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研究成果の概要（和文）：東電福島第一原発事故以降、医療人への放射線健康リスク教育の必要性が叫ばれて久
しい。日本学術会議が医学部での当該教育の必修化を提言し、国立大学医学部長会議が実践的な対応策を検討し
ている。また文部科学省は放射線教育を拡充する形で医学教育のモデルコアカリキュラムを改訂するとともに、
教育システム開発に予算措置を行っている。
こうした社会的ニーズに呼応し、本研究では大学の実態に関する調査を行った。また教育対象や用途に合わせた
ツールを開発し、特に放射線のリスクコミュニケーション教材を上記の取組みに提供した。さらに関連学会の年
次集会でワークショップ等を開催し、研究成果を公表し、当該教育の基盤整備を進めた。

研究成果の概要（英文）：It has been pointed out that radiation risk education for medical staff is 
necessary since the FDNPP accident. The Science Council of Japan made recommendations for its 
compulsory education in medical schools, and the Council of Head of National Medical Schools of 
Japan is considering practical countermeasures. To improve radiation education, the MEXT revised the
 model core curriculum of medical education, and budgeted measures for the development of education 
system.
In response to these social needs, the current state survey of universities was investigated in the 
present study. Tools tailored to educational objectives and uses were also developed, and in 
particular teaching materials of radiation risk communication risk developed were provided for the 
projects the above organizations have been leading. Furthermore, workshops were held at the annual 
meeting of related academic societies, the results of the research were published, and the 
infrastructure of the education was promoted.

研究分野： 放射線防護
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
1.1 医学部における放射線健康リスク科学
教育(以下、放射線リスク教育)の必要性 
 東電福島第一原発事故以降、放射線の人体
影響への社会的不安が高まっている。本来地
元の医師らが健康の専門家として、こうした
社会的不安に寄り添うべきであったが、実際
には彼らの放射線影響に関する医学教育が
不十分であり、かえって社会的混乱を増大さ
せたケースも少なからずあったと言われて
いる。 
 また放射線診断による被ばく線量が世界
一多いと言われる我が国においては、患者の
放射線検査による被ばくに関する不安も高
まっており、医師が検査の必要性や放射線リ
スクに関する説明を求められる場面が多く
なっている。しかし、今就業している医師の
多くは、放射線リスクに関する教育を十分に
は受けていない。近年の放射線医療分野の研
究開発は国際競争力が高く、科学技術政策の
柱である「イノベーション創出」においても
大きく期待されている領域である。しかし今
後 20－30 年単位で我が国の学問水準がトッ
プランナーであり続けるためには、現在のよ
うな放射線医学利用（便益）に偏った教育で
は限界があり、放射線影響や放射線防護に関
する正確な知識、さらには便益と防護という
枠組みにとらわれない、より応用・発展可能
な教育システムの構築が必要とされている。 
 
1.2 当該教育の必修化に向けた取り組み 
 こうした社会的背景を受けて、平成 26 年 9
月 4日、日本学術会議は放射線防護・リスク
マネジメント分科会で作成した医学部にお
ける放射線の健康リスク科学教育の必修化
を含んだ提言を公表した。また国立大学医学
部長会議では、この「提言」内容を踏まえた
提案がなされ、教育制度・カリキュラム小委
員会内に検討ワーキンググループを設置し
た（平成 27 年 1月）。 
 こうした学術コミュニティの動きにより、
医学教育のモデルコアカリキュラム改訂（平
成 29 年 3 月）に際しては、新たに「放射線
の生体影響と放射線障害」という項目が設け
られ、事実上、放射線の健康リスク科学教育
が必修化された。 
 
1.3 当該教育の必修化が抱える課題 
 先述の通り、長年医学教育において放射線リ
スク科学教育が十分には行われていなかった
ため、放射線教育を行う人材確保も難しい。つ
まり限られた人材で日本全体の医学部におい
て放射線リスク教育が可能なシステムを開発
することが急務となっている。 
 また各大学が実施している現行のカリキュ
ラムに新たに放射線の健康リスク教育を追加
するに当たり、教育内容を精選することが必要
である。 
 

