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Ⅲ 各部門の活動報告 



 
教員研修はこれまでに研修を受けていなかった教員や新任教員を中心に継続的に実施し 

た。研修を受けることにより，保健学研究科全体で本プロジェクトに取り組むという意識 

づけともなっている。海外研修も継続して実施しており，特に今年度は REAC/TSでの研修 

内容が学会誌「保健物理」に 「“Radiation Emergency Medicine”コースに参加して」と 

いう内容で掲載されたこともこれまでになかった成果である。 

今年度の初めての試みとして，看護系学会交流集会において本プロジェクト活動成果発 

表が行われ，参加者との意見交換の機会となった。第 31 回日本看護科学学会交流集会（高 

知市）では「被ばく医療人材育成から実践まで」，国際ケアリング学会交流集会（広島市） 

では「ケアリングからみえる未来：極限状態における看護と“いのち”の再生」をテーマ 

に本研究科プロジェクトの内容と活動成果を発表し，国内外に向けて情報発信を行うこと 

ができたことは大きな成果であった。 

放射線看護研究会は放射線看護に関する国内外の最新情報を得るとともに，国内におい 

てまだ確立されていない放射線看護関連学会の基盤を形成するために開催し，参加者 100 

名と成功裏に終了することができた。翌日には関連事業として学生・看護師を対象とした 

英語による教育講演会を開催し，参加者 131 名と盛況であった。 

さらに平成 24 年 3月 18日には放射線看護学会（仮称）設立に向けて長崎大学，鹿児島 

大学との三大学合同会議を開催。放射線看護専門看護師の分野特定のために必要な学会設 

立に向けて動き出したことも大きな成果であった。 

 
 
 
 

講師等派遣先 月 日 講 師 タイトル等 

青森県立保健大学 

特別講義（看護学生対象） 
平成 23年 7月 21日 

西沢義子教授 

 

北宮千秋准教授 

放射線の基礎知識と原発の概要 

原子力災害発生時の活動 

「弘前大学サーベィチーム」での

活動経験から 

放射線医学総合研究所 

第１回 緊急被ばく医療指

導者育成コース 

平成 23年 9月 8日，9日 野戸結花准教授 原子力災害時の看護活動 

Oncology  Nursing Society 

Institutes of Learning 

(Salt Lake City, USA) 

Nov. 3-6, 2011 

野戸結花准教授 
Role of nurses in a nuclear 

disaster 

Informal talk for the 

students of UCSF 

(San Francisco, USA) 

野戸結花准教授 

 

北宮千秋准教授 

Role of nurses in a nuclear 

disaster 
Mental  health care by nurses 

during a nuclear disaster 

FMアップルウェーブ 

平成 23年 12月 21日 

16：00～,19：00    

（放送日） 

野戸結花准教授 
FMアップルウェーブ 番組「津軽

いじん館」 

INFORMA for nurse 

（雑誌） 
2011-12 pp54-55 北宮千秋准教授 

福島県の被災地で看護職が行った

活動 

弘前市医師会看護専門学校 

卒業記念講演 

平成24年2月1日 

18：00～19：20 北宮千秋准教授 震災におけるメンタルヘルスケア 
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１．企画部門 

企画部門リーダー 西沢 義子 

 

 

１） 活動計画の概要 

 

平成 23 年度は本プロジェクト発足時から中心的に活動してきた西澤一治教授に代わり，

健康支援科学領域代表として山辺英彰教授がメンバーに加わり 10名で活動を展開した。 

平成 22年度までは教員研修と報告会，講演会開催等を中心に活動してきた。原子力災害

は稀有な事例であり，研修成果をどのように活用すべきか等，不明瞭な点が多々あった。

しかし，平成 23年度は福島第一原発事故を契機に国内外に向けた情報発信へと活動が大き

く転換した。そのため，今年度の活動の特徴としては「積極的な支援活動と国内外に向け

た情報発信」である。 

講演会はこれまで学外講師による講演会であったが，海外研修の成果発表を兼ね，学内

教員を講師とした講演会を初めて開催できたことは教員研修の成果である。 

市民公開講座「学んでみよう放射線」には一般市民の参加があり，高校生を中心に活発

な意見交換が行われた。弘前大学総合文化祭ポスター展は展示場所が奥まっているなどの

悪条件の中，多くの方々にご来場いただいたことは本プロジェクトへの興味・関心が高い

ことがうかがわれた。またこのポスター展で使用したポスターおよび市民公開講座の概要

をまとめた小冊子は緊急被ばく医療人材育成プロジェクトの成果を学内外に情報発信する

ために積極的に活用されている。 

研修報告会では保健学研究科として「弘前大学サーベイチーム」の活動成果を独自に開

催したことも今年度の特徴である。この報告会では研究科教員の知識を共有することがで

き，次に派遣される教員にとっては事前学習や貴重な情報提供の場ともなった。年 2 回の

報告会を開催するにあたり，参加者数が少ないなどいくつかの課題はあるものの，保健学

研究科教職員の知識を共有・再確認する場となっていることの意義は非常に大きい。 

「弘前大学サーベイチーム」の活動がマスメディアで報道されたことから講師依頼があ

ったことも今年度の特徴である。講師派遣先等は下記の通りである。 
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講師等派遣先 月 日 講 師 タイトル等 

青森県立保健大学 
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2011年 7月 21日 

西沢義子教授 
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2011年 9月 8日，

9日 
野戸結花准教授 原子力災害時の看護活動 

Oncology Nursing Society 

Institutes of Learning 

(Salt Lake City, USA) 

Nov. 3-6, 2011 

野戸結花准教授 
Role of nurses in a nuclear 

disaster 
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(San Francisco, USA) 

野戸結花准教授 

 

北宮千秋准教授 

Role of nurses in a nuclear 
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Mental health care by nurses 
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FMアップルウェーブ 

2011 年 12 月 21

日 

16：00～,19：00

（放送日） 

野戸結花准教授 
FMアップルウェーブ 番組「津軽

いじん館」 

INFORMA for nurse 

（雑誌） 
2011-12 pp54-55 北宮千秋准教授 

福島県の被災地で看護職が行った

活動 

弘前市医師会看護専門学校 

卒業記念講演 
2012年2月1日 

18：00～19：20 
北宮千秋准教授 震災におけるメンタルヘルスケア 

 

教員研修はこれまでに研修を受けていなかった教員や新任教員を中心に継続的に実施し

た。研修を受けることにより，保健学研究科全体で本プロジェクトに取り組むという意識

づけともなっている。海外研修も継続して実施しており，特に今年度は REAC/TS での研修

内容が学会誌「保健物理」に 「“Radiation Emergency Medicine”コースに参加して」と

いう内容で掲載されたこともこれまでになかった成果である。 

今年度の初めての試みとして，看護系学会交流集会において本プロジェクト活動成果発

表が行われ，参加者との意見交換の機会となった。第 31回日本看護科学学会交流集会（高

知市）では「被ばく医療人材育成から実践まで」，国際ケアリング学会交流集会（広島市）

では「ケアリングからみえる未来：極限状態における看護と“いのち”の再生」をテーマ

に本研究科プロジェクトの内容と活動成果を発表し，国内外に向けて情報発信を行うこと

ができたことは大きな成果であった。 

放射線看護研究会は放射線看護に関する国内外の最新情報を得るとともに，国内におい

てまだ確立されていない放射線看護関連学会の基盤を形成するために開催し，参加者 100

名と成功裏に終了することができた。翌日には関連事業として学生・看護師を対象とした

英語による教育講演会を開催し，参加者 131名と盛況であった。 

さらに平成 24 年 3 月 18 日には放射線看護学会（仮称）設立に向けて長崎大学，鹿児島

大学との三大学合同会議を開催。放射線看護専門看護師の分野特定のために必要な学会設

立に向けて動き出したことも大きな成果であった。 
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２） 教員研修 

(1) 国内研修の概要および国内研修の成果と課題 

企画部門 木立るり子，西沢義子 

 

国内研修事業は，教育担当教員の資質向上と新任教員の研修から構成される。 

① 教育担当者がより深い知識を持ち，広い視野を得て知識の体系化ができるように資質

の向上を図ることを目指す。原子力関連のセミナー・講習会等の情報を積極的に収集

し，担当する教育内容に応じた研修に適任者を派遣する。 
② 新任教員が当プロジェクトを理解し，今後の教育を担う上で活かすための研修に派遣

する。 
 

国内研修は以下のように分類している。 

＜緊急被ばく医療に関する放射線医学総合研究所でのセミナー＞ 

＜原子力安全研究協会主催による緊急被ばく医療に関する基礎的・専門的講習＞ 

＜原子力安全技術センターによる原子力防災に関する基礎的・専門的講習＞ 

このほか，平成 22年度までは，＜原子力防災訓練の視察＞＜原子力関連施設の視察＞＜

放射線治療に関するセミナー＞＜学会，講演会等への参加＞等へも積極的に派遣していた。

しかし，東京電力福島第一原子力発電所の事故後は，各種講習受講希望者が全国的に増加

したこと，県や国の防災・原子力施策の見直し中により防災訓練が行われなかったこと等

により，平成 23 年度の派遣者は減少したものの，保健学研究科教員がこれまでの研修成果

を活かし，取り組みを情報発信する方向へ転換した意義は大きい。 

 

以下，これまでの研修参加者を含めて平成 23年度の受講状況を記載した。また，受講後

に各教員から提出されたレポートをもとに，受講の目的，内容，緊急被ばく医療人材育成

へ貢献できること，研修上の問題点と課題について記載した。 

※教員は，役職順，50音順 

 

＜緊急被ばく医療に関する放医研でのセミナー＞ 

平成 19年度  

第 1回 放医研 弘前大学

被ばく医療セミナー 

 

平成 20年 3月 5日～7日 

一戸とも子，柏倉幾郎，千葉正司，中村敏也， 

西澤一治，西沢義子，若山佐一，井瀧千恵子， 

大友良光，武尾照子，石川 玲，工藤幸清， 

冨澤登志子，中原岳久，七島直樹，葛西宏介， 

澄川幸志，中野 学，西村美八，倉内静香 

20

名 

平成 20年度 

第 2回 放医研 弘前大学 

被ばく医療セミナー 

 

平成 21年 3月 4日～6日 

工藤せい子，齋藤久美子，齋藤陽子，西沢義子，

山辺英彰，井瀧千恵子，中野京子，野戸結花， 

細川洋一郎，小倉能理子，北宮千秋，古川照美，

吉田英樹，扇野綾子，小枝周平，藤岡美幸， 

門前 暁，會津桂子，安杖優子，小山内 暢， 

北島麻衣子，大学院生１名，事務１名 

23

名 
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平成 21年度 

第 3回 放医研 弘前大学 

被ばく医療セミナー 

 

平成 21年 8月 31日 

～9月 2日 

木田和幸，鍵谷昭文，西沢義子，小山内隆生， 

木立るり子，祐川幸一，漆坂真弓，加藤拓彦， 

櫻井智徳，佐藤真由美，赤池あらた，阿部由紀子，

成田大一，北嶋 結，高間木静香，横田ひろみ，

大学院生 3名，事務 1名 

20名 

平成 22年度 

第 4回 放医研 弘前大学 

被ばく医療セミナー 

 

 

平成 23年 3月 7日 

～10日 

野田美保子，伊藤巧一，尾田 敦，木立るり子，

五十嵐世津子，大津美香，上谷英史，則包和也，

平川裕一，米内山千賀子，小枝周平，澄川幸志，

對馬 惠，寺島真悟，成田大一，吉野浩教， 

藤田俊文，大学院生 1名 

スタッフ研修：井瀧千恵子，北島麻衣子 

18名 

 

 

 

2名 

平成 22年第 2回 NIRS  

被ばく医療セミナー 

平成 22年 9月 27日 

～29日 

牧野美里 1名 

平成 23年度 

NIRS-IAEA-REAC/TS 

Training Course 

平成 23年 8月 23日 

～26日 

漆坂真弓，北島麻衣子 2名 

 

弘前大学・放医研緊急被ばく医療セミナーは，平成 22 年度第 4 回目までで延べ 82 名が

受講して終了した。平成 23 年度からは，放医研の NIRS 被ばく医療セミナーに派遣するこ

とにしていたが，平成 23 年 3 月 11 日の東京電力福島第一原子力発電所の事故により，受

講希望者多数のため参加できなかった｡ 

 しかし，今年度，REAC/TS特別セミナーが開催され，2名が参加することができた。 

 

●2011 NIRS-IAEA-REAC/TS Training Course: International Medical Management of 

Radiation Incidents 

 

【受講の目的】 

・ 今年度から「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修」に携わっている。これ

までにも放射線医学総合研究所等の研修を受けてきたが，2 年前に受けたきり継続して

知識や技術を刷新していない。被ばく医療に知識・技術・経験が豊富な REAC/TS の研修

が日本国内で受けられる貴重な機会であること，またそこでの学びを今後の現職者研修

に活用したいと考え受講を希望した。 

・ これまで，放医研や原安協が主催する緊急被ばく医療に関するセミナーに参加し，昨年

度より本学で開催している「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修」でのプ

ログラム内容・指導方法を検討してきた。今回，日本で REAC/TS の研修が開催されるこ

とを知り，米国での教授内容を学ぶことによって，現職者研修に活かせることがあるの

ではと思い受講した。 
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２） 教員研修 

(1) 国内研修の概要および国内研修の成果と課題 
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② 新任教員が当プロジェクトを理解し，今後の教育を担う上で活かすための研修に派遣

する。 
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しかし，東京電力福島第一原子力発電所の事故後は，各種講習受講希望者が全国的に増加

したこと，県や国の防災・原子力施策の見直し中により防災訓練が行われなかったこと等

により，平成 23 年度の派遣者は減少したものの，保健学研究科教員がこれまでの研修成果

を活かし，取り組みを情報発信する方向へ転換した意義は大きい。 

 

以下，これまでの研修参加者を含めて平成 23年度の受講状況を記載した。また，受講後

に各教員から提出されたレポートをもとに，受講の目的，内容，緊急被ばく医療人材育成

へ貢献できること，研修上の問題点と課題について記載した。 

※教員は，役職順，50音順 
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吉田英樹，扇野綾子，小枝周平，藤岡美幸， 
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漆坂真弓，北島麻衣子 2名 

 

弘前大学・放医研緊急被ばく医療セミナーは，平成 22 年度第 4 回目までで延べ 82 名が

受講して終了した。平成 23 年度からは，放医研の NIRS 被ばく医療セミナーに派遣するこ

とにしていたが，平成 23 年 3 月 11 日の東京電力福島第一原子力発電所の事故により，受

講希望者多数のため参加できなかった｡ 

 しかし，今年度，REAC/TS特別セミナーが開催され，2名が参加することができた。 

 

●2011 NIRS-IAEA-REAC/TS Training Course: International Medical Management of 

Radiation Incidents 

 

【受講の目的】 

・ 今年度から「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修」に携わっている。これ

までにも放射線医学総合研究所等の研修を受けてきたが，2 年前に受けたきり継続して

知識や技術を刷新していない。被ばく医療に知識・技術・経験が豊富な REAC/TS の研修

が日本国内で受けられる貴重な機会であること，またそこでの学びを今後の現職者研修

に活用したいと考え受講を希望した。 

・ これまで，放医研や原安協が主催する緊急被ばく医療に関するセミナーに参加し，昨年

度より本学で開催している「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修」でのプ

ログラム内容・指導方法を検討してきた。今回，日本で REAC/TS の研修が開催されるこ

とを知り，米国での教授内容を学ぶことによって，現職者研修に活かせることがあるの

ではと思い受講した。 
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【内容】 
・ 本研修は，放射線による被ばくまたは放射線物質による汚染事象が起きた際の現場での

対応，医療施設での被災者の受け入れ対応などについて知識・技能を習得することを目

的に行われた。例年，アメリカの放射線緊急時支援センター／訓練施設（REAC/TS）
で行われているが，今回我が国の被ばく医療従事者の育成を目指し，放射線医学総合研

究所，国際原子力機関（IAEA），REAC/TS の 3 機関が共同開催した。対象は，全国の

初期・二次被ばく医療機関をはじめとする医療機関の医師，看護師，診療放射線技師，

警察・消防・自衛隊等の初動対応者である。 
 

<course schedule> 
Day 1 
 Basic health physics 
 Basic radiobiology 
 Acute radiation syndrome 
 Local radiation injury 

Day 2  
 Case study: Tokai-Mura 
 Dose magnitude estimation 
 Treatment for internal contamination 
 Hospital management of radiation incident 
 Case study: Goiania 
 Medical mishap 

Day 3 
 Case study: Thailand 
 Radiation incidents: Risk and communication 
 Delayed radiation effects 
 Common sources of radiation 
 Use of biodosimetry in radiological incidents 
 Pre-hospital(EMS) response recommendations 
 Basic radiation instrumentation 

Day 4 
 Demonstration: EMS patient handling 
 Demonstration: patient decontamination 

 
・ 1～3 日目は全て講義，最終日の 4 日目は汚染患者受け入れに関するデモンストレーシ

ョンが行われた。 
・ 講義は，Basic health physics，Basic radiobiology，Acute radiation syndrome など放

射線および被ばくに関する基礎，Dose magnitude estimation，Use of biodosimetry in 
radiological incidents など線量評価に関する専門的な講義，日本（東海村），ゴイアニ

ア，タイにおける過去の被ばく事故事例と幅広い内容であった。 
・ デモンストレーションでは，受講者の中から，患者 1名および医療者役 4名が指名され，

救急隊のストレッチャーからの移乗および除染の実際について，説明を受けながら実施

した。 
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【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 

・ 日本で受けた研修でも強調されていた基本的なこと「人命救助を優先」「被ばくの 3 原

則の厳守」については強調していきたい。しかしながら実践は状況や環境に対応して行

うことが必要であり，必ずしもこうでなければならないということにはならない。演習

や講義の中で指導を行った講師が強調していたことは基本的な考え方であり，それは状

況に応じてできることを行うものであった。その行為・技術，判断が基本的な考えに照

らし合わせたときに沿っているかどうかが重要なことである。基本的な考えを身に付け

ることにより，その場の状況に応じた対応が即座にできるように，何が基本的な考えか，

原則は何か，限られた状況の中で工夫できることはあるのか等を問い，受講した方々が

それぞれの環境や職場で対応できるように携わることが必要だと思った。 

・ 特に被ばく医療に携わる医療関係者には，被ばく（放射線）事故に対する一般の方が示

す認識について知っていることが必要だと考える。講義の中で放射線事故に関するリス

ク認知について，現実のリスクは個人が許容するリスクとは一致せず，理解したリスク

も許容したリスクとは一致しない。多くの人は放射線に対して，例えば漫画や映画等の

マスメディアの影響による知識やイメージを持っており，それが放射線に対する正しい

リスク認知を妨げていることもある。そのようなことを被ばく医療従事者は理解し，被

ばく（放射線）事故関係者に対応する必要がある。これまで受けてきた研修は，放射線

に対する医療者の知識，認識に訴えかけるような講義内容が多いように思う。被ばく事

故等にあう患者，あるいは地域住民，家族等の認識とその対応についても理解し，伝え

ていくことが必要だと思う。 

・ 現職者教育で，除染・防護服の着脱など汚染患者の受け入れについて担当する立場とし

て，除染方法や物品，汚染患者への対応についての講義・デモが活かせると感じた。ま

ず，除染では，汚染拡大防止を考慮してサージカルパッドで養生し，物品は輸液ライン

にシールドのついた注射器をつなぎ使用していた。周囲に飛散しないことはもちろん，

最小限の物品で実施する必要性もそこで学ぶことができた。患者への対応については

「Medical care takes priority」を何度も言われたことが印象に残った。これは放医

研の研修でも学んだ被ばく患者への対応の原則であり，現職者教育でも強調して伝えて

いくべき事項であると感じた。 

 

【研修上の問題点と課題】 

・ 全講義，演習が全て英語で行われるため，専門分野外であっても講義内容を理解する能

力，英語での質疑応答及び議論する能力，講師とのコミュニケーション能力が求められ

る。特に，専門分野外の講義の理解や議論することには限界があり，英語力は課題であ

る。また，非常に専門的な講義（染色体による線量評価等）は講義の理解を深めるため

にも，基礎知識を復習してから臨む必要があった。 

・ 実習は行われず，受け入れと除染のデモンストレーションのみ行ったことなど，REAC/TS

での開催内容と異なる部分があったようである。実際に米国で研修した方々と情報交換

し，さらに理解を深めたい。 
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【内容】 
・ 本研修は，放射線による被ばくまたは放射線物質による汚染事象が起きた際の現場での

対応，医療施設での被災者の受け入れ対応などについて知識・技能を習得することを目

的に行われた。例年，アメリカの放射線緊急時支援センター／訓練施設（REAC/TS）
で行われているが，今回我が国の被ばく医療従事者の育成を目指し，放射線医学総合研

究所，国際原子力機関（IAEA），REAC/TS の 3 機関が共同開催した。対象は，全国の

初期・二次被ばく医療機関をはじめとする医療機関の医師，看護師，診療放射線技師，

警察・消防・自衛隊等の初動対応者である。 
 

<course schedule> 
Day 1 
 Basic health physics 
 Basic radiobiology 
 Acute radiation syndrome 
 Local radiation injury 

Day 2  
 Case study: Tokai-Mura 
 Dose magnitude estimation 
 Treatment for internal contamination 
 Hospital management of radiation incident 
 Case study: Goiania 
 Medical mishap 

Day 3 
 Case study: Thailand 
 Radiation incidents: Risk and communication 
 Delayed radiation effects 
 Common sources of radiation 
 Use of biodosimetry in radiological incidents 
 Pre-hospital(EMS) response recommendations 
 Basic radiation instrumentation 

Day 4 
 Demonstration: EMS patient handling 
 Demonstration: patient decontamination 

 
・ 1～3 日目は全て講義，最終日の 4 日目は汚染患者受け入れに関するデモンストレーシ

ョンが行われた。 
・ 講義は，Basic health physics，Basic radiobiology，Acute radiation syndrome など放

射線および被ばくに関する基礎，Dose magnitude estimation，Use of biodosimetry in 
radiological incidents など線量評価に関する専門的な講義，日本（東海村），ゴイアニ

ア，タイにおける過去の被ばく事故事例と幅広い内容であった。 
・ デモンストレーションでは，受講者の中から，患者 1名および医療者役 4名が指名され，

救急隊のストレッチャーからの移乗および除染の実際について，説明を受けながら実施

した。 
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【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 

・ 日本で受けた研修でも強調されていた基本的なこと「人命救助を優先」「被ばくの 3 原

則の厳守」については強調していきたい。しかしながら実践は状況や環境に対応して行

うことが必要であり，必ずしもこうでなければならないということにはならない。演習

や講義の中で指導を行った講師が強調していたことは基本的な考え方であり，それは状

況に応じてできることを行うものであった。その行為・技術，判断が基本的な考えに照

らし合わせたときに沿っているかどうかが重要なことである。基本的な考えを身に付け

ることにより，その場の状況に応じた対応が即座にできるように，何が基本的な考えか，

原則は何か，限られた状況の中で工夫できることはあるのか等を問い，受講した方々が

それぞれの環境や職場で対応できるように携わることが必要だと思った。 

・ 特に被ばく医療に携わる医療関係者には，被ばく（放射線）事故に対する一般の方が示

す認識について知っていることが必要だと考える。講義の中で放射線事故に関するリス

ク認知について，現実のリスクは個人が許容するリスクとは一致せず，理解したリスク

も許容したリスクとは一致しない。多くの人は放射線に対して，例えば漫画や映画等の

マスメディアの影響による知識やイメージを持っており，それが放射線に対する正しい

リスク認知を妨げていることもある。そのようなことを被ばく医療従事者は理解し，被

ばく（放射線）事故関係者に対応する必要がある。これまで受けてきた研修は，放射線

に対する医療者の知識，認識に訴えかけるような講義内容が多いように思う。被ばく事

故等にあう患者，あるいは地域住民，家族等の認識とその対応についても理解し，伝え

ていくことが必要だと思う。 

・ 現職者教育で，除染・防護服の着脱など汚染患者の受け入れについて担当する立場とし

て，除染方法や物品，汚染患者への対応についての講義・デモが活かせると感じた。ま

ず，除染では，汚染拡大防止を考慮してサージカルパッドで養生し，物品は輸液ライン

にシールドのついた注射器をつなぎ使用していた。周囲に飛散しないことはもちろん，

最小限の物品で実施する必要性もそこで学ぶことができた。患者への対応については

「Medical care takes priority」を何度も言われたことが印象に残った。これは放医

研の研修でも学んだ被ばく患者への対応の原則であり，現職者教育でも強調して伝えて

いくべき事項であると感じた。 

 

【研修上の問題点と課題】 

・ 全講義，演習が全て英語で行われるため，専門分野外であっても講義内容を理解する能

力，英語での質疑応答及び議論する能力，講師とのコミュニケーション能力が求められ

る。特に，専門分野外の講義の理解や議論することには限界があり，英語力は課題であ

る。また，非常に専門的な講義（染色体による線量評価等）は講義の理解を深めるため

にも，基礎知識を復習してから臨む必要があった。 

・ 実習は行われず，受け入れと除染のデモンストレーションのみ行ったことなど，REAC/TS

での開催内容と異なる部分があったようである。実際に米国で研修した方々と情報交換

し，さらに理解を深めたい。 
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●青森県緊急被ばく医療初級講座 
【受講の目的】 
・ 基本的知識の確認のため。また，福島原発事故後の研修会であったため，どのような

内容が研修に含まれるのか情報を得るため。 
・ 緊急被ばく医療に関する基礎知識を修得する。 
・ 青森県における緊急被ばく医療の現状と問題点を把握する。 
・ 青森県における緊急被ばく医療の在り方を正しく理解するため，一医療人として，一

教育者として，基礎的知識，情報を得ることを目的とした。 
・ 六ヶ所地域の仕組みを理解するという，地域の実情にあわせた検討を行うことができ

るため。 
・ 本研修を通して緊急被ばく医療に関する内容を理解し，本学における緊急被ばく医療

人材育成のための教育内容・方法に関して示唆を得る。 
・ 被ばく医療の導入部分を知ること。 
・ 原子力安全協会主催の緊急被ばく医療初級講座を学ぶことで，弘前大学における緊急

被ばく医療を考えるとともに，今後の教育活動に活かす。 
・ 緊急被ばく医療に関する知識の習得，青森県における緊急被ばく医療体制の現状の理

解のため。 
【内容】 

・ 放射線についての基本知識を学ぶ。机上演習を通じて，緊急被ばく医療体制に関する

問題点を把握する。医療者は放射性物質が事業所外へ漏れていても漏れていなくても

関係なく，健康障害がある人に対応することを学ぶ。初級講座では知識の獲得，地域

の問題点抽出を目指す。 
・ 医療関係者及び搬送関係者の緊急被ばく医療に関する知識の習得，および関係機関相

互の連携を図る。 
 

【スケジュール】 

10：00-10：10 開会挨拶   浅利 靖氏（弘前大学） 
10：10-11：20 講義１    放射線とは －焚き火(被ばく)とペンキ（汚染）－ 
                講師 郡山 一明氏（原子力安全研究協会） 
11：20-12：00 講義２   放射線事故の歴史 －放射線事故を振り返る－ 
               講師 吉田 光明氏（弘前大学） 
12：00-13：00 休憩 
13：00-15：00 机上演習  六ヶ所村地域の仕組みを理解する  

－４つのケース対応－ 
                講師 又野 秀行氏（福井県立病院） 
 
15：00-15：20 質疑応答及び意見交換 
                座長 郡山 一明氏（原子力安全研究協会） 
15：20-15：30 閉会 
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【特に重要と思われた内容】 

・ 机上演習において，職種別にグループが構成されており，構成されたグループメンバ

ーが多様であったため，それぞれの立場で，ケースに応じた対応を説明し合い，お互

いの役割を確認しながら，ケースを検討していくことができ，大変有意義であった。 
・ 講義 1 では被ばくと汚染についてわかりやすく説明していただいた。放射線の基礎は

電離と励起から話が始まり，難しくなりがちであるが，放射線の基礎もわかりやすく

説明していた。看護職の基礎講義でも活用できる内容であった。机上演習では，医師，

看護師，診療放射線技師，消防士，薬剤師，事務など他職種が合同で話し合うことが

でき，貴重な機会を得た。 
・ 胸痛を訴えた場合，大量の放射線に被ばくした場合，作業中の転落で汚染の有無がわ

からない場合，施設内で全身熱傷した場合の４つのケースについて，通常の救急医療

との違い，事業所から得たい情報，準備，搬送先など，具体的に想定できるよう教示

されながらグループで検討した。また，事業所の職員が各グループに 1 名配置され，

事業所はどのような情報を持っているのか，このような場合にはどう対応するか質問

することもできた。 
 
【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
・ 六ヶ所村の日本原燃を事例にあげ，受け入れの机上演習を行ったが，話し合うことで

自分の知識の不確実さがわかり，搬送の専門家（消防士），受け入れの専門家（救命

センターの医師・看護師）の意見を聞くことができたことは収穫であった。現職者研

修の机上演習にも活用できる部分もあった。机上演習の時間をコントロールするため

には，事例の情報はある程度詳細であることが望ましい。 
・ 私たち看護師も基礎講義ができるくらい，放射線の理解を深め，わかりやすく話せる

スキルが必要である。 
・ 今回の緊急被ばく医療初級講座１回の受講のみで緊急被ばく医療人材育成へ貢献で

きることを具体化することは難しい。今後，助産師の視点で緊急被ばく時の妊婦，乳

幼児および子育て中の母親の支援について考えていきたい。 
・ 直接的な人材育成への貢献は難しいと思うが，今回の経験は，学部教育において担当

している「救急医療・看護」の内容に盛り込んでいくことが可能と思われた。担当学

年が３年次・４年次であるため，21 世紀教育で学んだ内容も活かしていける。 
・ 青森県の被ばく時の初動活動について，多職種での検討を行えたことにより，具体的

にそれぞれの立場を知る機会となり，教育に活かしていけるものと考える。 
・ 被ばくに関する基礎的知識，過去の事故や青森県の体制など，本学の講義および研修

会に大いに活用できる内容であった。また，配布されたテキストや参考資料も活用度

が高いと思われた。 
・ 机上演習では，様々なケースをもとに相違点を考えたり，複数患者（汚染患者，被ば

くはないが状態の悪い患者など）を県内のどの医療機関に搬送するかを考えたりと，

実際に即した内容の濃い展開であった。本学での現職者研修でも参考にできることが

多かった。 
・ 今回は初級でありむしろ育成されている位置づけ。今後，スキルアップして上位講習

コースを受けることで貢献できる。 
・ 講義はさすがに手馴れており，初級受講者のレベルに合わせた内容というのが，どの

ようなもので，どのように説明したら良いか，一つの指標を得たと思っている。また，

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 

―５９― 

机上演習では，われわれの教育シミュレーションから外れている，トリアージおよび

搬送についての話も他職種の参加者から聞く事ができ，大変参考になった。また，原

子力発電施設の初期対応の情報も十分ではないにせよ具体的に聞く事ができた。本人

は 23 年度の現職者教育で講義担当およびシミュレーションのスタッフでもあり，こ

の体験を活かしたいと考えている。 
・ 医療従事者としての立場だけではなく，行政職，原子力関連施設職員，消防職員など

の多職種との連携や役割について再認識する機会となった。被ばく患者の受け入れに

あたっては多職種の連携が不可欠であり，関連機関・関連職種間で話し合う機会も必

要である。 
 
【研修上の問題点と課題】 
・ 弘前市で開催されたため，移動時間や費用もあまりかからず，コスト面からみても問

題はない。今回 60 名程度の募集であったが，参加者が 100 名ほどに膨らみ，実習が

スムーズに進まない部分もあったため，研修は人数が少なく過ぎても多すぎても運営

が難しいと感じた。 
・ 緊急被ばく医療以前に青森県内の緊急時の医療体制について知る必要があると感じ

た。 
・ 初級講座の最終目標は，この地域の事業者，消防機関，医療機関，行政がそれぞれの

問題点を整理し，活動概念を得るとあるが演習の時間が短く，事例が具体的ではなか

ったため目標達成は困難であるように思う。 
・ 初級講座とはいえ，ある程度の知識や情報がなければ参加できない演習だと思った。

課題の提示が曖昧で，質問の糸口もつかみにくい状況であったので，もう少し具体的

な指示が必要と思われる。 
・ 放射線に関する基礎的知識を持っていることが前提となる研修会であり，放射線事故

において，各組織の専門職として自分の役割を理解して参加することにより有意義と

なる。知識のない状態での参加では，机上演習での発言が難しいかもしれない。 
・ 机上演習において，グループワーク時は他職種間で十分に相談し，各職種の役割・視

点をふまえながら考えていくことができたが，発表・振り返りの時間が短く，どの方

法が最善といえるのか，結論がたどりつかないまま終了してしまった。答えを１つに

絞ることはできないと思うが，必ず守るべき事項や手順などポイントを述べてもらう

と共通認識でき，より学びが深まったと思われる。 
・ グループ演習での事前説明が不十分でかつ，課題量の割にグループ内討論の時間が少

なかった。 
・ トリアージおよび搬送について実際の基準について，今後，具体的研修の必要性を感

じた。 
・ 過去に他の研修を受講していたので知識の再確認になり理解を深めることができた

が，講義時間に対して内容が盛り沢山な印象があった。（当日配布のテキストには丁

寧に説明内容が書かれているため，後から振り返って補うことができる。） 
 
【その他特記事項】 
・ 福島原発事故については，電力会社の HP や政府発表の値を用いて触れられており，

情報が外に通じても特に問題となることはなかった。福島ルールと原則の違いを現職

者研修でも伝えていく必要があると思う。 
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電離と励起から話が始まり，難しくなりがちであるが，放射線の基礎もわかりやすく

説明していた。看護職の基礎講義でも活用できる内容であった。机上演習では，医師，

看護師，診療放射線技師，消防士，薬剤師，事務など他職種が合同で話し合うことが

でき，貴重な機会を得た。 
・ 胸痛を訴えた場合，大量の放射線に被ばくした場合，作業中の転落で汚染の有無がわ
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【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
・ 六ヶ所村の日本原燃を事例にあげ，受け入れの机上演習を行ったが，話し合うことで
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ようなもので，どのように説明したら良いか，一つの指標を得たと思っている。また，
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机上演習では，われわれの教育シミュレーションから外れている，トリアージおよび
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【その他特記事項】 
・ 福島原発事故については，電力会社の HP や政府発表の値を用いて触れられており，
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●平成 23 年度 青森県緊急被ばく医療活動研修 
【受講の目的】 
・ 初期被ばく医療活動において必要な放射線に関する基礎知識を習得し，救護所等で活

動を行うために傷病者へのスクリーニング・除染方法を効果的に実施する方法を習得

する。 
 
【内容】 
  原子力災害時において，避難所等における救護所活動を円滑に実施するため，初期被

ばく医療活動に従事する青森県職員及び市町村職員等を対象とした研究会を実施して，

原子力防災および初期被ばく医療にかかる基礎知識と技術の習得を図る。 
  スケジュール 
  1）放射線の基礎 
  2）原子力防災対策の基礎 
  3）救護所におけるスクリーニング 
  4）被ばく医療関係の質疑応答 
  5）安定ヨウ素剤の調剤 
 
【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
・ 研修に参加し，緊急被ばく医療に関する基礎を学んだ。その内容は，原子力災害の救

護活動の体験を踏まえた興味深い内容であった。研修を受講したことにより，放射線

の性質やそれに基づく注意点，救護所活動，スクリーニングの実際，除染方法などを

理解した。この知識を活かし，被災者が感じていると思われる不安への対処など，被

災者への心理的サポートの在り方などの指導に貢献できると考える。 
 
【研修上の問題点と課題】 
・ 研修は 5 テーマを 5 時間の予定時間で実施された。各講師ともに本来は倍以上の研修

時間が必要な内容だと話していたが，各々の研修は予定時間を超過し，かつ，非常な

早口での研修となり，忙しない研修との印象が残った。原子力災害が発生している現

実を鑑みると，直ちに実践可能な行動を獲得する必要があり，時間の余裕をもった丁

寧な研修会が望まれた。 
 
●「緊急被ばく医療専門講座Ⅱ（医療関係者コース）」 
【受講の目的】 
・ 被ばく医療現職者研修の入門編・基礎編の内容を検討する WG の一員として，今年度

予定している被ばく医療現職者研修への講義・演習プログラム内容の検討に活かす。 
・ 専門的な知識と技術の習得を目的とするが，具体的には患者の受入れ方法，必要な情

報と処置，後方施設への搬送の判断等の習得を目的とした。 
・ 緊急被ばく医療に関する知識を深め，現職者教育や大学院教育等に活かすため。 
・ 緊急被ばく医療現職者教育のための情報収集のため。 
・ 緊急被ばく医療支援を看護職として適切に支援するために必要な知識・技術を確認・

更新することと，情報収集や緊急度の判断を自分でするための視点を身につけること。 
・ 緊急被ばく医療に関連した知識を深めるとともに，放射線災害対応における方針決定

能力を学ぶことにより当研究科での人材育成における教育内容への示唆を得る。 
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・ 本学の被ばく医療現職者教育に生かすための，被ばく医療に関する知識を得ること，

演習時の指導者としてどのような対応をしているのかの知見を得る。 
 
【内容】 
・ 汚染・被ばく患者の医療処置に必要な専門的知識と技術の習得を目的としている。 
・ 従来，「専門性を高める」講座は放射線の単位や科学的解説の専門性を高めることに

