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筑波安全管理室

Tsukuba Safety Center

室長　嶋垣　 正之

 SHIMAGAKI, Masayuki

目的

　筑波安全管理室の所管業務には組換え DNA 実験、放射線、高圧ガス、化学物質の安全管

理、環境汚染防止等がある。関連施設および設備の維持管理、改善と関係官公署への手続

業務等を行い、研究従事者への教育訓練等の研究支援と共に職員等の安全確保に努めてい

る。

　地域住民との調和に一役を担うべく、研究推進部と緊密な連携を取りながら、環境保全

に努めるとともに、地域住民への説明会に参加し、安全管理状況等に関する情報を提供し

ている。

　本年度は、上記の従来の業務に加え、バイオリソースセンターが設立され、発生・再生

科学総合研究センター（神戸）の立ち上げに伴う各種安全管理業務にも参画して来た。

職員及びメンバー構成

室長 嶋垣　正之

先任技師 江尻　英夫

滝　　剣朗

片山　敦（平成 13 年 9 月迄）

技師 原沢　薫

業務委託 西平　宏悦 鯉渕　達男

青島　達之 毛塚美奈子

年次計画と成果

Ⅰ. 組換え DNA 実験安全管理

（1）実験課題

　本年度の組換え DNA 実験安全委員会を経て、承認または受理された実験、および昨年度

以前に承認または受理された実験の課題数を表 1に示す。

　表 1　平成 13 年度　組換え DNA 実験課題数
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実験区分　　　　件数およびレベル

　基準外実験

　　　　新規　　　4（Ｐ2：2, P3:2）

　　　　継続　　 12（Ｐ2：11, Ｐ3：1）

　機関承認実験

　　　　新規　　　4（Ｐ1：2, Ｐ2：1, Ｐ3：1）

　　　　継続　　 38（Ｐ1：6, Ｐ2：30, Ｐ1＋Ｐ2：2）

　機関届出実験

　　　　新規　　　1（Ｐ1：1）

　　　　継続　　　3（Ｐ1：3）

　終了した実験　 26（機関承認実験Ｐ1:1, Ｐ2：21,

     　　　　　　　　Ｐ3:1; 基準外実験 P2:3）

（2）施設点検（安全キャビネット等）

　組換え DNA 実験に使用している安全キャビネットについて、組換え DNA 実験指針に基づ

いて、風速・風量およびヘパフィルターの性能試験を行った。また、安全キャビネットの

一部のヘパフィルターおよび室排気の一部のフィルター（表 2）を交換した。

　　　　性能試験台数　　 　　　　　36 台

　　　　ヘパフィルター交換数　　　　4枚

　表 2　平成 13 年度　室排気フィルター交換数

　ヘ　パ　　　　　プ　レ　　　　 チャコール

34 枚(21 枚)*　 34 枚(21 枚)*　　94 枚(94 枚) *

　　　　　　　　　　　　　*放射線管理区域内

（3）健康診断および教育訓練

　組換え DNA 実験従事者に対し、本年度行った健康診断および教育訓練の実施状況を表 3

および表 4に示す。

　表 3　平成 13 年度　健康診断実施人数（延人数）

DNA 開始前　DNA 定期　DNA 特別定期　DNA 中止時　RI 開始前　RI 定期　　RI 中止

　123 名　　　268 名　　　60 名　　   　　42 名　　　 180 名　 　797 名　   68 名

表 4　平成 13 年度　教育訓練実施人数
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DNA 開始前　　　　 開始前

　162 名　　　　　　78 名

Ⅱ. 放射線安全管理

　放射線管理区域は 4 棟 8 フロアに分散していたが、一部の研究室の和光・横浜への移転

に伴い、本年２月より放射線管理区域は 3 棟 7 フロアに減少した。平成１３年４月の放射

線障害防止法の改正に伴う線量再評価、およびフロアの減少に伴う線量再評価を合わせて

現在行っている。

（1）放射性同位元素使用計画書

　使用計画書は前期 19 課題、後期 13 課題を承認し、それぞれに核種、数量の割り振りを

行った。

（2）放射性同位元素

　筑波研究所で許可を得ている核種は H-3、C-14、P-32、P-33、S-35、Ca-45、Cr-51、Zn-

65、I-125、I-131 の非密封 10 核種であるが、本年度の購入実績は表 5の通りであった。

　表 5　平成 13 年度　放射性同位元素購入実績(2 月末現在)

