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１）企画部門 

企画部門リーダー 西沢 義子 

平成 20年度から始まった本プロジェクトは 5年間の活動を終えようとしている。放射線 

に関する知識が乏しい状況から始まったプロジェクトであった。この乏しい知識を確固た 

るものにするため，企画部門としては教職員に対して繰り返しの研修を勧めるとともに，

適切な研修はないか等の情報を積極的に収集した。さらに研修内容を再確認するために，

全ての研修にはレポート提出を求めた。プロジェクト開始 2 年目には専門家委員の先生か

ら「受け身の体制から早く指導者の立場へ」というご助言をいただいたことを記憶してい

る。しかし，放射線に関する知識を自分のものとして確立させ，指導者としてのレベルに

到達するには本務である教育・研究以外の時間を費やす必要があった。そのため，他の教

員の研修内容を知り，自分なりに知識を整理する機会として研修報告会を年 2 回継続的に

開催した。参加者が少ない時もあったが，この研修報告会での学びは大きかったと言って

も過言ではない。プロジェクトの後半では自主的に研修を希望する教員も増え，予算的余

裕があれば全ての研修を受講させたかったのが心残りである。 

海外研修では語学力のハンディはあったが，チーム医療について学ぶことができる絶好

のチャンスであった。これまで REAC/TSの“Radiation Emergency Medicine” コースには

毎年 3～4名の教員を派遣し，その成果は現職者研修に活かされている。海外研修を契機に

教職員の視野が国外に向けられ，いわば国際化に向けての活動が展開されたのも本プロジ

ェクトの成果である。平成 23年度には放射線看護研究会を開催し，その際に講師としてお

迎えした UCSF 校 Miranda Kramer 先生を介して，福島第一原子力発電所事故での看護活動

を米国がん看護学会会員に対して情報発信できたことも大きな成果であった。 

弘前大学総合文化祭ポスター展は平成 22年度から始まった。多忙な教員にポスター作成

を依頼するにあたって，当初は苦言を呈されたこともあったが，本プロジェクトの内容を

把握する上では内容がコンパクトに纏められており，多方面で活用されている。特に平成

25 年度概算要求の際にはこのパンフレットが貴重な資料として文部科学省に提出されたこ

とを付記しておきたい。 
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平成 24年度までの活動から，次のプロジェクトに向けての基盤が構築できた。特に平成

25 年度概算要求「緊急被ばく医療の教育・研究体制の高度化及び実践的プログラムの開発

―高度実践被ばく医療人材育成グローカル拠点の形成―」は本プロジェクトの成果を発展

させた新規プロジェクトとなっている。今後は「放射線看護」の分野特定が承認されるこ

とを願いつつ，教育課程（案）の作成が求められる。被ばく医療人材育成を継続・強化す

るためには，それぞれの専門性を活かしながら，保健学研究科全体でのインタープロフェ

ショナルワークが必須であり，これからもこれまで同様に活動が展開されていくことを願

っている。 

最後に，企画部門が精力的に活動できたのは優秀な，そして素晴らしいメンバーに恵ま

れたことであり，私にとっても貴重な財産となった。これまでの活動のスタイルが，新規

プロジェクトを進める上でのモデルとなることを期待する。 

 

２）教育部門 

教育部門リーダー 中村 敏也 

「教育部門」はプロジェクト開始当初，「教育・研修部門」として，教育をする側のため

の研修も担当する形で設置された。 平成 21 年度からは「教育部門」として組織が再編さ

れ，「学部教育」，「大学院教育」，および「現職者教育」の三本柱での人材育成計画を進め

てきた。学部教育では，教養科目と専門基礎科目の中で，保健学を学ぶ学生が最低限身に

つけることが望まれる，“放射線および放射線被ばく医療に関する基礎知識”，“これらを取

り巻く社会的背景”，そして“有事の際にとるべき行動”などについて考える教育が目指さ

れている。 

大学院教育では博士前期課程に「被ばく医療コース」を設置し，修了生には「被ばく医

療認定士」の学内認定を行なうこととしてスタートした。これまで 3年間にわたって延べ 7

名（看護学領域 5 名，生体情報科学領域 1 名，生体機能科学領域 1 名）が入学し，平成 22

年度入学の 3名についてはこのコースを修了している。大学院教育の第一の課題は，「被ば

く医療コース」への入学者の確保と修了者の出口の開拓である。この二つの課題は相互に

関連しており，いずれにしても被ばく医療認定士の称号に付加価値を付けられるような工

夫と努力が必要と思われる。もうひとつの課題として，「被ばく医療コース」の大学院博士

後期課程への拡充が挙げられる。現在，文部科学省科学技術振興調整費事業として採択さ

れ，博士後期課程レベルの教育内容で実施されている「被ばく医療プロフェッショナル育

成計画」が本プロジェクトと並行して進められているが，この“被ばくプロ育成計画”の

展開が博士後期課程「被ばく医療コース」開設の鍵を握るものと思われる。このコースに

は海外からの入学者も見込まれることから，今後の実現が期待される。さらに，看護学領

域では放射線看護専門看護師（仮称）の分野特定を目指して活動が展開されており，日本
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放射線看護学会の設立など，入学者確保につながる新たな展開が期待される。 

現職者教育については，現職の看護職者と診療放射線技師を対象に平成 22年度からこれ 

まで 3 回実施してきた。これまでの参加者は 1 回目 18 名，2 回目 21 名，3 回目 21 名と， 

コンスタントに受講生を受け入れている。毎年の経験を活かし，運営組織を強化すること 

で，運営業務は飛躍的に改善されてきている。第 2 回以降の運営は弘前大学の教員のみで 

行っている他，福島の原子力災害支援経験を活かした内容を含む研修へとステップアップ  

しており，さらなる独自性をどう打ち出していくかが課題である。研修日程としては，2 週

間程度間隔をあけて 2 回に分けて実施し，トータル 3 日間という日程で開催してきた。 

しかし，青森県外からの受講者受け入れを考えると，この研修日程について再考する必要 

も出てきた。この点の解決策として，e-learning による基礎学習を導入することで，日程的 

な負担の軽減を諮る可能性について検討を開始している。 

また，被ばく・汚染患者の受入れシミュレーション演習の企画・準備・運営を担当する 

スタッフのための「被ばく患者対応トレーニングマニュアル」の作成を進めている。これ 

までの経験を踏まえ，トレーニングを実践するまでの準備や事前に身につけておきたいこ 

と，さらにはプログラムの例や指導の仕方および方法のチェックリスト等を盛り込んだ内 

容となっている。現在，現職者研修実行委員会のメンバーが執筆作業を進めており，年度 

内に試用版として完成させ，次年度の現職者研修において使用し，修正を加えて出版する 

方向で進めている。 

 

３）研究部門 

研究部門リーダー 柏倉 幾郎 

プロジェクト開始にあたり，人材育成の基盤としての研究については，放射線の人体組  

織や細胞，染色体に及ぼす影響評価とその障害軽減など，放射線生物学を中心とした医療  

生命科学領域の基礎研究から着手された。2 年目には，分野ごとに重点研究課題を設定する 

など，組織的に新しい研究を醸成するという視点から，研究科内で研究課題を募集し，健 

康支援科学領域からも，被ばく患者看護やリハビリテーションのフレームワーク研究，被 

ばく保健学教育システム構築に関する研究といった新規の研究課題が出され，最終的に 14

課題に対してインセンティブに研究費の配分が行われた。いずれの研究も緒についたばか 

りであるため，継続的な研究の推進と，学会や論文等による成果の公表に努めることを課 

題として，手探りながら精力的に研究が進められた。3 年目には，各研究の推進と共に取 

組み成果を学会や論文等による情報発信に努めること，および，コメディカルの人材育成 

に視点をおいた被ばく医療研究の基盤構築戦略を研究科全体として推進することが目標と 

して掲げられた。その結果，健康支援科学と医療生命科学の２領域においてバランスよく 

研究課題が抽出され，緊急被ばく医療・支援に関わる保健学分野での研究が組織的に展開 

された。健康支援科学領域からの研究課題としては，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調査研究，緊急被ばく医療に対する態度への影響要因に関する調査研
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究，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といった萌芽的な性

格をもつ研究が開始されるに至った。これら一連の研究成果は，弘前大学被ばく医療国際

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

も一般向けの啓発活動の一環として展示・紹介されてきている。 

研究業績としての原著論文数も，年々，確実に増加しており，右肩上がりの傾向が維持

されている。総説論文やその他の報告も順調に増えてきており，プロジェクト当初に目標

とされた，保健学領域における被ばく医療研究の基盤が確実に形成されつつあることがう

かがわれる。これを土台として，計画されている次期プロジェクトにおいても継続的に研

究を発展させることが大きな課題である。 

 

４）社会連携部門 

社会連携部門リーダー 木田 和幸 

社会連携部門は当初，情報収集・管理部門として発足し，その後 2 年目からは社会連携

部門に名称が変更され，積極的に学外に向けた広報活動を展開するとともに，青森県をは

じめとして各関連職域団体との連絡・協議といった渉外活動や，人材育成の出口調査など，

多様な活動を展開してきた。原子力立地県での緊急被ばく医療の人材育成への取り組み状

況把握のため現地に赴いて聞き取り調査を行なったり，県内及び全国の医療専門職団体に

出向き，本プロジェクトの取り組みについて説明したりすることで，我々の活動を関連機

関に知らしめることができたことは意義深いことと思われる。またホームページの開設や

各種リーフレット等の作成・配布を通して，本事業が一般市民にも広報することができた

ことで，本プロジェクト終了後も緊急被ばく医療人材育成の重要性について衆目が集まる

ことと思われる。また，放射線障害防止法の対象事業所を対象として行なった本研究科被

ばく医療コース修了生の受け入れに関する調査では，現状における人材需要の実態が把握

されたことに加え，本研究科における緊急被ばく医療人材育成に関する情報提供の機会と

もなった。このような調査は国内では見当たらないものであり，今後の継続的な調査の実

施が期待されるところである。また，参観・見学という受身的な取り組みから開始された

青森県総合防災訓練，青森県原子力防災訓練への取り組みも，訓練の実施担当という役割

での参加に転換することができた。この点も本事業の大きな成果の一つと捉えることがで

きるであろう。次期プロジェクトにおいても，こうした活動を継承しながら，さらに充実

したものにすることが課題である。 
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されたことに加え，本研究科における緊急被ばく医療人材育成に関する情報提供の機会と
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５）国際シンポジウム 

緊急被ばく医療検討委員会委員長 對馬  均 

プロジェクト 2年目の平成 21年度に第 1回国際シンポジウムを開催して以来，毎年回を

重ね，これまで 4 回にわたって国際シンポジウムを継続的に開催してきた。開始当初の目

標は，被ばく医療人材育成に関連する国際的な情報収集の場とするとともに，自らの歩み

を記録し，身の丈にあった形で世界に向けて発信することが掲げられた。 

第 1回のシンポジウムでは「放射線基礎研究から緊急被ばく医療まで」をテーマとして，

国際レベルの放射線基礎研究と緊急被ばく医療の発展状況を確認することができた。第２

回は「緊急被ばく医療における医療専門職の役割と課題」をテーマに，過去の放射線事故

において被ばく患者の看護やリハビリテーションに当たった方々から，実体験に即した医

療専門職としての役割について考える機会となった。「放射線被ばくにおける線量評価と防

護」をテーマとして開催した第 3 回シンポジウムは，福島原発事故の直後ということもあ

り，改めて現実的な問題として被ばく医療を捉え直す機会となった。そしてプロジェクト

最終年度には第 4 回シンポジウムとして「これからの緊急被ばく医療人材育成のあり方」

をテーマに，日本放射線看護学会の創設と連動した形で，次のステップを見据えた企画・

運営が行なわれ，大きな収穫をえることができた。このように，開催規模は小さいながら，

所期の目標は十分達成されたものと考える。 

プロジェクト最終年度を迎えるに当たり，この国際シンポジウムの継続について検討が

行なわれた。当然のことながら，予算面での課題や運営上の課題が論議の対象となり，多

くの意見交換が行なわれた。その結果として，上述したようなポリシーを堅持し，背伸び

することなく，できる形で継続開催することで意見の一致を見た。 

来年度は，弘前大学の教員が学会長を担当する放射線医学に関連した国際学会の開催が

決まっており，本研究科教員の多くが運営委員として参画している。そこで，その学会と

の共催という形で第 5 回国際シンポジウムを開催することの可能性について検討が行なわ

れ，当該学科のプログラムの一部を共催する形で開催する方針が確認された。 

「継続は力なり」という言葉に力を得て，多くの困難は予想されるが，津軽の地に萌え

出た被ばく医療人材育成の芽を絶やすことなく，育てて行きたい。 
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２． 全体最終総括及び今後の課題と展望 

緊急被ばく医療検討委員会委員長 對馬  均 

 
 
 

１）全体最終総括 

■プロジェクトの歩みを振り返って 

緊急被ばく医療に関わるコメディカルの人材育成の取り組みが，弘前大学大学院保健学

研究科における課題として初めて提案されたのは，平成 19年 6月 7日の学長説明会（遠藤

正彦学長）であった。当時，弘前大学では，核燃料再処理施設をはじめとする原子力関連

事業所が多数存在している青森県という立地条件を背景として，医学部附属病院に有事の

際の緊急被ばく医療を柱の一つとする「高度救命救急センター」を設置する構想が進めら

れていた。説明会において遠藤学長は，この構想の一環として緊急被ばく医療における医

療専門職教育の必要性を説かれ，この課題に向けたプロジェクトの立ち上げを示唆された。

この要請を受ける形で，平成 19 年 6 月 28 日，保健学研究科にワーキンググループが組織

され，被ばく患者の看護や被ばく線量測定などの特殊検査に関わる医療専門職の人材育成

に向けた検討が開始された。 

時機を同じくして，文部科学省から平成 20年度特別教育研究経費の追加募集があり，こ

れに対して被ばく医療人材育成に関する事業の追加概算要求が保健学研究科から提出され

た。その結果この要求が認められ，平成 20 年度から医学部，医学研究科，保健学研究科，

附属病院の連携による“緊急被ばく医療支援人材育成及び体制の整備”事業（以下，被ば

く医療人材育成プロジェクト）がスタートした。 

以来 5 年間，保健学研究科教職員が文字通り一丸となって，本事業に取り組んできた。

平成 24年度の活動を総括するにあたり，これまでの 5年間のプロジェクトの歩みについて，

年次経過に沿って振り返ってみたい。 

■平成 20年度の活動経過 

このプロジェクトの目的は，緊急被ばく事故への対応策の一つとしてバックアップ体制

を確立し，高度医療専門職の教育や，現職者に対するシミュレーション訓練を通して，緊

急被ばく医療の基盤体制の整備を図ることにある。プロジェクトを進めるに当たっては，

日本原燃，放射線医学総合研究所をはじめとする関連機関との連携協力が不可欠であった

が，包括協定の締結を通して視察・研修計画の実施など全面的な支援を得ることができた。

また，広島大学，長崎大学に出向いて本プロジェクトについて説明し，助言を頂くととも
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に支援について快諾を頂いた。さらに，学外の専門家に対して助言・指導と外部評価を委

