
年頭挨拶……………………………………………………１

協会の使命（協会の目的）、経営理念、行動指針の

　制定について………………………………………………… 3

第 3 回欧州放射線防護研究週間（ERPW）に参加して… … 4

平成28年度……研究奨励助成金交付研究の紹介… ………… 7

日本放射線影響学会第61回大会に参加して…………… 9

自由さんぽ　学校給食に従事した思い出………………10

（公財）放射線影響協会からのお知らせ…………………11

主要日誌……………………………………………………12

◆◆◆目　　次◆◆◆

　新年明けましておめでとうございます。本
年は元号が改まる特別な年になりますが、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、国内外で大きな災害が発生しました。
また、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）が大企業や
大学、スポーツ界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。
　今年は亥年、「亥」は草木の生命力が種の中
に閉じ込められた状態を表すといわれます。
覚えやすいように「猪」が当てられます。猪は
十二支の最後の動物で、「猪突猛進」の成句が
あるように突進力がつよい反面、犬に負けな
い優れた嗅覚を持ち、神経質で用心深い一面
があるとされています。新しい時代に向けて
力を蓄えつつ、周囲の状況に用心深く気を配
り、必要な時には猛進を辞さない姿勢で迎え
る年なのでしょうか？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 つの公益事業、（ 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。
　
　公益事業（ 2 ）を担当する放射線疫学調査セ
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
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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
については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 7 万人
を超える方々からご協力いただける旨のご回
答をいただくことができました。
　今後はご協力いただけた方のデータを基に
解析の対象となる集団を設定することになり
ますが、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基に、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。
　
　公益事業（ 4 ）を担当する放射線従事者中央
登録センターは、昭和52年11月に原子力施設
等で働く放射線業務従事者の被ばく線量など
の放射線管理情報を登録、保管するために設
立されました。以来、国から被ばく線量等の
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すると共に、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

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30年 9 月末までの累計で約72
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
らの情報照会に適切に対応しています。
　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、
個人線量管理の推進に大きな役割を果たして
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てまいります。
　
　公益事業（ 3 ）である放射線防護及び利用に
関する調査研究では、日本から選出されてい
るICRP委員の活動を支援し、その活動情報
を関係者と共有すると共に知識・情報を一般
向けに解説・公開・周知しています。国際的
枠組みの中で新たに構築された放射線防護体
系であるICRP2007年勧告の国内への取り込
みに関して、放射線審議会のもとで調査が始
まっていますので、本調査研究事業は国の放
射線管理規則制定に寄与することができま
す。

　公益事業（ 1 ）である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、放射線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
人材の支援と卓抜した業績の顕彰は未来と過
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。同時に、公表した経営理念と行
動指針に沿って、公益財団法人としての自覚、
矜持、自浄作用を堅持した運営を心掛けて参
ります。
　新年が平和で穏やかな年となり、協会と関
係各位が元気に高く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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協会の使命（協会の目的）、経営理念、行動指針の制定について

企画部　

　公益財団法人放射線影響協会は、平成30年

10月18日付で「協会の使命（協会の目的）、経

営理念、行動指針」を制定しました。

　これは、協会に勤務する従業員一人ひとり

が共有し、経営及び個々の業務を進めていく

上で絶えず念頭において判断の拠り所として

いくものです。

　協会では、これまでも同様の考え方に沿っ

て業務を進めてまいりましたが、今回の制定

を機にあらためてこれらの使命等を胸に刻

み、今後の協会業務の的確な推進に努力して

まいりますので、引き続きよろしくお願い申

し上げます。

使命（協会の目的）

　公益財団法人放射線影響協会（協会）は、放

射線影響に関する調査研究及び放射線業務従

事者等の放射線被ばく線量等に関する登録・

管理等を行うことにより、原子力・放射線利

用の進展と国民保健の増進に寄与します。

経営理念

　コンプライアンスの実践と個人情報の保護

に努め、社会のニーズに応える価値の創造と

国内外への積極的な情報発信を行うことによ

り、合理的に達成可能な放射線被ばく低減に

寄与します。

（コンプライアンスの実践、個人情報の保護）

　○法律に定められた内部統治に則して公益

法人として健全な運営を行うと共に、個

人情報の保護を確実に実施します。

　　　　　　　　　

