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新年明けましておめでとうございます。平
成30年が皆様にとって良き年となりますよう
心からお祈り申し上げます。
旧年は国内や国際社会での分断や格差が問
われ、国防にも不安が芽生えました。組織・
機関の統制
（ガバナンス）や法令・規則順守
（コ
ンプライアンス）が大企業でも問題にされた
年でした。当協会も他山の石として胆に銘じ
ておきたいと思います。
今年の干支は戌、堅実かつ慎重、そして深
い愛情を象徴すると言われます。協会も社会
もあやかりたいところです。
さて、協会は昭和35年 9 月に財団法人とし
て設立され、平成24年 4 月に公益財団法人に
移行し現在に至っております。
本年は協会の 4 公益事業、（1）放射線影響
に関する知識の普及・啓発及び研究活動への
奨励・助成 （2）放射線影響に関する調査研
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究 （3）放射線の防護及び利用に関する調査
研究 （4）放射線業務従事者等の放射線被ば
く線量等に関する情報の収集、登録及び管理
を一層推進致します。平成23年 3 月の東電福
島第一原子力発電所事故以降、協会の果たす
べき役割は益々重要になってきていると認識
しております。被災地の復興をはじめ協会が
社会の要請に的確に応えお役に立てるよう、
様々な状況の変化に合わせて協会業務を見直
し、機動的に対応できるよう日々の業務を推
進してまいります。
放射線疫学調査センターは、低線量域の慢
性被ばくによる健康影響の疫学調査を国から
の受託事業として平成 2 年から実施してきて
おります。特に、原子力施設の放射線業務従
事者の方々から多大のご協力をいただきなが
ら推進しております。これまでの調査結果で
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は低線量域の放射線が悪性新生物による死亡
率に影響を及ぼしていると結論付けられてい
ません。これまでの調査により得られた重要
な知見の一つは累積線量とがん死亡との関連
には喫煙等の放射線以外の要因が交絡してお
り、低線量域の放射線リスク分析には生活習
慣等の情報が不可欠であることが分かったこ
とです。その成果を国内外の学会や学術雑誌
に発表をしてきました。
現在、これまでの成果を更に深めるべく第
Ⅵ期調査を計画して平成27年度から開始して
おり、順次調査対象者の方にご協力のお願い
をしているところです。これまでに約 6 万人
を越える方々からご協力いただける旨の意思
表明をいただくことができました。
今年は更に約 3 万人の調査対象者の方にご
協力のお願いしてより多くの方々からご協力
の意思表明をいただけるように、努めてまい
りたいと考えております。
第Ⅵ期調査では喫煙習慣、飲酒習慣、食生
活の状況、原子力施設における業態、健康状
態、就学期間など詳細な情報をご提供いただ
き、交絡因子を考慮した上で低線量域の放射
線リスクの分析を行うこととしています。
また、全国がん登録制度に基づくデータが
平成31年度から利用可能になることから、健
康影響の指標を従前の生死情報から更に広げ
てがんの罹患情報に基づく放射線リスクの分
析を行うこととしています。
このように調査で得られる多くの情報を基
に未だ科学的に解明されていない低線量域に
おける放射線影響についての新たな知見を得
るべく、今後とも疫学調査の推進に尽力して
まいる所存です。
放射線従事者中央登録センターは、国から
記録保存機関としての指定を受け、事業者か
ら引渡される放射線業務従事者の被ばく線量
記録等を確実に保存管理しています。原子力
事業、除染等事業及びRI等を利用する事業に
携わる放射線業務従事者を対象とした 3 つの
被ばく線量登録管理制度をそれぞれの制度参

2



加事業者とともに運用しております。
それぞれの被ばく線量登録管理制度では、
作業者一人ひとりの被ばく線量を全国規模で
一元的に登録し、管理を行っています。登録
作業者数は平成29年11月末までの累計で約71
万人に及びます。これらの記録については、
記録の本人や被ばく管理を行う参加事業者か
らの情報照会に的確に応じています。
また、
原子力事業及び除染事業においては、
放射線管理手帳制度を運用しており、最新の
被ばく記録等が事業者により適時追加され、
より的確な個人線量管理の推進に寄与してい
ます。
今後、原子力発電所の廃炉作業や復興拠点
の除染、除染廃棄物の中間貯蔵に係る作業等
の動きに的確に対応します。さらに、医療現
場の放射線業務従事者を含め、登録管理事業
全体の充実と円滑な運用を目標に努力を重ね
ます。
放射線防護及び利用に関する調査研究で
は、昨年委員の任期が改まったICRPの活動
を支援し、活動情報を関係者と共有します。
放射線審議会のもとでICRP2007年勧告の調査
が始まっているので、この事業も国の放射線
管理規則制定に寄与をすることができます。
放射線影響に関する知識の普及・啓発及び
研究活動への奨励・助成事業は長年にわたる
協会の実績を踏まえつつ継続し、影響研究の
さらなる発展に貢献します。放射線影響科学
を推進する優れた人材の支援と顕彰は未来と
過去を繋ぐ有意義な事業と位置づけています。
協会は、今後とも放射線影響研究に係る科
学技術の進展と国民保健の増進に寄与するこ
とを目指して、積極的に社会に貢献してまい
る所存です。
平成30年が平和で穏やかな年となり、協会
と関係各位が高く元気に飛翔することをお祈
りいたします。本年も、旧年同様、皆様のご
鞭撻・ご支援をお願い申し上げます。
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国際放射線防護委員会
（ICRP）
第4回 国際シンポジウム
（放射線防護システム）
の概要
（公財）放射線影響協会
猪飼

第 4 回ICRP国際シンポジウム（放射線防護
システム）と第 2 回欧州放射線防護研究週間
（ERPW）の合同会合が2017（H29）年10月10-12
日にパリで開催された。
筆者は、
（公財）放射線影響協会の公益事業
のひとつであるICRPに関連した「放射線の防
護及び利用に関する調査研究」の一環として
上記合同会合に参加した。
以下、第 4 回ICRP国際シンポジウム（放射
線防護システム）の概要について報告する。
１．はじめに
ICRPでは、放射線防護システムに関心
のある 人 達を 対 象に2011年から 2 年毎に
「ICRP国際シンポジウム（放射線防護シス
テム）」
を開催してきた。
第1回 2011.10.24-26 ベセスダ 米国
第2回 2013.10.22-24 アブダビ UAE
第3回 2015.10.20-22 ソウル 韓国
ICRP国際シンポジウムは、ICRPが勧告
する放射線防護システムについてICRP委
員から直接話を聞くことができ、放射線防
護システムの運用のみならず、その背景と
なっている論理や倫理について誰でも学
ぶことができる 機 会として 開 催されてい
る。これまでのICRP国際シンポジウムは
単独で開催されてきたが、今回（第4回）は
MELODI＊1会長からの強い要請で、欧州で
毎年開催されるERPWとの合同開催となっ
た。
今回のICRP国際シンポジウムは、ICRP
の 5 つの委員会、すなわち第1委員会（C1）
＊1

：Multidisciplinary European Low Dose Initiative（低
線量放射線リスク研究を精力的に進めるための
欧州プラットフォーム）
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正身

