放射線防護課程カリキュラム概要
◆ 放射線の物理①②（計 140 分）
放射線の物理では荷電粒子線（α線とβ線）および電磁波（γ線とＸ線）と物質の相互作用につ
いてそれぞれ講義する。はじめに放射線の基礎物理として基本的な放射線用語、「放射線の種類」
「放射線のエネルギー」「原子と原子核」「壊変と核反応」「放射能（の強さ）」「比放射能」「α壊変」
「β－壊変」「β＋壊変」「軌道電子捕獲（EC）」「核異性体転移（IT）」「半減期」「平均寿命」「系列壊変」
「放射平衡」の解説をする。荷電粒子と物質の相互作用では「電離と励起」「制動放射」「阻止能」「W
値と比電離」「飛程」について解説し、β線については「チェレンコフ放射」についても解説する。
またβ線はシミュレーションで可視化した飛程が見られる。電磁波と物質の相互作用では「光電
効果」「コンプトン散乱」「電子対生成」と「減弱」「半価層」について解説する。γ線による光電効
果についてもシミュレーションによる可視化像が見られる。（担当：研究基盤技術部）
◆ デモ：目で見る放射線（60 分）
デモンストレーションでは放射線および放射性同位元素の基礎並びに各種サーベイメータ（測
定器）等の特性を含めた放射線の性質を分かり易く解説する。最初に「身の回りの放射線」とし
てなぜ放射線を出す物質が周りに存在するのかを説明した後、実際にサーベイメータを使って湯
の華や化学肥料などを測定して放射線が出ていることを確かめる。また霧箱を使用して放射線の
飛跡を見る。さらにＸ線を使用して、放射線は空気を電離させることも確かめる。放射線の種類
（α線、β線、γ線、中性子線）により使用するサーベイメータが異なることや遮へいに使用する
材料が異なること等も分かり易く解説し、講義で学んだ放射線の基本的なことについての理解を
深める。（担当：人材育成・交流課）
◆ 放射線測定法①②（各 80 分、計 160 分）
序論として放射線測定の概要と測定機器の構成等についての説明がある。次に測定効率や計数
値の統計的変動等、放射線測定において常に考慮しなければならない基本的な性質に触れる。放
射線測定の各論ではα線、β線、γ線の測定に使用される検出器それぞれについて豊富な図表の
使用により詳細にかつ分かりやすく解説する。さらに放射線障害の防止を目的とした線量測定に
ついても触れる。（担当：人材育成・交流課）
◆ 放射線測定法③（80 分）
測定法① ②では触れなかった中性子の測定法について解説する。中性子の発見の経緯からは
じまり、その素顔や物質との相互作用、発生方法について、続いて中性子の検出原理と測定方法、
そして遮へい方法等について講義する。（担当：研究基盤技術部）
◆ 放射線の量と単位（単位と線量測定）（80 分）
はじめに国際放射線単位・測定委員会（ICRU）と国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告について
簡単に紹介してから、放射線に係わる量と単位について解説する。講義で扱う放射線の量は、
①放射線計測量、②相互作用関連量、③線量計測量、④放射能関連量、⑤防護量、⑥実用量、の
６つで構成されている。まず ①では粒子数が関与するフラックスとフルエンス、放射エネルギ
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ーが関与するエネルギーフラックスとエネルギーフルエンスについて、②では断面積とエネルギ
ーに関連した相互作用関連量について直接電離放射線（質量阻止能と LET）と間接電離放射線（質
量減弱係数、質量エネルギー転移係数、質量エネルギー吸収係数）に分けて、③では直接電離放
射線のエネルギー変換の単位としてシーマ、間接電離放射線のカーマと照射線量について、エネ
ルギー付与の単位として吸収線量等について、④では壊変定数λ、放射能、空気カーマ率定数に
ついて解説する。⑤では等価線量と実効線量、⑥では線量当量について解説し、さらに⑤と⑥の
関係やそれらに係わる種々の係数等について解説する。（担当：重粒子医科学センター医療放射
線防護研究室）
◆ 放射線取扱施設（80 分）１０日間コースのみ
放射線取扱施設について解説する。放射線取扱施設には使用施設、貯蔵施設、廃棄施設があり、
