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ごじだそご

１． 研究

(1 放射線先進医療研究

高度画像診断技術の研究開発 ４次元 装置の開発

も原著論文]

 1．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Takayuki Obata, Kenya Murase, Susumu Kandatsu, Shuji Tanada: Clinical 

potentials of the prototype 256-detector row CT-scanner, Academic Radiology, 12(2), 148-154, 2005

 2．Shinichiro Mori, Chisato Kondo, Naoki Suzuki, Masahiro Kusakabe, Masahiro Endo, et.al: Volumetric coronary 

angiography using the 256-detector row computed tomography scanner: Comparison in vivo and in vitro with 

porcine models, Acta Radiologica, 47(2), 186-191, 2006

 3．Shinichiro Mori, Takayuki Obata, Nakajima Naoshi*, Nobutsune Ichihara*, Masahiro Endo: Volumetric 

perfusion CT using prototype 256-detector row CT scanner: Preliminary study with healthy porcine model, 

American Journal of Neuroradiology, 26(10), 2536-2541, 2005

 4．Shinichiro Mori, Takayuki Obata, Riwa Kishimoto, Hirotoshi Katou, Kenya Murase, Susumu Kandatsu, Shuji 

Tanada, Hirohiko Tsujii, Masahiro Endo: Clinical potentials for dynamic contrast-enhanced hepatic volumetric 

cine imaging with the prototype 256-MDCT scanner, American Journal of Roentgenology, 185, 253-256, 2005

 5．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Kanae Nishizawa, Kenya Murase, Hideaki Fujiwara*, Shuji Tanada: 

Comparison of patient doses in 256-slice CT and 16-slice CT scanners, British Journal of Radiology, 79, 56-

61, 2006

 6．Nobusada Funabashi, Katsuya Yoshida, Hiroyuki Tadokoro, Koichi Nakagawa*, Kenichi Odaka, Takanori 

Tsunoo, Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Shuji Tanada, Issei Komuro*: Cardiovascular circulation and hepatic 

perfusion of pigs in 4-dimensional films evaluated by 256-slice cone-beam computed tomography, Circulation 

Journal, 69, 585-589, 2005

 7．Shinichiro Mori, Masayuki Baba, Tomoyasu Yashiro, Syuhei Komatu, Susumu Kandatsu, Masahiro Endo: 

Volumetric cine imaging for four-dimensional radiation therapy planning using the second model of the 256-

detector row CT-scanner: Initial experience in lung cancer, European Journal of Radiology Extra, 57, 71-73, 

2006

 8．Nobusada Funabashi, Katsuya Yoshida, Hiroyuki Tadokoro, Kenichi Odaka, Takanori Tsunoo, Shinichiro Mori, 

Masahiro Endo, Shuji Tanada, Issei Komuro*: Three dimensional segmented myocardial perfusion images by 

selective intracoronary injection of contrast using 256-slice cone beam computed tomography, Heart, 91, 1349-

1351, 2005

 9．Shinichiro Mori, Chisato Kondo, Naoki Suzuki*, Hiroyo Yamashita, Masahiro Kusakabe, Masahiro Endo: 

Volumetric cine imaging for cardiovascular circulation using prototype 256-detector row CT-scanner (four-

dimensional CT) - A preliminary study with a porcine model, Journal of Computer Assisted Tomography, 

29(1), 26-30, 2005        

10．Chisato Kondo, ShinichiroMori, Masahiro Endo, et.al: Real-time volumetric imaging of human heart without 

electrocardiographic gating by 256-detector row computed tomography: Initial experience, Journal of Computer 

Assisted Tomography, 29(5), 694-698, 2005

11．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Kanae Nishizawa, Takanori Tsunoo, Takahiko Aoyama*, Hideaki Fujiwara*, 

Kenya Murase: Enlarged longitudinal dose profiles in cone-beam CT and the need for modified dosimetry, 

Medical Physics, 32(4), 1061-1069, 2005

12．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Kanae Nishizawa, Mari Ohno, Hiroaki Miyazaki*, Kazuhiko Tsujita*, Yasuo 

Saito*: Prototype heel effect compensation filter for cone-beam CT, Physics in Medicine and Biology, 50, 

N359-N370, 2005

13．Yutaka Takahashi, Shinichiro Mori, Takashi Yamashita*, et.al: Preliminary study of the effect of original metal 

１．職員研究発表一覧
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artifacts correction approach in computed tomography due to I-125 seeds on postimplant dosimetry in prostate 

permanent implant, Radiation Medicine, 24, 133-138, 2006

14．Shinichiro Mori, Ryosuke Kohno, Teiji Nishio, Hideyuki Mizuno, Hiroyo Yamashita, Hiroshi Asakura*, 

Masahiro Endo, et.al: Physical evaluation of multidetector-row computed tomography (MDCT) scan methods 

and conditions for improvement of carbon beam distribution, 日本放射線技術学会雑誌, 61(12), 1609-1615, 

2005

も ー ン ]

 1．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Kazutoshi Kohno*, Hiroshi Asakura*: Improved temporal resolution by a 

respiratory gated segment reconstruction: towards four-dimensional (4D) radiation therapy for heavy ion beams 

using the 256-detector row CT-scanner, EJC Supplements, 3(2), 395-396, 2005

 2．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Masayoshi Sunaoka, Susumu Kandatsu, Masayuki Baba: Four-dimensional 

radiation therapy for lung cancer using the second model 256-detector row CT-scanner, EJC Supplements, 3(2), 

408, 2005

 3．森 慎一郎 近藤 千里: 256列CT 用い 立体CT 心臓 評価 Journal of Cardiology 46 189-189

2005

 4．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Ryosuke Kohno, Hiroshi Asakura*, et.al: Improved Temporal Resolution by 

Respiratory Gated Segment Reconstruction: Towards Four-Dimensional (4D) Radiation Therapy for Heavy Ion 

Beams Using the 256-Detector-Row CT-Scanner, Medical Physics, 32, 000, 2005

 5．Yutaka Takahashi, Shinichiro Mori, et.al: Reduction of computed tomography metal artifacts due to I-125 seeds 

for post implant dosimetry in prostate permanent brachytherapy, Medical Physics, 32, 000, 2005

 6．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Ryosuke Kohno, Shinichi Minohara, Kazutoshi Kohno*, Hiroshi Asakura*, 

Hideki Fujiwara*, Kenya Murase: Respiratory-gated Segment Reconstruction for Radiation Treatment Planning 

using 256-slice CT-scanner during Free Breathing, Proceedings of SPIE, 5745, 711-721, 2005

 7．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, et.al: Estimation of scattered radiation amount and its effects on image 

quality in 4D CT, Radiology, 000, 2003

 8．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Hiroshi Asakura*: Improved Respiratory Gated CT Scan Method, 

Radiotherapy and Oncology, 76, 000, 2005 

 9．森 慎一郎 河野 良介 遠藤 真広 池田 恢 池田 剛* 榎戸 義浩* 高橋 豊 遠山 尚紀* 成田

雄一郎* 西尾 禎治 羽生 祐二* 水野 秀之: 呼吸性移動 考慮 治療計画 画像 物理的評価

日本医学物理学会報文集 24 350-353 2005

10．Shinichiro Mori, Ryosuke Kohno, Teiji Nishio, Hideyuki Mizuno, Hiroshi Asakura*, Tsuyoshi Ikeda*, Masahiro 

Endo, et.al: Effects of computed tomography (CT) scan methods and scan conditions on radiation therapy 

planning for heavy ion beams using multi-detector row CT, 日本医学物理学会報文集, 25, 146-149, 2005

11．Hiroshi Asakura*, Shinichiro Mori, Masahiro Endo: A Study of (3+1)-Dimensional Charged Particle therapy  

by Using 4D CT-Scanner, 日本医学物理学会報文集, 25, 150-152, 2005

12．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Hiroshi Asaskura*: Improved Respiratory-gate CT scan method for four-

dimensional radiation therapy planning, 日本医学物理学会報文集, 25, 155-158, 2005

13．Mari Ohno, Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Keiichi Akahane, Kazuo Iwai, Kanae Nishizawa: Patient doses 

under 4D-CT examination, 日本医学物理学会報文集, 25, 310-311, 2005

14．Toshitaka Kuroiwa, Shinichiro Mori, Minoru Tajiri, Kouichi Shibayama, Hiroshi Tsuji, Hirohiko Tsujii: 

Accuracy of patient setup in Heavy Ion radiotherapy for prostate cancer, 日本医学物理学会報文集, 25, 330-

333, 2005

15．Hiroshi Asakura*, Masahiro Endo, Hiroshi Ikeda*, Hideyuki Mizuno, Ryosuke Kohno, Teiji Nishio: Effects of 

computed tomography (CT) scan methods and conditions on radiation therapy planning for heavy ion beams 

using multi-detector row CT-scanner, 日本医学物理学会報文集, 000, 2005
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も総説]

 1．森 慎一郎 遠藤 真広 近藤 千里: 256列 可能 医療 月刊新医療 10 50-53 2005

 2．森 慎一郎: 4次元診断 次元治療 放射線科学 48(4) 145-154 2005

も重要出版物等への引用]

 1．Shinichiro Mori, Masahiro Endo: Computed Tomography: Fundamentals, System Technology, Image Quality, 

Applications, Computed Tomography : Fundamentals, system technology, image quality, applications, 2nd rev. 

ed., 60-71, 2005

 2．Shinichiro Mori, Masahiro Endo: 256-slice CT images body and heart, Diagnostic Imaging, 12, 000, 2005

 3．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, et.al: 256-slice CT creates 4D liver studies, Diagnostic Imaging, 8, 000, 2005

も特許出願]

 1．森 慎一郎 遠藤 真広: CT投影 差分画像再構成方法及び装置 2006

 2．森 慎一郎 遠藤 真広: 運動部分 CT撮影方法及び装置 2005

 3．森 慎一郎 遠藤 真広 鈴木 昌彦: 駆動装置 動態撮影 及び動態撮影方法 2005

も口頭発表]

 1．森 慎一郎 河野 良介 池田 剛* 遠山 尚紀* 水野 秀之 榎戸 義浩* 羽生 祐二* 高橋 豊

池田 恢* 西尾 禎治* 遠藤 真広: 治療計画CTQA JSMP課題別研究会 治療計画QA

ー 01 日本医学物理学会 89回学術大会 横浜市 2005.04

 2．西尾 禎治 河野 良介 森 慎一郎 羽生 祐二*榎戸 義浩*池田 剛*水野 秀之 遠山 尚紀*高

橋 豊 池田 恢* 遠藤 真広: 治療計画QA 作成 進捗状況 JSMP課題別研究会 治療計画

QA ー 01 日本医学物理学会 89回学術大会 横浜市 2005.04

 3．河野 良介 西尾 禎治* 森 慎一郎 水野 秀之 榎戸 義浩* 池田 剛* 羽生 祐二* 高橋 豊

池田 恢* 遠藤 真広: 治療計画 使用 受 入 JSMP課題別研究会 治療計画QA

ー 01 日本医学物理学会 89回学術大会 横浜市 2005.04

 4．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Hiroshi Asakura*: Improved Respiratory-Gated CT Scan Method, The 4th 

Japan-Korea Joint Meeting on Medical Physics and The 5th Asia-Oceania Congress of Medical Physics, 

Kyoto, 2005.09

 5．高橋 豊* 森 慎一郎 山下 孝* 他: I-125永久刺入治療 Postplan CT ー 除去

試 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会 埼玉 2005.11

 6．Hirosi Higashino*, Teruhito Motizuki*, Kazuhiro Katada, Shinichiro Mori, Shuji Tanada, Masahiro Endo, et.al: 

"One-beat Whole Heart Imaging" Using the 2nd Spec 256-Multislice CT: First Clinical Data, 北米放射線学会

2005, , 2005.11

 7．Nobusada Funabashi, Katsuya Yoshida*, Hiroyuki Tadokoro, Shinichiro Mori, Shuji Tanada, Masahiro Endo, 

et.al: Demonstration of Segmented Myocardial and Hepatic Perfusion by Selective Contrast Injection and 

Dynamics of Cardiovascular Circulation by Intravenous Injection in Four-dimensional Films Achieved by New 

Prototype 256-slice Cone Beam CT, 北米放射線学会2005, , 2005.11

 8．Masahiko Suzuki*, Shinichiro Mori, Shuji Tanada, Masahiro Endo, et.al: Four-dimensional Analysis of the 

Knee under Dynamic Loaded Conditions Using High-speed Cone Beam Computed Tomography, 北米放射線学

会2005, , 2005.11

も ー発表]

 1．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Ryosuke Kohno, Shinichi Minohara, Kazutoshi Kohno*, Hiroshi Asakura*: 

Respiratory-gated Segment Reconstruction for Radiation Treatment Planning using 256-slice CT-scanner during 

Free Breathing, SPIE Medical Imaging, , 2005.02

 2．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, et.al: Improved Temporal Resolution by Respiratory Gated Segment 

Reconstruction: Towards Four-Dimensional (4D) Radiation Therapy for Heavy Ion Beams Using the 256-
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Detector-Row CT-Scanner, AAPM anual meeting, , 2005.07

 3．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Hiroshi Asaskura*: Improved Respiratory-Gated CT Scan Method for Four-

Dimensional Radiation Therapy Planning, 8th Biennial ESTRO Meeting on Physics and Radiation Technology 

for Clinical Radiotherapy, , 2005.09

 4．Hiroshi Asakura*, Shinichiro Mori, Masahiro Endo: A Study of (3+1)-Dimensional Charged Particle therapy  

by Using 4D CT-Scanner, The 4th Japan-Korea Joint Meeting on Medical Physics and The 5th Asia-Oceania 

Congress of Medical Physics, Kyoto, 2005.09

 5．Shinichiro Mori, Masahiro Endo, Hiroshi Asakura*, Hideyuki Mizuno, Ryosuke Kohno, Teiji Nishio, Hiroshi 

Ikeda*, Tsuyoshi Ikeda*, et.al: Effects of computed tomography (CT) scan methods and conditions on radiation 

therapy planning for heavy ion beams using multi-detector row CT-scanner, The 4th Japan-Korea Joint 

Meeting on Medical Physics and The 5th Asia-Oceania Congress of Medical Physics, Kyoto, 2005.09

 6．Masahiro Endo, Shinichiro Mori, Susumu Kandatsu, Shuji Tanada, et.al: Development of Real 4D CT with 

Real-time Reconstruction and Display, Nuclear Science Symposium/ Medical Imaging Conference (Rome 2004), 

, 2005.10

 7．森 慎一郎 遠藤 真広 矢代 智康 小松 秀平 神立 進 馬場 雅行: 256MDCT 治療 応用

肺 呼吸性移動量 測定 日本放射線腫瘍学会第 回学術大会 埼玉 2005.11

 8．森 慎一郎 遠藤 真広 水野 秀之 砂岡 正良 矢代 智康 小松 秀平 神立 進 馬場 雅行: 

256MDCT 治療 応用 ー 用い 次元放射線治療計画 日本放射線腫瘍学会第18回学

術大会 埼玉 2005.11

 9．森 慎一郎 兼松 伸幸 砂岡 正良 遠藤 真広: 256MDCT 治療 応用 秒回転 秒平均 秒

回転 線量分布 影響 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会 埼玉 2005.11

10．Hirosi Higashino*, Teruhito Motizuki*, Kazuhiro Katada, Shinichirou Mori, Shuji Tanada, Masahiro Endo, 

et.al: "One-beat Whole Heart Imaging" Using the 2nd Spec 256-Multislice CT: First Clinical Data, 北米放射線

学会2005, , 2005.11

も招待発表]

 1．西尾 禎治 河野 良介 森 慎一郎 水野 秀之 高橋 豊 遠山 尚紀* 池田 剛* 遠藤 真広: 治

療計画 ー ー 01 活動進捗状況ー 日本放射線腫瘍学会第18回学術大

会 埼玉 2005.11

 

も講義・講演]

 1．森 慎一郎 遠藤 真広: 4次元診断 4次元治療 北海道 CT研究会 札幌 2005.07

 2．森 慎一郎 遠藤 真広: 256列CT 基礎性能評価 北海道 CT研究会 札幌 2005.07

 3．森 慎一郎 近藤 千里: 256列CT 用い 立体CT 心臓 評価 第53回 心臓病学会学術集会 大阪

2005.09

 4．羽生 祐二* 森 慎一郎 他: 高精度放射線治療 品質保証 日本放射線腫瘍学会第18回学術大

会 埼玉 2005.11

 5．森 慎一郎 西澤 枝: CT 線量測定方法 CT線量測定講習会 山形 2006.02

 6．森 慎一郎: 体幹部定位照射 治療計画用 い 日本高精度体幹部放射線外部照射研究会 甲府

2006.03

高度画像診断技術の研究開発  次世代Ｐ 装置の開発

も原著論文]

 1．Jung Yeom*, Hiroyuki Takahashi, Siritiprussamee Prasit*, Hideo Murayama, Masaharu Nakazawa*: 

Multichannel CMOS ASIC preamplifiers for avalanche photodiode and microstrip gas chamber readouts., IEEE 

Transactions on Nuclear Science, 53(1), 242-246, 2006

 2．Naoko Inadama, Hideo Murayama, Taiga Yamaya, Keishi Kitamura, Takaji Yamashita*, Hideyuki Kawai, 
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Tomoaki Tsuda, Masanobu Sato, Yusuke Ono, Manabu Hamamoto: Preliminary evaluation of four-layer BGO 

DOI-detector for PET., IEEE Transactions on Nuclear Science, 53(1), 30-34, 2006

 3．Tomoaki Tsuda, Hideo Murayama, Keishi Kitamura, Naoko Inadama, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Fumihiko 

Nishikido, Manabu Hamamoto, Hideyuki Kawai, Yusuke Ono: Performance evaluation of a subset of a four-

layer LSO detector for a small animal DOI PET scanner: jPET-RD, IEEE Transactions on Nuclear Science, 

53(1), 35-39, 2006

 4．Fumihiko Nishikido, Tadayoshi Doke, Jun Kikuchi, Toshinori Mori*, Hideo Murayama, Tatsuro Ooshita*, 

Hidehiro Takahashi*: Performance of prototype liquid xenon scintillation detector system for time-of-flight type 

positron emission tomography with improved photomultipliers., Japanese Journal of Applied Physics, 44(7A), 

5193-5198, 2005

 5．山谷 泰賀 吉田 英治 佐藤 允信 津田 倫明 北村 圭司 萩原 直樹 小尾 高史 長谷川 智之 羽

石 秀昭 稲玉 直子 澁谷 憲悟 森 慎一郎 遠藤 真広 棚田 修二 村山 秀雄: DOIC法 用い

jPET-D4試作機 ー 性能評価 Medical Imaging Technology 23(4) 185-193 2005

 6．ChihFung Lam, Naoki Hagiwara, Takashi Obi, Masahiro Yamaguchi*, Hideaki Haneishi, Tomoaki Tsuda, Eiji 

Yoshida, Taiga Yamaya, Hideo Murayama: Investigaton of the effects of inter-crystal scatter reduction on 

reconstructed images in the jPET-D4 scanner., Medical Imaging Technology, 23(5), 318-327, 2005

 7．Eiji Yoshida, Keishi Kitamura, Tomoaki Tsuda, Kengo Shibuya, Taiga Yamaya, Naoko Inadama, Tomoyuki 

Hasegawa, Hideo Murayama: Energy spectra analysis of the four-layer DOI detector for the brain PET 

scanner., Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, 557, 664-669, 2005

 8．Taiga Yamaya, Naoki Hagiwara, Takashi Obi, Masahiro Yamaguchi*, Nagaaki Oyama*, Keishi Kitamura, 

Tomoyuki Hasegawa, Hideaki Haneishi, Naoko Inadama, Hideo Murayama: Transaxial syste models for jPET-

D4 image reconstruction., Physics in Medicine and Biology, 50, 5339-5355, 2005

も ー ン ]

 1．Tomoaki Tsuda, Keishi Kitamura, Naoko Inadama, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Hideyuki Kawai, Shuji Tanada, 

Hideo Murayama: Uniform resolution performance of the four-layer DOI detector for a rodent PET scanner: 

jPET-RD., Journal of Nuclear Medicine, 46(5), 484-484, 2005

 2．Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Mitsuo Watanabe*, Naoko Inadama, Masanobu Sato, Tomoaki Tsuda, Keishi 

Kitamura, Tomoyuki Hasegawa, Takashi Obi, Hideaki Haneishi, Shuji Tanada, Hideo Murayama: Transaxial 

resolution uniformity of the jPET-D4 with a robust DOI detector calibration., Journal of Nuclear Medicine, 

46(5), 50-50, 2005

 3．Lam ChihFung 萩原 直樹 小尾 高史 山口 雅浩* 吉田 英治 山谷 泰賀 村山 秀雄: jPET-D4

画像再構成 ICS 考慮 感度分布 化 関 検討 Medical Imaging Technology

1111(111) 111-1111 2005

 4．村山 秀雄 渡辺 光男* 北村 圭司 清水 成宜: 次世代PET(1) 頭部用試作機 jPET-D4 概要 核医学

42(3) S164 2005

 5．村山 秀雄 渡辺 光男* 北村 圭司 清水 成宜: 次世代PET(1) 頭部用試作機 jPET-D4 概要 核医学

42(3) S164 2005

 6．佐藤 允信 吉田 英治 山谷 泰賀 村山 秀雄: 次世代PET(3) jPET-D4 実装 核医学 42(3)

S165 2005

 7．山谷 泰賀 吉田 英治 佐藤 允信 津田 倫明 北村 圭司 小尾 高史 長谷川 智之 羽石 秀昭 稲

玉 直子 棚田 修二 村山 秀雄: 次世代PET(4) jPET-D4 画像再構成 解像度性能評価 核医学 42(3)

S165 2005

 8．長谷川 智之 村石 浩 北村 圭司 村山 秀雄 山谷 泰賀 吉田 英治: ・

GATE 次世代PET ー 核医学 42(3) S187 2005

 9．長谷川 智之 福島 康宏* 村石 浩 村山 秀雄 山谷 泰賀 吉田 英治 萩原 直樹 小尾 高史: 

jPET-D4 動 補正 立体 ー 計測精度向上 核医学 42(3) S190 2005

10．稲玉 直子 小野 裕介 村山 秀雄 山谷 泰賀 北村 圭司 小尾 高史 津田 倫明 濱本 学: 次
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世代PET(1) 頭部用試作機 jPET-D4 概要 核医学 42(3) S202 2005

11．津田 倫明 村山 秀雄 北村 圭司 稲玉 直子 山谷 泰賀 吉田 英治 河合 秀幸 錦戸 文彦

濱本 学 小野 裕介: 小動物用高感度 PET 装置"jPET-RD"開発 実験 構築 核医

学 42(3) S202 2005

12．吉田 英治 木村 裕一 北村 圭司 佐藤 允信 錦戸 文彦 山谷 泰賀 村山 秀雄: ー

用い 毎 偶発・散乱同時事象 識別方法 検討 核医学 42(3) S203 2005
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法 期待 最先端放射線治療 臨牀消化器内科 21(3) 323-331 2006

 4．山田 滋: 切除不能膵癌 治療 癌治療 5(1) 44-45 2006

 5．辻 比呂志 石川 仁 鎌田 正 辻井 博彦: 前立腺癌 対 炭素 線治療 治療戦略 臨床放射

線 50(5) 603-610 2005

 6．辻 比呂志 石川 仁 辻井 博彦: 眼窩悪性腫瘍 対 重粒子線治療 現況 眼科手術 19(1) 29-32

2006

 7．辻 比呂志 石川 仁 鎌田 正 辻井 博彦: 重粒子線治療 泌尿器外科 18(11) 1343-1347 2005

 8．溝江 純悦: 悪性黒色腫 JOHNS 21(9  増大号) 1411-1414 2005

 9．辻 比呂志: 眼 ー 対 重粒子線治療 あ い眼科 3(23) 357-358 2006

10．吉川 京燦: PET検査 長所 短所 臨床医 31(9) 1533-1536 2005

11．吉川 京燦: PET 将来展望 36(9) 14-17 2005

12．柳 剛 溝江 純悦 坂本 穆彦*: 甲状腺癌 治療法 病理診断 病理 臨床 23(4) 395-401 2005

13．幸田 圭史*軍司 祥雄*山田 滋 落合 武徳*: 直腸癌 対 化学放射線療法 臨床外科 60(6)743-

748 2005

14．溝江 純悦 辻井 博彦 柳 剛 長谷川 安都佐 高木 亮: 重粒子線治療 日本臨牀 63(増刊号)432-
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436 2005

15．山田 滋 安田 茂雄 北林 宏之 成島 一夫 野尻 和典 鎌田 正 辻井 博彦: 直腸癌局所再発

対 重粒子線治療 日本消化器外科学会雑誌 29(1) 95-103 2006

16．三上 恵子 山下 曜子 中村 美佐子 加藤 真吾: 放射線治療 う 説明 緩和 15(3)

202-206 2005

17．溝江 純悦 辻井 博彦 鎌田 正 加藤 博敏: 肝臓・骨軟部 粒子線治療 治療学 39(12)88-89 2005

18．鎌田 正 今井 礼子: 骨・軟部腫瘍 対 重粒子線 炭素 線 治療 整形外科 56(12)1592-1592

2005

19．辻井 博彦 安田 茂雄 柳 剛 山田 滋 北林 宏之 鎌田 正 溝江 純悦: 消化器扁平上皮癌 対

重粒子線 炭素 線 治療 消化器扁平上皮癌 最先端多戦略治療拠点形成 : 文部科学省 : 21世

紀COE 39-73 2005

      

も解説・紹介記事]

 1．吉川 京燦: PET 診断 基礎 最先端 医用原子力 (2) 4-6 2005

 2．鎌田 正: 高度治療 原子力eye 9 20-21 2005

 3．大野 達也: 放射線治療 関連遺伝子 発見 照射効果予測 北関東医学 56(1) 81-82 2006

 4．加藤 博敏: 重粒子線治療 消化器now 32(3) 7-7 2006

 5．辻井 博彦: 封 込 健康生活 体 向 合う正 い知識 最先端 治療 研究 山形新聞 (43089)

16-17 2005

 6．辻井 博彦: 手術 勝 放射線技術 設備・ 治療 ー 変え 夕刊 18-18 2005

     

も 発表・ 報道]

 1．村山 秀雄: PET解像度 3 2005

 2．馬場 雅行: 重粒子線 用い 治療数 治療成績 世界 2005

も ン ュー・座談会等記事]

 1．吉川 京燦: PET診療 現在 未来 臨床医 31(9) 1622-1636 2005

 2．吉川 京燦: PET 診断 36(9) 18-39 2005

 3．辻井 博彦: 先進医療・名医 最新治療 ー 骨肉腫 週刊朝日 第111第1(4727)126-127

2006

 

も特許出願]

 1．山田 滋: 腫瘍 放射線療法 放射線治療増強剤 2006

      

も口頭発表]

 1．辻 比呂志 石川 仁 柳 剛 鎌田 正 辻井 博彦 他: 脈絡膜悪性黒色腫 対 重粒子 炭素

線治療 第29回日本眼科手術学会総会 東京都 2005.01

 2．鎌田 正: 重粒子線治療－難治 挑戦 成果 第 期 中期計画成果発表会 東京都 2005.03

 3．Behnaz Goudarzi, Kyosan Yoshikawa, Hiroyuki Ishikawa, Masayuki Baba, Tadaaki Miyamoto, Susumu 

Kandatsu, Kazutoshi Suzuki, Hirohiko Tsujii: C-11 Methionine Positron Emission Tomography and survival in 

patients with lung carcinoma treated by carbon ion radiotherapy, Australian and New Zealand Society of 

Nuclear Medicine 35th Annual Scientific Meeting, , 2005.04

 4．神立 進 岸本 理和 小松 秀平 鎌田 正 溝江 純悦 辻井 博彦: 体幹部・頭頸部軟部組織腫瘍

転移様式 い 検討 第64回日本医学放射線学会学術集会 横浜市 2005.04

 5．北林 宏之: 食道癌 対 重粒子線 血管新生阻害因子NK4 併用効果 検討 平成16年度HIMAC 共同

利用研究成果発表会 千葉市 2005.04

 6．Junetsu Mizoe: Carbon ion radiotherapy for malignant gliomas, 2nd Quadrennial meeting of the World 

Federation of NeuroOncology, , 2005.05
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 7．Masayuki Baba: Carbon ion radiotherapy for stage I non-small cell lung cancer., 10th Workshop on Heavy 

Charged Particles in Biology and Medicine, Italia Oropa (Biella), Oropa, 2005.06

 8．Hirohiko Tsujii: Clinical experience of NIRS carbon ion therapy, 10th workshop on Heavy Charged Particles 

in Biology and Medicine,Italia Oropa(Biella), , 2005.06

 9．Hitoshi Ishikawa: Carbon Ion Radiotherapy for Localized Prostate Cancer, PTCOG 42, 東京都, 2005.06

10．Hirohiko Tsujii: Ten-year Experiences of Carbon lon Therapy with HIMAC, PTCOG42 (Particle  Therapy Co-

operative Group Meeting), 東京都, 2005.06

11．Azusa Hasegawa, Junetsu Mizoe, Hiroshi Asakura*, Hirohiko Tsujii: PROSPECTIVE ANALYSIS OF THE 

DOSE-VOLUME HISTROGRAMS OF OPTIC NERVE, PTCOG42(Particle Therapy Co-operative Group 

Meeting, 東京都, 2005.06

12．Tadashi Kamada, Reiko Imai, Hirohiko Tsujii, Hiroshi Tsuji, Hitoshi Ishikawa, Takeshi Yanagi: Carbon ion 

therapy for bone and soft tissue sarcoma, th Workshop on Heavy Charged Particles in Biology and 

Medicine, Italia Oropa, Oropa, 2005.06

13．山田 滋: 直腸癌術後再発 対 炭素 線治療 第2回日本粒子線治療臨床研究会 東京都 2005.06

14．Hirotoshi Katou, Shigeru Yamada, Shigeo Yasuda, Yukiteru Maeda, Tadashi Kamada, Junetsu Mizoe, Masao 

Ootou, Hirohiko Tsujii: Carbon Ion Radiotherapy for Hepatocellular Carcinoma: Phase I/II and Phase II 

Clinical Trials, 第42回 Particle Therapy Co-operative Group Meeting, 東京都, 2005.06

15．Shigeru Yamada, Tadashi Kamada, Shigeo Yasuda, Hirohiko Tsujii, et.al: Phase I/II Trial of Carbon-Ion 

Therapy for Patients with Locally Recurrent Rectal Cancer, 第42回 Particle Therapy Co-operative Group 

Meeting, 東京都, 2005.06

16．辻 比呂志: 眼球 ー 炭素線治療後緑内障 関 DVH解析 第 回日本粒子線治療臨床研

究会 東京都 2005.06

17．鎌田 正: 骨軟部腫瘍 対 炭素 線治療 第 回日本粒子線治療臨床研究会 東京都 2005.06

18．Tadaaki Miyamoto: Carbon ion radiotherapy in hypofraction and ultrahypofraction regimens for stage I non-

small cell lung cancer, 11th World Conference on Lung Cancer, , 2005.07

19．山田 滋 安田 茂雄 北林 宏之 鎌田 正 辻井 博彦 落合 武徳*: 直腸癌術後局所再発 対 重

粒子線治療 第60回日本消化器外科学会定期学術総会 東京都 2005.07

20．石川 仁: 放射線治療効果予測 第35回放射線 制癌 東京都

2005.07

21．田村 克巳 吉川 京燦 石川 博之 鎌田 正 山田 滋 辻井 博彦 他: MET-PET 食道癌

ー 第27回 埼玉核医学研究会 い 市 2005.09

22．石川 仁 辻 比呂志 柳 剛 鎌田 正 中野 隆史* 辻井 博彦: 眼球脈絡膜悪性黒色腫 対 炭素

線治療 第33回群馬放射線腫瘍研究会 前橋市 2005.09

23．加藤 博敏 山田 滋 安田 茂雄 前田 幸輝 鎌田 正 溝江 純悦 辻井 博彦 大藤 正雄: 肝細

胞癌 対 短期小分割重粒子線治療 4日間4回照射 第II相臨床試験 第43回日本癌治療学会総会 名

古屋市 2005.10

24．長谷川 安都佐 溝江 純悦 辻井 博彦 柳 剛 高木 亮: 頭頸部領域 腺様嚢胞癌 対 炭素

線治療 第43回日本癌治療学会 名古屋市 2005.10

25．野田 真永 大野 達也 加藤 真吾 中野 隆史* 辻井 博彦: 局所進行子宮頸癌 対 Weekly  

Cisplatin併用放射線治療 急性期有害事象 検討 第43回癌治療学会総会 名古屋市 2005.10

26．石川 仁 辻 比呂志 柳 剛 鎌田 正 中野 隆史* 辻井 博彦: 眼球脈絡膜悪性黒色腫 対 炭素

線治療 第43回日本癌治療学会総会 名古屋市 2005.10

27．鎌田 正: 重粒子線治療 現状 将来 第43回日本癌治療学会総会 名古屋市 2005.10

28．辻 比呂志 石川 仁 柳 剛 鎌田 正 辻井 博彦 溝田 淳 金子 明博 大西 克尚: 脈絡膜悪性

黒色腫 対 重粒子 炭素 線治療 第59回日本臨床眼科学会 札幌市 2005.10

29．神立 進 岸本 理和 小松 秀平 江澤 英史 辻井 博彦: MRI 胸部 Autopsy imaging 解像度

関 検討 断層映像研究会 第34回研究発表会 東京都 2005.10

30．大野 達也: 切 治 治療 北海道別海町 女性 ー 北海道野付郡別海町 2005.10
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31．馬場 雅行: 期非小細胞肺癌 対 非外科的根治療法 重粒子 炭素 線治療 第44回日本臨床

細胞学会秋期大会 奈良市 2005.11

32．吉川 京燦 石川 博之 佐合 賢治 田村 克巳 松野 典代 須原 哲也 鈴木 和年 棚田 修二

辻井 博彦 佐々木 康人: C-11 methionine PET 肺癌重粒子治療 予後評価検討 第45回日本核医学

会総会 東京都 2005.11

33．田村 克巳 吉川 京燦 石川 博之 佐合 賢治 久保 敦司* 須原 哲也 棚田 修二 辻井 博彦: 

MET－PET 涙腺腫瘍 ー 第45回日本核医学会総会 東京都 2005.11

34．安藤 彰* 大野 優* 白石 貴博* 石川 博之 佐合 賢治 田村 克巳 鈴木 和年 吉川 京燦 棚

田 修二 辻井 博彦: PET－CT 吸収補正 CT撮影条件 与え 定量値 影響 第45回日本核

医学会総会 東京都 2005.11

35．石川 博之 吉川 京燦 佐合 賢治 田村 克巳 古賀 雅久 須原 哲也 鈴木 和年 棚田 修二

辻井 博彦 佐々木 康人: 腺様嚢胞癌・重粒子線治療前後 MET-PET診断 び短期予後評価 第45回日

本核医学会総会 東京都 2005.11

36．飯沼 武 宮本 忠昭: 肺癌診療 新 い －LSCT検診 炭素線治療 第46回日本肺癌学会総

会 千葉市 2005.11

37．馬場 雅行 宮本 忠昭 矢代 智康 平澤 直樹 今井 礼子 影井 兼司 鎌田 正 辻井 博彦 藤

澤 武彦*: 末梢型 期非小細胞肺癌 対 短期少分割炭素 線治療 第46回日本肺癌学会総会 千葉

市 2005.11

38．安田 茂雄 加藤 博敏 山田 滋 前田 幸輝 成島 一夫 野尻 和典 鎌田 正 溝江 純悦 辻井

博彦: 肝細胞癌 炭素 線治療 肝有害反応 DVH解析 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会

川越市 2005.11

39．山田 滋 安田 茂雄 鎌田 正 加藤 博敏 成島 一夫 野尻 和典 辻井 博彦: 直腸癌術後局所再

発 対 重粒子線治療 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会 川越市 2005.11

40．高木 亮 溝江 純悦 辻井 博彦 柳 剛 長谷川 安都佐: 頭頸部癌 対 炭素 線治療 日本

放射線腫瘍学会第18回学術大会 川越市 2005.11

41．柳 剛 溝江 純悦 高木 亮 長谷川 安都佐 辻井 博彦: 頭頸部粘膜悪性黒色腫 対 抗癌剤同時

併用重粒子線治療 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会 川越市 2005.11

42．石川 仁 辻 比呂志 柳 剛 鎌田 正 中野 隆史* 辻井 博彦: 眼球脈絡膜悪性黒色腫 対 放射

線治療 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会 川越市 2005.11

43．野田 真永 大野 達也 加藤 真吾 石居 隆義 中野 隆史* 辻井 博彦 他: 子宮頸癌患者

求 直腸生物学的実行線量 晩期直腸有害事象 関連性 日本放射線腫瘍学会第18回学術大

会 川越 2005.11

44．辻 比呂志 石川 仁 鎌田 正 辻井 博彦: 前立腺癌炭素 線治療 中 群症例 対 内分泌

療法短期化 検討 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会 川越市 2005.11

45．Takeshi Yanagi, Ryo Takagi, Azusa Hasegawa, Junetsu Mizoe, Hirohiko Tsujii: Carbon ion radiotherapy for 

malignant museal mucosal of head & neck, PTCOG 43, , 2005.12

46．Hiroshi Tsuji, Hitoshi Ishikawa, Takeshi Yanagi, Tadashi Kamada, Hirohiko Tsujii: Updated results of carbon 

ion radiotherapy (C-ionRT) for prostate cancer, PTCOG 43, , 2005.12

47．Hirohiko Tsujii: Up to date results of carbon ion therapy at NIRS, Particle Therapy Co-Operative 