核　種　　　数　量　　　核　種　　　数　量　　　核　種　　　数　量

H-3  ：　　 44.5MBq　　 C-14 ：　 　13.9MBq　 　P-32 ： 　3182.0MBq

P-33 ：　　 37.0MBq　　 S-35 ：　 1202.5MBq　 　Ca-45:  　  37.0MBq

Cr-51： 　 148.0MBq　　 I-125：　 　37.0MBq

（3）放射線業務従事者登録および被ばく管理

　本年 2月までの新規登録者数は 67 名で、２月末の登録者数は 234 名であった。

　月々のフィルムバッジによる被ばく線量の測定結果は全て検出限界以下であった。

（4）放射性廃棄物

　本年３月に日本アイソトープ協会へ引き渡す放射性廃棄物の量は表 6のとおりである。

　表 6　平成 13 年度　放射性廃棄物排出量（3月下旬出荷予定）

可燃物　　　難燃物　　　不燃物　　　無機液体　　　通常型　　　焼却型

（50L）　　（50L）　　 （50L）　　  （25L）　　　フィルター　フィルター

 40 本　　　106 本　　　  59 本　　　　 24 本　　　 14779L　　　3426L

（5）施設点検

　平成 13 年 8 月に RI 管理区域の施設点検を行い、その結果、法令に定められた技術上の
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基準に適合している事を確認した。なお 3月に本年度 2回目の点検を予定している。

（6）健康診断および教育訓練

　RI 業務従事者に対して、本年度行った健康診断および教育訓練の実施状況を表 3 および

表 4に示す。

Ⅲ. 高圧ガス安全管理

　筑波研究所で高圧ガス保安法の規制対象となるのは CE タンク（液化窒素）3基であるが、

処理能力が 100m3/日であるため第 2種製造所に該当する。

（1）CE タンク（液化窒素）点検

　高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造施設の定期自主検査を、本年 3月に予定している。

（2）高圧ガス保安講習会

　本年度は講習会を 6 月、7 月に実施し、2 月末の作業従事者数は 87 名であった。なお 3

月にも講習会を予定している。

Ⅳ. 環境汚染防止

（1）排水処理（平成 13 年 12 月現在）

　放射線管理区域から出る実験排水は、法令で定められた濃度限度以下であることを確認

してから一般実験排水に合し、排水処理施設でバッチ式処理を行っている。筑波学園都市

下水道条例で定められた基準値以下であることを確認してから下水道に放流した。

　　　　本年度処理回数：229 回　　　処理量：21903m3

（2）研究廃棄物処理

　廃油、廃溶剤および無機濃厚廃液等を分別収集し、外部処理業者に産業廃棄物として引

き渡した。また、実験排水処理汚泥についても同様に処理した。（表 7）

　表 7　平成 13 年度　研究廃溶液等の分類別数量

ハロゲン系有機溶剤　　　543.5 L　　　　注射針 18ケース

非ハロゲン系有機溶剤　　425  L　　　　 医療廃棄物（床じき等） 121ケース

廃油　　　　　　　　　　 21  L　　　　 排水処理汚泥 36,230 kg

シアン　　　　　　　　　 20.6 L　　　　エチブロ付着物 3ケース

重金属系濃厚廃液　　　　 45  L　　　　 シアン付着物 1ケース

写真廃液　　　　　　　  250.5 L　　　　クロム付着物 1ケース

注射筒　　　　　　　　　 20 ケース　 　酸濃厚廃液　　　　　　 　  7  L
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Ⅴ. 化学物質の安全管理

　毒物・劇物の保管状況について上半期分の調査を 10 月に実施した。なお下半期分は本年

4 月に予定している。また、 平成 13 年 8 月および本年 1 月に毒劇物取扱要領に基づき有

機溶剤、および特定化学物質取扱者に係る特殊健康診断を実施した。

Ⅵ.ヒト材料研究倫理委員会

　平成 13 年１２月より、室長が当委員会によって個人情報管理者に指名され、その活動を

開始した。

Ⅶ.施設見学案内

　本年２月現在、申し込みがあった 13 件の見学要請に応じ、Ｐ４施設の見学案内を実施し

た。

Ⅷ.地元説明会

　つくば環境と人権のための市民会議との懇談会および茎崎「牧園地区」、つくば市環境保

全協会に対して地元説明会を、研究推進部、バイオリソースセンターとともに参加した。

Ⅸ. その他

　組換え DNA 安全管理の一環として、実験に使用したガラス器具を集中管理方式により、

洗浄を実施している。また放射線安全管理の一環として、実験衣を集中管理方式により、

洗濯を実施している。