嘱するなど，より適切なプロジェクトの展開が目指された。 

初年度の取り組みの最大の目標は，我が国における緊急被ばく医療の現状について多方

面から情報を収集するとともに，関連施設の視察・見学･研修を通して，大目標である緊急

被ばく医療を担う人材の育成に必要な要件と課題を明らかにすることにあった。この目標

の達成に向けて，必ずしもこの領域に明るくない大多数の研究科教員が，まず緊急被ばく

医療の現状を知り，放射線・放射線障害・放射線防護の実際について学習し体験すること

から取り組みが開始された。教員研修の柱となったのは，放射線医学総合研究所の全面的

な協力の下，平成 20 年度から，年 1 回，3 年にわたって開催された「弘前大学被ばく医療

セミナー」であった。このセミナーに全教員のほぼ 9 割が，専門分野を問わず，放射線医

学総合研究所まで出向き，講義と演習からなる 3 日間の研修を受講した。この他，原子力

安全技術協会の実施する原子力防災研修をはじめとして，国内で開催される各種の関連研

修に積極的に参加するとともに，青森県内の原子力関連施設の視察研修も精力的に展開し

た。また，この分野における海外での人材育成状況の把握と連携構築を目的として，米国

のオークリッジ科学教育研究所緊急被ばく医療支援センター／研修施設（ORISE， REAC/TS）

での研修・視察も実施された。 

一方，学部と大学院の教育に被ばく医療に関する授業を盛り込むため，教育カリキュラ

ムの検討も開始された。まず「育成する人材像」を明確にする作業が行なわれた結果，学

士課程教育，大学院教育，現職者教育それぞれの基本コンセプトがまとめられ，大学院博

士前期課程での教育を中心とした“被ばく医療を担う医療専門職の教育システム”の全体

像が概念化された。また，人材育成の基盤としての研究については，放射線の人体組織や

細胞，染色体に及ぼす影響評価とその障害軽減など，放射線生物学を中心とした医療生命

科学領域の基礎研究から着手された。 

前例もなく，半ば手探りに近い形で開始されたプロジェクトではあったが，幸い，学内

外の多方面にわたる協力・支援を得たことで，最初の一歩を踏み出すことができた。次年

度に向けた課題としては，活動組織を見直してステップアップを図ること，研究面では健

康支援科学領域における新しい研究の醸成という視点から組織的に研究を推進すること，

対外的な情報発信基地としてのホームページの開設，新しい研修先の開拓を視野に入れた

海外研修の強化，学外に向けた成果公開の一環として国際シンポジウムの企画開催などが

挙げられた。 

■平成 21年度の活動経過 

プロジェクト 2 年目の第一の目標は，初年度の活動を通して明らかにされた人材育成の

基本コンセプトに基づいて，学士課程・大学院における教育カリキュラムと現職者に対す

る研修プログラムを編成・確立するとともに，被ばく医療に関する研究を健康支援科学領

域において開拓することにあった。活動展開に当たっては，初年度の反省を基に活動組織

を見直し，「企画」「教育」「研究」「地域連携」の４部門の組織構成として活動のステップ
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アップが図られた。教育カリキュラムの編成作業を進めるに当たっては，新年度に入って

早々，手探りで模索してきた人材育成の基本コンセプトについて，放射線健康管理学に造

詣の深い大分県立看護科学大学学長の草間朋子先生と名古屋大学教授太田勝正先生から，

専門的視点からの助言を頂く機会が得られた。両先生からは“緊急被ばく医療”という狭

い範囲にとらわれることなく，“放射線防護”という広い観点から教育を考えるべきという，

貴重なアドバイスを頂き，目指すべき方向性をより鮮明なものとすることができた。その

後さらに検討を重ね，教育目標の設定とカリキュラム作りが行なわれた結果，学士課程で

は“放射線の基礎”と“緊急被ばく医療の概要”，“専門職連携” と“危機管理体制”を理

解することが目標として位置づけられ，正規のカリキュラムの中に２科目増設する改正が

行なわれた。一方，大学院博士前期課程では緊急被ばく医療に関する高度専門職やリーダ

ーを養成することを目的として，新たに「被ばく医療コース」を設置することとし，共通

科目と専門科目合わせて 15科目の増設が計画された。加えて，このコース修了者を緊急被

ばく事故に対応できる専門家として学内認定する制度を策定することも決定した。現職者

研修プログラムについては，現職の看護師および診療放射線技師を対象とすること，緊急

被ばく医療に必要な知識を習得して連携・協働しながら適切な対応かつ安全管理ができる

医療職者の育成を目的とすることが確認され，翌年度の開催に向けた具体的なコース立て，

教育内容の検討が行なわれた。中でも被ばく患者搬入のシミュレーション演習に向けた準

備については，部門横断的なシミュレーション演習ワーキンググループを組織し，翌年 9

月の開催に向け，外部講師の参加も得ながら頻回にトレーニングを重ねた。このように，

プロジェクト開始後 2 年間で当初の目標通り，被ばく医療人材育成の 3 本柱として，学部

教育，大学院教育，現職者教育のカリキュラム策定，規則改正が行なわれ，翌年度からの

授業開始の体制が整えられた。 

研修活動としては，初年度に引き続き 2 年目においても“教員がまず学ぶ”ことを基本

的スタンスとした教員研修が精力的に展開されたが，その目標は徐々に「受身の研修」か

ら「発信力を涵養する研修」へと転換が図られた。海外研修については，前年度に引き続

き若手研究者の米国オークリッジ科学教育研究所への短期派遣を実施するとともに，海外

での被ばく看護・リハビリテーションの実情視察のため，フランス国防省の放射線防護セ

ンター（SPRA）およびパーシー国防軍病院へ教員を派遣した。オークリッジ科学教育研究

所での体験型の海外研修については，米国における被ばく医療教育の現状を知り，視野を

広げるという点でも，参加者にとって収穫の大きいものであった。 

研究面では，分野ごとに重点研究課題を設定するなど，組織的に新しい研究を醸成する

という視点から，研究科内で研究課題を募集し，健康支援科学領域からも，被ばく患者看

護やリハビリテーションのフレームワーク研究，被ばく保健学教育システム構築に関する

研究といった新規の研究課題が出され，最終的に 14課題に対してインセンティブに研究費

の配分が行われた。いずれの研究も緒についたばかりであるため，継続的な研究の推進と，

学会や論文等による成果の公表に努めることが課題として期待された。 

− 177 −

Ⅳ　活動最終総括　２.全体最終総括及び今後の課題と展望



Ⅳ 活動最終総括 ２．全体最終総括及び今後の課題と展望 

 
―１７７― 

 

その他，学外に向けた情報発信基地としてホームページが開設され，プロジェクトの概

要・計画・進捗状況・成果の広報を行うとともに，国際的な情報発信を目的として，「放射

線基礎研究から緊急被ばく医療まで」をテーマに第１回国際シンポジウムが開催された。

この国際シンポジウムでは，フランスをはじめとして国内外の関係機関から 14名のシンポ

ジストを迎え，放射線基礎研究，国内外の被ばく事故例や取り組みなど，6つのテーマにつ

いて講演が行われた。なお，国際シンポジウムはこの初回開催を皮切りとして，翌年以降，

継続的に毎年開催されている。 

■平成 22年度の活動経過 

プロジェクト 3 年目の目標は，前年度に策定した教育カリキュラムに基づいて学士課程

ならびに大学院博士前期課程における教育と現職者を対象とした研修プログラムを開始す

るとともに，被ばく医療に関する学術研究を推進することにあった。学士課程では，新入

生から新カリキュラムの中で 1年次の教養科目として「放射線防護の基礎」（２単位 履修

指定）が開始された。なお，3 年次には被ばく医療における“専門職連携” と“危機管理

体制”の理解を盛り込んだ，専門共通科目「医療リスクマネジメント」（１単位 必修）の

履修が設定されている。一方，大学院教育では博士前期課程の被ばく医療コースがスター

トした。このコースの修了要件には関連科目の履修の指定に加えて，特別研究のテーマが

被ばく医療に限らず，放射線に関連したものであることが指定されており，修了者には，

学内認定として「被ばく医療認定士」の認証が行なわれている。初年度の平成 22 年には 3

名の学生がこのコースに入学した。平成 23年度末には全員が修了し，被ばく医療認定士の

認証が行なわれた。 

さらに，病院等に勤務している現職の看護師および診療放射線技師を対象とした現職者教

育として，緊急被ばく医療の基礎的知識と技術の研修を行なう２日間の短期教育プログラ

ムも開始された。初日にはそれぞれの専門を被ばく医療という点から深める講義と，他職

種連携に関する講義・演習が組まれており，２日目には被ばく事故のシナリオに基づいた

合同でのシミュレーション演習がセットされている。なお，看護職にはこの基礎編に先駆

けて，半日の入門編として「放射線の基礎知識」の講義が用意されている。平成 22年度に

は青森県内から 18名の受講者が参加した。以降の受講者数は，平成 23年度には 21名，平

成 24年度には青森県外からの受講者 5名を含む 21名という実績であった。 

研究面では，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こ

とが目標とされ，2年目から着手された研究を継続すると共に新たな研究テーマを加え，健

康支援科学と医療生命科学の２領域においてバランスよく研究課題が抽出された。健康支

援科学領域からの研究課題では，訪問看護ステーションにおける防災・災害時対応に関す

る調査研究，緊急被ばく医療に対する態度への影響要因に関する調査研究，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といった萌芽的な性格をもつ研究が開

始された。これらの研究の成果は，第 2 回国際シンポジウムにおいてポスター発表という

形で報告された他，弘前大学総合文化祭の場でも一般向けの啓発活動の一環として，活動
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その他，学外に向けた情報発信基地としてホームページが開設され，プロジェクトの概

要・計画・進捗状況・成果の広報を行うとともに，国際的な情報発信を目的として，「放射

線基礎研究から緊急被ばく医療まで」をテーマに第１回国際シンポジウムが開催された。

この国際シンポジウムでは，フランスをはじめとして国内外の関係機関から 14名のシンポ

ジストを迎え，放射線基礎研究，国内外の被ばく事故例や取り組みなど，6つのテーマにつ

いて講演が行われた。なお，国際シンポジウムはこの初回開催を皮切りとして，翌年以降，

継続的に毎年開催されている。 

■平成 22年度の活動経過 

プロジェクト 3 年目の目標は，前年度に策定した教育カリキュラムに基づいて学士課程

ならびに大学院博士前期課程における教育と現職者を対象とした研修プログラムを開始す

るとともに，被ばく医療に関する学術研究を推進することにあった。学士課程では，新入

生から新カリキュラムの中で 1年次の教養科目として「放射線防護の基礎」（２単位 履修

指定）が開始された。なお，3 年次には被ばく医療における“専門職連携” と“危機管理

体制”の理解を盛り込んだ，専門共通科目「医療リスクマネジメント」（１単位 必修）の

履修が設定されている。一方，大学院教育では博士前期課程の被ばく医療コースがスター

トした。このコースの修了要件には関連科目の履修の指定に加えて，特別研究のテーマが

被ばく医療に限らず，放射線に関連したものであることが指定されており，修了者には，

学内認定として「被ばく医療認定士」の認証が行なわれている。初年度の平成 22 年には 3

名の学生がこのコースに入学した。平成 23年度末には全員が修了し，被ばく医療認定士の

認証が行なわれた。 

さらに，病院等に勤務している現職の看護師および診療放射線技師を対象とした現職者教

育として，緊急被ばく医療の基礎的知識と技術の研修を行なう２日間の短期教育プログラ

ムも開始された。初日にはそれぞれの専門を被ばく医療という点から深める講義と，他職

種連携に関する講義・演習が組まれており，２日目には被ばく事故のシナリオに基づいた

合同でのシミュレーション演習がセットされている。なお，看護職にはこの基礎編に先駆

けて，半日の入門編として「放射線の基礎知識」の講義が用意されている。平成 22年度に

は青森県内から 18名の受講者が参加した。以降の受講者数は，平成 23 年度には 21名，平

成 24年度には青森県外からの受講者 5名を含む 21名という実績であった。 

研究面では，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こ

とが目標とされ，2年目から着手された研究を継続すると共に新たな研究テーマを加え，健

康支援科学と医療生命科学の２領域においてバランスよく研究課題が抽出された。健康支

援科学領域からの研究課題では，訪問看護ステーションにおける防災・災害時対応に関す

る調査研究，緊急被ばく医療に対する態度への影響要因に関する調査研究，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といった萌芽的な性格をもつ研究が開

始された。これらの研究の成果は，第 2 回国際シンポジウムにおいてポスター発表という

形で報告された他，弘前大学総合文化祭の場でも一般向けの啓発活動の一環として，活動
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が展示紹介された。 

海外研修については，昨年に引き続き若手研究者の米国オークリッジ科学教育研究所へ

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

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

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

教育研究を進める上で，収穫の大きいものであった。 

組織面では，全学的な被ばく医療への取り組み体制の整備が行なわれ，新たに弘前大学

被ばく医療総合研究所が開設された。本研究所は，弘前大学におけるこれまでの放射線被

ばくに関する研究の推進と各学部，研究科等における教育の支援を行なうことを目的とし

て，「放射線生物学」，「放射線物理学」，「放射線化学」「被ばく医療学」の４部門から構成

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

弘前大学における一連の被ばく医療に対する取組みを統括するため，平成 22 年 8 月には，

「弘前大学放射線安全機構」が組織され，放射線の安全管理や緊急事態に大学として組織

的に対応するための体制が整備された。 

■平成 23年度の活動経過 

万一の被ばく事故に対応できる医療専門職の人材育成を目指し，独自の取組みを進めて

いたさ中の平成 23 年 3 月 11 日，東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事

故が発生した。弘前大学では，“放射線安全機構”の意思決定により，いち早く全学体制で

被ばく状況調査チームを編成し，事故発生当初から 7 月末までの間に，教職員延べ 582 名

を現地に派遣して放射線サーベイを中心とした支援活動に当たった。派遣チームは，放射

線の専門家，放射線技師，看護師または保健師，ロジスティクスとしての事務職員を基本

ユニットとして，編成された。保健学研究科から派遣された教職員は，これまでの被ばく

人材育成プロジェクトで培われた成果を発揮し，避難住民の放射線サーベイ活動や一時立

ち入りに際しての医療サポートに当たってきた。この支援活動の中で特に象徴的だったこ

とは，看護職の活動であった。単に機械的に放射線サーベイを行なうのではなく，不安な

気持ちで測定に訪れた避難住民の気持ちを受け止め，不安を和らげる働きかけが展開され

た。白ずくめの防護衣という異様な姿や鈍く光る測定器に怯える子供達にキャンディーを

配ったり，サーベイメータのセンサーにマンガの絵を書いたりといった細やかな気配りは，

それまでの研修や教育プログラム構築の過程で培われた成果が結実したものと思われる。

これに加えて，弘前から福島までの車の運転から，現地対策本部や大学本部との連絡・報

告，スケジュール調整まで，ロジスティクスとしての役割を担った事務職員の存在も，チ

ームには欠かすことの出来ない存在であった。 

こうした福島での支援活動成果について，平成 23 年 11 月，前年度に看護系教員を派遣

した UCSFのミランダ・クレイマー女史から同校での特別セミナーとアメリカ腫瘍看護学会

第 12回学習会（ソルトレイクシティ）での講演の機会が与えられ，野戸・北宮両准教授の

海外での講演が実現した。この講演の反響は大きく，本プロジェクトと福島原発事故への
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支援活動の取り組みと看護職の役割について国際的に発信する機会として，収穫の大きい