から旧第5委員会（C5）の役割に相当する
5 つの セ ッ シ ョ ンに 分けられ、 それぞれ
のセッションの内容に即した５つの欧州
プ ラ ッ ト フ ォ ー ム（MELODI, EURADOS,
EURAMED, NERIS, ALLIANCE）との合同
セッションが開催された。
以下に各セッションのICRP委員の講演
概要を紹介する。
２．第 4 回ICRP国際シンポジウム（放射線防
護システム）
の概要
（1）OPENING CEREMONY
Jean-Christophe Niel（フランスの放 射
線 防 護・ 原 子 力 安 全 研 究 所（IRSN）会
長）
、Claire Cousins（ICRP 議長）
、Jacques
Repussard（ 欧 州 プ ラットフォ ー ムの 代
表）
、Daniel Iracane（OECD/NEA 副会長）
、
Emilie Cariou（フランス議会科学技術選択
評価局メンバー）によるWelcome speech が
あった。

写真１

OPENING CEREMONYの様子

ICRP議長であるClaire Cousins女史から
次のようなスピーチがあった。
＜ICRPの実績と刊行物の無償化＞
ICRPはこれまでに環境防護、新委員
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会の役割、獣医医療の放射線防護につい
て 検 討してきた。 また、 支 援 機 関の 拡
大、シンポジウムの隔年開催、放射線防
護教育ツールのウェブ公開、初期50年間
（1928-1978）の刊行物の無償化を行って
きており、無償化の範囲についてはさら
に広げる方向で検討している。無償化の
範囲を広げるためには、2018年末までに
50万ユーロ（約6500万円）が必要であり、
皆様方からの援助が必要である。
＜新勧告の刊行はまだ先＞
最 新の 勧 告であるPub.103は、 科 学、
倫理、社会的価値、経験を基礎にしたも
のであり、放射線安全基準、法律、ガイ
ダンス、実施計画などの策定に世界中で
使われている。放射線防護システムにつ
いては、まだ明確にすべき点や説明すべ
き 点がいくつかあることを 認 識してい
る。新しい基本的な勧告を今すぐ出すつ
もりはない。被ばく状況や被ばく区分、
がん・悪性疾患・組織反応間の影響区分、
線量限度とりわけ組織反応に関する線量
限度について今後とも検討を継続して行
く。
＜表彰制度の策定＞
放 射 線 防 護に 多 大なる 貢 献をされ、
ICRPの名誉委員であり、1977-1985年に
ICRP議長を務められた故 Bo Lindell氏に
ちなんでBo Lindell Medalを 制 定し、 放
射線防護の発展に貢献した者を表彰して
行く。第1回目の表彰はICRP 90周年記念
の2018年に実施し、その後は2年毎のシ
ンポジウムで実施して行く。
2018年10月にスウェーデンのストック
ホルムでICRP 90周年記念の祝賀会が催
され、ミニシンポジウムも開催される。
＜ICRPの今後の活動＞
ICRPは、運営の近代化や放射線防護
に関連する他の機関との連携を図ってお
り、社会との関わりも広げている。今後
とも、継続して最新の科学を調査検討し
て、関連する勧告を出していく。また、
今後直面する放射線防護の課題にも対応
して行く。
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＜キュリー夫人の名言＞
Nothing in life is to be feared, it is only to be
understood.
Now is the time to understand more, so that
we may fear less.
Marie Curie
（人生に恐れるものは何もない。理解す
べきものがあるだけである。
今はもっと理解する時である。そうす
れば、恐れも小さくなるだろう
マリー キュリー）
（2）EURADOS & ICRP SESSION
この セ ッ シ ョ ンの 副 題はAdvances in
Dose Coefficients（ 線 量 係 数の 進 展）で
あり、ICRP第 2 委 員 会（C2）から 3 名、
EURADOSから 3 名がそれぞれ15分ずつ
の講演を行った。
ICRP-C2からの講演内容
① C2の活動状況
The Mandate and Work of ICRP
Committee 2 on Dose from Radiation
Exposure,（John Harrison; ICRP MC &
C2 Chair, UK）
線量当量や実効線量を評価するため
の線量係数や体内に取り込まれた放射
性核種の移行モデルに関するC2の最
近の取組状況についてこれまでに刊行
された線量係数に触れながら紹介され
た。
線量係数には、実効線量と臓器・組
織に対する線量当量に関するものがあ
り、放射性物質の取込みによる内部被
ばくにはSv/Bq intake、 外 部 被ばくに
ついてはSv/fluenceまたはSv/air kerma
が使われる。
C2に関連して、これまでにタスク・
グループ（TG）から6つのレポートが出
され、ICRPから8つの刊行物が出され
ている。今後は、ファントムや線量係
数に関連する5つの刊行物を出す計画
である。
② 新メッシュ型ファントムと緊急時等
における線量評価への適用
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モデルの開発に取り組んできており、
ここ数年は、モデルの改良に注力し、
臓器や組織への取込みや滞留及び排泄
について生理学的により現実的なモデ
ルにしようと努力している。
その中で、
C2とタスクグループ（TG95）は、新し
い生理動態（bio-kinetic）モデル（放射性
物質の取込みから組織への沈着に関す
るモデル）
、線量係数、モニタリング
方法及びバイオアッセイデータ（排泄
物などの分析により、体内に取り込ま
れた放射性物質を評価する方法）につ
いて 検 討を 行 っ ている。 内 部 被ばく
に関する過去の主な刊行物はPub.30シ
リ ー ズとPub54,68,78であり、 それら
の報告書には内部被ばく評価モデルの
ほか個々の元素とそれらの放射性同位
体データが提供されている。

New Mesh-type Phantoms and their
Dosimetry Applications Including
Emergencies,（Chan Hyeong Kim; ICRP
C2, Korea）
C2（TG103）が構築した新メッシュ型
成人コンピュータモデルファントム
（新メッシュ型ファントム）について紹
介された。

写真 2

ボ ク セ ル フ ァ ン ト ム（ 左）と 新 型
メ ッ シ ュ 型 フ ァ ン ト ム（ 右）
（Chan
Hyeong Kim氏発表資料）

新メッシュ型ファントム（写真２右）
はこれまでのボクセルファントム（写
真２左）を高品質のメッシュ型に改良
したものであり、実効線量の計算に必
要な全ての目標組織を備えており、消
化器系や呼吸器系組織の薄い組織層に
も対応している。新メッシュ型ファン
トムは自由に変形させることができる
ので、身長の違いや姿勢の違いに対応
した緊急時被ばく用の線量係数を計算
することができる。新メッシュ型ファ
ントムについての刊行物は、2018年に
一般意見の募集を行い、2019年には刊
行する予定である。
③ C2のタスクグループ（TG95）内部被ば
く線量係数
ICRP Task Group 95 Internal Dose
Coefficients,（François Paquet; ICRP C2,
France）
C2のTG95の役割と内部被ばく評価
に関する刊行物について紹介された。
ICRPはこれまで 内 部 被ばくの 評 価
2018. 1, No.94