（社会のニーズに応える価値の創造、国内外

への積極的な情報発信）

　○低レベル放射線の個人被ばくデータ等を

蓄積する被ばく線量登録管理制度の一層

の充実・進展をはかり、社会のニーズに

応える価値を創造すると共に、放射線業

務従事者の適切な放射線防護管理に役立

つ情報の提供に努めることにより、合理

的に達成可能な放射線被ばく低減に寄与

します。

　○疫学的手法を用いた低レベル放射線の人

体への影響の解明等に努め、社会のニー

ズに応える価値を創造すると共に、必要

な情報を国内外へ積極的に発信すること

により、また、放射線影響に関する調査

研究の奨励を図ることにより、合理的に

達成可能な放射線被ばく低減に寄与しま

す。

行動指針

　私たちは、使命を達成するため、業務遂行

にあたって以下を行動指針とします。

（1）誠実に対処します。

（2）個人情報を大切に扱います。

（3）事実に基づいて行動します。

（4）本質を見極め簡潔に考えます。

（5）内外との連携・調和・協働を大切にしま

す。

（6）社会のニーズに的確に対応します。

（7）科学技術の進展を活用します。
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第3回欧州放射線防護研究週間（ERPW）に参加して　

（公財）放射線影響協会　

浅野　智宏　

　第 3 回欧州放射線防護研究週間（European…

Radiological…Protection…Research…Week…:…ERPW）

が10月 1 日～ 5 日の間、クロアチアのロヴィ

ニで開催され、放射線従事者中央登録セン

ターから浅野と小川が、放射線疫学調査セン

ターから古田が会合に参加しました。

　中央登録センターからは、福島第一発電所

事故後の環境の除染に従事した作業者の被ば

く線量について、疫学センターからは疫学調

査の生死及び死因の追跡に係る過去の死亡者

の情報が欠落していることが及ぼす影響（サ

バイバル・バイアス）について、ポスターセッ

ションで対応しました（ポスターについては

当協会のホームページでご覧いただけます）。

　ERPW会合には欧州の出席者を中心として

34ヵ国・約250人が参加しました。オープニ

ングセレモニーの後、欧州のプラットフォー

ムの代表者等からそれぞれの活動の総括的な

報告がありました（欧州のプラットフォームと

プロジェクトの関係は図に示すとおりです）。

　MELODI関連では、放射線感受性の定義も

含めた検討が行われていること、放射線への

反応の個人レベルでの影響のメカニズム、健

康リスクの評価の不確かさ等について、現状

のレビューの状況が報告されました。

　Euramed関連では、医療へのAIの適用に関

する現状について報告されました。欧州では

医療分野へのAIの利用が活発であるとの印

象を受けました。

　NERISとALLIANCE関連では、健康影響の

モニタリングに対しては放射線防護の観点だ

けでなく、社会的・倫理的な変化への対応が

必要であること、原子力緊急時における環境

モニタリング技術の高度化への対応の重要性

が報告されました。

　EURADOS関連では、外部被ばくに関する

ICRP/ICRUの新しい実用量の提案の概要及び

その適用に当たっての課題等について報告さ

れました。ICRPとICRUの両委員会において、

パブリックコメントを踏まえた改訂版が検討

中であり、測定への影響等にも対応していく

必要がある旨が提案されました。

　

