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発展だけで安全は達成できるものではなく、扱う人に
より危険にも安全にもなる。しかし、安全に対する重
要な判断は最終的に人が判断する。
4. 慣れと自信過剰から、事故は起こる。
5. トラブルや事故には、事前に何らかの兆候がある。
6. 安全は、いざという時いかに早く確実に対処できるか
である。故に、その物の性格を良く知り、愛着を持ち、
86

常に全体を見渡していることが大切である。
7. 以上を心がければ、万一事故が起こっても、最小限に
くい止めることができる。
人間は過ちを起こしやすい存在であり、機械よりもは

伊藤 哲夫

るかに信頼性の低いシステム構成要素であることを自覚
し、様々な角度から、過ちを起こさぬよう各事業所にあ

机上のマニュアルよりまず現場へ

った安全文化を構築し、一人一人が高い安全意識を持ち、
日々業務に従事することが大切である。
1. 何かが起こったら、一番悪い方に行くと思え。悪いこ

我が国は、原子力の平和利用を大前提に、エネルギー

とは重なって起こる。

資源としての原子力利用、医療（診断、治療）、産業、

2. 世の中、起こってほしくないときほどよくトラブルや

農業などの放射線利用を積極的に推進している。

事故が起こるものだ。肝心な時、安全装置や保護回

唯一被ばく国である我が国は、原子力平和利用におけ

路が働かなくなることがよくある。

る安全確保について国民の目は極めて厳しい。原子力・

3. 説明書を読まないと操作できないような安全施設・装

放射線に携わる者は、国民の安心を獲得するため、「絶対」

置は、緊急の場合役に立たない。説明書なしでも自

の安全確保が要求されている。
しかし、安全は、神が与えてくれるものではないので、

然に正しい操作ができる構造、設計が望ましい。
4. どんな安全装置でも最後の大切な操作や確認は、人間

絶対はあり得ない。故に、我々は日々「人間は注意して

が判断して行うこととなる。

も過ちを犯しやすいもの」という認識に立ち、安全への

5. 安全を勝ち取る戦いは、勝てないし、引き分けも、棄

最大の努力を怠ってはならないのである。

権もできない。安全を確保し続けるためには、永久

ゆえに、施設で働く人たちは自らその施設に応じた高
い安全意識を持つことが大切である。安全に対する意識

に努力を続けることが必要である。

の度合いは、能力、性格、探求心、忠誠心、沈着冷静な

世の中には、いじわるな神様がいて、いつも事故を起

判断力など多様な要素に支配されるが、これらの要素は、

こそうとしている。それに勝とうとするには、机上のマ

学習、訓練、教育、対話、労務管理、信頼関係等の向上

ニュアル作りより、現場に出て常にまじめに安全確保の

により、人が犯す危険を回避し、安全性を高めることが

努力をしなければならない。もし万一何かが起きた場合、

できる。我々は、安全確保の努力を永遠にしなければな

たとえ所員や従業員に多少の危険が生じても、一般公衆

らなく、いくらしてもやり過ぎることはない。

の安全確保と被害拡大防止を最優先して行わなければな
らないと考える（警察官や消防署員に類似する）。

でも、そこには、予算、労働力、能力、経験、施設の
規模など様々な面で、おのずから限界がある。しかし、
安全は決してお金がかかるものではないし、お金をかけ
たから安全が増すというものではない。

いとう てつお（近畿大学原子力研究所 教授・所長）

本学では、以下の考え方を理解し、常に念頭において
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行動すれば、いざと言うとき的確な対応が期待できるも
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のと考え、お金のかからない安全教育を取り入れている。
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2. 常に緊張し、安全に対し努力する。
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医療における放射線管理 シリーズ［5］

健康診断〈 その2 記録の管理・事故〉
藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 教授 鈴木 昇一
1）健康診断の記録の管理

