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環境安全管理センターニュースレター No.5 March 2020  

 

 

環境安全管理センター化学物質管理部門長 片 岡 靖 隆   

 化学物質管理部門は、本学の皆さんが安全にかつ安心して化学物質を扱っていただけるような環境を

整備することを目的として日々様々な活動を行っています。例えば、月に一度の割合で薬品管理支援シ

ステムである IASO のデーターを調査し、適切に毒劇物が管理されているのかを確認しています。また、

年に一度ですが、皆さんの実験室に直接お邪魔し、薬品の管理状況に問題はないかや毒劇物保管簿が正

しく記載されているか等を確認しています。これらは、皆さんが、すなわち、奈良女子大学が「毒物及

び劇物取締法」や「労働安全衛生法」に基づいた「有機溶剤中毒予防規則（有機則）」「特定化学物質障

害予防規則（特化則）」といった法律を遵守しているのかを確認する作業です。もし、これらの法律に抵

触する行為が明るみになると、最悪の場合、本学で化学物質を扱うことができなくなります。指摘を受

けた時は、速やかに対応していただきますようお願いいたします。また、何かわからないこと、不安な

ことがございましたら、些細なことでも結構ですので、同管理部門までご一報ください。ほっておいて

も解決には至りません。 

 ところで、昨年の秋に奈良県警の方 2名が本学に来られました。予め来訪されることを伝えられてい

たとは言うものの、やはり警察の方が来られるというのは少し緊張するものです。訪問の意図は、本学

の薬品の管理状況について聞かせていただきたい、というものでした。そこで、私達が通常行っている

薬品の管理体制を説明したところ、奈良県警の方は十分に納得さ

れ、「お褒めの言葉」まで賜るとともに現在の管理体制をしっか

りと続けていただきたい、と言われ帰られました。警察が大学に

直接来られることはめったにないことですが、その背景には、最

近起きたいくつかの事件があります。例えば、昨年の 9月には、

大阪の某私立大学で管理していた薬品が紛失するという事件が

ありました。大学の薬品庫から劇薬を含む 8種類の薬品約 180 kg

が紛失し、大阪府警が窃盗の疑いで捜査をしたというものです。

後にこれらの薬品がすでに廃棄処理されていたことが判明し事

なきを得ましたが、紛失量が多かったこともあり新聞やネットの

ニュースなどでセンセーショナルに取り上げられました。また一

昨年には、名古屋の大学生が高性能の爆薬「過酸化アセトン
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(TATP)」を合成し実際に近所の公園で爆発させた（爆発物取締罰則違反）、および、覚醒剤成分を含む