　 2 日目・ 3 日目は、 4 つの会議室に別れて

パラレルセッションが行われ、それぞれのプ

ロヴィニ中心部

オープニングセレモニー

欧州のプラットフォーム

第 回欧州放射線防護研究週間 に参加して

公財 放射線影響協会

浅野 智宏

第 回 欧 州 放 射 線 防 護 研 究 週 間

が 月 日～ 日

の間、クロアチアのロヴィニで開催され、放

射線従事者中央登録センターから浅野と小

川が、放射線疫学調査センターから古田が

会合に参加しました。

中央登録センターからは、福島第一発電

所事故後の環境の除染に従事した作業者の

被ばく線量について、疫学センターからは

疫学調査の生死及び死因の追跡に係る過去

の死亡者の情報が欠落していることが及ぼ

す影響 サバイバル・バイアス）について、

ポスターセッションで対応しました ポス

ターについては当協会のホームページでご

覧いただけます 。

ロヴィニ中心部

会合には欧州の出席者を中心として

約 人が参加しました。オープニングセ

レモニーの後、欧州のプラットフォームの

代表者等からそれぞれの活動の総括的な報

告がありました 欧州のプラットフォーム

とプロジェクトの関係は図に示すとおりで

す 。

オープニングセレモニー

欧州のプラットフォーム

関連では、放射線感受性の定義も

含めた検討が行われていること、放射線へ

の反応の個人レベルでの影響のメカニズム、

健康リスクの評価の不確かさ等について、

現状のレビューの状況が報告されました。

関連では、医療への の適用の

関する現状について報告されました。欧州

では医療分野への の利用が活発である

との印象を受けました。

と 関連では、健康影響の

モニタリングに対しては放射線防護の観点

だけでなく、社会的・倫理的な変化への対応

が必要であること、原子力緊急時における
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ラットフォームごとに個別の研究の報告があ

りました。筆者はALLIANCEセッションを中

心に出席しました。

　 自 然 起 源の 放 射 性 物 質（NORM）につい

ては、 各 国とも 多くの 課 題を 抱えており、

ALLIANCEセッションの半分近くの時間を割

いて関連の報告がありました。NORM対応と

しては、10カ国・20機関で構成されるワーキ

ンググループを開催し、今後5年間に実施す

べき事項のロードマップを策定したことが報

告され、続いて各国における個別の課題と対

応状況などが報告されました。同セッション

では、この他、航空サーベイにおける飛行ラ

イン間隔の最適化、原子力事故への備えなど

の緊急時モニタリングに関するSHAMISEN

プロジェクトの検討状況、NGOによる環境

放射線測定のネットワーク化、環境の防護に

関連した動植物の線量評価、環境放射能の実

測値を踏まえた食物連鎖モデルの高度化等に

ついて報告されました。

　MELODIセッションでは、放射線感受性に

関する報告の他、線量反応関係の形、不均一

線量分布の健康影響、生物学の最新の知見と

低線量健康影響、放射線健康影響における遺

伝的および後成的修飾、被ばくのバイオマー

カーなどについて報告されました。

　 4 日目は欧州のCONCERTの枠組みの下で

行われている 9 つのプロジェクトについて今

後の研究計画が報告され、特にステークホル

ダーの関与を考慮しながら進めていくことが

確認されました。また、 5 日目は若手研究者

の日（Young…Scientist…Day）として、各研究機

関の学生やポスドクからそれぞれ取り組んで

いる研究の状況が報告され、シニア層がコメ

ントするセッションが開催されました。日本

においても学会等において放射線防護分野の

若手研究者の育成に取り組んでいますが、欧

州においても同様の状況にあります。

　

　 ク ロ ー ジ ン グ セ ッ シ ョ ンでは、 今 回の

ERPWの活動が総括され、限られた費用を効

果的に活用するため、ステークホルダーと連

携し、若手人材を育成していくことが重要と

の認識が示されました。また、来年は10月14

日～ 18日の間、スウェーデンのストックホ

ルムで第 4 回ERPWが開催されることがアナ

ウンスされました。

　会合への出席を通して、生物影響、医療、

動植物の防護、緊急時対応など、欧州のプ

ラットフォームの下で放射線防護に係る活動

が各国横断的かつ組織的に展開されており、

ERPWの場で分野間相互に情報が共有されて

いる状況を確認することができました。

　

　今回ERPWが開催されたクロアチアのロ

ヴィニは、首都ザグレブから約250kmのイス

トリア半島の西岸に位置する観光地であり、

アドリア海に面する小さな港町です。ローマ

時代からある町でベネチア共和国に支配され

た時代に発展したようですが、その後もオー

ストリアやイタリアの支配下となり、1947年

にユーゴスラビアに併合された後、1991年に

クロアチアとして独立しました。

　町は岬の部分に形づくられ、城壁を巡らせ

た要塞のような形状となっており、旧市街は

石畳の迷路で中世の雰囲気を残しています。

　

　