ります。この健康診断は，今までの健康診断の結果と比
較することで健康状態の確認や事故による評価、その後

健康診断の記録の管理については、そのつど、記録の
写しを交付するとともに、その記録を保存することとな

の措置等を判断する上で重要となります。

っています。電磁的保存も認められています。

①放射線事故

電離則では、「電離放射線健康診断個人票を作成し30

具体的な放射線事故事例について障防法以外では、

年間保存、ただし、5年間保存した後、厚生労働大臣が

明記されていません。障防法では、次のようになってい

指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。」と

ます。「放射性同位元素を誤って吸入摂取し、または経

しています。

口摂取したとき、放射性同位元素により表面汚染密度

人事院則では、
「永久保存」となっています。そこには、

を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去でき

「但し書き」はありません。障防法では、「記録を保存

ないとき、放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染

する。ただし、従事者でなくなった場合、または、記録

され、または汚染されたおそれのあるとき、実効線量限

を5年間保存した後においてこれを文部科学大臣が指定

度または等価線量限度を超えて被ばくし、またはそのお
それのあるとき。」と

する機関に引き渡すと

健康診断の結果（電離則）

きには、この限りでな

なっています。
②緊急時の措置

い。」と、電離則と内

電離則では、「事業

容は異なりますが、各
事業所での保存を最低

者は、事故が発生した

5年としています。

ときは、その事故によ
って受ける実効線量が

結果の記録について
は、電離則では、個人票

15 m S vを超えるおそ

に記載するようになっ

れのある区域から、直
ちに、労働者を退避さ

ています。個人票の具
体的な項目は、様式第

事業者

せなければならない。」
となっています。その

1号（第57条関係）に記
載されています。障防

際、事業者は、それら

法では、文章として「健

の区域を標識によって

医師の意見聴取
（健康診断の日から3ヶ月以内）

康診断のつど、実施年

個人票に記載

明示し、労働者をその

月日、対象者の氏名、

区域に立ち入らせない

健康診断を行った医師

ような措置をとらなけ

名、健康診断の結果、

本人に通知

健康診断の結果に基づ

労働基準監督署署長に提出

に、事業者は、
「速やか
に、その旨を当該事業

いて講じた措置を記録し、

場の管轄労働基準監督

対象者に配布する。」と
記載されています。

ればなりません。さら

放射線障害、おそれのある場合には業務の配置換えなどの措置

署長に報告し、該当す
る労働者に、速やかに、

医師からの意見聴取
について、電離則では健康診断の日から3ヶ月以内に行い、

医師の診察又は処置を受けさせなければならない。」と

その意見を個人票に記載することとなっています。結果

なっています。これらの事項は記録し、5年間保存しな

は、遅滞なく労働者に通知するとともに、所轄の労働基

ければなりません。

準監督署長に提出しなければなりません。事業者には、

3）まとめ

放射線障害が発生した場合、従事者の被ばく低減を図り、

健康診断の記録の管理は、他の線量管理などと同じで、

健康保持のために必要な措置を課しています。

厳しい法令に合致させる必要があります。記載項目につ

2）事故などによる緊急時の健康診断

いては、電離則では見本がありますが、障防法には、項

基本的にどの法令の適用下であっても事故などにより

目のみで見本がありません。また、医療では放射線事故

被ばく、あるいは被ばくを受けた恐れがあるときは緊急

で重篤な障害を従事者が直接被ることはほとんどありま

時として速やかに健康診断を実施しなければなりません。

せん。しかし、医療以外の場で放射線障害が発生し、そ

緊急時における健康診断の実施項目について、原則とし

の人達が医療現場に搬送されることを想定し、従事者の

て問診、および全ての検査又は検診項目を行う必要があ

安全対策も検討しておく必要があると思います。
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元素とその放射性核種 〈その 2 〉
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トリウム

Th

分
類：金属元素
原 子 量：232.0u
融
点：1754.8℃
沸
点：約4800℃
232
228
、 Th（−）、
同位体と天然存在比： Th（100%）
230
231
Th（−）
、 Th（−）
、
233
Th（−）
、他

日本語名：トリウム
英 語 名： Thorium
原子番号： 90
元素記号： Th
族
： 第3族
周
期： 第7周期

＊
＊＊
＊

Th

＊＊

前回はトリチウム（水素）を取り上げましたが、今回はトリウムをご紹介いた
します。名前は似ていますが全く違う物質でアクチノイド元素の一つです。スウ
ェーデンの化学者、ベルセリウス（J.J.Berzelius）によって1828年に発見され、
北欧神話の雷神トール（Thor）にちなんで名づけられました。モナズ石（モナザ
イト）やトール石などの鉱物に含まれており、そのモナズ石に富むインドでは多
く埋蔵されています。体内に取り込まれた場合は肝、骨、肺に集積し、その影響
232

として、肝がん、骨腫瘍、肺がん、白血病を引き起こします。
安定同位体は存在せず、天然には

232

Thしか含まない単核種元素です。半減期

10

は1.41×10 年、すなわち141億年という気の遠くなるほど長い期間です。また、
30近い数の同位体が知られており、75,380年の半減期を持つ
228

減期を持つ
232

230

Th、約1.9年の半

Thは比較的安定しているようです。

Thの半減期の長さから分かるように、トリウムは、地球ができた46億年前

に生成し現在も残存している天然の放射性核種です。壊変系列を作り、トリウム
系列の親核種となります。トリウム系列は、
回を経て、安定な

208

232

−

Thに始まり 壊変6回とβ 壊変4

Pbとなります。また、この壊変系列の各核種の質量数が4で

割り切れることから4n系列とも呼ばれます。ちなみに他の系列にはネプツニウ
ム（4n＋1）系列、ウラン（4n＋2）系列、アクチニウム（4n＋3）系列があります。
トリウム系列において、
る