ものであった。 

このように国内外の研修を通して，放射線の基礎から被ばく医療最前線までの知識・技

術を学ぶことから始められた取り組みも，「受け身」の姿から「発信する」立場へと大きな

転換を果たすことができた。 

■平成 24年度の活動経過 

プロジェクトの最終年度の目標は，学内外の被ばく医療研究組織との連携を図りながら，

学士課程ならびに大学院における教育と現職者研修プログラムを継続実施するとともに，

被ばく医療に関する学術研究を推進し，蓄積された活動成果を積極的に発信・還元するこ

とであった。そのうえで，5年間の成果を踏まえ，構築された人材育成システムを恒常的に

機能させ，さらに発展させるための方略について検討が行なわれた。その結果として，次

期プロジェクトの基本構想が立案され，文部科学省への平成 25年度概算要求として「緊急

被ばく医療の教育・研究体制の高度化及び実践的プログラムの開発―高度実践被ばく医療

人材育成グローカル拠点の形成―」の事業計画が申請された。その概要は，東日本大震災

以降顕在化した緊急被ばく医療人材育成の重要性と，弘前大学がこれまで整備を進めてき

た被ばく医療教育体制を基盤として，指導的立場から緊急被ばく医療に対応できる医療専

門職者の育成や，適切な放射線リスクコミュニケーションを指導できる人材の底辺拡大を

行うとともに，より高度で実践的な緊急被ばく医療人材育成プログラムを開発し，日本学

術会議の提唱する国際基準に準拠した高度実践看護師等を視野に入れた"グローカル"な被

ばく医療人材育成の拠点を形成するというもので，今後の展開が期待されるところである。 

一方，こうした人材育成の要となる被ばく医療を含む放射線看護分野における専門看護

師の確立に向けて，平成 24 年 9 月 29 日，大学院に放射線看護の専門コースを設置してい

る長崎大・鹿児島大との連携により，日本放射線看護学会が設立された。今後，本学会の

活動を通して放射線看護の学術的基盤を構築し，放射線看護専門看護師(仮称)の分野特定

につなげることが目指されている。 

■専門家委員会のサポートと評価 

本プロジェクトの歩みを振り返るとき，専門家委員会の存在を抜きには語れない。専門

家委員会の諸先生には，スタート当初から，素人集団の我々を折に触れて導いて頂いた。

中間評価と年度末評価の場で，年 2 回，問題点や課題の指摘と的確なアドバイス，そして

励ましの言葉をいただいたことで，所期の目標を達成することができた。この場を借りて

厚く御礼申し上げたい。 

 

２）次のステップに向けた課題と展望 

これまで述べてきたように，手探りの状態からの取り組み開始ではあったが，このプロ

ジェクトを通して，被ばく医療の人材育成の体制が少しずつではあるが出来つつあるよう
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に思われる。こうした人材育成の重要性は，はからずも今回の原発事故により再認識され

る結果となったわけであるが，この支援活動を通して，これまでの学んだことの確認とさ

らに強化すべき点の発見があったことも事実である。今後に向けた取り組みとしては，緊

急被ばく医療人材育成の基盤をさらに固めると共に，被ばく医療教育を担う教員の教育技

術のスキルアップや，学生・受講者のフォローアップなど，効果の検証と見直しを図る必

要があると思われる。その上で，被ばく医療への関心が高まっているアジア諸国に向けて

積極的に情報発信することも重要な課題と思われる。 

そして，本報告書の最終校正を行なっている中，遅れていた平成 26年度概算要求の内示

を受けた。幸いなことに，本研究科から提出された次期プロジェクトの概算要求が認めら

れたとの朗報であった。これまで培ってきた医療専門職に焦点を当てた被ばく医療人材育

成の芽を，さらに大きく育てるため機会が与えられたわけである。この次の目標に向けて，

努力して行きたい。以下に新プロジェクトの概要を掲げ，次のステップに向けた課題と展

望としたい。 

 

 

事業名：緊急被ばく医療の教育・研究体制の高度化及び実践的プログラムの開発 

―高度実践被ばく医療人材育成グローカル拠点の形成― 

 

■事業概要: 

本事業は，東日本大震災以降顕在化した緊急被ばく医療人材育成の重要性と，弘前大学

がこれまで整備を進めてきた被ばく医療教育体制を基盤として，今後の緊急被ばく医療に

対応できる医療者及び適切な放射線リスクコミュニケーションの指導を担う人材の底辺拡

大を行うとともに，より高度で実践的な緊急被ばく医療人材育成プログラムを開発し，日

本学術会議の提唱する国際標準に準拠した高度実践看護師制度等を視野に入れた“グロー

カル”な被ばく医療人材育成の拠点を形成する。 

 

■事業計画： 

●目的 

東日本大震災以降顕在化した緊急被ばく医療人材育成の重要性と，弘前大学がこれまで

整備を進めてきた被ばく医療教育体制を基盤として，今後の緊急被ばく医療に対応できる

医療者及び適切な放射線リスクコミュニケーションの指導を担う人材の底辺拡大を行うと

ともに，より高度で実践的な緊急被ばく医療人材育成プログラムを開発し，日本学術会議

の提唱する国際基準に準拠した高度実践看護師等を視野に入れた“グローカル”な被ばく

医療人材育成の拠点を形成する。 

●社会的背景と必要性 

東京電力福島第一原子力発電所事故においては，これまで想定外とされていた様々な課
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弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会要項 
  

平成20年4月1日制定  

最終改正：平成21年7月22日  

  （目的）  

第１条  弘前大学大学院保健学研究科（以下「本研究科」という。）に，本研究科における緊急被 ばく医療

支援人材育成及び体制の整備等に関して検討するため，弘前大学大学院保健学研究科緊 急被ばく医療検討委

員会（以下「委員会」という。）を置く。  

  

 （審議事項）  

第２条  委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。  
 (1) 本研究科における緊急被ばく医療支援人材育成の体制整備等に関すること。  
 (2) 本研究科における緊急被ばく医療支援の調査，研究及び検査体制の整備等に関すること。  
 (3) その他本研究科における緊急被ばく医療支援等に関すること。  
  
 （組織）  

第３条  委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
 (1) 研究科長  
 (2) 副研究科長  
 (3) 領域代表者  
 (4) 学事委員長  
 (5) 学務委員長  
 (6) 研究科長が指名する教員  
 (7) その他研究科長が必要と認めた者  
  
 （委員長及び副委員長）  

第４条  委員会に委員長を置き，研究科長をもって充てる。  

２ 委員会に副委員長を置き，委員の互選によって決める。  

３ 副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。  
  
 （任期）  

第５条  委員の任期は，本委員会の任務が終了するまでとする。  
  
 （部門）  

第６条 委員会に，第２条各号に掲げる事項に関し，具体的・専門的作業を行うため，次の各号に 掲げる部

門を置く。なお，各部門は相互に連携・協力するものとする。  
 (1) 情報収集部門  
 (2) 教育・研修部門  
 (3) 研究部門  
 (4) 検査部門  

２ 各部門には，リーダーを置き，第３条第２号から第６号までの委員のうちから，委員の互選によって決め

る。  

３ 各部門のリーダーは，本研究科教員の中から協力者を募り作業を行うことができるものとする。  
  
 （専門家委員会）  

第７条 本研究科に，被ばく医療に関する国内の有識者を構成員とする弘前大学大学院保健学研究科緊急被ば

く医療専門家委員会（以下「専門家委員会」という。）を置く。  

２ 専門家委員会に関して必要な事項は，別に定める。  
  
 （庶務）  

第８条  委員会の庶務は，保健学研究科事務部において処理する。  
  
 （その他）  

第９条  この要項に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，別に定める。  
  
    附  記 

この要項は，平成２０年４月１日から実施する。 
附  記 

この要項は，平成２１年７月２２日から実施し，平成２１年４月１日から適用する。 
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題が顕在化した。特に，大規模放射線災害発生時における避難住民の不安への対応を含め，

より高度で専門的な判断力と実践力を備え，統括的に問題解決できる被ばく医療の専門家

や放射線リスクコミュニケーションを担う人材は不可欠であり，実践的な状況を想定した

緊急被ばく医療人材育成プログラムの見直し・高度化が必要となっている。 

●取組内容 

国内外の関連機関との連携の下，「被ばく医療人材の高度専門化」と「放射線基礎教育の

充実と底辺拡大」を柱とした教育プログラムを開発する。具体的には，国際標準に準拠し

た高度実践看護師制度や日本看護協会が認定する専門看護師を視野に入れた被ばく医療人

材育成の拠点を形成し，新たに高度で実践的な大学院教育プログラムを構築する。また，

学校教員及び教職選択学生に対する放射線リスクコミュニケーション教育を行うことで，

放射線基礎教育の充実と底辺拡大を図る。さらに，被ばく医療においては長期的な健康管

理が基本となることから，後年必要となる放射能拡散地域の環境影響調査や生物学的影響

調査・研究を行い，データの収集・蓄積を行い，教育へ還元する。 

●期待される効果 

日本の緊急被ばく医療体制の高度化と共に，人材育成の国際的拠点の形成が図られ，放

射線のケアやリスクコミュニケーションに卓越した人材が輩出される。 

グローバルスタンダードに準拠した被ばく医療教育プログラムの構築  
被ばく医療を包含した放射線看護専門看護師の育成  

 

プロジェクトゴール

 
●被ばく医療・放射線看護研究の発展 

 

【社会的効果】 

 

 

【改善効果】 

 

 

―高度実践被ばく医療人材育成グローカル拠点の形成―

 放射線基礎教育の 
充実と底辺拡大 

 

 被ばく医療人材の 
専門性と実践力の
強化・涵養 

 

 国際標準に準拠した 
グローカルな被ばく医療人材育成

の拠点作り 

海外機関との国際連携 

オークリッジ科学教育研究所 

カリフォルニア大学サンフランシスコ校 

フランス国防省放射線防護センター 

 

弘前大学 
保健学研究科・被ばく医療総合研究所 

 

 

 

長崎大学 鹿児島大学 

放射線医学総合研究所 
 

他大学・機関との国内連携 

 

【学問的効果】

小・中・高校教師を対象とした放射線リスクコミュニケーションに精通した人材の育成

緊急被ばく医療の教育・研究体制の高度化及び実践的プログラムの開発

●緊急被ばく医療のクリニカルパス
　の構築

●一般市民及び小中高校教職員へ
の正しい放射線知識の啓発促進
●国際標準に準拠した放射線看護
専門看護師の養成

●放射線事故・災害に対する安
全・安心の確保
●社会における放射線リスクコ
ミュニケーションの改善

医学研究科・高度救命救急センター
教育学部・教育学研究科
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弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会要項 
  

平成20年4月1日制定  

最終改正：平成21年7月22日  

  （目的）  

第１条  弘前大学大学院保健学研究科（以下「本研究科」という。）に，本研究科における緊急被 ばく医療

支援人材育成及び体制の整備等に関して検討するため，弘前大学大学院保健学研究科緊 急被ばく医療検討委

員会（以下「委員会」という。）を置く。  

  

 （審議事項）  

第２条  委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。  
 (1) 本研究科における緊急被ばく医療支援人材育成の体制整備等に関すること。  
 (2) 本研究科における緊急被ばく医療支援の調査，研究及び検査体制の整備等に関すること。  
 (3) その他本研究科における緊急被ばく医療支援等に関すること。  
  
 （組織）  

第３条  委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。  
 (1) 研究科長  
 (2) 副研究科長  
 (3) 領域代表者  
 (4) 学事委員長  
 (5) 学務委員長  
 (6) 研究科長が指名する教員  
 (7) その他研究科長が必要と認めた者  
  
 （委員長及び副委員長）  

第４条  委員会に委員長を置き，研究科長をもって充てる。  

２ 委員会に副委員長を置き，委員の互選によって決める。  

３ 副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。  
  
 （任期）  

第５条  委員の任期は，本委員会の任務が終了するまでとする。  
  
 （部門）  

第６条 委員会に，第２条各号に掲げる事項に関し，具体的・専門的作業を行うため，次の各号に 掲げる部

門を置く。なお，各部門は相互に連携・協力するものとする。  
 (1) 情報収集部門  
 (2) 教育・研修部門  
 (3) 研究部門  
 (4) 検査部門  

２ 各部門には，リーダーを置き，第３条第２号から第６号までの委員のうちから，委員の互選によって決め

る。  

３ 各部門のリーダーは，本研究科教員の中から協力者を募り作業を行うことができるものとする。  
  
 （専門家委員会）  

第７条 本研究科に，被ばく医療に関する国内の有識者を構成員とする弘前大学大学院保健学研究科緊急被ば

く医療専門家委員会（以下「専門家委員会」という。）を置く。  

２ 専門家委員会に関して必要な事項は，別に定める。  
  
 （庶務）  

第８条  委員会の庶務は，保健学研究科事務部において処理する。  
  
 （その他）  

第９条  この要項に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，別に定める。  
  
    附  記 

この要項は，平成２０年４月１日から実施する。 
附  記 

この要項は，平成２１年７月２２日から実施し，平成２１年４月１日から適用する。 
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弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療専門家委員会要項 

 平成20年4月1日制定 

最終改正:平成21年1月21日 

（目的）  

第１条 弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会要項（以下「委員会要項」という。）第７

条第２項に基づき，弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療専門家委員会（以下「専門家委員会」とい

う。）に関し，必要な事項を定める。 

（任務） 

第２条 専門家委員会は，次の各号に掲げる事項を任務とする。 

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

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

(3) 委員会要項第３条第７項に基づく同委員会への出席。 

（組織）  

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

る。 

（委員長） 

第４条 専門家委員会に委員長を置き，委員の互選によって決める。 

（任期）  

第５条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

（会議）  

第６条 会議は，委員長が招集し，その議長となる。２ 専門家委員会が必要と認めるときは，委員以外の者

の出席を求め，意見を聞くことができる。 

（庶務）  

第７条 専門家委員会の庶務は，保健学研究科事務部において処理する。 

（その他） 

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

   附  記 

 この要項は，平成２０年４月１日から実施する。 

附  記 

 この要項は，平成２１年１月２１日から実施する。 
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弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療専門家委員会要項 

 平成20年4月1日制定 

最終改正:平成21年1月21日 

（目的）  

第１条 弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会要項（以下「委員会要項」という。）第７

条第２項に基づき，弘前大学大学院保健学研究科緊急被ばく医療専門家委員会（以下「専門家委員会」とい

う。）に関し，必要な事項を定める。 

（任務） 

第２条 専門家委員会は，次の各号に掲げる事項を任務とする。 

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

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

(3) 委員会要項第３条第７項に基づく同委員会への出席。 

（組織）  

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

る。 

（委員長） 

第４条 専門家委員会に委員長を置き，委員の互選によって決める。 

（任期）  

第５条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

（会議）  

第６条 会議は，委員長が招集し，その議長となる。２ 専門家委員会が必要と認めるときは，委員以外の者

の出席を求め，意見を聞くことができる。 

（庶務）  

第７条 専門家委員会の庶務は，保健学研究科事務部において処理する。 

（その他） 

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

   附  記 

 この要項は，平成２０年４月１日から実施する。 

附  記 

 この要項は，平成２１年１月２１日から実施する。 

 

 

 

           

 

 
弘前大学被ばく医療総合研究所規程                          平成 22年 3月 23日制定規程第 18号 

改正平成 22年 9月 28日規程第 61号 

                                                      最終改定平成 24年 12月 21日規程第 112号 

 
(趣旨) 