重点を置いているが，本講座は実際に放射線災害時の医療機関において必要とされる，

「救急初期診療」，病棟での患者対応の際に発生する「放射線学的判断」等の専門性

を高めることを目的としている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
スケジュール 
1 日目 

ガイダンス：患者対応のための危機管理 
講義：放射線災害時の外来治療処置に伴う院内対応（アクションカードの活用方法） 
机上演習：患者対応を緊急度と放射線リスクから考える 
講義：札幌医科大学の緊急被ばく医療の取り組み 
実習：診療中に汚染が見つかった場合の処置 
講義：チームワークの心理学 

2 日目 
特別講義：東日本大震災における原子力発電所の影響，現在の状況について 
ワークショップ：放射線災害時の入院患者対応（患者の線量評価） 
講義：JCO の事故時の臨床経験を継承する 
講義：社会心理学からみた放射線災害 
 

・ 二日間の研修で，初日は「患者対応に必要なリスク認知と判断」，「放射線災害時の外

来処置に伴う院内対応」の講義を受け，我々が専門家である場合，どのような考え方

をすればよいのか，また，院内対応の初期始動としては組織化を含め各人の役割を考

え，アクションカードというものの活用についても学んだ。 
次に「患者対応を緊急度と放射線リスクから考える」という机上演習を行い，処置室
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が 2 つだけに対して多人数（5 人）の傷病者がきた場合を考えた。午後は「札幌医科

大学の緊急被ばく医療の取り組み」についての講義を受けた後，一連の救急初期診療

に関する実習を行った。汚染はないという傷病者を受入れ，処置室にて汚染が発覚し

た場合であった。また，マスコミへの対応までをも含み，すべて参加者による実演で

あった。実習後は，「チームワークの心理学」という講義を受けた。 
二日目午前の「ワークショップ」では患者の線量評価を試みた。4 グループに分かれ

各グループが傷病者チームになる場合と，線量評価チームになる場合があり，傷病者

チームは被ばく線量（想定した線量）を隠しつつ，線量評価チームの診察を受ける。

線量評価チームは，傷病者の被ばく線量（想定された）を推定するというものであっ

た。午後は福島の原発事故の報告のあと，「JCO 事故時の臨床経験を継承する」とい

う前川和彦先生の講義を受け，経験の知識化となった。最後の講義は「社会心理学か

らみた放射線災害」であり，災害時の人々の反応と，信頼されるためにはどのような

要素が重要であるかを学んだ。 
・ 本講座では，リーダーとしての対応，チームワークの心理，社会からの信頼という今

までの研修とは別の観点から大変有用な研修であった。 
・ 2 日間にわたる研修で，講義や机上演習，実習，ワークショップが組み込まれたプロ

グラムであった。本講習は緊急被ばく医療でリーダーとなるスタッフの養成が目的と

のことであった。実習は汚染患者受け入れを想定したものであったが，除染の手技そ

のものよりも受け

入れの流れの中で

その都度どのよう

な確認をし，どの

ような情報を収集

し，関係機関にど

の様な依頼をし，

どのような判断を

すべきか，という

ような緊急被ばく

医療におけるリー

ダーとしての基本を身に着けるという点が重要視されていた。2 日目のワークショッ

プにはグループ毎に被ばく線量を想定して発症するであろう症状を決めておき模擬

患者役の受講者がその症状を演じ，他のグループは診察を行いその結果から被ばく線

量を推定するという内容が組み込まれており，急性被曝の症状を把握するために良い

取り組みであったと思われた。また，福島原発事故を踏まえ，福島原発の現在の状況

についての説明も各講義の中に組み込まれており，質疑応答の時間も設けられており，

有用な知識を得ることができた。 
 
【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
・ 講義内容は前年度のものを踏襲した形ではあるが，トピックスとして，今回の原子力

発電所の事故内容や対応，現地での活動報告などを盛り込んでいた。受講者としては，

今起こっている状況を盛り込んだ講義内容は大変興味深く有意義であった。よって，

本学の現職者研修のプログラム内容検討にあたり，参考にしてくことで貢献できると

考える。 
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・ 「ワークショップ」でおこなった患者の線量評価は，急性放射性症候群（ARS）の重

一番効率の良い知識習得方法と思われた。 
・ 今回は福島の事故直後であり，原発事故の初期対応についても少し知ることが出来た

が，緊急時には臨機応変で対応せざるを得ない場合がある。そのためには様々な事態

に対応できる基本的な能力・判断力が求められるということを改めて感じた。人材育

成の到達目標を決定する事の重要性や難しさを感じた。 
・ 実習やワークショップの内容は現職者講習に役立てる事ができ，特にアクションカー

ドの活用はチーム医療の観点から重要と思われた。 
・ 緊急被ばく医療現職者教育でのシミュレーション時における指導法に活かせる。 
・ 緊急被ばく医療現職者教育で担当が決まっている演習：線量計算演習での指導内容の

強化等に活かせる。 
・ 緊急被ばく医療支援の患者対応にあたって，看護職として必要な知識を整理して伝達

すること。具体的には，緊急被ばく医療の際の初期の患者対応における必要な情報の

リストアップ，優先順位を判断するための情報のリストアップ，予測される症状の判

断の方法のリストアップなどである。また，専門家集団での，看護職としてのよいチ

ームワークを進めるための考え方の提示や演習方法の計画などはできると考える。 
・ 今年度，当研究科で開催した現職者教育では福島第一原発事故の内容をどのように扱

うかで苦慮したが，本研修の構成を参考にしながら来年度以降の現職者研修の内容を

考えることができると思われた。また，実習での講師の方の柔軟な指導方法が参考に

なった。 
・ 本学の被ばく現職者教育は基礎的な部分から患者受け入れの留意についての学習であ

り，災害医療の観点はやや少ない。本研修では，東日本大震災に関連した複合的な原

子力災害を踏まえつつ，災害医療の視点が協調されていた研修であり，複数の患者へ

の対応という観点では，特に，本学の被ばく現職者教育の次のステップとしての学び

として大変役立つ内容であったように思う。また，指導者側としては，臨機応変に動

いて，研修の流れを止めない姿勢があり，時折，笑いを交えながら，受講生が緊張し

ないような配慮もあり，今後に活かすことができる対応であったと感じている。 
 
【研修上の問題点と課題】 
・ 受講者は放射線科医，救急医の方の割合が多かった。看護師や放射線技師の方がもう

少し受講していると，より本来のチーム医療の形に近いものになるのではないかと感

じた。また，看護師や放射線技師の方も，管理職の方が多いようであったので，もう

少し現場のスタッフレベルの方の受講者がいても良かったのではないかと思う。 
・ 大変有意義な講習であった。 
・ 保健学研究科での緊急被ばく医療人材育成における役割分担を明確にしていった方が，

今後の業務の効率化につながるのではないかと思われた。 
・ 強いて問題点をあげるとすれば，ワークショップ等の時間が不足しているところもあ

ったことだが，抑えるポイントはしっかり押さえており，さほど気にならなかった。

研修の雰囲気もよく，非常に勉強になった。まだ参加していない教員には是非進めた

い。 
・ 緊急被ばく医療人材に関する大学の方針に関わらず，放射線災害対応に備えて医療従

事者として必要な知識・技術を適宜確認し更新していくことが重要であると再認識し

た。他の受講者は日頃から救急や治療等で放射線の基本的知識を持っており，実践家
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が 2 つだけに対して多人数（5 人）の傷病者がきた場合を考えた。午後は「札幌医科大学の緊急
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が傷病者チームになる場合と，線量評価チームになる場合があり，傷病者チームは被ばく線量（想

定した線量）を隠しつつ，線量評価チームの診察を受ける。線量評価チームは，傷病者の被ばく

線量（想定された）を推定するというものであった。午後は福島の原発事故の報告のあと，「JCO
事故時の臨床経験を継承する」という前川和彦先生の講義を受け，経験の知識化となった。最後

の講義は「社会心理学からみた放射線災害」であり，災害時の人々の反応と，信頼されるために

はどのような要素が重要であるかを学んだ。 
・ 本講座では，リーダーとしての対応，チームワークの心理，社会からの信頼という今までの研修
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おき模擬患者役の受講者がその症状を演じ，他のグループは診察を行いその結果から被ばく線量

を推定するという内容が組み込まれており，急性被曝の症状を把握するために良い取り組みであ

ったと思われた。また，福島原発事故を踏まえ，福島原発の現在の状況についての説明も各講義

の中に組み込まれており，質疑応答の時間も設けられており，有用な知識を得ることができた。 
 
【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
・ 講義内容は前年度のものを踏襲した形ではあるが，トピックスとして，今回の原子力発電所の事

故内容や対応，現地での活動報告などを盛り込んでいた。受講者としては，今起こっている状況

を盛り込んだ講義内容は大変興味深く有意義であった。よって，本学の現職者研修のプログラム

内容検討にあたり，参考にしてくことで貢献できると考える。 
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・ 強いて問題点をあげるとすれば，ワークショップ等の時間が不足しているところもあ

ったことだが，抑えるポイントはしっかり押さえており，さほど気にならなかった。

研修の雰囲気もよく，非常に勉強になった。まだ参加していない教員には是非進めた

い。 
・ 緊急被ばく医療人材に関する大学の方針に関わらず，放射線災害対応に備えて医療従

事者として必要な知識・技術を適宜確認し更新していくことが重要であると再認識し

た。他の受講者は日頃から救急や治療等で放射線の基本的知識を持っており，実践家

Ⅲ 各部門の活動報告 ２．教育部門 

が 2 つだけに対して多人数（5 人）の傷病者がきた場合を考えた。午後は「札幌医科大学の緊急

被ばく医療の取り組み」についての講義を受けた後，一連の救急初期診療に関する実習を行った。

汚染はないという傷病者を受入れ，処置室にて汚染が発覚した場合であった。また，マスコミへ

の対応までをも含み，すべて参加者による実演であった。実習後は，「チームワークの心理学」

という講義を受けた。 
二日目午前の「ワークショップ」では患者の線量評価を試みた。4 グループに分かれ各グループ

が傷病者チームになる場合と，線量評価チームになる場合があり，傷病者チームは被ばく線量（想

定した線量）を隠しつつ，線量評価チームの診察を受ける。線量評価チームは，傷病者の被ばく

線量（想定された）を推定するというものであった。午後は福島の原発事故の報告のあと，「JCO
事故時の臨床経験を継承する」という前川和彦先生の講義を受け，経験の知識化となった。最後

の講義は「社会心理学からみた放射線災害」であり，災害時の人々の反応と，信頼されるために

はどのような要素が重要であるかを学んだ。 
・ 本講座では，リーダーとしての対応，チームワークの心理，社会からの信頼という今までの研修

とは別の観点から大変有用な研修であった。 
・ 2 日間にわたる研修で，講義や机上演習，実習，ワークショップが組み込まれたプログラムであ

った。本講習は緊急被ばく医療でリーダーとなるスタッフの養成が目的とのことであった。実習 
は汚染患者受け入れを想定したものであったが，除染の手技そのものよりも受け入れの流れの中

でその都度どのような確認をし，ど

のような情報を収集し，関係機関に

どの様な依頼をし，どのような判断

をすべきか，というような緊急被ば

く医療におけるリーダーとしての基
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【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
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の強みを痛感した。大学に所属している者としては，実際に携わっている人の経験の

共有と言語化，それらのフォローの視点も必要ではないかと考える。 
・ 研修上の問題点は特になし。今回の研修は，本学で企画されている被ばく現職者教育

と重なる部分もあったが，ほとんどは本学研修の応用部分であり，本学での研修に続

き本研修を受講すると臨床での受け入れの際の不安は軽減され，自らが具体的に考え

て対応できると考える。今後，本学での被ばく医療に対する方向性は明確になってい

ないところもあるが，継続していくのであれば，本研修も続けて受講することを勧め

ていくことも良いのでないかと思う。また，指導側としても必要なスキルが盛り込ま

れていたと感じるため，まだ，研修を受けていない教員には積極的に参加を勧めてい

きたい。  
 
【その他特記事項】 
・ 医療専門講座の受講要件として，基礎講座終了者とあるが私自身は，基礎講座は受講

しておらず，放射線医学研究所の被ばく医療セミナーを受講しただけであるが，十分

に理解できる内容であり，非常に有意義であった。 
・ 参加者は皆，大変活発に発言し，グループでの話し合いも熱心であった。 
・ 平成 22年度の当研究科での現職者研修に参加された看護師の方が 1名受講されていた。

当研究科での現職者研修が緊急被ばく医療を積極的に学ぶ契機となったのかもしれな

い。 
 
●行政活動実践講座 
【受講の目的】 
・ 原子力防災における全体像の把握および行政活動についての理解を深め，緊急被ばく

医療との関連を検討するため。 
 
【内容】 
・ 福島第一原子力発電所事故のような，広範囲，長期間にわたる放射線事故における，

県・市町村のような行政がとるべき行動についての講習会であった。 
スケジュール 
1 日目 

10:00-10:30 開講式 
10:30-12:00 講義 「原子力防災の概要」 
13:00-15:00 〃  「原子力緊急時における防護対策Ⅰ」 
15:10-17:10 〃   「原子力緊急時における防護対策Ⅱ」    

2 日目 
9:30-11:00 講義 「緊急時モニタリングと被ばく線量」 

11:10-12:00 〃  「SPEEDI ネットワークシステムの概要」 
13:00-15:00 〃  「緊急時の人間行動」 
15:10-17:10 〃  「原子力防災訓練の計画と実施」 

 
3 日目 

9:30-16:00 机上演習「緊急時における防護活動」 
16:00-16:30 修了式 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 

―６５― 

【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
・ 学部教育での「放射線防護の基礎」や，被ばく医療コースでの「被ばく医療総論」の

講義において，防災という観点からの講義を一部担うことができるのではないのかと

考える。 
・ 原子力災害における行政の指示系統を理解し，迅速かつ的確な被ばく医療の展開がで

きるように指導・助言が可能となるのではないか。 
 
【研修上の問題点と課題】 
・ 設備の関係から，参加人数の上限(16 名)があり，また，福島原子力発電所の事故を受

けて興味関心が高まっており，今後，希望しても受講が難しくなると思われる。 
・ 本講座に参加することで，緊急被ばく医療に今後どのように携わっていくのかが現状

では明瞭ではない。 
 
【その他特記事項】 
・ 放医研などでの研修では原子力施設内での事故による傷病者への対応が主であったが，

本講座では地域住民の内部被ばくや外部被ばくの予防も含め，広範囲での被ばく医療

の展開について考えることができた。 
・ 机上演習で使用したソフトは，原子力災害発生から終息までの一連の流れにおける行

政側の対応を理解できる良いソフトであった。 
・ 福島原子力発電所のような事故は現実に起こるので，机上の空論ではなく実践できる

行政活動にかかわらず能力を修得することが重要である。 
 
●緊急時モニタリング講座 モニタリングセンター実践コース 
【受講の目的】 
・ 福島第一原子力発電所の事故から半年経過しているが，事故と環境への影響について

深めるため。また，原子力災害に関する研修を受講することで，県の防災訓練や救護

所活動の理解が深まると考えたため。 
【内容】 
・ 第 1 段階モニタリング実施計画の策定，モニタリングデータの取りまとめ，予測線量

の推定と防護対策の検討，第 2 段階モニタリングと線量評価，演習 1（課題演習），演

習 2（モニタリングセンターでの活動）で構成されており，3 日目は 1 日中演習であっ

た。 
・ モニタリングデータ（実測値）を使用した SPEEDI 図形の修正方法を学び，原子力災

害における緊急時の防護対策検討に資する図形の作成手法を習得するという，これま

でに経験したことのない演習であった。実際の内容はモニタリングセンターの一員と

いう設定でシミュレーションを行った。電話で事故の報告を受けるところからスター

トし，担当部署の計算を複数名で確認しながら行ったり，データ収集の追加の依頼を

行ったり，ファックスで結果を送ったりする。かなり実践に近い演習を行っていた。

この 3 日目の演習のために，2 日目に計算方法を習得する演習を組んでおり，また，そ

れを理解するための講義を研修の前半に組んでおり，スケジュール的にも，理解する

側としてもわかりやすい研修構成であったと思う。 
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【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
・ 現職者研修のシミュレーションは原子力発電所における事故事例を想定して作成して

いるが，原子力災害を想定しているわけではないので，直結することは少ない。しか

し，大気中のヨウ素の測定値や SPEEDI 図形から計算で避難・屋内退避を決定するこ

となどの基礎的知識は，大学院教育の演習に活用できると考える。 
・ 本研修に限らず，多くの研修に参加することで，研修内容のプログラム構成を考える

上で貴重な経験ができると思う。 
 

【研修上の問題点と課題】 
・ モニタリングセンター実践コースは，野外活動と実践講座がある。実践講座は共通講

座，野外活動を受講してから研修を受けた方がよいようである。共通講座を受講せず

にこれまでにも救護所活動講座を受講してなんら問題ないと思っていたが，原子力災

害の知識が不十分であったため，共通講座を受講してからモニタリングセンター実践

コースを受講した方がよい。 
 
【その他特記事項】 
・ 参加者は少なかったが，原子力環境監視センターや県原子力センターに所属する方な

どが参加されていた。現在，福島の事故を受けて地元の空間線量の発表数値をどのよ

うに行っているかなど，普段聞くことのない情報も質疑の中から得ることができた。 
 
●救護所活動実践講座 
【受講の目的】 
・ これまで昨年度は県の防災訓練，茨城県の防災訓練，今回の福島 20 ㎞圏内一時立ち入

り後のスクリーニング等に参加してきたが，救護所活動実践講座を受けたことがなく，

基本的知識の確認が必要であると感じたため。また，福島原発事故後の研修会であっ

たため，どのような内容が研修に含まれるのか情報を得るため。 
・ 救護所の開設，運営に必要な知識と技術の習得のため。 
・ 現職者教育の内容に応用できる知識を得るため。 
・ 現在福島に教員が派遣されていることから，派遣要請時にスムーズに対応できるよう，

知識を得るため。 
・ 緊急被ばく医療に関して，避難所等に設置される救護所の実践活動について学ぶため。 
 
【内容】 
研修目的は，原子力災害時に適切かつ迅速に救護所を開設し運営するために必要な知識と

技術の習得である。 
スケジュール 
１日目 
 講義 1 放射線の人体への影響 （基礎的知識の復習） 
 講義 2 救護所活動 （救護所活動の考え方，注意点等） 
 講義 3 原子力施設の事故事例と救護所活動の事例   

（JCO 事故事例，福島県での対応等） 
 実習 1 身体表面汚染検査 （2 人 1 組。お互い放射性物質を隠し，サーベイし合う） 
 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 
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2 日目 
 机上演習 救護所レイアウト（①各自作成 ②GW ③GW 案プレゼン ④案 1 つ決定）  
      他職種での GW であり，これまでの防災訓練での経験等を情報交換し合い 

ながら，演習を行った。 
 実習 2 救護所活動 

①机上演習で決定した案をもとに，救護所を実際に開設する。 
②受け入れ側，住民側の 2G に分かれ，一通り救護所活動を行う。 

住民役は様々な事例（体調不良者，野菜等を持参，車いす利用者等）となったことで，

多くの対応について学び合うことができた。  
・実習 1 ではサーベイメータ―を
使用し，線源（マントル）を体表

面汚染と仮定し，二人一組でスク

リーニングを行った。実習形式で

サーベイメータやポケット線量

計の使用方法を学ぶことができ

た。現職者研修にも活用できる内

容であると考える。 
・実習 2 救護所活動では，実際の

部屋を仕切り，ホット，緩衝地帯，

コールドに区切って一方通行に

なるように救護所を作り上げた

り，各自が被災者，受け入れ側の

ロールプレイを行ったため，救護所のイメージがつきやすいと感じた。これは防災訓

練や一時立ち入りの派遣の際にも役立つことであった。 
・ 付近の住民 200 人が訪れるという想定で，住民登録，汚染調査等の部署に何名のスタ

ッフが必要で，終了時間も考慮する必要があり，綿密な計算とスムーズな人の流れを

常に頭に入れておかなければならないことを痛感した。 
・ 研修会場を救護所とみなし，スタッフと住民に分かれた研修生が実際の活動をシミュ

レーションする実習を行った。机上演習ではスムーズに流れる想定が実際に行うと

様々な問題点がでるなど，実際に行うことの重要性を学んだ。 
 

【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
・ 一人でも多くの関連する職種が，原子力災害発生時の救護所における具体的手順につ

いての知識を得ることは，災害時の広範囲かつ多人数の住民対応が想定される上で重

要と思われる。緊急被ばく医療人材育成において，今回の研修内容を網羅する必要は

ないと思われるが，救護所としてどのような活動をしていて，どういう点に留意が必

要かといったポイントについて，知っておくことが，災害時の全体像を知ることにつ

ながると思われる。 
・ 現職者研修を担当している者として，機会があるたびに研修に参加し，知識を風化さ

せないことが重要であると考える。研修を組み立てるために知識の確認，新たな情報

を獲得することは重要である。もともと放射線の専門家でないため，その点の努力が

必要となる。また，研修に参加することで，放射線（緊急被ばく医療）教育の専門家
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【緊急被ばく医療人材育成へ貢献できること】 
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害の知識が不十分であったため，共通講座を受講してからモニタリングセンター実践
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に会えるため，直接疑問を解決することもでき，有意義である。例えば，福島のよう

な低線量放射線を慢性的に被ばくする人の影響についての専門家の見解などが聞くこ

とができる。また，他職種と合同で実習ができるため，貴重な機会を得ることができ

る。 
・ 救護所のレイアウトを考える机上演習は，救護所の考え方，会場の違いに対応する応

用力等が身に着くと考えられるため，時間がかかる演習ではあるものの，今後教育の

視野に入れてもいいのではないかと考える。 
・ 原子力災害時の住民に対する救護所の実践活動について，基礎的な知識や具体的な方

法を学んだ。これらのことについて貢献が可能であると考える。 
 

【研修上の問題点と課題】 
・ 青森市で開催されるため，移動時間や費用もあまりかからず，コスト面からみても問

題はない。今回 20 名募集であったが，参加者が 10 名と少なく，実習がスムーズに進

まない部分もあったため，研修は人数が少なすぎても多すぎても運営が難しいと感じ

た。 
・ 原子力災害時の対応で，電信，電気等に問題がないところを想定しての実習等であっ

たが，今回の震災のように，複合的な災害の方が起こり得ると思われ，研修内容も複

合災害を想定した内容であることが望まれる。 
・ 今回の研修会は，福島県の現状とはやや異なる内容が多かった。このことに対して，

福島県の現状とこれまで教えてきた内容とあまり乖離がないように，「福島県の場合に

は・・・」といったことを補足説明しながら進めていく必要があり，それは，当大学

における教育も同様のことが言えるのではないかと考えている。 
 
【その他特記事項】 
・ 安定ヨウ素剤についてはあまり触れられなかった。しかし，福島原発事故についても

多少触れられて，福島ルールと原則の違いを考える良い機会になった。 
 

 

＜原子力防災訓練の視察＞ 

平成 21年度 

青森県原子力防災訓練 六ヶ所村 
平成 21 年 10 月 20 日

～21 日 
木田和幸，中村敏也，西沢義子， 

若山佐一，木立るり子，門前 暁， 

會津桂子，北嶋 結，横田ひろみ 

9名 

平成 22年度 

青森県原子力防災訓練 東通村 
平成 22 年 11 月 4 日 

～5 日 
千葉正司，齋藤陽子，細川洋一郎， 

井瀧千恵子，北宮千秋，大学院生 2名 

7名 

平成 22年国民保護訓練 水戸市 
平成 23 年 1 月 29 日 

   ～30 日 
西沢義子，野戸結花，井瀧千恵子， 

北宮千秋，寺島真悟，小山内 暢， 

北島麻衣子 

7名 

※平成 23年度は青森県原子力防災訓練の実施がなかった。 
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第 14回放射線事故医療研究会 弘前市 平成 22年 9月 4日 （略） 30名 

FNCA一般公開講座「アジア地域に

おける放射線治療と日本の役割」 

東京都 平成 22年 11月 27日 野田美保子，阿部由紀子 2名 

「原子力安全に関する特別セミ

ナー」原子力安全研究協会 

東京都 平成 23年 2月 22日 

～23日 

野田美保子，木立るり子 2名 

※平成 23年度は該当なし。 

 

（２）海外研修 

REAC/TS 研修報告 

医療生命科学領域 放射線生命科学分野 齋藤陽子 
 

平成 23 年 11 月 1～4 日に米国テネシー州オークリッジで開催された REAC/TS の

Radiation Emergency Medicine（REM）のコースを受講したので簡単に報告する。本研修

の参加印象記は保健物理学会誌に本研究科の細田正洋先生が投稿し既に掲載されている。

詳細はそちらを参照して頂きたい。当研究科から前述の細田正洋助教の他，高間木静香助

手，横田ひろみ助手，被ばく医療総合研究所 床次眞司教授も参加され弘前大学からは総

勢 5 名の参加であった。他に日本からは福井医大の救命救急医で当時米国に留学中の医師 1
名が参加していた。定員は 20 名であったが，受講生数が少なめ（14 名）で，かつ外国から

の参加者が多かった（日本人 6 名の他，台湾から 3 名，スペインから 1 名，計 10 名）ため

か，ゆっくりとわかりやすく話してくれた講師が多く，英語のストレスはあまりなかった。

スタッフは非常に指導熱心であったため，楽しく受講出来，非常に感謝している。また，

時差調整のため 1 日余裕を持ったスケジュールであったので，講義中の眠気もあまりなく

幸いであった。 
研修期間は 3 日半で，8～17 時の時間帯（4 日目は 12 時まで）に講義と演習が組み込ま

れていた。REM コースは初級でもあり，研修内容は放医研や原安協の研修ならびに当研究

科で開催する現職者講習の内容と重複する事項が多かった。しかし，特に被ばく患者受け

入れにおける諸行為の裏付けとなる知識で曖昧であったが今回再確認出来た事項もあり，

非常に有意義であった。被ばく患者受け入れにおいては，様々な状況が想定され，また手

法は一つに限局される訳ではないので，受け入れの際に“これは，どうしたら良いのだろう”
という疑問が生じた際には根拠に基づいた判断が重要であると再認識した。応用力をつけ

るためには，基本的知識や技術を繰り返し修得して確実なものにする必要があると思われ

た。そのためは現職者研修も繰り返し受講してもらうのが望ましいと感じた。また，医療

や原子力施設以外での放射線の利用についての知識はあまりなかったので，有用な知識を

習得できた。 
実習で使用されていたサーベイメータは旧式のものに見受けられたが（プローブは“パン

ケーキ型”と呼ばれていた），小型で裏側のシールドを利用することで β線とγ線の鑑別が可

能であるなどのメリットがある事を実習中に実感できた。なお，講習では放射能の単位と

して Bq ではなく Ci が使用されており，戸惑いを感じた。余談であるが，REAC/TS のス

タッフと休憩時間に話しをしていた際に｢原発は安全だ。地震や津波で多くの人が亡くなっ

たのに，福島の原発事故で亡くなった者はいない。｣と言われたが，福島では何万人もの住

民が避難を余儀なくされ，帰郷の目処も立たない状況を考えると非常に複雑な心境になっ

た。 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 

―７１― 

オークリッジは典型的な米国地方都市と見受けられたが，ホテルの近くにはショッピン

グセンターやカジュアルなレストランも多く，徒歩での移動も可能だった。ショッピング

センターでは，到着時にはハロウィーンその後はクリスマス用の品々が沢山陳列されてお

り，講習終了後の夕方にはウィンドーショッピングでリフレッシュすることも出来た。食

事をしながら一緒に参加した先生方との交流を深められたのも収穫の一つであった。 
ノックスビル空港までの帰路では，途中から濃霧が立ちこめ不安になったが，床次先生

の運転と細田先生のナビのおかげで無事に到着できた。改めてお二人に感謝したいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３）視察研修報告会 

（1）研修報告会 
石川 孝，澄川幸志，小山内 暢 

 
平成 23年度に国内外の緊急被ばく医療研修会に参加して得られた成果を確認・共有する

とともに被ばく医療の最新情報を確認し，人材育成教育や研究に役立てることを目的とし

て「緊急被ばく医療研修報告会」を開催した。演題は，これまで報告される機会が少ない

研修を中心に選定し，3 月 11 日の東日本大地震によって発生した福島第一原子力発電所事

故後に派遣された弘前大学被ばく状況調査チームの活動報告のほか，“弘前大学保健学研究

科から海外の発信”として Oncology Nursing Society（ONS）の 12th Annual Institutes of 

Learning での講演，Informal talk for students of UCSF をとりあげた。報告会の開催回

数は 3回であるが，第 2回研修報告会は平成 24年 4月の開催となった。 

 
【「弘前大学被ばく状況調査チーム」報告会】 

平成 23 年 5 月 11 日（水）17：40～19：00，保健学研究科の教職員を対象として総合研

究棟第 24講義室で開催した。報告会のプログラムは，サイボウズによって事前に周知した。 

演題数は 3 題で，発表時間は 1 演題当たり 20 分（口演 15 分，質疑応答 5 分）とした。

第６次隊に参加した細川 洋一郎教授から派遣チームの活動概要があり，第４次隊に参加し

た中原岳久講師と第３次隊に参加した野戸結花 准教授からは，それぞれ専門の立場での具

体的な活動内容について，苦労話を交えた報告があった。演題発表後は活発な質疑応答が

REAC/TS での訓練の様子 
―緊張感が漂います― 
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第 14回放射線事故医療研究会 弘前市 平成 22年 9月 4日 （略） 30名 

FNCA一般公開講座「アジア地域に

おける放射線治療と日本の役割」 

東京都 平成 22年 11月 27日 野田美保子，阿部由紀子 2名 

「原子力安全に関する特別セミ

ナー」原子力安全研究協会 

東京都 平成 23年 2月 22日 

～23日 

野田美保子，木立るり子 2名 

※平成 23年度は該当なし。 

 

（２）海外研修 

REAC/TS 研修報告 

医療生命科学領域 放射線生命科学分野 齋藤陽子 
 

平成 23 年 11 月 1～4 日に米国テネシー州オークリッジで開催された REAC/TS の

Radiation Emergency Medicine（REM）のコースを受講したので簡単に報告する。本研修

の参加印象記は保健物理学会誌に本研究科の細田正洋先生が投稿し既に掲載されている。

詳細はそちらを参照して頂きたい。当研究科から前述の細田正洋助教の他，高間木静香助

手，横田ひろみ助手，被ばく医療総合研究所 床次眞司教授も参加され弘前大学からは総

勢 5 名の参加であった。他に日本からは福井医大の救命救急医で当時米国に留学中の医師 1
名が参加していた。定員は 20 名であったが，受講生数が少なめ（14 名）で，かつ外国から

の参加者が多かった（日本人 6 名の他，台湾から 3 名，スペインから 1 名，計 10 名）ため

か，ゆっくりとわかりやすく話してくれた講師が多く，英語のストレスはあまりなかった。

スタッフは非常に指導熱心であったため，楽しく受講出来，非常に感謝している。また，

時差調整のため 1 日余裕を持ったスケジュールであったので，講義中の眠気もあまりなく

幸いであった。 
研修期間は 3 日半で，8～17 時の時間帯（4 日目は 12 時まで）に講義と演習が組み込ま

れていた。REM コースは初級でもあり，研修内容は放医研や原安協の研修ならびに当研究

科で開催する現職者講習の内容と重複する事項が多かった。しかし，特に被ばく患者受け

入れにおける諸行為の裏付けとなる知識で曖昧であったが今回再確認出来た事項もあり，

非常に有意義であった。被ばく患者受け入れにおいては，様々な状況が想定され，また手

法は一つに限局される訳ではないので，受け入れの際に“これは，どうしたら良いのだろう”
という疑問が生じた際には根拠に基づいた判断が重要であると再認識した。応用力をつけ

るためには，基本的知識や技術を繰り返し修得して確実なものにする必要があると思われ

た。そのためは現職者研修も繰り返し受講してもらうのが望ましいと感じた。また，医療

や原子力施設以外での放射線の利用についての知識はあまりなかったので，有用な知識を

習得できた。 
実習で使用されていたサーベイメータは旧式のものに見受けられたが（プローブは“パン

ケーキ型”と呼ばれていた），小型で裏側のシールドを利用することで β線とγ線の鑑別が可

能であるなどのメリットがある事を実習中に実感できた。なお，講習では放射能の単位と

して Bq ではなく Ci が使用されており，戸惑いを感じた。余談であるが，REAC/TS のス

タッフと休憩時間に話しをしていた際に｢原発は安全だ。地震や津波で多くの人が亡くなっ

たのに，福島の原発事故で亡くなった者はいない。｣と言われたが，福島では何万人もの住

民が避難を余儀なくされ，帰郷の目処も立たない状況を考えると非常に複雑な心境になっ

た。 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 
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オークリッジは典型的な米国地方都市と見受けられたが，ホテルの近くにはショッピン

グセンターやカジュアルなレストランも多く，徒歩での移動も可能だった。ショッピング

センターでは，到着時にはハロウィーンその後はクリスマス用の品々が沢山陳列されてお

り，講習終了後の夕方にはウィンドーショッピングでリフレッシュすることも出来た。食

事をしながら一緒に参加した先生方との交流を深められたのも収穫の一つであった。 
ノックスビル空港までの帰路では，途中から濃霧が立ちこめ不安になったが，床次先生

の運転と細田先生のナビのおかげで無事に到着できた。改めてお二人に感謝したいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３）視察研修報告会 

（1）研修報告会 
石川 孝，澄川幸志，小山内 暢 

 
平成 23年度に国内外の緊急被ばく医療研修会に参加して得られた成果を確認・共有する

とともに被ばく医療の最新情報を確認し，人材育成教育や研究に役立てることを目的とし

て「緊急被ばく医療研修報告会」を開催した。演題は，これまで報告される機会が少ない

研修を中心に選定し，3 月 11 日の東日本大地震によって発生した福島第一原子力発電所事

故後に派遣された弘前大学被ばく状況調査チームの活動報告のほか，“弘前大学保健学研究

科から海外の発信”として Oncology Nursing Society（ONS）の 12th Annual Institutes of 

Learning での講演，Informal talk for students of UCSF をとりあげた。報告会の開催回

数は 3回であるが，第 2回研修報告会は平成 24年 4月の開催となった。 

 
【「弘前大学被ばく状況調査チーム」報告会】 

平成 23 年 5 月 11 日（水）17：40～19：00，保健学研究科の教職員を対象として総合研

究棟第 24講義室で開催した。報告会のプログラムは，サイボウズによって事前に周知した。 

演題数は 3 題で，発表時間は 1 演題当たり 20 分（口演 15 分，質疑応答 5 分）とした。

第６次隊に参加した細川 洋一郎教授から派遣チームの活動概要があり，第４次隊に参加し

た中原岳久講師と第３次隊に参加した野戸結花 准教授からは，それぞれ専門の立場での具

体的な活動内容について，苦労話を交えた報告があった。演題発表後は活発な質疑応答が

REAC/TS での訓練の様子 
―緊張感が漂います― 
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交わされた。本報告会の参加者は，62名であった。 

演者，演題名，座長は以下のとおりである。 

〔座長：西澤一治 教授〕  

１．「弘前大学被ばく状況調査チーム」の活動概要  細川洋一郎 教授 

２．放射線測定の立場から    中原 岳久 講師 

３．汚染検査における看護職の役割   野戸 結花 准教授 

 
演題発表に先立って對馬 均 研究科長から挨拶があり，全演題終了後に木田 和幸 副

研究科長から閉会の挨拶があった。また報告会終了後，参加者へ報告会開始前に配布して

おいたアンケート用紙を回収した。（資料 1 「弘前大学被ばく状況調査チーム報告会アンケ

ートと集計」参照） 

 

 

【第１回緊急被ばく医療研修報告会】 

平成 23年 10 月 6日（木）17：40～19：00，総合研究棟第 24講義室で開催した。報告会

のプログラムと発表要旨は，サイボウズによって事前に保健学研究科の教職員，大学院生，

医学部保健学科の学生に周知し，また INFO-HIRO を利用して学内にアナウンスした。発表

演題数は 6題で，1演題は 8 分（口演 5分，質疑応答 3 分）または 15分（口演 12分，質疑

応答 3 分）で発表した。演題発表後は，活発な質疑応答が交わされた。本研修報告会の参

加者は保健学研究科教職員のほか，附属病院看護師等を交えて計 34 名であった。 

座長，演者，演者が参加した研修は以下のとおりである。 

〔座長：中村敏也 教授〕 

 １．井瀧千恵子 准教授：平成 23年 8 月 27日，9月 10日に弘前大学保健学研究科で行

われた平成 23年度緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修に関する報告で 

「平成 23年度緊急被ばく医療人材育成現職者教育研修の実際 －看護職を中心に－」 

 ２．細川洋一郎 教授：平成 23 年 8 月 27 日，9月 10 日に弘前大学保健学研究科で行わ

れた平成 23 年度緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修に関する報告で

「平成 23年度弘前大学保健学研究科緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研 

修 －診療放射線技師コース－」 

〔座長：北宮千秋 准教授〕 

 ３．川崎くみ子 講師：平成 23 年 7 月 10 日に弘前大学医学部コミュニケーションセン

ターで開催された「青森県緊急被ばく医療初級講座」 

「弘前大学被ばく状況調査チーム」報告会の様子 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 

―７３― 

 ４．北嶋 結 助手：平成 23 年 7月 6 日～7 月 7 日にラ・プラス青い森（青森市）で開

催された｢平成 23年度 第 1回原子力防災研修 救護所活動実践講座｣ 

〔座長：西澤一治 教授〕 

 ５．齋藤陽子 教授：平成 23年 5月 13日～5月 14日に札幌医科大学および ACU（札幌市）

で開催された「原子力安全研究協会 緊急被ばく医療専門講座Ⅱ（医療関係者コース）」 

 ６．北島麻衣子 助手：平成 23 年 8 月 23 日～8月 26 日に放射線医学総合研究所（千葉

市）で開催された「2011 NIRS-IAEA-REAC/TS Training Course」 

全演題の発表後に全体的な質疑応答を行い，最後に對馬 均研究科長から本研修報告会

についての講評を頂いた。また，参加者へ報告会開始前に配布しておいたアンケート用紙

を回収した。（資料 2 「第 1回緊急被ばく医療研修報告会アンケートと集計」参照） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回緊急被ばく医療研修報告会】 