まずこれらについて簡単に説明、管理区域についても触れる。使用施設についてはいくつかの種
類に分けられ、各々の使用施設について例を挙げて解説するが、中でも非密封放射性同位元素使
用施設については構造の条件や備えていなければならない各室について等やや詳細に解説する。
さらに施設管理上の必要事項についても解説する。（担当：安全・施設部放射線安全課）
◆ 見学：放射線取扱施設（80 分）１０日間コースのみ
１．廃棄物処理棟および廃液処理棟
廃棄物処理棟と廃液処理棟を見学し、放医研の放射性廃棄物の処理の流れを紹介する。
（担当：
安全・施設部放射線安全課）
２．緊急被ばく医療施設
放医研は被ばく患者を治療するための緊急被ばく医療施設を有
している。施設には汚染患者を除染する装備もあり、本課程では
特に除染施設としての装備等に重点を置いて見学する。（担当：
緊急被ばく医療研究センター）
３．重粒子線棟
重粒子線棟の放射線管理に係わる部署、施設等を周り、重粒子線棟がいかに安全かつ的確に運
転、管理されているかを紹介する。（担当：人材育成・交流課）
◆ 非密封 RI の安全取扱（80 分）１０日間コースのみ
非密封 RI を安全に取扱うためのノウハウを学ぶ。はじめに安全取扱いの必要性は放射線防護
の原則に基づくものであることを理解する。そして非密封 RI を使用する際の作業の流れに沿い
ながら安全に作業する上での必要事項、注意点等を理解する。（担当：人材育成・交流課）
◆ 放射線発生装置（80 分）１０日間コースのみ
放射線は加速器を使用することにより人工的に作ることができる。ここでは荷電粒子の加速方
式の違いから分類し、発生メカニズム等についてそれぞれ図解で分かりやすく説明する。講義の
対象となる加速器は次の通りである。①静電場を利用する加速器：Ｘ線管、バンデグラフ等、②
電磁誘導を利用した加速器：ベータトロン、③高周波電場を利用した加速器：線形加速器、周回
型加速器。（担当：重粒子医科学センター物理工学部）

2

◆ 見学：重粒子線棟（80 分）１０日間コースのみ
放医研では、世界に先駆けて医療を目的とした重粒子線治療
装置（HIMAC）を開発･建設し、特に炭素イオン線をがんの治療
に利用している。ここでは実際に HIMAC を見ながら加速器の
説明を聞く。（担当：重粒子医科学センター物理工学部）
◆ 放射線管理概論（160 分）
放射線管理とは何であるか、管理の目的、管理の実務、管理組織の概略について説明する。次
いで、放射線管理の目的である放射線防護について基本的な考えと原則について解説し、防護を
実践するための器具、取り扱う施設についても解説する。（担当：人材育成・交流課）
◆ モニタリングと判断基準（80 分）１０日間コースのみ
モニタリングとは管理区域内における異常の有無および異常が生じないように監視すること
であるが、講義は放医研の核燃料使用施設における放射線管理業務方式の実体験を基にしたもの
である。モニタリングは対象により施設、作業者、一般公衆に分類され、日常モニタリング、作
業モニタリング等がある。日常モニタリングには法令に基づく定期測定等、放射線連続監視機器
類の監視があり、作業モニタリングは管理区域内における作業時のモニタリングである。これら
について実際に行ってきたモニタリングを具体的な数値等を挙げながらの講義であり、より実務
的な内容となっている。（担当：東京ニュークリアサービス(株)）
◆ 講義と実習：放射線管理①（110 分）
講義では実際に行われる放射線管理がどのようなものか、管理業務として必要な事象を具体的
に解説する。放射線管理概論でも総論的に管理実務に触れるが、ここでは実務を各論的に解説す
る。放射線モニタリング、空間線量の測定、空気中及び水中の放射能濃度の測定、表面汚染の測
定等である。実習では未知線源の定量、壁厚の測定及びビルドアップ係数の算出を行う。
（担当：
人材育成・交流課）
◆ 実習とデモ：放射線管理②（230 分）
この実習では、放射線管理で使用される測定器の性能を確認し、信頼される放射線管理の基本
である正しいデータを得るために不可欠な測定器の校正、効率測定の方法を習得する。ここでは
一般的に用いられる５種類の測定器の校正等を行う。実習は３ヵ所の施設で空間線量測定器の校