旧市街は石畳の迷路

旧市街遠景
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　突き出た岬の中心にあるのはカトリック

教会で、尖塔の頂部の聖エウフェミアの像

が60mの高さから町を見下ろしています。ロ

ヴィニは、今もイタリアとのつながりが深く、

町の中の表記はリトアニア語だけでなく、イ

タリア語も多く併記されています。アドリア

海の島から飛行艇に乗って“紅の豚”が飛んで

きそうなところです。

　クロアチアは、EUに加盟していますが、

流通している通貨はクーナ（Kn）（1Kn=約17

円）です。ロヴィニではユーロはほとんど使

えませんでした。特産品は、オリーブオイル、

トリュフ、ジャム、ワインなど。また、2018

年のワールドカップサッカーはクロアチアが

準優勝でしたので、みやげ物屋では有名選手

の名前入りのサッカーユニフォームを多く見

かけました。

　料理は地理的な影響のせいかイタリア系の

料理が多いようです。パスタやピザの店は多

くありました。写真はクロアチアの定番料理

で、チェヴァビというフィンガーハンバーグ

のようなもの。また、港町ですので魚介類の

レストランも多くあります。

　

チェヴァビ

魚介類のミックスグリル

　写真はクロアチアのビール・オジェスコ。

スーパーマーケットでは6…Kn前後（100円くら

い）でしたが、レストランでは30…Knくらいで

した。全体的にすっきりした口当たりのビー

ルで、飲みやすいものでした。

　

　ERPWは、第 1 回が英国オックスフォード、

第 2 回が仏国パリで開催され、第 3 回はクロ

アチアのロヴィニという日本ではあまり馴染

みのないところで開催されました。国際的な

会議と言うと、比較的大きな都市での開催の

イメージがありますが、たまには小さな港町

での開催と言うのもなかなか有意義だと思い

ました。

クロアチアビール・オジェスコ
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放射線照射による“ゲノム不安定性”と“がん化のドライバー変異”に
与える影響の解析

国立がん研究センター研究所　
発がん・予防研究分野　

吉岡　研一　

平成28年度  研究奨励助成金交付研究の紹介

背景
　放射線被ばくは、発がんのリスク要因であ
り、特に“小児甲状腺がんの上昇”に関係する
ことが知られている。一般に、甲状腺がんは
ゲノム不安定性を伴って成人で発症する点に
鑑み、放射線被ばくによる影響には、甲状腺
組織の老化やゲノム不安定性リスクの上昇な
どが考えられる。実際、放射線照射によって
DNA損傷が生じるが、これに応答して細胞
が老化すること、DNA損傷の蓄積はゲノム
不安定性のリスク要因となること、が知られ
ている。また、がんは“ゲノム不安定性と変異”
を伴って発症する加齢関連疾患であることを
併せて鑑み、主な発がんに対するリスク要因
として、DNA損傷の蓄積に伴う“老化”と“ゲ
ノム不安定性リスク”が関与している可能性
が考えられる。
　これまでに我々の研究グループでは、「ゲ
ノ ム 不 安 定 性ががん ド ラ イ バ ー 変 異の 誘
導要因となっている」こと等を報告してき
た1-8。このことを併せて鑑み、放射線で生じ
るDNA損傷に起因した“ゲノム不安定性リス
ク”には、“がんドライバー変異の誘導”が含
まれ、これが発がんリスクに関係していると
考えられる。そこで本研究では、放射線照射
による細胞老化、ゲノム不安定性、がんドラ
イバー変異（特に、ARF/p53経路の変異）への
影響、を明確にすることを目的とした。
　重要なことに、放射線で直接に誘導され
る“DNA損傷”には、二重鎖切断（DSB）、一
重鎖切断（SSB）、活性酸素種（ROS）とこれに
伴うDNA付加体（8oxoG等）や複製ストレス等、
様々なタイプのものが含まれる。このため、
本研究目的の達成のため、最初の問題の一
つが、「どの損傷・付加体・ストレスが、ど
の様にゲノム不安定性・変異誘導に関わる
のか」という点である。これまでの我々の解
析で、直接に放射線で生じたDSBは“一過的
なH2AX発現誘導”に伴って修復される9が（図

１）、その後、修復され難いDSBが、次のS期
に複製ストレスに伴って現れる10ことを認め
た（図２）。一般に、ゲノム不安定性は“複製
ストレスに伴うDSB”に起因して誘導される
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図１　一過的な H2AX 発現誘導に伴う DSB 修復。
　　　放射線照射で生じた DSB は、ATM、SIRT6