平成 24年 4月 12日（木）17：40～18：50，総合研究棟第 24講義室で開催した。報告会

の開催について，サイボウズと INFO-HIRO によって事前に本学の教職員，大学院生，学生

に周知するとともに，県市町村の役所や医療機関等へアナウンスした。本研修報告会の発

表演題数は 4題で，海外研修に関するもの 2題，国内研修に関するもの 2 題であった。1演

題の発表時間は，15 分（口演 10 分，質疑応答 5 分（交代時間を含む））とした。演題発表

後は活発な質疑応答が交わされた。本研修報告会の参加者は，学長，保健学研究科の教職

員，大学院生，学部学生，附属病院関係者，弘前市民等を交えて計 41名であった。 

座長，演者，演者が参加した研修は以下のとおりである。 

 

〔座長：細川 洋一郎 教授〕 

 １．野戸結花 教授：平成 23 年 11 月 4 日～11月 6 日に米国ユタ州ソルトレーク・シテ

ィで開催された「Oncology Nursing Society の 12th Annual Institutes of Learning

での講演」 

 ２．北宮千秋 准教授：平成 23 年 11 月 4 日～11 月 6 日に米国カリフォルニア州カリフ

ォルニア大学サンフランシスコ校（UCFS）において行った「Informal talk for the 

students of UCSF                  〔座長：西沢 義子 教授〕 

 ３．井瀧千恵子 准教授：平成 23年 9月 13日～9月 15日に原子力安全技術センター（東

京都文京区）で行われた「緊急時モニタリング講座 モニタリングセンター実践コ

ース」 

第 1 回緊急被ばく医療研修報告会の様子 
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交わされた。本報告会の参加者は，62名であった。 

演者，演題名，座長は以下のとおりである。 

〔座長：西澤一治 教授〕  

１．「弘前大学被ばく状況調査チーム」の活動概要  細川洋一郎 教授 

２．放射線測定の立場から    中原 岳久 講師 

３．汚染検査における看護職の役割   野戸 結花 准教授 

 
演題発表に先立って對馬 均 研究科長から挨拶があり，全演題終了後に木田 和幸 副

研究科長から閉会の挨拶があった。また報告会終了後，参加者へ報告会開始前に配布して

おいたアンケート用紙を回収した。（資料 1 「弘前大学被ばく状況調査チーム報告会アンケ

ートと集計」参照） 

 

 

【第１回緊急被ばく医療研修報告会】 

平成 23年 10 月 6日（木）17：40～19：00，総合研究棟第 24講義室で開催した。報告会

のプログラムと発表要旨は，サイボウズによって事前に保健学研究科の教職員，大学院生，

医学部保健学科の学生に周知し，また INFO-HIRO を利用して学内にアナウンスした。発表

演題数は 6題で，1演題は 8 分（口演 5分，質疑応答 3 分）または 15分（口演 12分，質疑

応答 3 分）で発表した。演題発表後は，活発な質疑応答が交わされた。本研修報告会の参

加者は保健学研究科教職員のほか，附属病院看護師等を交えて計 34 名であった。 

座長，演者，演者が参加した研修は以下のとおりである。 

〔座長：中村敏也 教授〕 

 １．井瀧千恵子 准教授：平成 23年 8 月 27日，9月 10日に弘前大学保健学研究科で行

われた平成 23年度緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修に関する報告で 

「平成 23年度緊急被ばく医療人材育成現職者教育研修の実際 －看護職を中心に－」 

 ２．細川洋一郎 教授：平成 23 年 8 月 27 日，9月 10 日に弘前大学保健学研究科で行わ

れた平成 23 年度緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修に関する報告で

「平成 23年度弘前大学保健学研究科緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研 

修 －診療放射線技師コース－」 

〔座長：北宮千秋 准教授〕 

 ３．川崎くみ子 講師：平成 23 年 7 月 10 日に弘前大学医学部コミュニケーションセン

ターで開催された「青森県緊急被ばく医療初級講座」 

「弘前大学被ばく状況調査チーム」報告会の様子 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 

―７３― 

 ４．北嶋 結 助手：平成 23 年 7月 6 日～7 月 7 日にラ・プラス青い森（青森市）で開
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についての講評を頂いた。また，参加者へ報告会開始前に配布しておいたアンケート用紙

を回収した。（資料 2 「第 1回緊急被ばく医療研修報告会アンケートと集計」参照） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回緊急被ばく医療研修報告会】 
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〔座長：細川 洋一郎 教授〕 
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京都文京区）で行われた「緊急時モニタリング講座 モニタリングセンター実践コ

ース」 

第 1 回緊急被ばく医療研修報告会の様子 
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 ４．川添郁夫 講師：平成 23 年 11月 15日に青森県観光物産館アスパムで開催された「平

成 23年度青森県緊急被ばく医療活動研修」 

 
全演題の発表終了後，對馬 均研究科長ならびに保健学研究科緊急被ばく医療専門家委

員会の桑原幹典先生から講評があった。最後に，参加者へ報告会開始前に配布しておいた

アンケート用紙を回収し，報告会を終了した。（資料 3 「第 2回緊急被ばく医療研修報告会

アンケートと集計」参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 
 
 

 

（2）研修報告会の成果と課題 

 平成 23年度は，「被ばく状況調査チーム」報告会を含めて研修報告会を 3回行った。「弘

前大学被ばく状況調査チーム」報告会では，東日本大地震による福島第一原発事故発生後

第 2 回緊急被ばく医療研修報告会の様子 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 

―７５― 

の被ばく調査チームにメンバーとして参加した教職員の中から，それぞれ第 3 次隊，第 4

次隊，第 6 次隊に参加した 3 名の教員から報告があった。原発事故発生から間もない時期

に調査業務に携わったこともあり，弘前大学を出発する時点からの様々な問題点や調査現

場での初めての活動の大変さと想像以上の被害状況が示された。演者からは，問題点に対

する大学としての改善の必要性も示された。参加者からは，苦難が多い中での調査チーム

の精力的な活動に対する労いと感謝の思いが寄せられ，またこの報告会のあとに調査チー

ムのメンバーとして活動する教職員にとっては非常に有意義な方向であることが示された

（資料 1 「弘前大学被ばく状況調査チーム報告会アンケートと集計」参照）。 

第 1回研修報告会では，新規の研修報告として，平成 21年度から当保健学研究科が現職

の看護職者及び診療放射線技師を対象に社会へ情報発信している「緊急被ばく医療人材育

成プロジェクト 現職者研修」と，放射線医学総合研究所（NIRS）が国際原子力機関（IAEA）

および米国の放射線緊急時支援センター/研修施設（REAC/TS）と共同で初めて日本国内で

開催した被ばく医療トレーニング・コースに関する報告も取りあげた。しかし，参加者は

34 名と少なかった。そこで，次回の研修報告会では報告会開催のアナウンス範囲を拡大し

て，書面で他大学や県市町村の医療関係機関，保健行政関係機関等へ報告会の案内状を送

付することとした。 

第 2回研修報告会では，「保健学研究科から外部への新たな情報発信」として米国で講演

を行った 2名の教員による報告を中心に演題を選定した。参加者は 41名で，報告会開催の

アナウンス方法を変更した効果は若干あったと考えられるが，やはり少ないことからさら

に検討する必要性が課題となった。 

全演題の発表が終了後，對馬 均保健学研究科長と桑原先生から講評があった。對馬研

究科長からは，今回の発表は今後のことを考えた場合，保健学研究科として次のステップ

に進む上でさらに「発信型」のものを増やしていくということと，初期の研修については

自前で出来るような体制をとっていく必要があるのではないかという意見があった。一方

桑原先生からは，米国で講演を行うレベルになったことは大変うれしいことであり，弘前

大学保健学研究科は今後も線量評価だけでなくメンタルヘルスケアを含めた幅広い領域で

発展していくことを希望する旨のコメントがあった。 
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資料１ 弘前大学被ばく状況調査チーム報告会アンケートと集計 
 

「弘前大学被ばく状況調査チーム報告会」アンケート結果 

 
本日は，報告会へのご参加ありがとうございました。今後の参考にさせて頂きますので，以下についてご

回答を宜しくお願いします。（回収 62 枚（参加者 62 名）） 
 
1. あなたの所属についてお尋ねします。 

□ ①保健学研究科教員（53 名；85.5％） 
   健康支援科学領域：35 名（56.5％） 
   医療生命科学領域：18 名（29.0％） 
□ ②保健学研究科事務職員（3 名；4.8％） 
□ ③その他（6 名；9.7％） 
   大学院生：1 名（1.6％）  

保健学科学生：5 名（8.1％） 
 
2. ご意見，ご感想，ご自由にお書き下さい。 

 調査チームに参加された先生方の報告をお聞きすることで，活動の実際と大変さなど具体的に知ること

ができた。お疲れ様でした。 
 今後参加する身として大変参考になりました。 
 活動概要のみであったが，今回のサーベイチームでの活動内容が大変よく理解できました。大変ありが

とうございました。 
 4 月 7 日の報告会に参加し，状況等をおききしたかったです。でも今日の報告会はとても勉強になりま

した。 
 現地での状況がよくわかりました。派遣された先生方のご苦労を知ることができ，大変参考になりまし

た。 
 派遣スタッフに敬意を表します。ご苦労様でした。 
 大変参考になりました。興味深く聞かせていてだきました。 
 このように情報を交換したり，問題を出して改善，改良していく努力が必要と思います。 
 細かい情報を知ることができて良かった。 
 皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。公表されてない情報でも，指導が必要であれば，

何とかできなかったのか。現地での対応，判断ではダメですね。（地面の線量の件ですが）情報はかなり

コントロールされているものなのでしょうね。 
 今後も派遣される教員が多いので，現地での状況を事前に知れる今回の報告会は有意義だったと思う。

また，派遣されない教員も現地の状況を知ることができ，情報を共有することで，今後の人材育成を考

える材料になったと思う。 
 現地での任務お疲れ様でした。貴重な発表どうもありがとうございました。 
 今後派遣されるチームの報告も行って下さい。 
 派遣された方の考え方がよく伝わる内容でした。派遣された際の具体的なイメージがついて良かったと

思う。 
 ニュースなどで得る情報より，もっと深刻な状況が伝わってきた。住民の方々が，少しでも早く笑顔に

戻れるように，援助を続けていった方がいいと思った。 
 お疲れ様でした。現地での様子や対応などが理解できました。ありがとうございました。 
 育児期により求められることが変わってくることが理解できた。今後も報告を是非聞きたい。 
 せっかく改善部分等があるのに，大学として何も対応していないのが残念でした 
 お疲れ様でした。看護者役割について再度考えてみたいです。 
 大変ご苦労さまでした。保健学研究科内だけでなく，大学全体に向けての報告会も行うことが望ましい

と思います。 
 詳細な報告であり，保健学研究科の今後の活動に対する示唆が得られたのではないでしょうか。 
 継続的な報告会，支援が必要かと思いました。 
 こういう場は大切だと思います。 
 思ったよりも忘れていたことが分かった。 
 情報を共有するという目的に合致して非常に良かった。具体的な経験を今後の活動に生かすことが大切
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であろう。 

 生の声というか，臨場感のある話が聴けて良かったと思います。実際に情報がオープンになってないこ

とが，住民の方に非常に大きなリスクを課している結果になってしまったのですね。多様な助教にある

人々に対応する困難さはあっても，これを一つ一つ解決していかなければならないですね。各先生方の

発表を聴き，それぞれの立場で非常に適切に行動，活動されてきたことに敬意を表します。 

 調査チームの先生方，大変ご苦労さまでした。 

 貴重な報告を聞いて，勉強になりました。 

 意見も含めての発表で，有益であった。 

 極めて有意義な報告会でした。聴衆が少なかったのが残念です。研究科の全員に出席して欲しかったと

思います。 

 わかりやすいスライドで良かった。 

 お疲れ様でした。実際に行かれた先生方の生のお話しは非常に印象深いものでした。 

 調査チームメンバーの皆様のご尽力に敬意を表します。 

 福島でのサーベイの実際の状況を知ることができて良かった。看護職ならではの視点で活動された先生

方には，とても参考になることがたくさんありました。避難所の物不足や，子供たちの遊び道具などは，

放射線の影響も大雪ですが，通常の避難所に関するケアも忘れてはいけないということを改めて感じま

した。恐らく，避難所生活も充分なものではないのでしょう。様々なトラブルも起きていている（避難

している住民間でのトラブル，物品の格差，特に災害弱者といわれる人たちのケアなど）と伺っており

ますので，サーベイに入ったことで外からみて分かることについて，可能な範囲で改善への提言もでき

たら，なお良いのではないかと思いました。 

 実際に現地でどのような調査をしていたかを知れて，とても勉強になりました。また，写真を使った紹

介がとてもわかりやすかったです。 

 福祉までの活動について，詳しく聞くことができて良かった。弘前大学のチームが信頼されてスク  リ

ーニングを任されていたことがわかった。これまでの活動での改善すべき点は，できるだけ今後の活動

に生かして欲しいと思った。
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コントロールされているものなのでしょうね。 
 今後も派遣される教員が多いので，現地での状況を事前に知れる今回の報告会は有意義だったと思う。

また，派遣されない教員も現地の状況を知ることができ，情報を共有することで，今後の人材育成を考

える材料になったと思う。 
 現地での任務お疲れ様でした。貴重な発表どうもありがとうございました。 
 今後派遣されるチームの報告も行って下さい。 
 派遣された方の考え方がよく伝わる内容でした。派遣された際の具体的なイメージがついて良かったと

思う。 
 ニュースなどで得る情報より，もっと深刻な状況が伝わってきた。住民の方々が，少しでも早く笑顔に

戻れるように，援助を続けていった方がいいと思った。 
 お疲れ様でした。現地での様子や対応などが理解できました。ありがとうございました。 
 育児期により求められることが変わってくることが理解できた。今後も報告を是非聞きたい。 
 せっかく改善部分等があるのに，大学として何も対応していないのが残念でした 
 お疲れ様でした。看護者役割について再度考えてみたいです。 
 大変ご苦労さまでした。保健学研究科内だけでなく，大学全体に向けての報告会も行うことが望ましい

と思います。 
 詳細な報告であり，保健学研究科の今後の活動に対する示唆が得られたのではないでしょうか。 
 継続的な報告会，支援が必要かと思いました。 
 こういう場は大切だと思います。 
 思ったよりも忘れていたことが分かった。 
 情報を共有するという目的に合致して非常に良かった。具体的な経験を今後の活動に生かすことが大切
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であろう。 

 生の声というか，臨場感のある話が聴けて良かったと思います。実際に情報がオープンになってないこ

とが，住民の方に非常に大きなリスクを課している結果になってしまったのですね。多様な助教にある

人々に対応する困難さはあっても，これを一つ一つ解決していかなければならないですね。各先生方の

発表を聴き，それぞれの立場で非常に適切に行動，活動されてきたことに敬意を表します。 

 調査チームの先生方，大変ご苦労さまでした。 

 貴重な報告を聞いて，勉強になりました。 

 意見も含めての発表で，有益であった。 

 極めて有意義な報告会でした。聴衆が少なかったのが残念です。研究科の全員に出席して欲しかったと

思います。 

 わかりやすいスライドで良かった。 

 お疲れ様でした。実際に行かれた先生方の生のお話しは非常に印象深いものでした。 

 調査チームメンバーの皆様のご尽力に敬意を表します。 

 福島でのサーベイの実際の状況を知ることができて良かった。看護職ならではの視点で活動された先生

方には，とても参考になることがたくさんありました。避難所の物不足や，子供たちの遊び道具などは，

放射線の影響も大雪ですが，通常の避難所に関するケアも忘れてはいけないということを改めて感じま

した。恐らく，避難所生活も充分なものではないのでしょう。様々なトラブルも起きていている（避難

している住民間でのトラブル，物品の格差，特に災害弱者といわれる人たちのケアなど）と伺っており

ますので，サーベイに入ったことで外からみて分かることについて，可能な範囲で改善への提言もでき

たら，なお良いのではないかと思いました。 

 実際に現地でどのような調査をしていたかを知れて，とても勉強になりました。また，写真を使った紹

介がとてもわかりやすかったです。 

 福祉までの活動について，詳しく聞くことができて良かった。弘前大学のチームが信頼されてスク  リ

ーニングを任されていたことがわかった。これまでの活動での改善すべき点は，できるだけ今後の活動

に生かして欲しいと思った。
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資料２ 平成２３年度第１回緊急被ばく医療研修報告会アンケートと集計 

平成 23年度 第 1 回緊急被ばく医療研修報告会アンケート 

ご回答宜しくお願いします。（回答 34 名（参加者 34 名）） 
 
1. ご所属をお知らせ下さい。 

□ ①保健学科学生（0 名；0％）  
看護学専攻 1 年生（0 名：0％）4 年生（0 名：0％） 

   放射線技術科学専攻 2 年生（0 名：0％） 
   検査技術科学専攻 4 年生（0 名：0％） 
□ ②大学院生（1 名； 2.9 ％） 
   前期課程 生体機能科学領域：1 名（2.9 ％）  後期課程 医療生命科学領域：0 名（0 ％） 

 看護学領域：0 名（0％） 
□ ③保健学研究科教員（ 28 名；82.3％）        

健康支援科学領域：18 名（ 52.9％）  医療生命科学領域：10 名（29.4％） 
□ ④保健学研究科事務職員（3 名；8.9％） 
□ ⑤その他（2 名；5.9％） 

・附属病院看護師，被ばく医療総合研究所事務職員 

2. 今回の報告会をどのように知りましたか？（複数回答あり） 

□ ①サイボウズでの案内（ 17 名；40.5％） □ ②ポスター（9 名；21.4％） 
□ ③ホームページ（0 名；0％）   
□ ④その他（16 名； 38.1％） 

・学内メール，発表者だから，発表者からの紹介，被ばく検討委員会に所属 他 

3. 今回の報告会に満足いただけましたか？  
□ ①満足（20 名；58.8％） 
  ・参加人数は少なかったが，被ばく医療プロジェクトの問題点や課題を議論できたと思います。 
□ ②どちらかといえば満足（13 名；38.2％） 
  ・もう少しディスカッションの時間があったほうが良かったかも知れません。（特に現職者研修の報 

告について） 
□ ③どちらともいえない（1 名；3.0％） 
□ ④どちらかといえば不満足（0 名；0％） □ ⑤不満足（0 名；0％） 

・専門的な内容が多くわかりにくかった     ・研修目的があいまいで緊急被ばく医療への応用

への具体性が見えない 
4. 報告内容はわかりやすかったですか？  
□ ①大変わかりやすかった（ 21 名；61.8％） □ ②わかりやすかった（13 名；38.2％） 
□ ③どちらともいえない（0 名； 0％） □ ④難しかった（0 名；0％） 
□ ⑤大変難しかった（0 名；0％） 

5. ご意見・ご感想等ございましたらご記入下さい。 

・蓄積の大切さ，繰り返しの大切さを改めて感じさせられました。 
・参加者が少なく，報告会はどれほど必要とされているのでしょうか。疑問です。スライド作成に労力を

割いても...といった感じです。 
・被ばく医療について全く知識がなく，現状を知りたいと思い参加しました。専門的知識の取得，スタッ

フやリーダーにはなれなくても，初級コースへの参加をしたいと感じました。プロジェクトを担当して

いる先生方の活動に頭が下がります。ありがとうございました。 
・参加者の方のインプットを多数の方にアウトプットするこのような機会は実施することが重要だと思う

が，参加者を増やす方策が必要だと感じた。研究科全体の連携を深める必要がある。 
・現職者教育のマンパワーが足りないことが報告されたが，今後の事業の継続性を考えるとその対応は非

常に重要だと思われます（業務が特定の教員に集中していることも含めて）。医療従事者コースは現実的

な対応の説明があり，我々のスタッフも勉強になるのではと思いました。REAC/TS 研修は，これまで頑

張ってきたスタッフがこれから参加すれば有意義なものになるのではないでしょうか。 
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資料３ 平成２３年度第２回緊急被ばく医療研修報告会アンケートと集計 
 

平成 23年度 第 2回緊急被ばく医療研修報告会アンケート 
 

ご回答宜しくお願いします。（回答 41 名（参加者 41 名）） 
 
1. ご所属をお知らせ下さい。 

□ ①保健学科学生（6 名；14.6％）  
看護学専攻 2 年生（ 2 名：4.9％）3 年生（ 1 名：2.4％） 

   放射線技術科学専攻 1 年生（1 名：2.4％） 
   検査技術科学専攻 4 年生（2 名：4.9％） 
□ ②大学院生（ 1 名；2.4 ％） 
   前期課程 看護学領域：1 名（2.4％）  
□ ③保健学研究科教員（25 名；60.9％）        

健康支援科学領域：19 名（ 46.3％）  医療生命科学領域：6 名（14.6％） 
□ ④保健学研究科事務職員（5 名；12.2％） 
□ ⑤その他（4 名；9.7％） 

・弘前医療福祉大学教員 
・看護職員 
・自衛隊大湊病院 

2. 今回の報告会をどのように知りましたか？（複数回答あり） 

□ ①サイボウズでの案内（ 25 名；60.9％） □ ②ポスター（ 10 名；24.4％） 
□ ③ホームページ（ 1 名； 2.4％）   
□ ④その他（11 名；26.8 ％） 

・指導教員から伺った 
・大学内での案内 
・大学から出された研修報告会の案内 

3. 今回の報告会に満足いただけましたか？  
□ ①満足（26 名；63.4％） 
  ・被ばく医療について知ることができ勉強になった。 
□ ②どちらかといえば満足（12 名；29.3％） 
  ・報告会は満足でしたが，もっとたくさんの方に来ていただき話を聞いて欲しいと思いました。 
□ ③どちらともいえない（1 名；2.4％） 
□ ④どちらかといえば不満足（ 0 名；0％） □ ⑤不満足（ 0 名；0％） 

・ 

4. 報告内容はわかりやすかったですか？  
□ ①大変わかりやすかった（ 21 名；51.2％） □ ②わかりやすかった（18 名；43.9％） 
□ ③どちらともいえない（1 名；2.4％） □ ④難しかった（0 名；0％） 
□ ⑤大変難しかった（  0 名；0％） 

5. ご意見・ご感想等ございましたらご記入下さい。 

・遅れて参加したので，前半をほとんど聞くことが出来なかったのが非常に残念でした。SPEEDI が使え

るかどうかは，その時にならないと分かりませんが，現在のシステムはほとんどが電子機器に頼る状況

なので，停電に対する対処は非常に重要であるとあらためて思う。福島の事故を経験した日本だからこ

そこのような対策の先駆けとなる必要があると思う。 
・「弘前大学保健学研究科からの情報発信」という事で，米国で福島第一原発事故と弘前大学の活動を講演

されたと聞き，これまでのいろんな研修で得た知識・技術が実を結ぶ段階になったことを実感した。 
・野戸先生，北宮先生の発表では，ニュースなどでは見られない検査を受けている方々や，またその心理

状況について知ることが出来，改めて看護はあらゆる場に必要なのだと勉強させていただいた。井瀧先

生が行った講座なども，モニタリングだけでなく市民がわかるような難易度で，知っておくべき内容を

中心とした講座を市民または学生向けに開いたらいいのにと思った。最後の川添先生の発表ではヨウ素

薬がとても苦いのだという事もわかったが，先生が研修した後に学んだといっていたメンタルヘルスの 
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資料２ 平成２３年度第１回緊急被ばく医療研修報告会アンケートと集計 

 

平成 23年度 第 1回緊急被ばく医療研修報告会アンケート 

ご回答宜しくお願いします。（回答 34 名（参加者 34 名）） 
 
1. ご所属をお知らせ下さい。 

□ ①保健学科学生（0 名；0％）  
看護学専攻 1 年生（0 名：0％）4 年生（0 名：0％） 

   放射線技術科学専攻 2 年生（0 名：0％） 
   検査技術科学専攻 4 年生（0 名：0％） 
□ ②大学院生（1 名； 2.9 ％） 
   前期課程 生体機能科学領域：1 名（2.9 ％）  後期課程 医療生命科学領域：0 名（0 ％） 

 看護学領域：0 名（0％） 
□ ③保健学研究科教員（ 28 名；82.3％）        

健康支援科学領域：18 名（ 52.9％）  医療生命科学領域：10 名（29.4％） 
□ ④保健学研究科事務職員（3 名；8.9％） 
□ ⑤その他（2 名；5.9％） 

・附属病院看護師，被ばく医療総合研究所事務職員 

2. 今回の報告会をどのように知りましたか？（複数回答あり） 

□ ①サイボウズでの案内（ 17 名；40.5％） □ ②ポスター（9 名；21.4％） 
□ ③ホームページ（0 名；0％）   
□ ④その他（16 名； 38.1％） 

・学内メール，発表者だから，発表者からの紹介，被ばく検討委員会に所属 他 

3. 今回の報告会に満足いただけましたか？  
□ ①満足（20 名；58.8％） 
  ・参加人数は少なかったが，被ばく医療プロジェクトの問題点や課題を議論できたと思います。 
□ ②どちらかといえば満足（13 名；38.2％） 
  ・もう少しディスカッションの時間があったほうが良かったかも知れません。（特に現職者研修の報 

告について） 
□ ③どちらともいえない（1 名；3.0％） 
□ ④どちらかといえば不満足（0 名；0％） □ ⑤不満足（0 名；0％） 

・専門的な内容が多くわかりにくかった     ・研修目的があいまいで緊急被ばく医療への応用へ 
の具体性が見えない 

4. 報告内容はわかりやすかったですか？  
□ ①大変わかりやすかった（ 21 名；61.8％） □ ②わかりやすかった（13 名；38.2％） 
□ ③どちらともいえない（0 名； 0％） □ ④難しかった（0 名；0％） 
□ ⑤大変難しかった（0 名；0％） 

5. ご意見・ご感想等ございましたらご記入下さい。 

・蓄積の大切さ，繰り返しの大切さを改めて感じさせられました。 
・参加者が少なく，報告会はどれほど必要とされているのでしょうか。疑問です。スライド作成に労力を割いて 

も...といった感じです。 
・被ばく医療について全く知識がなく，現状を知りたいと思い参加しました。専門的知識の取得，スタッフやリ 

ーダーにはなれなくても，初級コースへの参加をしたいと感じました。プロジェクトを担当している先生方の 
活動に頭が下がります。ありがとうございました。 

・参加者の方のインプットを多数の方にアウトプットするこのような機会は実施することが重要だと思うが，参 
加者を増やす方策が必要だと感じた。研究科全体の連携を深める必要がある。 

・現職者教育のマンパワーが足りないことが報告されたが，今後の事業の継続性を考えるとその対応は非常に重 
要だと思われます（業務が特定の教員に集中していることも含めて）。医療従事者コースは現実的な対応の説明 
があり，我々のスタッフも勉強になるのではと思いました。REAC/TS 研修は，これまで頑張ってきたスタッフ 
がこれから参加すれば有意義なものになるのではないでしょうか。 
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資料２ 平成２３年度第１回緊急被ばく医療研修報告会アンケートと集計 

平成 23年度 第 1回緊急被ばく医療研修報告会アンケート 

ご回答宜しくお願いします。（回答 34 名（参加者 34 名）） 
 
1. ご所属をお知らせ下さい。 

□ ①保健学科学生（0 名；0％）  
看護学専攻 1 年生（0 名：0％）4 年生（0 名：0％） 

   放射線技術科学専攻 2 年生（0 名：0％） 
   検査技術科学専攻 4 年生（0 名：0％） 
□ ②大学院生（1 名； 2.9 ％） 
   前期課程 生体機能科学領域：1 名（2.9 ％）  後期課程 医療生命科学領域：0 名（0 ％） 

 看護学領域：0 名（0％） 
□ ③保健学研究科教員（ 28 名；82.3％）        

健康支援科学領域：18 名（ 52.9％）  医療生命科学領域：10 名（29.4％） 
□ ④保健学研究科事務職員（3 名；8.9％） 
□ ⑤その他（2 名；5.9％） 

・附属病院看護師，被ばく医療総合研究所事務職員 

2. 今回の報告会をどのように知りましたか？（複数回答あり） 

□ ①サイボウズでの案内（ 17 名；40.5％） □ ②ポスター（9 名；21.4％） 
□ ③ホームページ（0 名；0％）   
□ ④その他（16 名； 38.1％） 

・学内メール，発表者だから，発表者からの紹介，被ばく検討委員会に所属 他 

3. 今回の報告会に満足いただけましたか？  
□ ①満足（20 名；58.8％） 
  ・参加人数は少なかったが，被ばく医療プロジェクトの問題点や課題を議論できたと思います。 
□ ②どちらかといえば満足（13 名；38.2％） 
  ・もう少しディスカッションの時間があったほうが良かったかも知れません。（特に現職者研修の報 

告について） 
□ ③どちらともいえない（1 名；3.0％） 
□ ④どちらかといえば不満足（0 名；0％） □ ⑤不満足（0 名；0％） 

・専門的な内容が多くわかりにくかった     ・研修目的があいまいで緊急被ばく医療への応用

への具体性が見えない 
4. 報告内容はわかりやすかったですか？  
□ ①大変わかりやすかった（ 21 名；61.8％） □ ②わかりやすかった（13 名；38.2％） 
□ ③どちらともいえない（0 名； 0％） □ ④難しかった（0 名；0％） 
□ ⑤大変難しかった（0 名；0％） 

5. ご意見・ご感想等ございましたらご記入下さい。 

・蓄積の大切さ，繰り返しの大切さを改めて感じさせられました。 
・参加者が少なく，報告会はどれほど必要とされているのでしょうか。疑問です。スライド作成に労力を

割いても...といった感じです。 
・被ばく医療について全く知識がなく，現状を知りたいと思い参加しました。専門的知識の取得，スタッ

フやリーダーにはなれなくても，初級コースへの参加をしたいと感じました。プロジェクトを担当して

いる先生方の活動に頭が下がります。ありがとうございました。 
・参加者の方のインプットを多数の方にアウトプットするこのような機会は実施することが重要だと思う

が，参加者を増やす方策が必要だと感じた。研究科全体の連携を深める必要がある。 
・現職者教育のマンパワーが足りないことが報告されたが，今後の事業の継続性を考えるとその対応は非

常に重要だと思われます（業務が特定の教員に集中していることも含めて）。医療従事者コースは現実的

な対応の説明があり，我々のスタッフも勉強になるのではと思いました。REAC/TS 研修は，これまで頑

張ってきたスタッフがこれから参加すれば有意義なものになるのではないでしょうか。 
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資料３ 平成２３年度第２回緊急被ばく医療研修報告会アンケートと集計 
 

平成 23年度 第 2 回緊急被ばく医療研修報告会アンケート 
 

ご回答宜しくお願いします。（回答 41 名（参加者 41 名）） 
 
1. ご所属をお知らせ下さい。 

□ ①保健学科学生（6 名；14.6％）  
看護学専攻 2 年生（ 2 名：4.9％）3 年生（ 1 名：2.4％） 

   放射線技術科学専攻 1 年生（1 名：2.4％） 
   検査技術科学専攻 4 年生（2 名：4.9％） 
□ ②大学院生（ 1 名；2.4 ％） 
   前期課程 看護学領域：1 名（2.4％）  
□ ③保健学研究科教員（25 名；60.9％）        

健康支援科学領域：19 名（ 46.3％）  医療生命科学領域：6 名（14.6％） 
□ ④保健学研究科事務職員（5 名；12.2％） 
□ ⑤その他（4 名；9.7％） 

・弘前医療福祉大学教員 
・看護職員 
・自衛隊大湊病院 

2. 今回の報告会をどのように知りましたか？（複数回答あり） 

□ ①サイボウズでの案内（ 25 名；60.9％） □ ②ポスター（ 10 名；24.4％） 
□ ③ホームページ（ 1 名； 2.4％）   
□ ④その他（11 名；26.8 ％） 

・指導教員から伺った 
・大学内での案内 
・大学から出された研修報告会の案内 

3. 今回の報告会に満足いただけましたか？  
□ ①満足（26 名；63.4％） 
  ・被ばく医療について知ることができ勉強になった。 
□ ②どちらかといえば満足（12 名；29.3％） 
  ・報告会は満足でしたが，もっとたくさんの方に来ていただき話を聞いて欲しいと思いました。 
□ ③どちらともいえない（1 名；2.4％） 
□ ④どちらかといえば不満足（ 0 名；0％） □ ⑤不満足（ 0 名；0％） 

・ 

4. 報告内容はわかりやすかったですか？  
□ ①大変わかりやすかった（ 21 名；51.2％） □ ②わかりやすかった（18 名；43.9％） 
□ ③どちらともいえない（1 名；2.4％） □ ④難しかった（0 名；0％） 
□ ⑤大変難しかった（  0 名；0％） 

5. ご意見・ご感想等ございましたらご記入下さい。 

・遅れて参加したので，前半をほとんど聞くことが出来なかったのが非常に残念でした。SPEEDI が使え

るかどうかは，その時にならないと分かりませんが，現在のシステムはほとんどが電子機器に頼る状況

なので，停電に対する対処は非常に重要であるとあらためて思う。福島の事故を経験した日本だからこ

そこのような対策の先駆けとなる必要があると思う。 
・「弘前大学保健学研究科からの情報発信」という事で，米国で福島第一原発事故と弘前大学の活動を講演

されたと聞き，これまでのいろんな研修で得た知識・技術が実を結ぶ段階になったことを実感した。 
・野戸先生，北宮先生の発表では，ニュースなどでは見られない検査を受けている方々や，またその心理

状況について知ることが出来，改めて看護はあらゆる場に必要なのだと勉強させていただいた。井瀧先

生が行った講座なども，モニタリングだけでなく市民がわかるような難易度で，知っておくべき内容を

中心とした講座を市民または学生向けに開いたらいいのにと思った。最後の川添先生の発表ではヨウ素

薬がとても苦いのだという事もわかったが，先生が研修した後に学んだといっていたメンタルヘルスの 
 

Ⅲ 各部門の活動報告 ２．教育部門 

資料２ 平成２３年度第１回緊急被ばく医療研修報告会アンケートと集計 

 

平成 23年度 第 1回緊急被ばく医療研修報告会アンケート 

ご回答宜しくお願いします。（回答 34 名（参加者 34 名）） 
 
1. ご所属をお知らせ下さい。 

□ ①保健学科学生（0 名；0％）  
看護学専攻 1 年生（0 名：0％）4 年生（0 名：0％） 

   放射線技術科学専攻 2 年生（0 名：0％） 
   検査技術科学専攻 4 年生（0 名：0％） 
□ ②大学院生（1 名； 2.9 ％） 
   前期課程 生体機能科学領域：1 名（2.9 ％）  後期課程 医療生命科学領域：0 名（0 ％） 

 看護学領域：0 名（0％） 
□ ③保健学研究科教員（ 28 名；82.3％）        

健康支援科学領域：18 名（ 52.9％）  医療生命科学領域：10 名（29.4％） 
□ ④保健学研究科事務職員（3 名；8.9％） 
□ ⑤その他（2 名；5.9％） 

・附属病院看護師，被ばく医療総合研究所事務職員 

2. 今回の報告会をどのように知りましたか？（複数回答あり） 

□ ①サイボウズでの案内（ 17 名；40.5％） □ ②ポスター（9 名；21.4％） 
□ ③ホームページ（0 名；0％）   
□ ④その他（16 名； 38.1％） 

・学内メール，発表者だから，発表者からの紹介，被ばく検討委員会に所属 他 

3. 今回の報告会に満足いただけましたか？  
□ ①満足（20 名；58.8％） 
  ・参加人数は少なかったが，被ばく医療プロジェクトの問題点や課題を議論できたと思います。 
□ ②どちらかといえば満足（13 名；38.2％） 
  ・もう少しディスカッションの時間があったほうが良かったかも知れません。（特に現職者研修の報 

告について） 
□ ③どちらともいえない（1 名；3.0％） 
□ ④どちらかといえば不満足（0 名；0％） □ ⑤不満足（0 名；0％） 

・専門的な内容が多くわかりにくかった     ・研修目的があいまいで緊急被ばく医療への応用へ 
の具体性が見えない 

4. 報告内容はわかりやすかったですか？  
□ ①大変わかりやすかった（ 21 名；61.8％） □ ②わかりやすかった（13 名；38.2％） 
□ ③どちらともいえない（0 名； 0％） □ ④難しかった（0 名；0％） 
□ ⑤大変難しかった（0 名；0％） 

5. ご意見・ご感想等ございましたらご記入下さい。 

・蓄積の大切さ，繰り返しの大切さを改めて感じさせられました。 
・参加者が少なく，報告会はどれほど必要とされているのでしょうか。疑問です。スライド作成に労力を割いて 

も...といった感じです。 
・被ばく医療について全く知識がなく，現状を知りたいと思い参加しました。専門的知識の取得，スタッフやリ 

ーダーにはなれなくても，初級コースへの参加をしたいと感じました。プロジェクトを担当している先生方の 
活動に頭が下がります。ありがとうございました。 

・参加者の方のインプットを多数の方にアウトプットするこのような機会は実施することが重要だと思うが，参 
加者を増やす方策が必要だと感じた。研究科全体の連携を深める必要がある。 