正及び GM サーベイメータの効率測定、更に GM サーベイメータの応答速度のデモを行う。５日
間コース受講者はさらに表面汚染密度の定量実習を行う。これは密封線源のみを扱う事業所であ
っても密封が破壊される可能性があるので、それを想定してγ線放出核種で汚染された密封容器
の汚染密度をスミア法により同定、定量するものである。（担当：人材育成・交流課）
◆ 放射線の化学①（80 分）
講義は放射線及び放射性物質の利用と安全管理に役立てるために放射性核種の化学的側面に
ついての基礎的知識を中心に行われる。放射線の化学①の内容は、１）放射能とその単位、２）原
子核、同位体、放射性核種、３）放射性壊変、４）天然放射性核種、５）人工放射性核種、の５つ
の章から構成されている。１）では比放射能と放射能濃度、２）ではエネルギー保存則から原子質
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量と原子量、原子核の結合エネルギーについて解説、そして原子核の安定性には規則性があるこ
と、３）では壊変系列を作らない単一核種と壊変系列をつくる核種があり、系列をつくる場合は
親核種と娘核種の半減期の違いで放射平衡が成立することと崩壊過程を示す崩壊図式の意味を
理解する。４）では一次および二次放射性核種、誘導放射性核種、消滅放射性核種、５）では人工
的に放射性核種を作る際に利用される種々の核反応や誘導核分裂等について解説する。
◆ 放射線の化学②（80 分）１０日間コースのみ
化学①の基礎に対し化学②は応用的な内容で、放射化学分析や核反応の利用などを中心に解説
する。放射化学分析では RI の化学分離に使用される共沈法、イオン交換法、溶媒抽出法等につ
いて解説する。また、RI を利用した分析法として放射分析や同位体希釈法についても解説する。
さらに放射性核種の壊変を利用した年代測定や放射平衡を利用したミルキング、核反応を利用し
た放射化分析、原子核の変化によるホットアトム効果やメスバウアー効果について解説する。
（担
当：人材育成・交流課）
◆ 放射線の生物影響（80 分）
放射線による人体への影響がどのようにして現れるのか、その発現過程を分子レベルから細胞
レベルまで、順を追ってわかりやすく解説する。「DNA と遺伝子」に始まり、放射線の直接作用
と間接作用により DNA が損傷を受け、損傷に対して細胞が種々の応答をする過程で細胞の運命
が決まる。講義は DNA 損傷や染色体異常を中心に進められる。また、DNA 損傷だけでは説明で
きない生物作用、例えばバイスタンダー効果や適応応答などについても解説する。（担当：放射
線防護研究センター生体影響機構研究Ｇ）
◆ 放射線の人体影響（80 分）
放射線はいかにして人体に影響を及ぼすのか、そしてその影響がどのようなものなのかを理解
する。内容は「暮らしの中の放射線被ばく」「放射線影響のしくみ」「被ばくの種類」「急性放射線障
害」「局所放射線障害」「晩発影響」「心理影響」の７項目である。「放射線影響のしくみ」では DNA
損傷による細胞の損傷と人体への影響との関わりや被ばくによる症状を左右する要素、組織の感
受性について、「被ばくの種類」では急性被ばくと慢性被ばく、内部被ばくと外部被ばく、全身
被ばくと部分被ばく、それぞれについて違いを、「急性放射線障害」では ARS と呼ばれる、いわ
ゆる急性放射線症について、「局所放射線障害」では皮膚に対する影響について、「晩発影響」で
は主にがん発生と放射線の関わりについて、「心理影響」では放射線に対するストレスについて
それぞれ解説する。（担当：緊急被ばく医療研究センター被ばく医療部）
◆ 放射線被ばくの制限値（80 分）１０日間コースのみ
放射線防護の観点から放射線被ばくの制限値が決められている。本講義は制限値の基準となる
国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告を中心に進められ、現法令の基になっている１９７７年及び
１９９０年勧告に触れた後、今後法令改正に反映されると思われる２００７年勧告についてやや詳細に
解説する。２００７年勧告における防護基準では１９９０年勧告との変更点を明確にし、全体としての