液体を合成した（覚醒剤取締法違反）罪などで逮捕されるという事件がありました。これらの原料とな

る薬品の一部は本人が高校から盗んだものであったとのことです。もし、その高校での薬品の管理体制

が機能していれば、少なくとも紛失が判明した段階で公となり、未然に事件を防ぐことができたのかも

しれません。これらの事件は、私達が普段行っている薬品を適切に管理するということがいかに大きな

社会的責任を有しているのかということを新ためて認識させられます。 

 ところで、爆弾の原料となる可能性のある薬品の中には、化学物質を扱う者にとっては比較的身近な

ものがいくつかあります。その中で特に、次の 11 種類（①塩素酸カリウム ②塩素酸ナトリウム ③硝

酸 ④硫酸 ⑤塩酸 ⑥過酸化水素 ⑦硝酸アンモニウム ⑧尿素 ⑨アセトン ⑩ヘキサミン ⑪硝酸カリ

ウム）については、警察庁および文部科学省から、爆発物の原料となり得るということで管理を強化す

るよう依頼されています。このうち、①から⑥は劇物に指定されている試薬ですので、皆さんが普段行

っている劇物の管理体制で十分に対応できます。ところが、一般試薬である⑦から⑪の５種類について

は、不十分な可能性があります。4 月に行う「化学物質に係る安全講習会」でも申し上げますが、本学

では少なくともこれらの薬品の「重量管理」を徹底することをお願いしています。皆さんには余分なお

手数をおかけすることになりますが、「重量管理」することにより、これらの危険性を再認識するととも

に、薬品管理の意識レベルの向上に努めていただきたいと思います。私達が法令を遵守しなくてはなら

ないことは言うまでもありません。また、そのために、化学物質管理部門が薬品等の管理体制を強化す

ることも重要です。しかし、個別事情を配慮しないで強化するばかりではかえって逆効果となり、結果

として皆さんの研究活動の効率を低下させることにつながります。現場の意見を大切にしながらも、法

律等に適切に対応できるよう、より安全で安心できる環境づくりにこれからも邁進していきたいと思い

ます。 

 

 

 

環境安全管理センター放射線管理部門長 中 澤  隆  

放射線管理部門は、放射能を持つ物質である放射性物質だけでなく、原子核分裂の過程において高エ

ネルギーを放出するウラン・トリウム等を含む核燃料物質に関係する事案を対象とする活動を行ってい

ます。いずれの物質も取扱いが法律で厳しく規制されています。本学には、放射線障害防止法（正式に

は「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」と言います）に基づく「放射線障害予防

委員会」があり、この委員会は平成 23 年に環境安全管理センターが設立される以前から設置されてい

ます。現在では、この委員会と放射線管理部門とが協力して放射性物質の管理を行っています。例えば、

本学には 100名程の放射線発生装置の取扱い業務を含む放射線業務従事者がいますが、その従事者を対

象とする教育訓練は「放射線障害予防委員会」が、特殊健康診断は放射線管理部門が担当しています。 

また、核燃料物質の管理は、平成 30 年に放射線管理部門の中に設置された「核燃料物質貯蔵管理小

委員会」が行っています。本学で使用されている核燃料物質には、電子顕微鏡観察に染色剤として使わ

れる酢酸ウラニル(IV) [ (UO2(CH3COO)2·2H2O) ] があり、天然のウランから核分裂の連鎖反応を起こ

２．放射線管理部門の活動から 
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すウラン 235（235U）を抽出して除いた劣化ウランが含まれています。本学がわずかながら保有している

ウランやトリウムなどの同位体は、核燃料を作ることも使用することも不可能ですが、それでも「安全

に管理する」ことが必要です。本年度は特に大阪サミット（6月）や即位の礼（10月）などの国家的行

事に際して、原子力規制庁から不測の事態が生じないように「厳重に管理するように」との通知をたび

たび受け取りました。 

毎年恒例の環境安全管理センターの研修会は、放射線管理部門が本年度の当番となり、奈良教育大学

前学長の長友恒人先生を講師にお迎えして 12月 12日に開催されました。長友先生のおよそ 100分間に

わたるご講演の要旨は、このニュースレターでご覧下さい。ご講演ではさらに放射線被ばくの心理的な

影響から、学生の研究発表に対するアドバイス、科学的データを比較する際の昭和、平成、令和と続く

年号の使用についての問題点に至るまで、極

めて広範囲にわたる話題をご提供いただき

ました。長友先生は、古文化財の年代測定を

通じて貢献された日本文化財科学会の前会

長、現在は日本 ESD（Education for Sustainable 

Development）学会の会長として、ご多忙の中

で講演をお引き受けいただきました。先生に

感謝して本年度の活動報告を終わりたいと

思います。 

 

 

 

環境安全管理センターバイオハザード管理部門長 佐 伯 和 彦   

 本部門では、生物に由来する危害全般を対象として安全管理を担当しています。主として、理学部と

生活環境学部で実施されている組換え DNA 実験の実施管理に関し、組換え DNA 実験安全委員会と連

携した活動を行っています。また、有害な動植物や微生物の管理にも携わっています。 

 組換え DNA 実験により作製される Living Modified Organism（LMO：遺伝子組換え生物）の使用は、

国際的な規制の枠組みである「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定

書」を遵守するための国内法『遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律』（いわゆるカルタヘナ法）に従う必要があります。この法律では、遺伝子組換え生物の有害性のレ