（3）MELODI & ICRP SESSION
このセッションの副題はEffects, Risk,
and Detriment at Low Dose and Low DoseRate（低線量及び低線量率における影響、
リスク、損害）であり、ICRP第1委員会
（C1）から２名及びMELODI, NIH, IARC,
ASNから各１名がそれぞれ15分ずつの講
演を行った。
ICRP-C1からの講演内容
① 放射線影響に関するC1の役割と作業
The Mandate and Work of ICRP
Committee 1 on Radiation Effects,
（Werner Ruhm; ICRP MC & C1 Chair,
Germany）
TGの内容を含めてC1の活動状況が
紹介された。
ICRPの最終的な目標は、電離放射
線の利用に過度な制限を加えずに人を
放射線によるがんや疾患及び放射線に
関連する影響から守ることであり、且
つ 環 境も 防 護することである。ICRP
には現在C1 ～ C4の 4 つの委員会があ
り、そのうちC1は「放射線影響」を担
当しており、現在、がん・遺伝的疾患
（確率的影響）
の誘発リスク、放射線影
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響のメカニズム及びリスク、重篤度
（severity）、組織・臓器損傷の誘発メ
カニズム、組織影響について議論して
いる。また、あらゆる組織レベルで考
慮される細胞レベルの仕組み（DNA）
、
細胞、組織、動物、人、公衆について
も 検 討している。 さらにC1では 高 自
然放射線地域、子供のCT、放射線感
受性、遺伝子配列・発現を解明する技
術（sequencing and omics technologies）
、
放 射 線 防 護に 関する 遺 伝 子 発 現 学
（epigenetics）の課題にも取り組んでい
る。
現在、DDREF（線量・線量率効果係
数）についてTG91で議論し、個人の放
射線感受性と循環器系疾患について
は 2016 年 か ら そ れ ぞ れ Working Party
（WP）で取り組んでいる。
② α線によるがんリスク
Cancer Risk following Alpha Emitter
Exposure,（Margot Tirmarche; ICRP C1
TG64 Chair, ASN France）
α 線によるがん リ ス クについてC1
のTG64で検討されている内容が紹介
された。
ICRPは公衆が核燃サイクルから受
けるかもしれないラドン娘核種やウラ
ン、プルトニウムによる被ばくに関す
る科学的な刊行物を検討している。こ
の検討に当たっては、対象臓器・組織
に注目した線量評価モデル、疫学、統
計学、デトリメント（損害）の計算分野
の専門家が貢献している。生涯にわた
る肺がんリスクを比較するために、現
在、ラドン娘核種とプルトニウム及び
外部被ばく（γ線）による肺がんリスク
の検討シナリオが提案されている。
ラドンによるリスクについては、評
価、管理、線量評価についてそれぞれ
刊行物を出してきた。現在の課題は、
公衆や原子力界の外にいるディシジョ
ンメーカーとのコミュニケーションに
ついてであり、研究面においては、肺
がん以外のリスクや子供の被ばくに関
6



するリスクについてである。
プルトニウムによるリスクについて
はSellafieldとMayakの合同解析や不確
実性検討からのより多くの結果が近い
うちに出されることが期待される。
原子力作業者のウラン被ばくについ
ては、ウラン形態による被ばくを検討
できる調査は数件だけであり、ウラン
に伴う特定のがんリスクを定量化する
ためにはより 多くの 調 査が 必 要であ
る。
（4）EURAMED & ICRP SESSION
この セ ッ シ ョ ンの 副 題はAdvanced
Radiotherapy: Benefits and Radiation
Protection due to Developments in Imaging,
New Technologies, and Stratification（高
度化放射線治療：イメージング、新技
術、層別化の開発のための便益と放射線
防護）であり、ICRP第 3 委員会（C3）から
１名及びルーヴァン・カトリック大学
（べ
ル ギ ー）から 2 名、 その 他EURAMED,
MD Anderson Center（米）
, University
Clinic of Wuerzburg（独）から各１名がそ
れぞれ15分ずつの講演を行った。
ICRP-C3からの講演内容
医 療における 放 射 線 防 護に 関する
ICRP第3委員会の役割と作業
The Mandate and Work of ICRP
Committee 3 on Radiological Protection
in Medicine,（Colin Martin; C3 ViceChair, UK）
刊行物の内容に触れながらC3の役
割と活動内容が紹介された。
C3は、放射線が医療検査、治療、
生物医療研究に使われる時の人と胎児
の防護及び獣医師の医療における防護
について検討している。委員会はこれ
らの領域における勧告、ガイダンスを
出してきた。これまでに、コーンビー
ムCT、イオンビーム放射線治療、小
児科放射線検査・介入における放射線
防護についてドキュメントを刊行して
きた。また、医療イメージングにおけ
る検査参考レベルについても2017年末
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には刊行される予定である。さらに、
ブラキセラピー（放射性物質を患部の
近くにおいて治療する放射線治療）に
おける放射線防護、医療イメージング
における正当化、放射線薬剤治療にお
ける放射線防護、個人の放射線感受性
に関係する医療における放射線防護及
び実効線量の適切な使用についてのド
キュメントを現在準備している。
将来的には、医療イメージングにお
ける最適化、放射線治療における日常
的なイメージングに関する放射線防
護、水晶体及び心血管系の防護、検査
及び介入処置における過大被ばくや予
期しない被ばく、運動能力に関わる体
内成分評価への電離放射線の使用、高
線量イメージング処置における患者の
線量評価及び防護の高度化、獣医医療
における放射線防護について検討して
行く。
（5）NERIS & ICRP SESSION
このセッションの副題はPost-Accident
Recovery（事故後復旧）であり、ICRP第4
委員会（C4）から１名及びNERIS, 福島医
大, 奈良先端科学技術大学, IRSN, アイル
ランド環境保護庁（EPA）から各１名がそ
れぞれ15分ずつの講演を行った。
ICRP-C4からの講演内容
ICRP勧告の実施におけるC4の新しい
役割と作業
The New Mandate and Work of ICRP
Committee 4 on Implementation of
the Commission's Recommendations,
（Donald Cool; ICRP MC & C4 Chair,
EPRI, USA）
C4の 役 割、 放 射 線 防 護 シ ス テ ム、
作業計画について紹介があった。
C4は、 あらゆる 被ばくに 対する 人
と環境の放射線防護に関する原則と勧
告を 担 当している。 現 在は、 次の 5
つの主題がある。1.現存被ばく状況に
おける防護システムに関する報告の準
備、2.緊急時被ばく状況における防護
システムに関する作業の継続及び福
2018. 1, No.94



島第一事故の知見の更新、3.倫理原則
を含む防護勧告の基礎の検討、4.放射
線防護システムへの環境防護の展開、
5.委員会勧告を採用する時に役立つ追
加情報に関するトピカルレポートの継
続的な準備。
特に、緊急時被ばく状況の検討にお
いて、今後は、大型原子炉以外の緊急
時、さらには、ペットや家畜の扱い及
び放射線事故で影響を受ける経済活動
に対する情報提供についても取り組ん
でいく。
また、放射線防護の基礎の検討にお
いて、今後は合理性（Reasonableness）
と許容性（Tolerability）
、さらには、C3
と共に医療倫理についても取り組んで
いく。
（6）ALLIANCE & ICRP SESSION
この セ ッ シ ョ ンの 副 題はIntegrated
Protection of People and the Environment
（ 人と 環 境を 統 合した 防 護）であり、
ICRP第1委員会（C1）から１名、第4委員
会から２名、及びALLIANCEから２名、
IAEA他から2名がそれぞれ15分ずつの講
演を行った。
① ICRP-C1からの講演内容
日本から見た人と環境を統合した防護
Integrated Protection of People and
the Environment; The View from
Japan,（Kazuo Sakai; ICRP C1, Tokyo
Healthcare University, Japan）
福島の放射線レベルと人々の不安、
福島事故の環境への影響、人の防護シ
ステムと環境の防護システムの類似点
と相違点について紹介があった。
福島第一原子力発電所事故から6年
半経つが、まだ現存被ばく状況地域が
存在している。事故前よりも線量が高
いことが住民の不安となっている。事
故後、環境生物でいくつかの異常が報
告されているが、それが放射線による
ものかどうかは未だ明らかになってい
ない。これは、放出された放射能が生
物多様性の維持や種の保全または健康
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や生息地域の状況を脅かすほどのもの
ではないことを意味している。これは
環境防護における注目点である。環境
防護システムは人に対する防護と同様
のアプローチで開発された。標準動物
や標準植物は標準男性、標準女性と同
様の方法で被ばくや線量と関連付けて
導入された。
標準動物や標準植物もまた生物への
影響と線量（線量率）レベルとの関連付
けのツールとして使うことができる。
人の防護と環境防護の違いのひとつ
は、人への影響は線量で計り、環境へ
の影響は線量率で計ることである（写
真３）
。

