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中百舌鳥キャンパス内の
放射線研究センターの位置



大阪府立大学放射線研究センター
-大阪府立大学の放射線利用研究開発拠点-

線源棟

放射化学
実験棟

クリーンルー
ム 教員・学生居室

H25年度から工学研究科
量子放射線系専攻新設！
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放射線知識普及活動
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「原子力歴史構築賞」受賞





5つの研究室、10名で研究しています。

環境計測科学

量子線化学生物学

放射線安全管理学

量子線材料科学

量子ナノ材料科学

http://www.riast.osakafu-u.ac.jp/index.html

http://www.riast.osakafu-u.ac.jp/index.html


合計43件



主なコバルト60ガンマ線照射設備

用途： 依頼照射（照射手数料を伴う外部からの依頼照射）
2019年度実績：３８件（手数料：４,９３９,８００円）



・生物分野 植物の突然変異種発現
微生物の特性改良
医療器具・動物飼料等の滅菌

・化学分野 放射線分解と有用生成物の生成
架橋反応の利用による電線被覆材の開発
楽器の弦の改良

・工学分野 トランジスタ・IC などの電子部品・機器の照射試験
原子力発電所で使用する電子機器、光学部品、
ケーブルの試験
人工衛星に搭載する電子機器の照射試験

・物理分野 放射線検出器・線量計の特性試験
ガラス等の着色

コバルト線源の主な照射対象



丸三ハシモトの合成繊維弦
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放射線照射により強くなる高分子は？





藤田真一： 放射線化学 87, 43-45 (2009)



逆温度性転移によるPoly(GVGVP)の凝集
エラスチンの弾力性に寄与する

Poly(GVGVP)の分子構造

37℃4℃

溶解 凝集

加温

冷却

エラスチンの凝集特性を生かした
放射線架橋ナノ粒子の調製

放射線照射による架橋



60Coγ線照射により得られた
架橋poly(GVGVP)ナノ粒子のDDS応用

SEM写真



水損文化財におけるカビ殺菌

共同研究者

久米民和（ベトナム ダラット大学）
Nguyễn Thị Thùy Linh （ベトナム ダラット大学）

松下正和（神戸大）
天野真志（国立歴史民俗博物館）

内田俊秀（京都造形芸術大）
酒井浩一（光産業創成大学院大学）

藤田和久（光産業創成大学院大学）
吉川圭太（神戸大）



研究背景

1. 近年頻発する風水害や津波により、多くの
民間所在古文書等の水損被害が発生

2. 水損・汚損したこれら和紙資料にはカビや
細菌などによる生物被害が発生。悪臭、紙
の劣化や色素の沈着により解読作業にも
支障をきたすだけではなく、資料保管の上
でも悪影響

3. また、水損史料の救出・乾燥・修復に従事
するボランティアなどの作業従事者が、カビ
の生えた水損史料を取り扱う際の、健康と
安全で衛生的な環境の確保が課題



. 19

カビに汚染した水害汚損古文書資料



Trichoderma atroviridePenicillium commune

Fusarium sp.Stachybotrys chartarum Penicillium commune

Trichoderma harzianum
20

資料から分離されたカビのコロニー



製品はトラックにより図面手前の製品充填口から未滅菌製品エリアに搬入され､照射容器に充填さ
れる。照射容器はコンベアに載せられ、迷路を通って照射室に導かれる。照射室では60Coガンマ線

が照射され、製品取り出し口のある滅菌済み製品エリアに導かれて保存される。照射業務がない場
合、60Coガンマ線源は地下の線源貯蔵プールに格納されている。

http://www.koga-isotope.co.jp/gamma/process.html

株式会社コーガアイソトープにおける
60Coガンマ線照射

http://www.koga-isotope.co.jp/gamma/process.html


13 - 16 kGy 照射で十分な滅菌効果!
22

No colony ！
(both irradiated books and irradiated petri dish) 

60Coガンマ線照射後の試料のカビ培養







・放射性同位元素によるトレーサー実験、
DNA解析

・材料の陽電子利用分析

・放射性同位元素による年代測定

・環境汚染物質の元素分析

・環境放射線の長期間測定







 

屋外管理棟（C9棟）
低バックグラウンド鉄室

内の
Ge半導体検出器

・多数の高純度 Ge 半導体検出器
・液体シンチレーションカウンター
・2πガスフローカウンター
・NaI シンチレーションカウンター
・イメージングプレートなど

↓
微量の放射性物質
の同定、定量、分布
の評価が可能。



黒コショウのγ線測定結果

バックグラウンド

非照射

非照射

照射



基礎研究・人材育成を志向した共同利用拠点体制

・大学院教育（H25年度から工学研究科 量子放射線系専攻併設）

・文部科学省 国際原子力人材育成イニシアティブ事業 ( H24-26 )