Group,PTCOG43, , 2005.12

48．山田 滋: 直腸癌術後再発 対 重粒子線治療 第566回県下国立病院定例連合研究会 千葉市 2005.12

49．加藤 博敏: 重粒子線 治療 成果 展望 肝臓癌 第5回重粒子医科学 ー 千葉市

2005.12

50．山田 滋: 重粒子線 治療 成果 展望 直腸/膵臓癌 第5回重粒子医科学 ー 千葉

市 2005.12

51．溝江 純悦 柳 剛 長谷川 安都佐 高木 亮: 重粒子線 治療 成果 展望 頭頸部癌 成果 展望

第5回重粒子医科学 ー 千葉市 2005.12

52．北林 宏之: 食道扁平上皮癌細胞 対 重粒子線照射 docetaxel併用効果 基礎的研究 第1116回千葉
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医学会例会 千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学 平成17年度例会 千葉市 2005.12

53．成島 一夫: 食道扁平上皮癌重粒子線治療効果 画像的評価 検討 第1116回千葉医学会例会  千葉大学大

学院医学研究院先端応用外科学 平成17年度例会 千葉市 2005.12

54．鎌田 正: 来 重粒子線治療－重粒子線治療 成果 第 回重粒子医科学 ー

千葉市 2005.12

55．今井 礼子: 骨・軟部腫瘍 対 重粒子線治療 第 回重粒子医科学 ー 千葉市

2005.12

56．辻 比呂志: 重粒子線 治療 成果 展望・前立腺癌 第 回重粒子医科学 ー 千葉

市 2005.12

57．辻 比呂志: 重粒子線治療 受 第 回重粒子医科学 ー 千葉市 2005.12

58．加藤 真吾: 進行子宮癌 対 重粒子線治療 第 回重粒子医科学 ー 来 重

粒子線治療－ 実力 可能性 千葉市 2005.12

59．神立 進 岸本 理和 小松 秀平 江澤 英史 辻井 博彦: ー ー ー CT検査

必要性 第3回 ー ー ー (Ai)学会学術総会 市 2006.01

60．Kouji Noda: Compact Accelerator for Clinic Use, NIRS-MedAustron Join Symposium on Carbon Ion Therapy 

in Cancer, , 2006.02

61．Hirotoshi Katou, Shigeru Yamada, Shigeo Yasuda, Yukiteru Maeda, Tadashi Kamada, Junetsu Mizoe, Masao 

Ootou, Hirohiko Tsujii: Carbon Ion Radiotherapy for  Hepatocellular Carcinoma, NIRS-MedAustron Joint 

Symposium on Carbon Ion Therapy in Cancer, , 2006.02

62．Shigeru Yamada, Hirotoshi Katou, Shigeo Yasuda, Kazuo Narushima, Kazunori Nojiri, Yukiteru Maeda, Tadashi 

Kamada: Carbon-ion Therapy for Patients with Locally Recurrent Rectal Cancer and Pancreas Cancer, NIRS-

MedAustron Joint Symposium on Carbon Ion Therapy in Cancer, , 2006.02

63．Junetsu Mizoe, Ryo Takagi, Takeshi Yanagi, Azusa Hasegawa, Hirohiko Tsujii: Head and Neck Tumors, NIRS-

MedAustron Joint Symposium on Carbon Ion Therapy in Cancer, , 2006.02

64．Hirohiko Tsujii: Overview of the Carbon Ion Therapy with HIMAC in Chiba, NIRS-MedAustron Joint 

Symposium on Carbon Ion Therapy in Cancer, , 2006.02

65．Shinichi Minohara: Research plan of advanced patient positioning; steps toward the on-demand treatment 

system, NIRS-MedAustron Joint Symposium on Carbon Ion Therapy in Cancer, , 2006.02

66．Nobuyuki Kanematsu: Treatment Planning for Carbon Ion Therapy at HIMAC, NIRS-MedAustron Joint 

Symposium on Carbon Ion Therapy in Cancer, , 2006.02
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Hirohiko Tsujii: L-[METHYL-11-C] METHIONINE PET(MET PET) IMAGING OF ESOPHAGEAL 
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38．溝江 純悦: EBM 於 重粒子線治療 第127回宮城県 ー ー 名取市 2005.11

39．馬場 雅行: 肺癌 対 死角 い根治局所療法 完成 目指 期非小細胞肺癌 対 重粒子 炭

素 線治療 日本臨床細胞学会北海道地方会 札幌市 2005.11

40．吉川 京燦: PET-CT 有用性 北九州核医学研究会 第5回北九州核医学講演会 北九州市 2005.11

41．辻井 博彦: 21世紀 治療 世界 ー 炭素線 治療 い 野村不動産講演会 東京都

2005.11

42．今井 礼子: 切 治 治療 財団法人 日本原子力文化振興財団 川本町 2005.11

43．馬場 雅行: 切 治 期非小細胞肺癌 対 重粒子線(炭素 )治療 井上記念病院診断部研修

会 千葉市 2005.12

44．溝江 純悦: 重粒子線 治療 10年 第2回医用原子力技術研究振興財団講演会 名古屋市 2005.12

45．馬場 雅行: 重粒子線 治療 肺 取組 第10回 公開講座 千葉市 2005.12

46．馬場 雅行: 切 治 期非小細胞肺癌 対 重粒子線治療 第 回 ワ －細胞診講習会 東京

都 2005.12

47．宮本 忠昭: 病期 期非小細胞肺癌 対 炭素線治療－ 回照射 目指 － 第 回放医研重粒子医科

学 ー 千葉市 2005.12

48．吉川 京燦: PET検査 放射線治療 有用性 PET学術講演会 札幌市 2006.01

49．鎌田 正: 来 重粒子線治療 Spring－ ー先端 ー 健康科学・技術最前線 佐用郡

作用町 2006.01
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50．石川 仁: 切 治 治療 文化大学 広島市 2006.01

51．鎌田 正: 重粒子線治療 現状 千葉県放射線治療 会 千葉市 2006.01

52．吉川 京燦: 放射線診断 治療(1回目) 川鉄千葉病院看護専門学校講義 千葉市 2006.01

53．吉川 京燦: 放射線診断 治療(2回目) 川鉄千葉病院看護専門学校講義 千葉市 2006.01

54．吉川 京燦: 放射線診断 治療(3回目) 川鉄千葉病院看護専門学校講義 千葉市 2006.01

55．溝江 純悦: 頭頸部悪性腫瘍 対 炭素 線治療 第11回 頭頸部癌化学療法研究会 福岡市

2006.01

56．馬場 雅行: 期非小細胞肺癌 対 重粒子 炭素 線治療 肺外科検討会 東京都 2006.01

57．吉川 京燦: PET-CT 治療 診断 先進医療技術 ー 那覇市 2006.02

58．吉川 京燦: 放射線診断 治療(4回目) 川鉄千葉病院看護専門学校講義 千葉市 2006.02

59．吉川 京燦: 放射線診断 治療(5回目) 川鉄千葉病院看護専門学校講義 千葉市 2006.02

60．吉川 京燦: 放射線診断 治療(6回目) 川鉄千葉病院看護専門学校講義 千葉市 2006.02

61．吉川 京燦: 放射線診断 治療(7回目) 川鉄千葉病院看護専門学校講義 千葉市 2006.02

62．吉川 京燦: 最近 PET装置 ―PET-CT い ― 第13回日本CT検診学会 千葉市 2006.02

63．Junetsu Mizoe, Hirohiko Tsujii: Ten years experience of carbon ion radiotherapy., 13th Workshop of the 

German-Japanise Radiological Affiliation／日独放射線医学交流計画第13回ワー , 淡路市, 2006.03

64．辻井 博彦: 重粒子治療 い 重粒子治療 い 講演会 鹿児島市 2006.03

65．鎌田 正: 重粒子線治療実際 い ー ー 第 回 札幌市 2006.03

66．山田 滋: 膵 対 重粒子線治療 市民公開 膵 治療 柏市 2006.03

67．吉川 京燦: PET-CT 最近 ー 第6回筑後・佐賀核医学研究会 久留米市 2006.03

68．辻井 博彦: 重粒子線治療 第 期中期計画成果発表会 東京都 2006.03

69．溝江 純悦: 炭素 線治療 Phase 現況 第二回公開講演会 重粒子線 治療 現状 将来展望

仙台市 2006.03

70．馬場 雅行: 肺癌 切 治 期非小細胞肺癌 対 重粒子 炭素 線治療 平成17年度第

回細胞診従事者講習会 東京都 2006.03

(2 放射線感受性遺伝子研究

放射線感受性遺伝子研究

も原著論文]

 1．Atsushi Tsuji, Hitomi Sudou, Aya Sugyou, Marika Ohtuki, Makoto Miyagishi*, Kazunari Taira*, Takashi Imai, 

Yoshinobu Harada: A Fast, Simple Method for Screening Radiation Susceptibility Genes by RNA Interference, 

Biochemical and Biophysical Research Communications, 333, 1370-1377, 2005

 2．Tatiana V. Kondrashova*, Kazuo Neriishi*, Sadayuki Ban, Tatiana I. Ivanova*, Lyudmila I. Krikunova*, 

Nataliya I. Shentereva*, Iya A. Smirnova*, Irina A. Zharikova*, Marina V. Konova*, Senjun Taira*, Anatoly 

F. Tsyb*: Frequency of hemochromatosis gene (HFE) mutations in Russian healthy women and patients with 

estrogen-dependent cancers, Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease, 1762(1), 59-65, 2005

 3．Mayumi Iwakawa, Shuhei Noda, Shigeru Yamada, Naohito Yamamoto, Yukimasa Miyazawa*, Hideya 

Yamazaki, Yoshihiro Kawakami, Yoshifumi Matsui, Hirohiko Tsujii, Junetsu Mizoe, Eisei Oda, Fukunaga 

Yukihiro*, Takashi Imai: Analysis of Non-genetic Risk Factors for Adverse Skin Reactions to Radiotherapy 

among 284 Breast Cancer Patients, Breast Cancer, 13(3), 300-307, 2006

 4．Shuhei Noda, Mayumi Iwakawa, Toshie Oota, Masaru Iwata, Minfu Yang*, Miyako Gotou, Hiroko Tanaka, 

Yoshinobu Harada, Takashi Imai: Inter-strain variance in late phase of erythematous reaction or leg contracture 

after local irradiation among three strains of mice, Cancer Detection and Prevention, 29(4), 376-382, 2005

 5．Takeshi Watanabe*, Mikio Suzuki*, Yamasaki Yuki*, Shiro Okuno*, Harutsugu Hishigaki*, Toshihide Ono*, 

Keiko Oga*, Mizoguchi Ayako*, Atsushi Tsuji, Naohide Kanemoto*, Shigeyuki Wakitani*, Toshihisa Takagi*, 

Yusuke Nakamura*, Akira Tanigami*: Mutated G-protein-coupled receptor GPR10 is responsible for the 

hyperphagia/dyslipidaemia/obesity locus of Dmo1 in the OLETF rat., Clinical and Experimental Pharmacology 
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and Physiology, 32(5-6), 355-366, 2005

 6．Mayumi Iwakawa, Nobuhiko Takai, Miyako Gotou, Shuhei Noda, Koichi Ando, Takashi Imai: Strain-dependent 

differences in locomotor activity after local brain irradiation with 30 GyE of carbon ions, Experimental 

Animals, 54(5), 447-450, 2005

 7．Mayumi Iwakawa, Miyako Gotou, Shuhei Noda, Masashi Sagara, Shigeru Yamada, Naohito Yamamoto, 

Yoshihiro Kawakami, Yoshifumi Matsui, Yukimasa Miyazawa, Hideya Yamazaki, Hiroshi Tsuji, Tatsuya Ohno, 

Junetsu Mizoe, Hirohiko Tsujii, Takashi Imai: DNA repair capacity measured by high throughput alkaline 

comet assays in EBV-transformed cell lines and peripheral blood cells from cancer patients and healthy 

volunteers, Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis : A Section of Mutation Research, 588, 1-6, 

2005

 8．Atsushi Tsuji, Aya Sugyou, Toshiaki Ogiu, Masashi Sagara, Tomo Suga, Atsuko Ishikawa, Hitomi Sudou, 

Marika Ohtuki, Hiroyuki Aburatani*, Takashi Imai, Yoshinobu Harada: Fine Mapping of Radiation 

Susceptibility and Gene Expression Analysis of LEC Congenic Rat Lines, Genomics, 86, 271-279, 2005

 9．Atsushi Tsuji, Aya Sugyo, Hitomi Sudou, Masashi Sagara, Atsuko Ishikawa, Marika Ohtuki, Tomo Kimura, 

Toshiaki Ogiu, Makoto Miyagishi*, Kazunari Taira*, Takashi Imai, Yoshinobu Harada: Defective repair of 

radiation-induced DNA damage is complemented by a CHORI-230-65K18 BAC clone on rat chromosome 4, 

Genomics, 87(2), 236-242, 2006

10．Sadayuki Ban, Yuichi Michikawa, Ken-ichi Ishikawa, Masashi Sagara, Koji Watanabe*, Yutaka Shimada*, Jouji 

Inazawa*, Takashi Imai: Radiation sensitivities of 31 human oesophageal squamous cell carcinoma cell lines, 

International Journal of Experimental Pathology, 86, 231-240, 2005

11．Catharine West*, Michael McKay*, Tobias Holscher*, Michael Baumann*, Ian Stratford*, Robert Bristow*, 

Mayumi Iwakawa, Takashi Imai, Surekha Zingde*, Mitchell Anscher*, Jean Bourhis*, Adrian Begg*, Karin 

Haustermans*, Soeren Bentzen*, Jolyon Hendry*: Molecular markers predicting radiotherapy response: Report 

and recommendations from an International Atomic Energy Agency technical meeting., International Journal of 

Radiation Oncology Biology Physics, 62(5), 1264-1273, 2005

12．Kenichi Ishikawa, Kumiko Saegusa, Yoshimi Ootsuka, Atsuko Ishikawa, Seiko Kawai, Kaori Yasuda, Tomo 

Suga, Yuichi Michikawa, Masao Suzuki, Mayumi Iwakawa, Takashi Imai: Gene expression profile changes 

correlating with radioresistance in human cell lines, International Journal of Radiation Oncology Biology 

Physics, 65(1), 234-245, 2006

13．Sadayuki Ban, Ken-ichi Ishikawa, Seiko Kawai, Kumiko Saegusa, Atsuko Ishikawa, Yutaka Shimada*, Jouji 

Inazawa*, Takashi Imai: Potential in a single cancer cell to produce heterogeneous morphology, radiosensitivity 

and gene expression, Journal of Radiation Research, 46(1), 43-50, 2005

14．Toshiji Shitara*, Yoshiaki Tsuchida*, Junko Hirato*, Akira Shimada*, Hideaki Murai*, Norio Suzuki*, Minoru 

Kuroiwa*, Mayumi Iwakawa: Pulmonary metastases after nephrectomy only for small, stage I/favorable-

histology Wilms' tumor, Pediatric Surgery International, 21(6), 470-473, 2005

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．岩川 眞由美 野尻 和典 野田 秀平 今留 香織 酒井 美奈子 太田 敏江 今井 高志: 腫

瘍 重粒子線照射効果関連遺伝子群 網羅的解析 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用

研究報告書 136-137 2006

 2．三枝 公美子 古野 亜紀 石川 顕一 石川 敦子 大塚 好美 川井 聖子 野島 久美恵 今井 高

志: 培養細胞 用い 重粒子線照射 遺伝子発現変化 検討 放射線医学総合研究所重粒子線

治療装置等共同利用研究報告書 162-163 2005

 3．三枝 公美子 矢代 智康 宮本 祐介 今井 高志 宮本 忠昭 藤澤 武彦*: 重粒子線治療 肺

癌腫瘍 至適分割法 研究 低酸素下加速分裂細胞 放射線感受性 放射線医学総合研究所重粒子線

治療装置等共同利用研究報告書 42-43 2006
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も総説]

 1．道川 祐市 梅津 篤 今井 高志: 分取用電気泳動装置 用い 質 分画・精製 分析 12 667-

671 2005

 2．今井 高志 岩川 眞由美 原田 良信 道川 祐市 三枝 公美子 伴 貞幸 相良 雅史 辻 厚至

野田 秀平: 正常組織障害 放射線感受性遺伝子研究－遺伝子多型 ー ー 癌 臨床

51(5) 319-322 2005

 3．岩川 眞由美 野田 秀平 太田 敏江 楊 敏福* 岩田 賢 今井 高志: 放射線感受性遺伝子研究

実験－ 個人差 系統差－ The Journal of JASTRO = 日本放射線腫瘍学会誌

17(3) 141-147 2005

 4．岩川 眞由美 野田 秀平 太田 敏江 今井 高志: 用い 放射線感受性遺伝子 検索

放射線科学 48(3) 101-108 2004

     

も 発表・ 報道]

 1．今井 高志: 患者 放射線治療 副作用発症 予測 時間 判定 出来 SNP 開発

2006

 2．伴 貞幸: 食道 幹細胞 発見 2005

も ン ュー・座談会等記事]

 1．伴 貞幸: 研究進 幹細胞 讀賣新聞 35-35 2005

も口頭発表]

 1．Sadayuki Ban, Ken-ichi Ishikawa, Seiko Kawai, Kumiko Saegusa, Atsuko Ishikawa, Yutaka Shimada*, Jouji 

Inazawa*, Takashi Imai: Isolation of possible cancer stem cells from a human esophageal carcinoma cell line, 

HUGO's 10th Human Genome Meeting (HGM2005), 京都, 2005.04

 2．三枝 公美子 古野 亜紀 石川 顕一 石川 敦子 大塚 好美 川井 聖子 野島 久美恵 今井 高

志: 培養細胞 用い 重粒子線照射 遺伝子発現変化 検討 重粒子線 治療装置等共同利用

研究成果発表会 千葉市 2005.04

 3．宮本 忠昭 石井 幸子 小藤 昌志 今井 礼子 古野 亜紀 三枝 公美子 今井 高志: 重粒子線治

療 肺癌腫瘍 至適分割法 研究 低酸素下加速分裂細胞 放射線感受性 血管誘導 び低酸素関

連遺伝子発現 い 重粒子線 治療装置等共同利用研究成果発表会 千葉市 2005.04

 4．岩川 眞由美 野田 秀平 大野 達也 石川 仁 加藤 真吾 辻井 博彦 今井 高志: 子宮頚癌生検

用い 放射線治療効果予測 第14回日本 転移学会総会 豊中市

2005.06

 5．野田 秀平 辻 比呂志 石川 仁 相良 雅史 岩川 眞由美 辻井 博彦 今井 高志: 前立腺 放

射線治療後 泌尿器系有害事象発症 関連 遺伝子 ー ー 検索 第64回日本癌学会学術総会 札幌市

2005.09

 6．三枝 公美子 古野 亜紀 相良 雅史 道川 祐市 今井 高志: 日本人 放射線皮膚障害発症

PLA2G4C遺伝子5’UTR 存在 VNTR 相関 第64回日本癌学会学術総会 札幌市 2005.09

 7．岩川 眞由美 野田 秀平 大野 達也 太田 敏江 石川 仁 辻井 博彦 今井 高志: 

子宮頚癌腫瘍 用い 化学放射線治療後転移出現予測 第64回日本癌学会学術総会 札幌

市 2005.09

 8．岩川 眞由美: 放射線感受性遺伝子 日本放射線安全管理学会・第 回学術大会 京都市 2005.11

 9．三枝 公美子 古野 亜紀 大塚 好美 川井 聖子 野島 久美恵 伴 貞幸 今井 高志: 正常線

維芽細胞 用い 線 び炭素 線 照射後 遺伝子発現 比較 日本放射線影響学会

第48回大会 48th JRRS・第 回 放射線研究会議 1st ACRR 同時開催 広島市 2005.11

10．神田 将和 菅 智 野田 秀平 山田 滋 山本 尚人 石川 敦子 大塚 好美 鈴木 英幸 菅原

圭亮 川井 聖子 道川 祐市 相良 雅史 溝江 純悦 辻井 博彦 岩川 眞由美 今井 高志: 乳癌

放射線治療後有害皮膚反応発症 わ 放射線感受性遺伝子群 解析 日本放射線影
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響学会第48回大会 48th JRRS・第 回 放射線研究会議 1st ACRR 同時開催 広島市 2005.11

も ー発表]

 1．相良 雅史 三枝 公美子 今井 高志: 放射線感受性候補遺伝子上 多型 遺伝子発現変化 第64回日本癌

学会学術総会 札幌市 2005.09

 2．太田 敏江 岩川 眞由美 今井 高志 野田 秀平 安藤 興一: 放射線治療効果

予測 実験 用い 第64回日本癌学会学術総会 札幌市 2005.09

 3．Mayumi Iwakawa, Tomo Suga, Shuhei Noda, Hiroshi Tsuji, Yoshimi Ootsuka, Masakazu Kouda, Masashi 

Sagara, Atsuko Ishikawa, Hideyuki Suzuki, Junetsu Mizoe, Hirohiko Tsujii, Takashi Imai: Prediction of 

radiation morbidity from polymorphisms in candidate genes among prostate cancer patients treated with carbon 

ion therapy., ASHG 55th Annual Meeting, Salt Lake City, 2005.10

 4．Takashi Imai, Tomo Suga, Masakazu Kouda, Shuhei Noda, Shigeru Yamada, Naohito Yamamoto*, Atsuko 

Ishikawa, Yoshimi Ootsuka, Hideyuki Suzuki, Keisuke Sugahara, Seiko Kawai, Yuichi Michikawa, Masashi 

Sagara, Junetsu Mizoe, Hirohiko Tsujii, Mayumi Iwakawa: The identification of haplotypes in radiosensitive 

genes associated with risk for adverse skin reactions following radiotherapy in breast cancer patients., ASHG 

55th Annual Meeting, Salt Lake City, 2005.10

 5．伴 貞幸 Stefano Bonassi* Michael Fenech* 今井 高志: 自然 び放射線誘発小核頻度 予測

第28回日本分子生物学会年会 博多市 2005.11

 

も講義・講演]

 1．小田 英世: 放射線感受性診断予測 開発 臨床統計学講習会 主催

千葉市 2005.05

 2．岩川 眞由美: 遺伝子 ？-放射線感受性遺伝子- ー ー －進化 放射線・量子 ー

利用－ 神奈川県足柄下郡 2005.08

 3．今井 高志: 放射線感受性 遺伝子多型 ー 細胞 ～

細胞材料整備 現状 新規 ー 対応～ 江東区 2005.09

 4．神田 将和: Mac OSX 始 中規模SNPs解析 情報利用ワー 2005---実戦系

＠ 木更津市 2005.10

 5．辻 厚至: 遺伝子 放射線感受性遺伝子 機能的 ー 国立成育医療 ー

研究所特別 ー 世田谷区 2005.10

 6．Mayumi Iwakawa: The First Research Co-ordination Meeting (RCM), The First Research Co-ordination 

Meeting (RCM), ー , 2006.02

 7．Takashi Imai: The First Research Co-ordination Meeting (RCM), The First Research Co-ordination Meeting 

(RCM), ー , 2006.02

(3 放射線人体影響研究

宇宙放射線 よる生体影響 防護 関する研究

も原著論文]

 1．Takeshi Yaoi*, Kumie Nojima, Shinji Fushiki*, et.al: Prenatal Low-dose X-irradiation Affects Connexins 43 

and 26 in Developing Mouse Neocortex, Acta Histochemica et Cytochemica, 38(3), 223-228, 2005

 2．長沼 毅* 保田 浩志 他: 隕石・彗星内 ー 方舟 Biological 

Sciences in Space 19 8-24 2005

 3．Chang Qing Piao*, Li Liu*, Yong L. Zhao*, Adayabalam S. Balajee*, Masao Suzuki, Tom K Hei*: 

Immortalization of human small airway epithelial cells by ectopic expression of telomerase, Carcinogenesis, 

26(4), 725-731, 2005

 4．沖本 宜音 竹下 哲史* 濱竹 芳久* 野島 久美恵 荒西 太士: 重粒子線照射 抗酸多糖類 豊

富 含 海藻類 作出 FOOD FUNCTION 1 48-51 2005
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 5．Masao Suzuki, Chizuru Tsuruoka, Tatsuaki Kanai, Takeshi Kato*, Fumio Yatagai*, Masami Watanabe*: 

Cellular and molecular effects for mutation induction in normal human cells irradiated with accelerated neon 
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会第 回学術大会 京都市 2005.11

11．岡田 真希 岡安 隆一: 高LET重粒子線照射 DNA DSB 修復 日本放射線影響学会 第48回大会 広島

市 2005.11

12．岡部 篤史 岡安 隆一 高倉 *: 線及び重粒子線照射 DNA損傷 修復反応 違い 比較

日本放射線影響学会 第48回大会 広島市 2005.11

13．福田 俊 池田 瑞代 中村 麻利子*: 成熟雌 対 重粒子線全身照射 長期影響 日本放射線影

響学会第48回大会 広島 2005.11

14．鈴木 雅雄 * 鶴岡 千鶴 * 岡安 隆一: ー効果 誘発

損傷 様 ？ 日本放射線影響学会第48回大会・第 回 放射線研究会議 広

島市 2005.11

15．Hongning Zhou*, Masao Suzuki, Joseph Gillispie*, Gerhard Randers Pehrson*, Tom K. Hei*: Cytoplasmic 

irradiation induced bystander mutagenesis, 7th International Workshop Microbeam probes of cellular radiation 

response, ー ー , 2006.03

16．保田 浩志: 航空機搭乗時 宇宙放射線被 関 研究 中期計画成果発表会 東京 2006.03

も招待発表]

 1．保田 浩志: 航空機高度 太陽粒子 被 い 第 回航空機乗務員等 宇宙線被 関

検討ワー ー 東京 2005.05

 2．保田 浩志: 航空機被 関 現状 課題 日本原子力学会 放射線遮蔽 ー 研究専門委員会 第

5回会合 東京 2005.06

 3．保田 浩志: 航空機搭乗時 宇宙放射線 被 い 日本放射線安全管理学会第 回学術大会

京都市 2005.11

 

も講義・講演]

 1．保田 浩志: 高高度 宇宙線被 核医学 ー 千葉市 2005.02

 2．保田 浩志: 宇宙線被 太陽 －航空機高度 注目 － 第112回 放射線防護研究会 例会 東

京 2005.06

 3．野島 久美恵: 遺伝子組換え生物等 使用等 規制 生物 多様性 確保 関 法律 説明会 遺伝

子組換え生物等 使用等 規制 生物多様性 確保 関 法律 説明会 京都府 2005.09

 4．保田 浩志: 航空機内被 関 現状 課題 第2回PHITS ー ー研究会 東海村 2006.02

 5．保田 浩志: Research and Development on Dosimetry of Cosmic Radiation at High Altitude NIRS Meeting

千葉市 2005.10

 6．野島 久美恵: 地上 宇宙放射線研究 重粒子線 生物影響 井口先生 ー 筑波

市 2006.02

 7．野島 久美恵: 研究 奨励会特別事業講演会 橿原市 2006.02

低線量放射線の生体影響 関する総合的研究

も原著論文]

 1．Yutaka Tokairin*, Shizuko Kakinuma, Masami Arai*, Mayumi Nishimura, Mieko Okamoto*, Makoto Akashi, 

Yoshio Miki*, Tatsuyuki Kawano*, Yoshiya Shimada: Accelerated growth of intestinal tumours after radiation 

exposure in Mlh1-knockout mice: evaluation of the late effect of radiation on a mouse model of HNPCC, 
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International Journal of Experimental Pathology, 87, 89-99, 2005

 2．Tatsuhiko Imaoka, Mieko Okamoto*, Mayumi Nishimura, Yukiko Nishimura, Masami Ootawara, Shizuko 

Kakinuma, Yutaka Tokairin, Yoshiya Shimada: Mammary tumorigenesis in ApcMin/+ mice is enhanced by X 

irradiation with a characteristic age dependence, Radiation Research, 165, 165-173, 2006

 3．Tatsuya Ohno, Shizuko Kakinuma, Shingo Kato, Hirohiko Tsujii, Yoshiya Shimada: Risk of second cancers 

after radiotherapy for cervical cancer, Expert Review of Anticancer Therapy, 6(1), 49-57, 2006

 4．Wu, J., Morimyo M., Hongo E., Higashi T., Okamoto M., Kawano A., and Ohmachi Y.Radiation-induced 

germline mutations detected by a direct comparison of parents and first-generation offspring DNA sequences 

containing SNPs. Mutat. Res., 596, 1-11, 2006.

 5．Sugaya K., Hongo E., and Tsuji H.A temperature-sensitive mutation in the WD repeat-containing protein 

Smu1 is related to maintenance of chromosome integrity. Exp. Cell Res., 306, 242-251, 2005.

 6．Nakajima T., Yukawa O., Tsuji H., Ohyama H., Wang B., Tatsumi K., Hayata I., and Hama-Inaba H., 

Regulation of radiation-induced protein kinase C  activation in radiation-induced apoptosis differs between 

radiosensitive and radioresistant mouse thymic lymphoma cell lines. Mutat. Res., 595, 29-36, 2006.

 7．Yamaguchi S., Hasegawa M., Aizawa S., Tanaka K., Yoshida K., Noda Y., Tatsumi K., Hirokawa K., and 

Kitagawa M.DNA-dependent protein kinase enhances DNA damage-induced apoptosis in association with 

Friend gp70. Leuk. Res., 29, 307-316, 2005.

 8．Ina Y., Tanooka H., Yamada T., and Sakai K.Suppression of thymic lymphoma induction by life-long low-

dose rate irradiation accompanied by immune activation in C57BL/6 mice. Radiat. Res., 163, 153-158,2005.

 9．Naoko Shiomi, Masahiko Mori, Seiji Kito, Yoshinobu Harada, Kiyoji Tanaka, Tadahiro  Shiomi: Severe growth 

retardation and short life span of double-mutant mice lacking Xpa and exon 15 of Xpg, DNA Repair, 4, 351-

357, 2005.

10．Takeshi Yasuda, Kaoru Sugasawa, Yuichiro Simizu, Sigenori Iwai, Tadahiro Shiomi, Fumio Hanaoka: 

Nucleosomal structure of undamaged DNA regions suppresses the non-specific DNA binding of the XPC 

complex, DNA Repair, 4, 389-395, 2005.

11．Atsushi Tsuji, Aya Sugyou, Toshiaki Ogiu, Masashi Sagara, Tomo Suga, Atsuko Ishikawa, Hitomi Sudou, 

Marika Ohtuki, Hiroyuki Aburatani*, Takashi Imai, Yoshinobu Harada: Fine Mapping of Radiation 

Susceptibility and Gene Expression Analysis of LEC Congenic Rat Lines, Genomics, 86, 271-279, 2005

12．Atsushi Tsuji, Aya Sugyo, Hitomi Sudou, Masashi Sagara, Atsuko Ishikawa, Marika Ohtuki, Tomo Kimura, 

Toshiaki Ogiu, Makoto Miyagishi*, Kazunari Taira*, Takashi Imai, Yoshinobu Harada: Defective repair of 

radiation-induced DNA damage is complemented by a CHORI-230-65K18 BAC clone on rat chromosome 4, 

Genomics, 87(2), 236-242, 2006

も ー ン ]

 1．島田 義也 西村 今岡 達彦 柿沼 志津子 ー*: 乳 標的細胞

発生 加齢 妊娠 変化 乳癌基礎研究 14 1-4 2005

 2．今岡 達彦 西村 寺本 彩子 西村 由希子 太田原 雅美 長田 春美 柿沼 志津子 前川

昭彦*島田 義也: 電離放射線 尿素 複合曝露 乳腺腫瘍 協同的 誘発機

序 乳癌基礎研究 14 49-56 2005

 3．Shizuko Kakinuma, Yi Shang, Yoshiko Amasaki, Kumie Nojima, Manami Monobe, Tatsuhiko Imaoka, Mayumi 

Nishimura, Yoshiya Shimada: Influence of genetic backgroung on RBE of carbon ions for tumor induction, 

Biological Sciences in Space, 19(2), 106, 2005

 4．谷口 和樹 東海林 裕 飯田 聡* 植竹 宏之 榎本 雅之 島田 義也 柿沼 志津子 西村

今岡 達彦: 大腸 Aberrant crypt foci (ACF) 指標 ，放射線 化学物質 複合効果 検討 日

本外科学会雑誌 106(9) 369 2005

 5．辻 秀雄 石井 洋子 勝部 孝則 東 智康 島田 義也 西村 荻生 俊昭 土居 雅広 相

澤 志郎 鵜飼 英樹 日置 恭司 放射線誘発胸腺 腫 発生機構 第 回放射線安全 ー

放射線 個体影響－機構研究 ー NIRS-M-182, pp.33-48, 2005.
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も資料・研究・技術・調査報告]

 1．荻生 俊昭 大町 康 石田 有香 三枝 新 平岡 武 濱野 毅 石原 弘 田中 泉 高田 真志

宮原 信幸 伏木 信次: 10MeV中性子線 生体 影響 関 研究 利用報告書 35-39

2005

 2．平岡 武 荻生 俊昭 大町 康: d+Be反応 速中性子線 対 人体組織 ー吸収

利用報告書 53-58 2005

 3．塩見 忠博: XPG欠損 用い 除去修復 塩基除去修復 相互作用 解析 特定領域研

究 DNA損傷 細胞死 DNA修復 ワー 研究成果業績集 59-64 2005

 4．Tatsuhiko Imaoka, Mayumi Nishimura, Yasushi Ohmachi, Shizuko Kakinuma, Yoshiya Shimada: Heavy Ion-

Induced Mammary Carcinogenesis, 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書, 81-

83, 2005

 5．柿沼 志津子 尚 奕 西村 渡辺 健一 今岡 達彦 野島 久美恵 田中 泉 石原 弘 島

田 義也: 重粒子 胸腺 腫 発症 分子生物学的研究 放射線医学総合研究所

重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 87-89 2005

も総説]

 1．島田 義也 西村 柿沼 志津子 今岡 達彦 大町 康: 子 私 生活 放射線

被 健康 考え 助産雑誌 59(7) 634-639 2005

 2．安田 武嗣 菅澤 薫* 塩見 忠博 花岡 文雄*: 構造 介 除去修復 放射

線生物研究 40(4) 345-359 2005

も口頭発表]

 1．谷口 和樹 東海林 裕 飯田 聡* 植竹 宏之 榎本 雅之 島田 義也 柿沼 志津子 西村

今岡 達彦: 大腸 Aberrant crypt foci (ACF) 指標 ，放射線 化学物質 複合効果 検討 第

105回日本外科学会定期学術集会 名古屋 2005.05

 2．石田 有香 大町 康 平岡 武 伏木 信次* 島田 義也 荻生 俊昭: 神経細胞 ー 指標

放射線誘発 胎児脳神経発生障害 解析 第32回日本 ー学会学術年会 東京都

2005.06

 3．柿沼 志津子 西村 甘崎 佳子 今岡 達彦 大町 康 島田 義也: 放射線誘発

誘発胸腺 腫 発生 違い 第32回日本 ー学会学術年会 東京

2005.06

 4．大町 康 桑原 義和 辻 秀雄 辻 伴 信彦* 柿沼 志津子 西村 石田 有香 荻

生 俊昭 相澤 志郎 島田 義也: C3H 骨髄性白血病 造血分化転写因子PU.1遺伝子 突然

変異解析 第32回日本 ー学会学術年会 東京 2005.06

 5．今岡 達彦 岡本 美恵子* 西村 西村 由希子 太田原 雅美 柿沼 志津子 東海林 裕 島

田 義也: Min 電離放射線 乳腺腫瘍誘発作用 被 時齢依存性 第15回乳癌基礎研究会

名護 2005.09

 6．西村 今岡 達彦 西村 由希子 太田原 雅美 長田 春美 柿沼 志津子 大町 康 島田

義也: 放射線 び化学物質 複合暴露 乳腺腫瘍 特徴 第15回乳癌基礎研究会 沖縄県名

護市 2005.09

 7．塩見 忠博 塩見 尚子 野代 勝子 相澤 志郎: 色素性乾皮症G群骨髄移植 い 日本

遺伝学会第77回大会 東京 2005.09

 8．Youtarou Kodama, Shizuko Kakinuma, Yutaka Tokairin, Manami Monobe, Shuji Kojima*, Yoshiya Shimada: 

