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放医研の人材育成 

   放射線による人体への影響、人体の障害の予防、 

診断、治療並びに放射線の医学的利用等に関する  

研究者、技術者等の養成及びその資質の向上を図

る ために必要な研修課程等を、社会的ニーズや国

からの要請に応じて実施。 
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平成２３年度研修内容 
研 修 名 研修日数 定員 実施回数 

放射線看護課程 ５日間 ３０ ５回 

放射線防護課程 ５日間/１０日間 １２/１２ １回 

医学物理コース ５日間/９日間 １５/１５ １回 

画像診断セミナー ２日間 １５ １回 

NIRS被ばく医療セミナー ３日間 ２０ １回 →  ３回 

NIRS放射線事故初動セミナー ３日間 ２０ １回 → ２回 

海上原子力防災研修 ３日間 － １回 

放射線影響・防護基礎課程 ５日間 ２０ １回 

放射線影響・防護応用課程 １０日間 ２０ １回 

緊急被ばく医療指導者育成コース ３日間 ２０ １回 

個別ｶﾘｷｭﾗﾑ｢放射線生物学へのイザナイ｣ ３日間 ２０ １回 

個別ｶﾘｷｭﾗﾑ｢放射線とﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」 ３日間 ２０ １回 

NIRS-IAEA-REAC/TS Training Course ４日間 ２４ 追加 

放射線健康リスク管理のための研修会 １日 ６０ 追加 

文部科学省「原子力人材育成等推進事業費補助金」の助成による研修 
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福島原発事故を受けて開催された研修 



放射線防護関連の研修 
・放射線看護課程（年５回、受講者１２１名（１５７名）） 
  放射線医療に関係する看護師が対象。放射線の基礎・放射線の人体に対する影

響・放射線の防護・放射線診療患者の看護などについての基礎知識・技術を与え、
看護師が放射線に対する理解を深め放射線に正しく対処することにより、放射線
看護の向上を図る。 

 

・放射線防護課程（年１回、受講者１３名） 
  放射線管理業務を行っている者や放射線を取扱っている者あるいはその予定者

および放射線取扱主任者試験合格を目指す者が対象。密封、非密封の放射性同
位元素を使用する事業所等、あるいは放射線発生装置を使用する事業所等にお
いて必要となる放射線防護、放射線管理に関する物理、化学、生物、測定、管理、
法令等の知識と技術を講義、および実習を通して習得する。 

 

・放射線健康リスク管理のための研修会 
（受講者１０５名（１９８名）） 

  保健所職員や地方自治体の環境管理担当者等の地域社会で情報発信や健康相
談を担当する者が対象。放射線の基礎、放射線の健康影響、放射線防護につい
ての知識を習得する。   
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医療関連の研修 

・医学物理コース（年１回、受講者３２名） 
  理工系・医療技術系の大学院修士課程を修了した方並びに治療の実務経験を

有する診療放射線技師、若しくはこれらと同等の経験または学力のある者、特に

医学物理士や放射線治療品質管理士の認定を近い将来受けようと考えている者、

医学物理士もしくは放射線治療品質管理士を目指す者が対象。医学物理士や放

射線治療品質管理士をめざす方に必要となる放射線物理や医学の基礎的事項

を放射線医学総合研究所の特徴を活かした講義・実習を通して短期間で習得す

る。 
     

・画像診断セミナー（年１回、募集中） 
  医療機関 （大学も含む） の研究者、技術者、医療従事者、生物学、生化学、薬理

学、化学、工学等のバックグランドを持ち分子イメージング技術に興味のある者
が対象。PET (Positron Emission Tomography) を中心とした画像医学関連分野
の知識の醸成とPETを用いた病態解明、診断と治療評価、医薬品開発などへの
有用性を広く理解する。  
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緊急被ばく関連の研修 

・NIRS被ばく医療セミナー 
（２３年度は３回、受講者４５名（６９名）） 

  被ばく医療に当たる医師、看護師、診療放射線技師、その他の病院職員を対象に放
射線による被ばくもしくは放射性物質による汚染事象が起きた際の現場での対応、
医療施設での被災者の受入れ対応などについて知識と技能を習得し、各機関での
中心的役割を担える人を養成する。  

  

・NIRS放射線事故初動セミナー  
（２３年度は２回、受講者４４名） 

  消防・救急、警察などを含めた初動対応者、搬送関係者、放射線利用施設の防災・
安全担当者、自治体関係者を対象に放射線による被ばくもしくは放射性物質による
汚染事象が起きた際の現場での対応、被災者の搬送などについて高度な知識と技
能を習得し、各機関での中心的な役割を担える人を養成する。 