・現職者教育のマンパワーが足りないことが報告されたが，今後の事業の継続性を考えるとその対応は非常に重 
要だと思われます（業務が特定の教員に集中していることも含めて）。医療従事者コースは現実的な対応の説明 
があり，我々のスタッフも勉強になるのではと思いました。REAC/TS 研修は，これまで頑張ってきたスタッフ 
がこれから参加すれば有意義なものになるのではないでしょうか。 
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方が勉強になった。Good listener になるというのは本当に大切なことだと思った。 
・なかなか，放射線や被ばく医療に関する情報がなかったため，勉強になった。昨年まで，10 年ほどむつ

市を離れていたが実際にむつ市内で放射線の話題がタブー視されている部分があると思う。今後の啓蒙

活動についても期待している。川添先生のストレスマネジメントのお話が印象的だった。 
・いつも参加（聴講）しているメンバーが限られているように思う。学生や院生，保健学研究科職員と，

もう少し参加するように働きかけなければならないと思う。 
・アメリカでの関心や反応を聴講できたことがよかった。 
・川添先生のストレスマネジメントに関する内容を，本学の現職員研修でも伝えられると良いと思った。 
・外国での発信内容を新しく聞けたことは良かった。初のモニタリング研修についてどこに活かすことが

課題のように思われる。新任の先生にとっては県の研修会は有意義であることが再確認された。 
・野戸先生，北宮先生がアメリカで情報発信型の講演が出来たことは，被ばく医療検討委員会にとっても

おおきな一歩になったと思う。 
・原子力災害時における弘前大学の取り組みの内容を知る機会となり，現場の様子や問題点といった話を

聞けて非常に興味深く感じた。 
・福島での原子力災害による弘前大学の対応を聞けて良かった。 
・放射線サーベイの様子がわかり，どのように被災者の方達と接するのか。 
・今現在，3.11 以降，放射能汚染の問題に日本が敏感になっている。このような報告会を通して正しい知

識を身に着けられることは大変重要だと感じた。 
 
 
 

４）講演会・セミナー 

①第 1回緊急被ばく医療検討委員会講演会  

「米軍放射線生物学研究所に留学して ～未成熟染色体凝集法に関する基礎的研究～」 

 

日時：平成 23 年 6月 9日（木）17:40～19:30 

場所：弘前大学大学院保健学研究科 第 24講義室（総合研究棟６階） 

講師：弘前大学大学院保健学研究科 病態解析科学分野 三浦富智 先生 

対象：弘前大学大学院保健学研究科教職員 弘前大学医学部保健学科学生 

弘前大学大学院保健学研究科学生 弘前大学医学部附属病院職員 

その他 

主催：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 

 

１．開催趣旨 

演者は平成 22 年 3 月より米軍放射線生物学研究所（The Armed Forces Radiobiology 

Research Institute (AFRRI)）に 1 年間留学し，主に細胞遺伝学的生物線量評価

（cytogenetic biodosimetry）に関する研究を行った。本講演会では，細胞遺伝学的線量

評価手法を概説し，細胞遺伝学的線量評価手法の一つである未成熟染色体凝集法

（premature chromosome condensation（PCC） assay）における問題解決に向けた取り組

みや，その研究から得られた新たな知見について紹介する。また，研究成果に加え，留学

の準備，AFRRIでの研究環境，および生活環境を紹介することで保健学研究科における長期

海外留学（研修）制度の継続の一助となることを期待すると共に，本学教員および学生の

資質の向上を目的とした。 
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２．講演の成果 

参加者は 57名であり，講演会後のアンケート回収は 57部（学部学生 26名・大学院学生

3 名，研究科教職員 26名，附属病院職員 0名，無回答 2名）であった。 

参加者の 28名（49.1％）が保健学研究科教職員からの紹介で参加しており，次いでポス

ター8名，サイボウズ掲示 7名，ホームページ 6名，授業 5名，無回答 6 名であった。 

 講演会への満足度は「満足」が 39名（68.4％）と高く，次いで「どちらかというと満足」

13 名（22.8％），「どちらでもない」2名，「どちらかといえば不満足」1名，無回答 2名と，

9 割以上が満足しているとの結果であった。 

 また，講演の内容については，「わかりやすかった」28名（49.1％），「どちらかといえば

わかりやすかった」16名（28.1％），「どちからというと難しかった」7名，「難しかった」

5 名，無回答 1名であった。専門的な内容があったため，分野の異なる人にとっては難しさ

を感じたものが少数ではあるがいたようである。 

 講演の内容は役立つものかについては，「役立つ」26 名（45.6％），「どちらかといえば役

立つ」25名（43.9％），「どちらでもない」5名，無回答 1名であった。 

  またこのような機会に出席したいかについては，「出席したい」42 名（73.7％），「どちら

かといえば出席したい」12 名（21.1％），「どちらでもない」2 名，無回答 1 名であった。

参加者の 9割が参加したいと回答した。 

 もっと詳しく知りたい内容では，「ＰＣＣ法やＣＰＩの評価など」，「Ｆｕｚｚｙが出現す

る機序」，「アメリカ以外では，国際的な取り組みがあるのか」，「ＣＰＩについて」，「染色

体を用いた線量評価法の各手法の詳細(特徴・利点・欠点)」とより具体的な内容から，「留

学して良かったこと」や「福島で染色体解析は行われているのか」といった福島での活動

まで，多岐にわたっていた。 

 講演会の内容や企画・運営に関しての意見としては，「今後もこういった企画があれば，

積極的に参加したいと思います。気軽に参加できる機会があると嬉しい」，「ぜひまた企画

して欲しい」，「留学の話が，とても参考になった。これからたくさん勉強して，自分を表

現できるようになりたい」といった肯定的な意見が寄せられた。また，「オープンセミナー

をやりましょう」や「コミュニケーション不足を感じるので，何気ない議論ができるよう

になればと思う」というような，教員間の交流を求めている声が寄せられた。 

 

３．おわりに 

学内講師を迎えての初めての講演会を企画した。アメリカ留学を終えて帰ってきた先生

ということもあり，被ばくに関心が薄い学生も留学の話を聞ける機会として参加してくれ

たようである。病気をしたことやスタッフの中で認めてもらう過程は，これから留学を志

す学生にとって，刺激となったようである。内容は，専門的な遺伝子の話であったが，素

人の私たちにもわかりやすく解説しながら，研究を紹介してくれて，大変有意義であった。

学内教員の研究をオープンに意見交換する機会は少ないが，意見にもあるようにじっくり 1

人の研究者の研究を聞く機会を設けたことは意義深かったと考える。 

 

（企画部門 北宮千秋） 
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方が勉強になった。Good listener になるというのは本当に大切なことだと思った。 
・なかなか，放射線や被ばく医療に関する情報がなかったため，勉強になった。昨年まで，10 年ほどむつ

市を離れていたが実際にむつ市内で放射線の話題がタブー視されている部分があると思う。今後の啓蒙

活動についても期待している。川添先生のストレスマネジメントのお話が印象的だった。 
・いつも参加（聴講）しているメンバーが限られているように思う。学生や院生，保健学研究科職員と，

もう少し参加するように働きかけなければならないと思う。 
・アメリカでの関心や反応を聴講できたことがよかった。 
・川添先生のストレスマネジメントに関する内容を，本学の現職員研修でも伝えられると良いと思った。 
・外国での発信内容を新しく聞けたことは良かった。初のモニタリング研修についてどこに活かすことが

課題のように思われる。新任の先生にとっては県の研修会は有意義であることが再確認された。 
・野戸先生，北宮先生がアメリカで情報発信型の講演が出来たことは，被ばく医療検討委員会にとっても

おおきな一歩になったと思う。 
・原子力災害時における弘前大学の取り組みの内容を知る機会となり，現場の様子や問題点といった話を

聞けて非常に興味深く感じた。 
・福島での原子力災害による弘前大学の対応を聞けて良かった。 
・放射線サーベイの様子がわかり，どのように被災者の方達と接するのか。 
・今現在，3.11 以降，放射能汚染の問題に日本が敏感になっている。このような報告会を通して正しい知

識を身に着けられることは大変重要だと感じた。 
 
 
 

４）講演会・セミナー 

①第 1回緊急被ばく医療検討委員会講演会  

「米軍放射線生物学研究所に留学して ～未成熟染色体凝集法に関する基礎的研究～」 

 

日時：平成 23 年 6月 9日（木）17:40～19:30 

場所：弘前大学大学院保健学研究科 第 24講義室（総合研究棟６階） 

講師：弘前大学大学院保健学研究科 病態解析科学分野 三浦富智 先生 

対象：弘前大学大学院保健学研究科教職員 弘前大学医学部保健学科学生 

弘前大学大学院保健学研究科学生 弘前大学医学部附属病院職員 

その他 

主催：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 

 

１．開催趣旨 

演者は平成 22 年 3 月より米軍放射線生物学研究所（The Armed Forces Radiobiology 

Research Institute (AFRRI)）に 1 年間留学し，主に細胞遺伝学的生物線量評価

（cytogenetic biodosimetry）に関する研究を行った。本講演会では，細胞遺伝学的線量

評価手法を概説し，細胞遺伝学的線量評価手法の一つである未成熟染色体凝集法

（premature chromosome condensation（PCC） assay）における問題解決に向けた取り組

みや，その研究から得られた新たな知見について紹介する。また，研究成果に加え，留学

の準備，AFRRIでの研究環境，および生活環境を紹介することで保健学研究科における長期

海外留学（研修）制度の継続の一助となることを期待すると共に，本学教員および学生の

資質の向上を目的とした。 
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２．講演の成果 

参加者は 57名であり，講演会後のアンケート回収は 57部（学部学生 26名・大学院学生

3 名，研究科教職員 26名，附属病院職員 0名，無回答 2名）であった。 

参加者の 28名（49.1％）が保健学研究科教職員からの紹介で参加しており，次いでポス

ター8名，サイボウズ掲示 7名，ホームページ 6名，授業 5名，無回答 6名であった。 

 講演会への満足度は「満足」が 39名（68.4％）と高く，次いで「どちらかというと満足」

13 名（22.8％），「どちらでもない」2名，「どちらかといえば不満足」1名，無回答 2名と，

9 割以上が満足しているとの結果であった。 

 また，講演の内容については，「わかりやすかった」28名（49.1％），「どちらかといえば

わかりやすかった」16名（28.1％），「どちからというと難しかった」7名，「難しかった」

5 名，無回答 1名であった。専門的な内容があったため，分野の異なる人にとっては難しさ

を感じたものが少数ではあるがいたようである。 

 講演の内容は役立つものかについては，「役立つ」26 名（45.6％），「どちらかといえば役

立つ」25名（43.9％），「どちらでもない」5名，無回答 1名であった。 

  またこのような機会に出席したいかについては，「出席したい」42 名（73.7％），「どちら

かといえば出席したい」12 名（21.1％），「どちらでもない」2 名，無回答 1 名であった。

参加者の 9割が参加したいと回答した。 

 もっと詳しく知りたい内容では，「ＰＣＣ法やＣＰＩの評価など」，「Ｆｕｚｚｙが出現す

る機序」，「アメリカ以外では，国際的な取り組みがあるのか」，「ＣＰＩについて」，「染色

体を用いた線量評価法の各手法の詳細(特徴・利点・欠点)」とより具体的な内容から，「留

学して良かったこと」や「福島で染色体解析は行われているのか」といった福島での活動

まで，多岐にわたっていた。 

 講演会の内容や企画・運営に関しての意見としては，「今後もこういった企画があれば，

積極的に参加したいと思います。気軽に参加できる機会があると嬉しい」，「ぜひまた企画

して欲しい」，「留学の話が，とても参考になった。これからたくさん勉強して，自分を表

現できるようになりたい」といった肯定的な意見が寄せられた。また，「オープンセミナー

をやりましょう」や「コミュニケーション不足を感じるので，何気ない議論ができるよう

になればと思う」というような，教員間の交流を求めている声が寄せられた。 

 

３．おわりに 

学内講師を迎えての初めての講演会を企画した。アメリカ留学を終えて帰ってきた先生

ということもあり，被ばくに関心が薄い学生も留学の話を聞ける機会として参加してくれ

たようである。病気をしたことやスタッフの中で認めてもらう過程は，これから留学を志

す学生にとって，刺激となったようである。内容は，専門的な遺伝子の話であったが，素

人の私たちにもわかりやすく解説しながら，研究を紹介してくれて，大変有意義であった。

学内教員の研究をオープンに意見交換する機会は少ないが，意見にもあるようにじっくり 1

人の研究者の研究を聞く機会を設けたことは意義深かったと考える。 

 

（企画部門 北宮千秋） 

 

 



緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 平成 23 年度活動成果報告書 

―８２― 

②第２回緊急被ばく医療検討委員会講演会  

 Ｒテロを想定した国民保護共同実動訓練の企画・運営の体験から 

 

日時：平成 23 年 10月 13日（木）17:40～19:10 

場所：弘前大学大学院保健学研究科 第 24講義室（総合研究棟６階） 

講師：茨城県保健福祉部保健予防課長 入江 ふじこ 先生 

対象：弘前大学大学院保健学研究科教職員 弘前大学医学部保健学科学生 

弘前大学大学院保健学研究科学生 弘前大学医学部附属病院職員 

青森県内保健行政関係者 その他 

主催：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 

 

１．開催趣旨 

弘前大学大学院保健学研究科では平成２０年度より「緊急被ばく医療人材育成」に取り

組んできた。 

平成２３年１月に行われた茨城県国民共同訓練は，ダーティボムによるテロを想定して

行われており，放射線物質による事故への対応を訓練した国内初の取り組みであった。本

学からも 7名の教員が見学させていただき，大がかりな想定での訓練と，視察者へのきめ

細やかな対応に感銘を受けた。 

有事の訓練体制について，緻密に計画され，実施されたご立場からのご講演は，防災訓

練の大切さと位置づけを再確認する機会となる。また，事例を想定し，他機関と協力しな

がら訓練を実施する過程を学ぶことは教育を行う上で重要な示唆を得ることができる。そ

こで，本学教員および学生の資質の向上を目的とした。 

 

２．講演の成果 

 本講演は，開催 1週前に，講師の都合により中止となった。そのため，2月にＲテロを想

定した国民保護共同実動訓練に関しての DVD上映会を企画した。 

 

（企画部門 北宮千秋） 

③第 3回緊急被ばく医療検討委員会講演会  

こころのケアを考える－原子力施設周辺住民への健康不安対策－ 

 

日時：平成 23 年 11月 11日（金）17:40～19:10 

場所：弘前大学大学院保健学研究科 第 24講義室（総合研究棟６階） 

講師：清泉女学院大学学長 吉川 武彦 先生 

対象：弘前大学大学院保健学研究科教職員  

弘前大学医学部保健学科学生 

弘前大学大学院保健学研究科学生  

弘前大学医学部附属病院職員 

青森県内保健行政関係者 その他 

主催：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 

 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 

―８３― 

１．開催趣旨  

弘前大学大学院保健学研究科では平成２０年度より「緊急被ばく医療人材育成」に取り

組んできた。 

3月 11日の東日本大震災に続いて福島原子力発電所の水素爆発が発生した。発電所内に

おける事後対応は，半年経った現在もまだトラブルが続いており，屋外退避を指示された

避難住民は，今後も不自由な生活を強いられるばかりでなく，将来的な健康不安が大きい

ことは容易に想像できる。保健学研究科の教職員は，福島の事故後にスクリーニングチー

ムとしての派遣経験を通して，住民のメンタルケアが重要であることを認識している。 

原子力事故時のメンタルケアについてはこ

れまでも 2回の講演会を開催しているが，今

回は，ＪＣＯ事故の時に，内閣府原子力安全

委員会「心のケア及び健康不安対策検討会」

委員長としての経験を持つ吉川氏に，原子力

災害時の健康不安の特性とその対応の基本に

ついてご教授いただく。本学教員および学生

の資質の向上を目的とした。 

 

２．講演の成果 

参加者は 120 名であり，講演会後のアンケート回収は 120部（学部学生 81名・大学院学

生 5名，研究科教職員 25名，附属病院職員 2名，学外施設 4名，一般参加 3名）であった。 

どのように講演会を知ったかについては，「授業を通じて」が 61名（50.8％），次いで「保

健学研究科教職員からの紹介」30 名，「ポスター」17 名，「ホームページ」9 名の順で多か

った。 

 講演会への満足度に関しては，「満足」が 59 名（49.2％）と高く，次いで「どちらかと

いうと満足」43 名（35.8％），「どちらでもない」13 名，「どちらかといえば不満足」1 名，

不満足 1名，無回答 3名であり，全参加者の 8.5割が満足しているとの回答であった。 

講演の内容については，「わかりやすかった」71名（59.1％），「どちらかといえばわかり

やすかった」41 名（34.1％），「どちらでもない」4 名，「どちからというと難しかった」4

名であり，9割以上がわかりやすかったとの回答であった。また，講演の内容は役立つもの

かについては，「役立つ」74 名（61.7％），「どちらかといえば役立つ」37名（30.8％），「ど

ちらでもない」8 名，「役に立たない」1 名であり，専門的な内容ではあるが，非常に分か

りやすく，かつメンタルケアの必要性とその活用が理解されやすい講演であったようであ

る。 

  またこのような講演会に出席したいかについては，「出席したい」47名（39.1％），「どち

らかといえば出席したい」47 名（39.1％），「どちらでもない」21 名，「どちらかといえば

出席したくない」5名であり，参加者の約 8割が参加したいと回答した。 

今回の講演会でもっと詳しく知りたいと思った内容については，「実例の紹介」，「原子力

安全研究協会で話し合われた具体的な内容や JCO 時の体験，今回の東日本大震災での経験

など」，「初期対応での具体的留意事項」，「福島原発周囲の住民に実際に触れ，対応した内

容について」，「具体的に医療側としてのケアについて」，「“きく”ことの方法など」といっ

た具体的な方法や実例，特に吉川先生がこれまでに体験してきた実例や東日本大震災にお

ける対応などの意見が多かった。 

講演会の内容や企画に関しての意見としては，「原発に対しての考えが今回の講演会で深
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②第２回緊急被ばく医療検討委員会講演会  

 Ｒテロを想定した国民保護共同実動訓練の企画・運営の体験から 

 

日時：平成 23 年 10月 13日（木）17:40～19:10 

場所：弘前大学大学院保健学研究科 第 24講義室（総合研究棟６階） 

講師：茨城県保健福祉部保健予防課長 入江 ふじこ 先生 

対象：弘前大学大学院保健学研究科教職員 弘前大学医学部保健学科学生 

弘前大学大学院保健学研究科学生 弘前大学医学部附属病院職員 

青森県内保健行政関係者 その他 

主催：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 

 

１．開催趣旨 

弘前大学大学院保健学研究科では平成２０年度より「緊急被ばく医療人材育成」に取り

組んできた。 

平成２３年１月に行われた茨城県国民共同訓練は，ダーティボムによるテロを想定して

行われており，放射線物質による事故への対応を訓練した国内初の取り組みであった。本

学からも 7名の教員が見学させていただき，大がかりな想定での訓練と，視察者へのきめ

細やかな対応に感銘を受けた。 

有事の訓練体制について，緻密に計画され，実施されたご立場からのご講演は，防災訓

練の大切さと位置づけを再確認する機会となる。また，事例を想定し，他機関と協力しな

がら訓練を実施する過程を学ぶことは教育を行う上で重要な示唆を得ることができる。そ

こで，本学教員および学生の資質の向上を目的とした。 

 

２．講演の成果 

 本講演は，開催 1週前に，講師の都合により中止となった。そのため，2月にＲテロを想

定した国民保護共同実動訓練に関しての DVD上映会を企画した。 

 

（企画部門 北宮千秋） 

③第 3回緊急被ばく医療検討委員会講演会  

こころのケアを考える－原子力施設周辺住民への健康不安対策－ 

 

日時：平成 23 年 11月 11日（金）17:40～19:10 

場所：弘前大学大学院保健学研究科 第 24講義室（総合研究棟６階） 

講師：清泉女学院大学学長 吉川 武彦 先生 

対象：弘前大学大学院保健学研究科教職員  

弘前大学医学部保健学科学生 

弘前大学大学院保健学研究科学生  

弘前大学医学部附属病院職員 

青森県内保健行政関係者 その他 

主催：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 
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１．開催趣旨  

弘前大学大学院保健学研究科では平成２０年度より「緊急被ばく医療人材育成」に取り

組んできた。 

3月 11日の東日本大震災に続いて福島原子力発電所の水素爆発が発生した。発電所内に

おける事後対応は，半年経った現在もまだトラブルが続いており，屋外退避を指示された

避難住民は，今後も不自由な生活を強いられるばかりでなく，将来的な健康不安が大きい

ことは容易に想像できる。保健学研究科の教職員は，福島の事故後にスクリーニングチー

ムとしての派遣経験を通して，住民のメンタルケアが重要であることを認識している。 

原子力事故時のメンタルケアについてはこ

れまでも 2回の講演会を開催しているが，今

回は，ＪＣＯ事故の時に，内閣府原子力安全

委員会「心のケア及び健康不安対策検討会」

委員長としての経験を持つ吉川氏に，原子力

災害時の健康不安の特性とその対応の基本に

ついてご教授いただく。本学教員および学生

の資質の向上を目的とした。 

 

２．講演の成果 

参加者は 120 名であり，講演会後のアンケート回収は 120部（学部学生 81名・大学院学

生 5名，研究科教職員 25名，附属病院職員 2名，学外施設 4名，一般参加 3名）であった。 

どのように講演会を知ったかについては，「授業を通じて」が 61名（50.8％），次いで「保

健学研究科教職員からの紹介」30 名，「ポスター」17 名，「ホームページ」9 名の順で多か

った。 

 講演会への満足度に関しては，「満足」が 59 名（49.2％）と高く，次いで「どちらかと

いうと満足」43 名（35.8％），「どちらでもない」13 名，「どちらかといえば不満足」1 名，

不満足 1名，無回答 3名であり，全参加者の 8.5割が満足しているとの回答であった。 

講演の内容については，「わかりやすかった」71名（59.1％），「どちらかといえばわかり

やすかった」41 名（34.1％），「どちらでもない」4 名，「どちからというと難しかった」4

名であり，9割以上がわかりやすかったとの回答であった。また，講演の内容は役立つもの

かについては，「役立つ」74 名（61.7％），「どちらかといえば役立つ」37名（30.8％），「ど

ちらでもない」8 名，「役に立たない」1 名であり，専門的な内容ではあるが，非常に分か

りやすく，かつメンタルケアの必要性とその活用が理解されやすい講演であったようであ

る。 

  またこのような講演会に出席したいかについては，「出席したい」47名（39.1％），「どち

らかといえば出席したい」47 名（39.1％），「どちらでもない」21 名，「どちらかといえば

出席したくない」5名であり，参加者の約 8割が参加したいと回答した。 

今回の講演会でもっと詳しく知りたいと思った内容については，「実例の紹介」，「原子力

安全研究協会で話し合われた具体的な内容や JCO 時の体験，今回の東日本大震災での経験

など」，「初期対応での具体的留意事項」，「福島原発周囲の住民に実際に触れ，対応した内

容について」，「具体的に医療側としてのケアについて」，「“きく”ことの方法など」といっ

た具体的な方法や実例，特に吉川先生がこれまでに体験してきた実例や東日本大震災にお

ける対応などの意見が多かった。 

講演会の内容や企画に関しての意見としては，「原発に対しての考えが今回の講演会で深
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５）市民公開講座 

 
企画部門 市民公開講座担当  千葉正司，成田大一，澄川幸志 

 
 企画部門の市民公開講座担当は，本学保健学研究科研究発表会（老年保健学分野の鈴木

光子講師，大津美香講師が担当）と協力し，「学んでみよう放射線」と題して市民公開講座

を共催した。また第 11回弘前大学総合文化祭「知の創造」において，上記「市民公開講座」

の講演内容並びに平成 22・23 年度「保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会」の４部門の

活動を，ポスター展「弘前大学保健学研究科の緊急被ばく医療に対する取り組みの紹介」

として開催し，さらに，それらのポスター内容を収録したカラー小冊子を作成して，本委

員会の活動を市民をはじめ県内外に広くアピールした。 

市民公開講座担当は，上記２企画の開催のため，保健学研究科研究発表会の担当者，緊

急被ばく医療の企画部門と検討委員会の先生方，本学総務グループの職員の方々に協力と

指導を仰ぎ，また学生の助力も乞うた。本開催に向けて，弘前大学の広報「INFO-HIRO」，

第 11 回弘前大学総合文化祭パンフレット「SPREAD」，弘前市の広報「ひろさき」には情報

掲載を依頼し，県内の新聞・テレビなどのマスメディアには上記 2 企画への取材をお願い

し，また弘前大学の各学部，附属図書館，附属病院をはじめ，弘前市内の大学・高校，病

院，公共施設，医師会，デパートなどの 40強の施設内に，上記 2企画の開催ポスターの展

示を，それぞれ依頼した。 

市民公開講座では，研究発表会担当者と緊密に連絡し，演者・司会者などの選考と依頼，

会場の確保・設営，ポスターの作成・配布，当日の受付・写真撮影などに協力した。当日，

会場には 71 名が来場し，保健学研究科長の對馬 均教授（老年保健学分野）の挨拶の後，

鈴木光子講師の進行のもと，齋藤陽子教授（放射線生命科学分野）の司会で講演が開始さ

れた。演者の細田正洋助教，西澤一治教授，野戸結花准教授は，放射線の基礎知識，放射

線と健康との関わり，福島第一原発事故での看護活動について平易に解説され，フロアか

らも質問が寄せられ，活発な質疑が交わされた。本講座は翌朝の NHK で放映され，高校生

からの質問シーンなどが映り，放射線への関心の高さが伺われた。 

ポスター展では，「市民公開講座」の 3 演者並びに緊急被ばく医療検討会に展示ポスター

の選定をお願いし，29 演題という多数の展示に決定した。展示では，市民に分かるような

平易な文章を用い，期日までに各ポスター（幅 90×縦 140 ㎝）をメール，USB 等で市民公

開講座担当者に届けるよう依頼した。パネル搬入では，総合文化祭に参加する保健学科学

生 10余名の協力をお願いし，また 3日間の展示期間中では，企画部門の先生方に各 2時間

の当番を割振りし，学生アルバイトも利用した。 

114名の来場者には，展示に関するパンフレット・アンケートを配布し，88名（77.2％）

の方々から回答を得た。本展示に関して，素直な感想として「ポスター展は良い」は 84（95％），

その取り組みが「理解できた」は 81（92％）を占め，全体として好評を得たが，自由記述

では，学部学生を含めて，展示会場の案内・PRに改善を求められた。 

本展示の内容を記録するため，展示ポスターすべて収録したカラー小冊子（A4 判 30頁）

500 部を作成した。小冊子は保健学研究科の教職員，ポスター作成者，緊急被ばく医療の本

プロジェクトの関係者のほか，被ばく医療を学ぶ学生・看護師など，県の内外に広く配布

した。 
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まった」，「多面的な視点から東日本大震災を考察されていて，とても興味深く，また，普

段の人間関係がいかに重要であるかも改めて考えさせられた」，「大変中身の濃い内容で参

考になった」といった肯定的な意見が寄せられた。一方，運営側への意見としては「講演

時間を超過するのはよくない」や「もっと講演のことを広く掲示してほしい。もう少しア

ピールしてほしい」，「ビデオをとっているので，公開できるなら公開してほしい」などの

回答もあり，今後の講演会開催にむけて検討していく必要があると思われた。

３．おわりに

講演では，基礎的な内容のみならず，これまでの吉川氏の経験や福島第一原子力発電所の

事故に対する自身の考えが述べられており，非常に中身の濃い内容であった。

講演を通して，時間軸に対応した健康対策の必要性や不安軽減のために「きく」ことの重

要性，「きく」という言葉の中にも「 ・ ・ 」の違いがあることを再

認識することができた。また，ケアをする側のメンタルケアの必要性も認識することがで

きた。

被ばく検討委員会では，これまでもメンタルケアに関する講演会を 度開催してきたが，

平成 年 月 日の東日本大震災ならびに福島第一原子力発電所の事故により，メンタ

ルケアの重要性が再認識されている。今後も継続してメンタルケアに関する講演会を開催

し，最新知識と実践について研鑽を積んでいく必要があり，今回の講演会は意義のあるも

のであったと考える。

（企画部門 成田大一） 

④第 回 平成 年度茨城県国民保護協働実働訓練記録 上映会

日時：平成 年 月 日（月） ～

場所：弘前大学大学院保健学研究科 大学院講義室

対象：弘前大学大学院保健学研究科教職員

主催：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 企画部門

１．開催趣旨

本年度第 回講演会として，平成 年 月 日に実施された茨城県国民

保護協働実働訓練に関して，茨城県保健福祉部保健予防課長入江ふじこ氏の

講演を企画していたが，諸事情により中止となっていた。 テロを想定した

日本で初めての訓練であり，参加できなかった教職員も多かったことから，

の上映をとおして，訓練の状況を知る機会とし，今後の人材育成の参考

とすることを目的とする。

２．開催の成果

参加者 名であった。 を鑑賞した後，実際に

訓練に参加した教員との意見交換が行われた。汚染

の有無を確認せずに病院に搬送されたことによる，

受入病院での処置の手順について，人数が多いとこ

ろでこのような事故が起こったときにはパニックが

起きて，並んで処置を受けるということが難しいの

ではないかといった質問から，活発な意見交換が行われた。 （企画部門 北宮千秋）
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５）市民公開講座 

 
企画部門 市民公開講座担当  千葉正司，成田大一，澄川幸志 

 
 企画部門の市民公開講座担当は，本学保健学研究科研究発表会（老年保健学分野の鈴木

光子講師，大津美香講師が担当）と協力し，「学んでみよう放射線」と題して市民公開講座

を共催した。また第 11回弘前大学総合文化祭「知の創造」において，上記「市民公開講座」

の講演内容並びに平成 22・23 年度「保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会」の４部門の

活動を，ポスター展「弘前大学保健学研究科の緊急被ばく医療に対する取り組みの紹介」

として開催し，さらに，それらのポスター内容を収録したカラー小冊子を作成して，本委

員会の活動を市民をはじめ県内外に広くアピールした。 

市民公開講座担当は，上記２企画の開催のため，保健学研究科研究発表会の担当者，緊

急被ばく医療の企画部門と検討委員会の先生方，本学総務グループの職員の方々に協力と

指導を仰ぎ，また学生の助力も乞うた。本開催に向けて，弘前大学の広報「INFO-HIRO」，

第 11 回弘前大学総合文化祭パンフレット「SPREAD」，弘前市の広報「ひろさき」には情報

掲載を依頼し，県内の新聞・テレビなどのマスメディアには上記 2 企画への取材をお願い

し，また弘前大学の各学部，附属図書館，附属病院をはじめ，弘前市内の大学・高校，病

院，公共施設，医師会，デパートなどの 40強の施設内に，上記 2企画の開催ポスターの展

示を，それぞれ依頼した。 

市民公開講座では，研究発表会担当者と緊密に連絡し，演者・司会者などの選考と依頼，

会場の確保・設営，ポスターの作成・配布，当日の受付・写真撮影などに協力した。当日，

会場には 71 名が来場し，保健学研究科長の對馬 均教授（老年保健学分野）の挨拶の後，

鈴木光子講師の進行のもと，齋藤陽子教授（放射線生命科学分野）の司会で講演が開始さ

れた。演者の細田正洋助教，西澤一治教授，野戸結花准教授は，放射線の基礎知識，放射

線と健康との関わり，福島第一原発事故での看護活動について平易に解説され，フロアか

らも質問が寄せられ，活発な質疑が交わされた。本講座は翌朝の NHK で放映され，高校生

からの質問シーンなどが映り，放射線への関心の高さが伺われた。 

ポスター展では，「市民公開講座」の 3 演者並びに緊急被ばく医療検討会に展示ポスター

の選定をお願いし，29 演題という多数の展示に決定した。展示では，市民に分かるような

平易な文章を用い，期日までに各ポスター（幅 90×縦 140 ㎝）をメール，USB 等で市民公

開講座担当者に届けるよう依頼した。パネル搬入では，総合文化祭に参加する保健学科学

生 10余名の協力をお願いし，また 3日間の展示期間中では，企画部門の先生方に各 2時間

の当番を割振りし，学生アルバイトも利用した。 

114名の来場者には，展示に関するパンフレット・アンケートを配布し，88 名（77.2％）

の方々から回答を得た。本展示に関して，素直な感想として「ポスター展は良い」は 84（95％），

その取り組みが「理解できた」は 81（92％）を占め，全体として好評を得たが，自由記述

では，学部学生を含めて，展示会場の案内・PRに改善を求められた。 

本展示の内容を記録するため，展示ポスターすべて収録したカラー小冊子（A4 判 30頁）

500 部を作成した。小冊子は保健学研究科の教職員，ポスター作成者，緊急被ばく医療の本

プロジェクトの関係者のほか，被ばく医療を学ぶ学生・看護師など，県の内外に広く配布

した。 
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まった」，「多面的な視点から東日本大震災を考察されていて，とても興味深く，また，普

段の人間関係がいかに重要であるかも改めて考えさせられた」，「大変中身の濃い内容で参

考になった」といった肯定的な意見が寄せられた。一方，運営側への意見としては「講演

時間を超過するのはよくない」や「もっと講演のことを広く掲示してほしい。もう少しア

ピールしてほしい」，「ビデオをとっているので，公開できるなら公開してほしい」などの

回答もあり，今後の講演会開催にむけて検討していく必要があると思われた。

３．おわりに

講演では，基礎的な内容のみならず，これまでの吉川氏の経験や福島第一原子力発電所の

事故に対する自身の考えが述べられており，非常に中身の濃い内容であった。

講演を通して，時間軸に対応した健康対策の必要性や不安軽減のために「きく」ことの重

要性，「きく」という言葉の中にも「 ・ ・ 」の違いがあることを再

認識することができた。また，ケアをする側のメンタルケアの必要性も認識することがで

きた。

被ばく検討委員会では，これまでもメンタルケアに関する講演会を 度開催してきたが，

平成 年 月 日の東日本大震災ならびに福島第一原子力発電所の事故により，メンタ

ルケアの重要性が再認識されている。今後も継続してメンタルケアに関する講演会を開催

し，最新知識と実践について研鑽を積んでいく必要があり，今回の講演会は意義のあるも

のであったと考える。

（企画部門 成田大一） 

④第 回 平成 年度茨城県国民保護協働実働訓練記録 上映会

日時：平成 年 月 日（月） ～

場所：弘前大学大学院保健学研究科 大学院講義室

対象：弘前大学大学院保健学研究科教職員

主催：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 企画部門

１．開催趣旨

本年度第 回講演会として，平成 年 月 日に実施された茨城県国民

保護協働実働訓練に関して，茨城県保健福祉部保健予防課長入江ふじこ氏の

講演を企画していたが，諸事情により中止となっていた。 テロを想定した

日本で初めての訓練であり，参加できなかった教職員も多かったことから，

の上映をとおして，訓練の状況を知る機会とし，今後の人材育成の参考

とすることを目的とする。

２．開催の成果

参加者 名であった。 を鑑賞した後，実際に

訓練に参加した教員との意見交換が行われた。汚染

の有無を確認せずに病院に搬送されたことによる，

受入病院での処置の手順について，人数が多いとこ

ろでこのような事故が起こったときにはパニックが

起きて，並んで処置を受けるということが難しいの

ではないかといった質問から，活発な意見交換が行われた。 （企画部門 北宮千秋）
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 市民公開講座「学んでみよう放射線」 

日時：平成 23 年 10月 21日(金) 17：30～19：30 

会場：弘前市立観光館 1階 多目的ホール 

司会：齋藤陽子 教授（放射線生命科学分野） 

進行：鈴木光子 講師（老年保健学分野） 

 

17：30 開会のあいさつ 對馬 均 保健学研究科長（老年保健学分野教授） 

17：35～18：05 講演１「放射線って何だろう」 

        講師 弘前大学大学院保健学研究科助教 細 田 正 洋 先生 

18：05～18：10 質疑応答 

18：10～18：40 講演 2「放射線の健康への影響 ～正しい知識を持ちましょう～」 

        講師 弘前大学大学院保健学研究科教授 西 澤 一 治  先生 

18：40～18：45 質疑応答 

18：45～19：15 講演 3「原子力災害における看護活動」 

        講師 弘前大学大学院保健学研究科准教授 野 戸 結 花  先生 

19：15～19：20 質疑応答 

19：20～19：30 全体を通しての質疑応答 

19：30 閉会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(写真１：市民公開講座開催のポスター)      （写真２：会場内の質疑様子) 

 ポスター展「弘前大学大学院保健学研究科の緊急被ばく医療に対する取り組みの紹介」 

日時：平成 23 年 10月 21日(金)～23日(日) 9：00～17：00 

       （初日は 13：00 に開始，最終日は 15：00に終了予定） 
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会場：弘前大学総合教育棟１階「共用会議室」（弘前市文京町１） 

ポスター演題（発表者）： 

１．ポスター展示にあたって（企画部門・市民公開講座） 

２．プロジェクトの概要と現状（對馬 均研究科長） 

３. 放射線って何だろう？（細田正洋） 「市民公開講座」で講演 

４. 放射線の健康への影響 ～正しい知識を持ちましょう～（西澤一治）  

「市民公開講座」で講演 

５. 原子力災害時の看護活動（野戸結花）「市民公開講座」で講演 

６. 青森県内の救急病院における緊急被ばく医療に関する意識調査（小山内隆生）  

７. 弘前大学における被ばく医療人材プロジェクトの概要と地域連携（野坂大喜） 

８. 弘前大学における緊急被ばく医療教育の概要（中村敏也）  

９. 緊急被ばく医療の学部教育について（若山佐一） 

１０. 緊急被ばく医療の大学院教育について（一戸とも子） 

１１. 緊急被ばく医療人材育成 現職者教育（井瀧千恵子） 

１２. 緊急被ばく医療人材育成プロジェクト教員国内研修報告（木立るり子） 

１３. 福島原発事故における保健学研究科の取り組み（澄川幸志） 

１４. 茨城県国民保護共同実動訓練を参観して（寺島真悟） 

１５. UCSF研修報告 ―米国におけるがん放射線治療と看護―（會津桂子） 

１６. 放射線看護研究会（西沢義子） 

１７. 緊急被ばく医療研修による看護師の放射線リスク認知の変化（井瀧千恵子）  

１８. 原子力施設 30Km圏内にある在宅サービス事業所スタッフにおける原子力災害に関す 

  る認識（木立るり子）  
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２０. 災害時における避難高齢住民をめぐる“生活不活発病”（廃用症候群）とその対応 