Radiation carcinogenesis in Mlh1 knock-out mice, 第48回日本放射線影響学会／第1回 放射線研究会議, 

広島, 2005.11

 9．塩見 尚子 野代 勝子 田中 朋子 鬼頭 靖司 増村 健一* 能美 健彦* 塩見 忠博: 生殖細胞

体細胞 自然 び放射線誘発突然変異発生率 比較研究 日本放射線影響学会第48回大会 広島

2005.11
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10．山内 正剛 内山 禮子 福津 久美子 畠田 貴子 齊藤 寛実 山田 裕司: 線 被 線量率 突

然変異 誘発 及 影響 日本放射線影響学会第48回大会 広島市 2005.11

11．大町 康: Buthionine-sulfoximine(BSO)起因性 枯渇 肝細胞 病理組織学的変化 第22回日本毒

性病理学会 鹿児島市 2006.01

12．島田 義也 柿沼 志津子 西村 : 放射線 複合影響 線量依存性ー閾値

相乗効果 分子学的機構解明ー 国際 環境因子 特 遺伝毒性発 物質 閾値 安全

安心 接点 神戸 2006.03

13．Yoshiya Shimada: Age and parity-dependent change in biological characteristics of rat mammary stem cells, 第

83回日本生理学会大会, 前橋, 2006.03

14．Yoshiya Shimada, Mayumi Nishimura, Shizuko Kakinuma: Evaluation of threshold and mechanisms of the 

combined effect of radiation and ethyl-nitrosourea, 日本 ー学会, 2006.03

も ー発表]

 1．Yi Shang, Shizuko Kakinuma, Yoshiko Amasaki, Mayumi Nishimura, Yoshiro Kobayashi*, Yoshiya Shimada: 

EXPRESSION OF CYTOKINE RECEPTORS IN RADIATION-INDUCED MICE THYMIC LYMPHOMA, 4th 

International Workshop of Kyoto T Cell Conference, 京都, 2005.04

 2．Yi Shang, Shizuko Kakinuma, Yoshiko Amasaki, Mayumi Nishimura, Yoshiro Kobayashi*, Yoshiya Shimada: 

Activation of IL-9 receptor and JAK-STAT cascade in Radiation-Induced Mice Thymic Lymphoma, 第48回日本

放射線影響学会／第1回 放射線研究会議, 広島, 2005.11

 3．Yoshiko Amasaki, Shizuko Kakinuma, Kazumi Yamauchi, Mayumi Nishimura, Tatsuhiko Imaoka, Yoshiya 

Shimada: Combined effects of X-rays and N-ethyl-N-nitrosourea in murine thymic lymphoma s -(2) Analysis 

in Ikaros point mutation-, 第48回日本放射線影響学会／第1回 放射線研究会議, 広島, 2005.11

 4．Shizuko Kakinuma, Yoshiko Amasaki, Kazumi Yamauchi, Mayumi Nishimura, Tatsuhiko Imaoka, Yoshiya 

Shimada: Combined effects of X-rays and N-ethyl-N-nitrosourea on carcinogenesis and life-span-shortening in 

B6C3F1 mice, 第48回日本放射線影響学会／第1回 放射線研究会議, 広島, 2005.11

 5．Tatsuhiko Imaoka, Mayumi Nishimura, Shizuko Kakinuma, Yasushi Ohmachi, Yukiko Nishimura, Yoshiya 

Shimada: Mammary carcinogenesis after prepubertal radiation exposure in rats: effect of age at exposure to 

gamma-rays, 1-methyl-1-nitrosourea and their combination, 第48回日本放射線影響学会／第1回 放射線研

究会議, 広島, 2005.11

 6．石井 洋子 荻生 俊昭 西村 島田 義也 辻 秀雄: 骨髄移植 胸腺 腫 発生 抑

制 SCID い 固形腫瘍 発生 第48回日本放射線影響学会／第1回 放射線研究

会議, 広島市 2005.11

 7．辻 秀雄 石井 洋子 久保 い子 東 智康 勝部 孝則: 胸腺 遺伝子Notch1 自

然変異 第48回日本放射線影響学会／第1回 放射線研究会議, 広島市 2005.11

 8．石田 有香 大町 康 高井 伸彦 平岡 武 島田 義也 荻生 俊昭: 速中性子線胎内被

神経行動 関 基礎的検討 日本放射線影響学会第48回大会／第1回 放射線影響研究会議 広島市

2005.11

 9．大町 康 石田 有香 和泉 志津恵 平岡 武 中田 有紀子* 島田 義也 荻生 俊昭: 10MeV速中性

子線誘発 骨髄性白血病 関 実験病理学的研究 中間報告 日本放射線影響学会第48回大会／第1

回 放射線影響研究会議 広島市 2005.11

10．西村 今岡 達彦 柿沼 志津子 大町 康 島田 義也: 放射線 び1- -1- 尿素

誘発 乳癌 癌関連遺伝子 ー ー領域 化解析 第48回日本放射線影響学

会／第1回 放射線研究会議 広島市 2005.11

11．塩見 忠博 塩見 尚子 野代 勝子 相澤 志郎: 色素性乾皮症G群骨髄 諸性質 解析 第

48回日本放射線影響学会／第1回 放射線研究会議 広島 2005.11

12．勝部 孝則 辻 秀雄 小野田 眞: 一酸化窒素 NO 過酸化水素 H2O2 大腸上皮細胞

障害 軽減 第28回日本分子生物学会 福岡市 2005.12

13．高萩 真彦: DNA 依存性 ー  DNA 分子内凝縮化 分子間凝集化 第28回日本分
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子生物学会年会 福岡市 2005.12

14．松下 悟 榎本 昭雄 上野 渉 荻生 俊昭 島田 義也 大町 康 森 貞次 鈴木 仁 池田 保

今関 等 濱野 毅: 放医研 新動物施設 低線量影響実験棟 い 第139回日本獣医学会学術集会

和光市 2005.03

15．森 雅彦 中村 篤子，野代 勝子 塩見 尚子 辻 秀雄 塩見 忠博 体細胞 XRCC4遺

伝子 機能解析 第48回日本放射線影響学会 広島市,2005.11.

16．菅谷 公彦  本郷 悦子  辻 秀雄 安定性維持機構 関連 WD 質Smu1 解析 第77

回日本遺伝学会 東京 2005.09. 

17．王 峰 池畑 広伸 山田 章吾 小野 哲也 塩見 忠博 Specificmutation and mutation spectrum in UVB-

exposure skin of exon 15 Xpg mice, 日本放射線影響学会第 回大会 広島 2005.11

も講義・講演]

 1．Masatake Yamauchi: Participation in ERR2005 and Research collaboration with Cantabria Univ, Copenhagen 

Univ, and Cancer Research UK, ERR2005, ー市, 2005.09

(4 放射線障害研究

緊急被ばく医療 関する研究

も原著論文]

 1．Kunio Shiraishi, Susumu Ko, Kyoko Ayama: ESR response of human nails irradiated by gamma-rays, ESR応用

計測, 22, 3-5, 2005

 2．Chi Cuiping, Toshihiko Ozawa, Kazunori Anzai: In vivo nitric oxide production and iNOS expression in X-ray 

irradiated mouse skin, Biological and Pharmaceutical Bulletin , 29(2), 348-353, 2006

 3．Satoshi Fukuda: Chelating Agents Used for Plutonium and Uranium Removal in Radiation Emergency 

Medicine, Current Medicinal Chemistry, 12(23), 2765-2770, 2005

 4．Satoshi Fukuda, Haruzo Iida, Mizuyo Ikeda, Xueming Yan*, Yuyuan Xie*: Toxicity of uranium and the 

removal effects of CBMIDA and EHBP in simulated wounds of rats., Health Physics, 89(1), 81-88, 2005

 5．Saori Kawamura, Daisaku Takai, Keiko Watanabe, Makoto Akashi, et.al: Role of Mitochondrial DNA in Cells 

Exposed to Irradiation : Generation of Reactive Oxygen Species (ROS) is Required for G2 Checkpoint upon 

Irradiation, Journal of Health Science (Tokyo, Japan), 51(3), 385-393, 2005

 6．Takuya Iyoda*, Kisaburo Nagata, Makoto Akashi, Yoshiro Kobayashi*: Neutrophils accelerate macrophage-

mediated digestion of apoptotic cells in vivo as well as in vitro, Journal of Immunology, 175(6), 3475-3483, 

2005

 7．Satoshi Fukuda, Mizuyo Ikeda, Momoko Chiba*, Kazunari Kaneko*: Clinical diagostic indicators of renal and 

bone damege in rats intramuscularly injected with depleted uranium, Radiation Protection Dosimetry, 118(3), 

307-314, 2006

 8．Mamoru Haratake, Masahiro Ono*, Makoto Akashi, Morio Nakayama*, et.al: Synthesis of hydrophilic 

macroporous chelating polymers and their versatility in the preconcentration of metals in seaweter samples, 

Analytica Chimica Acta, 561, 183-190, 2006

 9．Manabu Koike, Tomoe Shiomi, Aki Koike: Identification of Skin Injury-related Genes Induced by Ionizing 

Radiation in Human Keratinocytes using cDNA Microarray, Journal of Radiation Research, 46, 173-184, 2005

10．Manabu Koike, Yasuharu Ninomiya, Aki Koike: Characterization of ATF3 Induction after Ionizing Radiation in 

Human Skin Cells, Journal of Radiation Research, 46, 379-385, 2005

11．Manabu Koike, Jun Sugasawa, Aki Koike, Yohko Kohno*: p53 phosphorylation in mouse skin and in vitro 

human skin model by high-dose-radiation exposure, Journal of Radiation Research, 46, 461-468, 2005

12．白川 芳幸: ー ー 応答性 高速化 Radioisotopes 54(7) 199-204 2005

      



ごすすたご

も ー ン ]

 1．Kenzo Fujimoto: Views on the New ICRP Recommendations from the Japan Health Physics Society, Evolution 

of the System of Radiological Protection : Second Asian Regional Conference, Tokyo, Japan, 28-29 July 2004 

(Radioactive Waste Management), 55-58, 2005

 2．盛武 敬 安西 和紀 伊古田 暢夫 坪井 康次*: 脳保護剤 放射線防護作用 Pharma 

Medica : The Review of Medicine and Pharmacology 23 186-187 2005

 3．Rikuo Machinami*, Makoto Akashi, et.al: The 2002 Results of the First Series of Follow-up Studies on 

Japanese Thorotrast Patients and their Relationships to Autopsy Series, Proceedings of the International 

Conference on Health Effects of Incorporated Radionuclides Emphasis on Radium, Thorium, Uranium and their 

Daughter Products, 31-46, 2005

 4．Kim Eunjoo, Tosikazu Suzuki: Development of a Portable in vivo Monitor for Radiation Emergency Accidents, 

Journal of Radiation Protection Bulletin, A SPECIAL ISSUE, 128-130, 2005

 5．白石 久二雄 幸 進 阿山 香子: 法 爪 被 線量推定法 検討 Proceedings of the 

Workshop on Environmental Radioactivity (KEK Proceedings) 6 172-175 2005

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．福田 俊: 健康影響検討専門研究会報告 日本保健物理学会 NewsLetter 41(jan) 7-8 2006

も特許出願]

 1．白川 芳幸: 放射線検出値 予測方法及び予測応答型放射線検出器 2005

 2．白川 芳幸: 放射線検出値 移動予測及び移動予測型放射線検出器 2006

も総説]

 1．Toshiyasu Hirama, Makoto Akashi: Multi-organ involvement in the patient who survived the Tokai-mura 

criticality accident, British Journal of Radiology, Suppl 27, 17-20, 2005

 2．Makoto Akashi: Role of infection and bleeding in multiple organ involvement and failure, British Journal of 

Radiology, Suppl 27, 69-74, 2005

も解説・紹介記事]

 1．明石 真言: 大量被 -臨界事故死亡症例-治療法 病理診断 治療法 病理 臨床 23(6)649-654 2005

 2．福田 俊: 内部被 医療 用い 体外除去剤研究 臨床適用 向 放医研 NEWS 2006(110 5-6

2006

も口頭発表]

 1．福田 俊: 健康影響評価 問題点 内部摂取 対 除去剤 開発 現状 第 回 健康影

響検討専門研究会 千葉市稲毛区穴川 － － 2005.01

 2．Satoshi Fukuda, Mizuyo Ikeda, Kazunori Anzai, Masao Suzuki, Akira Katoh*, George J Kontoghiorghes*: In 

vivo testing of L1-deferiprone in models of radiation protection and its possible applications in radiation 

emergency medicine, 15th International Conference on Oral Chelation in the Treatment of Thalassaemia and 

Other Diseases, Taichung, 2005.04

 3．安西 和紀 上野 恵美 田草川 光子 吉田 顕 乳井 美奈子 伊古田 暢夫 他: TMG 抗酸化

作用 放射線防護作用 第 回AOB研究会 徳島市 2005.06

 4．安西 和紀 池 翠萍 小澤 俊彦: 線照射 皮膚 酸化 ー 第 回抗加

齢医学会総会 京都 2005.06

 5．福田 俊 池田 瑞代 飯田 治三 中村 麻利子* 千葉 百子* 金子 一成*: 筋肉注射 劣

化 腎臓 び骨毒性 臨床評価方法 日本保健物理学会 第39回研究発表会 青森 2005.06

 6．Yoshiyuki Shirakawa: Prompt Response Methods for a Radiation Detector, SICE2005, 岡山市, 2005.08

 7．福田 俊: 腎臓障害 臨床指標 治療薬開発 現状 第 回 健康影響検討専門研究会 千



ごすすだご

葉市 2005.10

 8．白石 久二雄: 迅速定量測定 第 回 健康影響検討専門研究会 摂取事故 迅速対

応 健康影響評価 千葉市 2005.10

 9．Momoko Chiba*, Satoshi Fukuda: Uranium in environmental water and its health effects, American Nuclear 

Society, Washington DC, 2005.11

10．白石 久二雄 幸 進 阿山 香子: ESR線量計材料 爪 検討 第22回ESR応用計測研究会 奈良市

2005.12

 

も ー発表]

 1．Misao Hachiya, Keiko Watanabe, Makoto Akashi: A mechanism for increased levels of -amylase in blood of 

irradiated mice, 96th Annual Meeting, Anaheim, Orange County, 2005.04

 2．Makoto Akashi, Keiko Watanabe, Sang-hee Park: An acidic polysaccharide Ginsan from Panax ginseng 

activates MnSOD in human neutrophils, 96th Annual Meeting, Anaheim, Orange County, 2005.04

 3．Sang-hee Park, Fumiaki Nakayama, Daisaku Takai, Makoto Akashi: Cells overexpressing catalase are more 

sensitive to TNF  : Role of superoxide anion in TNF -induced apoptosis, 96th Annual Meeting, Anaheim, 

Orange County, 2005.04

 4．福田 俊 池田 瑞代: 少量劣化 投与 骨 影響 第25回 日本骨形態計測学会 東

京 2005.06

 5．池 翠 萍 安 西 和 紀 小 澤 俊 彦: Change in the Expression of Oxidative Stress- and Apoptosis-related 

Proteins in Mouse Skin after X-ray Irradiation 第27回日本 ー 学会学術集会 岡山 2005.06

 6．福田 俊 飯田 治三 池田 瑞代 Kontoghiorghes George J*: DTPA 劣化 体外除去効果 対

評価 日本保健物理学会 第39回研究発表会 青森 2005.06

 7．福田 俊 池田 瑞代: 劣化 骨毒性 及 年齢 影響 第23回日本骨代謝学会学

術集会 大阪 2005.07

 8．Kunio Shiraishi, Susumu Ko, Sahoo Sarata Kumar, Hideki Arae*, Kyoko Ayama, P.V. Zamostyan*, Nikolay.Y. 

Tsigankov*, I.P. Los*, V.N. Korzun*: Dietary intake surveillance of radioactive and non-radioactive nuclides 

for Ukrainian subjects living areas contaminated by the Chernobyl accident, 国際科学実務会議 原子力施設

信頼性 安全 , 市, 2005.09

 9．蜂谷 明石 真言: 放射線 血液中 唾液腺 ー 活性上昇 機序 日本放射線影響学会

第48回大会 広島 2005.11

10．石原 弘 田中 泉 石原 文子 田中 美香 鈴木 桂子: 核移行型 ー 4遺伝

子 強制発現 放射線増殖阻害 軽減化 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

11．近森 穣 石原 弘 田中 泉 藤森 亮 石原 文子 鈴木 桂子: 放射線初期応答遺伝子 fra-2 転写

調節機構 解析 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

12．白石 久二雄 幸 進 新江 秀樹* 阿山 香子: Sr 尿中 Sr-90 測定 日本放射線影響学会

第48回大会 広島市 2005.11

13．近森 穣 石原 弘 田中 泉 藤森 亮 石原 文子 鈴木 桂子: 放射線応答性 示 fra2遺伝子 発現

機構 第28回日本分子生物学会年会 福岡 2005.12

14．原武 衛 小野 正博* 明石 真言 中山 守雄* 他: -90 体内取 込 軽減

内服用吸着剤 開発 日本薬学会第126年会 仙台 2006.03

15．Kim Eunjoo, Toshikazu Suzuki: Development of a Portable in vivo Monitor for Radiation Emergency 

Accidents, Taiyuan, 2005.07



ごすずしご

基礎的・萌芽的研究

理事長調整費 よる研究課題

ン治療 おける新しい腫瘍 ー ー し の血中サ ン値の動態 関する研究

も ー発表]

 1．山田 泰寿: 重粒子線照射 各種 照射後 遠隔転移 局所再発 正常組織障害 関

係 日本放射線影響学会第48回大会 広島市 2005.11

    [ 生物効果 ー 照射装置 改善 ]

も原著論文]

 1．Parinaz Mehnati*, ShigekM Morimoto*, Fumio Yatagai*, Yoshiya Furusawa, Yasuhiko Kobayashi*, Seiichi 

Wada*, Tatsuaki Kanai, Fumio Hanaoka*, Hiroshi Sasaki*: Exploration of 'Over Kill Effect' of High-LET Ar- 

and Fe-ions by Evaluating the Fraction of Non-hit Cell and Interphase Death, Journal of Radiation Research, 

46(3), 343-350, 2005

も口頭発表]

 1．今関 等 濱野 毅 湯川 雅枝 古澤 佳也 安田 仲宏 石川 剛弘 酢屋 徳啓 小西 輝 昭 磯

浩之*: ー 細胞照射装置 SPICE 現状 日本放射線影響学会第48回大会 第 回 放射

線研究会議 広島市 2005.11

肝組織の ー性 利用した3次元超音波画像 なT画像 の位置合わせ よる精密 放射線治療計画法の研

究

も口頭発表]

 1．加藤 博敏 山田 滋 安田 茂雄 山口 和也 鎌田 正 大藤 正雄 辻井 博彦: 局所進行肝細胞癌

対 短期小分割重粒子線治療 4日間4回照射 治療歴 腫瘍径 血管侵襲 検討Short-Course 

Carbon Ion Radiotherapy for Locally Advanced Hepatocellular Carcinoma 第41回日本肝癌研究会 千葉市

2005.06

も ー発表]

 1．Hirotoshi Katou, Shigeru Yamada, Shigeo Yasuda, Yukiteru Maeda, Tadashi Kamada, Junetsu Mizoe, Masao 

Ootou, Hirohiko Tsujii: Phase II Study of Short-course Carbon Ion Radiotherapy (52.8 GyE/4-fraction/1-week) 

for Hepatocellular Carcinoma, 56th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver 

Diseases, San Francisco, 2005.11

固体飛跡検出器 用いた大線量中性子計測法の確立 高 ー中性子線量計測法の検討

も原著論文]

 1．Kuniaki Amemiya*, Hiroyuki Takahashi*, Masaharu Nakazawa*, Yoshinobu Nakagawa*, Toshikazu Majima*, 

Toru Kobayashi*, Teruaki Konishi*, Kotaro Hieda*, Nakahiro Yasuda, Kouichi Ogura*, et.al: HIgh-resolution 

nuclear track mapping in detailed cellular histology using CR-39 with the contact microscopy technique, 

Radiation Measurements, 40, 283-288, 2005

も口頭発表]

 1．雨宮 邦招*安田 仲宏 他: CR-39 AFM 用い BNCT 現状 展望 第20回固

体飛関検出器研究会 東大阪市 2005.02



ごすずじご

次世代の健康 おける放射線影響－胎児・小児－

も講義・講演]

 1．Tatsuhiko Imaoka: Effect of age at exposure on radiation carcinogenesis in ApcMin/+ mice, KIDS Workshop, 

千葉, 2005.11

自然起源放射性物質 NORM への曝露 評価 関する研究

も口頭発表]

 1．Shinji Tokonami, Tetsuo Ishikawa, et.al: An intercomparison exercise of thoron concentrations between NIRS 

and NYU, China-Japan-Korea scientists workshop on environmental radon and thoron, 上海, 2006.03

 2．Shinji Yoshinaga, Shinji Tokonami, Tetsuo Ishikawa, Sahoo Sarata Kumar, et.al: Bachground of a new Yunnan 

study and its epidemiological potential, China-Japan-Korea scientists workshop on environmental radon and 

thoron, 上海, 2006.03

 3．Sahoo Sarata Kumar, Shinji Yoshinaga, Shinji Tokonami: Determination of U, Th and trace elements in 

atmospheric particulate matters using ICP-MS around Gejiu, Yunnan, China-Japan-Korea scientists workshop on 

environmental radon and thoron, 上海, 2006.03

 4．Tetsuo Ishikawa, Shinji Tokonami, Shinji Yoshinaga, Yosuke Kobayashi, Hidenori Yonehara, Yuji Yamada, 

et.al: Preliminary results of indoor radon/thoron concentrations and terrestrial gamma doses in Gejiu, Yunnan, 

China-Japan-Korea scientists workshop on environmental radon and thoron, 上海, 2006.03

    

炭素線が 治療用 ン ーの開発研究

も特許出願]

 1．古川 卓司 野田 耕司: 荷電粒子線照射装置 2005

 2．古川 卓司 野田 耕司: 荷電粒子線照射装置 び回転 2004

 3．古川 卓司 野田 耕司: 照射野形成装置 2005

   

放射性物質の存在位置 核種の遠隔同定法の研究

も解説・紹介記事]

 1．白川 芳幸: 放射線漏えい監視 全方向性 線検出器 開発 原子力eye 51(7) 64-67 2004

 2．Yoshiyuki Shirakawa: Radiation Detector Offers Scintillating Accuracy, The Japan Journal, 1(11), 33-33, 2005

 3．Yoshiyuki Shirakawa: Chinese:Radiation Detector Offers Scintillating Accuracy, The Japan Journal, 3(11), 17-

17, 2005

も口頭発表]

 1．Yoshiyuki Shirakawa: Development of a Whole Directional Gamma Ray Detector, IRRMA6, Hamilton, 2005.06

劣化 ンの特性 その健康影響

も ー発表]

 1．Sahoo Sarata Kumar, Kunio Shiraishi, Shino Takeda, Zora Zunic*: Determination of Depleted Uranium in 

Environmental samples using Thermal Ionization Mass Spectrometry, The 32nd FACSS and 51st ICASS 

Meeting, , 2005.10



ごすずすご

基盤研究

(1 環境系基盤研究

ンの環境中 おける動態 生物影響 関する研究

も原著論文]

 1．Tetsuo Ishikawa: Performance of a whole-body counter with five high-purity germanium detectors, Applied 

Radiation and Isotopes, 64(3), 386-389, 2006

 2．Fumihiro Saito, Shinya Furuichi*, Naureen Rahman, Takao Iida*, Jun Koarashi: A new method for measuring 

particle size distribution of radon decay products using imaging plate, Japanese Journal of Health Physics, 

40(2), 177-182, 2005

 3．Shinji Tokonami, Yuu Ishimori, Tetsuo Ishikawa, Keizo Yamasaki, Yuji Yamada: Intercomparison Exercise of 

Measurement Techniques for Radon, Radon Decay Products and Their Particle Size Distributions at NIRS, 

Japanese Journal of Health Physics, 40(2), 183-190, 2005

 4．Jing Chen*, Shinji Yoshinaga, Shinji Tokonami, Hidenori Yonehara, Yuji Yamada: Japanese individual risks of 

radon induced lung cancer for different exposure profiles, Japanese Journal of Health Physics, 40(3), 285-294, 

2005

 5．一坪 宏和 山田 裕司 小泉 彰 下 道國*: 放医研 実験棟 排気汚染 日本

放射線安全管理学会邦文誌 4(1) 62-70 2005

 6．古川 雅英 赤田 尚史* 卓 維海 郭 秋菊* 楢崎 幸範* 床次 眞司: 自然放射能 東

風成塵起源土壌 特徴 研究 20(4) 306-312 2005

 7．Masato Sugino*, Shinji Tokonami, Weihai Zhuo*: Radon and thoron concentrations in offices and dwellings of 

the Gunma prefecture, Japan, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 266(2), 205-209, 2005

 8．Yosuke Kobayashi, Shinji Tokonami, Yukinori Narazaki*, Weihai Zhuo, Masahide Furukawa: Enhanced indoor 

radon concentration by using radon-rich well water in a Japanese wooden house in Fukuoka,Japan, Journal of 

Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 266(3), 389-396, 2005

 9．Tetsuo Ishikawa, Shinji Tokonami, Shinji Yoshinaga, Yukinori Narazaki*: Airborne and waterborne radon 

concentrations in areas with use of groundwater supplies, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 

267(1), 85-88, 2006

10．Csaba Nemeth, Shinji Tokonami, Tetsuo Ishikawa, Hiroyuki Takahashi*, Weihai Zhuo, Michikuni Shimo*: 

Measurements of radon , thoron and their progenies in Gifu prefecture, Japan, Journal of Radioanalytical and 

Nuclear Chemistry, 267(1), 9-12, 2006

11．Yuji Yamada, Quanfu Sun*, Shinji Tokonami, Suminori Akiba*, Weihai Zhuo, Shouzhi Zhang*, Tetsuo 

Ishikawa, Masahide Furukawa, Kumiko Fukutsu, Hidenori Yonehara: Radon-thoron discriminative measurements 

in Gansu province, China, and its implication for dose estimates, Journal of Toxicology and Environmental 

Health. Part A, 69, 723-734, 2006

12．Yuji Yamada, Akira Koizumi, Koji Ishikawa, Yukio Hishinuma*, Katuyoshi Tatenuma*: Development of a 

radon trap device using a corona discharge, Radiation Protection Dosimetry, 117(4), 414-418, 2006

13．古川 雅英 赤田 尚史* 床次 眞司: 大東諸島 自然放射線 地質学的解釈 Radioisotopes

54(7) 213-224 2005

14．Shinji Tokonami, Hiroyuki Takahashi*, Yosuke Kobayashi, Weihai Zhuo: Up-to-date radon-thoron discriminative 

detector for a large scale survey, Review of Scientific Instruments, 76(1), 3505-3509, 2005

15．Yuji Yamada, Shinji Tokonami, Keizo Yamasaki: Applicability of the electrical low pressure impactor to size 

determination of aerosols attached to radon decay products, Review of Scientific Instruments, 76(6), 065102-1-

065102-4, 2005

も ー ン ]

 1．Weihai Zhuo, Masahide Furukawa, Qiuju Guo*, Yoon Shin Kim*: Soil radon flux and outdoor radon 

concentrations in East Asia, High Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health 

Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon 



ごすずずご

Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276), 1276, 

285-286, 2005

 2．Keizo Yamasaki, Yuichi Oki, Yuji Yamada, Shinji Tokonami, Takao Iida*: Optimization of measuring methods 

on size distribution of naturally occuring radioactive aerosols, High Levels of Natural Radiation and Radon 

Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels 

of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International 

Congress Series ; no.1276), 1276, 297-298, 2005

 3．Mushui Wei*, Weihai Zhuo, Yin Luo*, Masahide Furukawa, Yuji Yamada, et.al: Radon and thoron in 

Yongding Hakka Earth Building in Fujian Province of China, High Levels of Natural Radiation and Radon 

Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels 

of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International 

Congress Series ; no.1276), 1276, 309-310, 2005

 4．Hidenori Yonehara, Shinji Tokonami, Weihai Zhuo, Tetsuo Ishikawa, Kumiko Fukutsu, Yuji Yamada: Thoron in 

the living environments of Japan, High Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and 

Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and 

Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International Congress Series ; 

no.1276), 1276, 58-61, 2005

 5．Yuji Yamada, Shinji Tokonami, Weihai Zhuo, Hidenori Yonehara, Tetsuo Ishikawa, Masahide Furukawa, 

Kumiko Fukutsu, Quanfu Sun*, Chongsong Hou*, Shouzhi Zhang*, Suminori Akiba: Rn-Tn discriminative 

measurements and their dose estimates in Chinese loess plateau, High Levels of Natural Radiation and Radon 

Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels 

of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International 

Congress Series ; no.1276), 1276, 76-80, 2005

 6．Kumiko Fukutsu, Yuji Yamada, Weihai Zhuo, Shinji Tokonami, Akira Koizumi: Induction of micronuclei in rat 

tracheal epithelial cells following radon exposure at air-liquid interface cultures, High Levels of Natural 

Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International 

Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 

September 2004(International Congress Series ; no.1276), 1276C, 251-252, 2005

 7．Tetsuo Ishikawa, Shinji Tokonami, et.al: An intercomparison exercise for thoron gas measurement, High Levels 

of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th 

International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 

6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276), 1276C, 276-277, 2005

 8．Tetsuo Ishikawa, Shinji Yoshinaga, Shinji Tokonami: Airborne and waterborne radon concentrations in houses 

with the use of groundwater, High Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health 

Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon 

Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276), 

1276C, 301-302, 2005

 9．P. Wanabongse*, Shinji Tokonami, Somchai Bovornkitti*: Current studies on radon gas in Thailand, High 

Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th 

International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 

6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276), 208-209, 2005

10．Weihai Zhuo, Shinji Tokonami: Convenient methods for evaluation of indoor thoron progeny concentrations, 

High Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 

6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan 

between 6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276), 219-220, 2005

11．Csaba Nemeth, Shinji Tokonami, Tetsuo Ishikawa, Hiroyuki Takahashi*, Weihai Zhuo, Michikuni Shimo*: 

Measurements of radon, thoron and their progeny in a dwelling in Gifu prefecture, Japan, High Levels of 

Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International 
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Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 

September 2004(International Congress Series ; no.1276), 283-284, 2005

12．Yumi Yasuoka*, Tadashi Ishii*, Tetsuya Sanada*, Wataru Nitta*, Yuu Ishimori, Yasuhide Kataoka*, Tsuyoshi 

Kubo*, Hirofumi Suda*, Shinji Tokonami, Tetsuo Ishikawa, Masaki Shinogi*: Measurement of radon 

concentration in water using direct dpm method of liquid scintillation counter, High Levels of Natural 

Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International 

Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 

September 2004(International Congress Series ; no.1276), 299-300, 2005

13．Masahide Furukawa, Weihai Zhuo, Shinji Tokonami, N. Akata*, Qiuju Guo*: Eolian dust may be an effective 

expander of HBRA: a case of China-Ryukyu connection, High Levels of Natural Radiation and Radon Areas 

: Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels of 

Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International 

Congress Series ; no.1276), 307-308, 2005

14．Yin Luo*, Weihai Zhuo, Mushui Wei*, Shinji Tokonami, W. Wang*, Yuji Yamada, J. Chen*, M. Chen*: 

Natural radiation levels in Fu'an city in Fujian Province of China, High Levels of Natural Radiation and 

Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High 

Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 

2004(International Congress Series ; no.1276), 311-312, 2005

15．Csaba Nemeth, Shinji Tokonami, J. Somlai*, T. Kovacs*, N. Kavasi*, Z. Gorjanacz*, A. Varhegyi*, J. Hakl*: 

Inaccuracues in assessing doses from radon in workplaces, High Levels of Natural Radiation and Radon Areas 

: Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels of 

Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International 

Congress Series ; no.1276), 369-370, 2005

16．Yumi Yasuoka*, Tadashi Ishii*, Shinji Tokonami, Tetsuo Ishikawa, Yukinori Narazaki*, Masaki Shinogi*: 

Radon anomaly related to the 1995 Kobe earthquake in Japan, High Levels of Natural Radiation and Radon 

Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels 

of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International 

Congress Series ; no.1276), 426-427, 2005

17．Yong-Jae Kim*, H. Y. Lee*, C. S. Kim*, Byung-Uck Chang*, Byung-Hwan Rho*, Chang-Kyu Kim*, Shinji 

Tokonami: Indoor radon, thoron, and thoron daugter concentrations in Korea, High Levels of Natural Radiation 

and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on 

High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 

2004(International Congress Series ; no.1276), 46-49, 2005

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．Csaba NEMETH, Shinji TOKONAMI , Tetsuo ISHIKAWA : Radon in Workplaces and Schools in Hungary 

and Japan, 保健物理, 40(3), 295-301, 2005

も解説・紹介記事]

 1．山田 裕司 米原 英典: 住居内 関 WHO 第1回専門家会合 保健物理

40(1) 26-31 2005

 2．山田 裕司: 研究 最前線 住居内 濃度規制 動 日本原子力学会誌 47(4)260-265 2005

 3．床次 眞司: 型 ・ 弁別測定器 開発 関連 話題 放射線科学 48(5)189-194

2005

も特許登録]

 1．小泉 彰 山田 裕司 下 道國* 長谷川 良雄* 戸祭 智* 蓼沼 克嘉*: 放出線

源 製造方法 2005
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も口頭発表]

 1．須山 祐之* 阿部 恵子* 中根 偕夫* 大塚 哲郎* 高久 悟* 山田 裕司 他: 空中浮遊微生物

除去 び防止機器 性能評価法 関 研究 第1報 第23回空気清浄 ー ー

研究大会 2005.04

 2．N. Kazasi*, J. Somlai*, T. Kovacs*, Cs. Nemeth, S. Tokonami, H. Takahashi*, Y. Inaishi*, Y. Yamada: Radon 

and thoron measurements by nuclear track detectors, The Second VINCA ECE Lab.  Advanced Research 

International Workshop-The New Perspectives for Thoron Survey and Dosimetry, Niska Banja, 2005.06

 3．Shinji Tokonami, et.al: An intercomparison exercise of thoron concentrations between NYU and NIRS, The 

new perspectives for thoron survey and dosimetry, Niska Banja, 2005.06

 4．Tetsuo Ishikawa, Shinji Tokonami, Csaba Nemeth: Calculation of dose conversion factors for thoron decay 

products, The new perspectives for thoron survey and dosimetry, Niska Banja, 2005.06

 5．山崎 敬三 沖 雄一 山田 裕司 飯田 孝夫*: ー 粒子跳 返 ー

厚 依存性 第39回研究発表会 青森県上北郡六ヶ所村 2005.06

 6．大内 良夫* 吉田 浩樹* 山田 裕司 小泉 彰 津浦 伸次: 実験施設 排気

第39回研究発表会 青森県上北郡六ヶ所村 2005.06

 7．石森 有 飯田 孝夫*山崎 敬三 石川 徹夫 他: 標準線源 測定器校正手法 検討 第

39回研究発表会 青森県六ヶ所村 2005.06

 8．山田 裕司 床次 眞司 福津 久美子 Nemeth Csaba 小林 羊佐 高橋 博路* 飯田 孝夫* 西藤

文博 他: 放医研 壊変生成物 粒径比較実験 第39回研究発表会 青森県上

北郡六ヶ所村 2005.06

 9．Naureen Rahman, Fumihiro Saito, Takao Iida*, Jyunn Koarashi, Shinji Tokonami, Yuji Yamada: Imaging Plate 

Technique for Evaluating the Sizing Characteristic of Natural Radioactive Aerosol by Using a Low Pressure 

Cascade Impactor, 日本保健物理学会第39回研究発表, 青森県, 六ヶ所村, 2005.06

10．石川 徹夫 床次 眞司 高橋 博路* 米原 英典 Cavallo Alfred*: ー 用い 測

定器 相互比較実験 日本保健物理学会第39回研究発表 青森県 六ヶ所村 2005.06

11．床次 眞司 他: 屋内 規制 対 提言 日本保健物理学会第39回研究発表 青森県 六ヶ所村

2005.06

12．山西 弘城* 床次 眞司: 屋内 規制 対 提言 対策 導入 関 諸問題

日本保健物理学会第39回研究発表 青森 六ヶ所村 2005.06

13．床次 眞司 飯田 孝夫* 飯本 武志 米原 英典 真田 哲也 山西 弘城* 吉永 信治 古田 定昭

*: 屋内 規制 対 提言 屋内 規制 対 提言 日本保健物理学会第39回研究発表 青

森県 六ヶ所村 2005.06

14．小林 羊佐 床次 眞司 吉永 信治 樋口 健太 秋葉 澄伯 山田 裕司: 桜島 火山活動 伴う

濃度 上昇 日本保健物理学会第39回研究発表 青森県 六ヶ所村 2005.06

15．杉野 雅人 床次 眞司 下 道國: 職場 住居 濃度測定 日本保健物理学会第39回研究発表

青森県 六ヶ所村 2005.06

16．Nemeth Csaba 床次 眞司 小林 羊佐 米原 英典: 土壌 ・ 散逸率 評価 日本保健

物理学会第39回研究発表 青森県 六ヶ所村 2005.06

17．吉永 信治 床次 眞司 米原 英典: 日本 屋内 肺 増加 日本保健物理学会第39

回研究発表 青森県 六ヶ所村 2005.06

18．福津 久美子 山田 裕司 米原 英典: ・ 混在場 壊変生成物 粒径分布解析 最適

化 日本保健物理学会第39回研究発表会 六ヶ所村 2005.06

19．山崎 敬三 沖 雄一 山田 裕司 飯田 孝夫*: 捕集版 効果 厚 依存性 第

22回 科学・技術研究討論会 堺 2005.07

20．山田 裕司 福津 久美子 床次 眞司 卓 維海 石川 徹夫 米原 英典 小泉 彰 古川 雅英: 粒

径分布 見 室内 安定性 第22回 科学・技術研究討論会 堺 2005.07

21．N. Kazasi*, J. Somlai*, T. Kovacs*, Cs. Nemeth, S. Tokonami, H. Takahashi*, Y. Inaishi*, Y. Yamada: 

Investigation of radon and thoron at Hungarian workplaces and dwellings., Environment-Reseach,Protection and 
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Management,, Agnita, 2005.10

22．Q. SUN*, S. Zhang*, S. Tokonami, W. Zhuo*, H. Yonehara, S. Akiba*, Y. Yamada: Epidemiological study  

on  residential  radon  risk  in  China, The 1st Asian Congress of Radiation Research, 広島市, 2005.11

23．KIM Y.J.*, LEE H.Y.*, CHANG B. U. *, LEE D.M.*, ROW J.W.*, RHO B.H. *, KIM C.K.*, Tokonami S.: 

Study on residental radon risk in Korea, The 1st Asian Congress of Radiation Research, 広島, 2005.11

24．Vangeline Parami: Study on resudential radon risk in the Philippines, 日本放射線影響学会第48回大会 第 回

放射線研究会議, 広島, 2005.11

も ー発表]

 1．米原 英典 床次 眞司 卓 維海 石川 徹夫 福津 久美子 山田 裕司: 生活環境

び 壊変生成物濃度 空間的・時間的変動 い 第39回研究発表会 青森県上北郡六ヶ所村 2005.06

 2．山田 裕司 米原 英典 石川 徹夫 福津 久美子 光延 文裕*: 飲泉室内 び

壊変生成物 動態 第39回研究発表会 青森県上北郡六ヶ所村 2005.06

 3．Nemeth Csaba 床次 眞司 KavasiNorbert* SomlaiJanos* Kovacs Tidor* 高橋 博路* 山田 裕

司: Radon and thoron parallel measurements in Hungary 日本保健物理学会第39回研究発表 2005.06

 4．床次 眞司 高橋 博路* 小林 羊佐 石川 徹夫 Harley Naomi* Chittaporn Passaporn*: ー ー

大学及び放医研 相互比較実験 日本保健物理学会第39回研究発表 青森県 六ヶ所村

2005.06

 5．高橋 博路* 床次 眞司 安岡 由美*: 活性炭吸着法 大気中 濃度測定上 問題 濃度変動

対 応答特性 日本保健物理学会第39回研究発表 青森県 六ヶ所村 2005.06

 6．小林 羊佐 床次 眞司 高橋 博路* 米原 英典: 放医研 ・ ー 性能向上 関 検討

日本保健物理学会第39回研究発表 青森県 六ヶ所村 2005.06

 7．福津 久美子 山田 裕司: 曝露 低線量率・低線量 影響 日本放射線影響学会第48回大会・第

回 放射線研究会議 広島 2005.11

 8．Hidenori Yonehara, Shinji Tokonami, Ikai Taku*, Tetsuo Ishikawa, Kumiko Fukutsu, Yuji Yamada: Behavior of 

thoron and its decay products in living environments, 日本放射線影響学会第48回大会，第 回 放射線研

究会議, 広島, 2005.11

も招待発表]

 1．Weihai Zhuo: Current Status on Measurements, Dose Evaluation and Remedial Measures of Indoor Radon, 第

回中国屋内環境 び健康 , 上海, 2005.06

も講義・講演]

 1．Shinji Tokonami: Radon in the human environment, 平成17年度JICA集団研修 環境放射能分析 ー , 千

葉市, 2005.09

 2．山田 裕司: WHO国際 い 保物 ー2005 大阪 2005.10

    

環境放射線防護体系構築のた の研究

も原著論文]

 1．Kunio Shiraishi, Susumu Ko, Sahoo Sarata Kumar, Hideki Arae*, Kyoko Ayama, P.V. Zamostyan*, Nikolay.Y. 