写真 3

人と環境に対する放射線防護の考え
方
（酒井一夫氏発表資料）

福島第一事故は放射線防護システム
に 関するいくつかの 課 題をもたらし
た。そのひとつが環境防護であり、人
の防護と環境防護の違いを考慮するこ
とが人と環境の両方に対する放射線防
護システムを導いて行くことになる。
環境防護の基準として誘導考慮参考
レベル（Derived Consideration Reference
Levels; DCRLs）が 提 唱されている。
DCRLsは標準動物や標準植物の個体
に電離放射線による有害な影響がいく
らかでもありそうと思われる範囲を線
量率のバンドで示したものであり、環
境防護における努力レベルの最適化の
参考基準として使える。
また、人の防護と環境の防護でのも
う一つの相違点はそれぞれの防護の目
的である。環境防護の目的は2007年勧
8



告（Pub.103）に記載されており、その
主な目的は、
「生物多様性の維持と種
の保全」
である。
② ICRP-C4からの講演内容
a. 環境放射線防護の放射線防護システ
ムへの統合
Integration of Radiological Protection
of the Environment into the System
of Radiological Protection,（Kathryn
Higley; ICRP C4, Oregon State
University USA）
刊行物の内容に触れながら、環境
の放射線防護の進め方について紹介
があった。
ICRPは、2005年に 環 境の 放 射 線
防護を担当する第５委員会（C5）を
立ち 上げた。C5では 環 境における
放射線防護と人に対する放射線防護
の調和を検討し、
2007年に標準動物・
植物（Reference Animals and Plants）
とそれらのデータを勧告した。
また、
その他の刊行物で計画、現存、緊急
時被ばく状況への反映の仕方、線量
評価の改良、放射線の種類に対する
荷 重 係 数などを 記 述した。ICRPは
人と環境に対する放射線防護を各委
員会のタスクの観点で発展させよう
としており、2016年に2017年7月 以
降の委員会を見直し、C1-5の5委員
会からC1-4の4委員会に変更した。
C5が担当していた環境防護に関
する検討は、今後、各委員会で次の
ように 取り 組まれる。C1： 細 胞 レ
ベルから生態系までの放射線影響、
C2：人と環境の両方に対する放射
線被ばく線量、C3：獣医医療を含
む 医 療における 放 射 線 防 護、C4：
統合された方法による委員会勧告の
適用
b. 異なる被ばくシナリオへの統合され
た取組み方法の展開
Implementation of the Integrated
Approach in Different Types of
Exposure Scenarios
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David Copplestone（ICRP C4 / Stirling
University, UK）
計画、現存、緊急時における環境
防護システムの適用及びガイダンス
等を出すために参考としている事例
について紹介があった。
ICRPが認識している3つの被ばく
状況（計画、現存、緊急時）にICRP
の放射線防護システムの原則をどの
ように取り入れるかについて、現在、
TG105で検討が進められている。
計画被ばく状況については、公衆
と人以外の生物の両方を防護するた
めの単純化された定量的な基準をい
かに取り入れるかについて探索して
いる。すなわち、人に対する線量拘
束値から標準人を使って求めた放射
性物質の放出率と誘導考慮参考レベ
ル（DCRLs）から標準生物を使って
求めた放射性物質の放出率を考慮し
て空気中、水中及び土壌中の最大放
射性物質濃度を決めていく。
現存被ばく状況については、復旧
時にとられる方策の策定時には特に
動植物への潜在的な影響をよく理解
する必要がある。放射線と非放射線
両方の結果を理解することが方策決
定には重要だろうと考えている。線
量率については、標準動物や標準植
物の個体に電離放射線による有害な
影響がいくらかでもありそうと思わ
れる範囲を線量率のバンドで示した
DCRLsの上限の線量率が線量率低
減対策における最低限の目標となる
（写真４）。人に対しての線量限度及
び参考レベルに相当する。
緊急時被ばく状況については、人
以外の生物の被ばくを低減する方法
はほとんどないかもしれないが、人
以外の生物に対する潜在的な影響を
理解することは意見を述べたり、情
報を提供したりするうえで重要だろ
うと考えている。
C4では、核実験場跡、ウラン鉱山・
2018. 1, No.94



写真 4

現存被ばく状況における環境に対
する放射線防護
（David Copplestone氏発表資料）

製錬場、ラジウム汚染地域の例を参考
に、
“do more good than harm”
（傷害よ
りも良いことを行う）という基本的倫
理原則をどのように取り入れるか、放
射線影響と非放射線影響をどのように
扱うか、 もし、 野 生 生 物のDCRLsを
超えてはいるが人への影響は特にない
場合に何をするか、緊急時被ばく状況
から現存被ばく状況に移行した地域や
早急な防護処置が必要な地域などの複
合的な状況において何をすべきか、環
境防護をいかにALARAに取り込むか
などを検討している。
（7）CLOSING CEREMONY
① Concluding Remarks
Claire Cousins（ICRP）、Jacques
Repussard（ERPW）から今大会終了の
あいさつがあった。
② Presentation
a. Cameron Jeffries（ARPS, Australia）
オ ー ス ト ラ リ アARPSのCameron
Jeffries氏から2019年にオーストラリ
アのアデレードで開催が予定されて
いる次回の第 5 回ICRP国際シンポ
ジウムの紹介と参加への呼びかけが
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写真 5