228

232

Thに次いで長い半減期を持つ核種は、

232

Raの5.76年です。岩石や鉱物に含まれるトリウム系列の核種が

離されたとしても、やがて

232

Thから生じ

232

Thから分

Thより系列のすべての核種が生成され、およそ70

年で再び放射平衡になってしまいます。
232

Thは中性子を吸収して核分裂性の

233

Uに変わるので、潜在核燃料物質です。

そのため、トリウムはウランに変わる核燃料として期待されています。自然界に
存在するトリウムは、ウランと比較して埋蔵量が豊富で、使用する際の効率や安
全面でも優れています。さらに、原子炉で使用する燃料をウランからトリウムに
切り替えることができれば、発生する放射性廃棄物の量は約半分になり、兵器へ
転用可能な物質を取り出す量が大幅に削減できる利点もあります。しかし、設計
が難しいといった技術的な問題や、ウランの埋蔵量がまだ豊富にあることから、
その方向への開発は進んでいないようです。
またトリウムは、キャンプなどで野外照明に使われるガスランタンの芯の部分
であるマントルに使われることもあります。これは、微量の硝酸トリウムや硝酸
セリウムを浸み込ませた木綿などを釣鐘型に編んだ網です。これで炎を覆うこと
により発光効率を向上させる効果があります。しかし現在、マントルは放射線を
出さないタイプが主流になってきています。
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半 減 期：
10
1.405×10 年
崩壊形式：α
崩壊エネルギー：
α線4.01MeV、3.95MeV
γ線0.0638MeV
228
崩壊生成物： Ra
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お願い

追加・取消等 申請は必ず日付のご記入を！
お客様よりバッジ着用者の追加や取消のご

下の通りとなります。

連絡の際、バッジ測定依頼書兼登録変更依頼
書にご記入いただいておりますが、「着用開

カ
ス
タ
マ
ー
サ
ー
ビ
ス
よ
り

始日」「着用取消日又は変更日」の欄に日付
が記入されていないことがございます。
ご記入がない場合、何月分からのバッジを

1ヶ月着用

半月着用

着用開始日

1日

1日または15日

着用終了日

月末

14日または月末

着用変更日

1日

1日または15日

追加あるいは取消または変更すれば良いのか

登録上、着用期間途中の日付での追加・取消・

判断がつきません。欄には必ず着用開始日・

変更はできませんのでご注意ください。

終了日・変更日をご記入ください。

上記日付に合わせてご記入くださいますよ

なお、着用期間の開始・終了・変更日は以

うお願い申し上げます。

退 任 のあいさつ

石山 智
（前代表取締役 専務）

二十世紀最後の年から満8年、皆様方のご支援
により何とか職責を果たしてきた、と一人合点
の末、期満ちて退任となりました。畑違いの広
報紙は、技術屋渡世の終局近くの得がたい経験、
ぎょうこう
全くの僥倖でした。会社の顔の広報紙に、ゆと
りと遊びを織り込もうと、楽しい紙面作りに努
めたつもりですが、ただ、その評価はお客様の
専決事項であります。
ふりかえると我がサラリーマン人生の座右の
かいこう
銘は、中学入学直後に邂逅した漱石の草枕劈頭
の一節でした。曰く、
「山路を登りながらこう考
さお
えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流さ

れる。意地を通せば窮屈だ。とかく人の世は住
みにくい。住みにくさが高じると安いところへ
引き越したくなる。どこへ越しても住みにくい
と悟った時、詩が生まれて、画ができる。」と。
以来 50 年、しきりに窮屈がりつつも、我利私欲
きはん
そうとう
の覊絆を掃蕩した幸福などまさに夢のまた夢、
さりとて一句の詩も一幅の画もついにものする
ことはできませんでした。
かくなる上はと還暦を目前にして一念発起、
林住期に備えてサンスクリット語なるジュゲムジュ
ゲムをやり始めました。それが高じて、日々剥落
する脳細胞と格闘した挙句に、職業人生の卒業
commencementとともに再度学生期を開始する
commenceことと相成りました。桜散る頃、某
大学インド哲学科のお邪魔虫になる予定です。
ゆい が どくそんてきげん じ
以上、唯我独尊的言辞を吐き散らした末ながら、
皆様方の輝く未来を祈念し、末永い長瀬ランダ
ウアへのご愛顧もお願いし、老兵は消え去るこ
とといたします。

長瀬ランダウア（株）ホームページ・Eメール

編集後記

今月は近畿大学の
伊藤先生に原子力の
「安全」について意
見をいただきました。
この「安全」と言う言葉は簡単なようで、
理解しづらい言葉です。昨今では「安全
です」と言われても直ぐには信じないよ
うな傾向になっているのではないでしょ
うか。「この資産運用は安全」とかの案
内があったりすると、性悪説になって「本

当かな？」と疑り深くなったりします。 http://www.nagase -landauer.co.jp
1980年台は「土地の値は必ず上がる」と e-mail：mail@nagase-landauer.co.jp
の安全神話がありましたが、今では誰も
■当社へのお問い合わせ、ご連絡は
東京 Te l.03-3666-4300 Fax.03-3662-6096
が信じないようになっています。米国の
大阪 Te l.06-6535-2675 Fax.06-6541-0931
サブプライム問題もしかり、安全と言う
言葉に裏切られてきています。原子力関
No.374
平成21年〈2月号〉
係は日々、安全を高める努力をされてい
毎月1日発行 発行部数：32,000部
ます。この努力が真の安全につながるこ
発 行 長瀬ランダウア株式会社
とを願います。
〒103 - 8 4 87
東京都中央区日本橋久松町11番 6号
（的場 洋明）
発行人
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