Tsigankov*, I.P. Los*, V.N. Korzun*: Dietary mineral intakes for Ukrainian subjects living areas contaminated 

by the Chernobyl accident, Biomedical Research on Trace Elements, 16(4), 306-310, 2005

 2．Susumu Ko, Kunio Shiraishi, Sahoo Sarata Kumar, Hideki Arae*, Kyoko Ayama, I.P. Los*, V.N. Korzun*, 

Nikolay.Y. Tsigankov*, P.V. Zamostyan*: Dietary intakes of Sr, Cs, Th-232 and U-238 in north Ukraine, 

polluted by the Chernobyl accident, Biomedical Research on Trace Elements, 16(4), 311-314, 2005

 3．Zhong-Liang Wang, Masatoshi Yamada: Plutonium activities and 240Pu/239Pu atom ratios in sediment cores from 

the East China Sea and Okinawa Trough: Sources and inventories, Earth and Planetary Science Letters, 233(3-
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4), 441-453, 2005

 4．Kunio Shiraishi, Susumu Ko, Sarata K. Sahoo, Yasuyuki Muramatsu*, I.P. Los*, V.N. Korzun*, Nikolay.Y. 

Tsigankov*, P.V. Zamostyan*: Dietary iodine intake in residents of northwestern regions of Ukraine 

contaminated by the Chernobyl accident, Health Physics, 90(1), 11-15, 2006

 5．Shino Homma-Takeda, Yoshikazu Nishimura, Yoshito Watanabe, Masae Yukawa, Shunji Ueno*: Lobe-specific 

changes in zinc levels in the prostate of rats exposed to tributyltin chloride, International Journal of PIXE, 

15(3/4), 131-138, 2005

 6．Masae Yukawa, Hiroyuki Iso*, Kumiko Kodama, Hitoshi Imaseki, Kazuko Aoki, Yuuji Ishikawa: Metal 

Balance Shift Induced in Small Fresh Water Fish by Several Environmental Stresses, International Journal of 

PIXE, 15(3/4), 203-210, 2005

 7．Jian Zheng, Masatoshi Yamada: Investigating Pu and U isotopic compositions in sediments: a case study in 

Lake Obuchi, Rokkasho Village, Japan using sector-field ICP-MS and ICP-QMS, Journal of Environmental 

Monitoring, 7(8), 792-797, 2005

 8．Kunio Shiraishi: Dietary intakes of eighteen elements and 40K in eighteen food categories by Japanese subjects, 

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 266(1), 61-69, 2005

 9．Noriyuki Momoshima*, M. Sayad*, Masatoshi Yamada, M Takamura*, H. Kawamura*: Global fallout levels of
99Tc and activity ratio of 99Tc/137Cs in the Pacific Ocean, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 

266(3), 455-460, 2005

10．Jian Zheng, Masatoshi Yamada: Determination of Pu isotopes in sediment cores in the Sea of Okhotsk and the 

NW Pacific by sector field ICP-MS, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 267(1), 73-83, 2006

11．Shino Homma-Takeda, Yoshikazu Nishimura, Yasuko Terada*, Shunji Ueno*, Yoshito Watanabe, Masae 

Yukawa: Tin accumulation in spermatozoa of the rats exposed to tributyltin chloride by synchrotoron radiation 

X-ray fluorescence (SR-XRF) analysis with microprobe, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research 

Section B, 231, 333-337, 2005

12．Neelam Ramaiah*, Shigenobu Takeda*, Ken Furuya*, Takeshi Yoshimura*, Jun Nishioka*, Tatsuo Aono, 

Yukihiro Nojiri*, Keiri Imai*, Isao Kudo*, Hiroaki Saito*, Atsushi Tsuda*: Effect of iron enrichment on the 

dynamics of transparent exopolymer particles in the western subarctic Pacific, Progress in Oceanography, 64(2-

4), 253-261, 2005

13．Tatsuo Aono, Masatoshi Yamada, Isao Kudo*, Keiri Imai*, Yukihiro Nojiri*, Atsushi Tsuda*: Export fluxes of 

particulate organic carbon estimated from 234Th/238U disequilibrium during the Subarctic Pacific Iron Experiment 

for Ecosystem Dynamics Study (SEEDS 2001), Progress in Oceanography, 64(2-4), 263-282, 2005

14．Jian Zheng, Masatoshi Yamada: Determination of U isotope ratios in sediments using ICP-QMS after sample 

cleanup with anion-exchange and extraction chromatography, Talanta, 68, 932-939, 2006

も ー ン ]

 1．Shinji Yoshinaga, Shinji Tokonami, Suminori Akiba, et.al: Case-control study of residential radon and 

childhood leukemia in Japan: results from preliminary analyses, High Levels of Natural Radiation and Radon 

Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels 

of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International 

Congress Series ; no.1276), 1276, 233-235, 2005

 2．Shinji Yoshinaga, Shinji Tokonami, Suminori Akiba: Residential radon and childhood leukemia: a metaanalysis 

of published studies, High Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects 

: Proceedings of the 6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held 

in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276), 1276, 430-431, 

2005

 3．Malek M. Abdul*, Motokazu Nakahara: Elimination of 137Cs from Japanese Catfish acutely contaminated by 

labelled food, NUCAR 2005 : Proceedings of DAE-BRNS Symposium on Nuclear and Radiochemistry, Guru 

Nanak Dev University Amritsar 143 005, India. March 15-18, 2005, 639-640, 2005
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 4．白石 久二雄: 微量元素 食事摂取基準 環境放射能・放射線夏 学校 6 44-45 2005

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．Shino Homma-Takeda, Yoshikazu Nishimura, Shunji Ueno*, Yoshito Watanabe, Masae Yukawa, Yasuko 

Terada*: Sn distribution in kidney of the hamster exposed to dibutyltin chloride by SR-XRF imaging, SPring-8 

User Experiment Report, 13, 171-171, 2004

も書籍]

 1．白石 久二雄: 試験法 第1章食品成分 無機質 素 食品衛生検査指針 ; 理化学編 193-202 2005

 2．吉本 泰彦 ．応用編 第13章 生存時間 ー 解析 SPSS 統計 ー 解析－医学 看護学

生物学 心理学 例題 統計学入門 柳井晴夫 緒方裕光編 現代数学社 2006.03

も総説]

 1．山田 正俊 鄭 建: 海底堆積物中 239+240Pu濃度 240Pu/239Pu同位体比 鉛直分布－日本海

起源 ？－ 放射線科学 48(10) 358-363 2005

も解説・紹介記事]

 1．武田 志乃: 第5回Bio-PIXE国際 参加 放射線科学 48(6) 229-231 2005

 2．吉永 信治 吉本 泰彦 岩崎 民子: 疫学 ．部位別 ．全 生涯 －生涯

表現 放射線科学 48(7) 238-241 2005

 3．吉本 泰彦 吉永 信治: 疫学 放射線医学 接点 ．部位別 XI．計算 方法 仮定

―生涯 推定値 放射線科学 48(8) 270-280 2005

 4．武田 本間 志乃 西村 義一 渡辺 嘉人 湯川 雅枝 上野 俊治* 寺田 靖子*: ー

細胞選択的元素測定 ～精子 取 込 微量 検出 世界 初 成功～ SPring-8利用者情報

10(5) 342-345 2005

 5．武田 本間 志乃: 精子 取 込 微量 環境 ～微量 検出 世界

初 成功～ SPring-8 News 22(9) 2-4 2005

 6．武田 本間 志乃: 精子中微量 検出 世界 初 成功 文部科学時報 1522(7) 表3 2005

 7．武田 志乃: 精子中 微量 環境 一種 検出 世界 初 成功 放医研NEWS 104(7) 1-

2 2005

 8．吉本 泰彦: 日本 原発周辺住民 潜在的放射線 研究 日本 疫学研究会NEWS CAST (81)004-

004 2005

も ー ー ー]

 1．Shinji Yoshinaga, Kiyohiko Mabuchi*, Alice Sigurdson*, Michele Doody*, Elaine Ron*: Re: Increased brain 

cancer risk in physicians with high radiation exposure, Radiology, 235(2), 710-711, 2005

も 発表・ 報道]

 1．武田 志乃: 精子中 ー 使い検出 2005

 2．武田 志乃: 精子中 検出 成功 2005

 3．武田 志乃: 有機 生殖毒性解明 放医研 JASRI 2005

も重要出版物等への引用]

 1．Shinji Yoshinaga, Takashi Aoyama*, Yasuhiko Yoshimoto, Tsutomu Sugahara*: Cancer mortality among 

radiological technologists in Japan: updated analysis of follow-up data from 1969 to 1993, Health Risks from 

Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation : BEIR VII Phase 2, 000, 2005
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もソ 開発]

 1．Nobuhito Ishigure, Masaki Matsumoto, Takashi Nakano, Hiroko Enomoto: MONDAL3-Support System for 

Internal Dosimetry, 2005

も口頭発表]

 1．Jian Zheng, Masatoshi Yamada: Attempt to determine Pu isotope ratio in settling particles using SF-ICP-MS 

with a high efficiency sample introduction system, 地球惑星科学関連学会2005年合同大会, 幕張, 2005.05

 2．山田 正俊 王 中良: 東 海 輸送過程 地球惑星科学関連学会2005年合同大会

千葉 2005.05

 3．白石 久二雄 幸 進 S. K. ー 新江 秀樹 P. V. N. Y. ー I. P. 

V. W. : 国民 元素摂取量状況. . 第16回微量元素学会 京都市

2005.06

 4．幸 進 白石 久二雄 新江 秀樹 N. Y. ー P. V. V. W. I. P. 

: 国民 元素摂取量状況 放射性核種 関連安定微量元素 第16回微量元素学会 京都市

2005.06

 5．吉永 信治: 屋内 規制 対 提言 IV 疫学調査 大気中 肺 関 知見 日本

保健物理学会第39回研究発表 青森県 六ヶ所村 2005.06

 6．吉永 信治: 航空機内被 問題点 －乗務員 疫学調査－ 日本保健物理学会第39回研究発表 青

森県 六ヶ所村 2005.06

 7．武田 志乃 松本 雅紀 渡辺 嘉人 西村 義一: 放射性亜鉛 唾液腺 び雄性生殖腺 分布 線量評

価 日本保健物理学会第39回研究発表会 六ヶ所村 2005.06

 8．仲野 高志 鈴木 敏和 石榑 信人: 体外計測 形態 影響 日本保健物理学会第39回研

究発表会 青森県上北郡六ヶ所村 2005.06

 9．白石 久二雄: 国民 元素摂取量 第 回環境放射能・放射線夏 学校 太宰府市 2005.08

10．山田 正俊 鄭 建 王 中良: 西部北太平洋 び周辺海域 表面水中 同位体 2005

日本放射化学会年会・第49回放射化学討論会 金沢 2005.09

11．Masae Yukawa, Kazuko Aoki, Hiroyuki Iso*, Kumiko Kodama, Hitoshi Imaseki, Yuuji Ishikawa: Determination 

of Metal Balance Shift Induced in Small Fresh Water Fish by X-ray Irradiation Using PIXE Analysis, Asia-

Pasific Symposium on Radiochemistry-05, Beijing, 2005.10

12．Jian Zheng, Masatoshi Yamada: Distributions of Pu isotopes in sediments from the western North Pacific and 

its adjacent seas, 東京大学海洋研究所共同利用研究集会 太平洋 び南極海 微量元素・同位体 生物地

球化学 (GEOTRACES計画) , 東京, 2006.01

13．山田 正俊 鄭 建 王 中良: 西部北太平洋 東部 洋 表面水中 Cs-137 び

同位体 分布 東京大学海洋研究所共同利用研究集会 太平洋 び南極海 微量元素・同位体 生物地

球化学 (GEOTRACES計画) 東京 2006.01

14．吉永 信治: 航空機搭乗者 放射線防護 係 課題 健康 影響 い 航空機搭乗者 宇宙線被

関 東京 2006.03

も ー発表]

 1．小藤 久毅* 賀佐 信一* 中山 智治* 西澤 慶介* 久慈 智幸* 伊勢田 賢一* 島 茂樹* 河村

日佐男* 渡部 輝久 小村 和久*: 水中用NaI(Tl)検出器 海洋 線測定 第39回研究発表会 六ヶ所

村 2005.06

 2．仲野 高志 鈴木 敏和 石榑 信人: BOMAB 作製 い 日本保健物理学会第39回研究発表

会 青森県上北郡六ヶ所村 2005.06

 3．磯 浩之* 湯川 雅枝 青木 一子 児玉 久美子 今関 等: 線照射 中 必須元素

ー ・放射線研究発表会 東京都 2005.07

 4．武田 志乃 西村 義一 上野 俊治* 渡辺 嘉人 湯川 雅枝: 投与 雄性生殖器

元素挙動 第8回環境 学会 東京都 2005.09
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 5．Toshiaki Ishii: oral poster presentation in the title-high acumulation of Re and Tc in a marine alga Bryopsis 

maxima, The 2nd International Conference on the Radioactivity in the Environment, ー , 2005.10

 6．Sahoo Sarata Kumar, Yasuyuki Muramatsu*, Hiroyuki Matsuzaki*, Satoshi Yoshida: Studies on the 129I and 127I 

in soil samples collected from Chernobyl area, 第8回 素利用研究国際 , 千葉市, 2005.10

 7．渡部 輝久 石井 紀明 中原 元和 横須賀 節子 松葉 満江 黒澤 明子 荻沼 勝夫: 沿岸海域

放射能 生物検出器 適用 海産生物 元素組成特性 第48回大会 広島

2005.11

 8．Yoshito Watanabe, Shino Takeda, Masae Yukawa, Yoshikazu Nishimura: Stress signal transduction induced by 

radiation in embryogenic cells of coniferous plants, 日本放射線影響学会大48回大会, 広島, 2005.11

 9．西村 義一 武田 志乃 渡辺 嘉人 角田 出* 金 煕善* 乳井 美奈子 伊古田 暢夫: 

放射線防護効果 い 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

10．吉本 泰彦 吉永 信治: 原発周辺 潜在的放射線 研究 全 ・造血組織悪性腫瘍 非消化器系

固形 死亡率1972-1997年 解析 日本放射線影響学会第48回大会 第 回 放射線研究会議 広島市

2005.11

11．Masatoshi Yamada, Zhong-Liang Wang, Jian Zheng, Yoshihisa Kato*: Post-depositional Precipitation of 

Authigenic Uranium in Suboxic Sediments From the Okinawa Trough, Western Northwest Pacific Margin, 

2006 Ocean Sciences Meeting, Honolulu, 2006.02

12．Jian Zheng, Masatoshi Yamada: Determination of Pu isotopes in settling particles by SF-ICP-MS: implications 

for the lateral transport of particles in the continental margin of the East China Sea, 地球物理学連合

2006年海洋科学大会, Honolulu, Hawaii, 2006.02

13．山田 正俊 王 中良 鄭 建: 東部 洋 周辺海域 表面海水中 Cs-137 濃度分布 実

効半減期 2006年度日本海洋学会春季大会 横浜 2006.03

14．武田 本間 志乃 西村 義一 上野 俊治* 渡辺 嘉人 湯川 雅枝: 投与 雄性

生殖器 細胞選択的微量元素解析 第76回 日本衛生学会 宇部市 2006.03

も招待発表]

 1．Yoshikazu Nishimura: The criticality accident i  Tokai-mura:Dose assessment of nutron exposure, 中性子被

線量測定, , 2005.12

も講義・講演]

 1．Takashi Nakano: Dose assessment of contamination with alpha emitters, Seminar on "Medical Treatment of 

Patients Contaminated with alpha emitters", 千葉市, 2005.09

 2．吉永 信治: 米国 ー報告BEIR-VII等 い 仮説 放射線影響 関 話題 勉強会 東

京 2005.10

 3．吉永 信治: 最近 屋内 疫学研究 保物 ー2005 大阪 2005.10

 4．吉永 信治: 放射線被 健康 評価 防護 研究助成金 検診 適切 方法

評価法 確立 関 研究 第二回班会議 東京 2005.11

 5．湯川 雅枝: 放医研 PIXE分析今昔物語 第22回PIXE 敦賀市 2005.11

放射線等の環境 源 よる人・生態系への比較影響研究

も原著論文]

 1．Akira Fujimori, Ryuichi Okayasu, Hiroshi Ishihara, Satoshi Yoshida, Kiyomi Eguchi-Kasai, Kumie Nojima, 

Satoru Ebisawa, Sentaro Takahashi: Extremely Low Dose Ionizing Radiation Up-regulates CXC Chemokines in 

Normal Human Fibroblasts, Cancer Research, 65(22), 10159-10163, 2005

 2．Yoshikazu Inoue, Kiriko Miyamoto, Shoichi Fuma, Hiroshi Takeda: Unique Features of a Pine Tree for 

Monitoring and Modeling of Environmental Tritium, Fusion Science and Technology, 48(1), 508-511, 2005

 3．Kazuhide Yamamoto*, Tetsuya Sakashita*, Kiriko Miyamoto: Development and Validation of an Atmospheric 
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Dispersion Model for Tritium Using the IAEA BIOMASS Scenario, Fusion Science and Technology, 48, 500-

503, 2005

 4．Galeriu Dan*,Hiroshi Takeda,Melintescu Anca,*: Energy metabolism and human dosimetry of tritium, Fusion 

Science and Technology, 48, 795-798, 2005

 5．Yoshihisa Kubota, Sentaro Takahashi, Hiroshi Sato, Katsutoshi Suetomi: Radiation-induced apoptosis in 

peritoneal resident macrophages of C3H mice: selective involvement of superoxide anion, but not other 

reactive oxygen species, International Journal of Radiation Biology, 81(6), 459-472, 2005

 6．Tadaaki Ban-nai, Satoshi Yoshida, Yasuyuki Muramatsu, Akira Suzuki*: Uptake of Radiocesium by Hypha of 

Basidiomycetes - Radiotracer Experiments -, Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 6(1), 111-113, 

2005

 7．Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Soil-to-plant transfer factors of technetium-99 for various plants collected in the 

Chernobyl area, Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 6(3), 261-264, 2005

 8．Seigo Amachi*, Yasuyuki Muramatsu*, Yukako Akiyama, Kazumi Miyazaki*, Sayaka Yoshiki*, Satoshi 

Hanada*, Yoichi Kamagata*, Tadaaki Ban-nai, Hirofumi Shinoyama*, Takaaki Fujii*: Isolation of iodide-

oxidizing bacteria from iodide-rich natural gas brines and seawaters, Microbial Ecology, 49(4), 547-557, 2005

 9．柳澤 啓 武田 洋 宮本 霧子 府馬 正一 石井 伸昌: 銅 負荷 培地 炭素吸収

及 影響 Radioisotopes 54(07) 225-228 2005

10．Satoshi Yoshida, Yasuyuki Muramatsu, Wilhelmus Peijnenburg*: Multi-element analyses of earthworms for 

radioecology and ecotoxicology, Radioprotection, 40(Suppl. 1), 491-495, 2005

11．Masahiro Doi, et.al: Model ecosystem approach to estimate community level effects of radiation, 

Radioprotection, 40(Suppl.1), 913-919, 2005

も ー ン ]

 1．Tadaaki Ban-nai, Yasuyuki Muramatsu, Satoshi Yoshida: Transfer factors of radionuclides from Andosol to 

some selected crops, Proceedings of the International Conference on Radioactivity in the Environment, 227-

230, 2005

 2．Satoshi Yoshida, Yasuyuki Muramatsu, Shinnosuke Yamazaki*: Distribution of nuclear bomb Pu in Nishiyama 

area, Nagasaki, estimated by accurate and precise determination of Pu-240/Pu-239 ratio in soils, Proceedings of 

the International Conference on Radioactivity in the Environment, 311-314, 2005

 3．加藤 翔太 吉田 聡 関本 均*: 土壌－植物系 素 化学形態 関 基礎的研究

Proceedings of the Workshop on Environmental Radioactivity (KEK Proceedings) 2005-4 135-140 2005

 4．Thi Huong Mai*, Satoshi Yoshida, et.al: Multi-element analyses of Vietnamese environmental samples for 

radiation protection, Proceedings of the Workshop on Environmental Radioactivity (KEK Proceedings), 2005-4, 

205-209, 2005

 5．吉田 聡 村松 康行 吉川 周作* 山崎 秀夫* 山崎 慎之介*: 長崎西山地区 貯水池堆積物 森

林土壌中 Pu-240/Pu-239同位体比 Proceedings of the Workshop on Environmental Radioactivity (KEK

Proceedings) 2005-4 38-40 2005

 6．宮本 霧子 武田 洋 井上 義和 本郷 昭三 竹下 洋 佐野 理江 山本 一英* 一政 祐輔* 百

島 則幸* 佐竹 洋*: 環境生態系 安全評価 ー ー 構築 環境放射能調査研究

成果論文抄録集 47 107-108 2005

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．田上 恵子: 環境挙動 観測 予測 い 科学 75(11)1237-1241 2005

 2．坂内 忠明: 渡部鼎 い 放射線教育 8(1) 49-58 2005

 3．田上 恵子: -99 環境挙動 関 研究 放影協 ー 45(10) 2-4 2005

も総説]

 1．府馬 正一: 放射線 環境影響評価 関 Radioisotopes 55(2) 113-115
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2006

も解説・紹介記事]

 1．府馬 正一: IRSN(Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety) 留学 －完結編－ 放

射線科学 48(11) 374-379 2005

 2．府馬 正一: IRSN(Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety) 留学 －最初 印象

－ 放射線科学 48(7) 258-262 2005

も口頭発表]

 1．Keiko Tagami, Shigeo Uchida, et.al: Soil-to-pant transfer factors of technetium-99 for various plant collected in 

the Chernobyl area, International Symposium on Techentium-Science and Utilization, Oarai, 2005.05

 2．土居 雅広 他: 捕食・被捕食関係 あ 二種生物群集 個体群動態 放射線影響 関 数理解析

日本保健物理学会第39回研究発表会 青森県六ヶ所村 2005.06

 3．Isao Kawaguchi: The optimum mutation rate to adapt a new fitness peak, European Conference on 

Mathematical and Theoretical Biology, Dresden, 2005.07

 4．加藤 翔太 吉田 聡 関本 均*: 土壌-植物系 素 化学形態 関 基礎的研究

ー ・放射線研究発表会 東京 2005.07

 5．坂内 忠明 吉田 聡 大野 将史 鈴木 彰*: 低 条件下 培養 ワ

影響 ー ・放射線研究発表会 東京 2005.07

 6．柳澤 啓 武田 洋 宮本 霧子 府馬 正一 石井 伸昌 他: 線照射 培地

炭素移行 及 影響 第42回 ー ・放射線研究発表会 2005.07

 7．田上 恵子 内田 滋夫: 周辺森林中植物 用い 実環境中 -99 移行

係数 測定 2005 日本放射化学会年会・第49回放射化学討論会 金沢市 2005.09

 8．Satoshi Yoshida, Yasuyuki Muramatsu, Shinnosuke Yamazaki*: Distribution of nuclear bomb Pu in Nishiyama 

area, Nagasaki, estimated by accurate and precise determination of Pu-240/Pu-239 ratio in soils, The 2nd 

International Conference on Radioactivity in the Environment & The 6th International conference on 

environmental radioactivity in the Arctic and the Antarctic, ー , 2005.10

 9．Masahiro Doi, et.al: Ecological Impacts of Umbrella Effects of Radiation on the individual members, 第 回環

境 放射性物質 関 国際会議, ー , 2005.10

10．孫 学智 高橋 千太郎 久保田 善久 張 鋭* 崔 春* 福井 義浩*: 重粒子線照射 脳組織障害

MRI画像 変化 関連 日本解剖学会第60回中国四国支部学術集会 徳島市 2005.10

11．川端 善一郎* 松井 一彰* 石井 伸昌 他: 微生物群集 遺伝子水平伝播 実験的解析 日

本微生物生態学会第21回大会 博多 2005.10

12．宮本 霧子 武田 洋 井上 義和 本郷 昭三 竹下 洋 佐野 理江 山本 一英* 一政 祐輔* 百

島 則幸* 佐竹 洋*: 環境生態系 安全評価 ー ー 構築 第47回環境放射能調

査研究成果発表会 東京 2005.12

13．吉田 聡 渡辺 真澄 鈴木 彰*: 汚染地域 松地上部 放射性 関連元素

分布 第 回 環境放射能 研究会 市 2006.03

も ー発表]

 1．Keiko Tagami, Shigeo Uchida, Hirofumi Tsukada*: Vertical distribution of rhenium in seawater samples 

collected three locations off the coast of Aomori, Japan, International Symposium on Techentium-Science and 

Utilization, Oarai, 2005.05

 2．Sun Xue Zhi, Sentaro Takahashi, Yoshihisa Kubota, Chun Cui*, Yoshihiro Fukui*, Satoshi Yoshida: 

Pathogenesis of heterotopic gray matter in the brain of mouse exposed to irradiation, 20th European Congress 

of Pathology, Paris, 2005.09

 3．Sun Xue Zhi, Sentaro Takahashi, Yoshihisa Kubota, Rui Zhang*, Chun Cui*, Yoshihiro Fukui*, Satoshi 

Yoshida, Hiroshi Takeda: Characteristic effects of heavy ion irradiation on the rat brain, Asia-Pacific 
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Symposium on Radiochemistry-05, 北京, 2005.10

 4．Satoshi Yoshida, Shota Kato, Hitoshi Sekimoto*, Yasuyuki Muramatsu: Determination of chemical form of 

iodine with IC-ICP-MS system and its application to the environmental samples, Asia-Pacific Symposium on 

Radiochemistry 2005, 北京, 2005.10

 5．Tadaaki Ban-nai, Yasuyuki Muramatsu, Satoshi Yoshida: Transfer factors of radionuclides from Andosol to 

some selected crops, The 2nd international conference on radioactivity in the environment, ー , 2005.10

 6．加藤 翔太 関本 均* 吉田 聡: 土壌 び植物 無機態 素 化学形態変化 第 回 素利

用研究国際 千葉市 2005.10

 7．吉田 聡 村松 康行 Yu Shui田上 恵子: 土壌-植物系 天然 濃縮 挙動 違い

日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

 8．久保田 善久 藤森 亮 末冨 勝敏 木下 圭司 佐藤 宏 高橋 千太郎: C3H 腹腔 ー

放射線誘発 ー 放射線 Mcl-1 減少 日本放射線影響学会第48回大会 広島市

2005.11

 9．Sun Xue Zhi, Sentaro Takahashi, Yoshihisa Kubota, Hiroshi Sato, Rui Zhang*, Chun Cui*, Yoshihiro Fukui*: 

Study on the prevention and treatment of brain tissue injury induced by heave-ion irradiation, 日本放射線影響

学会第48回大会 第 回 放射線研究会議, 広島, 2005.11

10．坂内 忠明 吉田 聡: 菌類 菌糸伸長 与え 線 影響 日本放射線影響学会第48回大会・第 回

放射線研究会議 広島市 2005.11

11．中森 泰三 吉田 聡 久保田 善久 坂内 忠明: 線 急性照射 Folsomia candida

与え 影響 第 回 環境放射能 研究会 市 2006.03

も講義・講演]

 1．吉田 聡: 菌根 ー 技術 開発研究 -重金属集積機構 解明- 菌根菌 ー

研究会 宇治市 2005.05

 2．武田 洋: 放射線 ー・環境・放射線 ー 熊本市 2005.11

(2 生物系基盤研究

化合物の内部被ばく よる発が 効果 関する研究

も ー発表]

 1．山田 裕 榎本 宏子 石榑 信人: 気道上皮培養細胞 放射線感受性 比較 日本保健物理学会第39

回研究発表会 六ヶ所村 2005.06

 2．山田 裕 榎本 宏子 岡安 隆一 石榑 信人: 呼吸気道上皮細胞 放射線感受性 比較 日本放

射線影響学会第48回大会 広島市 2005.11

 

放射線 対する 制御 関する研究

も原著論文]

 1．Satoshi Kubo*, Hiroyuki Fukuda*, Masaaki Ebara*, Nobuo Ikota, Hiromitsu Saisho*, Hidehiko Nakagawa, 

Toshihiko Ozawa, Masae Yukawa, Kazuki Kato*, Tsunenobu Satou*, Takaho Watayo*, Hiroshi Sakurai*: 

Evaluation of distribution patterns for copper and zinc in metallothionein and superoxide dismutase in chronic 

liver diseases and hepatocellular carcinoma using high-performance liquid chromatography (HPLC), Biological 

and Pharmaceutical Bulletin , 28(7), 1137-1141, 2005

 2．Kiyoshi Fukuhara*, Maki Nagakawa*, Ikuo Nakanishi, Kei Ohkubo*, Kohei Imai*, Shiro Urano*, Shunichi 

Fukuzumi*, Toshihiko Ozawa, Nobuo Ikota, Masataka Mochizuki*, Naoki Miyata*, Haruhiro Okuda*: 

Structural Basis for DNA-Cleaving Activity of Resveratrol in the Presence of Cu(II), Bioorganic & Medicinal 

Chemistry, 14(5), 1437-1443, 2006

 3．Chi Cuiping, Ryoko Tanaka, Youhei Okuda, Nobuo Ikota, Haruhiko Yamamoto*, Shiro Urano*, Toshihiko 
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Ozawa, Kazunori Anzai: Quantitative measurements of oxidative stress in mouse skin induced by X-ray 

irradiation, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(11), 1411-1415, 2005

 4．J. K. Sundaray*, Kohei Ota*, Akihiko Yamaguchi*, Keiko Suzuki, Tomoya Matsuyama*: Diurnal rhythm of 

steroid biosynthesis in the testis of terminal phase male of protogynous wrasse, Pseudolabrus sieboldi, a daily 

spawner., Fish Physiology and Biochemistry, 28, 193-195, 2003

 5．Keizo Takeshita, Chi Cuiping, Toshihiko Ozawa, et.al: In vivo generation of free radicals in the skin of live 

mice under ultraviolet light, measured by L-band EPR spectroscopy, Free Radical Biology and Medicine, 40, 

876-885, 2006

 6．Minoru Chikamori, Kazutaka Fukushima*: A new hexose transporter from Cryptococcus neoformans: molecular 

cloning and structural and functional characterization., Fungal Genetics and Biology, 42(7), 646-655, 2005

 7．Ikuo Nakanishi, Chiho Nishizawa, Kei Ohkubo*, Keizo Takeshita, Kazuo T. Suzuki*, Toshihiko Ozawa, Sydny 

M. Hecht*, Masayuki Tanno*, Shoko Sueyoshi*, Naoki Miyata*, Haruhiro Okuda*, Shunichi Fukuzumi*, 

Nobuo Ikota, Kiyoshi Fukuhara*: Hydroxyl Radical Generation via Photoreduction of a Simple Pyridine N-

Oxide by an NADH Analogue, Organic & Biomolecular Chemistry, 3(18), 3263-3265, 2005
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も ー発表]

 1．川島 知憲 中西 郁夫 乳井 美奈子 川口 久美子 大久保 敬* 金澤 秀子* 奥田 晴宏* 福原

潔* 小澤 俊彦 伊古田 暢夫: 性溶媒中 ー 性抗酸化剤 消去反応 対

金属 触媒作用 第15回金属 関与 生体関連反応 大阪府豊中市 2005.06

 2．安西 和紀 田中 亮子 伊古田 暢夫 池 翠萍 小澤 俊彦 山本 晴彦*: 線照射 皮膚

GSH びGSSG HPLC-ECD法 同時定量 第27回日本 ー 学会学術集会 岡山 2005.06
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標準化 関 国際 , 名古屋市, 2005.11