大会関係者の記念撮影

あった。
b. Ivica Prlic（IMI, Croatia）
クロアチア IMI のIvica Prlic氏か
ら来年クロアチアのロビニで開催予
定のERPW 2018の 紹 介と 参 加への
呼びかけがあった。
③ Concluding remarks and farewell
今年の合同会合のホスト役である
Jean-Chritophe Niel（IRSN）から今大会
の終了とお別れのあいさつがあった。
３．所感
今大会は、ICRPの国際シンポジウムと欧
州放射線関連プラットフォームの年大会であ
るERPWとの初の合同大会であり、両大会を
同時に経験できる貴重な機会であった。今回
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の合同大会への参加は、
（公財）
放射線影響協
会のICRPに関連した「放射線の防護及び利用
に関する調査研究」のミッションとして参加
したので、大会参加中はICRPのセッション
を中心に聴講した。
今大会に参加して強く印象づけられたこ
とは、欧州において放射線リスクや放射線
防護に関する研究が幅広く組織的に展開さ
れていることであ っ た。 欧 州では、ICRPの
第Ⅰ委員会から旧第5委員会に相当する5つ
の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム（MELODI, EURADOS,
EURAMED, NERIS, ALLIANCE）が活動して
いる。EURADOSでは、
線量評価のためのファ
ントムの開発まで手掛けており、ICRPのファ
ントム開発を進めている第2委員会（C2：線
量評価）から連携の呼びかけまであった。欧
州プラットフォームのICRPへの貢献度がい
かに大きいかが容易に想像できる。
また、ICRPのセッションにおいて興味深
かったことは、人の放射線防護と環境の放
射線防護を如何に統合して行くのかという
ことについて、標準動植物の役割も含めて
丁寧に解説していただいたことである（上記
ALLIANCE & ICRP SESSIONの 項を 参 照）
。
これによって旧第 5 委員会
（環境防護）
の検討
内容に関する筆者の断片的な知識が整理さ
れ、理解が深まった気がした。
次に、今後のICRPの活動については、第
3 委員会（C3：医療放射線防護）の検討内容
が放射線・放射性物質を使った医療技術の発
達に伴い、患者の放射線防護が今後ますます
重要となり、特に子供のCT検査や個人の放
射線感受性といったセンシティブな課題に取
り組んでいくなど医療に関わる放射線防護の
重要性について認識を新たにした。
以上
（2017.10.25 記）
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ICRP/ERPW 2017 に参加して
（公財）
放射線影響協会

古田

裕繁

ICRP/ERPW 2017 参加者の集合写真

前記事（猪飼著）でも紹介されているよう
に、第 4 回ICRP国際シンポジウム（放射線防
護システム）と第 2 回欧州放射線防護研究週
間（ERPW）の合同会合が2017年10月10 ～ 12
日にフランス、パリ郊外ディズニーランド近
傍で開催されました。会場となったのは、
ディ
ズニーランドホテルの１つニューポートベイ
クラブの会議場でした。合同会合ということ
もあり、参加者も約550名近くで、大変に盛
況でした。
会場となったディズニーホテルの１つ

放射線疫学センターからは、古田と工藤が
会合に参加し、各々ポスター発表・意見交換
を行い、情報収集を行いました。また、工藤
はその後13日に、世界原子力協会と電気事業
連 合 会との 会 合Radiation Protection Working
Group（RPWG）において、Shore論文について
講演し、意見交換を行いました。
古田の『原子力発電所等放射線業務従事者
のリスク推定に及ぼす線量率の効果』のポス
ター発表（内容は別記事P○を参照）では、日
本では退職後も住民票によって生死追跡がで
きていることに興味がもたれ、管理部門担当
2018. 1, No.94



者からは累積線量と線量率とどちらが大事な
のかとの質問があり、線量率についての関心
の高さを伺わせました。また、低線量率と高
線量率のリスク係数の違いが、喫煙や従業者
特性の分布を反映した結果となっていないか
チェックしておく必要があるとの貴重なコメ
ントもいただきました。
また、工藤の『我が国の放射線業務従事者コ
ホートにおける喫煙調整済み放射線リスク推定
値』のポスター発表については、喫煙情報の取
得方法、喫煙調整の方法、教育年数が交絡要
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因となる理由、企業規模によって死亡率が異
なる理由、放射線以外の物質のリスク推定な
どについて活発に質疑が行われました。
その他の発表では、原子力規制庁伴委員の
その他の発表では、原子力規制庁伴委員の

その他の発表では、原子力規制委員会伴委
『福島第一原発事故後の避難からの教訓』に
『福島第一原発事故後の避難からの教訓』に
員の『福島第一原発事故後の避難からの教訓』
ついて、この事故によって原子力の専門家は
ついて、この事故によって原子力の専門家は
について、この事故によって原子力の専門家
国民の信頼を失っており、これを取り戻すこ
国民の信頼を失っており、これを取り戻すこ
は国民の信頼を失っており、これを取り戻す
とが大きな課題であるとのプレゼンが簡明で、
とが大きな課題であるとのプレゼンが簡明で、
ことが大きな課題であるとのプレゼンが簡明
視聴者に非常に好評でした。
視聴者に非常に好評でした。
で、視聴者に非常に好評でした。
近年大きな関心を集めている医療被ばくに
近年大きな関心を集めている医療被ばくに
近年大きな関心を集めている医療被ばくに
関連して、エリザベス・カーディス女史が、
関連して、エリザベス・カーディス女史が、
関連して、エリザベス・カーディス女史が、
小児を対象とした CT
CT による健康影響につい
による健康影響につい
小児を対象とした
小児を対象としたCTによる健康影響につい
ての合同解析が
IARC
で行われており、コホ
ての合同解析が IARC で行われており、コホ
ての合同解析がIARCで行われており、
コホー
ートは 100
100 万人、総人年は
万人、総人年は 950
950 万、総死亡数
万、総死亡数
ートは
トは100万
人、 総 人 年は950万、 総 死 亡 数は
は12,000
12,000人であるとの発表が注目されました。
人であるとの発表が注目されました。
は
多くの分野の話題が取り上げられましたが、
12,000人であるとの発表が注目されました。
多くの分野の話題が取り上げられましたが、
一つ、防護における個別化のアプローチの話
多くの 分 野の 話 題が 取り 上げられました
一つ、防護における個別化のアプローチの話
が目立った気がします。
が目立った気がします。
が、一つ、防護における個別化のアプローチ
の話が目立った気がします。
今回久しぶりにフランスに出張して、気づ
今回久しぶりにフランスに出張して、気づ
いた点を記します。近年のテロ等の治安情勢
いた点を記します。近年のテロ等の治安情勢
今回久しぶりにフランスに出張して、気づ
を反映してか、武装警官をよく見かけます。
を反映してか、武装警官をよく見かけます。
いた点を記します。近年のテロ等の治安情勢
夢の国であるディズニーランドの前で自動小
夢の国であるディズニーランドの前で自動小
を反映してか、武装警官をよく見かけます。
銃を提げてパトロールしている姿は不釣り合
銃を提げてパトロールしている姿は不釣り合