防護体系の違いを分かりやすく解説する。さらに、防護基準の根拠について解説する。（担当：
放射線防護研究センター規制科学総合研究Ｇ）
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◆ 環境放射線（80 分）１０日間コースのみ
この講義では、一般公衆が受ける環境放射線の被ばくの実態について概説する。先ず被ばくの
実態についての概要説明があり、引き続き被ばくの原因になっている大地放射線、ラドン、宇宙
線についてそれぞれデータ等を参考にしながらやや詳細に解説する。さらに核実験や事故等によ
り環境中に放出された人工放射性核種の推移や人体と食品摂取による放射性核種について、そし
て人間活動による放射線被ばくの増加について解説し、最後に環境放射線の防護に関する最近の
動向についても触れる。（担当：放射線防護研究センター環境放射線影響研究Ｇ）
◆ 汚染事故例と対策（80 分）１０日間コースのみ
核燃料サイクル工学研究所における汚染を伴う被ばく事例４つの概要と教訓等についての講
義である。第１の事例は「再処理建設所で発生した酸回収セル内作業中の酸欠事故」、第２の事
例は「再処理施設における作業員の内部被ばく事故」、第３の事例は「アスファルト固化処理施
設で発生した火災・爆発事故」である。第４は「プルトニウム燃料開発施設におけるプルトニウ
ム吸入事例」である。また、汚染対策等に係わる参考資料を基に「作業場所の放射線管理の概要」
「身体汚染防止のための防護装備等」「個人被ばく管理の概要」「身体除染及び緊急被ばく医療処置
の準備等」について解説する。（担当：日本原子力開発研究機構核燃料サイクル工学研究所）
◆ 放射線の法令①②（各 160 分:５日間コースは ①、１０日間コースは ②）
放射線の法令①は第２種放射線取扱主任者試験、同②は第１種放射線取扱主任者試験をも視野
に入れて講義する。
第２種放射線取扱主任者の対象は１０TBq 未満の密封線源に限られるので対応
する部分のみの講義となる。本講義のテキストには「放射性同位元素等による放射線障害の防止
に関する法律」「同施行令」「同施行規則」と数量等や運搬に関して定められた「数量告示」「運搬告
示」の５つの資料も副テキストとして含まれる。（担当：人材育成・交流課）
◆ 実習：計数値の統計とβ線の性質（260 分）
β線の性質とβ線を測定するための GM 計数管の特性、更に測定データの処理についても実習
を通して習得する。実習内容は以下の通り。まず、90Sr-90Y 線源から放出されるβ線を利用して
GM 計数管のプラトー曲線を作成する。プラトー曲線から測定器の動作電圧を決めた後、得られ
た測定値の統計処理を行ってデータの取扱について理解する。さらに、標準線源と比較して
90
Sr-90Y 線源の放射能を定量する。一連の実習を通してβ線の測定時にはどのような点に注意し
なければならないか等も理解する。（担当：研究基盤技術部放射線計測技術開発室）
◆ 実習：放射線スペクトロメトリ（260 分）
本実習は、NaI(Tl)シンチレーション検出器の特徴を理解し、NaI(Tl)シンチレーション検出器を
用いたγ線スペクトロメトリによる基礎的なγ線の測定方法と放射能定量方法を習得すること
を目的とする。実習の内容は以下の６点である。①γ線源を用い NaI(Tl)シンチレーション検出器
のエネルギースペクトルを測定する、②検出器の電源電圧とスペクトルとの関係を調べる、③
γ線源５種類を用い、エネルギーとチャンネルの関係を調べる、④検出器の計数効率を調べる、
⑤検出器の幾何学的効率を調べる、⑥未知線源の核種同定を行う。（担当：人材育成・交流課）
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◆ 実習：空気中濃度の測定（３日間、計 100 分）１０日間コースのみ
空気中の放射性物質は塵埃状放射性物質と放射性ガスの２種類に分けられる。実習ではろ紙集
塵法により集めた放射性物質の濃度を測定する。実習の流れは以下の通り。１班２～４名程度に
分かれダストサンプラを設置して建屋内の空気を１日採取する。採取した試料の放射能を２日間
にわたってGMスケーラ（α線スペクトロメータはデモのみ）で経時的に測定した後データの解析