（成田大一）  

２１. 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（西沢義子）  

２２. 原子力災害の発生に伴う放射線イメージの変化（野戸結花） 

２３. 学部教育の評価･効果について（若山佐一） 

２４. 高線量放射線ばく露個体の治療に関する基礎的検討（石川純也）  

２５. なぜ放射線被ばくに造血幹細胞移植が必要なのか？（伊藤巧一）  

２６. 被ばくマウス内臓，ことに腸管の形態変化について（千葉正司）  

２７. 放射線被ばくによるリンパ球系細胞の遺伝子発現変化の解析（千葉 満）  
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２９. ヒト骨髄系造血の分化・増殖に与える電離放射線の影響（門前 暁） 

 
会場：弘前大学総合教育棟１階「共用会議室」（弘前市文京町１） 

ポスター演題（発表者）： 

１．ポスター展示にあたって（企画部門・市民公開講座） 

２．プロジェクトの概要と現状（對馬 均研究科長） 

３. 放射線って何だろう？（細田正洋） 「市民公開講座」で講演 

４. 放射線の健康への影響 ～正しい知識を持ちましょう～（西澤一治）  

「市民公開講座」で講演 

５. 原子力災害時の看護活動（野戸結花）「市民公開講座」で講演 

６. 青森県内の救急病院における緊急被ばく医療に関する意識調査（小山内隆生）  

７. 弘前大学における被ばく医療人材プロジェクトの概要と地域連携（野坂大喜） 

８. 弘前大学における緊急被ばく医療教育の概要（中村敏也）  

９. 緊急被ばく医療の学部教育について（若山佐一） 

１０. 緊急被ばく医療の大学院教育について（一戸とも子） 

１１. 緊急被ばく医療人材育成 現職者教育（井瀧千恵子） 

１２. 緊急被ばく医療人材育成プロジェクト教員国内研修報告（木立るり子） 

１３. 福島原発事故における保健学研究科の取り組み（澄川幸志） 

１４. 茨城県国民保護共同実動訓練を参観して（寺島真悟） 
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１９. JCO事故の経験を活かした保健活動（北宮千秋） 

２０. 災害時における避難高齢住民をめぐる“生活不活発病”（廃用症候群）とその対応 

（成田大一）  

２１. 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（西沢義子）  

２２. 原子力災害の発生に伴う放射線イメージの変化（野戸結花） 

２３. 学部教育の評価･効果について（若山佐一） 

２４. 高線量放射線ばく露個体の治療に関する基礎的検討（石川純也）  

２５. なぜ放射線被ばくに造血幹細胞移植が必要なのか？（伊藤巧一）  

２６. 被ばくマウス内臓，ことに腸管の形態変化について（千葉正司）  

２７. 放射線被ばくによるリンパ球系細胞の遺伝子発現変化の解析（千葉 満）  

２８. 毛から抽出したタンパク質を用いた被ばく線量の評価に関する研究（七島直樹）  

２９. ヒト骨髄系造血の分化・増殖に与える電離放射線の影響（門前 暁） 

 

 



緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 平成 23 年度活動成果報告書 

―８６― 

 市民公開講座「学んでみよう放射線」 

日時：平成 23 年 10月 21日(金) 17：30～19：30 

会場：弘前市立観光館 1階 多目的ホール 

司会：齋藤陽子 教授（放射線生命科学分野） 

進行：鈴木光子 講師（老年保健学分野） 

 

17：30 開会のあいさつ 對馬 均 保健学研究科長（老年保健学分野教授） 

17：35～18：05 講演１「放射線って何だろう」 

        講師 弘前大学大学院保健学研究科助教 細 田 正 洋 先生 

18：05～18：10 質疑応答 

18：10～18：40 講演 2「放射線の健康への影響 ～正しい知識を持ちましょう～」 

        講師 弘前大学大学院保健学研究科教授 西 澤 一 治  先生 

18：40～18：45 質疑応答 

18：45～19：15 講演 3「原子力災害における看護活動」 

        講師 弘前大学大学院保健学研究科准教授 野 戸 結 花  先生 

19：15～19：20 質疑応答 

19：20～19：30 全体を通しての質疑応答 

19：30 閉会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(写真１：市民公開講座開催のポスター)      （写真２：会場内の質疑様子) 

 ポスター展「弘前大学大学院保健学研究科の緊急被ばく医療に対する取り組みの紹介」 

日時：平成 23 年 10月 21日(金)～23日(日) 9：00～17：00 

       （初日は 13：00に開始，最終日は 15：00に終了予定） 
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２６. 被ばくマウス内臓，ことに腸管の形態変化について（千葉正司）  

２７. 放射線被ばくによるリンパ球系細胞の遺伝子発現変化の解析（千葉 満）  
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１５. UCSF研修報告 ―米国におけるがん放射線治療と看護―（會津桂子） 
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２１. 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（西沢義子）  
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（写真３：小冊子の表紙） 
 

（写真４：展示会場でのアンケート記述の様子） 
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（資料１：アンケート結果） 
 

第 11回弘前大学総合文化祭「知の創造」における 

「弘前大学大学院保健学研究科の緊急被ばく医療に対する取り組みの紹介」ポスター展示

のアンケート集計 

 

アンケート集計結果（来場者数：114名，アンケート提出数：88枚，回収率：77.2％） 

 
１．「弘前大学大学院保健学研究科の緊急被ばく医療に対する取り組みの紹介」のポスター

を見学されて，率直な感想について当てはまる数字に○をつけてください。 

 

45%

5% 0%0%

50%

非常によかった   (44)

まあまあ良かった (40)

どちらとも言えない (4)

あまり良くなかった (0)

非常に良くなかった(0)

 
 
 
２．「弘前大学大学院保健学研究科の緊急被ばく医療に対する取り組みの紹介」のポスター

を見学されて，弘前大学の取り組みをご理解いただけましたか？当てはまる数字に○をつ

けてください。 

 

 

50%

7% 1% 0%

42%
非常に理解できた　     (44)

まあまあ理解できた     (40)

どちらとも言えない　 　　(4)

あまり理解できなかった (0)

非常に理解できなかった(0)
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３．ご意見等ございましたら自由にご記入ください。（原文まま） 

・場所の案内や PRがもう少しあっても良いのでは？ 

・それぞれに簡単な説明(解説者)がいてくださればより理解できたかもしれません 

・写真，図の多い方がやはりわかりやすかったでしょうか" 

・保健学研究科が被ばく医療に対して，こんなにも多角的にアプローチしているのを知ら

なかった。驚きました。学部生にも積極的にこの取り組みを伝えていったらいいと思い

ます。 

・放射性物質をもちいたテロがあったのは知らなかった…。 

・被ばく医療の認定士をそだてる取り組みは良いと思います。 

・今後のさらなる研究と，情報発信，医療への対応を願っています。 

・また来たいと思った。これからも被ばくについて，わかりやすくお知えて下さい。 

・災害後のまとめ大変だったと思います。皆様のご苦労とても感じとれました。ありがと

うございました。 

・Ｒテロを知ることができた。実際に Rテロがあったら大変だと思った。 

・色々なことを研究しているのに初めて知りました。青森にも六ケ所などあるので心配な

のですけど身近なようでばくぜんとした問題だと思っています。これからももっと広く

アピールしてください" 

・説明してくれる人がいてくれればもう少し内容が頭に入りやすいだろうなと思いました。 

・写真やイラストを多めにしてもらえるとわかりやすいです。 

・よくまとめてありました。 

・とてもよい取り組みだと思います。これからもがんばってください。 

・一層の取り組みに期待しております。 

 

 

 反省とこれから： 

 企画部門の市民公開講座担当は，平成 24年度も同様の企画・開催を計画している。 

市民公開講座では，研究発表会担当者と緊密な連絡・調整を図りながら，本研究科が行う

「緊急被ばく医療検討委員会」の事業内容を市民，県内外へのアピールをさらに推進して

いく必要があり，従来どおり，弘前大学総合文化祭「知の創造」の時期に合わせて，学外

での開催を考えている。 

ポスター展「緊急被ばく医療人材育成プロジェクトの紹介（仮称）」も，弘前大学総合文

化祭「知の創造」の期間内で，来場者の多く集まる場所に会場を設営し，学内外への PRの

必要がある。展示パネルの移動・設置には人員を増やし，ポスター内容も平易にし，解説

も加味した複数当番が必要と考える。それには，学生アルバイトの活用も有効と思われる。

ポスター内容を収録したカラー小冊子は大変好評なので，各部門からの展示数，それらの

内容等を早めに照会し，平成 24年度は是非，開催日に間に合うように作成したいと考える。

ポスターの要項，大きさ，プリント紙，インク，運搬などは今年度の方策を踏襲して良い

と思われる。来場者にはアンケートを実施する。ホームページへの掲載を実施する。 
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６）放射線看護研究会（Radiation Nursing Conference in Hirosaki）報告 

 

野戸結花，西沢義子 
 
 弘前大学大学院保健学研究科における「緊急被ばく医療支援人材育成及び体制の整備」

事業の成果を発信し，放射線看護に関する国内外の最新情報を得るとともに，国内におい

てまだ確立されていない放射線看護関連学会の基盤を形成することを目的として

『Radiation Nursing Conference in Hirosaki（放射線看護研究会）』を開催した。 

日時：2011年 7月 31日（日） 

場所：ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 

テーマ：「The Nursing Role in Radiology」 

 この研究会は，米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校から Miranda Kramer 氏，京

都大学大学院から作田裕美氏の 2 名の講師をお迎えし，放射線治療を受けるがん患者の看

護，日本におけるがん放射線療法看護認定看護師教育の現状と課題，原子力災害における

看護の役割について，特別講演および教育講演が行われた。また，被ばく医療に関する 4

つの研究が報告された。 

 研究会には関係機関から約 100 名が出席し，活発な質疑応答が行われ，放射線看護の国

際情勢，放射線看護に関連した教育，被ばく医療における看護の役割などの情報交換の場

となった。また，研究会終了後はウエルカムレセプションが開催され，講師と参加者の交

流が深められた。なお，本研究会の概要は文教速報（第 7624号）で紹介された。 

Special Lecture 
Survivorship in Radiation Oncology 

Miranda Kramer, RN, MS, ACNP-BC, CNS 
  University of California, San Francisco (UCSF) 
Education Lecture 
1 To examine how we address the issues of better 

education/training now and in the future for Certified Nursing 
staff (CN) who specialize in Radiation Therapy Nursing 

Hiromi Sakuda, Human Health Science, Graduate School of 
Medicine, Kyoto University 
2 The role of the nurse in nuclear power plant accident 

Yuka Noto, Hirosaki University Graduate School of Health 
Sciences 



緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 平成 23 年度活動成果報告書 

―９０― 

 

３．ご意見等ございましたら自由にご記入ください。（原文まま） 

・場所の案内や PRがもう少しあっても良いのでは？ 

・それぞれに簡単な説明(解説者)がいてくださればより理解できたかもしれません 

・写真，図の多い方がやはりわかりやすかったでしょうか" 

・保健学研究科が被ばく医療に対して，こんなにも多角的にアプローチしているのを知ら

なかった。驚きました。学部生にも積極的にこの取り組みを伝えていったらいいと思い

ます。 

・放射性物質をもちいたテロがあったのは知らなかった…。 

・被ばく医療の認定士をそだてる取り組みは良いと思います。 

・今後のさらなる研究と，情報発信，医療への対応を願っています。 

・また来たいと思った。これからも被ばくについて，わかりやすくお知えて下さい。 

・災害後のまとめ大変だったと思います。皆様のご苦労とても感じとれました。ありがと

うございました。 

・Ｒテロを知ることができた。実際に Rテロがあったら大変だと思った。 

・色々なことを研究しているのに初めて知りました。青森にも六ケ所などあるので心配な

のですけど身近なようでばくぜんとした問題だと思っています。これからももっと広く

アピールしてください" 

・説明してくれる人がいてくれればもう少し内容が頭に入りやすいだろうなと思いました。 

・写真やイラストを多めにしてもらえるとわかりやすいです。 

・よくまとめてありました。 

・とてもよい取り組みだと思います。これからもがんばってください。 

・一層の取り組みに期待しております。 
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８)国外への情報発信 

● Oncology Nursing Society 12th Annual Institutes of Learning 

（アメリカがん看護学会，第 12回学習会）における講演活動報告 

 
野戸結花 

 

 2011年 11月 4～6日に Salt Lake City で開催された Oncology Nursing Society（ONS）

の 12th Annual Institutes of Learning で講演活動を行った。ONS は 1975 年に発足し，世

界中に 4万人の会員数を有するがん専門学会である。また，Annual Institutes of Learning

はがん看護の質向上を目的として年一回開催される学習会である。今回，Miranda Kramer

氏が講師を務めたセクション“Environmental Radiation Exposure”の中で，ゲストスピ

ーカーとして緊急被ばく医療の本学の取り組みや福島第一原子力発電所で起こった原子力

災害での看護活動について，約 400名の聴衆に講演を行う機会を得ることができた。 

 Miranda Kramer 氏はカリフォルニア大学サンフランシスコ校看護大学院がん看護 CNS コ

ースの Assistant Clinical Professor であり，2011 年 7 月 31 日に本学が主催した放射線

看護研究会において放射線治療を受けるがん患者の看護に関する特別講演の講師として招

聘した。このことが縁で今回の講演が実現した。 

 講演のタイトルは“Role of nurses in a nuclear disaster”である。内容は以下の通

りである。 

・弘前大学における緊急被ばく医療人材育成の取

り組み 

・東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故 

・原子力災害に対する弘前大学の取り組み（被ば

く状況調査チームと一時立ち入りプロジェクト） 

・福島原子力発電所事故の特徴 

・原子力災害における看護師の役割 

 発表後は活発な質疑応答がなされ，参加者の関心

の高さと積極的に何かの形で力になりたいという思

いを感じとることができた。また，講演終了後も数

名の参加者が質問に訪れた他，日本人の参加者との交流も深めることができた。 
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●【Special Visiting Professor Lecture in UCFS】 
日時：2011年 11月 3日 12：00～13：00  

場所：米国カルフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF） 

司会：Miranda Kramer 

    University of California, San Francisco (UCSF) 

タイトル：Role of nurses in a nuclear disaster 

講師：野戸 結花   

講演内容 

・弘前大学における緊急被ばく医療教育 

・東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故 

・弘前大学が派遣した「被ばく医療調査チーム」および 

「一時帰宅プロジェクト」の概要 

・福島第一原子力発電所事故の特徴 

・放射線災害における看護師の役割 

タイトル：Mental health care by nurses during a nuclear disaster 

講師：北宮 千秋  

講演内容 

・親子に向けて行ったメンタルケア（保健指導） 

・怒りに注目した活動，安定化に向けた活動 -case study- 

・スタッフケア 

質問内容 

・汚染があり着替えがない場合はどのように対応したか 

・発災当時の気温は低く，7,8 月は気温が高く蒸し暑い気候であると思うが，看護師として 

何か工夫した点はあるか。 

・避難住民を含め，今後の健康の関するフォローアップ体制 

・子どもや母親，妊婦など，不安が高い人に対し，メンタルヘルスを継続して行っていく

予定があるか。 

・汚染検査の対象者は避難住民か，検査は強制なのか。 

  

UCSF で行った情報発信では，お昼休みの時間であったにもかかわらず 14名程度の参加があ

った。多くは教員であり，大学院生も数名含まれていた。質問も具体的であり，日本での

看護活動に関心を持って参加してくれていることが伝わってきた。10 分程度時間を延長し

て質疑応答が行われた。海外で日本の事に関心を寄せる看護職が多くいることを実感した。 

（北宮 千秋） 

参加者の様子 野戸報告 北宮報告 
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９） 国際シンポジウム 
  
① 第 3回国際シンポジウム報告 

一昨年の第 1 回「放射線基礎研究から緊急被ばく医療まで」，昨年の「緊急被ばく医療に

おける医療専門職の役割と課題」に引き続き，第 3 回緊急被ばく医療国際シンポジウムが

平成 23 年 9 月 17 日（土），弘前大学大学院保健学研究科を会場として開催された。 
平成 23 年 3 月 11 日に起こった東京電力福島第一原子力発電所の原子力災害に対して，

本学の多くの職員が現地に赴き住民のケアや環境放射線測定にあたってきたが，そのひと

つひとつが我々に緊急被ばく医療の重要性を再認識させることとなった。緊急被ばく医療

を主題とした国際シンポジウムは世界的にも極めて少ないため，これを継続して開催する

ことにより我々の緊急被ばく医療に対する知識や認識が深まるばかりでなく，対外的なア

ピールとなって将来的には国内外からの参加者が増えていくことを期待したい。 
今年度は福島事故における放射線影響という観点から，「放射線被ばくにおける線量評価

と防護」(Dose Estimation and Protection in Radiation Exposure)をテーマに，IAEA をは

じめ国内外から 5 名を招聘し，また弘前大学被ばく医療総合研究所および保健学研究科か

ら参加の 4 名の計 9 名のシンポジストによる講演の他，これまで弘前大学からの参加にと

どまっていたポスター発表には富山大学からも参加していただくことができた。 
国際シンポジウム終了後には，市内のホテルにてバンケットが催され，シンポジストら

関係者と弘前大学の教員が今後の連携推進に向け交流を深めた。 
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＜日本語プログラム＞ 

3rd International Symposium on Radiation Emergency Medicine in Hirosaki University 
受付開始 9:00 

  
開会挨拶 9:30－9:40 弘前大学保健学研究科長  對馬 均 

  
シンポジウムⅠ：「弘前大学の緊急被ばく医療への取り組み」 9:40-10:40 

 
座長：桑原 幹典 （弘前大学客員教授） 

9 : 40－ 9 :5 0 床次眞司 教授 （弘前大学被ばく医療総合研究所） 
「福島原子力災害への取り組み」 

9:50－10:10 細田正洋 助教 （弘前大学大学院保健学研究科） 
「環境放射線」 

10:10－10:30 野戸結花 准教授 （弘前大学大学院保健学研究科） 
「原子力災害時の看護活動」 

ブレイク 10: 40－11:00 

  
シンポジウムⅡ：「国内外の緊急被ばく医療と福島事故」  11:00-12:00 

 
座長：吉田 光明 （弘前大学被ばく医療総合研究所・教授） 

11:00－11:30 富永 隆子 （独立行政法人放射線医学総合研究所  
緊急被ばく医療研究センター） 

「放射線医学総合研究所の緊急被ばく医療対応と福島事故」 
11:30－12:00 Dr. Pat Kenny （IAEA） 

「国際原子力機関の緊急被ばく医療対応と福島事故」 

昼食 12:00－14:30 
  

シンポジウムⅢ：「ポスターセッション」   13:30－14:30    

 
1 弘前大学保健学研究科 漆坂 真弓 

Change in image of radiation by nurses due to nuclear power plant accident 
2 弘前大学保健学研究科 小倉 能理子 

Quality of life and acute radiation damage among breast cancer patients undergoing 
radiotherapy  
3 弘前大学保健学研究科 會津 桂子 

Risk perception of radiation among first-year students of a health sciences 
school-Differences before and after the March 2011 Fukushima nuclear power plant 
disaster- 

4 弘前大学保健学研究科 北宮 千秋 
Exploratory study on preparation of public health nurses for a radiation disaster based on 
the experience of health care in areas affected by the Tokai village nuclear accident 

5 弘前大学保健学研究科 村上 大介 
Awareness of nuclear accidents among visiting nurses and home caregivers in 
communities neighboring nuclear plants 

6 弘前大学保健学研究科 若山 佐一 
"Current status and issues of radiation emergency medicine education at school of health 
sciences, Hirosaki University －focus on undergraduate education－" 

Ⅲ 各部門の活動報告 １．企画部門 
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7 弘前大学保健学研究科 成田 大一 
Rehabilitation targeting disuse syndrome in the elder evacuee following radiation 
exposure accidents: Literature review 

8 弘前大学保健学研究科 千葉 正司 
Morphological study of the thoracic and abdominal organs in X-irradiation mice 

9 弘前大学保健学研究科 吉野 浩教 
The effects of ionizing radiation on pattern recognition receptors 

10 弘前大学保健学研究科 門前 暁 
"Characteristic analysis of megakaryocytopoiesis and thrombopoiesis by human 

hematopoietic 
 stem cells exposed to ionizing radiation 

11 富山大学 フルサワ ユキヒロ 
Identification of radiation-induced inflammatory gene network in human umbilical 
vein endothelial cells" 

12 電力中央研究所 ノムラ タカハル 
Effects of continuous low dose-rate γ-irradiation on diabetic nephropathy in type II 
diabetes mellitus model mice  

13 弘前大学保健学研究科 中野 光 
Development of immunocompetent lymphocytes in vivo by mixed umbilical cord 
blood transplantation in mice 

14 弘前大学保健学研究科 伊藤 巧一 
Promising potential of umbilical cord blood cell transplantation in repopulating 
bacterial-reactive natural IgM-producing B-1a cells 

15 弘前大学保健学研究科 千葉 満 
Radiation-responsive transcriptome analysis in human hematopoietic cells 

16 弘前大学保健学研究科 七島 直樹 
Analysis of the profile and mechanism of radiation-induced hair loss through 
examination of protein derived from hair of patients with acute alopecia caused by 
external radiation exposure 

17 弘前大学被ばく医療総合研究所 中田 章史 
"Optimization of the protein phosphatase-inhibitors (okadaic acid) treatment in 
premature chromosome condensation (PCC)-ring method for biodosimetry of 
accidental high dose exposure 

シンポジウムⅣ：「放射線被ばくにおける線量評価と防護」  14:30－16:30 

座長： 近藤 隆 教授（富山大学大学院医学薬学研究部） 
 柏倉幾郎 教授（弘前大学大学院保健学研究科） 
 

14:30－14:50 三浦富智 講師（弘前大学大学院保健学研究科) 
「PCC 法による染色体変異解析」 

14:50－15:20 安西和紀 教授（日本薬科大学） 
「放射線防護剤」 

＜休憩＞ 
 
15:40－16:10 Dr. N.I. Ossetrova（AFRRI） 

「被ばく線量評価のバイオマーカー」 
16:10－16:30 Dr. M.H. Whitnall（AFRRI） 

「放射線防護剤」 

閉会挨拶 16:30－ 緊急被ばく医療国際シンポジウム実行委員長 中村 敏也 
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② 第 4回国際シンポジウム準備状況 

平成 21 年度から毎年継続的に開催してきた国際シンポジウムも回を重ね，次回は４回目

を数えることとなった。第４回国際シンポジウムは，これまでの開催の趣旨を継承し，プ

ロジェクトの活動状況と成果を世界に向けて発信することを目的とすることが確認され，

準備委員会が組織され，開催に向けた準備が開始されている。 
 

第４回 保健学研究科緊急被ばく医療国際シンポジウム企画書(案) 

＜開催趣意＞ 

弘前大学における緊急被ばく医療人材育成プロジェクトでは，掲げた教育理念・目

的の実現を目指して，学部教育・大学院教育・現職者教育という 3 つの側面から体系

的なカリキュラムを整備し教育を開始するとともに，医療専門職の人材育成を基盤と

した研究を推進してきた。最終年度のプロジェクトの目標は，こうした教育・研究を

継続的に実施するとともに，次のステップとしての発展を期することにある。プロジ

ェクト 2 年目から開催してきた国際シンポジウムもこれまで 3 回を数え，被ばく医療

に関する研究状況や被ばく医療における医療専門職の役割と課題についての討議を

はじめとして，昨年度は不幸にして発生した東日本大震災に伴うと福島原発事故での

対応について活発な討議が行われた。今回，プロジェクト最終年度の事業として第４

回国際シンポジウムを開催するにあたり，今後の被ばく医療人材育成のあり方と方向

性について，世界的な視野から討議することを企画するものである。 
＜シンポジウムテーマ＞ 

「これからの緊急被ばく医療人材育成のあり方」 
The future of the development of human resources for Radiation Emergency 

Medicine 
＜トピックス案＞ 

 WHO における被ばく医療人材育成計画 
 世界的に人材育成の先駆的役割を果たしてきたアメリカ REAC/TS の将来計画 
 フランス SPRA における被ばく医療人材育成の将来計画 
 被ばく医療専門職としての放射線専門看護師の教育制度確立に向けて 

＜シンポジスト候補案＞ 

 WHO から被ばく医療人材育成担当者（Nurse または放射線技師） 
 アメリカ：ORISE から被ばく医療人材育成担当者（Nurse または放射線技師） 
 フランス：SPRA から被ばく医療人材育成担当者（Nurse または放射線技師） 
 日本：放医研から被ばく医療研修担当者 
 日本：弘前大学から放射線専門看護師プログラム準備担当者 

＜プログラム構成案＞ 

 シンポジウムⅠ 弘大プロジェクト総括 
 特別講演－研究トピックス－ 
 シンポジウムⅡ ポスター発表 
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10）総括と次年度の課題 

平成 23年度は福島第一原発事故を契機に保健学研究科一丸となって「積極的な支援活動

と国内外に向けた情報発信」を行えたことは，平成 20 年度からの研修成果の賜物である。

研修を受けてもその知識と技術はどのように活用すべきか悩むところであったが，このよ

うな状況下で活用されるとは誰もが想像し得なかったことであろう。 

平成 24年度で本プロジェクトが最終年度を迎えることになるが，国内外に向けた情報発

信を継続的に実施すること，放射線看護学会（仮称）設立に向けた活動を展開し，放射線

看護専門看護師教育課程の基盤形成をしていくことなどが主な活動となる。次年度は教員

免許状更新講習として「放射線の基礎と放射線看護」を開設しており，小・中・高等学校

教員への放射線に関する最新情報の提供が可能となる。また，平成 24年度青森県看護協会

研修会「緊急被ばく医療における看護職の役割（仮称）」への講師派遣や東北電力株式会社

主催の講演会への講師派遣も決定している。 

また日本放射線看護学会（仮称）設立総会および第 1 回学術集会が平成 24 年 9 月 29 日

（土）に弘前市で開催されることも決定し，放射線看護専門看護師の教育課程を目指した

本格的な活動のスタートラインに立ったことになる。また，平成 25 年 8 月 22 日～23 日開

催の第 39回日本看護研究学会において放射線看護・被ばく医療に関する交流集会の開催が

予定されている。弘前大学は名実ともに被ばく医療人材育成の拠点形成として歩み始めた

ことになろう。 

 

 

企画部門構成員 

教 授 西沢 義子（リーダー，健康増進科学分野） 
教 授 山辺 英彰（サブリーダー，健康増進科学分野） 
教 授 千葉 正司（病態解析科学分野） 
教 授 木立るり子（老年保健学分野） 
准教授 野戸 結花（障害保健学分野） 
准教授 北宮 千秋（健康増進科学分野） 
講 師 石川  孝（生体機能科学分野） 
助 教 澄川 幸志（健康増進科学分野） 
助 教 成田 大一（老年保健学分野） 
助 手 小山内 暢（放射性生命科学分野） 
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２．教育部門 

 
教育部門リーダー 中村 敏也 

 

 

 

１）活動目標と計画 

本事業の平成 23 年度の年次計画として以下に示す 4 項目があげられており，このうち 3

項目が教育に関するものである。 

 
■ 平成 23年度 

 被ばく医療に関する専門家・現職者教育を継続実施する。 

 被ばく医療に関する研究を継続実施する。 

 被ばく医療に関する学部教育を継続実施し，標準カリキュラムを作成する。 

 被ばく医療に関する大学院教育を実施する。 

 

したがって本年度の活動の目標は，昨年度から始まった学部教育，大学院教育，および 
現職者教育をそれぞれ継続して遂行し，その内容および教育効果を検証すること，そして

それらをもとに教育カリキュラムを固めていくことである。 
 

２）教育プログラム実施 

学部教育は 1 年次学生の 21 世紀教育科目としての「放射線防護の基礎」と 3年次学生の

「医療リスクマネジメント」の 2 科目が設定されているが，このうち本年度は昨年度に引

き続き「放射線防護の基礎」を開講した。大学院教育では昨年度に入学した博士前期課程

「被ばく医療コース」の 3 名の学生がそれぞれ研究活動を中心に学修し，修了年度を迎え

た。また，今年度新たにこのコースに学生 1 名が入学し，講義や演習を中心に学修した。

現職者教育では教員と事務職員 23 名からなる現職者研修実行委員会を設置し，「看護師コ

ース」を「看護職コース」に変更，また研修内容に福島の原子力災害に一部対応した内容

を加えて行われた。以下にこれらの詳細を記す。 

 

①学部教育 

弘前大学大学院保健学研究科では，平成 20年度から緊急被ばく医療のための人材育成と

体制整備が進められてきた。その動機となったのは，万が一にも緊急被ばく事故が起きた

場合，その緊急被ばく医療に対応できる十分な知識と技術を持った人材が圧倒的に少ない

という事実である。このことは青森県だけではなく，我が国にとって緊急被ばく医療に対

応できる様々な職種の専門家の育成が急務であることを物語っている。 

今回の福島の事故でも多くの医療機関で対応が必要となり，多くの医療従事者もその必

要性を感じたところである。放射線についての正しい知識を得ることは，医療における被

ばくや治療における不安に適切に対処できることにもつながる。 

Ⅲ 各部門の活動報告 ２．教育部門 

―１０５― 

平成 22 年度から開始された医学部保健学科における放射線防護や 緊急被ばく医療の教

育について，学部学生への教育内容，学生の反応も含め，報告する。 

 
1．講義内容 

  第 1 回の放射線のパイオニアたちでは，授業の内容の概要説明，放射線の基礎知識と学

問的背景・歴史について，第 2 回の放射線と放射能では，放射線の種類や性質，自然放射

線，放射線の利用，核医学検査での防護，原子力施設，汚染と被ばく違いなどが取り上げ

られ，第 3 回の放射線を測る方法では，サーベイメータやホールボディカウンター，放射

線管理，職業被ばくや医療被ばく，放射線防護の 3 原則について説明された。第 4 回被ば

くの種類と人体への影響（１）では，放射線の種類や性質に加え，放射線障害の特徴，急

性放射線障害，晩発障害などが，第 5 回の被ばくの種類と人体への影響（２）では，被ば

くの種類，DNA・染色体の構造と機能，放射線の直接作用と間接作用，急性放射線症候群と

晩発障害，胎児への影響，遺伝的影響，線量評価と染色体分析などが取り上げられた。第 6

回の原子力発電所と再処理のしくみと安全対策では，原子力発電所と再処理施設の仕組み

に加え，過去に起こった事故について，第 7 回緊急被ばく医療体制の概要では，被ばく医

療の原則，過去の事故例，原子力防災と日本の被ばく医療体制について説明された。昨年

度と異なるのは，東日本大震災後の福島第一原子力発電所の事故に関する情報を，授業の

中に少しずつ含めて提供をした点である。 

 

2．受講者の背景 

 医学部保健学科の学生が 168 名，他学部の学生は 23 名の計 191 名である。1 年次学生は

172 名，2 年次以上の学生は 19 名だった。学部学科の内訳は，医学部保健学科は，看護学

専攻 80 名，検査技術科学専攻 40 名，理学療法学専攻 22 名，作業療法学専攻 21 名，そし

て履修指定はないが放射線技術科学専攻の学生が 5 名受講していた。他学部は人文学部 4

名，教育学部 5 名，理工学部 13名，農業生命科学部 1名である。性別は，男性 67名（35.1%），

女性 124名（64.9%）である。 

 

3．受講前後の反応や意見とその解釈 

1) 受講後の試験結果：187人受験し，全員合格（平均 78.6点，うち 6名は試験後の課題提

出にて合格） 

 試験結果では，おおよそ理解していることが窺える。 

 

2) 授業初日の調査から 

初回の授業時に，Turning Point 2008 によるクリッカー，レスポンスカードを使い，青

森県内の原子力関連施設に対する知識は，2010 年と 2011 年とで明らかに異なり，2011 年

のほうが正解の割合が高かった。正答率 2010 年:2011年として，原子力発電所 5.8%：39.9%，

核燃料再処理施設 9.6%：33.7%など。 

ただし，低レベル放射線廃棄物埋設施設は，37.8%：5.1%であった。放射線や放射能に対す

る印象や意識については，2011 年は福島原発事故のこともあり選択項目を変更した。2010

年は広島，長崎の原爆，原子力発電，怖いの順に多かったが，2011 年は福島原発事故，チ

ェルノブイリ原発事故，広島，長崎の原爆の順に多かった。 
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表１ 23 年度 放射線防護の基礎 シラバス 
整理番号 192 

授業科目名〔英文名〕 
放射線防護の基礎  

[Introduction of the Basic Radiation] 

対象学生  

必修・選択 
医学部保健学科（放射線技術科学専攻を除く）の学生は履修指定， 

その他の学生は選択 

単位 1 

学期 前期 

曜日 木曜日 

時限 ７・８時限 

担当教員（所属学部） 
○若山佐一・久保田護・寺島真悟・伊藤巧一・小山内隆生・冨澤登志子 

（以上 保健学研究科）・吉田光明（被ばく医療総合研究所） 

授業としての具体的到達目標 

１．放射線が身の回りに存在すること，利用されていることを理解できる。  

２．代表的な核種，主な放射線の種類と特徴を理解できる。  

３．放射線を測る方法を理解できる。  

４．被ばくの種類を理解できる。  

５．被ばくによる人体への影響を理解できる。  

６．原子力発電所と再処理施設のしくみ，安全対策の概要を理解できる。  

７．緊急被ばく医療体制の概要を理解できる。  

授業の概要 
一般教養や医療保健に係る者として必要な放射線に関する基礎的な知識，

放射線防護と被ばくに関する基本的な内容を教授する。 

授業の内容予定 

第１回：放射線のパイオニアたち（担当：若山佐一）  

第２回：放射線と放射能（担当：久保田護）  

第３回：放射線を測る方法（担当：寺島真悟）  

第４回：被ばくの種類と人体への影響（１）（担当：伊藤巧一）  

第５回：被ばくの種類と人体への影響（２）（担当：吉田光明）  

第６回：原子力発電所と再処理のしくみと安全対策（担当：小山内隆生）  

第７回：緊急被ばく医療体制の概要（担当：冨澤登志子）  

第８回：試験  

準備学習（予習・復習）等の内容 

・授業終了時に示す課題についてレポートを作成すること。  

・次回の授業範囲を予習し，専門用語の意味等を理解しておくこと 

・第 7回の授業では，事前に REM.netの緊急被ばく医療対策Ｑ＆Ａ 

 http://www.remnet.jp/lecture/qa/index.htmlを見てくること 

教材・教科書 教科書は使用しない。 

参考文献 
日本アイソトープ協会「放射線のＡＢＣ」（丸善）  

日本アイソトープ協会「やさしい放射線とアイソトープ」第４版（丸善）  

成績評価方法及び採点基準 出席および試験の成績を総合して成績評価を行う。 

授業形式・形態及び授業方法 
講義形式で行う。クリッカーを使用する授業があります（1回，3回，7回）。 

必要に応じて資料，パワーポイント等を使用する。  

留意点・予備知識 

保健学科の放射線技術科学専攻以外の４専攻では履修指定科目となってい

ます。  

必ず履修してください。  

Eメールアドレス・オフィスアワー  

HPアドレス 

若山佐一 swaka@ 

その他 
本講義は３年生前期開講予定の医療リスクマネジメントと関連した内容で

ある。 
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以上から，23 年度もわずか 7 回の講義を受講することで放射線に対する怖さや知識の難し

さなどが改善し，人体への影響の理解度は大きく増す事がわかった。しかしながら，福島

原発事故後は，講義を受講してもまだ事故の収束が図られていないこともあり，怖さはあ

まり変化していなかった。放射線の知識についての難しさは，昨年度よりも興味関心があ

るものの，1つ理解しても次々に疑問が出てくると考えられ，7コマの授業ではマスメディ

アからの情報量も加わって，理解が追いつかないといった状況で難しさが変わらなかった

のではないかと考えられる。またマスメディアでの連日の報道から，人体への影響につい

ての関心もあったと考えられ，放射線による人体への影響の理解度は昨年度よりも高かっ

たといえる。興味関心も昨年度と比較すると，あまり低下することなく維持されていた。 

 