古田の発表ポスター
古田の発表ポスター
古田の発表ポスター
いで、ちょっと驚きました。また、このため
いで、ちょっと驚きました。また、このため
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夢の国であるディズニーランドの前で自動小
銃を提げてパトロールしている姿は不釣り合
いで、ちょっと驚きました。また、このため
駅などにコインロッカーはほとんど見かける
駅などにコインロッカーはほとんど見かける
駅などにコインロッカーはほとんど見かける
ことはなく、
これには若干不便を感じました。
ことはなく、
これには若干不便を感じました。
ことはなく、
これには若干不便を感じました。
フランスは鉄道が発達しています。シャル
フランスは鉄道が発達しています。シャル
フランスは鉄道が発達しています。シャル
ルドゴール空港からディズニーランド・パリ
ルドゴール空港からディズニーランド・パリ
ルドゴール空港からディズニーランド・パリ
まで、在来線ならパリ市内経由で 11 時間以上
時間以上
まで、在来線ならパリ市内経由で
まで、在来線ならパリ市内経由で
1 時間以上
かかりますが、
直通で新幹線 TGV
TGV が走ってお
が走ってお
かかりますが、
直通で新幹線
かかりますが、直通で新幹線TGVが走ってお
り約
10 分で到着します。この
分で到着します。この TGV
TGV の料金が
の料金が
り約
10
り約10分で到着します。このTGVの料金が定
定額ではなくて、乗車日時によって、また、
定額ではなくて、乗車日時によって、また、
額ではなくて、乗車日時によって、また、買
買う時によって異ることに違和感を覚えまし
買う時によって異ることに違和感を覚えまし
う時によって異なることに違和感を覚えまし
た。最終日帰国便までの待ち時間にパリ近郊
た。最終日帰国便までの待ち時間にパリ近郊
た。最終日帰国便までの待ち時間にパリ近郊
までフランス国鉄
SNCF の快速電車に乗った
の快速電車に乗った
までフランス国鉄
SNCF
までフランス国鉄SNCFの快速電車に乗った
時も、往きと帰りで不思議なことに料金が異
時も、往きと帰りで不思議なことに料金が異
時も、往きと帰りで不思議なことに料金が異
なりました。
なりました。
鉄道でもう一つ不思議なことは、TVG
の乗
なりました。
鉄道でもう一つ不思議なことは、TVG
の乗
車ホームが
10 分前にならないと表示されな
分前にならないと表示されな
鉄道でもう一つ不思議なことは、TVGの乗
車ホームが
10
いことです。普通電車も同様で、ターミナル
いことです。普通電車も同様で、ターミナル
車ホームが10分前にならないと表示されない
駅で出発ホームが表示されるのは約
20 分前
分前
駅で出発ホームが表示されるのは約
20
ことです。普通電車も同様で、ターミナル駅
で、表示が出ると、待っていた乗客が争って
で、表示が出ると、待っていた乗客が争って
で出発ホームが表示されるのは約20分前で、
走っていきます。どのような運行システムな
走っていきます。どのような運行システムな
表示が出ると、待っていた乗客が争って走っ
のか興味があります。
のか興味があります。
ていきます。どのような運行システムなのか
興味があります。

工藤の発表ポスター
工藤の発表ポスター
工藤の発表ポスター
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国際交流助成の概要紹介

日本放射線影響学会第60回大会における招へい講演のご報告
今岡 達彦
群馬大学 大学院医学系研究科・大学院教育研究支援センター 柴田 淳史
（国研）
量子科学技術研究開発機構

一般社団法人日本放射線影響学会（理事長・
藤堂剛 大阪大学教授）は、放射線の人体と環
境に与える影響およびこれに関する諸科学の
進歩に寄与することを主な目的として、昭和
34年に設立された学会です。第 1 回東京大会
から始まり、平成29年の千葉大会で第60回と
いう節目を迎えました。
大会の概要
第60回大会は、明石眞言大会長（量子科学
技術研究開発機構執行役）のもと、平成29年
10月25日
（水）から28日（土）までの 4 日間、京
葉銀行文化プラザ（千葉市）において開催され
ました。筆者（今岡）は実行委員長を仰せつか
りました。大会テーマは「生命を護るもの、
攻めるもの、放射線」とし、節目を記念すべ
き大会であることから、会期を例年より 1 日
延ばし、 3 日目に第60回大会記念式典を行い
ました。
終わってみれば、海外 5 カ国からの 8 名を
含む、約500名もの参加者がありました。プ
ログラムとしては、3 つの特別講演、20のテー
マに関するシンポジウム・ワークショップ、
多くの一般演題（口頭81題、ポスター 156題）
がありました。若手の発表は優秀演題発表賞
の審査対象となり、13名に賞が贈られました。
最終日には、作家・作詞家のなかにし礼先生
による市民公開講座も開催しました。

（東京大学教授）
、理事長の藤堂剛先生の発案
で、学術的にも面白く学会の歴史も追慕でき
ることを式典のコンセプトとし、 3 つの記念
講演を柱として、学会誌の歴史の紹介などを
織り交ぜる編成をいたしました。
Jeggo博士は世界の一流研究者である一方、
日本との関わりも深い先生です。筆者
（柴田）
もJeggo博士の研究室でお世話になった一人
です。日本でその名を知らない人はいないと
思われるJeggo博士には、式典の目玉となる
講演をお願いしました。また、元学会長であ
る田ノ岡宏先生
（国立がん研究センター）
には
学会の歴史、同じく元学会長の佐々木正夫先
生
（京都大学名誉教授）
には低線量研究につい
て、ご講演をお願いしました。
招へい講演概要
Jeggo博士（写真 1 ）の記念講演のタイトル
は「Evaluating the fidelity with which radiationinduced DNA double strand breaks are repaired」
でした。座長は田内広先生
（茨城大学教授）
が
務められました。

記念式典企画の趣旨
このたび、放射線影響協会より外国人研究
者招へい助成をいただいたのは、60回記念式
典におけるPenny Jeggo博士（英国サセックス
大学）
の記念講演です。
60回記念事業組織委員長である宮川清先生
2018. 1, No.94
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写真 1

講演中のJeggo博士
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写真 2

記念講演の様子

Jeggo博士はDNA二本鎖切断修復において
最も 重 要な 働きをするKu80の 発 見を 初め、
現在の教科書に記載されているDNA修復機
構のもととなる、数多くの発見をされてきた
先生です。
今回の講演では、放射線照射によっ
て生じたDNA二本鎖切断が、どのようにし
て正確に修復されるか、またどのような条件
下において不正確な修復になるかをテーマに
講演していただきました（写真 2 ）。
ヒト細胞は非相同末端連結または相同組換
えのいずれかの経路を用いてDNA二本鎖切
断を修復します。その使い分けは細胞周期で
制御されることが知られ、G1期では非 相 同
末端連結、G2期では非相同末端連結と相同
組換え修復の両方の経路が用いられます。非
常に興味深いことに、Jeggo博士はG2期細胞
においても非相同末端連結が主要な経路とし
て働くことを示されていました。相同組換え
が行われる際、5’-3’向きのDNA末端の削り
込みが 必 要となります。 また、DNA末 端の
削り 込みにはCtIPとMRE11の ヌ ク レ ア ー ゼ
活性が必要であることが知られていました。
Jeggo博 士は、CtIPを 欠 損させた 場 合、 また
はMRE11のエンドヌクレアーゼ活性を阻害
した場合に、相同組換えにより修復されるは
ずのDNA二本鎖切断が、非相同末端連結に
より 修 復されることを 示されました。 また
非相同末端連結のみでDNA二本鎖切断を修
復するG1期細胞においても、相同組換え時
にのみ必要と考えられていたCtIP、BRCA1、
さらにはMRE11エキソヌクレアーゼ活性が
必要であることを示されていました。つまり、
DNA末端の削り込みはG1期とG2期のどちら
においても行われ、「G1期では削り込みを介
14



した非相同末端連結により修復を行い、G2
期では削り込み後に相同組換えに移行し修復
する」
というモデルを提唱されておりました。
また、DNA末 端の 削り 込みを 必 要としない
非相同末端連結はG1期とG2期のどちらにお
いても行われ、放射線照射によって生じた
DNA二本鎖切断の70-85%に相当するとのこ
とです。G1期に削り込みを介した非相同末
端連結が行われた場合、欠失変異が生じると
考えられます。
現 在Jeggo博 士は、Jessica Downs博 士との
共同研究により、次世代シーケンス技術を用
いて放射線照射後の突然変異解析を行ってお
ります。G0/G1期細胞に放射線照射した場合
の変異解析を行うことで、DNA末端の削り
込みを介した非相同末端連結がどの程度ゲノ
ムに変異を導入するかを現在解析中とのこと
です。次世代シーケンス技術を用いたこれか
らのJeggo博士らの研究により、放射線照射
がどのような分子機構を経て、突然変異を生
み出すかが明らかになると考えられます。
Jeggo博士は懇親会（写真 3 ）にも参加下さ
り、日本の研究者と親しく交流されました。
おわりに
Jeggo博 士がこれまで30年 間 以 上 行 っ て
きた研究により、放射線照射が引き起こす
DNA二本鎖切断がどのようにして修復され
るか、その分子メカニズムが大きく明らかに
なってきました。本記念講演は放射線生物影
響の研究に携わる若手研究者にとって大きな
刺激になったのではないかと思います。最後
になりましたが、招へい助成を賜った放射線
影響協会に、心より感謝申し上げます。