２．研究の目的 
 1．に記載した社会的背景を踏まえ、本研
究では教育現場と医学生の負担を最小限に
した、放射線の健康リスク科学教育のカリキ
ュラムと教材各種の作成に取り組む。 
 具体的な目標を以下に列挙する。 
・大学の実態調査 
 大学における放射線リスク教育の実態を把
握する。基礎放射線医学講座の有無や専門教員
数、放射線関連施設の設備状況などについて全
体調査を行うとともに、特色ある教育を行って
いる大学に対して詳細な調査を行う。 
・カリキュラム並びに教材の作成 
 医学部等での放射線リスク教育を実践し、実
績をベースに標準的なカリキュラムの策定や
e-learning等の教育ツールを開発する。開発し
た教材は、放射線の健康リスク科学教育のシス
テム開発を進める複数の大学に提供し、実効性
や妥当性を検証する。 
・放射線の健康リスク科学教育に向けた啓発や
研究成果の普及 
 学会等のシンポジウムなどを通じて、放射線
リスク教育に関する啓発や研究成果の普及等
を行う。 
 なお本研究の特色は、医学部における放射
線リスク教育を推進する多くの機関と協働
する点にある。具体的には、標準カリキュラ
ム策定やモデルコアカリキュラム対応に当
たっては、研究代表者並びに研究分担者の２
名もメンバーとなっている国立大学医学部
長会議の放射線の健康リスク科学教育の必修
化ワーキンググループ（以下、国立大学医学部
長会議の WGと呼ぶ）と協働し、教材作成は複
数の大学や学会、国際機関と連携して行う。
これは、標準カリキュラムや教材の内容の妥
当性や作成の効率、策定後の普及等を重視し
てのことである。 
 
３．研究の方法 
 
3.1．大学の実態調査 
 国立大学医学部長会議の WG と協働で、大学
の放射線関連講座や教員数、放射線関連施設の
整備・利用状況と、放射線関連のカリキュラム
や教材に関するアンケート調査を実施した。本
研究では、アンケート項目や調査対象の選定、
アンケート結果の解析を担当した。 
 また放射線リスクに関する最先端的教育を
行っている東京大学医学部での講義内容、東電
福島第一原発事故対応を担ってきている福島
県立医科大学での放射線災害医療講義・実習、
放射線教育の全学教育を進めてきている九州
大学での詳細調査に加え、国際機関からの情報
収集を行った。 
 
3.2．カリキュラム並びに教材の作成 
 国立大学医学部長会議の WG を議論の場とし
て、標準カリキュラムに関する検討を行った。 
 また日本放射線影響学会の会員との協働で
放射線リスク教育用の教科書の執筆を行うと



ともに、文部科学省や原子力規制委員会が実施
する、原子力災害対応のための医療人材育成プ
ログラムに採択された複数の大学に対し、目的
や対象別にカスタマイズした e-learning 教材
を作成し、提供した。 
 さらに平成 29 年 3月の改訂により、医学教
育のモデルコアカリキュラムに新たに追加
された「放射線リスクコミュニケーション」
に関しては適切な日本語のテキストがない
ため、WHO の刊行物の翻訳を行った。 
 
3.3．放射線の健康リスク科学教育に向けた啓
発や研究成果の普及 
 日本放射線影響学会で放射線リスク教育に
関するワークショップを開催し、医学部におけ
る放射線リスク教育の必修化に伴う課題解決
を会員に呼びかけるとともに、国内外の学術コ
ミュニティが開催するイベントに参加し、情報
収集と発信を行った。 
 
４．研究成果 
4.1.大学の実態調査 
 放射線リスク教育導入が直面する課題 
 研究分担者による先行調査から、大学医学
部において①放射線の基礎医学関連講座（教
授職）の有無により、基礎放射線医学の講義
時間（平均）に 5倍の格差がある、②過去 10
年で放射線基礎医学関連講座(教授職ポジシ
ョン)を有している大学は減少傾向になるこ
とが明らかとなっている。 
 平成 27 年度には、研究代表者と分担者が
国立大学医学部長会議・放射線の健康リスク
科学教育の必修化 WG に参画し、教員数、講
義や実習の時間数、時期や科目あるいは教科
書等について、医学部を有する国立大学 42
大学を調査した（回答率は 100％)。 
 その結果、当該分野の教育格差は大きく、
専任教員の不在化が進んでいることが確認
された。特に専任教員不在の大学では、平成
28 年度改訂版の医学教育モデルコアカリキュ
ラムの内容を含めた教育を新たに実現するの
は難しいことが予測された。 
 また米国の医師育成に関係する医学教育
の国際認証への対応（臨床実習の大幅な増加
が必要）が全国的に進む中、特定の学年に新
たな科目を上乗せする際には、教育内容の精
選化のみならず、卒後のアウトカムや能動的
学習姿勢の習得を意識した教育手法が必要
であることが明らかになった。 
 また歯学教育や全学教育における放射線リ
スク教育に関しては、大学側と学生側双方から
のニーズが高いことも確認された。 
 
 放射線リスク教育の良好事例 
 福島県立医科大学においては、3年次の座学
で学んだ基礎をもとに、5年次に討論や実習を
行う臨床実習を取り入れている（図1）。この臨
床実習の前には、e-learningによる事前学習を
必修にするなどの工夫が行われている(図 2)。
各大学の事情に合わせて、部分的に福島県立大

学のカリキュラムと教育手法を取り入れるこ
とで、教育内容や効果の向上が期待できる。 
 IAEA が実施する医学物理士向けの原子力事
故対応研修のカリキュラムにも、放射線リスク
教育が盛り込まれていることを確認した。 

 