4) 授業終了後の試験時の自由記述意見から 

 8回目の試験において，次年度授業に向けての意見，要望を記載するよう求めた。 

受講した 187 名全員からいろいろな意見，要望が記載されていた。 

以下のまとめは，意見の割合を考慮し，内容別に整理した。 

① 授業内容に対する肯定的意見として 

・放射線やその防護，被ばく医療等に関する知識が得られよかった。 

・繰り返し出てきた知識もクリッカーで確認すると忘れていることも多く，理解が深まっ

た。 

・緊急被ばく医療体制について知ると同時に，これから万が一に備え保健医療職として放

射線や防護についての理解をしておかなければいけないと思った。 

・自分たちが何も知らないことを知ることができた。もっとしっかり放射線や被ばく医療

について学んで医療者として対応できるようにしたいと思った。 

・放射線，放射能が身近にあることを知り，正しく怖がることが大切であると思った。 

② 授業内容に対する否定的意見や改善事項について 

・同じ話が繰り返され，くどい部分もあった。 

・ポイントがどこか教えてほしかった 

③ 授業方法についての肯定的意見 

・クリッカーを使った授業は，興味が持てた。 

・これまで習った部分の確認ができるので理解が深まる。 

・集中力が切れる頃，クイズが出てくるので飽きないで授業を受けることができた。 

・クリッカーは楽しかった。 

（注：クリッカーによる授業は 7回中 3回実施，2010 年は 2回） 

④ 授業方法についての否定的意見や改善事項 

・後ろだとスライドの字が小さいと見えにくい。 

・スライドが多く早すぎて理解できないときがある。 

⑤ 福島の事故に関して 

・ニュースで聞いたことが出てきて，ようやく理解できた。 

・福島の事故があったことで，自分がこれから下北に就職するため，どんなことに気を付

ければよいのか不安になり受講を決めた。 

・防災体制や緊急被ばく医療体制がこれまでもあったにもかかわらず，大混乱したという

ことは今回の地震や事故が非常に深刻であったことを知った。 

・青森県は他の件に比べ，被ばく医療体制についてきちんと検討していることを知った。

誇りに思った。 
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・30 キロ圏内にたくさんの病院があったり，オフサイトセンターがあったりして，機能し

なかったことを知ってショックだった。 

・住民にもわかりやすく知識を伝えるべきであると思った。 

・自分たちがあまりにも放射線について知らなすぎると思った。多くの人が正しい理解が

できるように知識を広めるべきである。 

⑥ その他 

・福島の事故やこれまでの緊急被ばく医療人材育成など，弘前大学が先駆けて行っていた

ことに誇りに思う。 

 

以上の授業前後の調査 1)～4)の結果より，福島での事故後ということもあり，受講前か

ら放射線への関心は非常に高かった。受講によって「放射線防護の基礎」という授業を難

しく感じる割合は減り，その理解度が増し，内容については肯定的な意見が多かったとい

える。しかしながら，原発事故が収束していない状況下では，事故がない時と比べ，リス

ク認知の適正化や放射線に対する難しさの軽減などの教育効果は，7 コマの少ない時間の中

では，決して十分満足が得られるものではなかったといえる。「放射線防護の基礎知識なら

びに緊急被ばく医療の概要が理解できる基礎知識の習得」という授業目標は，7コマの中で

は達成とまではいかなかったものの，大学での活動や緊急被ばく医療への興味関心，マス

メディアの情報との関連づけなど，さらなる学習へのステップになったものと考えられる。

次年度以降，福島原子力発電所の事故の経過を見ながら，内容の精選を行い，クリッカー

の導入等の教育の工夫を続けて，学生の関心を持続させ，放射線に関する学習への意欲を

維持していくことが必要であると考える。 

 

4．今後の課題 

東日本大震災による福島原子力発電所の事故は，これまでにない規模の事故となり，放

射線被ばくによる住民への健康影響，放射線の除染など，長期的な経過の追跡が必要とな

っている。また，メディアからの情報も非常に氾濫しており，情報の取捨選択ができるだ

けの正しい知識獲得が必須といえる。「放射線防護の基礎」を受けた学生の授業前後での反

応からも，正しい知識を持つことの重要性がうかがわれる。平成 24 年度には，この授業を

受けた学生が 3 年生となり，前期に開講される専門科目「医療リスクマネジメント」（必修，

1 単位 15-20時間程度）専門科目のなかで緊急被ばく医療についてより深い学習を重ねる予

定である。このような学習の積み重ねによってどのような教育効果があるのか，引き続き

確認していく予定である。

 

②大学院教育 

被ばく医療に係る人材育成として，大学院が目標とする人材像は以下の通りである。 
・緊急被ばく医療に関する高度な専門的知識・技術を備えた人材 

・有事の際にリーダーシップを発揮し，問題解決できる人材 

・緊急被ばく医療に関する教育・研究を推進できる人材 

以上の人材像を目的として，平成 21年度に大学院博士前期課程に「被ばく医療コース」を設け，そ

のコースの教育課程及び履修方法を定め，平成 22年度に引き続き被ばく医療教育を継続して実施し

た。 
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1. 平成 23年度に，初の「被ばく医療コース」修了生が誕生 

1) 「被ばく医療コース」を３名が修了。 

平成 22年度に博士前期課程「被ばく医療コース」に入学した３名が，所定の単位を取得して平

成 23年度に修了が認定され，修士（保健学）の学位及び学内認定である「被ばく医療認定士」の

称号が与えられた。２名は「看護学領域」に所属し，社会人として，看護師免許を有する医学部

附属病院高度救命救急センター職員と看護師免許を有する大学教員であり，修了後は同じ職場で

勤務する。もう１名は「生体機能科学領域」に所属する学部卒業生で臨床検査技師免許を有して

おり，青森県職員として医療現場に勤務することが決まっている。 

なお，「被ばく医療認定士」の英文名を，（Radiological Health Scientist）とした。 

 

2) ３名の論文題目と概要 

① 「放射線治療を受けている乳がん患者の急性放射線障害と QOL」 

乳がん患者の放射線治療による急性放射線障害の症状発現時期や程度，治療中の QOLを明ら

かにすることを目的とした。実際に放射線治療を受けている患者を対象に調査を行った。 

倦怠感は照射 1週目，疼痛は 1週目と 3週目，皮膚炎は 2週目後半から 3 週目にかけて上昇

し，掻痒感は皮膚炎にやや遅れて上昇した。しかし，QOL の観点からは，放射線治療が QOL

の低下にほとんど影響しないことが示唆された。 

② 「在宅ケア関係職種の原始力災害に対する認識に関する研究」 

原子力施設立地道・県において，施設の近隣市町村の訪問看護サービス事業所で働く看護職

者や介護職者が，原子力災害を含む災害及び災害時要援護者への対応などについてどのよう

な認識を持ち，対策を検討しているかを明らかにすることを目的に，質問紙調査及び面接調

査を行った。 

質問紙調査は，10 道県事業所 191 施設中 15 施設から協力が得られ郵送法で実施した。面

接調査は病院を経営母体とする事業所または部署に勤務する 3 名の看護職者におこなった。

これらの調査から，定期的な学習会，防災マニュアル及びその作成のための指針の必要性が

浮き彫りになった。 

③ 「ラット骨における細胞外マトリックス成分の X 線による変化」 

放射線治療を受けたがん患者や，長期にわたり宇宙空間で生活する宇宙飛行士は骨密度や骨

強度の低下が認められることから，放射線により骨粗鬆症が誘引される可能性が示唆されて

きたが，その発症機序については不明である。そこで，ラット及びラット骨芽細胞に X 線照

射し，骨結合組織成分への影響を調べたところ，タイプⅠコラーゲンやデコリン（プロテオ

グリカン）の低下と MMP-13（コラーゲン分解酵素）の上昇が認められた。これらが放射線

に起因する骨粗鬆症の原因の一部である可能性が示唆された。 
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・30 キロ圏内にたくさんの病院があったり，オフサイトセンターがあったりして，機能し
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2. 平成 23年度の「被ばく医療コース」の履修学生 

1) １年次学生 

社会人１名であり，「看護学領域」に所属する。看護師免許を有して独立行政法人職員として，

放射線治療を主とする医療機関に勤務している。他県に在住しているので主に遠隔授業によっ

て学習している。現在，勤務先の協力を得てデータを収集している。 

また，「学生が，それぞれの専門性と関連した学外の複数の研修／セミナーなどに参加し，知

識の共有と連携のため，被ばく医療コース全体の大学院生と教員とで研修内容・成果の発表等

も行う」と授業内容が定められている「被ばく医療演習」では，種々の研修等ばかりでなく，

原子力災害後の福島における派遣活動を実際に行い，以下のレポートにみられるよう，「演習」

というよりは「実践」を通して多くを学ぶ機会を得ている。 

 

【大学院生 Tのレポート】 

研修名 原子力防災研修 救護所活動実践講座 

開催場所 横須賀市産業交流プラザ 期日 平成 23年 10月 5日～1６日 

研修内容 
原子力災害時に避難所等に設置される救護所において医療者が行う業務について学ぶ。放射線の

人体への影響，救護所活動，原子力施設の事故事例と救護所活動の事例および身体汚染検査実習，

机上演習：救護所のﾚｲｱｳﾄ，救護所活動の実習。 
研修名 福島での派遣活動 

開催場所 福島県庁オフサイトセンター・自治会館 期日 平成 23年 3月 17日～19日 

研修内容 
福島第一原子力発電所の事故による医療班任務。被災者・被ばく者の精神的援助，ヨウ素剤投与

援助，医療品・除染剤管理，患者搬送連絡調整，DMAＴ等への正しい知識の付与と精神的支援，

医療スタッフへの健康管理 
研修名 被ばく医療 研修会講師 

開催場所 放射線医学総合研究所 期日 平成 23年 6月 17・24日／9月 9日／10月 13・14日 

研修内容 

6月：看護課教育委員会での緊急被ばく訓練，看護課全員対象とし２日間で行う(福島原発事故対

応)，９月：被ばく医療指導者コース「緊急被ばくにおける看護師の役割」について講義(30分)，

10月：第３回 NIRS被ばくセミナー実習・机上演習担当など。       院内・外部医療者へ

の訓練指導に携わる。 

研修名 第 31回日本看護科学学会学術集会 

開催場所 高知市文化プラザかるぽーと 期日 平成 23年 12月 2・3日 

研修内容 
交流集会「被ばく医療人材育成から実践まで」 テーマ：福島原発事故への看護職としての関わ

りおよび被ばく・汚染作業員の受け入れとして，福島での活動・３次被ばく医療機関として実際

の受け入れた事例をまとめ発表した。 
研修名 被ばく医療研修報告会 

開催場所 弘前大学医学部保健学科 期日 平成 24年 2月 3日 

研修内容 救護所活動講座に参加しての学び，福島での活動について報告。 

 

2) ２年次学生 

上記「１．」で紹介。 

 

3. 平成 24年度の「被ばく医療コース」入学者の確保 

平成 23年度に，博士前期課程の入学試験を実施し，「被ばく医療コース」へ社会人２名（看護学 

領域）と学部からの一般 1名（生体情報科学領域）の合わせて 3名が入学した。 
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4. 今後に向けた課題 

   今年度，被ばく医療コースで開講された科目については，各担当教員に実際の教育内容を検証し 

ていただき，場合によっては次年度への工夫や改善をお願いしたい。 

また，放射線医学総合研究所との連携大学院が立ち上がり，被ばく医療コースの学生は希望すれ 

ば放医研の研究者や医療従事者に副指導教員になっていただき，その指導を受けられるようになっ

た。今年度はこの制度が実動することはなかったが，次年度以降は双方の情報がよりわかりやすく

なるようにシステムを整備したい。これとあわせて，弘前大学被ばく医療総合研究所との教育・研

究における連携を強化し，博士後期課程における被ばく医療コースの可能性についても検討してい

きたい。次年度は現行の被ばく医療コースへの被ばく医療総合研究所の教員の担当も増員すること

が決まっている。 

一方，看護学領域では放射線看護専門看護師（仮称）の立ち上げに向け，今年度末より他大学と 

の調整が始まっている。被ばく医療コースとの関連も深く，保健学研究科全体としての取り組みが

必要であるため，教育カリキュラムの改訂に向け議論を重ねながら検討を進めていく必要がある。 

 

③現職者教育 

現職者教育として，「第 2回緊急被ばく医療支援人材育成プログラム現職者研修」を実施した。平成

22 年度は，現職の看護師および診療放射線技師を対象としたが，平成 23 年度は看護師だけでなく保

健師等も含むよう看護職に対象を広げ，看護職および診療放射線技師を対象とした。3月 11日に発生

した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により緊急被ばく医療の重要性が再認

識される中，緊急被ばく医療に必要な知識を習得し，連携・協働しながら適切な対応かつ安全管理が

できる医療職者を育成することを目的として開催した。 

看護職コースは放射線に関する基礎講義（0.5 日）を含み 3 日間，診療放射線技師コースは 2.5 日

の日程で行った。 

 

1. 現職者研修の教育目的・教育目標 

それぞれのコースの目的・目標を以下に示す。 

看護職コース 
【教育目的】 

放射線に関する知識を有し，緊急被ばく医療において基本的な実践ができる看護職者の育成を

めざす。 

【教育目標】 

① 放射線に関する基礎的知識が理解できる。 

② 緊急被ばく医療体制について理解できる。 

③ 放射線事故における地域住民の反応と医療従事者に必要とされる対応について理解できる。 

④ 緊急被ばく医療体制について理解できる。 

⑤ 緊急被ばく医療における看護師等の医療職者の役割・機能について理解できる。 

⑥ 他職種と協働し，汚染を伴った傷病者の処置に必要な看護ケアを実践できる。 
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2. 平成 23年度の「被ばく医療コース」の履修学生 

1) １年次学生 

社会人１名であり，「看護学領域」に所属する。看護師免許を有して独立行政法人職員として，

放射線治療を主とする医療機関に勤務している。他県に在住しているので主に遠隔授業によっ

て学習している。現在，勤務先の協力を得てデータを収集している。 

また，「学生が，それぞれの専門性と関連した学外の複数の研修／セミナーなどに参加し，知

識の共有と連携のため，被ばく医療コース全体の大学院生と教員とで研修内容・成果の発表等

も行う」と授業内容が定められている「被ばく医療演習」では，種々の研修等ばかりでなく，

原子力災害後の福島における派遣活動を実際に行い，以下のレポートにみられるよう，「演習」

というよりは「実践」を通して多くを学ぶ機会を得ている。 

 

【大学院生 Tのレポート】 

研修名 原子力防災研修 救護所活動実践講座 

開催場所 横須賀市産業交流プラザ 期日 平成 23年 10月 5日～1６日 

研修内容 
原子力災害時に避難所等に設置される救護所において医療者が行う業務について学ぶ。放射線の

人体への影響，救護所活動，原子力施設の事故事例と救護所活動の事例および身体汚染検査実習，

机上演習：救護所のﾚｲｱｳﾄ，救護所活動の実習。 
研修名 福島での派遣活動 

開催場所 福島県庁オフサイトセンター・自治会館 期日 平成 23年 3月 17日～19日 

研修内容 
福島第一原子力発電所の事故による医療班任務。被災者・被ばく者の精神的援助，ヨウ素剤投与

援助，医療品・除染剤管理，患者搬送連絡調整，DMAＴ等への正しい知識の付与と精神的支援，

医療スタッフへの健康管理 
研修名 被ばく医療 研修会講師 

開催場所 放射線医学総合研究所 期日 平成 23年 6月 17・24日／9月 9日／10月 13・14日 

研修内容 

6月：看護課教育委員会での緊急被ばく訓練，看護課全員対象とし２日間で行う(福島原発事故対

応)，９月：被ばく医療指導者コース「緊急被ばくにおける看護師の役割」について講義(30分)，

10月：第３回 NIRS被ばくセミナー実習・机上演習担当など。       院内・外部医療者へ

の訓練指導に携わる。 

研修名 第 31回日本看護科学学会学術集会 

開催場所 高知市文化プラザかるぽーと 期日 平成 23年 12月 2・3日 

研修内容 
交流集会「被ばく医療人材育成から実践まで」 テーマ：福島原発事故への看護職としての関わ

りおよび被ばく・汚染作業員の受け入れとして，福島での活動・３次被ばく医療機関として実際

の受け入れた事例をまとめ発表した。 
研修名 被ばく医療研修報告会 

開催場所 弘前大学医学部保健学科 期日 平成 24年 2月 3日 

研修内容 救護所活動講座に参加しての学び，福島での活動について報告。 

 

2) ２年次学生 

上記「１．」で紹介。 

 

3. 平成 24年度の「被ばく医療コース」入学者の確保 

平成 23年度に，博士前期課程の入学試験を実施し，「被ばく医療コース」へ社会人２名（看護学 

領域）と学部からの一般 1名（生体情報科学領域）の合わせて 3名が入学した。 

Ⅲ 各部門の活動報告 ２．教育部門 

―１１３― 

4. 今後に向けた課題 

   今年度，被ばく医療コースで開講された科目については，各担当教員に実際の教育内容を検証し 

ていただき，場合によっては次年度への工夫や改善をお願いしたい。 

また，放射線医学総合研究所との連携大学院が立ち上がり，被ばく医療コースの学生は希望すれ 

ば放医研の研究者や医療従事者に副指導教員になっていただき，その指導を受けられるようになっ

た。今年度はこの制度が実動することはなかったが，次年度以降は双方の情報がよりわかりやすく

なるようにシステムを整備したい。これとあわせて，弘前大学被ばく医療総合研究所との教育・研

究における連携を強化し，博士後期課程における被ばく医療コースの可能性についても検討してい

きたい。次年度は現行の被ばく医療コースへの被ばく医療総合研究所の教員の担当も増員すること

が決まっている。 

一方，看護学領域では放射線看護専門看護師（仮称）の立ち上げに向け，今年度末より他大学と 

の調整が始まっている。被ばく医療コースとの関連も深く，保健学研究科全体としての取り組みが

必要であるため，教育カリキュラムの改訂に向け議論を重ねながら検討を進めていく必要がある。 

 

③現職者教育 

現職者教育として，「第 2回緊急被ばく医療支援人材育成プログラム現職者研修」を実施した。平成

22 年度は，現職の看護師および診療放射線技師を対象としたが，平成 23 年度は看護師だけでなく保

健師等も含むよう看護職に対象を広げ，看護職および診療放射線技師を対象とした。3月 11日に発生

した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により緊急被ばく医療の重要性が再認

識される中，緊急被ばく医療に必要な知識を習得し，連携・協働しながら適切な対応かつ安全管理が

できる医療職者を育成することを目的として開催した。 

看護職コースは放射線に関する基礎講義（0.5 日）を含み 3 日間，診療放射線技師コースは 2.5 日

の日程で行った。 

 

1. 現職者研修の教育目的・教育目標 

それぞれのコースの目的・目標を以下に示す。 

看護職コース 
【教育目的】 

放射線に関する知識を有し，緊急被ばく医療において基本的な実践ができる看護職者の育成を

めざす。 

【教育目標】 

① 放射線に関する基礎的知識が理解できる。 

② 緊急被ばく医療体制について理解できる。 

③ 放射線事故における地域住民の反応と医療従事者に必要とされる対応について理解できる。 

④ 緊急被ばく医療体制について理解できる。 

⑤ 緊急被ばく医療における看護師等の医療職者の役割・機能について理解できる。 

⑥ 他職種と協働し，汚染を伴った傷病者の処置に必要な看護ケアを実践できる。 
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診療放射線技師コース 
【教育目的】 

放射線に関する知識を有し，緊急被ばく医療において基本的な実践ができる診療放射線技師の育 

成をめざす。 
【教育目標】 

① 緊急被ばく医療体制について理解できる。 

② 過去の放射線被ばく事故とその対応について理解できる。 

③ 放射線事故における地域住民の反応と医療従事者に必要とされる対応について理解できる。 

④ 緊急被ばく医療における診療放射線技師等の医療職者の役割・機能について理解できる。 

⑤ 他職種と協働し，汚染を伴った傷病者の処置の際に必要な放射線管理・測定ができる。 

 

2. 実施準備 
1) 実施体制 

平成 23年度は現職者実行委員会を組織し，実行委員が中心になってプログラムの検討，準備を行っ

た。 

プログラムの検討は，当初入門編，基礎編，実践編での構成を考えたが，看護職コースと診療放射

線技師コースを合同で開催するためにはこのくくりでプログラムを作成できないことが確認され，緊

急被ばく医療に関する一連の研修としてプログラムを作成することになった。現職者研修実行委員会

は 23 名で構成される。プログラムの内容検討者と当日担当を一致させるため，メンバーを 1,2 日目

WG，3 日目 WG，運営 WG に振り分け，準備にあたった。各 WG から 2 名ずつコアメンバーを選出し，コ

アメンバー会議と全体会議を開催しながら準備にあたった。平成 23年度は，被ばく医療総合研究所山

田正俊先生，高度救命救急センターセンター長浅利靖先生の協力を得，すべての講義・演習は学内教

員で実施した。また，浅利靖先生の協力を得て，高度救命救急センターの除染室の見学をプログラム

することができた。 
 

現職者研修実行委員と役割一覧 
WG 名 役割等 氏 名 

1,2 日目 WG 原子力災害を含む初期対応のプロ

グラム検討 
齋藤陽子，野戸結花，則包和也，漆坂真弓， 
細田正洋，寺島真悟，扇野綾子，吉野浩教 

3 日目 WG 医療施設の対応のプログラム検討

（22年度のシミュレーション演習

中心） 

西澤一治，細川洋一郎，井瀧千恵子，門前 暁， 
小山内暢，中野 学，北島麻衣子，北嶋 結， 
高間木静香，横田ひろみ 

運営 準備・運営 中村敏也，冨澤登志子，山田修平，竹浪麻貴 
嘉手苅広一郎（吉野浩教，高間木静香） 

                   太字はコアメンバー 
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2) 現職者研修開催までのスケジュール 

 
現職者研修実行委員と役割一覧 

平成 23 年 4 月下旬 現職者研修内容の再検討 
平成 23 年 6 月上旬まで プログラムの検討 
平成 23 年 7 月下旬 県内医療施設，大学，看護学校等 83 機関へ開催案内発送 

開催案内をホームページへ掲載 
平成 23 年 8 月上旬 講義内容と演習内容の調整，講義内容と目標との突き合わせ 

講師に講義内容の項目を伝え，資料作成依頼 
研修申し込み締め切り 

平成 23 年 8 月 24 日 第 1 回トレーニング 
平成 23 年 8 月 27 日 看護職コース，診療放射線技師コース開催 
平成 23 年 9 月 5 日 第 2 回トレーニング 
平成 23 年 9 月 9，10 日 看護師コース，診療放射線技師コース開催 

 

 

3) シミュレーション演習トレーニング 

「緊急被ばく医療シミュレーション」において受講者の指導を担当する教員の指導技術の獲得およ

び演習の流れを把握する目的でトレーニングを行った。指導者の立場で受講者への指導の視点の確

認を行った。指導の視点の確認については，事例に応じたシミュレーション手順の作成，指導ポイ

ントの明確化，指導方針の確認；机上演習，シミュレーション，ふりかえり，まとめでの指導者の

位置づけと役割の確認，指導者チェック票の作成を行った。トレーニングは 2回実施した。 

    
 

トレーニング計画の詳細 
 

第 1回 平成 23 年 8月 24日（水）：9:00～12:00 

目標 

１．演習指導者は，各自に分担された指導役割に応じて，「シミュレーション（搬入から一般病室へ退出）」

の流れを把握することができる。 

２．各自に分担された指導役割に応じた指導の視点を理解することができる。 

方法 

9:00 挨拶・指導者スタッフ・受講者の紹介 

9:05 本日のトレーニング予定の説明 

9:10 事故事例の紹介，物品の場所の確認等 

9:20 トレーニングの開始 

10:40 着替え，休憩（10分） 

10:50 シミュレーショントレーニングのふりかえり（チーム毎）（20分） 

11:10 受講者からの意見，指導者からの意見交換等（チームで出た意見を全体で共有する） 

11:30 終了 

終了後 片づけ 
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診療放射線技師コース 
【教育目的】 

放射線に関する知識を有し，緊急被ばく医療において基本的な実践ができる診療放射線技師の育 

成をめざす。 
【教育目標】 

① 緊急被ばく医療体制について理解できる。 

② 過去の放射線被ばく事故とその対応について理解できる。 

③ 放射線事故における地域住民の反応と医療従事者に必要とされる対応について理解できる。 

④ 緊急被ばく医療における診療放射線技師等の医療職者の役割・機能について理解できる。 

⑤ 他職種と協働し，汚染を伴った傷病者の処置の際に必要な放射線管理・測定ができる。 

 

2. 実施準備 
1) 実施体制 

平成 23年度は現職者実行委員会を組織し，実行委員が中心になってプログラムの検討，準備を行っ

た。 

プログラムの検討は，当初入門編，基礎編，実践編での構成を考えたが，看護職コースと診療放射

線技師コースを合同で開催するためにはこのくくりでプログラムを作成できないことが確認され，緊

急被ばく医療に関する一連の研修としてプログラムを作成することになった。現職者研修実行委員会

は 23 名で構成される。プログラムの内容検討者と当日担当を一致させるため，メンバーを 1,2 日目

WG，3 日目 WG，運営 WG に振り分け，準備にあたった。各 WG から 2 名ずつコアメンバーを選出し，コ

アメンバー会議と全体会議を開催しながら準備にあたった。平成 23年度は，被ばく医療総合研究所山

田正俊先生，高度救命救急センターセンター長浅利靖先生の協力を得，すべての講義・演習は学内教

員で実施した。また，浅利靖先生の協力を得て，高度救命救急センターの除染室の見学をプログラム

することができた。 
 

現職者研修実行委員と役割一覧 
WG 名 役割等 氏 名 

1,2 日目 WG 原子力災害を含む初期対応のプロ

グラム検討 
齋藤陽子，野戸結花，則包和也，漆坂真弓， 
細田正洋，寺島真悟，扇野綾子，吉野浩教 

3 日目 WG 医療施設の対応のプログラム検討

（22年度のシミュレーション演習

中心） 

西澤一治，細川洋一郎，井瀧千恵子，門前 暁， 
小山内暢，中野 学，北島麻衣子，北嶋 結， 
高間木静香，横田ひろみ 

運営 準備・運営 中村敏也，冨澤登志子，山田修平，竹浪麻貴 
嘉手苅広一郎（吉野浩教，高間木静香） 

                   太字はコアメンバー 
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2) 現職者研修開催までのスケジュール 

 
現職者研修実行委員と役割一覧 

平成 23 年 4 月下旬 現職者研修内容の再検討 
平成 23 年 6 月上旬まで プログラムの検討 
平成 23 年 7 月下旬 県内医療施設，大学，看護学校等 83 機関へ開催案内発送 

開催案内をホームページへ掲載 
平成 23 年 8 月上旬 講義内容と演習内容の調整，講義内容と目標との突き合わせ 

講師に講義内容の項目を伝え，資料作成依頼 
研修申し込み締め切り 

平成 23 年 8 月 24 日 第 1 回トレーニング 
平成 23 年 8 月 27 日 看護職コース，診療放射線技師コース開催 
平成 23 年 9 月 5 日 第 2 回トレーニング 
平成 23 年 9 月 9，10 日 看護師コース，診療放射線技師コース開催 

 

 

3) シミュレーション演習トレーニング 

「緊急被ばく医療シミュレーション」において受講者の指導を担当する教員の指導技術の獲得およ

び演習の流れを把握する目的でトレーニングを行った。指導者の立場で受講者への指導の視点の確

認を行った。指導の視点の確認については，事例に応じたシミュレーション手順の作成，指導ポイ

ントの明確化，指導方針の確認；机上演習，シミュレーション，ふりかえり，まとめでの指導者の

位置づけと役割の確認，指導者チェック票の作成を行った。トレーニングは 2回実施した。 

    
 

トレーニング計画の詳細 
 

第 1 回 平成 23 年 8月 24日（水）：9:00～12:00 

目標 

１．演習指導者は，各自に分担された指導役割に応じて，「シミュレーション（搬入から一般病室へ退出）」

の流れを把握することができる。 

２．各自に分担された指導役割に応じた指導の視点を理解することができる。 

方法 

9:00 挨拶・指導者スタッフ・受講者の紹介 

9:05 本日のトレーニング予定の説明 

9:10 事故事例の紹介，物品の場所の確認等 

9:20 トレーニングの開始 

10:40 着替え，休憩（10分） 

10:50 シミュレーショントレーニングのふりかえり（チーム毎）（20分） 

11:10 受講者からの意見，指導者からの意見交換等（チームで出た意見を全体で共有する） 

11:30 終了 

終了後 片づけ 
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その他 

 受講者役で防護服を着用する方（ホットエリア看護師①②，セミホットエリア看護師，ホットエリア

放射線技師）は，事前にアンダーウェアに着替えて頂きますので時間の余裕を持っておいで下さい。

アンダーウェアは，トレーニング開始前（当日朝 8 時～）会場からお持ちいただき，着用のうえお集

まりください。また，履物の上にシューズカバーを装着するため，サンダルやヒールの高い靴は避け

て下さい。 

 可能であれば，事前に，緊急被ばく医療研修のホームページ http://www.remnet.jp/を見て，学習し

ていただきますようお願いいたします。 

 

シミュレーションの流れ 受講者の受講状況 

シミュレーション開始 

・医療機関への連絡，受け入れの要請 
・受け入れ準備（物品確認，防護服着用など） 

防護服着用は演習で実施済み 
物品確認は演習で実施済み 

・患者受け入れ，申し送り   

Ａグループ・Ｂグループに分かれ，患者受け入れ後，処置開始   

・全身状態観察・確認，クイックサーベイ 

・検体提出（採血，鼻腔スメア，創傷汚染ガーゼなど） 

・血管確保（※形だけ行う） 

クイックサーベイは演習で実施済み 

・創傷部の処置（※除染は 1回） 

・患者の全身サーベイ 
除染の仕方は演習で実施済み 

・患者退室，一般病棟への申し送り 

・医療者退出（脱衣，コールドエリアへ） 

・安全宜言 

防護服脱衣は演習で実施済み 

 

シミュレーション指導担当教員役割分担表（8月 24日） 

全体統括・進行：井瀧  アドバイザー：細川  リーダー医師：西澤一治 

受講者役割（人数：各チーム） 指導者Ａチーム 指導者Ｂチーム 

ホットエリア看護師①  (1) 

（齋藤） （北嶋） ホットエリア看護師②  (1) 

セミホットエリア看護師 (1)        

ホットエリア放射線技師 (1) （寺島） （畑田） 

※セミホットエリア放射線技師(2)両チーム共通で （吉野）（小山内） 

管理区域記録係（セミホット Rまたは N）  (1) （門前） 

セミホットエリァ検体係（Nまたは R）(1) 
（高間木）  〔横田〕 

セミホットエリア記録係（N）  (1) 

  
チーム担当バックアップ

（野戸）     

チーム担当バックアップ

（冨澤）      

 
シミュレーション受講者役分担表 

役割 Ａチーム Ｂチーム 

ホットエリア看護師① 倉内 安杖 

ホットエリア看護師② 則包 西沢 

ホットエリア放射線技師 石岡 （Ｒ学生） 中務 （Ｒ掌圭） 

セミホットエリア看護師 佐藤 （Ｎ院生） 出頭 （Ｎ院生） 

セミホットエリア放射線技師 紫田（Ｒ学生）  中居（Ｒ学生） 

管理区域記録係 山口 （Ｒ院生） 

セミホットエリア検体係 一戸 Ｎ学生 

セミホットエリア記録係 曾津 西村 

 
 

○その他の役割 

患者役：2 名 太田，菊池 

救急隊員役：2名 小枝，中村 

放射線管理要員役：中原 

病棟看護師役：一戸（検体係と兼務） 

検体受取係：中野 

撮影・記録係：成田，竹浪 

タイムキーパー：井瀧 

Ⅲ 各部門の活動報告 ２．教育部門 
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トレーニング計画の詳細 

 

第 2回 平成 23年 9月 5日（月）13:00～16:00 

目標 

１．演習指導者は，各自に分担された指導役割に応じて，「机上演習」「シミュレーション（搬入から一般病

室へ退出）」「緊急被ばく医療シミュレーションのふりかえり」の流れを把握することができる。 

２．各自に分担された指導役割に応じた指導の視点を理解することができる。  

方法 

13:00 挨拶・指導者スタッフ・受講者の紹介 

13:05 本日のトレーニング予定の説明 

13:10 演習 5「机上演習」：対象は受講者を想定した A・Bチーム（別紙）（50分） 

14:00 演習 6「シミュレーション」開始（80分） 

受講者の受講状況

シミュレーション開始

・医療機関への連絡、受け入れの要請

・受け入れ準備(物品確認、防護服着用など)

防護服着用は、演習で実施済

物品確認は、演習で実施済

・患者受け入れ、申し送り

Ａグループ・Ｂグループに分かれ、患者受け入れ後　処

置開始

・全身状態観察・確認、クイックサーベイ

・検体提出（採血、鼻腔スメア、創傷汚染ガーゼなど）

・血管確保（※形だけ行う）

クイックサーベイは、演習で実施済

・創傷部の処置（※除染は1回）

・患者の全身サーベイ

除染の仕方は、演習で実施済

・患者退室、一般病棟への申し送り

・医療者退出（脱衣、コールドエリアへ）

・安全宣言

防護服脱衣は、演習で実施済

 

15:20  演習 7「緊急被ばくシミュレーションのふりかえり」（30分） 

15:50 シミュレーション指導者に関するふりかえり（10分） 

16:00 受講者 終了 

16:00 指導者 トレーニングの反省 ミーティング（30分） 

16:30 片づけ 

その他 

・受講者役で防護服を着用する方（ホットエリア看護師①②，セミホットエリア看護師，ホットエリア放射線

技師）は，事前にアンダーウェアに着替えて頂きますので時間の余裕を持っておいで下さい。アンダーウェア

は，トレーニング開始前（当日１２時～）会場からお持ちいただき，着用のうえお集まりください。また，履

物の上にシューズカバーを装着するため，サンダルやヒールの高い靴は避けて下さい。 

・可能であれば，事前に，緊急被ばく医療研修のホームページ http://www.remnet.jp/を見て，学習していただ

きますようお願いいたします。 
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その他 

 受講者役で防護服を着用する方（ホットエリア看護師①②，セミホットエリア看護師，ホットエリア

放射線技師）は，事前にアンダーウェアに着替えて頂きますので時間の余裕を持っておいで下さい。

アンダーウェアは，トレーニング開始前（当日朝 8 時～）会場からお持ちいただき，着用のうえお集

まりください。また，履物の上にシューズカバーを装着するため，サンダルやヒールの高い靴は避け

て下さい。 

 可能であれば，事前に，緊急被ばく医療研修のホームページ http://www.remnet.jp/を見て，学習し

ていただきますようお願いいたします。 

 

シミュレーションの流れ 受講者の受講状況 

シミュレーション開始 

・医療機関への連絡，受け入れの要請 
・受け入れ準備（物品確認，防護服着用など） 

防護服着用は演習で実施済み 
物品確認は演習で実施済み 

・患者受け入れ，申し送り   

Ａグループ・Ｂグループに分かれ，患者受け入れ後，処置開始   

・全身状態観察・確認，クイックサーベイ 

・検体提出（採血，鼻腔スメア，創傷汚染ガーゼなど） 

・血管確保（※形だけ行う） 

クイックサーベイは演習で実施済み 

・創傷部の処置（※除染は 1回） 

・患者の全身サーベイ 
除染の仕方は演習で実施済み 

・患者退室，一般病棟への申し送り 

・医療者退出（脱衣，コールドエリアへ） 

・安全宜言 

防護服脱衣は演習で実施済み 

 

シミュレーション指導担当教員役割分担表（8月 24日） 

全体統括・進行：井瀧  アドバイザー：細川  リーダー医師：西澤一治 

受講者役割（人数：各チーム） 指導者Ａチーム 指導者Ｂチーム 

ホットエリア看護師①  (1) 

（齋藤） （北嶋） ホットエリア看護師②  (1) 

セミホットエリア看護師 (1)        

ホットエリア放射線技師 (1) （寺島） （畑田） 

※セミホットエリア放射線技師(2)両チーム共通で （吉野）（小山内） 

管理区域記録係（セミホット Rまたは N）  (1) （門前） 

セミホットエリァ検体係（Nまたは R）(1) 
（高間木）  〔横田〕 

セミホットエリア記録係（N）  (1) 

  
チーム担当バックアップ

（野戸）     

チーム担当バックアップ

（冨澤）      

 
シミュレーション受講者役分担表 

役割 Ａチーム Ｂチーム 

ホットエリア看護師① 倉内 安杖 

ホットエリア看護師② 則包 西沢 

ホットエリア放射線技師 石岡 （Ｒ学生） 中務 （Ｒ掌圭） 

セミホットエリア看護師 佐藤 （Ｎ院生） 出頭 （Ｎ院生） 

セミホットエリア放射線技師 紫田（Ｒ学生）  中居（Ｒ学生） 

管理区域記録係 山口 （Ｒ院生） 

セミホットエリア検体係 一戸 Ｎ学生 

セミホットエリア記録係 曾津 西村 

 
 

○その他の役割 

患者役：2 名 太田，菊池 

救急隊員役：2名 小枝，中村 

放射線管理要員役：中原 

病棟看護師役：一戸（検体係と兼務） 

検体受取係：中野 

撮影・記録係：成田，竹浪 

タイムキーパー：井瀧 

Ⅲ 各部門の活動報告 ２．教育部門 
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トレーニング計画の詳細 

 

第 2 回 平成 23年 9月 5日（月）13:00～16:00 

目標 

１．演習指導者は，各自に分担された指導役割に応じて，「机上演習」「シミュレーション（搬入から一般病

室へ退出）」「緊急被ばく医療シミュレーションのふりかえり」の流れを把握することができる。 

２．各自に分担された指導役割に応じた指導の視点を理解することができる。  

方法 

13:00 挨拶・指導者スタッフ・受講者の紹介 

13:05 本日のトレーニング予定の説明 

13:10 演習 5「机上演習」：対象は受講者を想定した A・Bチーム（別紙）（50分） 

14:00 演習 6「シミュレーション」開始（80分） 

受講者の受講状況

シミュレーション開始

・医療機関への連絡、受け入れの要請

・受け入れ準備(物品確認、防護服着用など)