第 1条 この規程は，国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成 16年規則第 1号。以下「管理運営規則」と

いう。)第 4条の 2第 2項の規定に基づき，弘前大学被ばく医療総合研究所(以下「研究所」という。)に関し，

必要な事項を定める。 

(目的) 

第 2条 研究所は，弘前大学における放射線被ばく医療に関する研究を推進し，各学部，各研究科等におけ

る教育の支援等を行うほか，緊急被ばく事故に対応できる専門的人材の養成を行うことを目的とする。 

(業務) 

第 3条 研究所は，次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 研究所の管理運営に関すること。 

(2) 放射線の生物学的影響及び対策に関する研究 

(3) 核種の同定及び計測に関する研究 

(4) 生体試料その他特殊検査に関する研究 

(5) 被ばく医療の医学的・看護学的研究並びにネットワーク管理，情報管理，事例分析等の研究 

(6) 被ばく医療に関する教育の支援に関すること。 

(7) 被ばく医療に関する専門的人材の養成に関すること。 

(8) 緊急時における被ばく医療体制に関する学内の連携に関すること。 

(9) 被ばく医療に関する大学，国内外の専門機関，県内各機関その他関係機関との連携に関すること。 

(10) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。 

(部門) 

第 4条 研究所に，次の各号に掲げる部門を置く。 

(1) 放射線生物学部門 

(2) 放射線物理学部門 

(3) 放射線化学部門 

(4) 被ばく医療学部門 

(職員) 

第 5条 研究所に，管理運営規則第 26条及び第 27条に規定する研究所長及び副研究所長のほか，次の各号

に掲げる職員を置く。 

(1) 専任教員 

(2) 兼任教員 

(3) その他必要な職員 

(専任教員の選考) 

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

 (兼任教員) 

第 7条 兼任教員は，研究所長の命を受け，第 3条に規定する業務を行う。 

2 兼任教員は，研究所長が必要と認めた教員をもって充てる。 

3 兼任教員の任期は，担当する業務が終了するまでの期間とする。 

4 兼任教員は，学長が命ずる。 

(学外協力者) 

第 8条 研究所に，学外の被ばく医療に関する専門家を学外協力者として置くことができる。 

2 学外協力者に関し，必要な事項は，別に定める。 

(戦略会議) 

第 9条 研究所に，研究所長の諮問に応じて，本学における放射線被ばく医療の研究等に関する重要事項に

ついて審議するため，弘前大学被ばく医療総合研究所戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。 

2 戦略会議の組織及び運営については，別に定める。 

(事務) 

第 10条 研究所の事務は，被ばく医療総合研究所事務部において処理する。 

(その他) 

第 11条 この規程に定めるもののほか，研究所の運営に関し必要な事項は，研究所長が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成 22年 3 月 23日から施行する。 

附 則(平成 22年 9 月 28日規程第 61号) 

この規程は，平成 22年 10月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24年 12月 21日規程第 112号) 

この規程は，平成 24年 12月 21日から施行する。  

＜関連規程＞ 
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＜委員会記録＞ 

 
■平成 24年度（第 1回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成 24 年 4 月 17 日) 

 
○報告事項： 
1．ホームページ管理方法の変更について 

社会連携部門野坂先生から，これまで本プロジェクトのホームページは事務で管理していたが，昨年

度より部門ごとに，ユーザーID を発行し，投稿する形で新しい情報のデータを追加し自動化していくコ

ンテンツマネジメントシステムを導入し，データを移行していること。すでに稼働は出来るので，順次

各部門の ID 発行をして実施していくこと。ID は，部門ごとに必要人数を取り纏めた後それに応じて発行

することになる旨，報告があった。なお，被ばくプロフェッショナルの方は，まだ本システムには移行

していない旨の情報提供があった。 

また，本システム導入に関しての講習会を開いて欲しい旨要望があり，15分程の講習であること，人数

次第ではあるが，部門ごとではなく合同でも対応可能であることから，今後，講習会の開催について日程，

参加者等を調整していくことが確認された。 

2．各部門からの報告 

柏倉委員から，資料9に基づき，弘前大学チェルノブイリ調査について，当初グループAの行程で行く予

定であったが，10月25日～27日に行われる学園祭と重なるため，今回はグループAとグループBに分かれて

行くこととすること。グループAを10月20日(土)出発，10月28日(日)戻りの予定に変更し，成田，羽田で

発着地を検討すること。グループAからは被ばく医療総合研究所の山田先生，吉田委員，中田先生，田副

先生，保健学研究科の細川委員，野戸先生，井瀧委員，北宮先生，則包先生，高度救命救急センターの浅

利委員の計10名，グループBからは被ばく医療総合研究所の柏倉委員，床次先生，反町先生，保健学研究

科の中村委員，真里谷先生，細田先生，門前先生，吉野先生，環境科学技術研究所の廣内先生の計9名が

参加する旨報告があり，この内容で手続を進めることが了承された。 

企画部門西沢委員から資料1について，平成24年度海外研修，REAC/TS Advanced Radiation Medicineに

エントリーしていたが，予約がいっぱいで予定が立たないためキャンセルとし，次回開催案内が9月頃に

アップされるため，可能であればエントリーすること。チェルノブイリ視察研修について，保健学研究科

の参加者は，教育部門リーダーである中村委員，平成25年度以降も主として教育に携わっていくこと，専

門看護師コースもあることを考慮し，野戸先生，井瀧委員，北宮先生，則包先生の計5名で決定した旨報

告があった。 

資料2について，平成23年度第2回緊急被ばく医療研修報告会が4月12日(木)に開催され，参加者は41名

と少なかったが，学外からは，弘前医療福祉大学教員，看護職員，自衛隊大湊病院からの参加もあったこ

と。全体的な内容には9割が満足であったこと。意見・感想としては，弘前大学保健学研究科からの情報

発信ということで，知識・技術が実を結ぶ段階になったこと，スピーディのモニタリンク゛だけでなく市

民が理解できるような内容の講座も必要ではないかということ。むつ市では放射線の話題がタブー視され

ている部分があるため，今後の啓発活動に期待していること，ストレスマネジメントについてもっと伝え

ていって欲しい旨報告があった。 

資料3について，東北電力青森支店主催子育て層向け「放射線セミナー(仮)」の講師派遣依頼があり，6

月2日（土）八戸市，6月9日（土）むつ市が保健学研究科の細川先生，6月10日（日）青森市，6月16日（土）

弘前市が被ばく医療総合研究所の山田先生で決定した旨報告があった。 

社会連携部門木田委員から，資料7について，平成23年度第2回青森県緊急被ばく医療対策専門部会が3

月29日（木）に開催され，議事は平成23年度緊急被ばく医療対策事業の取組状況について及び今後の緊急

被ばく医療体制の検討に関する進め方について，資料として1，2，3が配布され，確認して欲しい旨報告

があった。 

3．浪江調査研究プロジェクトWG報告 

委員長から，資料10について，平成24年3月27日，現地の状況調査に若山先生，北宮先生，吉田先生が

参加し，浪江町からは健康保険課長，放射線関連の保健師，保育士と3名が参加したこと。意見交換は，

主に浪江町の担当者から状況説明や日頃抱えているストレスなどを聞く形で進み，浪江町の現在の状況に

ついては，フィルムバッチによる線量調査は今後も継続的にやっていくこと。福島県の対応が遅いため独

自に実施する健康手帳の発行について，県の対応への不信感が感じられた等の意見があった旨報告があっ

た。 

また，浪江町が現在抱えている最大の問題として，住民が浪江町に戻れるのかということが挙げられ，

今後も保健学研究科に期待することとしては，引き続き床次先生のフィルムバッチのより多角的な報告を

お願いしたいこと及び全体的なことをトータルに見て助言して欲しいとの意見があったこと。新聞報道に

ついては，吉田委員による野生動物調査に関する中間報告がなされたが，結果を公表する際には，まず浪

江町に相談して欲しいとの要望があったことなどが報告された。 

保健学研究科として考えられる対応策については，信頼を得られるように定期的な訪問交流を続けるこ

と。また，浪江町の現状を弘前大学に来てお話しいただく事に関しては，やぶさかではないとの回答が得 
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弘前大学放射線安全機構規程 

平成 22年 8月 9日規程第 58号 

改正平成 23年 4月 6日規程第 50号 

最終改定平成 24年 2月 1日規程第 23号 

 

(設置) 

第 1 条 弘前大学に，本学の緊急被ばくに関する医療，教育，研究その他の事項について審議するため，弘

前大学放射線安全機構(以下「機構」という。)を置く。 

(設置) 

第 1 条 弘前大学に，本学の緊急被ばくに関する医療，教育，研究その他の事項について審議するため，弘

前大学放射線安全機構(以下「機構」という。) を置く。 

(審議事項) 

第 2条 機構は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 緊急被ばく医療の方針，実施体制に関すること。 

(2) 放射線の安全管理体制に関すること。 

(3) 被ばく事案が発生した場合の対策及び患者受け入れに関すること。 

(4) 被ばく事案が発生した場合の状況調査等に関すること。 

(5) 緊急被ばく医療の研究に関すること。 

(6) 緊急被ばく医療に関する教育及び人材の育成に関すること。 

(7) 放射線の安全普及に関すること。 

(8) その他緊急被ばく医療に関すること。 

(組織) 

第 3条 機構は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長 

(2) 理事(企画担当) 

(3) 事務局長 

(4) 医学研究科長 

(5) 保健学研究科長 

(6) 医学部附属病院長 

(7) 被ばく医療総合研究所長 

(8) 附属病院放射線部長 

(9) 附属病院高度救命救急センター長 

(10) その他委員長が必要と認めた者 

(委員長及び副委員長) 

第 4条 機構に委員長を置き，学長をもって充てる。 

2 委員長は，委員会を主宰する。 

3 機構に副委員長を置き，委員長が指名する委員をもって充てる。 

4 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代理する。 

(委員以外の者の出席) 

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

(庶務) 

第 6条 機構に関する庶務は，総務部総務課において処理する。 

(その他) 

第 7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は，機構が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成 22年 8月 9日から施行する。 

附 則(平成 23年 4月 6日規程第 50号) 

この規程は，平成 23年 4月 6日から施行し，改正後の規定は，平成 23年 3月 14日から適用する。 

附 則(平成 24年 2月 1日規程第 23号) 

この規程は，平成 24年 2月 1日から施行する。
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＜委員会記録＞ 

 
■平成 24年度（第 1回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成 24 年 4 月 17 日) 

 
○報告事項： 
1．ホームページ管理方法の変更について 

社会連携部門野坂先生から，これまで本プロジェクトのホームページは事務で管理していたが，昨年

度より部門ごとに，ユーザーID を発行し，投稿する形で新しい情報のデータを追加し自動化していくコ

ンテンツマネジメントシステムを導入し，データを移行していること。すでに稼働は出来るので，順次

各部門の ID 発行をして実施していくこと。ID は，部門ごとに必要人数を取り纏めた後それに応じて発行

することになる旨，報告があった。なお，被ばくプロフェッショナルの方は，まだ本システムには移行

していない旨の情報提供があった。 

また，本システム導入に関しての講習会を開いて欲しい旨要望があり，15分程の講習であること，人数

次第ではあるが，部門ごとではなく合同でも対応可能であることから，今後，講習会の開催について日程，

参加者等を調整していくことが確認された。 

2．各部門からの報告 

柏倉委員から，資料9に基づき，弘前大学チェルノブイリ調査について，当初グループAの行程で行く予

定であったが，10月25日～27日に行われる学園祭と重なるため，今回はグループAとグループBに分かれて

行くこととすること。グループAを10月20日(土)出発，10月28日(日)戻りの予定に変更し，成田，羽田で

発着地を検討すること。グループAからは被ばく医療総合研究所の山田先生，吉田委員，中田先生，田副

先生，保健学研究科の細川委員，野戸先生，井瀧委員，北宮先生，則包先生，高度救命救急センターの浅

利委員の計10名，グループBからは被ばく医療総合研究所の柏倉委員，床次先生，反町先生，保健学研究

科の中村委員，真里谷先生，細田先生，門前先生，吉野先生，環境科学技術研究所の廣内先生の計9名が

参加する旨報告があり，この内容で手続を進めることが了承された。 

企画部門西沢委員から資料1について，平成24年度海外研修，REAC/TS Advanced Radiation Medicineに

エントリーしていたが，予約がいっぱいで予定が立たないためキャンセルとし，次回開催案内が9月頃に

アップされるため，可能であればエントリーすること。チェルノブイリ視察研修について，保健学研究科

の参加者は，教育部門リーダーである中村委員，平成25年度以降も主として教育に携わっていくこと，専

門看護師コースもあることを考慮し，野戸先生，井瀧委員，北宮先生，則包先生の計5名で決定した旨報

告があった。 

資料2について，平成23年度第2回緊急被ばく医療研修報告会が4月12日(木)に開催され，参加者は41名

と少なかったが，学外からは，弘前医療福祉大学教員，看護職員，自衛隊大湊病院からの参加もあったこ

と。全体的な内容には9割が満足であったこと。意見・感想としては，弘前大学保健学研究科からの情報

発信ということで，知識・技術が実を結ぶ段階になったこと，スピーディのモニタリンク゛だけでなく市

民が理解できるような内容の講座も必要ではないかということ。むつ市では放射線の話題がタブー視され

ている部分があるため，今後の啓発活動に期待していること，ストレスマネジメントについてもっと伝え

ていって欲しい旨報告があった。 

資料3について，東北電力青森支店主催子育て層向け「放射線セミナー(仮)」の講師派遣依頼があり，6

月2日（土）八戸市，6月9日（土）むつ市が保健学研究科の細川先生，6月10日（日）青森市，6月16日（土）

弘前市が被ばく医療総合研究所の山田先生で決定した旨報告があった。 

社会連携部門木田委員から，資料7について，平成23年度第2回青森県緊急被ばく医療対策専門部会が3

月29日（木）に開催され，議事は平成23年度緊急被ばく医療対策事業の取組状況について及び今後の緊急

被ばく医療体制の検討に関する進め方について，資料として1，2，3が配布され，確認して欲しい旨報告

があった。 

3．浪江調査研究プロジェクトWG報告 

委員長から，資料10について，平成24年3月27日，現地の状況調査に若山先生，北宮先生，吉田先生が

参加し，浪江町からは健康保険課長，放射線関連の保健師，保育士と3名が参加したこと。意見交換は，

主に浪江町の担当者から状況説明や日頃抱えているストレスなどを聞く形で進み，浪江町の現在の状況に

ついては，フィルムバッチによる線量調査は今後も継続的にやっていくこと。福島県の対応が遅いため独

自に実施する健康手帳の発行について，県の対応への不信感が感じられた等の意見があった旨報告があっ

た。 

また，浪江町が現在抱えている最大の問題として，住民が浪江町に戻れるのかということが挙げられ，

今後も保健学研究科に期待することとしては，引き続き床次先生のフィルムバッチのより多角的な報告を

お願いしたいこと及び全体的なことをトータルに見て助言して欲しいとの意見があったこと。新聞報道に

ついては，吉田委員による野生動物調査に関する中間報告がなされたが，結果を公表する際には，まず浪

江町に相談して欲しいとの要望があったことなどが報告された。 

保健学研究科として考えられる対応策については，信頼を得られるように定期的な訪問交流を続けるこ

と。また，浪江町の現状を弘前大学に来てお話しいただく事に関しては，やぶさかではないとの回答が得 
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られたことから，企画の中に盛り込んでも良いのではないかと委員長より提案があり，今後も継続的な