に依存的に、一過的な H2AX 発現に伴って
修復される。
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図２　放射線誘導の複製ストレス（修復され難い
DSB）。

　　　放射線で直接に生じた DSB は効率良く修復
される。その後、修復され難い“複製スト
レスに伴う DSB”が現れる。（挿入イメージ
内γ H2AX フォーカス）。
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ことから、この“放射線誘発の複製ストレス”
が、ゲノム不安定性のリスク要因となってい
る可能性が考えられる。そこで本研究では、
放射線で誘導される複製ストレスに起因した

“ゲノム不安定性とがんドライバー変異”に対
する影響の解明を目指した。

方法
　放射線で蓄積したDNA損傷とゲノム不安
定性の関係を、正常MEF（マウス胎仔線維芽
細胞）の不死化過程をモデルとし、放射線照
射によるDNA損傷蓄積への影響を解析した。
ゲノム不安定性はフローサイトメーターによ
るプロイディー異常解析と微小核形成解析
で、がんドライバー変異はARF/p53を標的に
し、MEFの不死化（ARFかp53の変異を伴う）
と、ARFをコードするCdkn2a遺伝子座の欠
失を指標として解析した。
　　
結果
　MEFモデルの解析で、1…Gy程度のγ線照射
後、DNA損傷の蓄積に伴って細胞が老化し、
促進的にゲノム不安定性が誘導され、この背
景で、結果的にMEFの不死化が促進して現
れることを見出した。この過程で“蓄積した
DSB”は、複製ストレスに伴うDSB損傷であ
り、これは、放射線で直接に誘導されたDSB
の修復後に、広く蓄積された。さらに、この
影響は、0.25-2…Gyの間で認められ、本解析
では1…Gyの影響が最大であった。また、5…Gy
よりも強い放射線照射では、不死化の促進は
認められず、継続的な細胞老化あるいはアポ
トーシス誘導が認められた。
　さらに、Arf +/-…MEFモデルで解析したとこ
ろ、放射線で不死化が促進して現れる場合で
も、Cdkn2a欠失を伴って不死化しているこ
とを見出した。以上から、放射線による細胞
老化の誘導過程では、特に、一定線量の放射
線照射条件で、“ゲノム不安定性”のリスクの
高い細胞老化状態が誘導され、これが“がん
ドライバー変異”の誘導要因となっているこ
とを示唆している。
　　
考察
　これらの結果からは、放射線による発がん
に対するリスク要因が、『ゲノム不安定性リ
スクの高い老化した細胞状態の誘導』である
可能性が示唆された。また、“直接にリスク
要因となるDNA損傷”は、『放射線で誘導さ
れる複製ストレスとこれに伴って蓄積した
DSB』と考えられる。

謝辞
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りました公益財団法人放射線影響協会に心よ
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日本放射線影響学会第61回大会に参加して　