「地域に根付いた放射線施設活用による関西連携指導者人材育成」→ Ｓ評価
・文部科学省 国際原子力人材育成イニシアティブ事業 ( H27-30 )
「大規模放射線施設を利用した人材育成 」
（コバルト照射プールを用いた 水中放射線測定と画像測定）

・堺市・大阪府立大学産学官連携人材育成等事業（H27～）
「放射線施設活用による地域指導者人材育成」

・「みんなのくらしと放射線展」での「ハイスクール放射線サマークラス」ほか、施設見学、出
前授業などの高大連携

原子力人材育成事業
照射プールを用いた実習 非密封RIを用いた実習

堺市連携人材育成事業
「もっと府大Day」での放射線教室



さくらサイエンス事業
ベトナムダラット大学から学生招聘研修

「微生物のガンマ線照射により放射線の生物影響と放射線滅
菌の基礎を学ぶ」 （2016年9月5-9日）

Gamma-ray
irradiation



さくらサイエンス事業

ベトナムダラット大学学生オンライン研修
（2021年11月29日）

当研究室の学生が
微生物実験の動画を
作成。英語で説明！

ダラット大学からの視
聴者の顔ぶれ！



大阪府立大学大学院工学研究科

量子放射線系専攻
(Division : Quantum and Radiation Engineering)

博士前期課程、後期課程
2013年度設置

放射線研究センターの
他大学にはない特徴ある施設を利用して

将来の日本の科学技術を支える
量子ビーム・放射線・加速器による学際研究に

チャレンジしよう！





研究グループ 教員

環境計測科学 宮丸 広幸 ［教授］
伊藤 憲男 ［助教］

量子線材料科学 梅澤 憲司 ［教授］
堀 史説 ［准教授］
小嶋 崇夫 ［助教］

量子線化学生物学 古田 雅一 ［教授］
田中 良晴 ［准教授］
清田 俊治 ［助教］
朝田 良子 [助教］

量子ナノ材料科学 川又 修一 ［教授］
津久井 茂樹 [准教授]

放射線安全管理学 松浦 寛人 ［教授］
秋吉 優史 ［准教授］

他大学にはない各研究施設での実地研修が充実
将来、量子分野のリーダーとなる高度な専門家の育成

水中で青白く光るコバルト60線源

加速器を使った実験の様子

寒天培地を用いた放射線損傷菌の
生存数測定

クリーンルームは微細加工等を行うごみの少ない
実験室です。

http://www.riast.osakafu-u.ac.jp/senko/group01.htm
http://www.riast.osakafu-u.ac.jp/senko/group02.htm
http://www.riast.osakafu-u.ac.jp/senko/group03.htm
http://www2.riast.osakafu-u.ac.jp/quantum_nano_materials_science_group
http://www.riast.osakafu-u.ac.jp/senko/group05.htm




R2.3 修士卒:
朝日インテック株式会社、株式会社GSユアサ、環境省、博士後期課程進学
2020年秋帰国、ダラット大学、静岡大学

R2.3 博士卒:

公立大学法人大阪大阪府立大学工業高等専門学校、自然科学研究機構分子科
学研究所

R1.3 修士卒:

日本原子力研究開発機構、大阪特殊合金株式会社、キャノンメディカルシステムズ
株式会社、株式会社三菱マテリアル、大日精化工業、三菱電機株式会社、株式会
社ルネサスエレクトロニクス
、本学マテリアル工学分野博士後期課程へ進学

R1.3 博士卒:
山東工商学院（大学教員）、社会人/パナソニックエコシステムズ株式会社

進路・就職情報
主な就職先
（令和元年~2年：外国人向け秋入学者の進路を含む）

http://www2.riast.osakafu-u.ac.jp/qreng/future-path/


来年4月開学予定の大阪公立大学大学院においても
量子放射線系専攻は続きます！

特色ある研究テーマ

（2021年2月7,8日入試）

https://www.upc-osaka.ac.jp/new-univ/admissions/g/exam_info/graduate/gs_eng.html

http://upc-osaka.ac.jp/new-univ/admissions/g/graduate/gs_eng.html#pcollapse12


関西地域の「みんなのくらしと放射線展」
における知識普及活動

Information transfer activity through “Radiation 
and our daily life fair” in Kansai region

大阪府立大学 放射線研究センター 古田雅一
みんなのくらしと放射線知識普及実行委員会

大阪府立大学、日本原子力研究開発機構、(一財) 電子科学研究所、
(一財) 日本原子力文化財団、(一社) 大阪ニュークリアサイエンス協会、

（公社) 大阪府放射線技師会、(公社) 日本アイソトープ協会、
日本原子力学会関西支部、

2016年3月28日
日本原子力学会春の年会





東日本大震災以降の「みんなのくらしと放射線展」

テーマ： 正しく知って、正しく怖がる

原発事故により放射線（能）についての関心（不安）の高まりから、
放射線展を「正しい知識普及の場」として開催。



2019年8/3-4
来場者
2000名以上









ありがとうございました