協力・支援が必要であるとの見解がなされ，この内容は4月6日のWG会議において報告された旨話があった。 

また木田委員から，資料8に基づき，浪江町復興支援プロジェクトWG活動報告について，4月6日に行わ

れたWGにおいて平成24年度戦略的経費配分について報告され，予算要求に対し，実質ほぼ満額が認められ

たこと。平成24年度福島県浪江町復興支援プロジェクト活動計画について，保健学研究科としての平成24

年度の活動計画を4月27日までにWGに提出をすることとなっており，資料10の中の保健学研究科として考

えられる対応策を踏まえて計画を作成し，必要があれば現地へ出向き健康支援に関して話し合いをすると

いう内容で提出した旨報告があった。 

4．放射線看護学会組織委員会報告 

西沢委員から，資料4について，会議議事録は緊急被ばく検討委員会の元にあるフォルダに管理してい

くこと。3月18日に行われた三大学合同会議で各大学の放射線看護専門看護師教育課程に関する進捗状況

が話し合われ，長崎・鹿児島が26単位，弘前大学は38単位で試案中であること。内容については参考資料

として資料5を作成，提示したこと。各分野の協力が必要であること。分野特定に関しては平成26年度の

最終申請に間に合う様努力すること。また場合によっては予定が早まる可能性もあること。今年度は分野

特定に必要な条件である，学会設立総会及び第1回学術集会の開催と機関誌発行を目指すことが報告され

た。また，放射線看護学会（仮称）設立に関して将来的には三大学の中から理事長を出していくことにな

るが，理事長候補には小西恵美子氏，副理事長には鹿児島大学の松成教授にお願いしていること。第1回

学術集会は弘前大学が担当であること。分野の名称は放射線看護，教育課程は放射線看護専門看護師教育

課程と確認されたこと。単位互換等の可能性については，専門看護師のコースは1学年1～2名で教育され

ていることから，各大学での情報交換に務めることが報告された。 

また，第3回放射線専門看護師検討委員会においては，放射線看護学会（仮称）の役割分担の人選及び

第1回学術集会組織に関しても役割分担を決定したこと。第1回放射線看護学会（仮称）学術集会企画委員

会では，開催日程を9月29日（土），場所を弘前大学創立50周年記念会館みちのくホールに決定したこと

が報告され，会場使用料の点からも，保健学研究科の共催として欲しい旨要望があり，了承された。 

プログラム案に関しては，資料6に基づき，前日9月28日に理事会を開催すること。当日9月29日は午前

中に評議員会，設立総会，午後からは開会式，理事長からの学会設立記念講演，シンポジウムでは，教育

の立場，医師の立場，現場の立場からということで，3名のシンポジストの交渉を始めること。メインテ

ーマは「専門看護師に期待すること」で検討中であること。一般演題は8題を考えており，その後懇親会

を行うことを予定している旨報告があった。また，今後の委員会の開催予定についても報告があり，分野

特定の事前相談は，早めに対応することが報告された。委員長から今後の準備は，この委員会に基づき組

織化していくこと。名称等は検討していくことが確認された。 

5．平成25年度概算要求に向けて 

委員長から，今年度で本プロジェクトは最終年度に入るため，次の5年間の予算獲得に向けヒアリング

が行われ，被ばくに関する要求として，被ばく医療総合研究所から研究分野を中心とした要求が上がって

いること。次の5年間に向けて，柱である専門看護師の人材育成及び広い意味での放射線教育活動を中心

とし，展開していくことが確認された。 

6．その他の報告 

資料13については，配布のみとした。 

 

○審議事項： 

1．新年度活動体制と活動目標案について 

委員長から，資料11に基づき，基本方針及び具体的目標の説明があり，次の5年間の概算要求につなげ

ていくことが今年度の最大目標であることが確認された。 

また活動組織については，活動している委員会を各部門にぶら下げるのではなく，検討委員会の中のも

のとして，現職者研修実行委員会，国際シンポジウム実行委員会，放射線看護学会組織委員会を出し整理

した旨報告があり，これに対して審議の結果，放射線看護学会組織委員会の名称について，放射線専門看

護師検討委員会へ名称変更すること。現職者研修実行委員会が教育部門から切り離されたが，予算の運用

は昨年に準じて行うことで承認された。 

2．第4回国際シンポジウム実行委員会について 

委員長から，資料12に基づき，日程について協議し，9月30日の開催で進めることが確認された。また，

レセプションについて前日に行われる放射線看護学会(仮)と合同にしてはどうかと提案があり，今後検討

していくこと。開催場所を弘前大学創立50周年記念会館みちのくホールとすることが確認された。 
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■平成24年度（第2回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年5月23日) 

 
○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 14 に基づき，弘前大学資料館へのポスター展示について，今回は 3 点

挙げて欲しい旨の要望があり，ポスター展担当の千葉満先生，成田先生，澄川先生が推挙した 3点を展

示することになった旨の報告があった。 

また，第 1回講演会を平成 24年 11月 9日（金）17：40から，保健学研究科 24講義室で開催予定で

あること。講師は，放射線医学総合研究所理事の明石真言先生に依頼し，日程については了解を得てい

ること。テーマは「アジア地区における被ばく医療と人材育成の現状（仮）」で検討中であること。講

演会の前に「被ばく医療における看護師の役割と放射線看護専門看護師に期待すること（仮）」をテー

マに情報交換会の開催も予定しており，現在明石先生のご都合を確認中である旨の報告があった。 

教育部門（現職者研修実行委員会） 

井瀧委員から，資料 15に基づき，1日目を 8月 18日（土），2日目を 9月 1日（土），3日目を 9月 2

日（日）とし，1日目は午前に看護職コースの開講式及び基礎講義を 3つ，午後に診療放射線技師コー

スの開講式及び看護職，診療放射線技師合同の講義を 2つ行うこと。2日目の講義 3を担当予定の浅利

先生の都合がつかなくなり，除染室の見学も含めて検討中であること。タイトル等は現在検討中である

が，内容は昨年と同様であり，看護職コース，診療放射線技師コースともほぼ合同で講義，演習を行う

こと。決定したプログラムは 6月開催の検討委員会で提出し，6月末に発送を予定している旨の報告が

あった。 

また，プログラムは県外の関連施設にも送付予定であること。定員は 20名前後を予定しているが，1，

2名であれば増えても参加して頂く方向である旨説明があった。 

その他，真里谷先生に現職者研修実行委員に入って頂きたく依頼し，内諾を得た旨の報告があり承認

された。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，資料 16 に基づき，8 月 25 日（土）実施の総合防災訓練について，

4月 23日に青森県に確認し，総合防災訓練の調整会議が 5月 15日にスタートすること。調整会議の出

席者の推薦を企画，教育部門に依頼し，齋藤陽子先生，北嶋先生に決定したこと。今後は参加人数，使

用機器の調整が必要であるため，参加者については企画部門西沢委員，使用機器については教育部門中

村委員に調整を依頼していること。原子力安全技術センターからの平成 24 年度原子力防災研修につい

て，5 月 2 日，青森県から，受講者募集の案内（PDF）が届き，企画及び教育部門に転送後，全教員に

周知していること。後日，受講者募集案内の冊子が届き，工藤事務補佐員が保管している旨の報告があ

った。 

その他，原子力防災訓練についても確認したところ，総合防災訓練とは担当部署が違うこと。実施に

ついては検討中であり，参加に関しては後日になる旨の報告があった。 

中村委員から，齋藤陽子先生からの報告について説明があり，総合防災訓練での応急救護所の設置と

運営の訓練のため，参加人数は 10 人を予定し，参加者は学生から 3 名，齋藤陽子先生，北嶋先生，他

5 名は西沢委員から保健学研究科内の事前打合せも兼ねて募集し，参加人数の報告期限である 6 月 21

日までには人数を確定させたいこと。教育部門で管理しているサーベイメータ 5台と防護服（タイベッ

クス）10着を提供したいこと。見学は何名でも構わない旨のアナウンスをして欲しい旨の要望があり，

承認された。 

2．浪江調査研究プロジェクトWG報告 

社会連携部門木田副委員長から，資料17に基づき，5月11日に浪江町復興支援プロジェクトWGが開催さ

れ，平成23年度の決算，平成24年度の予算，各部門の平成24年度計画及び各部門からの現状報告が行われ

たこと。前回の本委員会に提出した，保健学研究科の平成24年度計画をWGに提出したこと。前回の委員会

で承認されたWGの実務者を，北宮先生，漆坂先生,細田先生，三浦先生，葛西先生，成田先生の6名とし，

本人からの受諾を得ていること。5月9日に木田副委員長と実務者で，WG設立からこれまでの経過報告及び

今後の方向性について話し合いを行ったこと。現地視察を行っていない漆坂先生，成田先生については，

北宮先生を先導役とし，6月12日又は19日に現地視察を検討している旨の報告があった。また，実務者に

ついては，ある程度自由度をもって動いて頂くことを承諾して欲しい旨要望があり，承認された。 

3．放射線専門看護師検討委員会 

西沢委員から，資料18に基づき，第2回三大学合同会議が5月12日（土）に開催され，名称が「日本放射

線看護学会」に決定したこと。総務，会計，編集，広報の進捗状況，第1回学術集会準備状況及び第1回理

事会に準備する資料の確認が行われたこと。9月29日（土）開催の第1回日本放射線看護学会学術集会につ

いて，メインテーマを「放射線看護専門看護師を目指して」とし，学会設立総会，学術集会，学会設立記

念講演，シンポジウム，一般演題及び懇親会の流れで行うこと。第1回日本放射線看護学会学術集会懇親

会及び第4回緊急被ばく医療国際シンポジウムウェルカムレセプションの合同開催について了解が得られ

たこと。雑誌「看護研究」の学術集会の記事掲載について医学書院から依頼があり，記事の原案は三大学 
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■平成24年度（第2回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年5月23日) 

 
○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 14 に基づき，弘前大学資料館へのポスター展示について，今回は 3 点

挙げて欲しい旨の要望があり，ポスター展担当の千葉満先生，成田先生，澄川先生が推挙した 3点を展

示することになった旨の報告があった。 

また，第 1回講演会を平成 24年 11月 9日（金）17：40から，保健学研究科 24講義室で開催予定で

あること。講師は，放射線医学総合研究所理事の明石真言先生に依頼し，日程については了解を得てい

ること。テーマは「アジア地区における被ばく医療と人材育成の現状（仮）」で検討中であること。講

演会の前に「被ばく医療における看護師の役割と放射線看護専門看護師に期待すること（仮）」をテー

マに情報交換会の開催も予定しており，現在明石先生のご都合を確認中である旨の報告があった。 

教育部門（現職者研修実行委員会） 

井瀧委員から，資料 15に基づき，1日目を 8月 18日（土），2日目を 9月 1日（土），3日目を 9月 2

日（日）とし，1日目は午前に看護職コースの開講式及び基礎講義を 3つ，午後に診療放射線技師コー

スの開講式及び看護職，診療放射線技師合同の講義を 2つ行うこと。2日目の講義 3を担当予定の浅利

先生の都合がつかなくなり，除染室の見学も含めて検討中であること。タイトル等は現在検討中である

が，内容は昨年と同様であり，看護職コース，診療放射線技師コースともほぼ合同で講義，演習を行う

こと。決定したプログラムは 6月開催の検討委員会で提出し，6月末に発送を予定している旨の報告が

あった。 

また，プログラムは県外の関連施設にも送付予定であること。定員は 20名前後を予定しているが，1，

2名であれば増えても参加して頂く方向である旨説明があった。 

その他，真里谷先生に現職者研修実行委員に入って頂きたく依頼し，内諾を得た旨の報告があり承認

された。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，資料 16 に基づき，8 月 25 日（土）実施の総合防災訓練について，

4月 23日に青森県に確認し，総合防災訓練の調整会議が 5月 15日にスタートすること。調整会議の出

席者の推薦を企画，教育部門に依頼し，齋藤陽子先生，北嶋先生に決定したこと。今後は参加人数，使

用機器の調整が必要であるため，参加者については企画部門西沢委員，使用機器については教育部門中

村委員に調整を依頼していること。原子力安全技術センターからの平成 24 年度原子力防災研修につい

て，5 月 2 日，青森県から，受講者募集の案内（PDF）が届き，企画及び教育部門に転送後，全教員に

周知していること。後日，受講者募集案内の冊子が届き，工藤事務補佐員が保管している旨の報告があ

った。 

その他，原子力防災訓練についても確認したところ，総合防災訓練とは担当部署が違うこと。実施に

ついては検討中であり，参加に関しては後日になる旨の報告があった。 

中村委員から，齋藤陽子先生からの報告について説明があり，総合防災訓練での応急救護所の設置と

運営の訓練のため，参加人数は 10 人を予定し，参加者は学生から 3 名，齋藤陽子先生，北嶋先生，他

5 名は西沢委員から保健学研究科内の事前打合せも兼ねて募集し，参加人数の報告期限である 6 月 21

日までには人数を確定させたいこと。教育部門で管理しているサーベイメータ 5台と防護服（タイベッ

クス）10着を提供したいこと。見学は何名でも構わない旨のアナウンスをして欲しい旨の要望があり，

承認された。 

2．浪江調査研究プロジェクトWG報告 

社会連携部門木田副委員長から，資料17に基づき，5月11日に浪江町復興支援プロジェクトWGが開催さ

れ，平成23年度の決算，平成24年度の予算，各部門の平成24年度計画及び各部門からの現状報告が行われ

たこと。前回の本委員会に提出した，保健学研究科の平成24年度計画をWGに提出したこと。前回の委員会

で承認されたWGの実務者を，北宮先生，漆坂先生,細田先生，三浦先生，葛西先生，成田先生の6名とし，

本人からの受諾を得ていること。5月9日に木田副委員長と実務者で，WG設立からこれまでの経過報告及び

今後の方向性について話し合いを行ったこと。現地視察を行っていない漆坂先生，成田先生については，

北宮先生を先導役とし，6月12日又は19日に現地視察を検討している旨の報告があった。また，実務者に

ついては，ある程度自由度をもって動いて頂くことを承諾して欲しい旨要望があり，承認された。 

3．放射線専門看護師検討委員会 

西沢委員から，資料18に基づき，第2回三大学合同会議が5月12日（土）に開催され，名称が「日本放射

線看護学会」に決定したこと。総務，会計，編集，広報の進捗状況，第1回学術集会準備状況及び第1回理

事会に準備する資料の確認が行われたこと。9月29日（土）開催の第1回日本放射線看護学会学術集会につ

いて，メインテーマを「放射線看護専門看護師を目指して」とし，学会設立総会，学術集会，学会設立記

念講演，シンポジウム，一般演題及び懇親会の流れで行うこと。第1回日本放射線看護学会学術集会懇親

会及び第4回緊急被ばく医療国際シンポジウムウェルカムレセプションの合同開催について了解が得られ

たこと。雑誌「看護研究」の学術集会の記事掲載について医学書院から依頼があり，記事の原案は三大学 
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合同会議で了解を得ており，7月末の発行に向け，原稿提出の準備をしている旨の報告があった。 