放射線影響協会 放射線疫学調査センター　古田裕繁・西出朱美　

　平成30年11月 7 ～ 9 日に、爆心地に近い

長崎市長崎ブリックホールで日本放射線影響

学会第61回大会が開催され、当協会から古田

と西出が参加しました。大会には200人程度

が参加し、 4 つの分科会形式で運営されまし

た。

１　口頭発表について

　「疫学・被曝影響(1)」の分科会において、

古田は「原子力発電所等放射線業務従事者に

おけるICRP/ICRU実用量レポートに準拠した

実効線量の新実用量換算係数の試算」の演題

で口頭発表を行いました。新実用量が採択さ

れた後も、現行の個人線量計を使い続けた場

合、原子力発電所従事者の平均的被ばく条件

の下での、指示値と新実用量の換算係数が、

線量計レスポンス試験結果から線量計タイプ

別に得られたことを説明しました。

　また、西出は「累積線量が50mSv以上の放

射線業務従事者における食事の傾向」の演題

で口頭発表を行いました。現在実施中の生活

習慣等調査の途中結果を用い、累積線量が

50mSv以上（高線量群）の放射線業務従事者で

は、「野菜摂取不足」と「食塩過剰摂取」の食事

傾向が見られ、これらの食習慣はがんリスク

要因になり得ることを説明しました。また、

これらの食習慣が、高線量群のがんリスクを

上昇させている可能性があり、低線量放射線

慢性被ばくとがんリスクの関連を検討する際

には食事について留意する必要があることを

提言しました。

２　その他の発表等について

　長崎の被爆者の関連では、放影研のLSS

（寿命調査）による追跡とは別に、長崎大では

1970年から被爆者手帳保持者の健康状況の追

跡を行っており、皮膚がんと爆心地からの距

離が強い相関を示した結果の紹介がありまし

た。また、最近では被爆者の高齢化（平均年

齢82歳）が進んでいるが、年 2 回の健康管理

が寄与しているのか、非被爆者に比べて死亡

率が低いという報告もありました。

　最新の研究機器・手法を用いた研究として、

父親のみが長崎で被爆した世帯（父親、母親、

子）3 組と、非被ばく者の世帯 1 組を選び、

次世代シークエンサーを用いて遺伝子レベル

で血液細胞の突然変異数を調べた結果、従来

のヒトの遺伝的影響はみられないとの知見同

様、被爆者世帯に突然変異数の明らかな増加

は認められなかったとの報告がありました。

会場となった長崎ブリックホール

放射線専門医師永井隆医師の終の棲家如己堂
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学校給食に従事した思い出　

放射線影響協会 放射線疫学調査センター　西出　朱美

自由さんぽ

　上の写真は、私が初任で学校栄養職員とし

て着任した年度の給食です。「食育基本法」が

制定される10年前のことで、「食育」について

ほとんど知られていませんでした。一方、給

食に携る者はすでに学校給食を「教科書」と意

識し、栄養バランス、適切な食材、及び味付

けを心掛けた「主食・主菜・副菜・汁物」をそ

ろえた給食の提供に努めていました。幸い、

私が初めて勤務した小学校は、校内にある給

食室で調理する「自校方式」を採用しており、

さらに学校栄養職員、調理員、パート職員が

すべて県または市の職員であったため、私は

給食が提供されるまでの殆どの過程に携るこ

とができました。

　

　“決められた給食費の中で季節や地場産に

配慮した食材を発注し、地域の業者が見定め、

質の良い食材を揃えました。食材が納品され

ると鮮度等を確認し、地場産のそら豆やさや

隠元を使用する日は教室に持っていき、子供

達にさやむき等を手伝ってもらいました。そ

の当時は、世間を騒がせた「O-157事件」前で

あり、衛生管理は現在より緩く、鶏1羽の形

を残した鶏ガラは、この年はまだ使われてい

ました。その他、出汁は現在でも使用されて

いるであろう豚骨、昆布、鰹節、煮干し等を

使用しており、化学調味料を使用した記憶

はありません。児童数700人分のカレーやシ

チューのルーも、小麦粉・バターから弱火で

時間をかけて作りました。野菜は、切断機も

ありましたが、なるべく手切りを心掛け、子

供達の食べる様子を思い浮かべながら、嫌い

な野菜もおいしく食べられるように形や大き

さを工夫し切りました。中休みには、決まっ

た子供が調理の様子を覗きにきました。現在

は炊飯器を使用する学校が多いですが、この

時代は大きなお釜でご飯を炊いていました。

ご飯を炊くのに小一時間、蒸らすのに30分か

かり、その間、他の調理での加熱作業が制限

されます。調理工程をしっかりたて、遵守す

ることが、おいしい給食作りのポイントです。

　給食を提供する準備が整うと、私は教室へ

と向かい、配膳の様子を確認しました。給食

時間は12:15 ～ 13:05であり、喫食時間を30

分は欲しい一方、子供達にとって貴重な昼休

みを潰したくありません。給食の配膳が終わ

り、教室では給食室より各クラスへ配布して

いる「給食一口メモ」が日直さんにより読み上

げられます。配膳を終らせた調理員は階段を

小走りに上がって教室に向かい、子供達の喫

食の様子を見に行きます。

　午後は、子どもたちの様子を話しながら、

片付作業、次の日の作業の打ち合わせです。”

　

　昨年、日本の学校給食が賞賛された記事

（Business…insider,…2017）を読んだ時に、こんな

記憶が思い出されました。

平成 7 年度学校給食（写真提供元：独立行政法人
日本スポーツ振興センター）
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（公財）放射線影響協会からのお知らせ　

