付資料に基づき，3 月 15 日(火)に，現職者研修実行委員会の打合せを開催し，

メンバーは，放射線技術科学専攻から 8 名，検査技術科学専攻から 2 名，看護学専攻から 10 名，事務部

から 3 名の合計 23 名であること。今年度は，入門編・基礎編に加えて実践編を考えており，実践編にお

いては，定員も少ないことから，参加者全員が実践できる形を考えていること，また，第 1 回の参加者

から，実際に仕事をしながら合計 2.5 日の研修会に参加するのは大変であるとの意見が出されたことを

踏まえ，入門編で e-learning の導入を考えている旨報告があった。 
研修会の内容等については，高度救急救命センター・浅利先生や被ばく医療総合研究所の先生方にも

参加頂く方向で，より充実した研修会にしていきたい旨発言があり，併せて，現職者研修実行委員会の

位置づけについては，本委員会教育部門の下に置き，運営・企画等の主体は実行委員会で行いたい旨発

言があった。 
一戸委員から，研修対象者について，看護師と診療放射線技師だけでなく，できれば多くの医師にも

参加して欲しいとの意見があった。 
(2)第 3 回国際シンポジウムに向けて 

中村委員から，前回の委員会時から特に進展はないこと，9 月 16 日(金)を中心に開催日程を定め，吉

田教授から，IAEA から 1 名の講師を紹介いただいている旨報告があった。福島原子力発電所事故の影

響もあり，現状，アメリカ国防省放射線生物学研究所(AFRRI)の招へいも難しい状況であるため，国際

シンポジウムの内容について，教育に限らず，福島原子力発電所事故をテーマにすべきか等考えており，
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どのような方向性で進めていくか，意見をいただきたい旨発言があった。 
委員長から，早めに方向性を定め，次回委員会で形にしたものを提示してもらい，進めていきたい旨

発言があった。 
 
○その他 
1. 平成 22 年度活動報告書作成計画 

委員長から，平成 22 年度年度末評価報告会が延期となり，4 月にずれ込んだことで 1 ヵ月程準備に余

裕ができたが，それぞれ 4 月を目途に作成を進めて欲しいこと，5 月中には活動報告書を発行したい旨

要望があった。 
2. 被ばく医療総合研究所兼任教員について 

委員長から，前回委員会では，医療生命科学領域と健康支援科学領域から各 1 名ずつ選出する方向で

進めることで確認済みであるが，人選について，各領域で検討するよう依頼があった。 
3. 三浦講師の帰国について 

事務長から，アメリカに研修出張していた三浦講師が帰国し，本日から勤務している旨報告があり，

委員長から，ネットワークや人脈ができたのは大きな収穫ではあり，本プロジェクトが続く限り，海外

研修を実施したい旨発言があった。 
関連して，西沢委員から，三浦先生の帰国に係る旅費等，企画部門からの支出はなかった旨報告があ

った。 
4. 被ばく医療総合研究所教員との顔合わせについて 

委員長から，被ばく医療総合研究所教員との顔合わせについては，助教採用後の 4 月に開催する方向

で調整する旨報告があった。 
5. 次回開催予定について 

委員長から，次回本委員会の開催日について，平成 22 年度年度末評価報告会の開催予定日，委員会の

メンバー変更等を踏まえ，都合調べを行った上で開催日を決定し，平成 23 年度第 1 回目の委員会を開催

することが確認された。 
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保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会 
 
對 馬   均（研究科長：委員長） 
木 田 和 幸（副研究科長：副委員長，社会連携部門リーダー） 
西 沢 義 子（健康支援科学領域代表：企画部門リーダー） 
中 村 敏 也（医療生命科学領域代表：教育部門リーダー） 
岩 田   学（大学院保健学研究科学事委員長：研究部門サブリーダー） 
一 戸 とも子（保健学科学務委員長：社会連携部門サブリーダー） 
若 山 佐 一（老年保健学分野：教育部門サブリーダー） 
西 澤 一 治（放射線生命科学分野：企画部門サブリーダー） 
柏 倉 幾 郎（放射線生命科学分野：研究部門リーダー） 
吉 田 光 明（被ばく医療総合研究所） 
浅 利   靖（医学研究科 救急・災害医学講座） 
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