また，「放射線看護」分野特定に係る事前相談について，分野特定の必要性と既存の大学院教育の実状

に関して，専門看護分野の教育課程の特定に関する申請様式に基づき提出予定であり，専攻教育課程案，

審査基準案の検討も行ったこと。今後は，5月27日（日）に日本放射線看護学会第1回理事会，5月28日（月）

に分野特定申請のための事前相談を予定している旨の報告があった。 

4．第4回国際シンポジウム実行委員会報告 

木田副委員長から，資料16に基づき，9月30日（日）（日本放射線看護学会の翌日）に50周年記念会館

での開催が決定したこと。放射線看護学会担当の先生方と5月2日に会場の下見を行い，放射線看護学会の

懇親会及び国際シンポジウムレセプションの合同開催及びパネル展示について放射線看護学会と調整す

ること。シンポジストには，資料19を添付し依頼している旨の報告があった。 

若山委員から，資料19に基づき，シンポジスト候補者について，柏倉先生からREAC/TSへ2名依頼してお

り，現在交渉中であること。西沢委員から日本放射線看護学会理事長小西先生へ依頼し，了解を得ている

旨の報告があった。 

吉田委員から，WHO本部への招聘依頼について，現状ではWHO本部が招聘に応じることは難しいこと。ア

ジア地区での活動が認められれば，招聘に応じる可能性があるため，マレーシアにあるWPRO事務局を通し

て，まずはアジア地区に国際シンポジウム参加についてのお知らせを行いたい旨の要望があり，了承され

た。 

對馬委員長から，フランスPercy病院及び放医研へ招聘依頼を行い，どちらも了解を得たこと。弘前大

学からは西沢委員に依頼し，了解を得た旨の報告があった。 

5．平成25年度概算要求に向けて 

對馬委員長から，5 月 14 日に文科省で事前相談が行われ，感触は非常に良かった旨報告があった。ま

た，看護を柱とした本プロジェクトの目的が，高度専門看護師を認定することと捉えられないよう，表

現について調整が必要なこと。これまでの 5年間の成果をわかりやすくまとめ，これからのプロジェクト

との違いを明確にすること。志願者の確保及び送り出す先のニーズについて，資料を以って説明するこ

とが必要であるとの指摘事項があったこと。次回は，6 月 7 日に行われる予定であり，学長も出席予定で

ある旨報告があった。 

6．平成23年度活動報告集の編集進捗状況 

工藤事務補佐員から，各部門の活動報告，専門家委員会による外部評価の編集は終了しているが，そ

の他，序文，東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故対応への支援活動，活動総括の原稿が未提

出である旨の報告があった。未提出の原稿については，早急に作成，提出し発行に向けて進めていくこ

とが確認された。 

 

○審議事項 

1．平成24年度活動組織図修正案について 

對馬委員長から，資料20に基づき，前回の委員会で提案，承認されたが，現職者研修実行委員会は教育

部門のもとに位置づけること。放射線看護学会組織委員会は放射線専門看護師検討委員会に名称を修正す

る旨の説明があり，承認された。 

2．医学書院「看護研究」特集号の執筆について 

西沢委員から，資料 21 に基づき，3 月 25 日に開催された広島国際ケアリング学会に参加した際，医学

書院「看護研究」編集室の小長谷氏から，弘前大学の緊急被ばく医療への取り組みに非常に興味を持った

ことから，「看護研究」特集号へ掲載したい旨の依頼があったこと。5月 10日に，医学書院の小長谷氏が

来訪し，對馬委員長，西沢委員，野戸先生で打合せが行われ，看護の視点で記事をまとめていくこと。

2013年 1－2月号に掲載予定であり，掲載記事は 60～70ページを考えていること。本プロジェクト最終年

度の総まとめとして，これまで関わった先生方に執筆を依頼した旨の報告があり，この方向で進めるこ

とが了承された。 

3．全学「教職演習科目」との連携について 

對馬委員長から，教育学部以外の教職をとっている学生の教職科目「教職実践演習」に，放射線基礎知

識，リスクコミュニケーションなどを盛り込んでいきたい旨提案があり，對馬委員長から科目担当窓口

の小倉先生に依頼し，進めていくことが確認された。 

 

以上 

 

■平成24年度（第3回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年6月25日) 

 

○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 22 に基づき，教員研修について今後の予定も含めて 3 項目あること。

市民公開講座を平成 24年 10月 26日（金）17：30から，弘前市立観光館 1階多目的ホールで開催す 
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ることが決定したこと。総合文化祭ポスター展について，平成 24 年 10 月 26 日（金）から 28 日（日）

の 3 日間での開催が決定し，今後，小冊子作成に伴う協力を，各部門リーダーに依頼する予定である旨

報告があった。 

また，平成 24 年 8 月 25 日(土)に開催される平成 24 年度青森県総合防災訓練について，教員からの

訓練参加者は 6名であり，すでに青森県には報告済みであること。平成 24年 10月 18日(木)から 19日

(金)に開催される「第 17 回日本看護サミット青森‘12」において，担当の齋藤久美子先生から，資料

22 に記載のある，平成 23 年度作成の本プロジェクトのポスター4 種類を展示したい旨要望があり了承

された。 

教育部門（現職者研修実行委員会） 

井瀧委員から，資料 23に基づき，日程については，8月 18日（土），9月 1日（土），9月 2日（日）

の 3日間とし，プログラム内容は昨年を踏襲していること。未定であった 2日目の講義 3及び講義 5に

ついて，講義 3は附属病院高度救命救急センターの山内真弓氏に講師依頼をすることとし，看護部長及

び山内氏からの内諾を得たこと。併せて高度救命救急センター除染室等の見学に関しても，了解を得た

こと。講義 5 については，「福島県における指標生物を対象とした放射線生物影響調査」というタイト

ルで三浦富智先生に依頼したこと。プログラムについて，本検討委員会各委員にも確認して欲しい旨要

望があり，修正の締切りを 6 月 27 日(水)までとし，プログラム等の発送を今月中に行う旨報告があっ

た。 

2．浪江調査研究プロジェクトWG報告 

社会連携部門木田副委員長から，資料24に基づき，資料の内容は，5月11日に開催された，浪江町復興

支援プロジェクトWGの議事要旨及び6月18日に開催された，浪江町復興支援プロジェクトWGでの各部門か

らの報告である旨説明があった。 

保健学研究科からは，細田先生，三浦先生，葛西先生からの報告及び6月12日の浪江町視察について，

北宮先生，漆坂先生，成田先生から報告書が提出されていること。6月12日の浪江町の視察では，弘前大

学への強い要請は特になかったが，保健師の方々に疲労が見られたこと。避難所では体を動かすことが少

ないため，健康状態等に問題を抱える避難者が動けなくなりつつある状況が見受けられたこと。今後，質

問等はメールで受け，指示する形をとりたいこと。次回の視察に関しては，視察に行くことで保健師の方々

の負担が増えることを考慮し，未定である旨報告があった。 

その他，陸奥新報に浪江町復興支援プロジェクトに関する弘前大学の記事が掲載されたこと。理工学研

究科から，「第11回震災研究連絡会」の開催案内が届いた旨報告があった。 

3．放射線専門看護師検討委員会 

西沢委員から，資料25に基づき，分野特定申請のための事前相談が5月28日（月）に行われ，長崎大学，

鹿児島大学も参加し，東京女子医大田中先生を訪問したこと。主な指摘事項として，分野特定の基準4点

について詳細を盛込んだ上で，これを保証する内容が必要であること。放射線看護の専門性について，災

害看護やがん看護等，他の分野との違いは何か。大学院レベルでの教育では学術的基盤が必須であること

等が挙げられ，これを受け，放射線専門看護師検討委員会で，「放射線看護」分野特定に向けての資料作

成について検討したこと。学術的基盤が弱いため，對馬委員長と相談のうえ，放射線医学総合研究所明石

理事，青森県看護協会山田常務理事に「放射線看護専門看護師」養成に対する要望書の提出をメールにて

依頼した旨報告があった。 

6月30日（土）に開催される第3回三大学合同会議では，西沢委員，井瀧委員，野戸先生，冨澤先生が出

席し，「放射線看護」分野特定の申請書類の最終確認と資料提出について及び放射線看護専門看護師養成

に対する要望書の確認を行い，要望書提出に関して，各県の看護協会及び福島県立医科大学附属病院への

依頼も検討する旨報告があった。 

第1回日本放射線看護学会学術集会について，ポスターは完成し，ホームページは7月2日（月）から閲

覧可能となること。開催案内等は看護系大学，看護協会等約750施設への送付を予定しており，6月28日（木）

に発送予定である旨報告があった。 

4．第4回国際シンポジウム実行委員会報告 

木田副委員長から，資料 26 に基づき，日時，場所，テーマ，主催，共催，後援については決定したこ

と。国内のシンポジストへの正式依頼は今後行うこと。また，柏倉委員から，REAC/TS のシンポジスト 2

名は，GordonLivingston氏，AlbertWiley氏で決定した旨報告があり，講演の内容に関しては，今後こち

らで内容を示していくことが確認された。 

また，若山委員から，WHO のシンポジストは Dr.ZhanatCarr 氏である旨報告があり，シンポジスト決定

に伴い，今後正式な招聘の手続きを進めることが確認された。 

中村委員から，ポスターについて図案，配色は決定し，今後は，シンポジストの名前を入れて修正する

こと。木田委員から，受付等に関して国際交流委員会へ協力依頼をし，了承を得たこと。第 1セッション

発表者について決定したこと。協力員について，現在までで，細川委員，西沢委員から要望があった旨報

告があった。 

また，長谷川事務長から，シンポジストの宿泊先の仮予約を進めたい旨提案があり，了承された。 

一戸委員から，資料 25 に基づき，国際シンポジウムウェルカムレセプション及び日本放射線看護学会

懇親会との合同開催に関して，会の名称について意見が欲しい旨要望があり，今後検討することが確認さ 
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れた。また，会の言語を日本語とし，海外の方の通訳は検討委員での対応を考えていること。会場は弘前

大学創立 50 周年記念会館 2 階岩木ホールとし，立食形式で行い，会費は 4 千円であること。会場のセッ

ティング等に関しては生協への依頼を予定している旨報告があり，余興について，今年度も学生に依頼す

ることが了承された。また，記念写真はスナップ写真とし，招待者は昨年に準じることが確認された。 

5．平成25年度概算要求に向けて 

對馬委員長から，資料 27に基づき，6月 7日に行われた事前相談で文科省から指摘事項を受け，最終的

な要求をメールで提出予定であること。内容としては，今までの事業との違いをアピールし，本事業の

特長を盛込み，教育と研究が解離しないよう修正したこと。 

文科省の概算要求は 7月上旬を予定している旨の報告があった。 

6．平成23年度活動報告集の編集進捗状況 

對馬委員長から，現在作業中であり，6 月中には原稿を取り纏めし，7 月の発行を目指す旨報告があっ

た。 

7．全学「教職演習科目」との連携について 

對馬委員長から，前回の委員会で提案のあった，教育学部以外の教職を取得する学生の教職科目「教職

実践演習」に，放射線基礎知識，リスクコミュニケーションなどを盛り込むことについて，講義及び演習

合わせて 2 コマが認められたこと。そのために，2 コマ分のシラバスの提出が必要である旨報告があり，

演習担当者及び内容を含め，シラバス作成については，教育部門で行うことが確認された。 

 

以上 

 

■平成24年度（第4回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年7月25日) 

 

○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 28 に基づき，教員研修報告会について，開催日時は，第 1 回が 10 月

11日(木)17：40から，第 2回が 12月 6日(木)17：40からであること。研修対象は資料 28に記載のあ

るとおりで決定し，今後は報告の対象となる教員への交渉を行う旨報告があった。 

また，平成 24年 8月 23日(木)9：00から青森県立保健大学で開催される，救急看護認定看護師教育

課程講義に野戸先生が講師として派遣されること。平成 24 年 9 月 8 日(土)に放射線医学総合研究所で

開催される，第 16 回放射線事故医療研究会に，柏倉委員，北宮先生がパネリストとして参加すること

が決定しており，詳細については後日案内が来る予定である旨報告があった。 

教育部門（現職者研修実行委員会） 

教育部門中村委員から，現職者研修について，現在までで 15名から申込みがあり，看護職コース 12

名，診療放射線技師コース 3名であること。そのうち，看護職コースで石川県から 1件，診療放射線技

師コースで神奈川県から 1件の合計 2件，県外からの申込みがあり，大学院生も 3名含まれていること。

8月第 2週，第 4週に事前のトレーニングを行う予定であること。演習グループでのミーティングも行

っている旨報告があった。 

社会連携部門 

嘉手苅総務グループ係長から，8月25日(土)開催の総合防災訓練について，見学も可能である旨のア

ナウンスについて提案があり，研究科長名でアナウンスすることが決定した。また，西沢委員から，可

能であれば，総合文化祭のポスター展のポスターに本訓練の写真を使用したい旨要望があり，記録写真

を撮る人員として，見学希望者に社会連携部門から依頼をすることが決定した。 

続いて，社会連携部門木田副委員長から，青森県主催の原子力防災訓練について，日程及び場所は未

定であるが，おおむね10月から11月にかけて実施予定である旨報告があった。 

2．放射線専門看護師検討委員会 

西沢委員から，資料29に基づき，分野特定の申請書類が今週中に長崎大学から提出されること。提出用

紙の最終版はファイル管理へ掲載済みであること。専門看護師教育課程認定委員会委員長，大阪府立看護

大学の高見沢恵美子氏への情報提供も行ったこと。JASTRO（日本放射線腫瘍学会）看護セミナーが9月22

日(土)に開催されることから，担当窓口の角美奈子氏宛てに日本放射線看護学会設立及び第1回学術集会

開催の案内を送付し，ポスターの掲示等を依頼したこと。日本看護協会資格認定制度関連担当の洪愛子常

任理事への分野特定に関する情報提供が実現し，8月20日(月)，西沢委員，一戸委員，野戸先生，木立先

生が参加予定である旨報告があった。 

また，第1回日本放射線看護学会学術集会について，本日保健学研究科教員へのアナウンスを行い，参

加費は不要としたこと。本日午前中までの参加登録は30名ほどであること。演題については予定の8題は

目処がつきそうである旨報告があった。 

 
 
 
 

資料 
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3．第4回国際シンポジウム実行委員会報告 

木田副委員長から，資料 30に基づき，REAC/TSのシンポジストの担当窓口が吉田先生に変更となったこ

とから，吉田先生を国際シンポジウム実行委員とする旨の提案があり，了承された。また，海外への抄録

等依頼については，本日全て依頼が完了したこと。座長依頼，会場の借用依頼についても完了しているこ

と。抄録の英文校正の申し出が 10 名程度であること。レセプションの次第について，放射線看護学会の

担当教員と相談の上，資料のとおりとなった旨報告があった。 

また，中村委員から，ポスターの原案を確認して欲しい旨依頼があった。 

4．その他の報告 

對馬委員長から，平成 23 年度活動成果報告書の納品について確認があり，嘉手苅総務グループ係長か

ら，7月 31日(火)に納品予定である旨説明があった。 

また，中村委員から，来年度以降の国際シンポジウムの開催の有無について発言があり，對馬委員長

から，継続する予定であり，将来的には日本放射線看護学会との共催で開催する方向で検討していくこ

とが確認された。 

 