防護服着用は、演習で実施済

物品確認は、演習で実施済

・患者受け入れ、申し送り

Ａグループ・Ｂグループに分かれ、患者受け入れ後　処

置開始

・全身状態観察・確認、クイックサーベイ

・検体提出（採血、鼻腔スメア、創傷汚染ガーゼなど）

・血管確保（※形だけ行う）

クイックサーベイは、演習で実施済

・創傷部の処置（※除染は1回）

・患者の全身サーベイ

除染の仕方は、演習で実施済

・患者退室、一般病棟への申し送り

・医療者退出（脱衣、コールドエリアへ）

・安全宣言

防護服脱衣は、演習で実施済

 

15:20  演習 7「緊急被ばくシミュレーションのふりかえり」（30分） 

15:50 シミュレーション指導者に関するふりかえり（10分） 

16:00 受講者 終了 

16:00 指導者 トレーニングの反省 ミーティング（30分） 

16:30 片づけ 

その他 

・受講者役で防護服を着用する方（ホットエリア看護師①②，セミホットエリア看護師，ホットエリア放射線

技師）は，事前にアンダーウェアに着替えて頂きますので時間の余裕を持っておいで下さい。アンダーウェア

は，トレーニング開始前（当日１２時～）会場からお持ちいただき，着用のうえお集まりください。また，履

物の上にシューズカバーを装着するため，サンダルやヒールの高い靴は避けて下さい。 

・可能であれば，事前に，緊急被ばく医療研修のホームページ http://www.remnet.jp/を見て，学習していただ

きますようお願いいたします。 
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シミュレーション指導担当教員役割分担表（9月 5 日) 

全体統括・進行：井瀧・細川  アドバイザー：細川 

受講者役割（人数：各チーム） 指導者Ａチーム 指導者Ｂチーム 

チームリーダー（1） （西澤） 

除染チーム医師（1）（ホット） （齋藤） 

除染チーム看護師（ホット）①（1） 
除染チーム看護師（ホット）②（1） 

（漆坂） （北嶋） 

除染チーム診療放射線技師（ホット）（1） （寺島） （細田） 

※診療放射線技師（セミホット）（2）両チーム共通で （吉野）（小山内） 

管理区域管理記録者（セミホット Rまたは N）（1） （門前） 

除染チーム看護師（セミホット）（1） 

（高間木）  〔横田〕 検体係（N または R）（1） 

記録看護師（セミホット）（N）（1） 

  チーム担当バックアップ （野戸）     チーム担当バックアップ （冨澤）      

 
 

シミュレーション受講者役分担表 

役割 Ａチーム Ｂチーム 

チームリーダー 西澤 

除染チーム医師（ホット） 齋藤 

除染チーム看護師（ホット）① 北嶋 西沢 

除染チーム看護師（ホット）② 福田 （Ｎ学生） 五十嵐 

除染チム診療放射線技師 石岡 （Ｒ学生） 中務 （Ｒ掌圭） 

除染チーム看護師 蝦名 大磯（Ｎ学生） 

診療放射線技師（セミホット） 紫田（Ｒ学生）  樋口（Ｒ学生） 

管理区域管理記録者 山口 （Ｒ院生） 

検体係 木立 山崎（Ｎ学生） 

記録看護師 曾津 西村 

 

 

 

D○その他の役割 

患者役：2 名 太田，菊池 

救急隊員役：2名 大友，中村 

放射線管理要員役：中原 

病棟看護師役：一戸 

検体受取係：中野 

撮影・記録係：中野（ビデオ） 

  竹浪（ビデオ・カメラ） 

タイムキーパー：井瀧 

Ⅲ 各部門の活動報告 ２．教育部門 

―１１９― 

3. 「第 2回緊急被ばく医療支援人材育成プログラム現職者研修」開催内容 
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シミュレーション指導担当教員役割分担表（9月 5 日) 

全体統括・進行：井瀧・細川  アドバイザー：細川 

受講者役割（人数：各チーム） 指導者Ａチーム 指導者Ｂチーム 

チームリーダー（1） （西澤） 

除染チーム医師（1）（ホット） （齋藤） 

除染チーム看護師（ホット）①（1） 
除染チーム看護師（ホット）②（1） 

（漆坂） （北嶋） 

除染チーム診療放射線技師（ホット）（1） （寺島） （細田） 

※診療放射線技師（セミホット）（2）両チーム共通で （吉野）（小山内） 

管理区域管理記録者（セミホット Rまたは N）（1） （門前） 

除染チーム看護師（セミホット）（1） 

（高間木）  〔横田〕 検体係（N または R）（1） 

記録看護師（セミホット）（N）（1） 

  チーム担当バックアップ （野戸）     チーム担当バックアップ （冨澤）      

 
 

シミュレーション受講者役分担表 

役割 Ａチーム Ｂチーム 

チームリーダー 西澤 

除染チーム医師（ホット） 齋藤 

除染チーム看護師（ホット）① 北嶋 西沢 

除染チーム看護師（ホット）② 福田 （Ｎ学生） 五十嵐 

除染チム診療放射線技師 石岡 （Ｒ学生） 中務 （Ｒ掌圭） 

除染チーム看護師 蝦名 大磯（Ｎ学生） 

診療放射線技師（セミホット） 紫田（Ｒ学生）  樋口（Ｒ学生） 

管理区域管理記録者 山口 （Ｒ院生） 

検体係 木立 山崎（Ｎ学生） 

記録看護師 曾津 西村 

 

 

 

D○その他の役割 

患者役：2 名 太田，菊池 

救急隊員役：2名 大友，中村 

放射線管理要員役：中原 

病棟看護師役：一戸 

検体受取係：中野 

撮影・記録係：中野（ビデオ） 

  竹浪（ビデオ・カメラ） 

タイムキーパー：井瀧 
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3. 「第 2回緊急被ばく医療支援人材育成プログラム現職者研修」開催内容 
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4. 事業成果 

 

① 受講者 

看護職コース（以下 Nコース）の受講者 15名，診療放射線技師コース（以下 Rコース）の受講者 

6名，合計 21名であった。N コースの受講者は，臨床勤務の看護師 10 名，教育関係者 5名で，被ば

く医療研修受講経験のある者は 15名中 1 名のみであった。Rコースの受講者は，何れも青森県内医

療機関の診療放射線技師であり，被ばく医療研修受講経験のある者は 6名中 2名で，今年度の受講

者のほとんどは本研修が緊急被ばく医療関連の初めての研修であった。研修参加のきっかけは，大

学からの案内 5 名（N2名，R3 名），友人や知人の紹介が 4名（N），上司や同僚の紹介 12名（N8 名，

R4 名）ホームページ 2名（N）であった。 

 

②アンケート結果 

 講義が終了したすぐ後に行った研修内容に関するアンケート結果である。 

看護職コース 基礎講義 

基礎講義は N コースの 15 名が受講した。基礎講義の講義時間はすべて 60 分で設定した。その結

果，講義時間については 3講義とも 7割以上がちょうどよいと回答していた。講義内容については，

多くは受講者がよくわかった，まあまあわかったと答えていた。基礎講義 2 についてあまりわから

なかったと回答した者が 4 割いたが，自由記載では放射線の生物学的影響については，細胞レベル

から個体への影響について理解できている一方で単位がわからないと記述している者もおり，これ

までに緊急被ばく医療関連の研修を受けたことがない受講生のレディネスの差が影響している可能

性もある。 

看護職コース 講義・演習 

  Nコース基礎講義に続く講義・演習にすべて参加した受講者は 13 名であった。講義時間について

は半数以上がちょうどよいと答えていたが，演習時間については，もう少し長い方がよいと回答し

ている者も複数名おり，今後演習時間，内容の吟味が必要である。開催時期については 8，9月で問

題なかった。1 日目と 2,3 日目が連続していない開催については， 9 名は問題ないとしたが 3 名は

連続した開催を希望していた。研修の満足度については，すべての受講者が満足であると答えてい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催時期

1

11

適切である もっと早い時期に実施して欲しい

もっと遅い時期に実施して欲しい 特に意見なし

2回に分けての実施

3

9

これでよい 連続して行なうのが良い どちらともいえない
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診療放射線技師コース 基礎編 
R コースでは講義時間についてはほとんどがちょうどよいと答えていたが，演習時間については，
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4 名は問題ないとしたが連続した開催を希望する者もいた。研修の満足度については，すべての受
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講義・演習時間の長さ

1

10

ちょうど良い もう少し長くてよい

もっと長くしてよい もう少し短くしてよい

全体の満足度

10

2

大変満足 まあまあ満足

あまり満足できない ぜんぜん満足できなかった

看護師コースアンケート結果 
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診療放射線技師コースアンケート結果 
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アンケート自由記載 

看護職・診療放射線技師の基礎編終了後のアンケート自由記載をみると，シミュレーション演習

に関わるものが多くあった。まず，演習に関連する時間が不足していることがあげられる。患者搬

入時の状況がイメージしにくい点や，汚染患者が処置室に搬入され，除染処置を終え，退室すると

いう一連の流れを重視し演習を行ったため，ひとつひとつの処置を確認できなかった点が受講者の

戸惑いとして現れていた。また，机上では汚染区域と非汚染区域を区別していても処置を開始する

と汚染・非汚染の区別に迷いが生じることもあった。1 回のシミュレーションでは搬入後の流れや，

具体的な除染方法のイメージが分かりにくく，繰り返し訓練する必要性が記載されていた。トリア

ージ，処置についてのリーダーシップを考えると救命医や放射線に精通した医師が必要でありコメ

ディカル中心のシミュレーション演習の限界が記載されていた。しかし，シミュレーション演習の

後に振り返りの時間を設けたことで，演習のなかだけでは解決できなかった問題も解決できたとの

記載もあった。 
 

② 修了証の発行 
 看護職コース全て受講した 13 名，診療放射線技師コース 6 名，合計 19 名に修了証を授与した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 23年度 現職者研修 

受講者，講師陣 

 演習風景 
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３）総括と次年度に向けた課題 

■現職者教育 

 平成 23 年度は平成 22 年度の反省を踏まえ，かつ，東京電力福島第一発電所の事故後を受けて講義

内容の厳選，演習項目の増加など，中心となるシミュレーション演習がスムーズに展開できるように

プログラムを大幅に変更して実施した。講義の多くは 60 分としたことは，受講生にとっても負担の少

ない時間配分だったと思われる。一方で演習項目を増やしたため，演習にかかる時間が不足気味であ

ったことは否めない。今後は講義と演習の時間配分等について平成 23 年度のプログラムを基盤に，プ

ログラムの調整を行っていく必要がある。研修の開催時期・方法については，医療機関で勤務するも

のがほとんどであり，勤務調整の点からもできるだけ多くの受講者に負担のないよう開催方法の検討

が必要である。その一つとして基礎講義部分を e-learning で受講するなどの検討を継続して行う。 

また，今年は 2 年目であること，現職者研修実行委員会を組織し，昨年の経験をいかした各メンバ

ーが積極的にアイディアを出したうえで準備ができたと考えられる。継続することで担当者に負担が

大きくかかるため，現職者研修を継続するならば，今後はこれまで現職者研修に関わっていない教職

員との担当交代も含め負担の格差を無くする方向性を考えていく必要がある。 

 

教育部門構成員 

教 授 中村 敏也（リーダー，生体機能科学分野） 

教 授 細川洋一郎（サブリーダー，放射線生命科学分野） 

教 授 一戸とも子（健康増進科学分野） 

准教授 大友 良光（病態解析科学分野） 

准教授 井瀧千恵子（障害保健学分野） 

講 師 冨澤登志子（老年保健学分野） 

助 教 中野  学（生体機能科学分野） 

助 教 小枝 周平（老年保健学分野） 

教 授 若山 佐一（協力者・老年保健学分野） 

 

 
現職者研修実行委員 
教 授 中村 敏也（リーダー，生体機能科学分野） 

准教授 井瀧千恵子（サブリーダー，障害保健学分野） 

教 授 西澤一治（放射線生命科学分野） 

教 授 齋藤陽子（放射線生命科学分野） 

教 授 細川洋一郎（放射線生命科学分野） 

准教授 野戸結花（障害保健学分野） 
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講 師 漆坂真弓（健康増進科学分野） 

講 師 冨澤登志子（健康増進科学分野） 

講 師 則包和也（障害保健学分野） 

助 教 扇野綾子（障害保健学分野） 

助 教 細田正洋（放射線生命科学分野） 

助 教 門前 暁（放射線生命科学分野） 

助 教 寺島真悟（放射線生命科学分野） 

助 教 吉野浩教（放射線生命科学分野） 

助 教 中野 学（生体機能科学分野） 

助 手 北島麻衣子（健康増進科学分野） 

助 手 北嶋 結（老年保健学分野） 

助 手 高間木静香（老年保健学分野） 

助 手 横田ひろみ（障害保健学分野） 

助 手 小山内 暢（放射線生命科学分野） 

事務長 山田修平 
事 務 嘉手苅広一郎（総務グループ係長） 
事 務 竹浪麻貴（事務補佐員） 
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が必要である。その一つとして基礎講義部分を e-learning で受講するなどの検討を継続して行う。 

また，今年は 2 年目であること，現職者研修実行委員会を組織し，昨年の経験をいかした各メンバ

ーが積極的にアイディアを出したうえで準備ができたと考えられる。継続することで担当者に負担が

大きくかかるため，現職者研修を継続するならば，今後はこれまで現職者研修に関わっていない教職

員との担当交代も含め負担の格差を無くする方向性を考えていく必要がある。 

 

教育部門構成員 

教 授 中村 敏也（リーダー，生体機能科学分野） 
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准教授 井瀧千恵子（障害保健学分野） 

講 師 冨澤登志子（老年保健学分野） 

助 教 中野  学（生体機能科学分野） 

助 教 小枝 周平（老年保健学分野） 

教 授 若山 佐一（協力者・老年保健学分野） 
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教 授 中村 敏也（リーダー，生体機能科学分野） 

准教授 井瀧千恵子（サブリーダー，障害保健学分野） 
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３）総括と次年度に向けた課題 

■現職者教育 

 平成 23 年度は平成 22 年度の反省を踏まえ，かつ，東京電力福島第一発電所の事故後を受けて講義

内容の厳選，演習項目の増加など，中心となるシミュレーション演習がスムーズに展開できるように

プログラムを大幅に変更して実施した。講義の多くは 60 分としたことは，受講生にとっても負担の少

ない時間配分だったと思われる。一方で演習項目を増やしたため，演習にかかる時間が不足気味であ
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大きくかかるため，現職者研修を継続するならば，今後はこれまで現職者研修に関わっていない教職

員との担当交代も含め負担の格差を無くする方向性を考えていく必要がある。 
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３．研究部門 

 

研究部門リーダー 柏倉 幾郎 

 

 

１）活動目標と計画 

●継続研究を実施すると共に新たな研究テーマを加え，健康支援科学領域・医療生命科学

領域の連携を強化し，緊急被ばく医療・支援に関わる保健学分野での研究を組織的に展開

する。 
●新規研究課題 
 反復摂動原理により推定された x 線スペクトルのモンテカルロ法による検証 
 緊急時における環境放射線計測手法の検討 
 化学誘導未成熟染色体凝縮法における新規被ばく線量評価指標の検証 
 化学誘導未成熟染色体凝縮法における不完全構築染色体形成メカニズムの解明 
 緊急災害被ばく遠隔医療支援システムの研究開発 

●公開成果発表会の開催（1 回）－外部委員からの評価を受ける 
 
 

２）活動の概要 

平成 23 年度の研究部門活動には，平成 22 年度の課題に新たな研究テーマが加わり，予

算措置を伴った課題は，健康支援科学領域 7 課題，医療生命科学領域 11 課題の計 18 課題

であった．  
 
【健康支援科学領域】 
1. 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（研究代表者・健康増

進科学分野・西沢 義子） 

2. 原子力施設設置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

（研究代表者・老年保健学分野・木立るり子） 

3. 緊急被ばく医療に対する態度への影響要因（研究代表者・障害保健学分野・野戸 結

花） 

4. 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（研究代表者・

健康増進科学分野・北宮 千秋） 

5. 被ばく事故等による放射線障害に対するリハビリテーションの基礎研究（研究代表

者・老年保健学分野・對馬 均） 

6. 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（研究代表者・老

年保健学分野・若山 佐一） 

7. 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 －学生・看護師の

陸奥新報 220912 掲載 
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リスク認知と教育による変化－（研究代表者・障害保健学分野・障害保健学分野・井

瀧千恵子） 
 
【医療生命科学領域】 
8. 放射線曝露個体の治療に関する基礎的検討（代表者・放射線生命科学分野・柏倉幾郎） 

9. ヒト造血幹細胞の放射線感受性と再生に関する研究（代表者・放射線生命科学分野・

柏倉幾郎） 

10. 緊急時における環境放射線計測手法の検討（代表者・放射線生命科学分野・細田正洋） 

11. 反復摂動原理により推定された x 線スペクトルのモンテカル回法による検証（代表

者・放射線生命科学分野・寺島真悟） 

12. 被ばく影響評価のための新規バイオマーカーの検索（代表者・生体機能科学分野・中

村敏也） 

13. 自然抗体産生 B-la 細胞構築の観点から見た造血幹細胞移植ソースの評価（研究代表

者・生体機能科学分野・伊藤巧一） 

14. 放射線被ばく者に対する混合階帯血移植の実用化を目指して－混合階帯血移植によ

る造血機能回復のメカニズム－（研究代表者・生体機能科学分野・伊藤巧一） 

15. 緊急災害被ばく遠隔医療支援システムの研究開発（研究代表者・生体機能科学分野・

野坂大喜） 

16. 放射線照射が及ぼす各種臓器への傷害作用，特に神経・感覚器などへの影響（代表者・

病態解析科学分野・千葉正司） 

17. 化学誘導未成熟染色体凝縮法における新規被ばく線量評価指標の検証（研究代表者・

病態解析科学分野・三浦富智） 

18. 化学誘導未成熟染色体凝縮法における不完全構築染色体形成メカニズムの解明（研究

代表者・被ばく医療総合研究所・三浦富智） 
 
 

３）研究成果 

研究部門協力者による研究成果は以下の通りである。 

 
 
＜原著論文＞ 

1. Y. Kitajima, R. Kidachi, C. Yonaiyama, H. Otsu, C. Kitamiya, D. Murakami. Disaster 
prevention and Nuclear disaster Management in Home-visit Nursing Stations located in 
Prefectures with Nuclear facilities. Radiat Emerg Med, 1(1-2): 93-98 (2012) 
 

2. C. Kitamiya, S. Kurauchi , R. Kidachi, and H. Araki. Exploratory study on the preparation 
required for public health nurses responding to a radiation accident. Radiat Emerg Med, 1(1-2): 
84-87 (2012) 
 

3. S. Koeda, H. Narita, H. Tsushima. A Literature Review of Health problems among Nuclear 
power Disaster evacuees: Common conditions, Treatment, and Rehabilitation. Radiat Emerg 
Med, 1(1-2): 88-92 (2012) 
 

4. K. Ito, M. Sato, M. Chiba, Y. Okui, A. Nakano, A. Wakayama, K. Ito, F. Kudo, M. Nakano, 
H.Sato. Full reconstitution of hematopoetic system by murine allogeneic umbilical cord blood 
transplantation. Radiat Emerg Med, 1(1-2): 62-69 (2012) 
 

5. M. Hosoda, M. Fukushi, H. Shimizu, S. Tokonami. Visualization of radiocesium distribution in 
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進科学分野・西沢 義子） 

2. 原子力施設設置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

（研究代表者・老年保健学分野・木立るり子） 

3. 緊急被ばく医療に対する態度への影響要因（研究代表者・障害保健学分野・野戸 結

花） 

4. 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（研究代表者・

健康増進科学分野・北宮 千秋） 

5. 被ばく事故等による放射線障害に対するリハビリテーションの基礎研究（研究代表

者・老年保健学分野・對馬 均） 

6. 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（研究代表者・老

年保健学分野・若山 佐一） 

7. 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 －学生・看護師の
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リスク認知と教育による変化－（研究代表者・障害保健学分野・障害保健学分野・井

瀧千恵子） 
 
【医療生命科学領域】 
8. 放射線曝露個体の治療に関する基礎的検討（代表者・放射線生命科学分野・柏倉幾郎） 

9. ヒト造血幹細胞の放射線感受性と再生に関する研究（代表者・放射線生命科学分野・

柏倉幾郎） 

10. 緊急時における環境放射線計測手法の検討（代表者・放射線生命科学分野・細田正洋） 

11. 反復摂動原理により推定された x 線スペクトルのモンテカル回法による検証（代表

者・放射線生命科学分野・寺島真悟） 

12. 被ばく影響評価のための新規バイオマーカーの検索（代表者・生体機能科学分野・中

村敏也） 

13. 自然抗体産生 B-la 細胞構築の観点から見た造血幹細胞移植ソースの評価（研究代表

者・生体機能科学分野・伊藤巧一） 

14. 放射線被ばく者に対する混合階帯血移植の実用化を目指して－混合階帯血移植によ

る造血機能回復のメカニズム－（研究代表者・生体機能科学分野・伊藤巧一） 

15. 緊急災害被ばく遠隔医療支援システムの研究開発（研究代表者・生体機能科学分野・

野坂大喜） 

16. 放射線照射が及ぼす各種臓器への傷害作用，特に神経・感覚器などへの影響（代表者・

病態解析科学分野・千葉正司） 

17. 化学誘導未成熟染色体凝縮法における新規被ばく線量評価指標の検証（研究代表者・

病態解析科学分野・三浦富智） 

18. 化学誘導未成熟染色体凝縮法における不完全構築染色体形成メカニズムの解明（研究

代表者・被ばく医療総合研究所・三浦富智） 
 
 

３）研究成果 

研究部門協力者による研究成果は以下の通りである。 

 
 
＜原著論文＞ 

1. Y. Kitajima, R. Kidachi, C. Yonaiyama, H. Otsu, C. Kitamiya, D. Murakami. Disaster 
prevention and Nuclear disaster Management in Home-visit Nursing Stations located in 
Prefectures with Nuclear facilities. Radiat Emerg Med, 1(1-2): 93-98 (2012) 
 

2. C. Kitamiya, S. Kurauchi , R. Kidachi, and H. Araki. Exploratory study on the preparation 
required for public health nurses responding to a radiation accident. Radiat Emerg Med, 1(1-2): 
84-87 (2012) 
 

3. S. Koeda, H. Narita, H. Tsushima. A Literature Review of Health problems among Nuclear 
power Disaster evacuees: Common conditions, Treatment, and Rehabilitation. Radiat Emerg 
Med, 1(1-2): 88-92 (2012) 
 

4. K. Ito, M. Sato, M. Chiba, Y. Okui, A. Nakano, A. Wakayama, K. Ito, F. Kudo, M. Nakano, 
H.Sato. Full reconstitution of hematopoetic system by murine allogeneic umbilical cord blood 
transplantation. Radiat Emerg Med, 1(1-2): 62-69 (2012) 
 

5. M. Hosoda, M. Fukushi, H. Shimizu, S. Tokonami. Visualization of radiocesium distribution in 
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contaminated soil from Kashiwa City, Chiba, Japan, Radiat. Emerg. Med. 1(1-2): 117-120 
(2012) 
 

6. T. Miura, A. Nakata, K. Kasai, M.A. Yoshida. Effects of colcemid-block on chromosome 
condensation in metaphase analysis and premature chromosome condensation assays. Radiat. 
Emerg. Med. 1(1-2):70-74 (2012) 
 

7. C. Itaki, T. Tomisawa, A. Ohgino, K. Aizu. Perception of Radiation Risk in Health Sciences 
Students with Different Majors. Radiat. Emerg. Med. 1(1-2): 79-83 (2012) 
 

8. T. Tomisawa, K. Aizu, A. Ohgino, C. Itaki, Y. Noto. Relationship between Risk perceptions of 
Radiation and Grade level in Nursing School Students. Radiat. Emerg. Med. 1(1-2): 99-107 
(2012) 
 

9. 北宮千秋. 放射線災害を想定した地方自治体および保健所保健師の取り組みと認識 . 
日本公衆衛生学会雑誌, 58(5): 372-381 (2011) 
 

10. 小枝周平, 成田大一, 對馬均. 被ばく患者に対するリハビリテーションの現状と展望

（第 1 報）－文献レビューによる検討－. 医学と生物学, 155(4), 203-209, (2011) 
 

11. Y. Yasuoka, Y. Kawada, Y. Omori, H. Nagahama, T. Ishikawa, S. Tokonami, M. Hosoda, T. 
Hashimoto, M. Shinogi. Anomalous change in atmospheric radon concentration sourced from 
broad crustal deformation: A case study of the 1995 Kobe earthquake, Applie. Geochem. 27: 
825-830 (2012) 
 

12. G. Prasad, T. Ishikawa, M. Hosoda, A. Sorimachi, S. K. Sahoo, N. Kavasi, S. Tokonami, M. 
Sugino, S. Uchida. Seasonal and diurnal variations of radon/thoron exhalation rate in 
Kanto-loam area in Japan, J. Radioanal. Nucl. Chem. [Epub Ahead of Print]. 
 

13. S. Monzen, M. Hosoda, S. Tokonami, M. Osanai, H. Yoshino, Y. Hosokawa, M. A Yoshida, M. 
Yamada, Y. Asari, K. Satoh, I. Kashiwakura. Individual radiation exposure dose due to support 
activities at safe shelters in Fukushima Prefecture, PLoS ONE, 6(11): e27761. 
doi:10.1371/journal.pone.0027761(2011) 
 

14. M. Hosoda, S. Tokonami, A. Sorimachi, S. Monzen, M. Osanai, M. Yamada, I. Kashiwakura, S. 
Akiba. The time variation of dose rate artificially increased by the Fukushima nuclear crisis, 
Sci. Rep.1, 87; DOI:10.1038/srep00087 (2011) 
 

15. 藤淵俊王, 井上創, 小原哲,加藤英幸, 小林育夫, 細田正洋. イメージングプレートを用

いたクルックス管からの漏洩線量分布測定, 日本放射線安全管理学会誌, 10(1): 40-45 
(2011). 
 

16. Y. Kaneyuki, H. Yoshino and I. Kashiwakura. Involvement of intracellular reactive oxygen 
species and mitochondoria in the radiosensitivity of human hematopoietic stem cells, J Radiat 
Res, in press. 
 

17. S. Monzen, E. Tashiro and I. Kashiwakura. Megakaryocytopoiesis and thrombopoiesis in 
hematopoietic stem cells exposed to ionizing radiation, Radiat Res, 176(6):716-724. 
 

18. H. Yoshino, N. Watanabe, K. Takahashi, K. Ogura, T. Akagi, K. Kubo and I. Kashiwakura. The 
potential of patients' peripheral blood mononuclear cells to differentiate into dendritic cells 
after hematopoietic stem cell transplantation, Life Sci, 89(25-26):946-955. 
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19. N. Hayashi, S. Monzen, K. Ito, T. Fujioka, Y. Nakamura and I. Kashiwakura. Effect of ionizing 
radiation on differentiation of mouse induced pluripotent stem cells into the three germ layers, 
J Radiat Res, in press. 
 

20. A. Omori, M. Hirai, T. Chiba, K. Takahashi, S. Yamaguchi, T.A. Takahashi and I. Kashiwakura. 
Quality-assessments of characteristics of placental/umbilical cord blood associated with 
maternal age- and parity-related factor, Transfus Apher Sci, 46:7-13(2012). 
 

21. S. Ebina, A. Omori, A. Tarakida, T. Ogasawara, M. Manabe, S. Katagiri and I. Kashiwakura. 
Influence of umbilical cord blood acid-base status and gas values on the yield of mononuclear 
cells and CD34+ cells, J Obstet Gynecol Res, in press. 
 

22. S. Ebina, A. Omori and I. Kashiwakura. Can umbilical arterial pH be a predictor of the yield of 
mononuclear and and CD34+ cells found in placental/umbilical cord blood at full-term vaginal 
delivery? J Health Sci Res, in press. 
 

23. M. Chiba, T. Miura, K. Kasai, S. Monzen, I. Kashiwakura, H. Yasue, T. Nakamura. 
Identification of up/down-regulated cis-natural antisense transcripts in the human B 
lymphoblastic cell line IM-9 by X-ray irradiation, Mol Med Rep, 5(5):1151-1157 (2012). 
 

24. T. Miura, W.F. Blakely. Optimization of calyculin A-induced premature chromosome 
condensation assay for chromosome aberration studies. Cytometry A. 79A:1016-1022 (2011) 
 

＜総説＞ 

1. 細田正洋, 床次眞司, 古川雅英. 自然放射線と天然放射性核種および福島原発事故によ

って放出された人工放射性核種からの被ばく線量, 放射線生物研究, 47(1): 22-45 (2012) 
 
＜その他＞ 

1. C. Kitamiya and R. Kidachi. Preparing a paper on the proceedings of an exploratory sutdy on 
the preparation of public health nurses for a radiation disaster based on the experience of health 
care in areas affected by Tokai Village nuclear accident. The Proceedings of the 3rd 
International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 35-37: 
(2012) 
 

2. H. Narita, S. Koeda, H. Tsushima. Rehabilitation targeting disuse syndrome in the elder 
evacuee following radiation exposure accidents: Literature review. The Proceedings of the 3rd 
International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 47-49: 
(2012) 
 

3. S. Chiba, T. Miura, F. Nakamura, K. Itoh, Ky. Itoh, M. Nakano, H. Nozaka, K. Kudo. 
Morphological study of thoracic and abdominal organs in X-irradiated mice. The Proceedings 
of the 3rd International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 
51-57: (2012) 
 

4. A. Nakano, K. Ito, K. Ito. Development of immunocompetent lymphocytes in vivo by mixed 
umbilical cord blood transplantation in mice. The Proceedings of the 3rd International 
Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 71-76: (2012) 
 

5. A. Wakayama, K. Ito, K. Ito. Promising potential of umbilical cord blood cell transplantation in 
repopulating bacterial-reactive natural IgM-producing B-1a cells. The Proceedings of the 3rd 
International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 77-81: 
(2012) 
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contaminated soil from Kashiwa City, Chiba, Japan, Radiat. Emerg. Med. 1(1-2): 117-120 
(2012) 
 

6. T. Miura, A. Nakata, K. Kasai, M.A. Yoshida. Effects of colcemid-block on chromosome 
condensation in metaphase analysis and premature chromosome condensation assays. Radiat. 
Emerg. Med. 1(1-2):70-74 (2012) 
 

7. C. Itaki, T. Tomisawa, A. Ohgino, K. Aizu. Perception of Radiation Risk in Health Sciences 
Students with Different Majors. Radiat. Emerg. Med. 1(1-2): 79-83 (2012) 
 

8. T. Tomisawa, K. Aizu, A. Ohgino, C. Itaki, Y. Noto. Relationship between Risk perceptions of 
Radiation and Grade level in Nursing School Students. Radiat. Emerg. Med. 1(1-2): 99-107 
(2012) 
 

9. 北宮千秋. 放射線災害を想定した地方自治体および保健所保健師の取り組みと認識 . 
日本公衆衛生学会雑誌, 58(5): 372-381 (2011) 
 

10. 小枝周平, 成田大一, 對馬均. 被ばく患者に対するリハビリテーションの現状と展望

（第 1 報）－文献レビューによる検討－. 医学と生物学, 155(4), 203-209, (2011) 
 

11. Y. Yasuoka, Y. Kawada, Y. Omori, H. Nagahama, T. Ishikawa, S. Tokonami, M. Hosoda, T. 
Hashimoto, M. Shinogi. Anomalous change in atmospheric radon concentration sourced from 
broad crustal deformation: A case study of the 1995 Kobe earthquake, Applie. Geochem. 27: 
825-830 (2012) 
 

12. G. Prasad, T. Ishikawa, M. Hosoda, A. Sorimachi, S. K. Sahoo, N. Kavasi, S. Tokonami, M. 
Sugino, S. Uchida. Seasonal and diurnal variations of radon/thoron exhalation rate in 
Kanto-loam area in Japan, J. Radioanal. Nucl. Chem. [Epub Ahead of Print]. 
 

13. S. Monzen, M. Hosoda, S. Tokonami, M. Osanai, H. Yoshino, Y. Hosokawa, M. A Yoshida, M. 
Yamada, Y. Asari, K. Satoh, I. Kashiwakura. Individual radiation exposure dose due to support 
activities at safe shelters in Fukushima Prefecture, PLoS ONE, 6(11): e27761. 
doi:10.1371/journal.pone.0027761(2011) 
 

14. M. Hosoda, S. Tokonami, A. Sorimachi, S. Monzen, M. Osanai, M. Yamada, I. Kashiwakura, S. 
Akiba. The time variation of dose rate artificially increased by the Fukushima nuclear crisis, 
Sci. Rep.1, 87; DOI:10.1038/srep00087 (2011) 
 

15. 藤淵俊王, 井上創, 小原哲,加藤英幸, 小林育夫, 細田正洋. イメージングプレートを用

いたクルックス管からの漏洩線量分布測定, 日本放射線安全管理学会誌, 10(1): 40-45 
(2011). 
 

16. Y. Kaneyuki, H. Yoshino and I. Kashiwakura. Involvement of intracellular reactive oxygen 
species and mitochondoria in the radiosensitivity of human hematopoietic stem cells, J Radiat 
Res, in press. 
 

17. S. Monzen, E. Tashiro and I. Kashiwakura. Megakaryocytopoiesis and thrombopoiesis in 
hematopoietic stem cells exposed to ionizing radiation, Radiat Res, 176(6):716-724. 
 

18. H. Yoshino, N. Watanabe, K. Takahashi, K. Ogura, T. Akagi, K. Kubo and I. Kashiwakura. The 
potential of patients' peripheral blood mononuclear cells to differentiate into dendritic cells 
after hematopoietic stem cell transplantation, Life Sci, 89(25-26):946-955. 
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19. N. Hayashi, S. Monzen, K. Ito, T. Fujioka, Y. Nakamura and I. Kashiwakura. Effect of ionizing 
radiation on differentiation of mouse induced pluripotent stem cells into the three germ layers, 
J Radiat Res, in press. 
 

20. A. Omori, M. Hirai, T. Chiba, K. Takahashi, S. Yamaguchi, T.A. Takahashi and I. Kashiwakura. 
Quality-assessments of characteristics of placental/umbilical cord blood associated with 
maternal age- and parity-related factor, Transfus Apher Sci, 46:7-13(2012). 
 

21. S. Ebina, A. Omori, A. Tarakida, T. Ogasawara, M. Manabe, S. Katagiri and I. Kashiwakura. 
Influence of umbilical cord blood acid-base status and gas values on the yield of mononuclear 
cells and CD34+ cells, J Obstet Gynecol Res, in press. 
 

22. S. Ebina, A. Omori and I. Kashiwakura. Can umbilical arterial pH be a predictor of the yield of 
mononuclear and and CD34+ cells found in placental/umbilical cord blood at full-term vaginal 
delivery? J Health Sci Res, in press. 
 

23. M. Chiba, T. Miura, K. Kasai, S. Monzen, I. Kashiwakura, H. Yasue, T. Nakamura. 
Identification of up/down-regulated cis-natural antisense transcripts in the human B 
lymphoblastic cell line IM-9 by X-ray irradiation, Mol Med Rep, 5(5):1151-1157 (2012). 
 