 4．Kouichi Maruyama, Yuuji Ishikawa: Development of a genetic monitoring system for medaka inbred strains, 

生物遺伝資源 標準化 関 国際 , 名古屋市, 2005.11

 5．Yuuji Ishikawa: Medaka inbred strains: past, present and future, 生物遺伝資源 標準化 関 国際

, 名古屋市, 2005.11

も ー発表]

 1．松下 悟 榎本 昭雄 上野 渉 荻生 俊昭 島田 義也 大町 康 森 貞次 鈴木 仁 池田 保

今関 等 濱野 毅: 放医研 新動物施設 低線量影響実験棟 い 第139回日本獣医学会学術集会

和光市 2005.03

 2．丸山 耕一 黒木 正明 小島 綾子 藤森 亮 臺野 和広 根井 充 石川 裕二: GADD45α

同定 び 発現様式 解析 第11回小型魚類研究会 岡崎市 2005.09

 3．石川 裕二 高島 茂雄* 景 崇洋 保田 隆子 猪早 敬二* 丸山 耕一 荒木 和男* 武田 洋幸

*: 脳 左右対称的形成 関わ ー 研究 第11回小型魚類研究会 岡崎市 2005.09

 4．丸山 耕一 黒木 正明 小島 綾子 藤森 亮 臺野 和広 根井 充 石川 裕二: GADD45α

同定 び 発現様式 解析 日本動物学会 第76回大会 市 2005.10

 5．Manabu Ikeda: Expression Patterns of Tumor Necrosis Factor Receptors on Lymphoma Cells, The 2 nd Asian 

Society of Veterinary Pathology Symposium, 安養市, 2005.11

 6．Manabu Ikeda, et.al: Colitis associated with なんostriるium るiろろiりiんれ in the specific pathogen free C3H-sりiる 

mice., The american college of veterinary pathologists 56th annual meeting, Boston, 2005.12

も招待発表]

 1．丸山 耕一: 用い 血球系細胞 可視化 第5回放射線安全研究 ー

千葉 2005.12

放射線応答遺伝子発現 ワー 解析研究

も原著論文]

 1．Hideshi Ishii*, Taeko Inageta*, Koshi Mimori*, Toshiyuki Saito, Hiroki Sasaki*, Masaharu Isobe*, Masaki 
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Mori*, Carlo M. Croce*, Kay Huebner*, Keiya Ozawa*, Y. Furukawa*: Frag1, a homolog of alternative 

replication factor C subunits, links replication stress surveillance with apoptosis., Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, 102, 9655-9660, 2005

も ー発表]

 1．Ryoko Araki, Yoshimichi Tabata, Yuko Fujimori, Masumi Abe: An improvement in HiCEP technology for 

analysis with a small amount of starting material, Stem Cells,Senescence and Cancer, ー , 2005.10

 2．荒木 良子 田端 義巌 安倍 真澄: 非 化部位 網羅的検出法 開発 日本放射線影響学会第

48回大会 広島 2005.11

 3．田端 義巌 荒木 良子 田村 千尋 藤森 う子 安倍 真澄: 高 ー率遺伝子発現 ー 解

析(HiCEP)法 出発材料 少量化 第28回日本分子生物学会 福岡市 2005.12

 4．田端 義巌 荒木 良子 田村 千尋 藤森 う子 安倍 真澄: 高 ー率遺伝子発現 ー 解

析(HiCEP)法 出発材料 小量化 第28回日本分子生物学会 福岡市 2005.12

    

も放射線障害 関する基盤的研究]

も原著論文]

 1．Masahiro Murakami, Issay Narumi, Katsuya Satoh*, Akira Furukawa, Isamu Hayata: Analysis of interaction 

between DNA and Deinococcus radiodurans PprA protein by Atomic force microscopy, Biochimica et 

Biophysica Acta. Proteins and Proteomics, 1764, 20-23, 2006

 2．Reiko Kanda, Yi Shang, Satsuki Tsuji, Kiyomi Eguchi-Kasai, Isamu Hayata: An improved culture system of 

mouse peripheral blood lymphocytes for analysis of radiation-induced chromosome aberrations, Bioscience 

Reports, 24(6), 641-650, 2004

 3．Kazuko Yoshida, et.al: Evidence for complex multigenic inheritance of radiation AML susceptibility in mice 

revealed using a surrogate phenotypic assay, Carcinogenesis, 27(2), 311-318, 2006

 4．Tomohisa Hirobe, Kazumasa Wakamatsu*, Shosuke Ito*, Yoko Kawa*, Masako Mizoguchi*, et.al: The slaty 

mutation affects eumelanin and pheomelanin synthesis in mouse melanocytes, European Journal of Cell 

Biology, 85(6), 537-549, 2006

 5．Kimihiko Sugaya, Etsuko Hongou, Hideo Tsuji: A temperature-sensitive mutation in the WD repeat-containing 

protein Smul is related to maintenance of chromosome integrity, Experimental Cell Research, 306, 242-251, 

2005

 6．根井 充 他: 法 下 遺伝子組換え植物 取扱い い Foods & Food Ingredients 

Journal of Japan=食品・食品添加物研究誌 210(7) 614-624 2005

 7．Tetsuo Nakajima, Osami Yukawa, Hideo Tsuji, Harumi Ohyama, Wang Bing, Kouichi Tatsumi, Isamu Hayata, 

Hiroko Inaba: Regulation of radiation-induced protein kinase Cdelta activation in radiation-induced apoptosis 

differs between radiosensitive and radioresistant mouse thymic lymphoma cell lines, Fundamental and 

Molecular Mechanisms of Mutagenesis : A Section of Mutation Research, 595, 029-036, 2006

 8．Yasuo Asami*, Masahiro Murakami, Masatomi Shimizu*, Francesca M Pisani*, Isamu Hayata, Takehiko 

Nohmi*: Visualization of the interaction between archaeal DNA polymerase and uracil-containing DNA by 

atomic force microscopy, Genes to Cells, 11, 3-11, 2006

 9．Osami Yukawa, Tetsuo Nakajima, Yuri Miura*, Junichi Ueda, Toshihiko Ozawa: Induction of radical 

scavenging ability and suppression of lipid peroxidation in rat liver microsomes following whole-body, low-

dose X-irradiation, International Journal of Radiation Biology, 81(9), 681-688,  2005

10．Shuichi Yamaguchi*, Maki Hasegawa, Shirou Aizawa, Kaoru Tanaka, Kazuko Yoshida, Yuko Noda, Kouichi 

Tatsumi, Katsuiku Hirokawa*, Masanobu Kitagawa*: DNA-dependent protein kinase enhances DNA damage-

induced apoptosis in association with Friend gp70, Leukemia Research, 29(3), 307-316, 2005

11．Kazuko Yoshida, et.al: Mutations of the PU.1 Ets domain are specifically associated with murine radiation-

induced, but not human therapy-related, acute myeloid leukaemia, Oncogene, 24, 3678-3683, 2005
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12．Wang Bing, Masahiro Murakami, Kiyomi Eguchi-Kasai, Kumie Nojima, Yi Shang, Kaoru Tanaka, Kazuko 

Fujita, Coffigny Herve*, Isamu Hayata: Effects of Prenatal Irradiation with an Accelerated Heavy-Ion Beam on 

Postnatal Development in Rats: I.Neurophysiological Alterations, Radiation Research, 164, 561-566, 2005

も ー ン ]

 1．Isamu Hayata: Chromosomal mutations by low dose radiation vs. those by other mutagenic factors, High 

Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th 

International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 

6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276), 1276, 17-20, 2006

 2．Wang Chun Yan*, Wei Zhang*, Masako Minamihisamatsu, Hiroshige Morishima*, Yuan Yongling*, Chen 

Deqing*, Wei Luxin*, Tsutomu Sugahara*, Isamu Hayata, et.al: Chromosome study in high background 

radiation area in Southern China, High Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and 

Health Effects : Proceedings of the 6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and 

Radon Areas, held in Osaka, Japan between 6 and 10 September 2004(International Congress Series ; 

no.1276), 1276, 3-7, 2006

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．村上 正弘 王 冰 廣部 知久 笠井 清美 早田 勇: 卵形成過程 重粒子線誘発DNA

染色体損傷 修復機構 原子間力顕微鏡 解析 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共

同利用研究報告書 NIRS-M-180(HIMAC-106) 126-127 2005

も書籍]

 1．早田 勇: 高自然放射線地域 疫学調査 高自然放射線地域 住 人 染色体 異常 見

ー 39(3) 56-58 2006

 2．根井 充: 低い線量 放射線 制御 遺伝子発現 ーー遺伝子治療 併用 放射線治療

向 ー OHM : 技術総合誌 12-13 2005

 3．中島 徹夫: protein kinase C 介 放射線応答 分子機構 放射線 個体影響 : 機構研究 ー

放医研 ー  ; 放射線安全研究 ー  ; 第4回 NIRS-M-182 177-184

2005

 4．早田 勇: 自然放射線 他 環境変異原 健康影響 比較 放射線 個体影響 : 機構研究

ー 放医研 ー  ; 放射線安全研究 ー  ; 第4回 NIRS-M-182 61-

65 2005

も解説・紹介記事]

 1．早田 勇: 高自然放射線地域住民 低線量慢性被 放射線 健康影響研究 放医研NEWS 102 1-2 2006

も編集・監修]

 1．Isamu Hayata: High levels of Natural Radiation and Radon Areas: Radiation Dose and Health Effects, High 

Levels of Natural Radiation and Radon Areas : Radiation Does and Health Effects : Proceedings of the 6th 

International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas, held in Osaka, Japan between 

6 and 10 September 2004(International Congress Series ; no.1276), 1-467, 2006

 2．早田 勇: 放医研 ー 第4回放射線安全研究 ー 放射線 個体影

響---機構研究 ー 放射線 個体影響 : 機構研究 ー 放医研

ー  ; 放射線安全研究 ー  ; 第4回 NIRS-M-182 000 2005

も特許出願]

 1．古川 章: 観察対象 自動検出方法及び装置 2005
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も口頭発表]

 1．笠井 清美 辻田 瑛那 池田 恒子: DNA障害部位認識抗体 用い 重粒子線誘発DNA切断部位 可視化

平成1 年度放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究発表会 千葉 2005.04

 2．宇佐美 徳子* 笠井 清美 前澤 博* 小林 克己*: 放射光X線 ー 照射 細胞照射効果

第 回 ー 生物応用研究ワー 高崎市 2005.06

 3．藤田 和子* 王 冰 木村 昌代* 赤坂 喜清* 石井 壽晴*: 放射線誘発 球 ー

D180 発現性 解析 第14回日本 ー 研究会学術集会 倉敷市 2005.07

 4．矢澤 彌* 岩崎 均* 中島 徹夫 木村 真三 植村 浩*: 出芽酵母 破壊株 用い 電離放射線感受性

株 耐性株 単離 第38回酵母遺伝学 ー 柏 2005.09

 5．菅谷 公彦 本郷 悦子 辻 秀雄 他: 安定性維持機構 関連 WD 質Smu1 解析

日本遺伝学会第77回大会 東京 2005.09

 6．田中 薫 王 冰 村上 正弘 古橋 舞子 尚 奕 藤田 和子 大山 鈴木 紀夫* 早田 勇

: 器官形成後期 放射線影響 修飾 II. ー 阻害剤 併用 発育遅延 軽減 日

本放射線影響学会第48回大会及び第1回 放射線研究会議 広島 2005.11

 7．Tomohisa Hirobe, Kazumasa Wakamatsu*, Shosuke Ito*: THE CONTENTS OF EUMELANIN AND 

PHEOMELANIN IN FEMALE RECESSIVE YELLOW MICE ARE GREATER IN HAIRS BUT NOT IN 

THE EPIDERMIS AND DERMIS, 第19回日本色素細胞学会, 横浜市, 2005.12

 8．森 雅彦: 細胞 効率的遺伝子破壊 第 回放射線安全研究 ー

千葉市 2005.12

も ー発表]

 1．池田 恵 増村 健一 坂元 康晃 王 冰 根井 充 早田 勇 能美 健彦: gpt delta 用い

NNK 誘発突然変異 対 低線量率放射線 影響 日本環境変異原学会 長崎 2004.11

 2．藤田 和子* 王 冰 木村 昌代* 赤坂 喜清* 石井 壽晴*: 放射線誘発B 球 ー

CD180 発現性 解析 第53回日本輸血学会総会 浦安市 2005.05

 3．Tomohisa Hirobe: Mechanism of the regulation of the melanogenesis in mouse melanoma, 第10回国際皮膚

学会, ー , 2005.05

 4．Kimihiko Sugaya, et.al: A temperature-sensitive mutation in the WD repeat-containing protein Smu1 is related 

to maintenance of chromosome integrity, 第58回日本細胞生物学会大会, い 市, 2005.06

 5．Yoko Hirabayashi*, Tohoru Inoue*, Kunio Kitada*, Katsuhide Igarashi*, Yukio Kodama*, Jun Kanno*, Kazuko 

Yoshida: PCA enables identifying characteristic components for experimental spontaneous myeloid Leukemias, 

9th ICEM Satellite Meeting on Toxicogenomics, Hawaii, 2005.08

 6．Tokuhisa Hirouchi*, Takashi Takabatake*, Kazuko Yoshida, Yumiko Nitta*, Satoshi Tanaka*, Kazuaki 

Ichinohe*, Masako Nakamura*, Kimio Tanaka*, Yoichi Oghiso: Array CGH Analysis of Chromosome 

Abereation Observed in Mice Acute Myeloid leukemia (AML) Induced by Irradiation, International Symposium 

on Low-Dose Radiation Exposures and Bio-Defence System, Aomori, 2005.09

 7．Tomohisa Hirobe, Kazumasa Wakamatsu*, Shosuke Ito*, Yoko Kawa*, Yosinao Soma*, Masako Mizoguchi*: 

DEVELOPMENTAL CHANGES IN THE PROLIFERATIVE AND DIFFERENTIATIVE ACTIVITIES OF 

EPIDERMAL MELANOCYTES FROM SLATY MOUSE IN SERUM-FREE CULTURE, 第19回国際色素細胞

学会, ワ , 2005.09

 8．広内 篤久* 高畠 貴志* 吉田 和子 新田 由美子* 田中 聡* 田中 公夫* 小木曽 洋一: 放射線

誘発 急性骨髄性白血病 CGH法 用い 染色体異常解析 第64回日本癌学会総会 札幌

2005.09

 9．広内 篤久* 高畠 貴志* 吉田 和子 新田 由美子* 田中 聡* 一戸 一晃* 田中 公夫* 小木曽

洋一: CGH法 放射線誘発 急性骨髄性白血病 染色体解析ー 番欠失 有無 比較

第67回日本血液学会総会 横浜 2005.09

10．廣部 知久 若松 一雅* 伊藤 祥輔* 河 陽子* 相馬 良直* 溝口 昌子*: 表皮

増殖・分化 ー ー遺伝子 役割 第76回日本動物学会 市 2005.10
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11．Kimihiko Sugaya, et.al: MAMMALIAN TEMPERATURE-SENSITIVE MUTANTS SHOWING GENOME 

INSTABILITY, 第51回基礎生物学研究所国際 , 岡崎市, 2005.11

12．森 雅彦 中村 篤子 野代 勝子 塩見 尚子 辻 秀雄 塩見 忠博: 体細胞 XRCC4遺伝

子 機能解析 日本放射線影響学会第48回大会 広島市 2005.11

13．笠井 清美 辻田 瑛那 国府田 法江: -H2AX 指標 重粒子線誘発DNA切断 解析 日本放射線

影響学会第48回大会 広島市 2005.11

14．廣部 知久 笠井 清美 村上 正弘: 及び胎児 新生児 発生 対

線 影響 日本放射線影響学会第48回大会 広島市 2005.11

15．Kimihiko Sugaya: A Temperature-Sensitive Mutation in the WD Repeat-Containing Protein Smu1 Is Related to 

Maintenance of Chromosome Integrity, 45th Annual Meeting, San Francisco, 2005.12

16．矢澤 彌* 岩崎 均* 中島 徹夫 木村 真三 植村 浩*: 電離放射線 感受性 耐性 出芽酵

母 遺伝子破壊株 単離 解析 日本分子生物学会第28回大会 福岡 2005.12

17．臺野 和広 根井 充: 放射線 遺伝子発現制御機構 関 研究 独立行政法人 放射線医学総合研

究所第1期中期計画成果発表会 東京 2006.03

も招待発表]

 1．Isamu Hayata: Chromosome Network for Biodosimetry, International Symposium on Medical Preparedness and 

Response to Radiation Emergency, 北京, 2005.10

 2．神田 玲子: ・女性・科学 ～放射線 事例 ～ ー ・女性・科学 ～放射線 事

例 ～ 千葉市 2005.12

も講義・講演]

 1．廣部 知久: 生物学総合講義 千葉 2004.10

 2．廣部 知久: 細胞動態制御学 千葉大学自然科学研究科 2004.12

 3．廣部 知久: 生体構造科学 千葉大学大学院自然科学研究科 2005.02

 4．小池 学: DNA二重鎖切断損傷修復蛋白質 ｕ 機能 細胞内局在制御 環境物質科学月例 ー 静岡

市 2005.05

 5．早田 勇: 線量推定法 第18回緊急被 医療 ー 千葉市 2005.05

 6．笠井 清美: 放射線生物・同演習 放射線取扱主任者講習会＜第 種＞ 東京都港区 2005.06

 7．笠井 清美: 放射線生物・同演習 放射線取扱主任者講習会＜第 種＞ 東京都港区 2005.07

 8．笠井 清美: 放射線 生物影響 平成 年度 ー ー -進化 放射線・量子 ー 利用- 神奈

川県足柄下郡箱根町 2005.08

 9．早田 勇: 低線量放射線 健康 独立行政法人 放射線医学総合研究所 第1期中期計画成果発表会

東京 2006.03

(3 重粒子線治療 関する基盤研究

重粒子線が 治療臨床試験評価のた の情報処理 関する研究

も原著論文]

 1．山岸 宏匡* 吉田 茂史* 金子 宏* 長田 雅和* 黒崎 馨* 笠松 智孝* 川口 修* 塚本 信宏

安藤 裕 久保 敦司*: 技術 用い 読影 ー 記述単位 構造化 Medical 

Imaging Technology 23(5) 328-332 2005

も ー ン ]

 1．Nobuhiro Tsukamoto, Yutaka Ando, et.al: Automatic organ detection for radiotherqapy planning by standard 

human body map, CARS : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the International 

Congress and Exhibition, 1281, 1290-1290, 2005

 2．Yosuke Mizuno, Masato Nishio*, Yutaka Ando, Nobuhiro Tsukamoto, Hironao Kawashima*: Improvemtn of 
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digital starting pattern detection and image evaluation of digital watermarked image, CARS : Computer 

Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the International Congress and Exhibition, 1281, 1384-1384, 

2005

も書籍]

 1．安藤 裕: IHE Integration Statements IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)入門 1(1) 105-106 2005

 2．安藤 裕: IHE 世界動向 IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)入門 1(1) 107-111 2005

 3．安藤 裕 塚本 信宏: 日本 IHE活動 IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)入門 1(1)115-138 2005

 4．安藤 裕: 渉外委員会 CyberRad展示 IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)入門 1(1) 132-138 2005

 5．安藤 裕: DICOM IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)入門 1(1) 177-182 2005

も総説]

 1．安藤 裕: IHE-J 現状 月刊新医療 32(10) 146-151 2005

 2．安藤 裕: IHE導入 PACS成功例&計画例 ー 放射線医学総合研究所 ー

20(11) 33-37 2005

 3．安藤 裕: PACS 電子 連携－ 医療連携 情報統合化 IHE 活用－ 映像

情報 MEDICAL 37(4) 399-405 2005

 4．安藤 裕: IHE 世界動向 CyberRad 取 組 Medical Imaging Technology 23(3) 154-160 2005

も解説・紹介記事]

 1．安藤 裕: IHE 医療情報 映像情報 MEDICAL 37(10) 943-943 2005

も編集・監修]

 1. 安藤 裕 他: 入門 IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)入門 1(1) 001-245 2005

も口頭発表]
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 2．Masako Ohara, Naruhiro Matsufuji, Masataka Komori, Eriko Urakabe, Akifumi Fukumura, Teiji Nishio*, 

Tatsuaki Kanai, Toshiyuki Kohno*: Study on the Spatial Distribution of Fragments Produced from Heavy Ion 

Beams, The 4th Japan-Korea Joint Meeting on Medical Physics, 京都, 2005.09
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& Methods in Physics Research Section B, 240, 79-82, 2005

14．Daisuke Ohsawa, Yukio Satou, Yuki Okada, Viatcheslava Shevelko*, Fuminori Soga: 6.0-10.0-MeV/u He2+-ion-
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17．上杉 健弘 古川 卓司 渋谷 真二* 吉田 克久* 野田 耕司: HIMAC 入射

ー 特性 ー 関 研究 日本加速器学会年会・ 技術研究会 2 675-677 2005

18．村松 正幸 北川 敦志 小川 博嗣 坂本 幸雄 佐藤 眞二 佐藤 幸夫 山田 聰 小川 弘幸*

Arne Drentje*Sandor Biri*吉田 泰彦*: 普及型炭素線 治療用小型ECR 源 開発 日本加速器

学会年会・ 技術研究会 2 726-728 2005

19．田辺 幹夫 野田 章 白井 敏之 頓宮 拓 池上 将弘 想田 光 野田 耕司 渋谷 真二*: 磁場

電場 運動量分散制御 検証実験 日本加速器学会年会・ 技術研究会 2 731-733 2005

20．頓宮 拓 池上 将弘 白井 敏之 田辺 幹夫 野田 章 藤本 慎司 渋谷 真二* 竹内 猛* 野田

耕司 金倉 純* 佐野 正美*: S-LSR 真空 日本加速器学会年会・ 技術研究会 2

739-741 2005

21．池上 将弘 岡本 宏己 白井 敏之 想田 光 田辺 幹夫 野田 章 野田 耕司: 蓄積

S-LSR ー 日本加速器学会年会・ 技術研究会 2 742-744 2005

22．勝間田 匡* 白石 直浩* 近藤 貴律* 取越 正己 高田 栄一: HIMAC HEBT計算機 ー

日本加速器学会年会・ 技術研究会 2 754-755 2005

23．上杉 健弘 古川 卓司 渋谷 真二* 野田 耕司: HIMAC 入射 ー 研究



ごすぜだご

Proceedings of the Symposium on Accelerator and Related Technology for Application 7 27-28 2005

24．佐藤 眞二 古川 卓司 野田 耕司: 照射 取出 ヴ ー 強度変調 開

発 Proceedings of the Symposium on Accelerator and Related Technology for Application 7 35-36 2005

25．白石 直浩* 勝間田 匡* 古川 卓司 取越 正己 高田 栄一: HIMAC 治療 ー 無調整化

開発 Proceedings of the Symposium on Accelerator and Related Technology for Application 7 39-42

2004

26．三好 智広* Shevelko Viatcheslava* 村上 健 野田 耕司 佐藤 幸夫: 炭素薄膜(固体)中 高速

多価 電荷分布 励起 Proceedings of the Symposium on Accelerator and Related Technology 

for Application 7 43-46 2005

27．岡田 裕樹* 佐藤 幸夫 大澤 大輔 曽我 文宣: 15.0MeV/u α粒子 水分子 低速二次電

子計測 Proceedings of the Symposium on Accelerator and Related Technology for Application747-502005

28．金澤 光隆: 加速器 医学応用 Proceedings of the Symposium on Accelerator and Related Technology for 

Application 7 51-56 2004

29．杉浦 彰則 三須 敏幸 金澤 光隆 山田 聰: 無同調高周波加速空洞 用い Co基

開発 Proceedings of the Symposium on Accelerator and Related Technology for Application 7 65-66 2005

30．Kazuo Yamamoto, Toshiyuki Hattori, Masahiro Okamura, Noriyosu Hayashizaki, Satoru Yamada: Acceleration 

test of a high energy-gain IH-linac, Proceedings of the Symposium on Accelerator and Related Technology for 

Application, 7, 73-76, 2005

31．北條 悟 本間 壽廣 坂本 幸雄 山田 聰: ECR 源 残留 成分 測定 Proceedings of the 

Symposium on Accelerator and Related Technology for Application 7 85-86 2005

32．村松 正幸 北川 敦志 小川 博嗣 坂本 幸雄 佐藤 幸夫 佐藤 眞二 山田 聰 小川 弘幸*

Arne Drentje* Sandor Biri* 吉田 泰彦*: 小型ECR 源 改良 Proceedings of the Symposium on 

Accelerator and Related Technology for Application 7 87-90 2005

も口頭発表]

 1．Tomonori Uesugi: Dynamics of a High Density Ion-Beam with Electron Cooling, Particle Accelerator 

Conference 2005 (PAC05) , , 2005.05

 2．Kouji Noda: New Facility Design for Widespread Use of Carbon Cancer Therapy in Japan, 42th PTCOG, 

Tokyo, 2005.06

 3．Nobuyuki Kanematsu, Osamu Takahashi, Tatsuaki Kanai, Masataka Komori, Shinichi Minohara, Shunsuke 

Yonai, et.al: Teatment planning system design for compact carbon ion radiotherapy facilities, PTCOG42(Particle 

Therapy Co-operative Group Meeting , 東京都, 2005.06

 4．古川 卓司: 治療用 RF-KO遅い ー 取 出 法 ー 制御 関 研究

第2回日本加速器学会年会 鳥栖市 2005.07

 5．Tomonori Uesugi: Electron Cooling of Coasting and Bunched Beams in HIMAC Synchrotron, COOL05, 

, 2005.09

 6．Atsushi Kitagawa: Medical application of radioactive nuclear beams at HIMAC, 第11回 源 関 国際

会議, ー , 2005.09

 7．曽我 文宣: 日米合同原子核物理国際会議 日米合同原子核物理国際会議 ワ 2005.09

 8．佐藤 幸夫: 水分子 二次電子放出 日本物理学会 京都 2005.09

 9．Tomonori Uesugi: ELECTRON BEAM COOLING AND BEAM INSTABILITY ISSUES ON HIMAC, 

NANOBEAM2005, 宇治市, 2005.10

10．Tomonori Uesugi: Cool-stacking injection and damping of a transverse, SPring-8 ー 物理研究会2005, 兵庫県

佐用郡, 2005.11

11．Mitsutaka Kanazawa: Development of cobalt-based amorphous core and comparison with Finemet, he 2nd 

International Workshop on Redent Progress in Induction Accelerators (RPIA2006), 市, 2006.03

12. 野田 耕司: ー 物理領域 座長 日本物理学会 第61回年次大会 松山市 2006.03

13. 古川 卓司: 散乱 用い 遅い取 出 ー 位相空間分布非対称性 緩和 日本物理学会 第61回年次



ごすそしご

大会 松山市 2006.03

も ー発表]

 1．Eiichi Takada: Present Status of HIMAC and Carbon Ion Therapy, PAC05, , 2005.05

 2．Yoshiyuki Iwata: Alternating-Phase-Focused Linac with Interdigital H-mode structure for medical injector, 

Particle Accelerator Conference (PAC05), , 2005.05

 3．Takehiro Uesugi: Characteristics of Injected Beam at HIMAC Synchrotron, Particle Accelerator Conference 

2005, , 2005.05

 4．古川 卓司: HIMAC 遅い取 出 ー 光学的 Particle Accelerator Conference 2005

2005.05

 5．Yuki Okada: Doubly Differential Cross Sections of Low-energy  Electrons  Ejected in the Collision of 15.0 

MeV/u He2+ Ions with Water Vapor, ICPEAC2005, , 2005.07

 6．大澤 大輔: 水蒸気 高速重 衝撃(6.0-10.0MeV/u He2+) 高 ー二次電子 異常放出

い ICPEAC2005 2005.07

 7．Shinji Satou: Development of Intensity Modulated Extraction System in HIMAC Synchrotron, 第2回日本加速器

学会年会, 鳥栖市, 2005.07

 8．村松 正幸: 普及型炭素線 治療用小型 源 開発 第2回日本加速器学会年会・第30回

技術研究会 鳥栖市 2005.07

 9．上杉 健弘: 粒子線 治療装置 小型化 関 研究開発 第2回日本加速器学会年会・第30回

技術研究会 鳥栖市 2005.07

10．杉浦 彰則: 粒子線 治療装置 小型化 関 研究開発 第2回日本加速器学会年会・第30回

技術研究会 鳥栖市 2005.07

11．藤澤 高志: 粒子線 治療装置 小型化 関 研究開発 第2回日本加速器学会年会・第30回

技術研究会 鳥栖市 2005.07

12．Kouji Noda: Design of Carbon Therapy Facility Based on Ten Years Experience at HIMAC, International 

Conference on Accelerator Applications 2005, , 2005.08

13．古川 卓司: 普及型治療施設用 設計 HIMAC R&D(AccApp05) -1 HIMAC

現状 ー -2普及型治療施設 設計 ー 加速器 応用 関 国際会議2005

2005.08

14．Masayuki Muramatsu: 11th International Conference on Ion Sources, 第11回 源国際会議, ー , 2005.

09

15．Toshihiro Honma: Low-energy Ion Decelerator for an External injection line at the NIRS-930 Cyclotron, 第11回

源国際会議 ICIS－05 , ー , 2005.09

も招待発表]

 1．Kouji Noda: Status and Development of HIMAC Cancer Therapy Facility, International Workshop on Heavy 

Ion Accelerators, 蘭州, 2005.10

 2．山田 聰: S-Ring LSR 統合計画 S－LSR成果発表会 宇治市 2005.11

 3．野田 耕司: S－LSR成果発表会 S－LSR成果発表会 宇治市 2005.11

 4．Naruhiro Matsufuji: Treatment planning and dosimetric requirements for prescribing and reporting ion-beam 

therapy., IAEA-ICRU Meeting, , 2006.03

も講義・講演]

 1．佐藤 幸夫: 予防 重粒子線 治療 第7回一般講演会 北九州市 2005.06

    



ごすそじご

粒子線治療の生物効果 関する研究

も原著論文]

 1．G. Esposito*, Francesca Antonelli*, Mauro Belli*, A. Campa*, Valentina Dini*, Yoshiya Furusawa, Giustina 

Simone*, Eugenio Sorrentino*, Maria Antonella Tabocchini*: DNA DSB induced by iron ions in human 

fibroblasts: LET dependence and shielding efficiency, Advances in Space Research, 35, 243-248, 2005

 2．Toshiyuki Ogata*, Teruki Tashima*, Kazufumi Kagawa*, Yoshio Hishikawa*, Yutaka Takahashi*, Atsuko 

Kawaguchi, Yuuko Suzumoto, Kumie Nojima, Yoshiya Furusawa, Nariaki Matsuura*: Particle irradiation 

suppresses metastatic potential of cancer cells, Cancer Research, 65(1), 113-120, 2005

 3．Akihisa Takahashi*, Hideki Matsumoto*, Yoshiya Furusawa, Ken Ohnishi*, Takeo Ohnishi*, et.al: Apoptosis 

induced by high-LET radiations is not affected by cellular p53 gene status, International Journal of Radiation 

Biology, 81(8), 581-586, 2005

 4．Manami Monobe, Akiko Uzawa, Koichi Ando, Shuji Kojima*, et.al: Glycine betaine, a beer component, 

protects radiation-induced injury, Journal of Radiation Research, 46(1), 117-121, 2005

 5．Koichi Ando, Sachiko Koike, Akiko Uzawa, Nobuhiko Takai, Takeshi Fukawa, Yoshiya Furusawa, Mizuho 

Aoki, Yasuyuki Miyato: Tumor induction in mice locally irradiated with carbon ions:a retrospective analysis, 

Journal of Radiation Research, 46(1), 185-190, 2005

 6．Koichi Ando, Sachiko Koike, et.al: Early growth of experimental lung metastasis in mouse, Journal of 

Radiation Research, 46(1), 289-292, 2005

 7．Koichi Ando, Sachiko Koike, Akiko Uzawa, Nobuhiko Takai, Takeshi Fukawa, Yoshiya Furusawa, Mizuho 

Aoki, Yasuyuki Miyato: Biological gain of carbon-ion radiotherapy for the early response of tumor growth 

delay and agains early response of skin reaction in mice, Journal of Radiation Research, 46(1), 51-57, 2005

 8．Ryoichi Hirayama, Yoshiya Furusawa, Takeshi Fukawa, Koichi Ando: Repair Kinetics of DNA-DSB Induced 

by X-rays or Carbon Ions under Oxic and Hypoxic Conditions, Journal of Radiation Research, 46(3), 325-332, 

2005

 9．Kenichi Mishima, Naoya Aoh, Nobuhiko Takai, Sentaro Takahashi, Nobuaki Egashira, Katsunori Iwasaki, et.al: 

Hypoxia-ischemic insult in neonatal rats induced slowly progressive brain damage related to memory 

impairment, Neuroscience Letters, 16(376(3)), 194-199, 2005

10．Manami Monobe, Sachiko Koike, Akiko Uzawa, Mizuho Aoki, Nobuhiko Takai, Takeshi Fukawa, Yoshiya 

Furusawa, Koichi Ando: Radioprotective activities of beer administration for radiation-induced actute toxicity in 

mice, Radiotherapy and Oncology, 73(Suppl.2), S127-S129, 2004

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．伊藤 敦* 平山 亮一 村山 千恵子* 古澤 佳也: DNA 酸化損傷 細胞内生成 LET 依存性 放射線

医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 2005 106-107 2005

 2．Masanori Tomita*, Mizuho Aoki, Yoshiya Furusawa: Analysis of Clustered DNA Damage Produced by Heavy 

Ion Beams, 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書, 2005, 116-117, 2005

 3．Hiroshi Ide, Hiroaki Teratou, Yoshiya Furusawa: Analysis of Clustered DNA Damage Produced by Heavy Ion 

Beams, 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書, 2005, 116-117, 2005

 4．Hiroshi Ide, Hiroaki Teratou, Yoshiya Furusawa: Analysis of Clustered DNA Damage Produced by Heavy Ion 

Beams, 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書, 2005, 116-117, 2005

 5．安藤 興一 古澤 佳也 鵜澤 玲子 小池 幸子 高井 伸彦 青木 瑞穂 扶川 武志 宮戸 靖幸*

平山 亮一 物部 真奈美*: 重粒子線治療 最適化 生物学研究-III 腫瘍 感受性 LET 放射線医

学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 2005 43-45 2005

 6．古澤 佳也 青木 瑞穂 平山 亮一 松本 孔貴 加瀬 優紀* 松藤 成弘 金井 達明: 重粒子線治療

最適化 生物学研究-VI混合 ー 生物効果 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共

同利用研究報告書 2005 46-47 2005

 7．高井 伸彦 安藤 興一 古澤 佳也 鵜澤 玲子 小池 幸子 青木 瑞穂 扶川 武志 物部 真奈美

* 平山 亮一 渡邉 雅彦: 重粒子線治療 最適化 生物学研究- 正常組織障害 放射線医学総合



ごすそすご

研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 2005 82-83 2005

 8．古澤 佳也 安藤 興一 高井 伸彦 鵜澤 玲子 小池 幸子 青木 瑞穂 扶川 武志 平山 亮一

松本 孔貴: 重粒子線治療 最適化 生物学研究-II.損傷修復 分割照射 放射線医学総合研究所重粒

子線 治療装置等共同利用研究報告書 2005 84-86 2005

も総説]

 1．高井 伸彦 安藤 興一 鵜澤 玲子 小池 幸子 扶川 武志 古澤 佳也 張 明栄 鈴木 和年: 正

常組織障害 び腫瘍特性 把握 照射線量 適正化 癌 臨床 51(5) 323-327 2005

 2．古澤 佳也: 重粒子線 腫瘍選択的線量投与 癌 臨床 51(5) 341-346 2005

も解説・紹介記事]

 1．安藤 興一: 粒子線 生物効果 関 研究 放影協 ー (44) 3-5 2005

も 発表・ 報道]

 1．安藤 興一: ー 成分 放射線被害軽減 2005

も口頭発表]

 1．Yoshitaka Matsumoto, Daisuke Shimao*, Mizuho Aoki, Ryoichi Hirayama, Koichi Ando, Hirohiko Tsujii, 

Nobuo Kubota*, Yoshiya Furusawa: Estimation of RBE values for accelerated carbon-ion beams in the wide 

dose range using multicellular spheroids of HMV-I cells, PTCOG42, Tokyo, 2005.06

 2．Yoshiya Furusawa, Mizuho Aoki, Yayoi Shino, Ryonfa Lee*, Guangming Zhou, et.al: Intercomparison of 

Radiobiological RBE among Japanese Proton Therapy Facilities, PTCOG42, Tokyo, 2005.06