○審議事項： 

1．被ばく演習マニュアル発行準備について 

中村委員から，現職者研修の演習マニュアルの作成について，盛込む内容，範囲をある程度示して欲

しい旨要望があり，マニュアルの材料をマニュアル担当から収集し，編集等は本委員会がコアとなって

行うこと。まずは，第 1版を作成し，その後改訂版を作成していくこと。内容に関しては，マニュアル担

当に確認をしながら行うこと。3月の発行を目指すことが確認された。 

2．最終報告－評価会の開催計画について 

對馬委員長から，年度末評価報告会について，今年度は 12 月頃に開催する計画としたい旨提案があり，

12 月 6 日（木）に第 2 回研修報告会が開催されることから，翌日の 12 月 7 日（金）に開催すること。併

せて，専門家委員への都合調べを行い，調整を進めることが確認された。 

 

以上 

 

■平成24年度（第5回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年8月30日) 

 
○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 31 に基づき，教員研修について，平成 24 年 9 月 22 日（土）に開催さ

れる，第 15回 JASTRO看護セミナーに野戸先生が参加すること。10月 21日（日）から 10月 29日（月）

のスケジュールで，チェルノブイリ視察研修が行われることとなり，詳細は被ばく医療総合研究所の事

務で進めていること。また，講師派遣について，専門家委員長桑原先生からの依頼で，11月 10日(土)

に札幌市で開催される放射線勉強会の講師として野戸先生が派遣されること。12月 11日(火)16：30か

ら第 2 回講演会が開催されることとなり，講師は青森県健康福祉部医療薬務課薬務指導グループ主幹，

増田大介氏，テーマを「東日本大震災以降の青森県原子力防災について（仮）」として，現在社会連携

部門と協力して進めている旨報告があった。 

教育部門（現職者研修実行委員会） 

教育部門中村委員から，現職者研修について，1日目の 8月 18日（土）は参加者 20名，欠席者 1名

であったこと。現職者研修 2 日目，3 日目にあたる，9 月 1 日（土），2 日（日）に備え，明日 8 月 31

日（金）は朝から準備を行うこと。研修 3日目 9月 2日（日）は，マスコミの取材がある旨報告があっ

た。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，資料32に基づき，7月30日（月）開催の浪江町復興支援WGでの各部

門報告及び，前回のWG議事概要を添付していること。浪江町との打合せの際，浪江町から町独自の健康

手帳についてのコメントを求められ，これに対し，言葉や単位の間違いを指摘したこと。内容から，医

師のチェックが必要であったことから，高見先生，真里谷先生のチェックを受け，その内容を床次先生

がWGからの報告として浪江町へ提出したこと。今後も医師のチェックが必要となることから，真里谷先

生を浪江町復興支援WG保健学研究科実務委員に加えたいと実務委員から要望があったこと。この件に関

し，真里谷先生は了承済みである旨報告があり，本委員会でも了承された。 

また，青森県から「青森県被ばく医療従事者の研修体系のあり方」等を検討するためのWG立ち上げの

話があり，保健学研究科もメンバーとして参加を検討して欲しい旨要望があり，参加メンバーとして齋

藤陽子先生を推薦したこと。8月25日（土）開催の青森県総合防災訓練について，齋藤陽子先生，北嶋

先生から参加報告の提出があった旨報告があった。 
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3．第4回国際シンポジウム実行委員会報告 

木田副委員長から，資料 30に基づき，REAC/TSのシンポジストの担当窓口が吉田先生に変更となったこ

とから，吉田先生を国際シンポジウム実行委員とする旨の提案があり，了承された。また，海外への抄録

等依頼については，本日全て依頼が完了したこと。座長依頼，会場の借用依頼についても完了しているこ

と。抄録の英文校正の申し出が 10 名程度であること。レセプションの次第について，放射線看護学会の

担当教員と相談の上，資料のとおりとなった旨報告があった。 

また，中村委員から，ポスターの原案を確認して欲しい旨依頼があった。 

4．その他の報告 

對馬委員長から，平成 23 年度活動成果報告書の納品について確認があり，嘉手苅総務グループ係長か

ら，7月 31日(火)に納品予定である旨説明があった。 

また，中村委員から，来年度以降の国際シンポジウムの開催の有無について発言があり，對馬委員長

から，継続する予定であり，将来的には日本放射線看護学会との共催で開催する方向で検討していくこ

とが確認された。 

 

○審議事項： 

1．被ばく演習マニュアル発行準備について 

中村委員から，現職者研修の演習マニュアルの作成について，盛込む内容，範囲をある程度示して欲

しい旨要望があり，マニュアルの材料をマニュアル担当から収集し，編集等は本委員会がコアとなって

行うこと。まずは，第 1版を作成し，その後改訂版を作成していくこと。内容に関しては，マニュアル担

当に確認をしながら行うこと。3月の発行を目指すことが確認された。 

2．最終報告－評価会の開催計画について 

對馬委員長から，年度末評価報告会について，今年度は 12 月頃に開催する計画としたい旨提案があり，

12 月 6 日（木）に第 2 回研修報告会が開催されることから，翌日の 12 月 7 日（金）に開催すること。併

せて，専門家委員への都合調べを行い，調整を進めることが確認された。 

 

以上 

 

■平成24年度（第5回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年8月30日) 

 
○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 31 に基づき，教員研修について，平成 24 年 9 月 22 日（土）に開催さ

れる，第 15回 JASTRO看護セミナーに野戸先生が参加すること。10月 21日（日）から 10月 29日（月）

のスケジュールで，チェルノブイリ視察研修が行われることとなり，詳細は被ばく医療総合研究所の事

務で進めていること。また，講師派遣について，専門家委員長桑原先生からの依頼で，11月 10日(土)

に札幌市で開催される放射線勉強会の講師として野戸先生が派遣されること。12月 11日(火)16：30か

ら第 2 回講演会が開催されることとなり，講師は青森県健康福祉部医療薬務課薬務指導グループ主幹，

増田大介氏，テーマを「東日本大震災以降の青森県原子力防災について（仮）」として，現在社会連携

部門と協力して進めている旨報告があった。 

教育部門（現職者研修実行委員会） 

教育部門中村委員から，現職者研修について，1日目の 8月 18日（土）は参加者 20名，欠席者 1名

であったこと。現職者研修 2 日目，3 日目にあたる，9 月 1 日（土），2 日（日）に備え，明日 8 月 31

日（金）は朝から準備を行うこと。研修 3日目 9月 2日（日）は，マスコミの取材がある旨報告があっ

た。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，資料32に基づき，7月30日（月）開催の浪江町復興支援WGでの各部

門報告及び，前回のWG議事概要を添付していること。浪江町との打合せの際，浪江町から町独自の健康

手帳についてのコメントを求められ，これに対し，言葉や単位の間違いを指摘したこと。内容から，医

師のチェックが必要であったことから，高見先生，真里谷先生のチェックを受け，その内容を床次先生

がWGからの報告として浪江町へ提出したこと。今後も医師のチェックが必要となることから，真里谷先

生を浪江町復興支援WG保健学研究科実務委員に加えたいと実務委員から要望があったこと。この件に関

し，真里谷先生は了承済みである旨報告があり，本委員会でも了承された。 

また，青森県から「青森県被ばく医療従事者の研修体系のあり方」等を検討するためのWG立ち上げの

話があり，保健学研究科もメンバーとして参加を検討して欲しい旨要望があり，参加メンバーとして齋

藤陽子先生を推薦したこと。8月25日（土）開催の青森県総合防災訓練について，齋藤陽子先生，北嶋

先生から参加報告の提出があった旨報告があった。 
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2．放射線専門看護師検討委員会 

西沢委員から，資料33に基づき，8月20日(月)，日本看護協会常任理事，洪愛子氏との面会に，西沢委

員，一戸委員，野戸先生，木立先生が参加し，西沢委員から面会の趣旨，一戸委員から緊急被ばく医療人

材育成プロジェクトの活動報告，西沢委員，野戸先生から分野特定の申請及び昨年度実施の放射線看護研

究会等，木立先生から日本放射線看護学会設立及び第1回学術集会の開催について報告した旨報告があっ

た。 

3．第4回国際シンポジウム実行委員会報告 

木田副委員長から，海外からのシンポジストが 1 名参加できなくなったこと,当日に向けての準備を進

めていること,収容人数の大きい会場であるので,周囲に声を掛けて参加を呼びかけて欲しいこと。吉田先

生から,韓国からの参加希望があったこと,若山委員から,プログラム等の作成，印刷に係る進捗状況につ

いて報告があった。 

4．その他の報告 

震災復興に係る補正予算について文部科学省から依頼があり，保健学研究科からは緊急被ばくに関す

る運営費等や，これまで概算要求等で提出してきた設備マスタープラン等から取りまとめて頭出しを行

った旨の報告があった。 

 

○審議事項： 

1．被ばく演習マニュアル発行準備について 

對馬委員長から,今年度の現職者研修が進行中であるので,ここで作成した資料等を活用していきたい

旨の話があり,これについて中村委員から，現職者研修で使用している講義資料等は著作権が絡むものも

あり,内容についておおよその枠を示して欲しいとの意見があった。このことから，現職者研修の終了後，

現職者研修のコアメンバーにより大枠について検討することとなった。 

2．最終報告－評価会の開催計画について 

對馬委員長から，年度末評価報告会について，12 月 6 日（木）の第 2 回研修報告会に合わせ，翌日の

12月 7日（金）に開催する方向で専門家委員会に都合調べを行っている旨説明があり，事務から，都合調

べの状況について報告があった。関連して，平成 24 年度活動成果報告書を年度内に発行する必要がある

ことから，準備しておいて欲しい旨の依頼があった。 

 

以上 

 

■平成24年度（第6回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年10月2日) 

 

○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 34に基づき，教員海外研修について，平成 25年 4月及び 8月開催予定

の，REAC/TSAdvancedコースについては今年度予算での参加が出来ないため，平成 25年 2月 5日から 8

日，3 月 12 日から 15 日に実施予定の REAC/TSBasic コースへの参加について人選を含めて検討するこ

と。10月 26日(金)開催の市民公開講座について，今年度は障害保健学分野と共同で進めており，既に

ポスターは完成し学内に掲示済みであること。総合文化祭『知の創造』での「緊急被ばく医療」の展示

ポスターについて，ポスター件数は 29 件，タイトルは資料通りの予定であり，小冊子の作成について

も準備を進めていること。また，国内研修について，今後参加を検討しているシミュレーション教育に

ついての研修がある旨報告があった。 

教育部門（現職者研修実行委員会） 

教育部門井瀧委員から，現職者研修について，当日配布資料に基づき，受講生に行ったアンケート結

果について，今年度は遠方からの参加もあり，2回に分けての実施については連続して行った方が良い

という意見が多かったが，その他内容については大方満足という結果になった旨報告があった。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，資料35・36に基づき，浪江町復興支援プロジェクト第10回WG議事概

要,浪江町での活動状況報告概要及び浪江町役場二本松事務所移転のお知らせ等を添付していること。

また，資料37に基づき，平成24年度第1回青森県緊急被ばく医療対策専門部会の議事，「青森県緊急被

ばく医療関係者の人材育成に係る検討会について」では，保健学研究科から前回委員会での報告通り，

齋藤陽子先生を参加メンバーに推薦したことが再度報告された。 

2．放射線専門看護師検討委員会報告 

西沢委員から，資料38に基づき，9月29日(土)に開催された第1回日本放射線看護学会学術集会について，

参加者は243名であったこと。医学書院小長谷氏を通して，医学界新聞への記事掲載を依頼していること。

また，次のプロジェクトにつなげるための文科省への本件の報告，文教速報への掲載について今後事務と

相談し進めること。日本看護協会洪愛子常任理事及び，青森県看護協会への報告を行うこと。学術集会の 
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資料 

 

 

講演集について，社会連携部門で作成している緊急被ばく医療のパンフレットの内容を，對馬委員長及び

木田副委員長と相談のうえ講演集に一部掲載したこと。学術集会講演集は，A棟1階の緊急被ばく医療の倉

庫にて保管すること。また，放射線看護専門看護師分野特定について，審査等に関する連絡はない旨報告

があった。 

3．第4回国際シンポジウム実行委員会報告 

木田副委員長から，今後の国際シンポジウム実行委員会について，実行委員宛てに，意見を記入するフ

ォーマットを送付し，各自意見を記入する。その後，意見の取り纏めを行い，本委員会で結果を報告し，

これを以って実行委員会解散とする旨提案があり，承認された。また，若山委員からプロシーディングス

について，12月には完成予定とする旨報告があった。 

4．その他の報告 

對馬委員長から，資料 42 に基づいて，細川委員宛てに株式会社創堂舎が委託されているセミナー開催

について，開催地福島にて活動経験がある方を講師に迎える予定であり，講師の紹介を依頼されている

こと。本研究科としては適任者として細田先生を推薦する方向で進めることが確認された。 

○審議事項： 

1．被ばく演習マニュアル発行に向けて 

對馬委員長から，演習マニュアルの作成について，弘前大学出版会からの発行にはこだわらず，現在

あるものを元にマニュアルを作成していく事で，軌道修正する旨提案があった。 

2．最終報告－評価会の開催準備 

對馬委員長から，年度末評価報告会について，専門家委員への都合調べの結果から，ほぼ出席が可能

なことから，開催日を 12月 7日（金）で決定し進めること。その後の平成 24年度活動成果報告書発行ま

でのスケジュールについて，発行目標平成 25 年 3 月 8 日(金)を目標に，当日配布資料のとおり準備を進

める旨説明があった。 

 

以上 

 

■平成24年度（第7回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年11月7日) 

 

○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 43 に基づき，教員国内研修について，12 月 1 日から 12 月 2 日に東京

で開催される，シミュレーション教育に関する研修「FunSimJ」に，小倉先生及び冨澤先生が参加する

こと。海外研修について，平成 25年 3月 12日から 15日に実施予定の REAC/TSBasicコースに，真里谷

先生，川添先生，漆坂先生，北島先生がエントリー済みであること。10月 26日(金)に開催された市民

公開講座の参加者は 60 名，総合文化祭ポスター展の参加者は 252 名であったこと。第 2 回研修報告会

が 12月 6日，17時 40分から総合研究棟第 24講義室で開催されること。11月 9日，16時 20分から開

催される，第 1回「放射線看護専門看護師」育成に関する情報交換会について，現在までで参加予定者

は約 20 名であり，助言者に放射線医学総合研究所の明石真言氏を迎えること。また同日 17 時 40 分か

ら開催される，第 1 回緊急被ばく医療講演会について，「アジア地区における被ばく医療と人材育成の

現状」をテーマとして，引き続き明石真言氏に講演頂く旨報告があった。 

教育部門（現職者研修実行委員会） 

教育部門中村委員から，大学院被ばく医療コース充実のため，教育担当に，被ばく医療総合研究所の

床次先生，山田先生を検討していること。また，10月 19日(金)実施の現職者研修反省会について，今

後は救急部のスタッフや被ばくプロ修了生にも協力をしてもらう方向で検討すること。開催時期を分断

することについて，県外からの参加者がいることを考慮し，今後は e-learning の活用を検討していく

こと。アドバンスコースを設け，医療施設の事務職員及び医師の受講参加も視野に入れていくことなど

の意見が出された旨報告があった。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，資料44に基づき，11月3日に実施された平成24年度原子力防災訓練