ベルに応じて、より高度な物理的かつ生物的封じ込めを達成することが求められています。本学で扱わ

れている遺伝子組換え生物のほとんどは、人体に無害な遺伝子のみを含み非病原性の大腸菌、酵母、根

粒菌、シロイヌナズナやマウスで、いずれも定められた封じ込めレベルでの研究に用いられています。

一部に弱毒性のカビの仲間（真菌類）を用いた組換え DNA 実験も行われていますが、これについては

より高い封じ込めレベルでの研究に用いられています。組換え DNA 実験の管理が厳重に行われるため

には、実験に従事する教職員と学生が、カルタヘナ法や関連する事項を十分に理解している必要があり

ます。そこで、実験従事者を対象に毎年 4 月下旬（今年度は 4 月 22 日）に「奈良女子大学における組

３．バイオハザード管理部門の活動から 

故障した放射線ガスモニター 

令和元年度環境安全管理センター研修会の様子 
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換え DNA 実験の実施について」と題する安全講習会を開催して知識

を確認して理解を深めるとともに、年に一度の健康診断を実施してい

ます。弱毒性の生物を用いる実験従事に関しては、健康診断を年 2回

受診して貰うことで安全監視の強化を行っています。 

 本年度は、組換え DNA 実験安全委員会とともに、組換え DNA 実

験を実際に行っている実験室の状況について文書による調査と実地

検分を行いました。結果を踏まえて、より厳密な物理的封じ込めと遵

法意識の向上のため、必要に応じて実験責任者に対して勧告を行いま

した。ゲノム編集技術の台頭などにより、遺伝

子組換え生物を規定する法令も変化していく

かもしれませんが、本学における研究を安全

に続けるためにも学内外のご協力をお願いい

たします。 

 

 

 

附属中等教育学校サイエンス研究会化学班の活動紹介 

附属中等教育学校教諭 松 浦 紀 之  

附属中等教育学校のサイエンス研究会は、平成 17 年に本校が文部科学省よりスーパーサイエンスハ

イスクール（SSH）に指定された際に設立されました。現在、物理・化学・生物・地学・数学の各班に

分かれて課外で活動しており、今年度の登録生徒は 120名を超えています。 

化学班は 25 名程度が活動しています。生徒たちは放課後や長期休業中に、運動部・文化部等のクラ

ブ活動、学園祭や修学旅行等の実行委員の活動と両立させながら、各自の興味や関心ある内容について、

研究を行っています。成果は外部のコンテスト等で発表し、評価を受けています。最近の生徒の研究内

容について紹介します。 

１．大気中のオゾン濃度測定法の開発 

簡単にそして精度よく大気成分を測定できる方法を開発するために、大気汚染物質の一つである光化

学オキシダント（その主成分はオゾン）に注目し、その検出法について検討を行った。一定量のオゾン

を含む模擬大気をつくり、この模擬大気を青色色素のインジゴの

水溶液に通じ、どの程度脱色されるかで、オゾン濃度を見積もっ

た。比較のために、公定法でもある中性ヨウ化カリウム法で測定

した結果、これら 2つの方法には相関があったことから、インジ

ゴ色素を用いたオゾン濃度測定が可能であることが分かった。 

２．食物繊維による合成着色料の吸着 

合成着色料には、食品の見た目を良くする働きがある。しかし、

人体に有害な着色料もあり、法律や規則で使用できなかったり、 

４．環境安全管理センターのその他の取り組み 

組換え DNA実験従事者安全講習会 

（左）組換え植物等栽培中であることを示す表示 

（右）封じ込め対策が講じられている扉 

サイエンス研究会化学班の活動の様子 
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摂取量が制限されたりしている。そこで、食品に含まれる食物繊維に着目し、食物繊維が物質を吸着す