 3．松本 孔貴 島雄 大介* 青木 瑞穂 平山 亮一 安藤 興一 辻井 博彦 窪田 宜夫* 古澤 佳也

: 用い 高線量域 重粒子線 RBE 算出 第44回日本医学放射線学会生物部会学術大会

東京 2005.07

 4．平山 亮一 古澤 佳也 安藤 興一: 低酸素下照射 DNA損傷 修復 第44回日本医学放射線学会

生物部会学術大会 東京 2005.07

 5．平山 亮一 他: 低酸素下照射 DNA損傷 修復 第44回日本医学放射線学会生物部会学術大会

東京 2005.07

 6．高橋 健夫 長谷川 正俊 扶川 武志 古田 雅也 桜井 英幸 古澤 佳也 安藤 興一 中野 隆史

*: 放射線感受性腫瘍 対 重粒子線 抗癌剤 併用効果 関 検討 第44回日本医学放射線学会生物部

会学術大会 東京 2005.07

 7．平山 亮一: 低酸素下照射 DNA損傷 修復 京都大学原子炉実験所専門研究会 大阪 2005.08

 8．Qiang Li, Yoshiya Furusawa, Mitsutaka Kanazawa, Atsushi Kitagawa, Tatsuaki Kanai, Eriko Shintani, Shinji 

Satou, Mizuho Aoki, Takehiro Tomitani, et.al: Enhanced Biological Effect Induced by a Double-Irradiation-

Source 9C Ion Beam at the Depths around Its Bragg Peak and Its Biophysical Mechanisms, The 1st Asian 

Congress of Radiation Research, Hiroshima, 2005.11

 9．Yeqing Sun*, Yoshiya Furusawa, et.al: Study Mutagenesis of Space Environment on Rice Seeds, The 1st Asian 

Congress of Radiation Research, Hiroshima, 2005.11

10．冨田 雅典* 松本 義久* 青木 瑞穂 矢野 安重* 酒井 一夫 細井 義夫* 小松 賢志* 田内 広

*: 高LET重 線 DNA損傷 対 NBS1 応答 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

11．冨田 雅典* 松本 義久* 青木 瑞穂 矢野 安重* 酒井 一夫 細井 義夫* 小松 賢志* 田内 広

*: 高LET重 線 DNA損傷 対 NBS1 応答 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

も ー発表]

 1．高井 伸彦 安藤 興一 鵜澤 玲子 小池 幸子 扶川 武志 渡邉 雅彦 張 明栄 鈴木 和年: 低

酸素 放射線抵抗性腫瘍 治療効果判定法 い 第6回文部科学省特定研究 5領域 若手研

究者ワー 長野 2005.08

 2．平山 亮一 古澤 佳也 扶川 武志 松本 孔貴 渡邉 雅彦 岡安 隆一 窪田 宜夫* 安藤 興一: 



ごすそずご

低酸素下 誘発 DNA二本鎖切断 NHEJ機構 修復 日本放射線影響学会第48回大会 広島

2005.11

 3．松本 孔貴 平山 亮一 佐藤 眞二 佐藤 幸夫 金澤 光隆 富谷 武浩 辻井 博彦 安藤 興一

古澤 佳也: 炭素線 用い 培養細胞照射 線量率効果 検証 日本放射線影響学会第48回大会

広島 2005.11

 4．扶川 武志 平山 亮一 古澤 佳也 安藤 興一: 細胞酸素消費率 線量及びLET依存性 日本放射線影

響学会第48回大会 広島 2005.11

 5．高柳 浩紀 森下 佳奈 高辻 俊宏 吉川 勲 野島 久美恵 古澤 佳也: 重荷電粒子線

根端細胞 小核発生 日本放射線影響学会第 回大会 広島 2005.11

 6．田内 広* 笠井 清美 古澤 佳也 他: 重粒子線 突然変異誘発 逆線量率効果 日本放射線影

響学会第48回大会 広島 2005.11

 7．寺東 宏明 田中 瑠理 中新井 祐介* 古澤 佳也 井出 博 他: 重粒子線誘発 ーDNA

損傷 ー 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

 8．高橋 健夫* 長谷川 正俊* 扶川 武志 古田 雅也 桜井 英幸* 古澤 佳也 安藤 興一 中野 隆

史*: 放射線異感受性腫瘍 対 重粒子線 抗癌剤 併用効果 関 検討 日本放射線腫瘍学会第18回学

術大会 川越市 2005.11

 9．松本 孔貴 石川 顕一 野田 秀平 岩川 眞由美 今井 高志 辻井 博彦 安藤 興一 古澤 佳也

: X線及び炭素線 対 悪性黒色腫由来細胞 放射線応答遺伝子 発現解析 第28回日本分子生物学

会年会 福岡 2005.12

も講義・講演]

 1．高井 伸彦 大町 康 菊池 達矢: 放射線 高次脳機能障害 発症 福岡大学薬学部臨床疾

患薬理学講座 講義 福岡 2005.03

 2．安藤 興一: 重粒子線治療 生物効果 第12回群馬Clinical Oncology Research 勉強会 前橋 2005.05

 3．安藤 興一: 粒子線治療 生物効果 関 研究 高 ー加速器科学研究奨励会第21回特別講演会

東京 2005.10

も(4 画像診断 関する基盤的研究]

もNMR 関する基盤的研究]

も原著論文]

 1．Junichi Takanashi, Hiroko Tada, Naokatsu Saeki*, et.al: Pituitary cysts in childhood evaluated on MR 

imaging., American Journal of Neuroradiology, 26, 2144-2147, 2005

 2．Junichi Takanashi, et.al: Central Tegmental Tract Involvement in Infant with 6-Pyruvoyltetrahydropterin 

Synthetase Deficiency., American Journal of Neuroradiology, 27, 584-585, 2006
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 4．Junichi Takanashi, et.al: A neonate showing a reversible splenial lesion., Archives of Neurology, 62, 1481-

1482, 2005

 5．Atsuya Watanabe, Yuichi Wada*, Takayuki Obata, Takuya Ueda*, Mitsuru Tamura, Hiroo Ikehira, Hideshige 
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ごすそせご

strokelike episodes (MELAS), Journal of Child Neurology, 20, 116-120, 2005
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都千代田区, 2005.10
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bacterial endotoxins test, aluminum ions test and HPLC analysis for FDG and ClDG, Applied Radiation and 

Isotopes, (62(6)), 889-895, 2005
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pyridinium ion and the metabolic trapping principle, Free Radical Biology and Medicine, (38), 1197-1205, 2005

 6．Tatsuya Kikuchi, Ming-Rong Zhang, Nobuo Ikota, Kiyoshi Fukushi, Toshimitsu Okamura, Kazutoshi Suzuki, 

Yasushi Arano, Toshiaki Irie: N-[18F]Fluoroethylpiperidin-4ylmethyl Acetate, a Novel Lipophilic Acetylcholine 

Analogue for PET Measurement of Brain Acetylcholinesterase Activity, Journal of Medicinal Chemistry, 48(7), 

2577-2583, 2005
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IC50 of Donepezil Hydrochloride for Brain Acetylcholinesterase Inhibition in Monkey Using N-
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Nuclear Medicine and Biology, 32, 505-512, 2005

11．Ryuji Nakao, Takehito Ito*, Masatoshi Yamaguchi*, Kazutoshi Suzuki: Improved quality control of [18F]FDG 
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 5．Noriko Tanaka, Hajime Matsuura*, Hitoshi Shinoto, Kiyoshi Fukushi, Tsuneyoshi Ota, Tetsuya Shiraishi, 

Koichi Sato, Shigeki Hirano, Toshiaki Irie: Validation of [11C]MP4A and [11C]MP4P as Traces for 
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06

 3．Terushi Haradahira, Takeshi Fuchigami, Takashi Okauchi, Jun Maeda, Kazutoshi Suzuki, Tetsuya Suhara, 

Kensaku Mukai: In vitro and in vivo binding characteristics of C-11 labeled antagonists for NR2B subunit of 
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 1．棚田 修二: 放医研 神経伝達機能 ー い 近衛会研究会 三島市 2005.04

 2．豊原 潤: 腫瘍 核医学診断 有用 放射性 標識 関 基礎的研究 第一

ー 研究所情報交換会 千葉県山武郡松尾町 2005.07

 3．Kazutoshi Suzuki: GMPGUIDEINE, Karolinska Hospital Institute fur Nuclearchemie, ー , 2005.09

 4．棚田 修二: ー 可能 PET 中心 可視化技術 生体画像医学 研

究 放射線医学総合研究所 浙江大学医学PET ー間 研究協力 杭州 2005.11

    

放射光 用いた単色Ｘ線なT装置の研究開発

も口頭発表]

 1．角尾 卓紀 他: 放射光 使 単色X線CT 線減弱係数測定 第89回日本医学物理学会学術大会 横

浜市 2005.04

も ー発表]

 1．Masami Torikoshi, Takanori Tsunoo, Makoto Sasaki, Yumiko Ohno*, Masahiro Endo, Yutaka Noda, et.al: 

Development of Dual-Energy X-ray CT using Synchrotron Radiation, 立命館大学放射光生命科学研究 ー

, 2004.01

 2．Masami Torikoshi, Takanori Tsunoo, Makoto Sasaki, Yumiko Ohno*, Masahiro Endo, Yutaka Noda, et.al: 

Development of Dual-Energy X-ray CT using Synchrotron Radiation, 立命館大学放射光生命科学研究 ー

, 2004.01

(「 医学利用放射線 よる患者・医療従事者の線量評価及び防護 関する研究

医学利用放射線 よる患者・医療従事者の線量評価及び防護 関する研究

も原著論文]

 1．Koji Ono*, Takayasu Yoshitake*, Keiichi Akahane, Yasunari Yamada*, Toru Maeda*, Michiaki Kai*, Tomoko 

Kusama*: Comparison of a digital flat-panel versus screen-film, photofluorography and storage-phosphor 

systems by detection of simulated lung adenocarcinoma lesions using hard copy images, British Journal of 

Radiology, 78(934), 922-927, 2005

 2．岩井 一男* 橋本 光二* 澤田 久仁彦* 松本 邦史* 里見 智恵子* 生木 俊輔* 松本 光彦* 西

澤 枝: 嚥下造影検査時 被曝線量 日大歯学 79 157-161 2005

 3．岩井 一男* 西澤 枝 丸山 隆司 里見 智恵子* 川嶋 祥史 橋本 光二 歯科X線撮影

実態調査 集団実効線量 推定 1999 歯科放射線 45(4) 131-141, 2005

 4．小野 孝二* 赤羽 恵一 羽田 道彦 高野 嘉久 甲斐 倫明* 草間 朋子* 視覚評価 肺腺

癌模擬病変 開発 日本放射線技術学会雑誌 60 1301-1307, 2005

も ー ン ]

 1．赤羽 恵一 西澤 枝 斎藤 公明* 甲斐 倫明* 草間 朋子*: 用い X線CT

検査 被 線量評価 医学物理 25(Sup.2) 130-131 2005
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 2．和田 真一 小林 潤 大久保 正樹 松本 徹 西澤 枝 池田 充 他 CT画像物理特性 肺

CAD 結節検出能 及 影響－LSCT 用い 検討－. 胸部CT検診 Vol.12(1) ; 69-70 2005

 3．池田 充 石垣 武男 伊藤 茂樹 和田 真一 西澤 枝 古川 章 新美 孝永 今井 國治

CAD 医用画像 画質評価 被 線量評価－研究成果概要－ 知的画像診断支援第2回

論文集 159-166 2005

 4．西澤 枝 森 慎一郎 大野 真里 赤羽 恵一 和田 真一 池田 充 CT検査 被検者

被 線量 知的画像診断支援第2回 論文集 167-172 2005

 5．Wada S, Ikeda M, Nishizawa K: Evaluation of Signal and Noise and Exposure in Medical Image for CAD. 

proseedings of The First International Symposium on Intelligent Assistance in Diagnosis of Multi-Dimensional 

Medical Images:64-67

 6．西澤 枝 森 慎一郎 大野 真里 赤羽 恵一 岩井 一男 和田 真一 CT検査

時 被 線量評価 医学物理 25 Sup. 2:124-125 2005

 7．Ohno M, Mori S, Endo M, Akahane K, Iwai K, Nishizawa K : Patient doses under 4D-CT examination. 

Japanese Journal of Medical Physics 25 Sup. 3-1 ; 310-311, 2005

 8．Akahane K, Ohno M, Matsumoto M, Iwai K, Maruyama T, Nishizawa K : Nationwide Survey Data on 

Annual Uses of Radiopharmaceuticals on Nuclear Medicine in Japan, The 4th Japan-Korea Joint Meeting on 

Medical Physics and The 5th Asia-Oceania Congress of Medical，Sup. 3-2 ; 310-311, 2005

 9．甲斐 倫明* 工藤 麻梨奈 伴 信彦 赤羽 恵一 西澤 枝 CT 用い 放射線診断件数 将来予

測 被 伴う 寄与 . 日本保健物理学会誌講演要旨集 123 2005

も口頭発表]

 1．赤羽 恵一 西澤 枝 斎藤 公明* 甲斐 倫明* 草間 朋子*: 用い X線CT

検査 被 線量 日本医学物理学会第89回学術大会 横浜 2005.04

 2．赤羽 恵一 西澤 枝 岩井 一男 斎藤 公明*: 用い 99mTc-MDP投与患者

被 線量評価 日本保健物理学会第39回研究発表会 六ヶ所村 2005.06

 3．甲斐 倫明* 工藤 麻梨奈* 伴 信彦* 赤羽 恵一 西澤 枝: CT 用い 放射線診断件数 将来

予測 被 伴う 寄与 日本保健物理学会第39回研究発表会 六ヶ所村 2005.06

 4．Ohno M, Mori S, Endo M, Akahane K, Iwai K, Nishizawa K : Patient doses under 4D-CT Examination. The 

4th Japan-Korea Joint Meeting on Medical Physics and The 5th Asia-Oceania Congress of Medical，Kyoto, 

2005. 9. 30 

 5．Nishizawa K: Current status of radiation exposure in MDCT. 5th International symposium on multi detector-

row CT, Tokyo, 2005. 11

 6．池田 充 今井 國治 石垣 武男 伊藤 茂樹 和田 真一 西澤 枝 古川 章 CAD 為 医

用画像 画質評価 被 線量評価 多次元医用画像 知的診断支援 第3回 京都

 7．花井 耕造 松本 徹 伊藤 茂樹 岡本 英明 五味 志穂 高山 俊之 津田 雪裕 中村 正義 西

澤 枝 松本 政雄 村松 貞久 和田 真一 胸部検診 条件 関 全国 ー 調査

い 第13回日本CT検診学会 千葉 2006.02

 8．西澤 枝 和田 真一 岡本 英明 伊藤 茂樹 津田 雪裕 花井 構造 松本 政雄 中村 正義

松本 徹 MDCT 胸部検診時 受診者 線量測定 第13回日本CT検診学会 千葉 2006.02

も ー発表]

 1．Keiichi Akahane, Mari Ohno, Masaki Matsumoto, Kazuo Iwai, Takashi Maruyama, Kanae Nishizawa: 

Nationwide Survey Data on Annual Uses of Radiopharmaceuticals on Nuclear Medicine in Japan, The 4th 

Japan-Korea Joint Meeting on Medical Physics and The 5th Asia-Oceania Congress of Medical Physics, 京都, 

2005.09

も講義・講演]

 1．西澤 枝: 医療被 考え方 第7回一般講演会 北九州市 2005.06
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 2．赤羽 恵一: 医療分野 利用 日本保健物理学会 い

開発及び利用 千葉市 2005.07

 3．赤羽 恵一: 防護 防護 医学物理 ー ー2005 箕面市 2005.08

 4．西澤 枝: 医療被 考え方 第9回 放射線医学総合研究所公開講座 千葉 2005.09

 5．CT 被 線量 現状 小児CT 意義 日本放射線公衆安全学会第3回講習会 横浜

2006.03

(」 脳機能研究

脳機能研究

も原著論文]

 1．Takuya Morimoto, Takayuki Obata, Tatsuya Ohno, Yoshiyuki Suzuki, Hiroo Ikehira, Tetsuya Suhara, Shigeo 

Furukawa, Hirohiko Tsujii, Takashi Nakano*: Phosphorous-31 magnetic resonance spectroscopy of cervical 

cancer using transvaginal surface coil, Magnetic Resonance in Medical Sciences, 4(4), 197-201, 2005

 2．Satoshi Umeda*, Yoshihide Akine, Motoichiro Kato, Taro Muramatsu, Masaru Mimura*, Susumu Kandatsu, 

Shuji Tanada, Takayuki Obata, Hiroo Ikehira, Tetsuya Suhara: Functional network in the prefrontal cortex 

during episodic memory retrieval, Neuroimage, 26(3), 932-940, 2005

も書籍]

 1．安野 史彦: ー 病 認知機能 神経伝達物質 ー 病 : 痴呆 問題 93-102 2005

 2．Doronbekov Talant須原 哲也 他: 脳 形態 機能-画像医学 進歩 脳 形態 機能 : 画像医学

進歩 000 2005

も総説]

 1. 樋口 真人: MRI, PET 老人斑 画像化 Dementia Japan 19(3) 243-255 2005

      

も口頭発表]

 1．Hiroshi Ito, Hiroshi Fukuda*, et.al: Changes in cerebral blood flow and cerebral oxygen metabolism during 

neural activation measured by positron emission tomography: comparison with changes in blood oxygenation 

level dependent contrast measured by functional magnetic resonance imaging, Brain 05 & BrainPET'05, 

, 2005.06

 2．太田 深秀 安野 史彦 高橋 英彦 須原 哲也 安藤 智道 鈴木 和年 大久保 善朗*: 喫煙 対

渇望 関連 脳機能局在部位 脳内 ー 神経系 関連 関 研究 喫煙科学研究財団 第20

回 平成16年度助成研究発表 東京 2005.07

 3．石川 裕二 山本 直之* 吉本 正美* 保田 隆子* 丸山 耕一 景 崇洋 伊藤 博信*: 硬骨魚

間脳 発生 第 回 水生動物 行動 神経系 三浦市 2005.08

 4．大林 茂: 抽象的認知能力 脳機能局在 機能分子 ー 平成17年度 特定領域研究会 統合脳

夏 ワー 長野 2005.08

 5．Hidehiko Takahashi: Effects of doparminergic and serotonergic manipulation on emotional processing: a 

phamacological fMRI study, 2005 Korean Neuropsychiatric Association Symposium, seoul, 2005.10

 6．孫 学智: Effects of carbon ion beams on the rat brain 第111回日本解剖学会総会 相模原市 2006.03

      

も ー発表]

 1．Hidehiko Takahashi: Effects of doparminergic and serotonergic manipulation on emotional processing: a 

phamacological fMRI study, RIKEN Brain Science Institute Summer program 2005, 和光, 2005.07

 2．Makoto Higuchi, Kazumi Sasamoto*, Takaomi Saido*, et.al: Targeting pathological hallmarks of 

neurodegenerative disorders in vivo, 第28回日本神経科学大会, 横浜, 2005.07

 3．津田 佐知子* 北川 忠生* 高島 茂雄* 小林 大介* 景 崇洋 神藤 智子* 成田 貴則* 横井
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勇人* 浅川 修一* 清水 信義* 三谷 啓志* 嶋 昭紘* 堤 真紀子* 堀 寛* 荒木 和男* 成瀬

清* 石川 裕二 相賀 裕美子* 武田 洋幸*: 体軸伸長 異常 示 medaka突然変異体tacobo(tab) 表

現型 解析 原因遺伝子 ー 第11回小型魚類研究会 岡崎市 2005.09

 4．森本 卓哉 須原 哲也 伊藤 浩 樋口 真人 季 斌 稲次 基希 岡内 隆 福島 芳子 小池 功

一 鈴木 和年 他: 分子 ー 技術 用い 薬物動態・臨床試験研究 海外 動向 第

26回日本臨床薬理学会年会 大分 2005.12

      

も講義・講演]

 1．樋口 真人 他: - 動物 教育公演・ 東京 2005.05

 2．高野 晶寛: 画像診断 第 回日本う 病学会総会 東京 2005.07

 3．高野 晶寛: PET ー 研究 見 合理的薬物療法 日本病院薬剤師会関東 第35回学術大

会 千葉 2005.08

 4．樋口 真人: 生体 蓄積 神経変性 因果関係 解 明 試 第24回日本痴呆学会学

術集会 大阪 2005.09

 5．Makoto Higuchi, Takaomi Saido*, et.al: Role of calpain in molecular mechanisms of Alzheimer's disease, 第78

回日本生化学会大会, 神戸, 2005.10

 6．佐賀 恒夫: 腫瘍FDG-PET 臨床 －原理 有用性 第18回 画像診断 基礎 臨床 学術講演会 鴨

川市 2006.03

(7 原子力基盤技術総合的研究

放射性核種の土壌生体圏 おける移行及び動的解析 関する研究

も口頭発表]

 1．内田 滋夫: 耕作地土壌 土壌理化学特性 環境 ー 値 推定 分配係数

関 解析 日本原子力学会 2005年秋 大会 八戸市 2005.09

放射線損傷の認識 修復機構の解析 の ュ 化 の開発

も ー発表]

 1．高萩 真彦: DNA 依存性 ー 介在 可逆的  DNA 高次構造変換 日本生物物理学会

第43回年会 札幌市 2005.11

(8 国際共同研究

子宮頚が 放射線治療 おける 地域国際共同臨床試行研究

も原著論文]

 1．Kurnia Lin*, Tatsuya Ohno, Shingo Kato, Hidefumi Ezawa, Junko Noguchi, Hirohiko Tsujii:Histopathological 

radiation effect and MIB-1 expression in cervical cancer: comparison of early response by radiotherapy with or 

without cisplatin, Austral-Asian Journal of Cancer, 4(4), 201-204, 2005

 2．大野 達也 加藤 真吾 辻井 博彦: 局所進行子宮頚癌 対 Weekly 併用放射線治療 第I

相試験 日本婦人科腫瘍学会雑誌 23(4) 564-571 2005

      

も総説]

 1．Tatsuya Ohno, Shizuko Kakinuma, Shingo Kato, Hirohiko Tsujii, Yoshiya Shimada: Risk of second cancers 

after radiotherapy for cervical cancer, Expert Review of Anticancer Therapy, 6(1), 49-57, 2006

 2．大野 達也 加藤 真吾 若月 一雄 野田 真永 辻井 博彦: Ib2～Va期 子宮頚部扁上皮癌 対

Concurrent Chemoradiotherapy 有用性 い 有用 症例 あ 選択 ー賛成 立場 産

婦人科 世界 57(6) 3-10 2005
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も口頭発表]

 1．大野 達也 加藤 真吾 井上 武宏* 立崎 英夫 野田 真永 中野 隆史* 須藤 久男* 辻井 博彦

: 局所進行上咽頭癌 Weekly Cisplatin併用放射線療法ー東 多施設共同臨床試験ー 日本放射線腫瘍学

会第18回学術大会 川越 2005.11

 2．Shingo Kato: Presentation of the clinical  data:Chemoradiotherapy for Uterine Cervix Cancer(CERVIX-III), 

FNCA Seminar on Radiation Oncology 2006, , 2006.01

 3．Hirohiko Tsujii: Presentation of the clinical  data:FNCA clinical study for Uterine Cervix Cancer, FNCA

Seminar on Radiation Oncology 2006, , 2006.01

 4．Tatsuya Ohno: Presentation of the follow-up data of patients treated with Accelerated Hyperfranctionation 

Radiotherapy for Uterine Cervical Cancer(CERVIX-II), FNCA Seminar on Radiation Oncology 2006, , 

2006.01

 5．Tatsuya Ohno: Summary of the pilot study for NPC:Chemoradiotherapy for NPC(NPC-1), FNCA Seminar on 

Radiation Oncology 2006, , 2006.01

      

も ー発表]

 1．Shingo Kato, Tatsuya Ohno, Hirohiko Tsujii, Shinichirou Satou, Kenjirou Fukuhisa, Tatsuo Arai: Long-term 

Results of High-Dose-Rate Intracavitary Brachytherapy for Squamous Cell Carcinoma of the Uterine Cervix, 

41st  Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, ー , 2005.05

 2．Tatsuya Ohno, Shingo Kato: Second cancers after uterine cervical cancer treated with radiation therapy, 41st 

Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO), ー , 2005.05

      

も招待発表]

 1．Hirohiko Tsujii: Chemo-radiotherapy for Uterine Cervix Cancer, THASTRO meeting, Bangkok, 2005.04

      

も講義・講演]

 1．Hitoshi Ishikawa: Intracavitary Brachytherapy for Esophageal Cancer, IAEA/RCA Regional Training Course on 

Brachytherapy for the Comprehensive Management of Lung Cancer, 千葉／前橋, 2005.06

 2．Tatsuya Ohno: Radiotherapy and Chemoradiotherapy for Uterine Cervical Cancer:FNCA report, IAEA/RCA 

Regional Training Course on Brachytherapy for the Comprehensive Management of Lung Cancer, 千葉／前橋, 

2005.06

(9 独法成果活用事業    

４次元 ュー の開発

 も口頭発表]

 1．遠藤 真広: 治療計画CT QA 日本医学物理学会第89回学術大会 横浜市 2005.04

 2．松本 徹 和田 真一*山本 眞司* 他: 使う 診断精度 上 － 仕組

い 第 回医用画像認知研究会 奈良 2005.08

競争的研究

その他

昭和 石油環境研究助成財団 放射線発癌の標的 し の乳腺幹細胞系

も口頭発表]

 1．西村 由希子 西村 今岡 達彦: 乳腺 ー 標本 採取検体 免疫染色 検

討 実験病理組織技術研究会第12回総会・学術集会 東京 2005.06
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分子 ー ン 研究 Ｐ 疾患診断研究拠点

も口頭発表]

 1．伊藤 浩 福田 寛* 他: I-123IMP 2製剤 脳内動態 び体内分布 比較 第45回日本核医学会総会

東京 2005.11

 2．伊藤 浩 他: 酸素15標識 ー ー 正常脳血流代謝 若年 実年 加齢変化 検討 第45

回日本核医学会総会 東京 2005.11

も ー発表]

 1．伊藤 浩 福田 寛* 他: 123I-IMP 2製剤 比較検討 第45回日本核医学会総会 東京

2005.11

も講義・講演]

 1．伊藤 浩: 脳血流 び脳腫瘍SPECT定量化 ー 第45回日本核医学会総会 東京 2005.11

 

科研費

BMP抑制分子の制御 介した骨形成 の基盤研究

も ー発表]

 1．二藤 彰: 新規網羅的遺伝子発現 HiCEP法 用い 骨格系細胞分化 関わ 分子 同定

第23回日本骨代謝学会学術集会 大阪市 2005.07

 2．二藤 彰: 新規遺伝子発現 HiCEP法 用い 骨・軟骨分化 関わ 分子 同定 第28回日本

分子生物学会年会 福岡市 2005.12

 

国民の微量元素摂取状況 健康影響

も口頭発表]

 1．幸 進: 牛乳中 素臭素濃度 第 回環境放射能・放射線夏 学校 太宰府市 2005.08

      

も ー発表]

 1．幸 進 白石 久二雄 ． ． ー 新江 秀樹* ． ． ー * ． ．

* ． ． * ． ． *: 食事 同位体比分析 第 回 環境放射能

研究会 市 2006.03

ン 手法 用いた多次元画像診断支援 の開発

も ー発表]

 1．Ikuma Takahashi, Tadashi Nariai*, Koji Uemura, Taketoshi Maehara*, Kenji Ishii*, Akihiko Uchiyama*, 

Hinako Toyama: Visualization of Correlated Neural and Metabolic Functions in Temporal Lobe Epilepsy by a 

Correlation Analysis with Multiple PET Studies, Brain '05 & BrainPET'05, , 2005.06

荷電粒子線 用いたが 治療技術の開発及びその向上 関する研究

も口頭発表]

 1．鎌田 正: 難治 治療法 開発 荷電粒子線 用い 治療技術 開発 び 向上 関 研究

菱川班第 回班会議 名古屋市 2005.06

 2．辻 比呂志: 前立腺癌 重粒子線治療後 長期観察結果 い 荷電粒子線 用い 治療技術 開発

び 向上 関 研究 菱川班第2回班会議 東京都 2005.12

 3．鎌田 正: 粒子線治療 国際共同研究 ワー 構築 い 荷電粒子線 用い 治療技術 開
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発 び 向上 関 研究 菱川班第2回班会議 東京都 2005.12

も癌細胞 特異的 攻撃する放射線増感剤の研究]

も ー発表]

 1．Miho Noguchi, Maki Okada, Atsushi Okabe, Koichi Ando, Ryuichi Okayasu: Comparison of DNA double 

strand break repair between irradiated normal human lymphocytes and normal human fibroblasts, 52nd Annual 

Meeting of the Radiation Research Society, Denver, 2005.10

 2．野口 実穂 岡田 真希 安藤 興一 岡安 隆一: Hsp90阻害剤17AAG 放射線増感効果 い DNA

二重鎖切断修復機構 影響 第48回日本放射線影響学会 広島 2005.11

も血管新生 標的 した治療の放射線療法への応用 関する基礎的検討]

も原著論文]

 1．Hideyuki Sakurai*, Hitoshi Ishikawa, Tetsuo Akimoto*, Masatoshi Hasegawa*, Takashi Nakano*: Attenuation 

of chronic thermotolerance by KNK437, a benzylidene lactam compound, enhances thermal radiosensitization 

in mild temperature hyperthermia combined with low dose-rate irradiation, International Journal of Radiation 

Biology, 81(9), 711-718, 2005

も口頭発表]

 1．石川 仁 大野 達也 若月 優 岩川 眞由美 野田 秀平 太田 敏江 加藤 真吾 辻井 博彦 今

井 高志: 子宮頸癌症例 放射線誘発 ー 関連 蛋白発現 探索 第 回癌治療増感研究

奈良市 2005.02

 2．Hitoshi Ishikawa, Tatsuya Ohno, Mayumi Iwakawa, Syuhei Noda, Toshie Oota, Masaru Wakatuki, Shingo 

Kato, Hirohiko Tsujii, Takashi Imai: Characterization of Cervical Cancer Tumors befor/during Radiotherapy by 

using Oligonucleotide Microarray, 日本放射線影響学会第48回大会, 広島市, 2005.11

  

振興調整費 流動促進研究

東 の地表面 ン の評価      

も口頭発表]

 1．卓 維海 古川 雅英: 地表面 広域評価 検討 日本保健物理学会第39回研究発

表 青森県 六ヶ所村 2005.06

共同研究

大腸が の発症機構 サ 不安定性

も原著論文]

 1．Shinya Oda*, Mitsuaki Yoshida, et.al: Two modes of microsatellite instability in human cancer:differential 

connection of defective DNA mismatch repair to dinucleotide repeat instability, Nucleic Acids Research, 33(5), 

1628-1636, 2005

個人線量測定のた の高速画像取得顕微鏡の開発

も特許登録]

 1. Nakahiro Yasuda, Yoshihiro Honma*: Microscope apparatus, 2005
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細胞 対する重粒子線 ー の ン ー効果

も総説]

 1．Yasuhiko Kobayashi*, Tomoo Funayama*, Seiichi Wada*, Yoshiya Furusawa, Mizuho Aoki, Chunlin Shao*, 

Tetsuya Sakashita*, Yoshitaka Matsumoto, Yuichiro Yokota*: Microbeams of heavy charged particles, 

Biological Sciences in Space, 18(4), 235-240, 2004

      

も口頭発表]

 1．松本 孔貴 古澤 佳也 青木 瑞穂 平山 亮一 小林 克己* 宇佐美 徳子* 小林 泰彦* 舟山 知

夫* 坂下 哲哉* 和田 成一* 浜田 信行*: 細胞間信号伝達系 介 ー効果 線量・線

質依存性 第14回TIARA研究発表会 高崎市 2005.06

 2．小林 泰彦* 舟山 知夫* 和田 成一* 坂下 哲哉* 浜田 信行* 柿崎 竹彦* 横田 裕一郎* 古澤

佳也: ー 用い 個別 細胞 対 照準照射 日本原子力学会 2005年秋 大会

静岡 2005.09

 3．邵 春林* * 古澤 佳也 小林 泰彦* 松本 英樹*: 細胞間隙信号伝達(GJIC)

ー効果 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

 4．古澤 佳也 王 旭飛 舟山 知夫* 小林 克己* 今関 等 他: 日本・ ー 生

物研究施設 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11

      

も招待発表]

 1．古澤 佳也: 重 ー 照射 ー効果 第4回 ー 生物応用研究ワー

高崎市 2005.06

標本検査用画像表示・ ー ー 装置の開発

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．安田 仲宏: 標本全体 迅速 画像化 高速画像取得顕微鏡 開発 周辺技術 関 調査 厚生労働省

医療技術評価総合研究事業 医療効果・経済効果 目的 遠隔病理診断 実用化 関 次世代

機器 調査・開発 総括・分担研究報告書 124-129 2004

個人業績

課題外

も原著論文]

 1．Chikako Tanaka*, Hirofumi Fujii, Yuko Kitagawa*, Tadaki Nakahara*, Takayuki Suzuki*, Yuzuru Tanami*, 

Masaki Kitajima*, Yutaka Ando, Atsushi Kubo*: Oblique view of preoperative lymphoscintigraphy improves 

detection of sentinel lymph nodes in esophageal cancer, Annals of Nuclear Medicine, 19(8), 719-723, 2005

 2．Yuuko Nakayama*, Hitoshi Ishikawa, Masatoshi Hasegawa*, Takashi Nakano*, et.al: An Eight-year Survivor 

with Multiple Brain Metastases of Non-small Cell Lung Cancer: an Autopsy Case, Anticancer Research, 26, 

605-609, 2006

 3．Hideyuki Sakurai*, Yoshiyuki Suzuki*, Hitoshi Ishikawa, Masatoshi Hasegawa*, Takashi Nakano*, et.al: FDG-

PET in the detection of recurrence of uterine cervical carcinoma following radiation therapy-tumor volume and 

FDG uptake value, Gynecologic Oncology, 100, 601-607, 2005

 4．Tetsuo Akimoto*, Hitoshi Ishikawa, Takashi Nakano*: Acute Toxicity and Preliminary Clinical Outcomes of 

Concurrent Radiation Therapy and Weekly Docetaxel and Daily Ciplatin for Head and Neck Cancer, Japanese 

Journal of Clinical Oncology, 35(11), 639-644, 2005

 5．Hitoshi Ishikawa, Hideyuki Sakurai*, Masaru Wakatuki, Masatoshi Hasegawa*, Takashi Nakano*, et.al: 

Challenge of Hyperthermia Combined with Chemotherapy or Chemo-radiotherapy for Unresectable Intrathoracic 

Malignant Tumors: A Preliminary Result, Japanese Journal of Hyperthermic Oncology, 21(3), 159-168, 2005
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 6．Hitoshi Ishikawa, Hideyuki Sakurai*, Masatoshi Hasegawa*, Takashi Nakano*: Clinical Outcomes and 

Prognostic Factors for Patients With Early Esophageal Squamous Cell Carcinoma Treated With Definitive 

Radiation Therapy Alone, Journal of Clinical Gastroenterology, 39(6), 495-500, 2005

 7．Reika Wate*, Sentaro Takahashi, Yoshihisa Kubota, Katsutoshi Suetomi, Hiroshi Sato, Ryuichi Okayasu, et.al: 

Radio-sensitivity of the Cells from Amyotrophic Lateral Sclerosis Model Mice Transfected with Human Mutant 

SOD1, Journal of Radiation Research, 46, 00067-00073, 2005

 8．Atsuko Shimada*, Hoshio Eguchi*, Shinji Yoshinaga, Akihiro Shima*: Dose-rate effect on transgenerational 

mutation frequencies in spermatogonial stem cells of the Medaka Fish, Radiation Research, 163, 112-114, 2005

 9．Wataru Noguchi*, Tatsuya Ohno, Okihiko Aihara*, Hirohiko Tsujii, et.al: Spiritual needs in cancer patients and 

spiritual care based on logotherapy, Supportive Care in Cancer, 14(1), 65-70, 2006

も総説]

 1．Yasuhito Sasaki: Activities at the Atomic Bomb Survivors Health Care Commission, Acta Medica 

Nagasakiensia, 50(Sup.2), 11-13, 2005

 2．佐々木 康人: ［PET核医学 進展 意味 ］日常診療 検診 PET普及 今後 動向 予測

月刊新医療 33(3) 44-47 2006

 3．佐々木 康人 土居 雅広: 国連 放射線影響調査 －UNSCEAR半世紀 歴史 将来展望－

ー ー 26(3) 40-43 2006

 4．佐々木 康人: 癌 放射線 関わ 治療学 39(12) 101-104 2005

も短文]