について，本研究科では5名が参加したこと。また，浪江町復興支援プロジェクトWG活動の資料に，活

動概況説明，各部門報告等を添付している旨報告があった。 

2．放射線専門看護師検討委員会報告 

西沢委員から，第1回日本放射線看護学会学術集会について，11月1日に開催された第7回企画委員会で

反省会を行ったこと。学術集会の内容は文教ニュース及び文教速報に掲載済みであること。11月19日発行

の週刊医学界新聞へも掲載されること。また，放射線看護専門看護師分野特定については現段階では連絡

がない旨報告があった。 
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3．予算執行状況について 

對馬委員長から，資料 45 に基づき，各部門の 10 月 29 日付けでの予算執行状況について説明があり，

本事業は最終年度であることから，来年度の計画も勘案し，一度 12 月末で予算を締め，残額は有効に活

用していく旨説明があった。 

 

4．その他の報告 

木田副委員長から，資料 46 に基づき，第 4 回国際シンポジウムに対する反省点等について，配付資料

のとおり説明があった。 

5．中間評価結果＆最終評価会の準備状況 

對馬委員長から，中間評価結果について，桑原委員長，河内委員から提出があり，後日本委員会委員

に配信すること。年度末評価報告会への専門家委員の出席について，5 名出席予定であり，今後準備を詰

めていきたい旨説明があった。 

 

○確認事項： 

1．被ばく演習マニュアル発行に向けて 

對馬委員長から，演習マニュアルの作成について，現職者研修に携わった教員で作成する方向で進め

ていく旨報告があった。 

2．最終報告書目次＆執筆・発行スケジュール 

對馬委員長から，資料 47に基づき，平成 24年度活動成果報告書の原稿については配付資料の目次(案)

に沿って準備していくこと。編集スケジュールについて 1月 11日を原稿締切りとし，3月 8日の発行を目

指す旨説明があり，原稿の準備を進めていくことが確認された。 

3．第 5回国際シンポジウムに向けて 

對馬委員長から，次回開催について，概算要求次第ではあるが，開催の有無に関わらず案は立ててお

くこと。また校舎改修と開催時期が重なる可能性もあるため，来年度は開催を見送ることも視野に入れ

ておく旨説明があった。 

 

以上 

 

■平成24年度（第8回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成24年12月17日) 

 

○報告事項： 

1．各部門からの報告 

企画部門 

企画部門西沢委員から，資料 48に基づき，教員国内研修について，12月 16日(日)に開催された第 1

回 BDLS 弘前プロバイダーコースに，保健学研究科から 16 名が参加したこと。12 月 6 日(木)に開催さ

れた第 2 回研修報告会について，参加者は 127 名であり，アンケートの結果は現在集計中であること。

12 月 11 日(火)に開催された第 2 回緊急被ばく医療講演会について，参加者は 26 名であり，アンケー

ト結果は添付資料のとおりであること。平成 25年 3月 15日(金)に第 3回緊急被ばく医療講演会及び第

2回「放射線看護専門看護師」育成に関する情報交換会を開催予定であり，講師には高知医療センター

がんセンター長 森田荘二郎氏を迎える予定であること。また，講師派遣について，平成 25年 2月 14

日(木)開催の東北電力秋田支店主催の講演会に，細川委員が講師依頼を受けていること。平成 25 年 3

月 23 日(土)，聖路加看護大学で行われる「放射線事故による健康被害と住民教育」をテーマとした講

演に，北宮先生が講師依頼を受けている旨報告があった。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，資料49に基づき，配付資料について，10月10日及び11月20日に開催

された浪江町復興支援プロジェクトWGの議事概要，各部門活動報告及び12月12日に配付された各部門活

動報告を添付していること。平成25年度浪江町復興支援活動経費所要見込額について，添付資料のとお

り提出したこと。来年2月に，放射線安全管理機構に対しての報告会を開催予定である旨報告があった。 

2．放射線専門看護師検討委員会報告 

西沢委員から，資料50に基づき，井瀧委員が第26回JASTRO看護シンポジウム開催に向けての情報収集の

ため，第25回JASTRO学術大会に参加したこと。第26回JASTRO学術大会看護シンポジウムのプログラム委員

長を真里谷先生が担当すること。開催において日本がん看護学会との連携が必要であることから，今後の

方針を相談するため，西沢委員，野戸先生が日本がん看護学会教育委員長 大阪大学教授 荒尾先生を12

月27日(木)に訪問予定であること。1月末までにシンポジスト等を決定する旨報告があった。 

また，1月27日(日)聖路加看護大学で開催される，高度実践活動を明確化するための質的研究方法につ

いてのセミナーに，木立先生，野戸先生が参加すること。被ばく医療コース 看護学領域の修了生の動向

調査を年度内に実施予定であること。放射線看護専門看護師分野特定の審査等に関して，今日現在までで

連絡はない旨報告があった。 
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3．中間評価結果＆最終評価会終了報告 

對馬委員長から，最終年度であるという意識のもと，5年間の総括的な内容になった旨報告があった。 

4．被ばく演習マニュアル発行準備状況 

井瀧委員から，年度内の発行を目指し，現在進めている旨報告があった。 

5．最終報告書目次＆執筆・発行準備状況 

對馬委員長から，3月の報告書発行に向けて，原稿作成を進めるよう説明があった。 

6．その他の報告 

對馬委員長から，第 4 回国際シンポジウムのプロシーディングスについて，原稿の取り纏めも終了し，

印刷業者へ印刷を依頼済であること。本日 12月 17日開催の，放射線安全機構会議で，本事業の 1年間の

流れ及び活動等について説明をする旨報告があった。 

 

○確認事項： 

1．予算執行について 

對馬委員長から，予算執行について，12 月末時点での予算残額取り纏め終了後に，予算の使用目的を

検討していく旨説明があった。  

2．第 5回国際シンポジウムに向けて 

柏倉委員から，第 5回国際シンポジウム開催について，医学研究科の髙井先生が大会長を務める『第 26

回 JASTRO学術大会』及び柏倉委員が大会長を務める『第 56回日本放射線影響学会』が来年 10月 18日か

ら 20 日に同時開催され，共同でシンポジウムを行う予定である旨報告があった。また 10 月 19 日夕方か

らの日本放射線影響学会の特別シンポジウム枠に，共催として被ばくプロセミナーを組み込んでいるこ

と。そこで保健学研究科の第 5回国際シンポジウムも開催してはどうかと提案があった。なお，合同懇親

会も開催予定であり，第 5回国際シンポジウムを共催とした場合の学会参加費及び懇親会費の取扱につい

ては検討していくことが確認された。 

3．ストックホルム大学(放射線防護研究センター)との部局間交流協定の提案 

對馬委員長から，ストックホルム大学放射線防護研究センターセンター長であり，第 56 回日本放射線

影響学会特別シンポジウムのシンポジストの予定でもある，AndrzejWojcik 氏と真里谷先生が以前から交

流があり，部局間交流協定の提案があったこと。本委員会で協定の賛同が得られた場合，国際交流委員

会に依頼し協定を進めていく旨説明があり，推進の方向で賛同が得られた。 

4．その他 

井瀧委員から，社会連携部門の活動内容について，報告会を開催してはどうかと提案があり，年度内

に開催する方向で進めることが確認された。 

 

以上 
 
■平成24年度（第9回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成25年1月23日)   
                 

○報告事項： 

1. 各部門からの報告 

企画部門 

  企画部門西沢委員から，資料５２に基づき，１２月６日(木)に開催された第２回研修報告会について，

参加者は１２７名であり，アンケートの結果から９割以上が満足・ほぼ満足であったこと。第３回緊急

被ばく医療講演会及び第２回「放射線看護専門看護師」育成に関する情報交換会について，開催日は平

成２５年３月１５日(金)，講師には高知医療センターがんセンター長 森田荘二郎氏を迎え開催するこ

と。講演会及び情報交換会の開催要項は配付資料のとおりであること。総合文化祭ポスター展で使用し

たロール紙２サイズの保管先を保健学研究科Ａ棟１階の印刷室とし，提供する旨報告があった。 

教育部門（被ばく演習マニュアル発行準備状況） 

 教育部門中村委員から，被ばく演習マニュアルは，８０～１００ページ以内で，３月２７日の納品を 

予定し進めていること。受講生用ではなく，講師が利用する内容であること。発行部数は３０部の予定

であること。来年度は，現職者研修で現職者実行委員が使用し，修正を加えたうえで，弘前大学出版会か

らの出版を目指す旨報告があった。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，前回の委員会で提案があった社会連携部門の報告会について，資 

料５３のとおり，平成２５年２月１５日（金）１５時から１６講義室で開催すること。後日連絡担当の

野坂先生から案内がある旨報告があった。 

 平成２３～２４年度活動成果報告書 ダイジェスト版について，各部門代表に内容確認を依頼し， 

現在原稿を修正中である旨報告があり，今後最終版の原稿は本委員会委員に再度確認を仰ぐこと。発

行予定日についても検討することが確認された。 
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3．中間評価結果＆最終評価会終了報告 

對馬委員長から，最終年度であるという意識のもと，5年間の総括的な内容になった旨報告があった。 

4．被ばく演習マニュアル発行準備状況 

井瀧委員から，年度内の発行を目指し，現在進めている旨報告があった。 

5．最終報告書目次＆執筆・発行準備状況 

對馬委員長から，3月の報告書発行に向けて，原稿作成を進めるよう説明があった。 

6．その他の報告 

對馬委員長から，第 4 回国際シンポジウムのプロシーディングスについて，原稿の取り纏めも終了し，

印刷業者へ印刷を依頼済であること。本日 12月 17日開催の，放射線安全機構会議で，本事業の 1年間の

流れ及び活動等について説明をする旨報告があった。 

 

○確認事項： 

1．予算執行について 

對馬委員長から，予算執行について，12 月末時点での予算残額取り纏め終了後に，予算の使用目的を

検討していく旨説明があった。  

2．第 5回国際シンポジウムに向けて 

柏倉委員から，第 5回国際シンポジウム開催について，医学研究科の髙井先生が大会長を務める『第 26

回 JASTRO学術大会』及び柏倉委員が大会長を務める『第 56回日本放射線影響学会』が来年 10月 18日か

ら 20 日に同時開催され，共同でシンポジウムを行う予定である旨報告があった。また 10 月 19 日夕方か

らの日本放射線影響学会の特別シンポジウム枠に，共催として被ばくプロセミナーを組み込んでいるこ

と。そこで保健学研究科の第 5回国際シンポジウムも開催してはどうかと提案があった。なお，合同懇親

会も開催予定であり，第 5回国際シンポジウムを共催とした場合の学会参加費及び懇親会費の取扱につい

ては検討していくことが確認された。 

3．ストックホルム大学(放射線防護研究センター)との部局間交流協定の提案 

對馬委員長から，ストックホルム大学放射線防護研究センターセンター長であり，第 56 回日本放射線

影響学会特別シンポジウムのシンポジストの予定でもある，AndrzejWojcik 氏と真里谷先生が以前から交

流があり，部局間交流協定の提案があったこと。本委員会で協定の賛同が得られた場合，国際交流委員

会に依頼し協定を進めていく旨説明があり，推進の方向で賛同が得られた。 

4．その他 

井瀧委員から，社会連携部門の活動内容について，報告会を開催してはどうかと提案があり，年度内

に開催する方向で進めることが確認された。 

 

以上 
 
■平成24年度（第9回）緊急被ばく医療検討委員会議事要旨(平成25年1月23日)   
                 

○報告事項： 

1. 各部門からの報告 

企画部門 

  企画部門西沢委員から，資料５２に基づき，１２月６日(木)に開催された第２回研修報告会について，

参加者は１２７名であり，アンケートの結果から９割以上が満足・ほぼ満足であったこと。第３回緊急

被ばく医療講演会及び第２回「放射線看護専門看護師」育成に関する情報交換会について，開催日は平

成２５年３月１５日(金)，講師には高知医療センターがんセンター長 森田荘二郎氏を迎え開催するこ

と。講演会及び情報交換会の開催要項は配付資料のとおりであること。総合文化祭ポスター展で使用し

たロール紙２サイズの保管先を保健学研究科Ａ棟１階の印刷室とし，提供する旨報告があった。 

教育部門（被ばく演習マニュアル発行準備状況） 

 教育部門中村委員から，被ばく演習マニュアルは，８０～１００ページ以内で，３月２７日の納品を 

予定し進めていること。受講生用ではなく，講師が利用する内容であること。発行部数は３０部の予定

であること。来年度は，現職者研修で現職者実行委員が使用し，修正を加えたうえで，弘前大学出版会か

らの出版を目指す旨報告があった。 

社会連携部門 

社会連携部門木田副委員長から，前回の委員会で提案があった社会連携部門の報告会について，資 

料５３のとおり，平成２５年２月１５日（金）１５時から１６講義室で開催すること。後日連絡担当の

野坂先生から案内がある旨報告があった。 

 平成２３～２４年度活動成果報告書 ダイジェスト版について，各部門代表に内容確認を依頼し， 

現在原稿を修正中である旨報告があり，今後最終版の原稿は本委員会委員に再度確認を仰ぐこと。発

行予定日についても検討することが確認された。 
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2. 最終報告書発行準備状況 

對馬委員長から，報告書について，原稿はほぼ揃っており，入稿予定の２月２２日（金）に向けて進

めていく旨報告があった。 

3. その他の報告 

工藤事務補佐員から，第４回国際シンポジウムのプロシーディングスの状況について，原稿の取り纏

め，印刷業者への見積り依頼は済んでおり，完成は２月下旬を目指していること。今後は取り纏めた原

稿の確認を各委員に依頼する予定であると，若山委員から報告があった旨説明があった。 

對馬委員長から，「福島県浪江町復興支援プロジェクト活動状況報告会」について，２月１２日（火）

弘前大学創立５０周年記念会館みちのくホールで開催されること。概算要求の進捗状況について，現在

までのところ動きは無いこと。平成２６年度の概算要求募集についても要求を行うこと。今後要望の内

容等も含め，予算委員会を開催し検討していく旨報告があった。 

4. 放射線専門看護師検討委員会報告 

西沢委員から，資料５４に基づき，第２６回JASTRO看護シンポジウムの開催について昨年末に西沢委 

員，野戸先生が日本がん看護学会担当 大阪大学教授 荒尾先生を訪問し，開催趣旨の説明及び日時・場 

所等について提案し，配付資料のとおり日時・場所については決定し，シンポジストについては，最終

確認の段階であること。座長は，日本がん看護学会 大阪大学荒尾先生で決定し，日本放射線看護学会

からは，野戸先生で検討している旨報告があった。 

また，被ばく医療コース 看護学領域の修了生の動向調査について，３月３１日を締切とし，現在調 

査中であること。緊急被ばく医療活動における看護手順について，現在作成中であり，日本放射線看護

学会及び可能であれば本事業のホームページへ掲載を検討していること。医学書院から記事掲載を依頼

されていた「看護研究」が間もなく発行されることから２６部購入予定であり，専門家委員の先生方及

び関係者への配付を検討している旨報告があった。 

 

○確認事項： 

1. 年度末予算執行計画について 

對馬委員長から，資料５５に基づき，先の議題で報告があった「看護研究」の購入に充てる旨提案があ

り了承された。 

2. 第５回国際シンポジウムに向けて 

對馬委員から，前回の委員会で提案のあった，第５回国際シンポジウムを『第５６回日本放射線影響学

会』特別シンポジウム枠に組み込む形で開催する案について，改めて確認があり了承された。それに伴い，

委員長を中村委員として第５回国際シンポジウムの実行委員会を組織し，『第５６回日本放射線影響学

会』プログラム委員長 細川委員と今後の方針を決定していくことが確認された。 

  

 

以上  
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