24. T. Miura, W.F. Blakely. Optimization of calyculin A-induced premature chromosome 
condensation assay for chromosome aberration studies. Cytometry A. 79A:1016-1022 (2011) 
 

＜総説＞ 

1. 細田正洋, 床次眞司, 古川雅英. 自然放射線と天然放射性核種および福島原発事故によ

って放出された人工放射性核種からの被ばく線量, 放射線生物研究, 47(1): 22-45 (2012) 
 
＜その他＞ 

1. C. Kitamiya and R. Kidachi. Preparing a paper on the proceedings of an exploratory sutdy on 
the preparation of public health nurses for a radiation disaster based on the experience of health 
care in areas affected by Tokai Village nuclear accident. The Proceedings of the 3rd 
International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 35-37: 
(2012) 
 

2. H. Narita, S. Koeda, H. Tsushima. Rehabilitation targeting disuse syndrome in the elder 
evacuee following radiation exposure accidents: Literature review. The Proceedings of the 3rd 
International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 47-49: 
(2012) 
 

3. S. Chiba, T. Miura, F. Nakamura, K. Itoh, Ky. Itoh, M. Nakano, H. Nozaka, K. Kudo. 
Morphological study of thoracic and abdominal organs in X-irradiated mice. The Proceedings 
of the 3rd International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 
51-57: (2012) 
 

4. A. Nakano, K. Ito, K. Ito. Development of immunocompetent lymphocytes in vivo by mixed 
umbilical cord blood transplantation in mice. The Proceedings of the 3rd International 
Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 71-76: (2012) 
 

5. A. Wakayama, K. Ito, K. Ito. Promising potential of umbilical cord blood cell transplantation in 
repopulating bacterial-reactive natural IgM-producing B-1a cells. The Proceedings of the 3rd 
International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 77-81: 
(2012) 
 



緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 平成 23 年度活動成果報告書 

―１３０― 

6. K. Aizu, C. Itaki, T. Tomisawa, and A. Ohgino. Perception of radiation risk among first-year 
students of a health sciences school -Differences before and after the March 2011 Fukushima 
nuclear power plant disaster-. The Proceedings of the 3rd International Symposium on 
Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 29-33: (2012) 
 

7. S. Wakayama, T. Tomisawa, M. Kubota, S. Terashima, K. Ito, T. Osanai and M. A. Yoshida. 
Current status and issues of radiation emergency medicine education atthe School of Health 
Sciences, Hirosaki University－Focus on undergraduate education－. The Proceedings of the 
3rd International Symposium on Radiation Emargency Medicine in Hirosaki University, 43-45: 
(2012) 
 

8. 床次眞司, 細田正洋. 福島第一原子力発電所事故によって人為的に高められた空間線

量率の経時変動, FBNews, 421: 2-6 (2012) 
 

9. 細田正洋 , 齋藤陽子 , 床次眞司 , 高間木静香 , 横田ひろみ . REAC/TS“Radiation 
Emergency Medicine”コースに参加して, 保健物理, 46(4), 292-296 (2011) 
 

10. 細田正洋, 福士政広, 床次眞司, 下道國. 東京電力・福島第一原子力発電所事故以前の

東京都葛飾区の空間線量率, RESL Report, SCS-0077, 1-12 (2011) 
 

11. 細田正洋. 屋内ラドンの高濃度化のメカニズムに関わる研究：沖縄における要因調査, 
放影協ニュース, 67: 11-13 (2011) 
 

12. 井瀧千恵子. 看護学生の放射線リスク認知‐教育による変化‐. ESI-NEWS, 29(2): 10-14 
(2011) 

 
＜国際学会＞ 

1. T. Miura. Optimization of calyculin A-induced PCC assay. International Biodosimetry 
Research Symposium. April 2011, Bethesda, MD, USA 
 

2. S. Ebina, A. Omori, A. Tarakida, T. Ogasawara, M. Manabe, S.I. Katagiri and I. Kashiwakura. 
Effect of umbilical cord blood acid-base status and gas values on the yield of mononuclear 
cells and cd34 cells, World Congress of Epidemiology, August 2011, Edinburgh, Scotland, J 
Epidemiol Community Health, 65:A462(2011) 
 

3. M. Hosoda, S. Tokonami, A. Sorimachi, S. Monzen, M. Osanai, I. Kashiwakura, S. Akiba. The 
time variation of dose rate in air artificially increased by Fukushima Dai-ichi Nuclear Power 
Station accident, 14th International Congress of Radiation Research, August 2011, Warsaw, 
Poland 
 

4. H. Yoshino and I. Kashiwakura. The effects of ionizing radiation on pattern recognition 
receptors, 14th International Congress of Radiation Research, August 2011, Warsaw, Poland 
 

5. S. Monzen, T. Nakamura and I. Kashiwakura. Characteristic Analysis of 
Megakaryocytopoiesis and Thrombopoiesis by Hematopoietic Stem Cells Exposed to Ionizing 
Radiation, 14th International Congress of Radiation Research, August 2011, Warsaw, Poland 
 

6. Y. Hosokawa, S. Monzen and I. Kashiwakura. Ascorbic acid enhanced apoptosis of human 
leukemia HL60 cells on radiation. 14th International Congress of Radiation Research, August 
2011, Warsaw, Poland 
 

7. T. Miura, A. Nakata, M.A. Yoshida, W.F. Blakely. Optimization of calyculin A-induced 
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premature chromosome condensation assay for chromosome aberration studies. 14th 
International Congress of Radiation Research, August 2011, Warsaw, Poland 
 

8. A. Nakata, Y. Satoh, K. Shibutani, H. Ichikawa, T. Miura, M.A. Yoshida. Optimization of the 
protein phosphatase-inhibitors (okadaic acid) treatment in premature chromosome 
condensation (PCC)-ring method for biodosimetry of accidental high dose exposure. 14th 
International Congress of Radiation Research, August 2011, Warsaw, Poland 
 

9. G. Prasad, T. Ishikawa, S. Uchida, S. K.Sahoo, M. Janik, M. Hosoda, A. Sorimachi, S. 
Tokonami. The relationship between radon effectivediffusion coefficient and 
moisturesaturation for two types of soil in Japan, 4th International Congress of Environmental 
Research, November 2011, Surat, India 
 

10. N. Ogura, Y. Noto, Y. Nishizawa, H. Yambe, E. Kudo. Quality of life (QOL) and problems in 
daily living of patients with prostate cancer undergoing radiotherapy, 15th East Asian Forum of 
Nursing Scholars, February 2012, Singapore, JOURNAL of NURSING INTERVENTIONS, 
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影響，ことに感覚器・神経系について. 弘前大学医学部保健学科放射線技術科学専攻

第 8 回卒業研究発表会, 2011 年, P28 
 

27. 反町篤行, 細田正洋，床次眞司, 山田正俊, 門前暁, 小山内暢, 柏倉幾郎. 福島県にお



緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 平成 23 年度活動成果報告書 

―１３４― 

ける空間放射線線量率と放射性核種の線量寄与率, 日本保健物理学会第 44 回研究発

表会, 2011 年 10 月, 茨城県水戸市 
 

28. 細田正洋, 床次眞司, 反町篤行, 門前暁, 小山内暢, 柏倉幾郎, 秋葉澄泊. 走行サーベ

イによる空間ガンマ線線量率の経時変化の調査, 日本保健物理学会第 44 回研究発表

会, 2011 年 10 月, 茨城県水戸市 
 

29. 細田正洋, 床次眞司, 石川徹夫, 反町篤行, 高橋博路, 城間吉貴, 古川雅英. 国内のラ

ドン散逸率分布の推定, 日本保健物理学会第 44回研究発表会, 2011 年 10 月, 茨城県水

戸市 
 

30. 城間吉貴, 伊佐尚磯, 喜納正剛, 本村大, 古川雅英, 細田正洋, 床次眞司, 反町篤行, 
石川徹夫. 沖縄県における地表面ラドン・トロン散逸率の in situ 測定, 日本保健物理学

会第 44 回研究発表会, 2011 年 10 月, 茨城県水戸市 
 

31. 古川雅英, R. C. Ramola, S. Chanyotha, 卓維海, 細田正洋, 床次眞司, 反町篤行, S. K. 
Sahoo. アジア諸国における環境放射線レベル調査－インド，タイ，中国の結果－, 日
本保健物理学会第 44 回研究発表会, 2011 年 10 月, 茨城県水戸市 
 

32. 杉野雅人, 藤田恭輔, 倉石政彦, 河原田泰尋, 高木香織, 福士政広, 細田正洋, 床次眞

司. 東京都神津島村における地表 γ 線と天然放射性核種濃度, 日本保健物理学会第 44
回研究発表会, 2011 年 10 月, 茨城県水戸市 
 

33. 岩岡和輝, 細田正洋, 田部裕章, 高橋博路, 石川徹夫, 床次眞司, 米原英典建材のラド

ン散逸率-NORM の実態調査, 日本保健物理学会第 44 回研究発表会, 2011 年 10 月, 茨
城県水戸市 
 

34. 細田正洋, 床次眞司, 石川徹夫, 反町篤行, 高橋博路, 城間吉貴,伊佐尚磯, 古川雅英. 
ラドン散逸係数に対する環境因子の影響, 日本保健物理学会第 44 回研究発表会, 2011
年 10 月, 茨城県水戸市 
 

35. 石川徹夫, 細田正洋, 反町篤行, 床次眞司, 内田滋夫. 土壌中のラドン実効拡散係数の

評価, 日本保健物理学会第 44 回研究発表会, 2011 年 10 月, 茨城県水戸市 
 

36. 柏倉幾郎, ヒト造血幹細胞の放射線感受性, 日本放射線影響学会第 54 回大会, 2011 年

11 月, 神戸市 
 

37. 吉野浩教, 柏倉幾郎. 放射線照射細胞における Nrf2 生体防御システムの関与, 日本放

射線影響学会第 54 回大会, 2011 年 11 月, 神戸市 
 

38. 山口 平, 門前 暁, 柏倉幾郎. ヒト造血幹細胞の放射線応答におけるミトコンドリア

の関与, 日本放射線影響学会第 54 回大会, 2011 年 11 月, 神戸市 
 

39. 門前 暁, 吉野浩教, 笠井清美, 柏倉幾郎. ヒト骨髄系造血幹細胞の分化・増殖に重粒

子線が与える影響, 日本放射線影響学会第 54 回大会, 2011 年 11 月, 神戸市 
 

40. 寺島真悟, 細川洋一郎, 柏倉幾郎. HL60 に対するアスコルビン酸と X 線の効果と活性

酸素種の動態に関する研究, 日本放射線影響学会第 54 回大会, 2011 年 11 月, 神戸市 
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41. 石川純也, 吉野浩教, 門前 暁, 柏倉幾郎. 高線量放射線ばく露個体の治療に関する

基礎的検討, 日本放射線影響学会第 54 回大会, 2011 年 11 月, 神戸市 
 

42. 山内真弓, 野戸結花, 小倉能理子, 佐藤裕美子, 西沢義子. 放射線治療を受ける患者の

急性放射線障害の症状と QOL について, 第 31 回日本看護科学学会学術集会, 2011 年

12 月, 高知市, P455 
 

43. 野戸結花, 小倉能理子, 漆坂真弓, 北島麻衣子, 西沢義子, 一戸とも子. 原子力災害発

生に伴う放射線イメージの変化, 第 31 回日本看護科学学会学術集会, 2011 年 12月, 高
知市 
 

44. 伊藤巧一, 若山亜由美, 佐藤英明, 中野 光, 伊藤京子. 造血幹移植による自然抗体産

生 B-1 細胞再構築性に関する研究. 第 5 回弘前大学大学院保健学研究科研究発表会, 
2012 年 2 月, 弘前大学大学院保健学研究科総合研究棟. 
 

45. G. Prasad, T. Ishikawa, M. Hosoda, S. K. Sahoo, N. Kavasi, A. Sorimachi, S. Tokonami and S. 
Uchida. Measurement of radon exhalation rate and gamma ray dose rate in Hiroshima 
Prefecture, Japan, International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low 
Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

46. M. Hosoda, T. Ishikawa, S. K. Sahoo, A. Sorimachi, Y. Yasuoka, M. Janik, S. Katoh, S. 
Ogashiwa and S. Tokonami: Radon emanation and dose estimation from artificial-radon spa 
source, International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose 
Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

47. N. Kavasi, T. Vigh, C. Nemeth, T. Ishikawa, H. Yonehara, A. Sorimachi, M. Hosoda and S. 
Tokonami: In-situ Comparison of Radopot and RADUET Detectors at Undergrounds 
Workplaces in Hungary, International Symposium on the Natural Radiation Exposures and 
Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

48. S. K. Sahoo, M. Hosoda, G. Prasad, H. Takahashi, A. Sorimachi, T. Ishikawa, S. Tokonami and 
S. Uchida: Thorium, Uranium and Rare Earth Elements Concentration in Weathered Japanese 
Soil Samples, International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose 
Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

49. S. K. Sahoo, S. Tokonami, T. Ishikawa, Y. Omori, A. Sorimachi, H. Arae,M. Hosoda and R. C. 
Ramola: Thorium as well as rare earth elements in air particulates of a natural high 
background radiation area in India, International Symposium on the Natural Radiation 
Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

50. Y. Shiroma, S. Kina, T. Fujitani, M. Hosoda, A. Sorimachi, T. Ishikawa, S. K. Sahoo, S. 
Tokonami and M. Furukawa: Characteristics of Radon and Thoron Exhalation Rates in 
Okinawa, Subtropical Region of Japan, International Symposium on the Natural Radiation 
Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

51. H. Tazoe, M. Hosoda, A. Sorimachi, S. Tokonami and M. Yamada: Radioactive pollution in 
the terrestrial environment released by the accident of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, 
International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation 
Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
. 

52. M. Hosoda, H. Tazoe, M. Janik, T. Ishikawa, A. Sorimachi, M. Yamada, S. Monzen, M. 
Osanai, H. Yoshino, K. Iwaoka, Y. Omori, I. Kashiwakura and S. Tokonami: Measurement and 
visualization of radioactive aerosols in fukushima, International Symposium on the Natural 
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Sahoo. アジア諸国における環境放射線レベル調査－インド，タイ，中国の結果－, 日
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ラドン散逸係数に対する環境因子の影響, 日本保健物理学会第 44 回研究発表会, 2011
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40. 寺島真悟, 細川洋一郎, 柏倉幾郎. HL60 に対するアスコルビン酸と X 線の効果と活性
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41. 石川純也, 吉野浩教, 門前 暁, 柏倉幾郎. 高線量放射線ばく露個体の治療に関する

基礎的検討, 日本放射線影響学会第 54 回大会, 2011 年 11 月, 神戸市 
 

42. 山内真弓, 野戸結花, 小倉能理子, 佐藤裕美子, 西沢義子. 放射線治療を受ける患者の

急性放射線障害の症状と QOL について, 第 31 回日本看護科学学会学術集会, 2011 年

12 月, 高知市, P455 
 

43. 野戸結花, 小倉能理子, 漆坂真弓, 北島麻衣子, 西沢義子, 一戸とも子. 原子力災害発

生に伴う放射線イメージの変化, 第 31 回日本看護科学学会学術集会, 2011 年 12月, 高
知市 
 

44. 伊藤巧一, 若山亜由美, 佐藤英明, 中野 光, 伊藤京子. 造血幹移植による自然抗体産

生 B-1 細胞再構築性に関する研究. 第 5 回弘前大学大学院保健学研究科研究発表会, 
2012 年 2 月, 弘前大学大学院保健学研究科総合研究棟. 
 

45. G. Prasad, T. Ishikawa, M. Hosoda, S. K. Sahoo, N. Kavasi, A. Sorimachi, S. Tokonami and S. 
Uchida. Measurement of radon exhalation rate and gamma ray dose rate in Hiroshima 
Prefecture, Japan, International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low 
Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

46. M. Hosoda, T. Ishikawa, S. K. Sahoo, A. Sorimachi, Y. Yasuoka, M. Janik, S. Katoh, S. 
Ogashiwa and S. Tokonami: Radon emanation and dose estimation from artificial-radon spa 
source, International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose 
Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

47. N. Kavasi, T. Vigh, C. Nemeth, T. Ishikawa, H. Yonehara, A. Sorimachi, M. Hosoda and S. 
Tokonami: In-situ Comparison of Radopot and RADUET Detectors at Undergrounds 
Workplaces in Hungary, International Symposium on the Natural Radiation Exposures and 
Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

48. S. K. Sahoo, M. Hosoda, G. Prasad, H. Takahashi, A. Sorimachi, T. Ishikawa, S. Tokonami and 
S. Uchida: Thorium, Uranium and Rare Earth Elements Concentration in Weathered Japanese 
Soil Samples, International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose 
Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

49. S. K. Sahoo, S. Tokonami, T. Ishikawa, Y. Omori, A. Sorimachi, H. Arae,M. Hosoda and R. C. 
Ramola: Thorium as well as rare earth elements in air particulates of a natural high 
background radiation area in India, International Symposium on the Natural Radiation 
Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

50. Y. Shiroma, S. Kina, T. Fujitani, M. Hosoda, A. Sorimachi, T. Ishikawa, S. K. Sahoo, S. 
Tokonami and M. Furukawa: Characteristics of Radon and Thoron Exhalation Rates in 
Okinawa, Subtropical Region of Japan, International Symposium on the Natural Radiation 
Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

51. H. Tazoe, M. Hosoda, A. Sorimachi, S. Tokonami and M. Yamada: Radioactive pollution in 
the terrestrial environment released by the accident of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, 
International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation 
Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
. 

52. M. Hosoda, H. Tazoe, M. Janik, T. Ishikawa, A. Sorimachi, M. Yamada, S. Monzen, M. 
Osanai, H. Yoshino, K. Iwaoka, Y. Omori, I. Kashiwakura and S. Tokonami: Measurement and 
visualization of radioactive aerosols in fukushima, International Symposium on the Natural 
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Radiation Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

53. M. Fukushi, M. Sugino, H. Narita, H. Simizu, A. Akimoto, T. Ishikawa, S. K. Sahoo, M. 
Hosoda and S. Tokonami: Environmental radiation in Izu-Ooshima Island After the accident of 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, International Symposium on the Natural Radiation 
Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

54. K. Kato and I. Kashiwakura. Radiosensitivity of human hematopoietic stem / progenitor cells. 
International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation 
Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

55. S. Terashima, Y. Hosokawa, I. Kashiwakura and T. Nakamura. Effect of ascorbic acid and 
X-Ray on human leukemia HL60 cells and the role of the reactive oxygen species. 
International Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation 
Epidemiological Studies, March 2012, Hirosaki 
 

56. H. Yoshino, T. Kiminarita, Y. Matsushita and I. Kashiwakura. Response of the nrf2 protection 
system in human monocytic cells after ionizing irradiation. International Symposium on the 
Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological Studies, March 2012, 
Hirosaki 
 

57. M. Chiba, S. Monzen, K. Kasai, T. Miura, I. Kashiwakura and T. Nakamura. 
Radiation-Responsive Transcriptome Analysis in Human Hematopoietic Cells. International 
Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological 
Studies, March 2012, Hirosaki 
 

58. S. Monzen and I. Kashiwakura. The Radioprotective Effects Of (-) - 
Epigallocatechin-3-Gallate On Human Erythrocyte / Granulocyte Lineages. International 
Symposium on the Natural Radiation Exposures and Low Dose Radiation Epidemiological 
Studies, March 2012, Hirosaki 
 

59. 村上大介, 木立るり子, 米内山千賀子, 大津美香, 北嶋 結, 北宮千秋. 原子力施設の

近隣市町村における在宅ケア関連職種の原子力災害に関する認識. 第 16 回日本在宅

ケア学会学術集会, 2012 年 3 月, 東京, P174 
 

＜講演会＞ 

1. 細田正洋. 放射線って何だろう. 第 11 回弘前大学総合文化祭「知の創造」 市民公開講

座「学んでみよう放射線」, 2011.10, 弘前市 
 

2. 柏倉幾郎.「放射線科学研究による東日本震災復興への貢献」, 平成 23 年度弘前大学研

究成果公開シンポジウム, 2011 年 11 月 東京, 2012 年 12 月 弘前市 
 
 

４）総括と次年度の課題 

今年度は，原著論文数が昨年度の 5報から 24報へと飛躍的に増加した事に加え，研究課

題担当者全員が弘前大学大学院保健学研究科主催第 3 回緊急被ばく国際シンポジウム（平

成 23 年 9 月 17 日，弘前大学大学院保健学研究科）での英文ポスター発表をはじめとして

国内外の専門学会での発表を行い，研究活動実績は昨年度に比べて著しく増加した．本年

度は本プロジェクトの最終年度にあたり，研究課題の総括と共にこれまで得られた成果の

情報発信が求められる． 
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研究部門構成員 

教授   柏倉 幾郎（リーダー，放射線生命科学分野） 

教授   若山 佐一 （サブリーダー，老年保健学分野） 

教授   山辺 英彰（健康増進科学分野） 

准教授  對馬 栄輝（老年保健学分野） 
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４．社会連携部門 

社会連携部門リーダー 木田 和幸 

 

 

 

１）活動目標と計画 

＜社会連携部門の役割分担＞ 
 学外諸機関との連携をとりながら，緊急被ばく医療に関連した各種情報を収集するとと

もに，データベースを構築する。 

 ホームページを中心に，プロジェクトの概要・計画・進捗状況・成果の広報を行う。 

平成 23年度の事業計画案を年度当初に下記の 5項目を掲げた。 

 １．報告書ダイジェスト版の作成  

 ２．大学院博士前期課程被ばく医療コース出口調査 

 ３．緊急被ばく医療に対する青森県内の作業療法士の意識調査 

 ４．放射能を扱う施設において必要とされる人材に関する情報収集 

 ５．弘前大学における緊急被ばく医療人材育成広報事業 

 

２）活動の概要 

 上述の事業案の項目順に活動内容を示す。 

■報告書ダイジェスト版の作成 

目的：報告書ダイジェスト版を作成し，保健学研究科の緊急被ばく医療人材育成の関連施

設や関係研修会において関係者に配布するなど，本プロジェクトの今後の更なる効果的な

広報のために活用する。 

方法：これまでの緊急被ばく医療人材育成プロジェクトの活動成果については，平成20年

度から22年度分まで作成されている。事業概要のパンフレットは作成されているが，一読

できる報告書のダイジェスト版を作成し，今後の広報活動に使用していく予定である。 

結果：全 8 ページのカラー中綴じで 1,000 部作成した。内容は緊急被ばく医療人材育成プ

ロジェクトの事業目的，これまでの緊急被ばく医療チームの編成状況，教員の被ばく医療

に関する研修の取り組み，学部・大学院での教育カリキュラムの編成，現職者教育，ホー

ムページの作成などである。 
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■大学院博士前期課程被ばく医療コース出口調査 

目的：本研究科では大学院博士前期課程に被ばく医療コースを設けているが，各種放射線

取り扱い施設における修了生の受け入状況が不明であるため，その状況把握を行う。 

対象と方法：東日本地区と原子力発電所立地県の放射線取り扱い施設（放射線障害防止法

の対象事業所）2615 施設に対し，被ばく医療コースの修了生の受け入れに関する意向や被

ばく医療体制整備状況や管理体制等についての調査を郵送法で行った。 

結果：返送分 142 通を除いた実送付数は 2473 通で，3 月末現在で 615 施設から有効回答が

あり有効回答率は 24.8%であった。基礎集計のうち主な回答内容を以下に示す。 

1. 施設の種類： 病院・医療機関 149 施設（24%），大学・教育機関 92 施設（15%），研究

所・研究機関 77施設（13%），民間企業 224施設（36%）その他 59施設（10%），無回答 14

施設（2%）。（図 1） 

2. 施設における緊急被ばく医療に対応出来る人材の有無： 対応出来る人材がいる 102施

設（16%），いない 502施設（82%），無回答 11施設（2%）。（図 2） 

3. 施設における緊急被ばく医療に対応出来る人材の必要性： 必要 203 施設（33%），必要

ない 396施設（64%），無回答他 16施設（3%）。（図 3） 

4. 施設における緊急被ばく医療に対応可能な人材養成： 十分に対応できるスタッフを既
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に養成している 16施設（3%），養成しているがまだ不十分 85施設（14%），まだ養成して

いない 118施設（19%），養成する予定はない 380施設（61%），無回答 18施設（3%）。（図 4） 

5. 被ばく医療コース修了者の雇用についての意向： 修了者を積極的に雇用したい 2施設

（0.3%），雇用も考慮したい 48 施設（8%），雇用は考えていない 320 施設（52%），わから

ない 234施設（38%），無回答 12 施設（2%）。（図 5） 

6．被ばく医療コースの認知度：よく知っていた 14 施設（2%），聞いた事はあるが良く知

らなかった 20 施設（7%），知らなかった 552施設（90%），無回答 9 施設（1%）。（図 6） 
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まとめ： 

被ばく医療コースについて全国的にみる

とまだ周知度は低く，さらに周知されるよう

努力が必要である。一方で今回の調査は，被

ばく医療コースに関する周知に役立ったの

ではないかと思われる。  

施設における緊急被ばく医療に対応出来

る人材が必要である施設 33% に対して，緊

急被ばく医療に対応できる人材を有する施設は 16%，十分に対応出来るスタッフを養成して

いる施設は 3%で，緊急被ばく医療に対応出来る人材が不足していることが明らかとなった。

被ばく医療コース修了者の雇用を考慮する施設が 8%あり，修了者の雇用の需要はあると考

えられる。今後，詳細な分析を行う予定である。 

 

 

■青森県内の救急病院における緊急被ばく医療に関する意識調査 

目 的：被ばく事故に迅速に対処するためには，事故の発生現場近くの医療機関の支援・

連携が必須となる。平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災と，それに伴う東京電力福島第一

原子力発電所の事故が発生した。この事故によって緊急被ばく医療人材育成プロジェクト

に対する青森県内の病院の意識変化を把握する。  

 

対象と方法：青森県内の救急病院 48施設の病院長を対象とし，緊急被ばく医療に関する質 

問紙調査を実施した。質問紙調査の項目を下記に示す。 

• 緊急被ばく医療支援人材育成及び体制の整備（本プロジェクト）について 

• 緊急被ばく医療の（対象となる）事故が起きる場所。 

• 緊急被ばく医療に貴病院が関わる可能性 

• 病院に緊急被ばく医療に対応できる人材を配置する予定  

など。なお，実施時期は 1 回目（事故前）が，平成 22 年 12 月から平成 23 年 1 月，2 回目

（事故後）が平成 23年 8月から 9月であった。 

 

結 果：1回目 回収率 63%（31施設/49 施設） 

    2回目 回収率 60%（29施設/48 施設） 

 

●緊急被ばく医療支援人材育成及び体制の整備について知っているか否か 

約 7割が知っていると回答している。 
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●緊急被ばく医療の（対象となる）事故が起きる場所（複数回答） 

1 回目は原子炉(23.0%)と医療施設(20.0%)が 20％を超える値を示し，以下アイソトープ製

造施設(14%)，工業用照射施設(12%)，材質検査施設(11%)と続いたが，2 回目は原子炉の回

答が減少した。 
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●緊急被ばく医療に貴病院が関わる可能性 

関わる可能性がない(45%)とほとんどなし(36%)を合わせた 81%の施設でかかわりがないと

想定していた。 

 

Ⅲ 各部門の活動報告 ４．社会連携部門 
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●病院に緊急被ばく医療に対応できる人材を配置する予定 

 緊急被ばく医療に対応できる人材を配置していない施設が約 8 割であった。2 回目調査で

は配置予定ありの値が増加していた（2施設が配置済みから配置予定に変更になっていた）。 
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緊急被ばく医療に対する意識の変化のまとめを以下に示す。 

・緊急被ばく医療について 2010年度に比べて知っていると答えたものが約 15％増えていた。  

・対象となる事故の起きると想定された場所は原子炉という答えが 2010年度に比べて減少

していた。  

・自分の病院が緊急被ばく医療に関わることについては９割以上のものがなしまたはほと

んどなしと回答していた。2010年度と比較して変化はなかった。  

・配置予定あり，または配置済みという答えが 2010年度と比較してやや増加していた。 

配置済みの答えが減少していた→2010 年度配置済みと答えた施設のうち 2 施設が予定あ

りに変わっていた。 
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陸奥新報 220912 掲載 
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■放射能を扱う施設において必要とされる人材に関する情報収集 
（１）専門職団体への訪問 

参加者：木田和幸，古川照美 

目 的：関係機関との更なる連携と，緊急被ばく医療支援人材育成のプロジェクトの概要

説明及び現場において必要とされる人材に関する情報収集及び人材育成への示唆

を得る。 

・プロジェクトのパンフレットに基づいて概要説明 

①【社団法人日本作業療法士協会訪問】 

日 時：平成 23 年 11月 9日 

場 所：東京都台東区寿 

応対者：宮井恵次（事務長） 

内 容： 

＜現場において必要とされる人材について＞ 

東日本大震災後，本協会として作業療法士を被災地へ派遣し，介護支援等を行ってきた。

しかし，今後，福島県における支援に関しては被ばくの問題もあり，派遣スタッフに対す

る被ばくに関する教育が必要ではないかと考えている。このような災害時に支援できるよ

うな体制も検討していきたいと考えており，緊急被ばく医療に関しては，作業療法士とし

てどのような関わりができるか興味がある。 

＜連携・協力できる内容について＞ 

広報として，会の会誌に掲載することは可能であると，「社団法人日本作業療法士協会ニ

ュース」No．359(2011/12/15発行)に掲載された。 

②【社団法人日本臨床衛生検査技師会訪問】 

日 時：平成 23 年 11月 9日 

場 所：東京都大田区大森北 

応対者：髙田鉃也（会長），小沼利光(副会長)，金子健史（専務理事） 

内 容： 

＜現場において必要とされる人材について＞ 

緊急被ばく医療に関して臨床衛生検査技師が何をすることができるのか，また現場から

は何を求められているかがわからないが，検査技師としては，初期対応は難しいと思うが，

感染や健診といったところで活躍はできると思う。福島県では今後 30年間の健診を行うこ

とにしており，健診業務の中で検査技師が関わっていくことはできると思う。また，検査

の他に被ばく患者に使用する生命維持装置など，機器類をどのようにするかなど，臨床工

学士などとも連携が必要になってくるのではないか。 

さらに今後，特定看護師などが増え，今以上に簡単に検査する機会が増えれば，採取さ

れた検体を測定するという役割もあると思う。また，日本臨床衛生検査技師会で主催して

いる，医療安全管理者研修会等に緊急被ばく医療の研修内容を組み込んでいくというのも

Ⅲ 各部門の活動報告 ４．社会連携部門 

―１４５― 

可能と思う。 

＜連携・協力できる内容について＞ 
広報として，会の会誌に掲載することは可能であると，「会報 JAMT」17 巻 40 号

(2011/11/18 発行)に 1 ページわたり掲載された。 
 

（２）青森県緊急被ばく医療対策専門部会・青森県緊急被ばく医療対策懇話会への参加 

 上述の専門部会，懇話会にオブザーバー参加し，両会での情報収集を行った。以下に開

催日時，議題等を列挙した。 

● 第 1回 青森県緊急被ばく医療対策専門部会 

平成 23年 6月 9(木) 14:30～(アラスカ 3階 エメラルドの間) 古川照美 

＜議題＞ 

(1)緊急被ばく医療体制の見直しについて 

(2)平成 22年度緊急被ばく医療対策事業の取組状況について 

(3)平成 23年度緊急被ばく医療対策事業について 
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＜報告＞ 

(1)本県における原子力施設の現在の状況について 

＜資料＞ 

・出席者名簿，席図 

・資料１ 緊急被ばく医療体制の見直しについて 

・資料２－１ 平成 22年度緊急被ばく医療対策事業の取組状況について 

・資料２－２ 平成 23年度緊急被ばく医療対策事業について 

・資料３－１ 日本原燃株式会社の状況(地震後の状況・緊急被ばく医療訓練実績) 

・資料３－２－１ 東通原子力発電所の現在の状況について 

・資料３－２－２ 東通原子力発電所における医療体制の状況について 

・資料３－２－３ 緊急被ばく医療訓練等活動状況について 

・資料３－２－４ 福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた東通原子力発電所にお

ける緊急安全対策の実施状況について 

・資料３－３ 大間原子力発電所における安全強化対策の概要 

● 第 2回 青森県緊急被ばく医療対策専門部会 

平成 24年 3月 29(木) 15:30～16:30(青森国際ホテル 2階 春秋の間) 小山内隆生 

＜議題＞ 

(1)平成 23年度緊急被ばく医療対策事業の取り組み状況について 

(2)今後の緊急被ばく医療体制の検討に関する進め方について 

・出席者名簿，席図 

・資料１ 平成 23年度緊急被ばく医療対策事業の取り組み状況について 

・資料２ 今後の緊急被ばく医療体制の検討に関する進め方について 

・資料３ 青森県原子力防災対策検討委員会－とりまとめ－ 

     「地域防災計画(原子力編)に反映すべき事項」 

(参考) 

・青森県原子力防災対策検討委員会－とりまとめ－「地域防災計画(原子力編)に反映すべ

き事項」 

・「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について中間とりまとめ（原

子力安全委員会原子力施設等防災専門部会防災指針検討 WG） 

・青森県緊急被ばく医療対策専門部会設置要綱 

● 第 1回 青森県緊急被ばく医療対策懇話会 

平成 23年 6月 9日(木) 15:45～(アラスカ 4階 ダイヤモンドの間) 古川照美 

＜議題＞ 

情報交換   

  「東京電力(株)福島第一原子力発電所における事故－現地での活動について」 
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● 第 2回 青森県緊急被ばく医療対策懇話会 

平成 24年 2月 8日(水) 14:30～(青森国際ホテル 3階 孔雀の間) 古川照美 

＜議題＞ 

・情報交換 

 (1)福島原発事故における放医研の被ばく医療活動の状況 

 (2)福島原発事故における福島県立医科大被ばく医療班の取組 

 (3)国(防災専門部会・被ばく医療分科会)における検討状況 

 

■弘前大学における緊急被ばく医療人材育成広報事業 

目 的：緊急被ばく医療の活動内容について，広く国民に対し周知するための広報資料と

Web サイトを構築する。 

方法：国内外に対し広く緊急被ばく医療の中核施設としての存在を PRするために，広報資

料として日本語，英語パフレットを作成し，Webで公開する。また，HPの書き込み等を各

部門でおこなうことができるように HP作成新システムを導入する。 

 (1)日本語版パンフレットの作成 

 既に各種の行事に配布しており，また HPにおいても公表しており，本プロジェクトの情

報発信の一躍を担っているものと考える。 
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＜報告＞ 

(1)本県における原子力施設の現在の状況について 

＜資料＞ 

・出席者名簿，席図 

・資料１ 緊急被ばく医療体制の見直しについて 

・資料２－１ 平成 22年度緊急被ばく医療対策事業の取組状況について 

・資料２－２ 平成 23年度緊急被ばく医療対策事業について 

・資料３－１ 日本原燃株式会社の状況(地震後の状況・緊急被ばく医療訓練実績) 

・資料３－２－１ 東通原子力発電所の現在の状況について 

・資料３－２－２ 東通原子力発電所における医療体制の状況について 

・資料３－２－３ 緊急被ばく医療訓練等活動状況について 

・資料３－２－４ 福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた東通原子力発電所にお

ける緊急安全対策の実施状況について 

・資料３－３ 大間原子力発電所における安全強化対策の概要 

● 第 2回 青森県緊急被ばく医療対策専門部会 

平成 24年 3月 29(木) 15:30～16:30(青森国際ホテル 2階 春秋の間) 小山内隆生 

＜議題＞ 

(1)平成 23年度緊急被ばく医療対策事業の取り組み状況について 

(2)今後の緊急被ばく医療体制の検討に関する進め方について 

・出席者名簿，席図 

・資料１ 平成 23年度緊急被ばく医療対策事業の取り組み状況について 

・資料２ 今後の緊急被ばく医療体制の検討に関する進め方について 

・資料３ 青森県原子力防災対策検討委員会－とりまとめ－ 

     「地域防災計画(原子力編)に反映すべき事項」 

(参考) 

・青森県原子力防災対策検討委員会－とりまとめ－「地域防災計画(原子力編)に反映すべ
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・「原子力施設等の防災対策について」の見直しに関する考え方について中間とりまとめ（原

子力安全委員会原子力施設等防災専門部会防災指針検討 WG） 

・青森県緊急被ばく医療対策専門部会設置要綱 

● 第 1回 青森県緊急被ばく医療対策懇話会 

平成 23年 6月 9日(木) 15:45～(アラスカ 4階 ダイヤモンドの間) 古川照美 

＜議題＞ 

情報交換   

  「東京電力(株)福島第一原子力発電所における事故－現地での活動について」 

 

Ⅲ 各部門の活動報告 ４．社会連携部門 

―１４７― 

● 第 2回 青森県緊急被ばく医療対策懇話会 

平成 24年 2月 8日(水) 14:30～(青森国際ホテル 3階 孔雀の間) 古川照美 

＜議題＞ 
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 (1)福島原発事故における放医研の被ばく医療活動の状況 

 (2)福島原発事故における福島県立医科大被ばく医療班の取組 

 (3)国(防災専門部会・被ばく医療分科会)における検討状況 

 

■弘前大学における緊急被ばく医療人材育成広報事業 

目 的：緊急被ばく医療の活動内容について，広く国民に対し周知するための広報資料と

Web サイトを構築する。 

方法：国内外に対し広く緊急被ばく医療の中核施設としての存在を PRするために，広報資

料として日本語，英語パフレットを作成し，Web で公開する。また，HPの書き込み等を各

部門でおこなうことができるように HP作成新システムを導入する。 

 (1)日本語版パンフレットの作成 

 既に各種の行事に配布しており，また HPにおいても公表しており，本プロジェクトの情

報発信の一躍を担っているものと考える。 
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 (2)英文パンフレットの作成 
 今後，各種行事での配布を予定するとともに，HP にも掲載し，本本以外の国に向けての

情報発信に役立つことを考えている。 

 
 
 
 
 

Ⅲ 各部門の活動報告 ４．社会連携部門 

―１４９― 

 

 

３）活動成果分析 

青森県内の救急病院を対象とした緊急被ばく医療に関する調査では，多くの病院で緊急

被ばく医療に係る可能性がないと想定しているが，今後は広域にわたる事故発生の可能性

もあることを認識していただけるものと考える。 

 日本臨床衛生検査技師会，日本作業療法士協会では，各団体を通して本プロジェクトを

広報して頂き，その構成員に広く広報できたものと考える。 

 東日本地区と原子力発電所立地県の放射線取り扱い施設 2615施設に対し，被ばく医療コ

ースの修了生の受け入れに関する意向や被ばく医療体制整備状況や管理体制等についての

調査を郵送法で行ったところ，被ばく医療コースについて全国的にみるとまだ周知度は低

く，さらに周知されるよう努力が必要である。 

 また，本プロジェクトについて日本語，英語によるパンフレット等を作成したので，こ

れらを機会があれば提供することにより，より広報活動に努めていく必要があると考える。 

 

４）総括と次年度に向けた課題 

 緊急被ばく医療には，多くの専門職が関わることになる。今回訪問した日本臨床衛生検

査技師会，日本作業療法士協会を通じた本事業の情報発信は，多くの専門職に認識される

ものと想定される。これらの専門職団体を通して情報発信することを検討していきたい。

また，本研究科被ばく医療コース修了者の受け入れ先の可能性について，放射線取扱事業

所を対象として調査したところ，被ばく医療コース修了者の雇用を考慮する施設が 8%あり，

修了者の雇用の需要はあると考えられる。今後さらに詳細な検討を加えたい。 
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 一方，本事業への取り組みを広く知っていただくために，日本語パンフレット，英文パ

ンフレット，事業成果を取り纏めた冊子を作成した。ホームページのきめ細かな新情報の

掲載と充実が必要と考える。 

 
 

社会連携部門構成員 

教 授  木田 和幸（リーダー，健康増進科学分野） 
教 授  一戸とも子（サブリーダー，健康増進科学分野） 
教 授  齋藤久美子（老年保健学分野） 
教 授  齋藤 陽子（放射線生命科学分野） 
准教授  小山内隆生（障害保健学分野） 
准教授  古川 照美（健康増進科学分野） 
講 師  野坂 大喜（生体機能科学分野） 
助 教  鷲谷 清忠（病態解析科学分野） 
 

 

Ⅳ 専門家委員会による外部評価 
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