 1．坂内 忠明: 書評 宇宙 眺 宇宙放射線 人体 影響 Isotope News(612)28-28 2005

 2．佐々木 康人: UNSCEAR JNM/JNMT 3(1) 2-2 2005

 3．佐々木 康人: 国際放射線防護委員会 ICRP JNM/JNMT 3(2) 2-2 2005

 4．佐々木 康人: 電子 期待 日本醫事新報 (4240) 2-3 2005

 5．坂内 忠明: 書評 原子力 報道 放射線教育 8(1) 95-95 2005

 6．坂内 忠明: 書評 環境 学 不安 海 羅針盤 放射線教育 8(1) 96-96 2005

 7．坂内 忠明: 放射線 手帳 Np 放射線教育 ー ー ー (31) 2-3 2005

 8．坂内 忠明: 放射線 手帳 鵬程 旅 放射線教育 ー ー ー (32) 4-5 2005

 9．坂内 忠明: 放射線 手帳 李鴻章 話 放射線教育 ー ー ー (33) 5-6 2006

10．佐々木 康人: 追悼 熊取 敏之先生 核医学 42(2)-4--3 2005

11．佐々木 康人: 年頭 挨拶 放医研NEWS (110) 1-1 2006

12．佐々木 康人: 超微少世界 挑戦 核医学 PET通信 (50) 1-1 2005

      

も ン ュー・座談会等記事]

 1．佐々木 康人: 放射線医学 放射線管理 歴史 現状 最先端医療対談／第19回 倶楽部会報

19 2-4 2005

      

も口頭発表]

 1．金原 進: 多体系 自己相互作用 日本物理学会第60回年次大会 野田市 2005.03

 2．佐々木 康人: ICRP新勧告 Foundation Document 検討 経緯 ICRP新勧告 関 関係省庁勉強会 東京

都 2005.06

 3．米原 英典 他: NORM 観点 線量拘束値 問題点 第39回研究発表会 青森県上北郡六ヶ所村

2005.06

 4．田尻 稔 鴇矢 祐治 砂岡 正良 渡邊 和洋: 新 い遮蔽材 用い 電子線 遮蔽 照射野内

影響 第33回秋季学術大会 鹿児島 2005.10

 5．佐々木 康人: 放射線 医学利用 防護 第21回放射線技師会学術大会 第15回ACRT大会 千葉市 2005.11

 6．Yasuhito Sasaki: Current Status and Trend of ICRP and UNSCEAR, 第48回日本放射線影響学会・第 回Asian 
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Congress of Radiation Research(ACRR), 広島市, 2005.11

 7．成島 一夫 木村 正幸* 小澤 弘侑* 飯野 正敏* 福長 徹* 菅本 佑司* 河野 世章* 宮本 健

志* 松浦 玄* 落合 武徳*: 乳癌術後癌性心 ー 一例 第67回日本臨床外科学会総会 東京都

2005.11

      

も ー発表]

 1．野尻 和典: 高齢者大腸癌肝転移症例 対 肝切除 意義 第105回日本外科学会定期学術集会 名古屋市

2005.05

 2．Ayako Okubo, et.al: Thorium isotopes in the Sulu Sea, International Ocean Research Conference, , 2005.06

 3．野尻 和典 他: 75歳以上 高齢者大腸癌肝転移症例 肝切除 意義 第17回 日本肝胆膵外科

学会 横浜市 2005.06

 4．野尻 和典 池 秀之* 齊藤 修治* 他: 大腸 症例 臨床病理学的特徴 治療方針 検

討 第60回 日本消化器外科学会定期学術総会 東京都 2005.07

 5．川上 創*日下部 正志: 228Ra及び226Ra 北西部北太平洋表層水塊 分類 日本海洋学会2005年度秋

季大会 仙台市 2005.09

 6．Kazunori Nojiri, Yasuhiko Nagano*, Kenichi Matsuo*, Kuniya Tanaka*, Shinji Togo*, Hiroshi Shimada*: The 

Impact of Advanced Age on Hepatic Resection of Colorectal Liver Metastases, American College of Surgeons 

91st Annual Clinical Congress, San Francisco, 2005.10

      

も招待発表]

 1．Yasuhito Sasaki: Activities at the Atomic Bomb Survivors Health Care Commission, WHO and Nagasaki 

University 21st COE Program: Late Health Effects from Radiation Knowledge gained from the 60 years 

experience in Japan, ー , 2005.09

 2．Yasuhito Sasaki: Greeting (Special Guest), The China-Japan Mini-Symposium 2005 on Regenerative Medicine, 

上海, 2005.10

 3．Yasuhito Sasaki: The China-Japan Mini-Symposium 2005, 8th Annual Meeting of Tissue Engineering Society 

International, The China-Japan Mini-Symposium 2005, 8th Annual Meeting of Tissue Engineering Society 

International, 上海, 2005.10

 4．Yasuhito Sasaki: Radiation Protection in the Framwork of ICRP-today and tomorrow, The 30th Anniversary 

Meeting of Korean Association for Radiological Protection(KARP), 郊外, 2005.11

      

も講義・講演]

 1．Kenzo Fujimoto: Borderless discussion on ICRP new recommendations, Borderless discussion on ICRP new 

recommendations, , 2005.05

 2．Yasuhito Sasaki: IAEA Collaborating Centre Opening Ceremony, IAEA Collaborating Centre Opening 

Ceremony, , 2005.05

 3．藤元 憲三: 環境 防護 目的 標準動物 び標準植物 概念 利用 ICRP新勧告案 関 関係省

庁勉強会 東京 2005.06

 4．Yasuhito Sasaki: Deleterious Effects Attributable to Ionizing Radiation Exposure to Patients:Estimates of 

UNSCEAR and ICRP, Society of Nuclear Medicine 52nd Annual Meeting 米国核医学会第52回年次大会 , 

Toront, 2005.06

 5．佐々木 康人: ICRP 新勧告 ICRP新勧告作成状況 日本保健物理学会第39回研究発表会 六ヶ所村

2005.06

 6．椎野 剛成: 緊急被 医療対策講習会 平成17年度佐賀県緊急被 医療対策講習会 佐賀県唐津市

2005.10

 7. 佐々木 康人: 放射線 健康 平成17年度神奈川学術振興 ー 横浜市 2005.10

 8．Yasuhito Sasaki: Radiation Protection in the Framework of ICRP-today and tomorrow, The 30th Anniversary 

Meeting of the Korean Association for Radiation Protection, , 2005.11
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技術支援・開発業務

も原著論文]

 1．Shigeo Matsuyama*, Keizo Ishii*, S. Abe*, H. Ohtu*, Hiromichi Yamazaki*, Y. Kikuchi*, T. S. Amartaivan*, 

K. Inomata*, Y. Watanabe*, A. Ishizaki*, Y. Barbotteau*, A. Suzuki*, T. Yamaguchi*, G. Momose*, Hitoshi 

Imaseki: Microbeam Analysis at Tohoku University for Biological Studies, International Journal of PIXE, 

15(1/2), 41-45, 2005

 2．Shigeo Matsuyama*, Keizo Ishii*, Hiromichi Yamazaki*, Y. Kikuchi*, T. S. Amartaivan*, S. Abe*, K. 

Inomata*, Y. Watanabe*, A. Ishizaki*, R. Oyama*, Y. Kawamura*, A. Suzuki*, G. Momose*, T. Yamaguchi*, 

Hitoshi Imaseki: Microbeam Analysis of Single Aerosol Particles at Tohoku University, International Journal of 

PIXE, 15(3/4), 257-262, 2005

 3．Hitoshi Imaseki, Keizo Ishii*, Takahiro Ishikawa, Hiroyuki Iso*, Takayuki Shinomiya, Tsuyoshi Hamano, 

Masae Yukawa: Development of Droplet-PIXE System for Environmental Monitoring Samples, International 

Journal of PIXE, 15(3/4), 293-299, 2005

      

も解説・紹介記事]

 1．平岡 武 藤崎 達也* 奈良井 和宏* 高井 良一*: 放射線治療用肺等価 開発  -Tough 

Lung 260- 医用標準線量 10(1) 29-33 2005

 2．平岡 武 今関 等 濱野 毅 福村 明史 金井 達明: 放医研 ｄ 25 +Be 速中

性子線 線量特性 医用標準線量 10(1) 43-50 2005

 3. 平岡 武: ー ー 線量測定  (1) 細束 ー ー 検出器駆動装置 線量測定用検出器 医用

標準線量 10(2) 27 2005

 4．平岡 武: 中性子用筋肉等価 － ME-500 試作－ 医用標準線量 10(2) 45-50

2005

も口頭発表]

 1．今関 等: 国内外 生物用 ー 照射実験施設 現状 第 回 ー 生物応用研究ワー

高崎 2005.06

 2．石川 剛弘 今関 等 四野宮 貴幸 磯 浩之* 濱野 毅 湯川 雅枝: 放医研 液滴PIXE 開

発 第18回 加速器及び 周辺技術 研究会 福岡市 2005.07

 3．今関 等 石川 剛弘 濱野 毅 湯川 雅枝 磯 浩之*: PIXE 照射量評価 関 考察

第22回PIXE 敦賀市 2005.11

      

も ー発表]

 1．Takahiro Ishikawa, Hitoshi Imaseki, Hiroyuki Iso*, Takayuki Shinomiya, Tsuyoshi Hamano, Masae Yukawa: 

USER-FRIENDLY DROPLET-PIXE SYSTEM FOR QUANTITATIVE ANALYSIS, Workshop on Accelerator 

Operation 2005, 州 ー , 2005.05

 2．磯 浩之* 石川 剛弘 酢屋 徳啓 小西 輝昭 濱野 毅 安田 仲宏 今関 等 湯川 雅枝: 

ー 細胞照射装置 SPICE 現状 第18回 加速器及び 周辺技術 研究会 福岡市 2005.07

 3．萩原 拓也* 須田 充 酢屋 徳啓 金 濱野 毅 宮原 信幸 鈴木 敏和 今関 等: 放医

研 低線量棟中性子照射 現状 第18回 加速器及び 周辺技術 研究会 福岡市

2005.07

放医研紹介

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．湯川 雅枝: 研究基盤部 放射線科学 48 406-413 2005

      

も講義・講演]

 1．山田 滋: 放射線 い 正 い知識 四街道市 2005.06
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放射線安全行政

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．Toshisou Kosako*, Nobuyuki Sugiura*, Hidenori Yonehara, et.al: Development of Radiation Protection on 

TENORM, 保健物理, 40(1), 67-78, 2005

      

も口頭発表]

 1．Hidenori Yonehara: Japanese TENORM Gideline, 地域原子力協力 ー (FNCA)原子力施設 廃止

措置 ・ ー 討議・調査会合, ー , 2005.08

      

も講義・講演]

 1．Hidenori Yonehara: Current Status on Radiation Protection Policy in Japan, 中国日本韓国 放射線

び放射性同位元素 利用 関 会議, , 2005.09

受託研究及び行政のた 必要 業務

受託 Ｊ

全方向性γ線検出器

も原著論文]

 1．白川 芳幸 他: 型全方向性 線検出器 ー応答特性 Radioisotopes55(1)

15-22 2006

     

も招待発表]

 1．白川 芳幸: 放射線漏えい監視 新 い 提案 平成17年度主任者部会年次大会

広島 2005.11

も特許出願]

 1．白川 芳幸: 放射線測定装置及び ー 処理方向 2005

受託研究費

高精度遺伝子発現 ー 比較解析 基 く 多様 環境有害物質の相対 評価手法の開発 関する研

究

も 発表・ 報道]

 1．藤森 亮: 微量 放射線 細胞 遺伝子発現 影響 放医研 新 い遺伝子発現解析法 使い 細胞 放

射線感受性限界 探索 2005

も特許出願]

 1．藤森 亮: 生物 低線量放射線被 検出 方法 2005

も口頭発表]

 1．藤森 亮 岡安 隆一 石原 弘 吉田 聡 笠井 清美 野島 久美恵 海老沢 悟 高橋 千太郎: 

胎児由来正常繊維芽細胞 極低線量X線 同時 誘導 遺伝子 共通機能 日本放射線影響学

会第48回大会 広島 2005.11



ごすたじご

小型加速器実証製作・普及事業

も口頭発表]

 1．Hiromi Okamoto: Frozen Beams, Particle Accelerator Conference, , 2005.05

 2．Akira Noda: The First Worksyop on Electrostatic Storage Devices, The First Worksyop on Electrostatic Storage 

Devices, Heidelberg, 2005.05

 3．坂本 文人: Compton散乱X線源 ー ー周回 適用 第7回応用加速器・関連技術研究

東京都 2005.06

 4．山中 信司: 電源 電流波形修飾 第 回応用加速器・関連技術研究

東京都 2005.06

 5．Masahiro Adachi: Monoenergetic electron beam generation in a laser-driven plasma acceleration, 14th 

International Laser Physics Workshop, 相楽郡, 2005.07

 6．Yoshitaka Mori: Capillary and Gas-Jet Electron Acceleration with PW Laser, Laser Physics Workshop 05, 

Kyoto, 2005.07

 7．藤本 慎司: S-LSR静電 ー ー 第 回日本加速器学会年会・第30回 技術研究

会出席 鳥栖市 2005.07

 8．Hiroyuki Daido: Laser driven ion source, The Third International Conference on Super-strong Fields in 

Plasmas, , 2005.09

 9．Zongu Ri: Laser driven ion source, The Third International Conference on Super-strong Fields in Plasmas, 

, 2005.09

10．阿達 正浩: 自己変調航跡場加速 電荷加速 最適化 関 研究 日本物理学会秋季大会 京都市

2005.09

11．Nobuhiro Terunuma: New RF Gun and Cathode Development, 6th Beam Physics Seminar, 上海, 2005.10

12．Masafumi Fukuda: Upgrade of RF Gun Test Bench Accelerator, 6th Beam Physics Seminar, 上海, 2005.10

13．Fumito Sakamoto: Development and application of Compton scattering hard X-ray source based on X-band 

electron linear accelerator., NanoBeam2005, 宇治市, 2005.10

14. Kenichi Kinoshita: 1) Mono-energetic Electron Generation and Plasma Diagnosis Experiments in a Laser 

Plasma Cathode, The Physics and Applications of High Brightness Electron Beams, Erice, 2005.10

15．Haruyuki Ogino: Laser Pulse Circulation System for Compact Monochromatic Hard-X-Ray Source, The 

Physics and Applications of High Brightness Electron Beams, Erice, 2005.10

16．Mikio Takano: Laser System for Multi-bunch Generation, 6th Beam Physics Seminar, 上海, 2005.11

17．福持 修司: ー ー ー ー電子加速 ー 物理研究会 佐賀県 2005.11

18．福田 将史: RF Gun Test Bench ー ー蓄積装置 用い 小型X線源 開発 第 回高周波電子

銃研究会 大阪府 2005.11

19．高野 幹男: RF Gun Test Bench ー ー蓄積装置 用い 小型X線源 開発 第 回高周波電子

銃研究会 大阪府 2005.11

20．Kazuyoshi Koyama: Empirical scaling-law of the monoenergetic electron acceleration in laser-particle 

accelerators, (ICFA Joint Workshop on Laser-Beam Interactions and Laser and Plasma Accelerators, 台北市,

    2005.12

21．Alexey G. Zhidkov: Plasma cathode, ICFA 38th, Laser-Beam Interaction and Laser and Plasma Accelelrators; 

National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 台北, 2005.12

22．Yoshitaka Mori: Present Status of Table-top Short-pulse Beat Wave Electron Acceleration Laser System, Laser-

Beam Interactions and Laser and Plasma Accelerators, 台湾, 2005.12

23．Yoneyoshi Kitagawa: Electron Acceleration in an Ultra-intense Laser Illuminated Capillary and Its Application, 

ー ー ー 相互作用及び ー ー 加速器 関 ICFAワー , 台北, 2005.12

24．山中 信司: 医療用 電磁石電源 第 回加速器電源 茨城県東海村

2005.12

25．Hiromi Okamoto: Crystal Beams, 36th Winter Colloquium on the Physics of Quantum Electronics, 州

ー ー , 2006.01



ごすたすご

26．福持 修司: 大出力超高強度 ー ー ー電子加速 光 ー産業創成研究会 静岡県

浜松市 2006.01

27．益田 伸一: ー ー ー 加速 単色電子 ー 発生 光産業創成研究会 浜松市

2006.01

28．森 芳孝: 光技術 産業化 光産業創成研究会 浜松市 2006.01

29．益田 伸一: S-LSR ー 第6 回日本物理学会年次大会 松山市 2006.03

30．藤本 慎司: S-LSR ー 第6 回日本物理学会年次大会 松山市 2006.03

31．高野 幹男: S-LSR ー 第6 回日本物理学会年次大会 松山市 2006.03

32．森 芳孝: ー ー 粒子加速 日本 最近 動向確認及び意見交換 第61回日本物理学会年

次大会 松山市 2006.03

33．福田 将史: RF Gun Test Bench ー ー蓄積装置 用い 小型硬X線源 開発 日本物理学会第

61回年次大会 松山市 2006.03

34．土橋 克広: RF Gun Test Bench ー ー蓄積装置 用い 小型硬X線源 開発 日本物理学会第

61回年次大会 松山市 2006.03

35．高井 良太: ー 物理研究用線形 ー 特性評価 日本物理学会第61回年次大会 松山市

2006.03

も ー発表]

 1．Atsushi Fukasawa: X-band Thermionic Cathode RF Gun at UTNL, 2005 Particle Accelerator Conferecnce, 

Knoxville, 2005.05

 2．Toshiyuki Misu: Development of Co-Based Amorphous Core for Untuned Broadband RF Cavity, Particle 

Accelerator Conference 2005, Knoxville, 2005.05

 3. Shinji Yamanaka: Power Supply for Magnet of Compact Proton and/or Heavy ion Synchrotron for 

Radiotherapy, Particle Accelerator Conference 2005, 米国 ー州 市, 2005.05

 4．Yoshitaka Mori: Table-top beat-wave electron acceleration system development status, 19th ICNSP&APPTC, 奈

良市, 2005.07

 5．山中 信司: ・ 医潜・・捷 ・栽 ㈹・ 宮発 可2 ・・捷学会 会・可30

м基・б会 追補 2005.07

 6．福田 将史: RF Gun Test Bench ー ー蓄積装置 用い X線生成計画 第2回日本加速器学会年

会・第30回 技術研究会 鳥栖市 2005.07

 7．阿達 正浩: ー ー加速 ー電子加速 第2回日本加速器学会年会・第30回 技

術研究会 鳥栖市 2005.07

 8．Shinichi Masuda: Experimental Observation of Monoenergetic Electron Beam Generated by Laser-driven 

Plasma Acceleration, IFSA05, Biarritz, 2005.09

新規高精度遺伝子発現 ー HiなEP 法の開発

も原著論文]

 1．Mikihiko Morinobu*, Tetsuya Nakamoto*, Kazunori Hino*, Kunikazu Tsuji*, Zhong-Jian Shen*, Kazuhisa 

Nakashima*, Akira Nifuji, Haruyasu Yamamoto*, Hisamaru Hirai*, Masaki Noda*: The nucleocytoplasmic 

shuttling protein CIZ reduces adult bone mass by inhibiting bone morphogenetic protein-induced bone 

formation., The Journal of Biological Chemistry, 201(6), 961-970, 2005

 2．Hisataka Kondo*, Akira Nihuzhi*, Shu Takeda*, Yoichi Ezura*, Susan R. Rittling*, David T. Denhardt*, 

Kazuhisa Nakashima*, Gerard Karsenty*, Masaki Noda*: Unloading induces osteoblastic cell suppression and 

osteoclastic cell activation to lead to bone loss via sympathetic nervous system, The Journal of Biological 

Chemistry, 280(34), 30192-30200, 2005

      



ごすたずご

も書籍]

 1．Katsutaka Oishi*, Noriko Amagai*, Hidenori Shrai*, Koji Kadota, Naoki Ohkura*, Norio Ishida*, et.al: 

Genome-wide Expression Analysis Reveals 100 Adrenal Gland-dependent Circadian Genes in the Mouse Liver, 

DNA Repair : A Section of Mutation Research, 12(3), 191-202, 2005

      

も特許出願]

 1．安倍 真澄: ・ 症候群 特徴 示 及び 作製方法 2004

 2．安倍 真澄: 遺伝子発現 作製方法 2004

 

も ー発表]

 1．Masumi Abe, Nobuko Suzuki, Yasuji Kasama, Toshiyuki Saito, Ryoko Araki: Gene-expression profiling 

information on ES cells including novel,low-abundance and non-coding transcripts, Stem Cells,Senescence and 

Cancer, ー , 2005.10

 2．田端 義巌: 微量試料HiCEP解析系 確立 い 日本放射線影響学会第48回大会 広島市 2005.11

 3．田端 義巌: 高 ー率遺伝子発現 ー 解析 HiCEP 法 出発材料 少量 第28回日本分

子生物学会年会 福岡市 2005.12

 

新技術・新分野創出のた の基礎研究推進事業委託費 生研機構

も ー発表]

 1．坂本 文人: 小型単色硬X線源 散乱硬X線生成 第2回日本加速器学会年会・第30

回 技術研究会 鳥栖市 2005.07

低線量域放射線 特有 生体反応の多面的解析

も原著論文]

 1．Manabu Koike, Aki Koike: The Ku70-binding site of Ku80 is required for the stabilization of Ku70 in the 

cytoplasm, for the nuclear translocation of Ku80, and for Ku80-dependent DNA repair, Experimental Cell 

Research, 305, 266-276, 2005

も総説]

 1．伊吹 裕子* 豊岡 達志* 小池 亜紀 小池 学: 放射線 DNA 本鎖切断損傷 DNA修復酵素 挙

動 ー 放射線科学 48(9) 308-315 2005

 2．Kazuhiro Daino, Sachiko Ichimura, Mitsuru Nenoi: Induction of the GADD45a gene by ionizing radiation in 

human myeloblastic leukemia ML-1 cells, Recent Research Developments in Genes & Genomes, 1, 83-106, 

2005

も口頭発表]

 1．小池 学 小池 亜紀 豊岡 達志* 伊吹 裕子*: DNA二重鎖切断修復蛋白質Ku ー形成

役割 第78回日本生化学会大会 神戸市 2005.10

 2．池田 恵 増村 健一 坂元 康晃 王 冰 根井 充 早田 勇 能美 健彦 他: gpt delta 

用い NNK誘発突然変異 対 低線量率放射線 影響 日本放射線影響学会第48回大会及び第1回

放射線研究会議 広島市 2005.11

 3．Wang Bing: Experimental Study on radiation-Induced Adaptive Response in Fetal Mice, 日本放射線影響学会第

48回大会及び第1回 放射線研究会議, 広島市, 2005.11

 4．Farideh Zakeri*, Reiko Kanda, Isamu Hayata, Seiichi Nakamura*, Tsutomu Sugahara*, et.al: Chromosome 

aberrations in lymphocytes of individuals living in high background radiation areas of Ramsar-Iran, 日本放射線

影響学会第48回大会及び第1回 放射線研究会議, 広島市, 2005.11



ごすたせご

 5．Wang Chun Yan*, Wei Zhang*, Masako Minamihisamatsu, Chen Deqing*, Hiroshige Morishima*, Yuan 

Yongling*, Wei Luxin*, Tsutomu Sugahara*, Isamu Hayata: Effect of Natural Radiation Compared with Those 

of Smoking and Air-Pollution, 日本放射線影響学会第48回大会及び第1回 放射線研究会議, 広島市, 

2005.11

 6．Wei Zhang*, Isamu Hayata: Ratio of Dicentrics vs Translocations Induced by Radiation, 日本放射線影響学会

第48回大会及び第1回 放射線研究会議, 広島市, 2005.11

も ー発表]

 1．小 池 学 小 池 亜 紀 豊 岡 達 志* 伊 吹 裕 子*: The Ku70-binding site of Ku80 is required for the 

stabilization of Ku70 in the cytoplasm, for the nuclear translocation of Ku80, and for Ku80-dependent DNA 

repair 第78回日本生化学会大会 神戸市 2005.10

 2．中島 徹夫 根井 充: 乳癌由来細胞株 い 低線量放射線特異的 誘導 生存率上昇 性状

日本放射線影響学会第48回大会及び第1回 放射線研究会議 広島市 2005.11

 3．根井 充 臺野 和広 中島 徹夫: 低線量放射線応答性 ー 構築 日本放射線影響学会第48回大会及

び第1回 放射線研究会議 広島市 2005.11

 4．呉 健羽 臺野 和広 市村 幸子 根井 充: 放射線応答遺伝子 ー ー 特徴的 構造 解析

日本放射線影響学会第48回大会及び第1回 放射線研究会議 広島市 2005.11

 5．Aki Koike, Tomoe Shiomi, Manabu Koike: Identification of Skin Injury-related Genes Induced by Ionizing 

Radiation in Human keratinocytes using cDNA Microarray, 第28回日本分子生物学会年会, 福岡市, 2005.12

 6．Tetsuo Nakajima, Mitsuru Nenoi: Identification of signaling proteins involved in low-dose-specific cell survival 

induction in human breast cancer cells, Keystone Symposia, Vancouver, 2006.01

 

放射性核種生物圏移行 ー 調査

も原著論文]

 1．Shigeo Uchida, Keiko Tagami, Ken Tabei: Comparison of alkaline fusion and acid digestion methods for the 

determination of rhenium in rock and soil samples by ICP-MS, Analytica Chimica Acta, 535, 317-323, 2005

 2．Nobuyoshi Ishii, Shigeo Uchida: Gram-negative bacteria responsible for Insoluble technetium formation and the 

fate of insoluble Tc in the water column above flooded paddy soil, Chemosphere, 60(2), 157-163, 2005

 3．Keiko Tagami, Shigeo Uchida: A comparison of concentration ratios for technetium and nutrient uptake by 

three plant species, Chemosphere, 60, 714-717, 2005

 4．Yasuo Nakamaru, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Effect of phosphate addition on the sorption-desorption 

reaction of selenium in Japanese agricultural soils, Chemosphere, 63, 109-115, 2006

 5．Yasuo Nakamaru, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Antimony mobility in Japanese agricultural soils and the 

factors affecting antimony sorption behavior, Environmental Pollution, 141, 321-326, 2006

 6．中丸 康夫 内田 滋夫 荻生 延子 高橋 知之 他: 土壌中元素濃度分布

放射性核種 移動性評価 日本土壌肥料学雑誌 76(4) 421-426 2005

 7．Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Transfer of REEs from nutrient solution to radish through fine roots and their 

distribution in the plant, Journal of Alloys and Compounds, 408/412, 409-412, 2006

 8．Yasuo Nakamaru, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Effect of nutrient uptake by plant roots on the fate of REEs 

in soil, Journal of Alloys and Compounds, 408/412, 413-416, 2006

 9．Shigeo Uchida, Keiko Tagami, Ken Tabei, Ikuko Hirai: Concentrations of REEs, Th and U in river waters 

collected in Japan, Journal of Alloys and Compounds, 408/412, 525-528, 2006

10．Nobuyoshi Ishii, Hiroyuki Koiso, Shigeo Uchida: The formation of insoluble Tc depends on bacterial activity, 

Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 6(1), 87-89, 2005

11．Jose Luis Mas*, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Rhenium measurements on North Atlantic seaweed samples by 

ID-ICP-MS: an observation on the Re concentration factors, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 

265(3), 361-365, 2005



ごすたぜご

12．Yasuo Nakamaru, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Depletion of selenium in soil solution due to its enhanced 

sorption in the rhizosphere of soybean, Plant and Soil, 278(1/2), 293-301, 2005

13．田上 恵子 平井 育子 内田 滋夫: ー ICP-MS 我 国 主要25河

川中 素及び 濃度測定 Radioisotopes 54 577-585 2005

14．中丸 康夫: 根圏土壌 Cs びSr 可給性 及 植物生育 ー 影響 Radioisotopes 55(3)

125-133 2006

15．Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Absorption behavior of technetium and rhenium through plant roots, 

Radioprotection, 40(Suppl. 1), S125-S128, 2005

16．Shigeo Uchida, Keiko Tagami, Ikuko Hirai, et.al: Transfer factors of radionuclides and stable elements from 

soil to rice and wheat, Radioprotection, 40(Suppl. 1), S129-S134, 2005

      

も ー ン ]

 1．Nobuyoshi Ishii, Shigeo Uchida: Transformation of insoluble technetium to soluble forms by bacterivorous 

ciliate, Proceedings of the International Conference on Radioactivity in the Environment, 2nd, 257-259, 2005

 2．Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Measurement of rhenium at ultra-trace levels in Japanese river waters, 

Proceedings of the Workshop on Environmental Radioactivity (KEK Proceedings), 6, 124-127, 2005

 3．中丸 康夫 田上 恵子 内田 滋夫: 日本 農耕地土壌 分配係数 Proceedings of the 

Workshop on Environmental Radioactivity (KEK Proceedings) 6 128-134 2005

 4．Sergei Tolmachev, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Application of ion exchange and extraction chromatography 

for Ra-226 determination in natural waters using HR-ICP-MS, Proceedings of the Workshop on Environmental 

Radioactivity (KEK Proceedings), 6, 96-99, 2005

 5. Shigeo Uchida, Keiko Tagami, et.al: Transfer factor of radium-226 from soil-to-rice, Waste Management 

Symposium Proceedings, 31, 5148, 2005

 6．Yasuo Nakamaru, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Effect of phosphate addition on the desorption of Se from 

soils, Waste Management Symposium Proceedings, 31, 5226, 2005

      

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．Keiko Tagami, Shigeo Uchida, Nobuyoshi Ishii, Rieko Hirunuma*, Hiromitsu Haba*, Shuichi Enomoto*: 

Distribution of technetium and rhenium in radish plants grown in nutrient solution culture, RIKEN Accelerator 

Progress Report, 38, 123, 2005

 2．石井 伸昌: 水田 Tc-99 微生物 わ Radioisotopes 55 109-111 2006

 3．石井 伸昌: 土壌微生物 放射性核種 環境挙動 わ ATOMICA : 原子力百科事典 000 2005

      

も解説・紹介記事]

 1．内田 滋夫: 第 回微量元素 生物地球化学 関 国際会議 放射化学 ー 12 18-19 2005

 2．田上 恵子: 2005米国放射性廃棄物処理 放射化学 ー 12 18 2005

 3．Sergei Tolmachev: First Biennial Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 放射化学 ー

, 12, 19-20, 2005

     

も特許出願]

 1．石井 伸昌 内田 滋夫: 微生物 用い 放射性物質 除去方法及び除去組成物 2005

も口頭発表]

 1．Yasuo Nakamaru: Distribution coefficients of selenium in Japanese agricultural soils and the factors affecting 

selenium sorption behavior, Mini-Symposium on Radioecology, Menai, 2005.04

 2．Keiko Tagami: Rhenium behavior in the soil to plant systems - As a chemical analogue of technetium, mini-

symposium on radioecology, Menai, 2005.04

 3．高橋 知之* 内田 滋夫 中丸 康夫 他: 環境 ー 管理 開発 －土壌分析情報視覚



ごすたそご

化機能 整備－ 京都大学衛生工学研究会 第27回 京都市 2005.07

 4．田上 恵子 平井 育子 内田 滋夫: 我 国 主要河川中 素 濃度 い 第42回

ー ・放射線研究発表会 東京都 2005.07

 5. 中丸 康夫 田上 恵子 内田 滋夫: 日本 農耕地土壌 (Sb) 分配係数 第42回

ー ・放射線研究発表会 東京都 2005.07

 6．若江 奈生 石井 伸昌 内田 滋夫: 水田土壌 乾燥 －99 不溶化 影響 第42回

ー ・放射線研究発表会 東京都 2005.07

 7．中丸 康夫 田上 恵子 内田 滋夫: 農耕地土壌 収着 対 肥料成分

影響 日本土壌肥料学会2005年 島根 大会 松江市 2005.09

 8. Sergei Tolmachev, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: 226Ra determination in Japanese river waters by sector field 

ICP-MS, 10th Triennial International Symposium on Mass Spectrometry, Mumbai, Kerara, 2006.01

 9．石川 奈緒 田上 恵子 内田 滋夫: 酸 収着挙動 初期 濃度 固液比

影響 第7回 環境放射能 研究会 市 2006.03

10．田上 恵子 内田 滋夫: 酸肥料施用 農耕地土壌 付加 量 推定 第7回 環境放射

能 研究会 市 2006.03

      

も ー発表]

 1．Shigeo Uchida, Keiko Tagami: Concentrations of rare earth elements, Th and U in paddy field soil and rice, 

and their behaviors in soil-to-rice plant systems, 8th International Conference on the Biogeochemistry of Trace 

Elements, Adelaide, 2005.04

 2．Yasuo Nakamaru, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Sorption behaviour of antimony in Japanese agricultural soils, 

8th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Adelaide, 2005.04

 3．Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Technetium-99 transfer from soil to plants collected in Chernobyl area, 8th 

International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Adelaide, 2005.04

 4．高橋 知之* 塚田 祥文* 内田 滋夫 他: 大気-土壌-水稲系 放射性 及び

移行挙動 関 動的 ー 構築 適用 日本保健物理学会第39回研究発表会

六ヶ所村 2005.06

 5．Sergei Tolmachev, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: 226Ra determination in Japanese river waters by sector field 

ICP-MS, Asia-Pacific Symposium on Radiochemistry (APSORC-05), Beijing, 2005.10

 6．Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Determination of rhenium in Mn nodules by ICP-MS, Asia-Pacific Symposium 

on Radiochemistry (APSORC-05), Beijing, 2005.10

 7．Shigeo Uchida, Keiko Tagami: Soil-to-plant transfer factors of Cs-137 and stable Cs in various crops collected 

in Japan, Asia-Pacific Symposium on Radiochemistry (APSORC-05), Beijing, 2005.10

 8. Sergei Tolmachev, Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Determination of 226Ra in surface waters using high-resolution 

inductively coupled plasma mass spectrometry after selective extraction, The 2nd International Conference on 

Radioactivity in the Environment, Nice, 2005.10

 9．Shigeo Uchida, Keiko Tagami, Ikuko Hirai: Measurement of stable elements in soil and crops collected in 

Japan for long-term radiological assessment, The 2nd International Conference on Radioactivity in the 

Environment, Nice, 2005.10

10．Nobuyoshi Ishii, Shigeo Uchida: Transformation of insoluble technetium to soluble forms by bacterivorous 

ciliate, The 2nd International Conference on Radioactivity in the Environment, Nice, 2005.10

11．Shigeo Uchida, Keiko Tagami: Measurement conditions for total trace iodine in river waters using ICP-MS, 

International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2005 (PACIFICHEM 2005), Honolulu, 2005.12

12．Keiko Tagami, Shigeo Uchida: Ultra-trace level rhenium determination in Japanese river waters by ICP-MS, 

International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2005 (PACIFICHEM 2005), Honolulu, 2005.12

13．Keiko Tagami, Shigeo Uchida, Hiroshi Takeda: Estimation of anthropogenic uranium concentration in Japanese 

agricultural soils from phosphatic fertilizers, the 32th Waste Management Symposium (WM'06), Tucson, 

Arizona, 2006.02



ごすた『ご

14．Nao Ishikawa, Shigeo Uchida, Keiko Tagami, Yasuo Nakamaru: The kinetic sorption of Se onto humic acid, 

the 32th Waste Management Symposium (WM'06), Tucson, Arizona, 2006.02

15．Shigeo Uchida, Keiko Tagami: Use of stable elements' data in soils and crops collected in Japan for long-term 

dose assessment, the 32th Waste Management Symposium (WM'06), Tucson, Arizona, 2006.02

    

放射線の医療利用普及事業

も ー発表]

 1．Kazuo Yamamoto: The comparison of a new beam-tracking code to the acceleration test, Particle Accelerator 

Conference 05, Knoxville, 2005.05

 2．宮岸 朋子: 前立腺癌 対 陽子線治療前 直腸内視鏡検査 意義 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会

川越市 2005.11

 3. 宮脇 大輔: 前立腺癌 対 陽子線治療前 直腸内視鏡検査 意義 日本放射線腫瘍学会第18回学術大会

川越市 2005.11

 4．宮岸 朋子: ー IMRT (補償材 基礎特性) 第13回日本高精度放射線外部照射

研究会 山梨 2006.03

    

陽電子消滅線計測用 ン ー 材料の高度化

も特許出願]

 1．澁谷 憲悟 他: 陽電子寿命測定装置及び測定方法 2005

      

も口頭発表]

 1．Kengo Shibuya, Naoko Inadama, Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Hideo Murayama, et.al: Quantum Confinement 

Effects in Semiconducting Scintillators, IEEE 2005 Nuclear Science Symposium & Medical Imaging 

Conference, , 2005.10

      

も ー発表]

 1．Kengo Shibuya, Naoko Inadama, Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Hideo Murayama, et.al: Low-Dimensional 

Semiconducting Materials in Developing Ultra-Fast Scintillators, The 4th Japan-Korea Joint Meeting on 

Medical Physics and The 5th Asia-Oceania Congress of Medical Physics, 京都市, 2005.09

地球環境保全委託費

地球環境保全委託費②

も ー ン ]

 1．中西 貴宏 河崎 将己 青野 辰雄 山田 正俊 日下部 正志: 現場型超大容量海水濾過装置 用い

放射性 及び 濃縮・定量法 い Proceedings of the Workshop on Environmental 

Radioactivity (KEK Proceedings) 168-171 2005

      

も口頭発表]

 1．青野 辰雄: 散布域 放射性核種 ー ー 粒子 挙動 い 2005年度日本海洋

学会春季大会 東京 2005.03

 2．青野 辰雄 中西 貴宏 櫻木 智史 河崎 将己 山田 正俊 日下部 正志: 現場型超大容量海水濾過

装置 用い 太平洋表層 放射性核種 粒子 濃度 分布 い 地球惑星科学関連学会2005年合

同学会 千葉 2005.05

 3．大久保 綾子 他: 東部太平洋 Th同位体 鉛直分布 2005年度日本海洋学会秋季大会 仙台 2005.09

      



ごすたたご

も ー発表]

 1．青野 辰雄 大久保 綾子 櫻木 智史 中西 貴宏 鄭 建 山田 正俊 日下部 正志: 現場型超大容

量海水濾過装置 用い 東海村沖 同位体 粒子 濃度分布 い 2005年度日本海洋学

会秋季大会 仙台 2005.09

 2．中西 貴宏 青野 辰雄 山田 正俊 日下部 正志 西部北太平洋 放射線 32P 33P 鉛

直分布 2005年度日本海洋学会秋季大会 仙台 2005.09

 3．Tatsuo Aono, Takahiro Nakanishi, Jian Zheng, Masatoshi Yamada, Masashi Kusakabe: BEHAVIOR OF 

THORIUM AND PARTICLES OBTAINED BY THE MULTIPLE-UNIT LARGE-VOLUME in situ 

FILTRATION SYSTEM IN SEEDS-II, SEEDS II International Workshop -Second Iron Enrichment Experiment 

in the Western Subarctic Pacific, 東京, 2005.10

 4. Takahiro Nakanishi, Tatsuo Aono, Masatoshi Yamada, Masashi Kusakabe: Temporal variability of cosmogenic 

radionuclides 32P, 33P and 7Be in SEEDS II, SEEDS II Workshop, 東京, 2005.10

 5．Takahiro Nakanishi, Tatsuo Aono, Masatoshi Yamada, Masashi Kusakabe: Distributions of Cosmogenic P-32 

and P-33 in Surface Seawater in the Western North Pacific, 2005 AGU Fall Meeting, , 2005.