１．助成・顕彰事業（公募）に係るお知らせ

　当協会は、我が国の科学技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的として、以下

の 3 つの助成・顕彰事業を行っています。皆様のご応募をお待ちしております。

（ 1 ）研究奨励助成金交付事業

研究奨励助成では、大学及び研究機関等において、放射線科学研究の分野における調査・

研究を実施している研究者の研究課題に対して、研究費（図書、消耗品の薬品、器具、実験

材料などの購入費用等）を助成しています。

（ 2 ）国際交流助成事業　【現在募集中】

国際交流助成では、放射線影響に関する国際研究集会等における研究発表等のため海外出

張する研究者、調査研究のため海外の研究機関に派遣される研究者及び我が国に招へいさ

れる優れた外国人研究者に対して、旅費を助成しています。

（ 3 ）顕彰事業（放射線影響研究功績賞・放射線影響研究奨励賞）

　　①放射線影響研究功績賞では、放射線科学研究の分野において顕著な業績をあげた研究者

を、副賞を添え顕彰しています。

　　②放射線影響研究奨励賞では、放射線科学研究の分野において活発な研究活動を行い将来

性のある若手研究者を、副賞を添え顕彰しています。

　なお、詳細は協会ホームページ（http://www.rea.or.jp/）の「助成・顕彰」の項でご確認下さい。

2．放射線管理記録の引渡しについて 

　RI等使用事業者は、法令により従事者の被ばく線量の測定記録および健康診断記録の保存が

法令により義務付けられています。ただし、当該記録の対象者が従事者でなくなった場合又は

当該記録を 5 年以上保存した場合には、国の指定した記録保存機関である当協会へ記録を引渡

すことにより法令上の記録保存の義務が免除されます。また、RI等使用事業所で、RI等の使用

を廃止した場合は、当協会へ記録を引渡すことが義務付けられています。

　当協会では、引渡しを受けた記録を、厳正な管理の下に保管するとともに、記録に関わる本

人からの開示請求等に対応しています。

　なお、廃止措置での記録の引渡しの際に、保存しておくべき記録が紛失のため引渡せないケー

スが発生しておりますので、 5 年以上保存の記録については当協会へ順次引渡すことをお勧め

いたします。

　記録引渡しの手続き、料金等は下記にご相談ください。

記録の引渡しについての連絡先

(公財)放射線影響協会

　放射線従事者中央登録センター…ＲＩ等記録管理課

　電話：03(5295)1790　e-mail：ri@rea.or.jp

　URL：http://www.rea.or.jp/chutou/hikiwatashi.htm
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主　要　日　誌

【人事異動】

○総務部

10月25日　総務部総務課係長（採用）斉藤章記

○放射線従事者中央登録センター

11月 1 日　手帳管理課長（出向採用）小沢友康

11月 7 日　第 1 回水晶体対応ワーキンググ

ループ

　　　　　（元号変更対応、水晶体線量の記

載に係る手帳の改訂等）

11月27日　第 2 回水晶体対応ワーキンググ

ループ

　　　　　（元号変更対応、水晶体線量の記

載に係る手帳の改訂等）

12月 4 日　第122回被ばく線量登録管理制度

推進協議会

　　　　　（平成31年度事業計画及び収支予

算、元号変更対応、 5 年線量の扱

い等）

12月11日　第11回放射線管理手帳高度化ワー

キンググループ

　　　　　（中登DB改修の範囲、関係機関の

役割等）

〇放射線疫学調査センター

12月17日　放射線疫学調査倫理審査・個人情

報保護委員会

　　　　　（共同研究、記載不備回答への対

応について等）

斉藤　章記 小沢　友康

【活動日誌】

○企画部

12月26日　 平 成30年 度　 第 2 回ICRP調 査・

研究連絡委員会

　　　　　（ICRP各委員会における最近の動

向・主たる論点等）

〇放射線従事者中央登録センター

10月11日　第 9 回放射線管理手帳高度化ワー

キンググループ

　　　　　（中登DB改修の範囲等）

11月 6 日　第10回放射線管理手帳高度化ワー

キンググループ

　　　　　（中登DB改修の範囲、関係機関の

役割等）