写真 3

放影協ニュース

Jeggo博士（中央）と座長の田内先生（左）
及び筆者（柴田、右）。懇親会にて
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放射線影響学会第60回大会におけるポスター発表について
放射線影響学会第 60 回大会におけるポスター発表について
（公財）
放射線影響協会
（公財）放射線影響協会

古田

裕繁

古田裕繁

くなる。
」
「INWORKS等海外のデータで、同
るとわかりやすくなる。」
「 INWORKS 等海外の
じ方法で試してみるとどのような結果になる
データで、同じ方法で試してみるとどのよう
か興味がある。
」
などのコメントが寄せられま
な結果になるか興味がある。」などのコメント
した。
が寄せられました。
今後も引き続き、研究を発展させていく予
今後も引き続き、研究を発展させていく予
定です。
定です。

日本放射線影響学会第60回大会が10月25日
から28日にかけて 千 葉 市において 開 催され
日から 28 日にかけて千葉市において開催され
ました。これに出席し、放射線影響協会が
ました。これに出席し、放射線影響協会が行っ
行っている放射線疫学調査の分析結果につい
ている放射線疫学調査の分析結果について、
て、「原子力発電所等放射線業務従事者のリ
「原子力発電所等放射線業務従事者のリスク
スク推定に及ぼす線量率の効果」の演題でポ
推定に及ぼす線量率の効果」の演題で ポスタ
スター発表・意見交換を行
ー発表・意見交換を行いました。
いました。
この 研究 の 目的 は、 例
この研究の目的は、例え
えば、同じ累積線量 40mSv
ば、同じ累積線量40mSvで
でも、年 20mSv を 2 年間
も、 年20mSvを2年 間 被ば
被ばくしたのと、年 2mSv
くしたのと、 年2mSvを20
を 20 年間被ばくしたのと
年 間 被ばくしたのとでは、
では、確率的なリスク は
確率的なリスクは異なるの
異なるのではとの問題 意
ではとの問題意識の下で、
識の 下で 、 Time Windows
Time Windows アプローチ
アプローチという方法 を
という方法を用いて、累積
用いて、累積線量を被 ば
線量を被ばくした年線量率
くした年線量率に基づ い
に 基づいて、 低い 線 量 率
て、低い線量率の累積 線
の 累 積 線 量dLと 高い 線 量
量 dL と高い線量率の累積
率の累積線量dHに2分割し
線量 dH に 2 分割して、dL
て、dLとdHの リ ス ク 係 数
と dH のリスク係数を比較
を比較することです。結果
することです。結果は 、
は、極めて低い年線量率に
極めて低い年線量率に 由
由来する累積線量は、高い
来する累積線量は、高 い
線量率に由来する累積線量
線量率に由来する累積 線
に比べると、異なる線量反
量に比べると、異なる 線
応を示すことを示唆してい
量反応を示すことを示 唆
ます。
しています。
この発表に対して、参加
この発表に対して、 参
者から、
「 「高い線量率の
高い 線 量 率の 累
加者から、
積線量のリスク係数βHが、
累積線量のリスク係数
β
区分点を変えてもほぼ一定
H が、区分点を変えてもほ
であるのは面白い。
」
「横軸
ぼ
一定であるのは
面白
を累積線量にして線量反応
い。」「横軸を累積線量に
の形で表せるとわかりやす
して線量反応の形で表
せ
日本放射線影響学会第 60 回大会が 10 月 25

1
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今回の学会は 12 の会場において発表が同時
進行で行われ、それ以外にもポスター発表、企
業展示が行われる等、非常に大規模なものでし

第76回日本公衆衛生学会総会への参加報告

た。発表内容も疫学から医療制度、人材育成等
多岐にわたり、興味深い発表が多々ありました。
（公財）
放射線影響協会

筆者は「難病・障害の医療と福祉」のセッショ
工藤 伸一
ン に も 参 加 し ま し た が 、 こ こ で
第76回日本公衆衛生学会総会が10月31日
（火）～ 11月2日（木）の日程で鹿児島市内の宝
山ホール、その他の会場において開催されま
した。筆者は「放射線業務従事者調査でみら
れた被ばく線量と生活習慣等との相関（中間
集計）
」
のタイトルで口頭発表を行い、発表後
には累積線量と喫煙率との相関等について質
疑応答を行いました。
今回の学会は12の会場において発表が同時
進行で行われ、それ以外にもポスター発表、
企業展示が行われる等、非常に大規模なもの
でした。発表内容も疫学から医療制度、人材
育成等多岐にわたり、興味深い発表が多々あ
りました。筆者は「難病・障害の医療と福祉」
のセッションにも参加しましたが、ここでは

は難病に罹患するということがどういうことな
難病に罹患するということがどういうことな
のか、難病患者を支援するために医療・介護の
のか、難病患者を支援するために医療・介護
の現場ではどのようなことが行われているの
現場ではどのようなことが行われているのか、
か、といった他の学会では聞く機会が少ない
といった他の学会では聞く機会が少ない貴重な
貴重な報告に接することができました。

報告に接することができました。
1

参加者が多いこと、発表内容が多岐にわ
たっていること等、次年度以降の継続参加が、
放射線疫学調査結果の広報の観点から有用と
感じました。今後とも調査内容の発信に向け
て邁進する所存です。（了）
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環境放射能除染学会誌への論文掲載について
放射線影響協会