る力を利用することで、着色料の体内への吸収が阻害されたか確かめる実験を考えた。ヒトの体内に見

立てた羊毛と様々な食物繊維とを共存させて着色実験を行い、添加した食物繊維による着色料の吸収阻

害の影響を調べた。合成着色料が吸着した羊毛から着色料を塩基性水溶液で抽出するというアイデアで、

吸着阻害の効果を定量化することができた。調査した食物繊維の中で、キチンとキトサンの合成着色料

の吸着阻害の効果が高かった。食物繊維の化学構造は、セルロースに似ているものの、置換基の違いに

より着色料の吸着の程度が大きく異なることを分子間に働く結合力の違いにより説明することができ

た。 

また、今年度はタイ・チトラダスクールの生徒との共

同課題研究も実施しました。本校及びタイの生徒 2 名ず

つの計 4 名により、グァバの葉やコーヒーの殻を用いた

金属イオンの吸着実験を行い、京都で開催されたサイエ

ンスフェアで共同発表することができました。 

このような生徒の化学実験には、ドラフトチャンバー

が欠かせません。本校には今年度ドラフトチャンバーが

1 台新設されました。授業を行う理科教室 2 室に各 1 台

ずつ、そして教員や教育実習生が利用する化学器具室に 

1台の計 3台となり、ふだんの授業や教員の授業準備、サ

イエンス研究会生徒の研究活動等に使用しています。さ

らに、今年度からは、5、6年生が異学年合同で探究活動

を行う文理統合探究コース「PICASO」も始まり、このコ

ース生徒の探究活動でも使用しています。今後、新学習

指導要領実施に合わせて、本校のカリキュラムも改編さ

れ、探究活動を伴う授業時間が大幅に増えます。ドラフ

トチャンバーが 1 台増設されたことより、生徒が安全に

実験を行える環境となりました。ありがとうございます。 

 

 

 

令和元年 12月 12日（木）16 時 30 分から理学部会議室において、第 9 回を迎える環境安全管理セン

ター研修会が開催されました。この研修会は、本学の教職員・学生が広く安全への興味を持つこと、ま

た、安全に対する意識を向上することを目的とし、本センターが毎年企画している全学的な研修会です。

令和元年度の研修会は、長友恒人先生（奈良教育大学名誉教授・前奈良教育大学学長）をお招きし、

演題「放射線に起因する鉱物の発光現象とその応用 — 年代測定、真贋判定、事故被ばく評価など 

—」としてご講演いただきました。貴重なお話のみならずご寄稿いただきました長友先生に厚く御

礼申し上げます。 

５．環境安全管理センター研修会報告 

今年度新設されたドラフトチャンバー 

タイの高校生との共同課題研究 

（タイ国立科学技術開発庁 NASTDAの実験室にて） 
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放射線に起因する鉱物の発光現象とその応用 

