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　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総数（10）件

放射性同位元素を含む日用品を「放射性コンシュー
マプロダクト」と呼ぶ。その中で、放射線源が天然
放射性物質であるものを特に「NORM」（Naturally 
Occurring Radioactive Materials) と呼ぶ。この NORM
の存在が、一般人の被ばくに繋がるため、問題となっ
てきている。どこにどのような NORM が存在し、どの
程度の被ばくがあるのかを明らかにしてきている。

中性子放射化分析法を用い、基礎化粧品中に含ま
れる微量元素を分析した。2008 年度は、白金、金、
銀を含むと謳っている化粧品を分析した。中性子放
射化分析法は、極めて高感度な分析法であり、その
検出限界は充分に低かった。

プラスチックシンチレータを液体シンチレーショ
ンカウンターでの測定に用い、クエンチングによる
シフトのない核種同定可能なスペクトルの測定に成
功 し た。 こ の 結 果 は、International Conference on 
Advances in Liquid Scintillation Spectrometry(25-
30May 2008) において口頭発表した。また、どう内
容を、日本放射線安全管理学会において、安全管理
の視点から口頭発表した。

NORM is naturally occurring radioactive material 
found in consumer products. The existence of such 
consumer products in our environment raises the 
radiation exposure dose to users. This has become 
a world-wide issue. I have been studying about 
which consumer products are NORM, how much the 
NORM includes radioactive materials, and how much 
exposure when we use these NORM.

Trace elements included toiletries, such as face 
lotion, were analyzed by neutron activation method. 
In 2008, we measured toiletries which were claimed 
to add Pt, Au and Ag. These elements were analyzed 
with very high sensitivities.

Spectra of low-energy pure beta-nuclides could 
be identified by using plastic scintillator and liquid 
scintillation counter. Spectrum of each nuclide 
suggested the maximum energy at the end point.

・日本保健物理学会誌に論文「ホルミシス化粧品による被曝線量評価」を発表した。本論文は、学会誌編集委
員長による学会賞の推薦を受け、平成 21 年度学会賞 ( 論文賞）を受賞した。

・ 台 湾 に お い て 開 催 さ れ た “The 4th International Symposium on Radiation Education (ISRE08)” に お け
る ポ ス タ ー 発 表 “Presentation of NORM: problems of their being” は、Certification of Merit Stunning 
Prformance( 優秀ポスター賞）を受賞した。

・日本放射線安全管理学会第 7 回学術大会における口頭発表「プラスチックシンチレータを液シンに用い
た 14C と 35S の識別」とポスター発表「プラスチックシンチレータを液シンに用いた 14C,33P,35S 及び
137Cs の識別 ( Ⅱ）」が共に学会賞の候補となり、優秀ポスター賞を受賞した。

・Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry （278（3）、553-557,2008） に “Neutron activation 
analysis of trace elements in Japanese hormesis cosmetics” に掲載された。本論文は、12th International 
Conference on Modern Trends in Activation Analysis(16-21September 2007) における口頭発表をまとめた
ものである。

・Radioactive Consumer Products の一部である NORM(Naturally Occurring Radioactive Materials) に関する意
見が朝日新聞に掲載され（H20,8,5 全国版朝刊、私の視点）、ラジオ生放送出演（2008.10.17J-WAVE JAM 
THE WORLD)、NPO 法人からの依頼による講演等を多数行い、NORM の存在への注意喚起をおこなった。

中性子放射化分析／即発ガンマ線分析／ NORM（ノルム）／放射性コンシューマプロダクト／被ばく線量評価
Neutron activation analysis ／ Prompt gamma ray activation analysis ／
Naturally Occurring Radioactive Material ／ Radioactive Consumer Products ／ Radiation exposure dose
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　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

　◆研究計画

リベラルアーツ（LA) 生命と環境 24 の中の「環境」を担当した。受講生各自が興味を持った環境問題につ
いて調べ、1 講義に 2 名の割合で、調査結果を発表し、デスカッションを行った。

放射線に関わる安全管理概論を 1 年生の実験系学生を対象に行った。講義では、放射線の基礎、メリット ( 利
用のされ方 )、デメリット（被ばく）と放射線事故例を紹介した。放射線測定器（サーベイメータ）とチェッ
キングソースを用いた簡易測定実習を行い、線源からの距離、遮蔽物の存在による放射線の減少、測定器の方
向依存性について学ぶとともに、サーベイメータの使用方法を習得した。

放射線業務従事者として登録した者への、新規教育訓練と再教育訓練を担当した。新規教育訓練では、6 時
間の法定教育プラス 0.5 時間の安全教育（放射線の人体に与える影響：0.5 時間、安全取扱：4 時間、放射線
障害防止法：1 時間、予防規程：0.5 時間、緊急時の対応：0.5 時間）を行った。1 時間の再教育訓練では、法
律に関わる事項を伝達した。

ライフサイエンス専攻の修士学生に対し、放射線の使用に係る講義及び実習を行った。非密封放射性同位元
素の取扱と測定器の詳細について説明後、実際に線源を探す、拭き取りを体験する、液体シンチレーションカ
ウンター、イメージングプレートの正しい使い方について実習を行った。

国内外の化粧品に含まれる微量成分を放射化分析し、安全性に問題が無いかを検証する。このため、原子力
開発機構における放射化分析の権利を確保してある。この研究は、武蔵工業大学、慈恵会医科大学との共同研
究である。

放射性コンシューマプロダクトに含まれる放射性同位元素の素となる鉱石試料の即発ガンマ線による分類を
試みているところである。本研究は、放射線医学総合研究所、慈恵医科大学との共同研究である。
放射性物質を含む日用品、特に天然放射性物質を含む NORM の存在が世界的な問題と成っている。2009 年度
には、IAEA のバックアップの基、中国において NORM 世界会議が開催される予定であり、これに参加を予定
している。この会議での方向性を見極めた後、国内における NORM 規制検討に係っていく予定である。

　放射線に関し、学ぶ機会が極端に少ないと思います。しかし、私たちの生活圏内には、放射性コンシューマ
プロダクトを始めとして、かなりの放射線源があります。実際、2008 年度には文京区における一般の人の被
ばくが報道されました。受験には関係ありませんが、生活に関係ないものではないことを知ってください。科
学的な表現で説明され、実は非科学的な物が身の回りにあふれています。こうした疑似科学に振り回されるこ
と無く、真に有効な生活に役立つ物を見極めることのできる科学的知識を身につけてほしいと思います。