放射線従事者中央登録センター

小
はじめに
環境放射能除染学会誌、Vol.5,No3,pp. 227234,2017に「除染等業務従事者等被ばく線量
登録管理制度の運用について」のタイトルで
論文が掲載されましたので、その概要を報告
します。なお、本論文は、2016年 7 月 6 日～
7 日に福島市で開催された、環境放射能除染
学会 第 5 回研究発表会・国際シンポジウム
の場において講演をした際に、座長のご推薦
を頂いて投稿の運びとなったものです。
論文概要
1 ）制度の発足と背景
除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制
度は、除染等業務従事者等の被ばく線量の一
元管理を行い、被ばく前歴の把握を確実に行
うと共に、被ばく線量記録及び除染電離健康
診断記録の散逸防止を目的として2013年11月
15日に発足しました。制度の運営は、放射線
従事者中央登録センターが主体となって実施
しています。
2 ）制度参加状況・登録状況
2017年 3 月31日現在、384の事業者（休止
中 9 事 業 者を 含む）が 本 制 度へ 参 加し、 約
380,000件の 定 期（ 四 半 期）線 量 登 録と 約
170,000件の記録引渡しが行われています。
3 ）被ばく線量分布
2012年から2015年にかけて被ばく線量分布
集計対象地域における除染等業務従事者数は
約11,000人から 約40,000人に 増 加しました。
集計された従事者の約95％が年間被ばく線
量3mSv以下であり、約80％が年間被ばく線
量1mSv以下でした。また、年間平均線量は
0.5mSvから0.7mSvの範囲でした。
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2015年に従事した除染等業務従事者等の分
布は、60歳から64歳の年齢層が最も多く、全
体の約97％が男性でした。登録人数の最も多
い作業地域は飯舘村、川俣町、南相馬市、浪
江町が含まれる地域で、
全体の約64％でした。
2015年の被ばく線量分布と、通常運転及び
定期検査工事が行われていた2009年度におけ
る原子力発電所業務による被ばく線量分布を
比較した場合、合計人数、従事者の平均線量、
従事者の最大線量のいずれも除染等業務に従
事した者の方が低い結果でした。
研究発表会における講演
福島県文化センターで行われた研究発表
会・国際シンポジウムでは、放射性物質の発
生源対策や除染計画・除染技術など多様な
テーマについて合計121編の発表があり、積
極的な議論が交わされていました。筆者の発
表は、 6 日の最終セッション内最後の発表で
はありましたが、多くの方にお集まり頂き、
除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度
の運用状況や、除染等業務従事者の被ばく線
量の実態をお伝えすることが出来ました。
おわりに
除染特別地域における面的除染は、2017年
3 月31日に終了しました。今後、本制度で取
り扱う主な業務は、一部フォローアップ除染
の他、除染等業務で発生した汚染土や廃棄物
を管理する中間貯蔵施設に関する業務へと移
行していきます。今後も除染関連事業の進展
に応じて適切に対応し、制度の運用に努めて
まいります。
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ICRP調査・研究連絡会 平成29年度第１回連絡委員会
「外部招聘専門家を交えての意見交換」
を開催
企画部

スク評価と管理の事例」

我が国はじめ世界各国では、従来から、国

村山武彦：東京工業大学社会理工

際放射線防護委員会（ICRP）による勧告・

学院教授

報告に基づき、それぞれの国内における放射
線防護法令等を整備し放射線安全を確保して

（4）ICRP 委員及び外部専門家とのフリー
ディスカッション

きているところです。

（ICRP 委員）甲斐倫明、酒井一夫、

放射線影響協会では、放射線影響に関する
調査・研究も事業の柱としており、ICRP の勧

小笹晃太郎、佐藤達彦、

告や報告等について調査・研究する ICRP 調

細野眞、本間俊充

査研究連絡会を組織し活動を行っています。
この連絡会は、定例の連絡委員会として

（外部専門家）村上道夫、村山武彦
（5）会場との質疑応答・意見交換

ICRP 各委員会における検討・審議の状況に
関する情報交換等を行ってきておりますが、

（内容概要）

平成 27 年度より新たな取り組みとして、外

はじめに甲斐 ICRP 委員から放射線防護の

部の専門家を招聘し、ICRP 委員及び連絡会

考え方の変遷についてご講演を戴きました。

の連絡委員が様々な視点から意見交換・議論

次に、村上福島県立医大准教授から食品・水・

を行う会を開催しており、今年度は下記の通

大気等の環境分野における安全基準の考え方

り開催しました。

及びリスク管理について放射線防護分野と対
比してご講演を戴き、村山武彦東工大社会理
記

工学院教授からアスベスト汚染を対象とした
リスク評価と管理について国内外の実例を交

１．日時

平成 29 年 12 月 27 日（水）

えてご講演を戴きました。

14 時 00 分～ 16 時 20 分
２．場所

これら講演の後、甲斐 ICRP 委員の進行に

御茶ノ水・東京ガーデンパレスホ

より、上記２名の外部専門家と ICRP 委員が

テル

壇上にて質疑・意見交換等のフリーディス

３．プログラム

カッションを行いました。最後に会場参加者

テーマ：
「化学物質などの環境安全と放射
線安全の考え方についての討論」
進

との質疑応答、意見交換が活発に行われ、会
が終了しました。

行：甲斐倫明 ICRP 委員

（1）講演「放射線防護の考え方の変遷」
甲斐倫明：ICRP 委員
（2）講演「環境分野と放射線防護分野にお
ける安全基準とリスク管理」
村上道夫：福島県立医大准教授
（3）講演「アスベスト汚染を対象としたリ

18
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放射線疫学調査へのご協力のお願い

低線量放射線による健康への影響を明らかにするために
あなたの協力が必要です
放射線疫学調査へのご協力のお願い

放射線影響協会では、新しい放射線疫学調査に向け
放射線影響協会では、新しい放射線疫学調査に向
けて、調査協力の意思確認調査（同意調査および生
て、調査協力の意思確認調査（同意調査および生活
活習慣等調査）を実施しています。
習慣等調査）を実施しています。

 □対象者は、
対象者は、①現在、原子力発電施設等で放射線
①現在、原子力発電施設等で放射線業務に従事し
業務に従事しておられる方（従事者登録をし、
ておられる方（従事者登録をし、放射線管理手

放射線管理手帳をお持ちの方）、および、②かつ
帳をお持ちの方）、および、

て、放射線業務に従事したことがある方です（退
②かつて、放射線業務に従事したことがある方で

職者を含みます）。


す
（退職者を含みます）。

調査書類は、平成 27 年度末から平成 29 年度に

□調査書類は、平成27年度末から平成29年度にかけ

かけて、
順次、事業者を通して配布する方法と、
て、順次、
郵送の２つのルートでお届けします。
①事業者を通して配布する方法と、
調査書類が届きましたら、ご協力をお願いします。
②郵送の2つのルートでお届けします。


調査協力の意思確認調査書
類
調査協力の意思確認調査書類

現在、当協会以外にも、次のように、他機関による放射線業務従事者等を対象とした
調査書類が届きましたら、ご協力をお願いします。
□この調査は原子力規制庁委託調査で、原子力規制庁のホームページにも協力のお願いが掲載
「同意」を求める各種調査も行われていますので、放射線影響協会が実施している同
されています。
意確認調査であることをご確認の上、ご協力をお願いします。
□現在、当協会以外にも、次のように、他機関による放射線業務従事者等を対象とした
・放射線影響協会実施：放射線疫学調査の同意確認（原子力規制庁委託調査） 「同意」
を求める各種調査も行われていますので、放射線影響協会が実施している同意確認調査であ

・放射線影響研究所実施：緊急時作業者の疫学調査の同意確認（厚生労働省委託調査）
ることをご確認の上、ご協力をお願いします。

・原子力規制庁実施：緊急時作業被ばく線量限度引き上げの同意確認
・放射線影響協会実施：放射線疫学調査の同意確認

□他機関実施
・放射線影響研究所実施：緊急時作業者の疫学調査の同意確認
（厚生労働省委託調査）
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【活動日誌】
○企画部
12月27日 平成29年度第 1 回ICRP調査・研究
連絡委員会
第一部（ICRP各委員会における最
近の動向・主たる論点等）
第二部（外部専門家を交えての意
見交換）
○放射線従事者中央登録センター
10月30日 第１回放射線管理手帳高度化ワー
キンググループ
（現状手帳の構成・記載項目等、
過去の手帳検討の概要等）

放影協ニュース
編集・発行

日

誌

11月30日

第120回被ばく線量登録管理制度
推進協議会
（平成30年度事業計画及び収支予
算、新規放射線管理手帳発効機関
の認定等）

○放射線疫学調査センター
12月26日 第 5 回放射線疫学調査 調査研究
評価委員会
（意思確認調査の進捗状況、臓器
線量構築検討状況等）
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