— 年代測定、真贋判定、事故被ばく評価など — 

奈良教育大学名誉教授 

日本 ESD（Education for Sustainable Development）学会会長  

長 友 恒 人 

鉱物は不純物を含む天然の結晶であり、結晶化した後は自然放射線を吸収している。鉱物に熱や光な

どのエネルギーを与えると発光する（ルミネッセンス現象、図１）。その発光量が吸収した放射線の量

（蓄積線量）によって増大することを利用して、年代測定等に応用することが可能である。 

ルミネッセンス現象を年代測定に応用する研

究の歴史は比較的新しく、1953年に鉱物のルミ

ネッセンスの研究から地質年代測定の可能性を

指摘したことに始まる（Daniel, Boyd, Saunders, 

1953）。その後、およそ 10 年毎に熱ルミネッセ

ンス年代測定法の画期があり、1980年代には光

ルミネッセンス法が開発されて改良が加えら

れ、現在に至っている。その過程で、被ばく瓦

中の非磁性鉱物の熱ルミネッセンスを測定して

原爆の被ばく線量を推定した研究（Higashimura, 

Ichikawa, Sidei, 1963）や堆積物中の鉱物のレー

ザー発光から光ルミネッセンス年代測定法の先

駆けをつくった研究（Ugumori, Ikeya, 1980）な

ど、日本の研究者の先駆的な研究に着目したい。 

測定装置は線量測定に特化した市販品もある

が、比較的低価格（1000万円程度）で自作することも可能である。現在、測定手法と対象試料の組み合

わせは多様であり、年代測定以外への応用も少なくない。本講演で、講演者がこれまでに測定した考古

学年代（遺物、遺構）、地質年代（テフラ、水成堆積物）、被ばく線量評価（原爆、事故）、真贋判定（古

陶磁器）、被熱・焼成温度推定（焼成遺物）を紹介したが、紙面の都合で詳細は省略する。遺物、遺構、

焼成遺物など考古試料を対象とする学際領域の研究では、人文科学と自然科学の特質を踏まえた研究者

同士の本音の意見交換が不可欠である。 

ルミネッセンス年代測定では、蓄積線量と共に自然放射線量率（宇宙線＋土壌放射線）も同時に測定

する。経験的には日本では 0.5〜5 mGy/a、海外では 1〜10 mGy/a であり、主に地質や緯度によって多

様な値を示す。福島第一原発事故以降、東北地方南部や関東地方北部を訪れる機会に放射線（ガンマ線）

量率を計測してきた。2019年 8月末の福島県飯舘村では、0.1〜0.3 μSv/h（0.9〜2.6 mSv/a）であった

が、帰還困難地域との境界では 1.6 μSv/h（14 mSv/a）を記録した。 

講演の最後に、放射線を扱う実験における安全確保について、放射性物質の基本的な取り扱いについ

て法令と経験に基づいて述べた。要点は以下の通りである。 

ご寄稿 

図１（上）長石の成分の違いによる発光色の変化（TL :熱 

ルミネッセンス、IRSL:赤外励起ルミネッセンス） 

（下）石英の発光色（火成岩および堆積岩／変成岩の TL） 
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「慣れ」と素人判断は禁物であり、法令に則った取り扱いが基本である。中でも、簡単で確実に実行

できる被ばく軽減法として、外部被ばくの軽減では、時間・距離・遮蔽（待つ、離れる、遮る）が、内

部被ばくでは吸入・経口・経皮（吸わない、食べない、触れない）が基本中の基本である。また、人の

五感は放射線を感じないので放射線検出機器が唯一の頼りであり、管理区域内では個人線量計を必ず装

着し、異常を感じたら放射線検出器で確認することを習慣づける（結果、何事もなければ儲けもの）こ

とも重要である。無機トレーサー実験ではガラス容器を使用しない、Pu や U 酸化物はガス化するなど、

非放射性物質の取り扱いの常識とは異なる場合があることにも留意が必要である。 

 

 

 