図1 医学部5年臨床実習のシラバス 
 

図2 臨床実習の事前学習用e-learning教材 
 
 
4.2．カリキュラム並びに教材の作成 
 放射線リスク教育の標準カリキュラム 
 国立大学医学部長会議のWGでは、 
 ①放射線健康影響と放射線防護（4コマ） 
 ②医療放射線と人体影響(2コマ） 
 ③放射線リスクコミュニケーション(1コマ） 
 ④原子力災害医療（1コマ） 
の4項目を医学部における放射線リスク教育の
標準カリキュラムとする方針を固め、これを国
立大学医学部長会議が承認した。この大枠は、
平成 29 年 5 月に開催された全国医学部長病院
長会議でも承認されたことから、国公私立大学
医学部の学生を対象とした放射線リスク教育
の実施が認識されたことになる。 
 
 放射線リスク教育の教科書作成 
 研究分担者は、新・医学教育モデルコアカリ
キュラムに対応する教科書として「新版 放射
線医科学-生体と放射線・電磁波・超音波-（医
療科学社）」を分担執筆し、平成28年度に刊行



した。 
 上記の書籍には、4項目のうち「放射線リス
クコミュニケーション」に相当する記述は含ま
れてない。そこで研究代表者は、WHOの「小児
画像診断における放射線被ばくリスクの伝
え方(原題：Communicating radiation risks in 
paediatric imaging)」を医療被ばく研究情報
ネットワークと共同で翻訳し、平成 29 年度に
日本放射線影響学会年次大会の国際ワークシ
ョップで公表し、WHOのHP上で掲載した（図3）。 

 

図 3 本研究で作成した放射線リスクコミュニ
ケーション用教材の一つ 

 
 
 放射線リスク教育の e-learning 作成 
 平成 28 年度に文部科学省が「課題解決型
高度医療人材養成プログラム」のテーマに
「放射線災害を含む放射線健康リスクに関
する領域」を定め、①長崎大学・広島大学・
福島県立医科大学と、②筑波大学の 2つのプ
ロジェクトを採択した。 
 研究代表者は、平成 28、29 年度に、広島大
学の医学部・歯学部 2年次を対象とした「放
射線リスクコミュニケーション」1コマの授業
を担当し、この項目の標準的な教育内容をまと
め、①のプロジェクトで作成する e-learning
の材料を提供した。 
 平成 29 年度は、②のプロジェクトの目的に
合わせて、放射線災害対応における「放射線リ
スクコミュニケーション」講義（1コマ）を筑
波大学でビデオ収録し、e-learning教材として
提供した。 
 さらに平成 29 年度には、原子力規制委員会
が原子力規制人材育成事業として「医学部にお
ける放射線健康リスク科学教育の必修化を支

える教育システムの構築（東北大学）」を採択
した。そこで東北大学用にカスタマイズした
「放射線リスクコミュニケーション」1コマの
講義を東北大学でビデオ収録し、e-learning
教材として提供した。 
 
3.3．放射線の健康リスク科学教育に向けた啓
発や研究成果の普及 
 ワークショップ開催 
 日本放射線影響学会平成 28 年度年次大会に
て、「医学部における“放射線影響リスク科学”
教育の推進の現況と課題」と題したワークショ
ップを開催し、様々な視点から、課題を抽出し、
その解決策を議論した（図4）。発表内容は取り
まとめて、「放射線生物研究」に掲載した。 
 同学会の平成29年度年次大会において「The 
problems of medical exposure protection in 
Japan」と題した国際ワークショップを開催し、
WHO や IAEA の専門家とともに「小児画像診断
における放射線被ばくリスクの伝え方」を公
開し、放射線リスクコミュニケーション教育
の必要性を議論した。また同じ大会において、
ワークショップ「放射線教育の現状と課題」
で研究分担者の細谷が座長となり、医学教育
を含むより幅広い放射線に関する教育の重
要性が議論された。この内容は、平成 30 年 4
月発行の「放射線生物研究」に報告として掲
載されている。 

図 4 本研究で開催したワークショップ 
 
 
 他機関が主催するイベントの参加 
 日本医学教育学会平成 29 年度年次大会シ
ンポジウムにて、本研究でとりまとめた「教
科としての放射線のリスクコミュニケーシ
ョン」と「新しい放射線災害医療教育の試み」
を報告した。 
・文部科学省の放射線健康リスク科学人材養
成プログラム公開シンポジウムにて、「放射
線災害におけるリスクコミュニケーション」
（平成 28 年度）や「医学教育における放射
線基礎教育の重要性と今後の課題」（平成 29
年度）を報告し、放射線リスク教育の必修化
のための課題解決に向け、関係者間の合意形
成を行った。 
・平成 27 年度には、IAEAが主催する医学物理
士向け原子力事故対応研修のプログラム検討



に研究代表者が参加し、福島県立医科大学と
マレーシア大学の専門家と協働して、放射線
リスクコミュニケーションのモジュールと
コンテンツを作成した。 
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