 
・NIRS-IAEA-REAC/TS Training Course（受講者２４名） 

  被ばく医療機関の医療従事者や警察・消防・自衛隊等の初動対応者を対象に汚染
事象発生時の現場対応、被災者の医療施設受入れ対応等について知識と技能を習
得し、各機関での中心的役割を担える人材を養成する。  
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・放射線影響・防護基礎課程（年１回、受講者１９名） 
・放射線影響・防護応用課程（年１回、募集中） 
  原子力（放射線含む）分野に興味を持つ学部学生、大学院生および原子力（放

射線含む）分野の企業に就職して間もない社会人の方が対象。原子力人材の
育成に必要となる放射線影響、防護、放射線管理に関する基礎的素養である
物理、化学、生物、測定、管理、法令等の知識と技術を講義と実習を通して習
得する。 

 

・緊急被ばく指導者育成コース（年１回、受講者２４名） 
  若手医師、看護師、診療放射線技師等の医療関係者および医療系大学院に

在籍する学生で将来緊急被ばく医療の指導的立場に立つ者が対象。放射線事
故に関する緊急被ばく医療の基礎的知識や病院対応について習得して緊急被
ばく医療への動機付けとすると共に、将来、被ばく医療において指導的立場に

立つ人材を養成する。   
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原子力人材育成等推進事業補助金による研修 



・個別カリキュラム「放射線生物学へのイザナイ」 
                       （年１回、受講予定１９名） 
  卒業研究を開始しようとする学生で、今後大学院等専門課程等において放射線

生物学関連分野を専攻しようとする者が対象。原子力人材の育成に必要となる
放射線生物学および関連学科の意義を講義と実習を通して習得する。 

 

・個別カリキュラム「放射線とリスクコミュニケーション」 
                       （年１回、受講予定２０名） 
  理数系で放射線に関する知識を有し、放射線を取り扱う研究室に配属予定、大

学院等専門課程等において関連する分野を専攻する学生、また、小・中・高等学
校の教員を志す学生が対象。関連分野の人材の育成に必要となる放射線の基
礎、実習、最先端の施設見学を通じ、放射線に関する知識を習得し、分かりやす
く伝えられるノウハウを習得する。 
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原子力人材育成等推進事業補助金による研修 



研修棟および研究交流施設 
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研修棟 研修生控室 講義室 

ＲＩ実習室 測定室 暗室 

研究交流施設 

室内 

放射線管理
区域（２F） 

１F 



実習風景 
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非密封ＲＩ取扱実習 スペクトル解析実習 

内部線量評価演習 

緊急被ばく医療処置 

放射線事故時の救助 

Ｘ線実習 



平成２３年度受講状況  H23.12.16現在（年度末） 
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研 修 名   対 象 者 人数 

放射線看護課程 看護師 121（157） 

放射線防護課程 研究者、技術者等 13 

医学物理コース 理工系大学院修士課程修了者並びに診
療放射線技師等 

32 

画像診断セミナー 診療放射線技師等 （15） 

ＮＩＲＳ被ばく医療セミナー 緊急被ばく事故時での医療関係者等 45（69） 

ＮＩＲＳ放射線事故初動セミナー 緊急被ばく事故時での消防などの初動対応者 44 

（受託）海上原子力防災研修 海上保安官 10 

放射線影響・防護基礎課程 原子力分野に興味ある学生・院生及び就
職間もない社会人 

19 

放射線影響・防護応用課程 原子力分野に興味ある学生・院生及び社会人 （20） 

緊急被ばく医療指導者育成コース 緊急被ばく事故時での医療関係者等 19 

｢放射線生物学へのイザナイ｣ 放射線生物学分野に興味ある学部学生 （19） 

「放射線とリスクコミュニケーション」 放射線関連分野に興味ある学部学生 （20） 

*NIRS-IAEA-REAC/TS Training Course 緊急被ばく事故時での医療関係者等 24 

*追加研修 



受講者数の推移 
（追加研修は含まない） 
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                        研 修 名   
受講者数 

２２年度 ２３年度 

放射線看護課程 179 121(157) 
放射線防護課程 24 13 
医学物理コース 35 32 

画像診断セミナー 15 (15) 
 NIRS被ばく医療セミナー 26 45(69) 

NIRS放射線事故初動セミナー 25 44 
（受託）海上原子力防災研修 10 10 
放射線影響・防護基礎課程 19 19 
放射線影響・防護応用課程 中止 (20) 

緊急被ばく医療指導者育成コース ― 19 
個別カリキュラム｢放射線生物学へのイザナイ｣ ― (19) 

個別カリキュラム「放射線とリスクコミュニケーション」 ― (20) 
合  計 333 303(437) 
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研修課程受講者数の推移     
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23年度末 
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