放射線管理部門長退任にあたって 

環境安全管理センター放射線管理部門長 中 澤  隆 

私は、昨年度から副学長に就任された前任の小川先生に代わって放射線管

理部門長を務めております。この 3 月に定年退職なのでわずか 2 年しか働い

ていないにも関わらず、このようなご挨拶をする次第となりました。今から

30年程前に研究で放射性同位体を使用するつもりで「使用者」に登録したと

ころ、当時の諸事情から第 1種放射線取扱主任者免許を取得することになり、

その後数年間アイソトープ総合実験室の放射線取扱主任者として業務にあた

りました。免許の取得にあたっては試験のために大学から 10 万円を超える多額の講習料を支払ってい

ただきました。こうして放射線管理は経験しましたが、皮肉なことに研究面では放射性同位体は全く使

用することはありませんでした。私が放射線取扱主任者の免許を取得した 1980 年代は、生化学や構造

生物学では核磁気共鳴法（NMR）や質量分析法（MS）の急激な発展によって安定同位体を用いた研究

手法の開発が進み、私自身もこれらの方法を利用した研究に率先して「乗り換えて」しまったからに他

なりません。そのため、私が浴びた放射線は、東京駒込の日本アイソトープセンターで行われた放射線

取扱主任者の資格講習で 60Co や 226Ra のγ線からの 12 μSv/week が唯一の記録（通常の健康診断での X

線照射を除きます）です。しかし、それでも放射線取扱主任者の講習や研修で学んだ放射線の物理学と

化学は、放射線業務従事者に係る教育訓練での講義のほかには、大学の放射線管理業務よりもむしろ

NMR では安定同位体の 13C 核の緩和時間測定、MS では同位体ピーク強度の変化から反応速度を求める

方法の開発にそれぞれ大いに役立ちました。 

この 2年間の仕事では、放射線管理部門長とアイソトープ総合実験室長との役割の違いが十分に（と

いうより大して）理解できていなかったこともあり、環境安全管理センター長の片岡靖隆先生と施設企

画課の池田理佳子様には大変なご迷惑をおかけし続けました。実際、このご挨拶の文章も前半があたか

もアイソトープ総合実験室長の退任の弁みたいになってしまいました。それでも大きな問題が起きなか

ったのはセンター長をはじめとする関係者の皆様の多大なご支援と多少の幸運があったからだと思い

ます。今後もこのセンターが大学全体の安全を守る最後の砦としての機能を発揮されることを祈ってお

ります。 

６．退任のご挨拶 
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バイオハザード管理部門長を退任するにあたって 

環境安全管理センターバイオハザード管理部門長 佐 伯 和 彦 

 環境安全管理センターが設置された 2011年 2月からバイオハザード管理部門

長を務めさせてきましたが、在任期間が 10年近くになり、今年度を以て部門長

を退任させて頂くことになりました。思えば、先代の組換え DNA 実験安全主任

だった鈴木孝仁教授（名誉教授・故人）の推薦により、主任者を仰せつかってい

たことから、初代センター長の岩井薫教授からバイオハザード管理部門の担当

を打診されたと記憶しております。 

 バイオハザード管理部門では、有害生物の管理に加えて組換え DNA 実験の安全管理にかかわる業務

を行っていることから、組換え DNA 実験安全委員会だけでは為し得ない企画を実現することができま

した。センター主催の安全講習会で、組換え DNA 技術により「青いバラ」を作製したサントリーの田

中良和博士や製品評価技術基盤機構（NITE）において微生物遺伝子資源の安全活用を主導されてきた鈴

木健一朗博士（東京農業大学教授）に講演して頂くことができ、組換え植物を商品化する際や国外の遺

伝子資源を利用する際の様々なハードルとその乗り越え方について、判りやすく説明して頂きました。

また、国内での組換え DNA 実験規制に関する法整備に尽力された筑波大学の鎌田博教授には、2014年

1 月 9 日に「組換え DNA 実験の実施と従事に伴う諸問題について」と題して講演して頂きましたが、

約 1 ヶ月後に検査入院され 3 月 24 日には肺がんで逝去されるということがありました。本学の学生や

教職員が、筑波大学以外で鎌田先生による説明を直接に受けたほとんど最後のグループとなったことが、

懐かしくも悲しく思い出されます。 

 センターが設置された頃には、組換え DNA 技術あるいは遺伝子組換え技術に加えてゲノム編集技術

が世界で一般的に使われるようになってきました。なかでも 2012 年に発表された細菌の免疫システム

である CRISPR（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat）を利用したゲノム編集は、様々

な生物に利用されています。我が国においても、ゲノム編集された生物の一部は遺伝子組換え生物から

除外して扱うことが認められ、食用動植物への適用が進められています。CRISPR 利用技術自体も非常

な勢いで進歩しているため、生物の遺伝情報を操る技術は今後さらに変革していくものと思われます。

本学においても、それらを上手く取り込み、基礎応用の両面で研究教育の先端に居続けるためにも、今

後とも本センターと本部門の安定した活動を祈っております。 

 

 

                                           

年度初めの各部門の安全講習会には多くの

学生が参加しています。学生の特殊健康診断の受診率は 100%

を保っています。実験系廃棄物の回収時には「10 時 15 分か

ら」とお伝えしていても毎回 10時には学生が並んでいます。

そしてこれまで実験系の大きな事故は起こっていません。今

年度の卒業式は残念ながら例年と違ったものになってしまい

ましたが、それでもいつものように、安全配慮姿勢を身につ

けた学生が社会で活躍されることを願ってやみません。                        
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