を行う。（担当：安全・施設部放射線安全課／人材育成・交流課）
◆ 実習：ガスフローカウンタ（170 分）１０日間コースのみ
ガスフロー比例計数管を使用した測定を通してその特性を理解する。ガスフローカウンターの
特徴等について簡単な講義を行った後３つの実習を行う。まず、RaDEF を線源に使用してプラト
ー曲線を描く。次にβ線源として 204Tl を使用し、放射能を求める。さらに、RaF の放射能を求め
それも基にして RaD の放射能を算出する。（担当：研究基盤技術部／人材育成・交流課）
◆ 実習：非密封 RI①（２日間、計 270 分）１０日間コースのみ
講義「非密封 RI の安全取扱」で学んだことを実習を通して確認しながら非密封 RI を安全に取
扱うためのノウハウを修得するのが目的である。特に非密封 RI を取扱う作業と全く同じ作業を
RI なしで行うコールドランの必要性と非密封 RI を取扱う際には汚染が起きるということを念頭
に置いて作業することの必要性を学ぶ。実習では 45CaCl2 溶液から計測試料の粉末固体の 45CaCO3
を調製し、試料の軟β線を計測して自己吸収現象を観測するまでの化学・物理的操作を通して、
非密封 RI の安全取扱い法について学ぶ。（担当：人材育成・交流課）
◆ 実習：非密封 RI②（150 分）１０日間コースのみ
アイソトープジェネレータを使用し放射能、半減期の測定、溶出核種の質量計算を行い放射能、
放射平衡について理解するのが目的である。実習ではまずアイソトープジェネレータ
（137Cs/137mBa）を使って 137mBa を溶出し、NaI ウェル型シンチレーションカウンタで溶出核種の計数
率を測定する。次に標準試料より計数効率を求め、溶出した親核種と娘核種の放射能を求める。
さらに数値の減衰から半減期を求めた後、放射能と公式から親核種と娘核種の質量と原子数を求
める。この実習も試料は非密封 RI なので一連の操作を通して安全取扱い法を学ぶ。（担当：人
材育成・交流課）
◆ 実習：非密封 RI③（80 分）１０日間コースのみ
放射線取扱施設での想定した事故により RI を体内に摂取した被災者の内部被ばく実効線量を
算定する実習である。60Co を含む模擬尿から一定量採取し、NaI ウェル型シンチレーションカウ
ンタで測定する。標準線源から計数効率を求めて放射能を算出し１日当たりの全尿量を１０００ ml
として被災後３日目の全尿中の放射能を求める。次いで内部被ばく計算ソフト MONDAL３を用
いて被災時に摂取した放射性核種の放射能及び内部被ばく実効線量を求める。最後に、告示別表
の値から実効線量を求めて MONDAL３で計算した値と比較する。（担当：人材育成・交流課）
◆ 実習：液体シンチレーションカウンタ（170 分）１０日間コースのみ
はじめに液体シンチレーションカウンタの原理や特徴などの概要についての講義がある。実習
ではクエンチング補正法を学び、未知試料の放射能測定を行うと共にケミルミネッセンスの影響
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を調べる実習も行い、液体シンチレーションカウンタの特性を理解する。（担当：人材育成・交
流課）
◆ 実習：汚染管理（260 分）１０日間コースのみ
汚染が発生した場合の表面汚染の測定に関するノウハウを学ぶ実習である。汚染の拭き取り効
率、表面汚染密度の測定、汚染核種の同定を行う。拭き取り効率の実習では RI により表面が汚
染された 2.5 cm 角の試験片について材質の異なる３種類をスミアろ紙で拭き取り、拭き取り前後
の計数率から拭き取り効率を求める。直接法による表面汚染密度の測定実習では 8 cm 角のアク
リル片と金属片に塗られている核種の放射能を測定する。間接法では拭き取りに使用したろ紙の
放射能を測定する。直接法と間接法による測定結果からアクリル片と金属片の表面汚染の密度を
算出する。最後に各種の放射線測定器を使用して汚染核種を同定する。（担当：安全・施設部放
射線安全課／人材育成・交流課）
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