12

 6. 中西 貴宏 青野 辰雄 山田 正俊 日下部 正志: MR04-07航海 得 西部北太平洋 放射

性 32P 33P 鉛直分布 ー ー ’06 第9回 い 横浜 2006.02

 7．青野 辰雄 中西 貴宏 山田 正俊 日下部 正志: 現場型超大容量海水濾過装置 用い 北部太平洋

粒子 濃度分布 2006年度日本海洋学会春季大会 横浜 2006.03

 8．中西 貴宏 青野 辰雄 山田 正俊 日下部 正志: 西部北太平洋 放射性 32P 33P 緯度

分布 2006年度日本海洋学会春季大会 横浜 2006.03

 9．青野 辰雄 中西 貴宏 山田 正俊 日下部 正志: 現場型超大容量海水濾過装置 用い 西部北太平洋表

層 同位体 濃度分布 い 第7回 環境放射能 研究会 2006.03

10．中西 貴宏 青野 辰雄 山田 正俊 日下部 正志: 現場型超大容量海水濾過装置 用い 西部北太平洋

放射性 分布 第 回 環境放射能 研究会 2006.03

  

電源開発促進対策特別会計

沿岸ー海洋域 おける放射性核種の動態の総合的調査

も ー ン ]

 1．青野 辰雄 中西 貴宏 櫻木 智史 河崎 将己 山田 正俊 日下部 正志: 現場型超大容量海水濾過

装置 用い 海洋表層 濃度分布 い Proceedings of the Workshop on 

Environmental Radioactivity (KEK Proceedings) 165-167 2005

も口頭発表]

 1．Jian Zheng, Masatoshi Yamada, Tatsuo Aono, Masashi Kusakabe: Determination of U isotopes in marine 

environmental samples using ICP-MS, 2005日本放射化学会年会・第49回放射化学討論会, 金沢, 2005.09

 2．大久保 綾子 青野 辰雄 櫻木 智史 鄭 建 山田 正俊 日下部 正志: 現場型濾過装置 用い

分画別 Th 同位体鉛直分布 2006年度日本海洋学会春季大会 横浜 2006.03

      

も ー発表]

 1．桜木 智史 鄭 建 青野 辰雄 山田 正俊 日下部 正志: 現場型超大容量海水濾過装置 用い 海水

中 人工放射性核種 分析法 開発 2005年度日本地球化学会年会 那覇 2005.09

 2. 青野 辰雄 日下部 正志 大久保 綾子 櫻木 智史 中西 貴宏 鄭 建 山田 正俊: 現場型超大容

量海水濾過装置 用い 青森県沖太平洋 放射性核種 粒子 濃度分布 い 2005年度日本地球

化学会年会 那覇市 2005.09

 3．帰山 秀樹 中原 元和 石井 紀明 日下部 正志: 海産珪藻類 放射性核種 137Cs, 54Mn び57Co

濃縮 2006年度日本海洋学会春季大会 横浜 2006.03



ごすただご

緊急被ばく医療 関する実証及び成果提供等

も書籍]

 1．藤元 憲三 石榑 信人 西村 義一 白石 久二雄 鈴木 敏和 吉田 光明 仲野 高志 松本 雅紀 武

田 志乃 ー ー 金 う 榎本 宏子 矢島 千秋: 放射線緊急事態時 び

対応 一般的手順 (IAEA TECDOC-1162) 放射線緊急事態時 評価 び対応 一般的手順

IAEA TECDOC-1162) 000 2005

      

も解説・紹介記事]

 1．藤元 憲三: 環境放射線 知 放射線科学 48(1) 8-19 2005

 2．藤元 憲三: 放医研紙上公開 緊急被 医療研究 ー 放射線科学 48(5) 181-187 2005

 3．藤元 憲三: 緊急被 医療研究 ー 紹介 ATOMICA : 原子力百科事典 000 2005

      

三次被ばく医療体制整備調査

も口頭発表]

 1．Kenzo Fujimoto: System of dosimetry at NIRS (Research activities on biological and physical dosimetry), 

Round Table Discussion for Cooperation Between BIRM and NIRS, Beijing, 2005.10

 2．Kenzo Fujimoto: Dose estimation of exposed persons for radiation emergency, INTERNATIONAL 

CONFERENCE on:MONITORING, ASSESSMENTS and UNCERTAINTIES for NUCLEAR and RADIOLOGI-

CAL EMERGENCY RESPONSE, Rio de Janeiro, 2005.11

      

も招待発表]

 1．Kenzo Fujimoto: Radiation Emergency Medical Care in Japan, 2005 Radiation Emergency Medical 

Preparedness Workshop, Taipei, 2005.07

 2．Kenzo Fujimoto: Strategies of Cooperation in Radiation Emergency Care in Japan, 2005 Radiation Emergency 

Medical Preparedness Workshop, Taipei, 2005.07

 3．Kenzo Fujimoto: Radiation Emergency Preparedness in Japan, 第1回 放射線研究会議, 広島, 2005.11

 4．Makoto Akashi: Biological Effect of Radiation / Medical Treatment in Nuclear Emergency / Radiation 

Emergency Medical Preparedness in Japan, OAP/JAERI joint training course on Nucliar and Radiological 

Emergency Preparedness, Bangkok, 2005.06

 5．明石 真言: 放射線障害 緊急時 医療対策 緊急時医療講習会 新潟県新潟市 2005.07

 6．Makoto Akashi: The Tokaimura accident : Cytokines, Stem-Cell Trandplantation and Multi-organ Dysfunction 

Syndrome, EBMT Consensus Conference on European Preparedness for Haematological and other Medical 

Management of Mass Radiation Accidents, Vaux de Cernay, 2005.10

 7．Makoto Akashi: Radiation Emergency Medical Preparedness in Japan, International Symposium  on Medical 

Preparedness and Response to Radiation Emergency, 北京, 2005.10

 8．明石 真言: 緊急被 医療 い 平成17年度鹿児島県原子力救護研修会 鹿児島県薩摩川内市

2005.10

 9．仲野 高志: 緊急時 身体汚染測定 平成17年度鹿児島県原子力救護研修会 鹿児島県薩摩川内市 2005.10

10．Makoto Akashi: Physical Dosimetry and Medical Treatment Planning, Workshop on Research and Training 

Advancement in Radiation Emergency, , 2005.11

11．明石 真言: 放射性物質等災害 防災対策 放射性物質等災害 防災対策 宮城県仙台市 2006.01

12．明石 真言: 緊急時 対応 い 原子力行政職員研修会 静岡県 2006.02

13．明石 真言: 放射線治療・利用 い 最新 放射線治療等 青森県八戸市 2005.04

14．明石 真言: Medical Management of Radiation Accident Victims 厚生省/WHO主催 緊急被

医療 関 講義 2005.12

15．明石 真言: 放射線・放射能 い 放射線・放射能 い 考え 青森県青森市 2006.02



ごすだしご

も講義・講演]

 1．藤元 憲三: 緊急被 医療 い 静岡県 原子力講演会 静岡市 2005.10

 2．Kenzo Fujimoto: Lectures on Criticality Accident in Japan and Radiation Emergency Medial Preparedness in 

Japan, Lectures on Criticality Accident in Japan and Radiation Emergency Medial Preparedness in Japan, 

Buenos Aires, 2005.11

 3．明石 真言: 緊急時 医療 平成17年度第1期原子力防災専門官基礎研修 東京都東村山市 2005.04

 4．明石 真言: 放射線 人体 影響 平成17年度 原子力専門官研修 茨城県那珂郡東海村 2005.05

 5．蜂谷 : 救護所活動 第17回救護所活動実務講座 福島県いわ 市 2005.06

 6．山本 哲生: 救護所活動講義 第17回救護所活動実務講座 福島県いわ 市 2005.06

 7．明石 真言: 放射線 人体 影響 防護 原子力体験 ー 群馬県高崎市 2005.07

 8．明石 真言: 第18回原子力防災実務講座 救護所活動 第18回 原子力防災実務講座 救護所活動 宮城

県石巻市 2005.07

 9．蜂谷 : 第18回原子力防災実務講座 救護所活動 第18回 原子力防災実務講座 救護所活動 宮

城県石巻市 2005.07

10．富永 隆子: 第18回原子力防災実務講座 救護所活動 第18回 原子力防災実務講座 救護所活動 宮城

県石巻市 2005.07

11．蜂谷 : 緊急時被 医療 い 平成17年度第2期原子力防災専門官基礎研修 東京都東村山市

2005.07

12．明石 真言: 放射線 人体 影響 人体 影響 自然界 放射線 放射線被 原子力防災対

策 い 東京消防庁消防学校 東京都渋谷区 2005.07

13．明石 真言: 原子力災害 放射線 健康ヌ 茨城県看護研修 平成17年度認定看護管理者 教

育 茨城県水戸市 2005.08

14．明石 真言: 放射線 人体 影響 防護 生活 環境 ー 原子力体験 ー 千葉県千葉市

2005.08

15．高井 大策: 第19回原子力防災実務講座 救護所活動 第19回 原子力防災実務講座 救護所活動 静岡

県御前崎市 2005.08

16．高井 大策: 第20回救護所活動実務講座 第20回 救護所活動実務講座 茨城県水戸市 2005.08

17．蜂谷 : 第20回原子力防災実務講座 救護所活動 第20回 原子力防災実務講座 救護所活動 茨

城県水戸市 2005.08

18．明石 真言: 第21回救護所活動実務講座 第21回 救護所活動実務講座 北海道札幌市 2005.09

19．富永 隆子: 第21回救護所活動実務講座 第21回 救護所活動実務講座 北海道札幌市 2005.09

20．高井 大策: 第21回救護所活動実務講座 第21回 救護所活動実務講座 北海道札幌市 2005.09

21．蜂谷 : 平成17年度第3期原子力防災専門官基礎研修 17年度第3期原子力防災専門官基礎研修 東京

都東村山市 2005.10

22．高井 大策: 第23回救護所活動実務講座 第23回 救護所活動実務講座 東京都文京区 2005.10

23．蜂谷 : 第23回原子力防災実務講座 救護所活動 第23回 救護所活動実務講座 東京都文京区

2005.10

24．富永 隆子: 緊急被 医療対策講習会 平成17年度佐賀県緊急被 医療対策講習会 佐賀県唐津市

2005.10

25．明石 真言: NBC 対策 核物質 関 基礎知識 警察大学校専科 NBC 対策 東京都府中市

2005.11

26．明石 真言: 原子力災害医療 静岡県消防学校講演 静岡県清水市 2005.11

27．富永 隆子: 緊急被 医療活動講習会 平成17年度福島県緊急被 医療活動講習会 福島県 

    双葉郡 2005.11

28．明石 真言: 放射線 人体 影響 放射線防護基礎 ー 茨城県那珂郡東海村 2005.11

29．蜂谷 : 第24回原子力防災実務講座 救護所活動 第24回 救護所活動実務講座 青森県

    青森市 2005.12

30．明石 真言: 放射線 人体 影響 第32回原子力入門講座 茨城県那珂郡東海村 2006.01



ごすだじご

31．明石 真言: 緊急時被 医療 い 平成17年度 防災専門管等広域支援現地研修 岡山県苫

    田群鏡野町 2006.01

32．高井 大策: 救護所活動実務講座 第25回 救護所活動実務講座 大阪府大阪市 2006.02

33．明石 真言: 急性放射線障害 平成17年度救急標準課程 講義 千葉県千葉市 2006.02

34．明石 真言: 放射線防護研修会 放射線防護研修会 東京都目黒区 2006.02

35．明石 真言: 放射線事故被 時 医療 現状 線量評価 重要性 環境研 ー 青森県北上群六ヶ所

村 2006.03

36．明石 真言: 平成17年度放射線業務従事者教育訓練 平成17年度放射線業務従事者教育訓練 千葉県印旛郡

2005.07

37．佐島 馨: 平成17年度放射線業務従事者教育訓練 平成17年度放射線業務従事者教育訓練 千葉県印旛郡

2005.07

38．明石 真言: 放射線・放射能 い 放射性物質 基礎知識 長野県消防学校 長野県長野市 2005.07

39．明石 真言: 放射線・放射能 い 放射性物質 基礎知識 京都府消防学校 京都府八幡市 2005.08

放射能調査研究 環境・食品・人体の放射能 及び線量調査

ンの低減 関わる対策研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．床次 眞司 吉永 信治 小林 羊佐 山田 裕司 秋葉 澄伯* 樋口 健太*: 高 濃度要因調査-火

山活動 大気中 濃度 関連性 検討- 環境放射能調査研究成果論文抄録集 47 9-10 2005

生活環境中の ン濃度調査

も口頭発表]

 1．床次 眞司: 岐阜県内鉱泉水 関 濃度比較測定 専門研究会 水中 第3回会合 東京

2003.07

放射能調査研究 緊急被ばく医療測定対策 関する調査研究

緊急被ばく線量評価法 関する研究

も ー ン ]

 1．幸 進: 学生時代 研究紹介 植物試料 乾式灰化 元素 損失 い 河川中

無機元素濃度 環境放射能・放射線夏 学校 6 47-47 2005

放射能調査研究 原子力施設周辺の放射能調査

環境生態系の 安全評価

も ー発表]

 1．山本 一英*坂下 哲哉*宮本 霧子: 大気拡散 開発 －IAEA BIOMASS

検証－ 第5回核融合 ー連合講演会 仙台 2004.06

 2．Kazuhide Yamamoto, Tetsuya Sakashita*, Kiriko Miyamoto: Development and Validation of an Atmospheric 

Dispersion Model for Tritium Using the IAEA BIOMASS Scenario, 第 回 科学技術国際会議, 

ー ー , 2004.09



ごすだすご

重粒子共同利用研究

治療・診断

Fusion画像 よる重 ン線の局所肺障害の定量的評価 関する研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．森 豊* 内山 真幸* 土田 大輔* 羽石 秀昭* 植 英規* 瀧田 憲晃* 上遠野 賢之助* 山本 直

敬* 西村 英輝* 小藤 昌志* 宮本 忠昭 馬場 雅行 菅原 俊幸 渡辺 秀雄 守屋 弘子 外山

比南子: Fusion画像 重 線 局所肺傷害 定量的評価 関 研究 2004 放射線医学総合研究所

重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 (HIMAC-106) 15-16 2005

Gradient EなHO法 ちいたMRI よる病変組織の鑑別

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．神立 進 岸本 理和 小松 秀平 柳 剛 溝江 純悦 辻井 博彦: Gradient ECHO法 い MRI

病変組織 鑑別 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 21-22 2005

      

も口頭発表]

 1．神立 進 岸本 理和 小松 秀平 柳 剛 溝江 純悦 辻井 博彦: Gradient ECHO法 い MRI

病変組織 鑑別 平成16年度HIMAC共同利用研究成果発表会 千葉市 2005.04

    

が の機能診断法 関するPETの応用研究

も ー発表]

 1．吉川 京燦: PET 用い 診断 予後判定 第1期中期計画成果発表会 東京都 2006.03

    

肝癌の重粒子線治療 おける最適照射範囲設定のた の精密診断法 関する研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．加藤 博敏 辻井 博彦 溝江 純悦 神立 進 江澤 英史 岸本 理和 蓑原 伸一 大藤 正雄: 肝

癌 重粒子線治療 最適照射範囲設定 精密診断法 関 研究 放射線医学総合研究所重粒

子線 治療装置等共同利用研究報告書 (HIMAC-106) 3-4 2005

    

眼窩原発悪性黒色腫のな-11 ンPET よる画像診断 治療効果判定法の研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．吉川 京燦 田村 克巳 石川 博之 佐合 賢治 松野 典代 神立 進 柳 剛 辻 比呂志 鈴木

和年 辻井 博彦: 眼窩原発悪性黒色腫 C-11 PET 画像診断 治療効果判定法 研究 放射

線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 17-18 2005

      

も口頭発表]

 1．吉川 京燦 田村 克巳 石川 博之 佐合 賢治 松野 典代 神立 進 柳 剛 辻 比呂志 鈴木

和年 辻井 博彦: 眼窩原発悪性黒色腫 C-11 PET 画像診断 治療効果判定法 研究 平成

16年度 共同利用研究成果発表会 千葉市 2005.04

    

も重粒子線 於けるPULな(Probabiんitア of Uncompんicated Locaん なontroん（の有用性 関する研究]

も口頭発表]

 1．溝江 純悦 長谷川 安都佐 柳 剛 高木 亮 金井 達明 辻井 博彦 朝倉 裕史*: 重粒子線 於

PULC 有用性 関 研究 平成16年度HIMAC共同利用研究成果発表会 千葉市 2005.04

    



ごすだずご

重粒子線 於けるQuaんitア of Life (QOL（調査 関する研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．今井 礼子* 鎌田 正 辻井 博彦: 重粒子線 Quality of life(QOL)調査 関 研究 放射線医学

総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 9-10 2005

      

も口頭発表]

 1．今井 礼子* 鎌田 正: 重粒子 於 Quality of Life(QOL)調査 関 研究 平成16年度HIMAC共同利

用研究成果発表会 千葉市 2005.04

    

重粒子線治療 おける腫瘍の反応 免疫機能 関する研究

も口頭発表]

 1．大坂 康博* 溝江 純悦 柳 剛 長谷川 安都佐 高木 亮 辻井 博彦: 重粒子線治療 腫瘍

反応 免疫機能 関 研究 平成16年度HIMAC共同利用研究成果発表会 千葉市 2005.04

    

重粒子線治療 おける正常組織障害の定量的評価の試み

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．山田 滋 安田 茂雄 北林 宏之 鎌田 正 安藤 興一: 重粒子線治療 正常組織障害 定量的

評価 試 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 (HIMAC-106) 13-14

2005

    

重粒子線治療 おける肺癌腫瘍の至適分割法の研究:低酸素下加速分裂細胞の放射線感受性 血管誘導および低

酸素関連遺伝子発現 い

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．宮本 忠昭 石井 幸子 馬場 雅行 菅原 俊幸 古野 亜紀 三枝 公美子 今井 高志: 重粒子線治

療 肺癌腫瘍 至適分割法 研究 低酸素下加速分裂細胞 放射線感受性 血管誘導 び低酸素関

連遺伝子発現 い  2004放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 (HIMAC-

106) 52-53 2005

重粒子線照射後の各種サ ンの動態 関する研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．山田 滋 山田 泰寿 加藤 博敏 鎌田 正 安藤 興一: 重粒子線照射 各種 動

態 関 研究 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 (HIMAC-106)11-12

2005

    

小型肺癌 対する炭素線の超短期照射法 おける照射技術の開発 治療効果の評価 関する研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．馬場 雅行 宮本 忠昭 菅原 俊幸 矢代 智康 佐方 周防 大和田 英美 吉川 京燦 岸本 理和 溝

江 純悦 江澤 英史 蓑原 伸一 松本 徹: 小型肺癌 対 炭素線 超短期照射法 照射技術

開発 治療効果 評価 関 研究 2004 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報

告書 (HIMAC-106) 7-8 2005



ごすだせご

前立腺癌 おける直腸 尿道反応 対するにVH解析

も口頭発表]

 1．柳 剛 辻 比呂志 鎌田 正 辻井 博彦: 前立腺癌 直腸 尿道反応 対 DVH解析 平成16

年度HIMAC共同利用研究成果発表会 千葉市 2005.04

    

前立腺癌の高速撮影法SENSE(sensitivitア encoding（ 用いた拡散強調画像

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．岸本 理和 小畠 隆行 花岡 昇平 小松 秀平 神立 進 辻 比呂志 辻井 博彦: 前立腺癌 高速

撮影法SENSE(sensitivity encoding) 用い 拡散強調画像 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共

同利用研究報告書 25-26 2005

      

も口頭発表]

 1．岸本 理和 小畠 隆行 小松 秀平 神立 進 辻 比呂志 辻井 博彦: 前立腺癌 ADC map・Vector 

map 有用性 第64回日本医学放射線学会学術集会 横浜市 2005.04

 2．岸本 理和 小畠 隆行 花岡 昇平 小松 秀平 神立 進 辻 比呂志 辻井 博彦: 前立腺癌 高速

撮影法SENSE(sensitivity encoding) 用い 拡散強調画像 平成16年度HIMAC共同利用研究成果発表会 千葉

市 2005.04

    

頭頸部腫瘍 おけるPET-なT-MRI/MRS画像の有用性の検討

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．古賀 雅久 佐合 賢治 吉川 京燦 溝江 純悦: 頭頚部・脳腫瘍 PET-CT-MRI/MRS画像 有用

性 検討 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 33-34 2005

      

も口頭発表]

 1．古賀 雅久 佐合 賢治 吉川 京燦 溝江 純悦: 頭頚部・脳腫瘍 PET-CT-MRI/MRS画像 有用

性 検討 平成16年度HIMAMC共同利用研究成果発表会 千葉市 2005.04

      

も ー発表]

 1．佐合 賢治 吉川 京燦 石川 博之 古賀 雅久 田村 克巳 溝江 純悦 神立 進 棚田 修二 辻

井 博彦 佐々木 康人: 頭頸部領域 PET/CT画像 PET-MRI重 合わ 画像 有用性 検討 第64

回日本医学放射線学会学術集会 横浜市 2005.04

生物

にNと障害部位認識抗体 用いた重粒子線誘発にNと切断部位の可視化

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．柏倉 幾郎 阿部 由直 笠井 清美: 巨核球・血小板造血 重粒子線 作用 放射線医学総

合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 NIRS-M-180(HIMAC-106) 100-101 2005

 2．笠井 清美 辻田 瑛那: DNA障害部位認識抗体 用い 重粒子線誘発DNA切断部位 可視化 放射線医学

総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 NIRS-M-180(HIMAC-106) 120-121 2005

にiferentiaん Gene Expression Induced bア High LET なharged Particんes in Normaん Human Fibrobんasts

も原著論文]

 1．Ling-hao Ding*, Masato Shingyoji*, Kiyomi Eguchi-Kasai, David J. Chen*, et.al: Gene Expression Changes in 

Normal Human Skin Fibroblasts Induced by HZE-Particle Radiation, Radiation Research, 164(4), 523-526, 2005

      



ごすだぜご

も口頭発表]

 1．Masato Shingyoji*, Kiyomi Eguchi-Kasai, David J. Chen*, et.al: Gene Expression Changes of Normal Human 

Skin Fibroblasts Induced, 3rd International Workshop on Sapce Radiation Research, New York, 2004.05

    

HPRT欠損突然変異高感度検出系 用いた突然変異 のLET依存性解明

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．田内 広* 岩田 佳之 松本 英悟 古澤 佳也 笠井 清美 他: HPRT欠損突然変異高感度検出系

用い 突然変異 LET依存性解明 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研

究報告書 NIRS-M-180(HIMAC-106) 104-105 2005

    

Studア of にamages of にNと Loaded with High-め とtoms bア とtomic Ions (B4」2（

も原著論文]

 1．Noriko Usami*, Yoshiya Furusawa, Katsumi Kobayashi*, et.al: Fast He2+ Ion Irradiation of DNA Loaded 

With Platinum-Containing Molecules, International Journal of Radiation Biology, 81(7), 515-522, 2005

ー 近傍の重粒子 ン 用いた ン特異的 ＮＡ損傷の誘発 修復 (B413（

も原著論文]

 1．Teruaki Konishi*, Akihiro Takeyasu*, Nakahiro Yasuda, Toshiyuki Natsume, Hiroshi Nakajima*, Kenichi 

Matsumoto*, Yukio Satou, Yoshiya Furusawa, Kotaro Hieda*: Number of Fe Ion Traversals Through a Cell 

Nucleus for Mammalian Cell Inactivation Near the Bragg Peak, Journal of Radiation Research, 46(4), 415-424, 

2005

 2．Teruaki Konishi*, Akihiro Takeyasu*, Nakahiro Yasuda, Sachi Ishizawa*, Hiroshi Nakajima*, Takayuki 

Fujisaki*, Yoshiya Furusawa, Yukio Satou, Kotaro Hieda*: Irradiation system of ions (H-Xe) for biological 

studies near the Bragg peak, Review of Scientific Instruments, 76(114302), 1-6, 2005

      

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．小西 輝昭* 夏目 敏之 安田 仲宏 佐藤 幸夫 古澤 佳也 檜枝 光太郎*: Bragg ー 近傍 重粒

子 用い 特異的 損傷 誘発 修復 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利

用研究報告書 2005 108-110 2006

    

サ の増殖・分化 対する重粒子線の影響

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．廣部 知久 笠井 清美 村上 正弘 国府田 法江 辻田 瑛那: 増殖・分化 対 重

粒子線 影響 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 NIRS-M-180(HIMAC-

106) 63-64 2005

精子形成細胞 おける粒子線の影響 関する研究

も口頭発表]

 1．王 冰 村上 正弘 笠井 清美 野島 久美恵 藤田 和子 尚 奕 田中 薫 早田 勇: 精子

形成細胞 粒子線 影響 関 研究 (1) HIMAC共同利用研究成果発表会 千葉 2005.04

    



ごすだそご

重粒子線 よる胸腺 ン 腫の発生 その の分子生物学的研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．柿沼 志津子 尚 奕 西村 渡辺 健一 今岡 達彦 野島 久美恵 田中 泉 石原 弘 島

田 義也: 重粒子 胸腺 腫 発症 分子生物学的研究 放射線医学総合研究所

重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 87-89 2005

      

も口頭発表]

 1．柿沼 志津子 尚 奕 西村 渡辺 健一 今岡 達彦 野島 久美恵 田中 泉 石原 弘 島

田 義也: 重粒子 胸腺 腫 発症 分子生物学的研究 重粒子線 治療装置

等共同利用研究成果発表会 千葉 2005.04

    

重粒子線 よる細胞死の分子機構 重粒子線治療の有効 分割照射法 関する放射線生物学的研究

も口頭発表]

 1．高橋 健夫 長谷川 正俊 扶川 武志 古田 雅也 桜井 英幸 古澤 佳也 安藤 興一 中野 隆史

: 放射線感受性腫瘍 対 重粒子線 抗癌剤 併用効果 関 検討 第44回日本医学放射線学会生物部

会 東京 2005.07

 2. 高橋 健夫 長谷川 正俊 扶川 武志 古田 雅也 桜井 英幸 古澤 佳也 安藤 興一 中野 隆史

: 放射線異感受性腫瘍 対 重粒子線 抗癌剤 併用効果 関 検討 日本放射線腫瘍学会第18回学術

大会 川越 2005.11

      

も ー発表]

 1．Takeo Takahashi, Masatoshi Hasegawa, Takeshi Fukawa, Masaya Furuta, Hideyuki Sakurai, Yoshiya Furusawa, 

Koichi Ando, Takashi Nakano: Interaction of high-LET heavy ion irradiation and etoposide on two cell lines 

with different radiosensitivities and different p53 status in vitro, ECCO 13, Paris, 2005.10

    

重粒子線 よる乳癌発生 関する研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．Tatsuhiko Imaoka, Mayumi Nishimura, Yasushi Ohmachi, Shizuko Kakinuma, Yoshiya Shimada: Heavy Ion-

Induced Mammary Carcinogenesis, 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書, 81-

83, 2005

      

も口頭発表]

 1．今岡 達彦 西村 大町 康 柿沼 志津子 島田 義也: 重粒子線 乳癌発生 関 研究

重粒子線 治療装置等共同利用研究成果発表会 千葉 2005.04

重粒子線治療の最適化のた の生物学研究-I正常組織障害 (B247（

も口頭発表]

 1．渡邉 雅彦 高井 伸彦 安藤 興一 鵜澤 玲子 扶川 武志 他: DNA合成能 指標 腸管放

射線障害 防護薬剤効果 定量評価 第44回日医放生物部会 東京 2005.07

 2．渡邉 雅彦 高井 伸彦 安藤 興一 鵜澤 玲子 扶川 武志 他: [2-14C]thymidine 腸管放射

線障害 び薬剤防護効果 定量評価 日本薬学会第126年会 仙台 2006.03

      

も ー発表]

 1．渡邉 雅彦 高井 伸彦 安藤 興一 鵜澤 玲子 扶川 武志 他: DNA合成能 指標 腸管放

射線障害 び防護薬剤効果 定量評価 日本放射線影響学会第48回大会 広島 2005.11
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 2．物部 真奈美 鵜澤 玲子 安藤 興一 他: 放射線 骨髄死 び腸障害 対

効果 日本放射線影響学会第48回大会 広島市 2005.11

    

放射線感受性正常組織 おける重粒子線照射後細胞死 回復の実験的検討

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．長谷川 正俊 中野 隆史* 桜井 英幸* 鈴木 義行* 石川 仁 今井 礼子 大野 達也 加藤 真吾

野島 久美恵: 放射線感受性正常組織 重粒子線照射後 細胞死 回復 実験的検討 2004 放射線

医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 (HIMAC-106) 71-72 2005

膵癌 対する重粒子線照射 化学療法の併用 関する研究

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．山田 滋 北林 宏之 古澤 佳也 安藤 興一: 消化器癌 対 重粒子線照射 化学療法 併用 関

研究 放射線医学総合研究所重粒子線 治療装置等共同利用研究報告書 (HIMAC-106) 146-147 2005

物理・工学

なR39 写真乾板 用いた 飛跡検出器の開発

も口頭発表]

 1．久下 謙一 遠藤 雄輔 安田 仲宏 他: 金沈着現像 用い 生 い金微粒子

放射線飛跡 第20回固体飛関検出器研究会 2005.02

Radiaん siィe and chemicaん structure of nucんear tracをs in poんアmers

も原著論文]

 1．Nakahiro Yasuda, Teruaki Konishi*, Kenichi Matsumoto, Tomoya Yamauchi, Taku Asuka, Yoshiya Furusawa, 

Yukio Satou, Keiji Oda, Yuuko Tawara*, Kotaro Hieda*: Dose distribution of carbon ions in air assessed using 

the imaging plates and ionization chamber, Radiation Measurements, 40, 384-388, 2005

      

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．阿須賀 拓 山内 知也 小田 啓二 安田 仲宏: CR-39検出器中重 径方向 評価 神

戸大学海事科学部紀要 (2) 179-184 2005

Research on bioんogicaん effects of radioactive ion beam

も原著論文]

 1．Qiang Li, Yoshiya Furusawa, Mitsutaka Kanazawa, Tatsuaki Kanai, Atsushi Kitagawa, Mizuho Aoki, Eriko 

Urakabe, Takehiro Tomitani, Shinji Satou, Mitsuo Yoshimoto, Wei Zenkyuan*: Enhanced efficiency in cell 

killing at the penetration depths around the Bragg peak of a radioactive 9C-ion beam, International Journal of 

Radiation Oncology Biology Physics, 63(4), 1237-1244, 2005

    

過熱液滴型検出器の重 ン 対する応答 その応用

も原著論文]

 1．Mala Das, Nakahiro Yasuda, Teruko Sawamura, et.al: Threshold temperatures of heavy ion-induced nucleation 

in superheated emulsions, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, 543, 570-576, 2005
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固体飛跡検出器なR-39 用いたFe核同位体弁別実験

も口頭発表]

 1．小平 聡 安田 仲宏 他: 銀河宇宙線中 超鉄核成分 観測 向 固体飛跡検出器 検討 第20回固

体飛関検出器研究会 東大阪市 2005.02

    

高 ー重 ン飛跡記録用高感度泡検出器の開発

も原著論文]

 1．Shi-Lun Guo*, Tadayoshi Doke, Nakahiro Yasuda, Takeshi Murakami, et.al: Comparison between theoretical 

model and experimental calibrations and its inference for track formation in bubble detectors, Radiation 

Measurements, 40, 229-233, 2005

    

高分子材料中重 ン 沿 た損傷分布

も口頭発表]

 1．阿須賀 拓 山内 知也 安田 仲宏 小田 啓二 他: CR-39検出器中重 径方向

評価 第20回固体飛関検出器研究会 東大阪市 2005.02

    

重粒子線治療照射法 関する総合的研究

も原著論文]

 1．Ryosuke Kohno, Nakahiro Yasuda, Keiko Ochiai, Tatsuaki Kanai, Naruhiro Matsufuji, et.al: Measurements of 

dose-averaged linear energy transfer distributions in water using CR-39 plastic nuclear track detector for 

therapeutic carbon ion beams, Japanese Journal of Applied Physics, 44(12), 8722-8726, 2005

放射線 関する サ ン 研究

分子 ー ン 研究

精神・神経疾患 ー ン 研究

も原著論文]

 1．Hiroshi Ito, Kentaro Inoue*, Ryoi Goto*, Shigeo Kinomura*, Yasuyuki Taki*, Ken Okada*, Kazunori Sato*, 

Tachio Sato*, Iwao Kanno*, Hiroshi Fukuda*: Database of normal human cerebral blood flow measured by 

SPECT: I. Comparison between I-123-IMP, Tc-99m-HMPAO, and Tc-99m-ECD as referred with O-15 labeled 

water PET and voxel-based morphometry, Annals of Nuclear Medicine, 20(2), 131-138, 2006

 2．Y. Yamada*, Kentaro Kogure*, Kaori Inoue, Hidetaka Akita, Fumi Nagatsugi, Shigeki Sasaki*, Tetsuya Suhara, 

Hideyoshi Harashima, et.al: Development of efficient packaging method of oligodeoxynucleotides by a 

condensed nano particle in lipid envelope structure, Biological and Pharmaceutical Bulletin , 28(10), 1939-

1942, 2005

 3．Motoki Inaji, Takashi Okauchi, Kiyoshi Andou, Jun Maeda, Yuji Nagai, Takahito Yoshizaki*, Hideyuki 

Okano*, Tadashi Nariai, Kikuo Ono*, Shigeru Obayashi, Makoto Higuchi, Tetsuya Suhara: Correlation between 

quantiative imaging and behavior in unilaterally 6-OHDA-lesioned rats., Brain Research, 1064, 136-145, 2005

 4．Motoki Inaji, Takahito Yoshizaki*, Takashi Okauchi, Jun Maeda, Yuji Nagai, Hideyuki Okano*, Tadashi 

Nariai*, Kikuo Ono*, Kiyoshi Andou, Shigeru Obayashi, Tetsuya Suhara: In vivo PET measurements with 

[11C]PE2I to evaluate fetal mesencephalic transplantations to unilateral 6-OHDA-lesioned rats, Cell 

Transplantation, 14, 655-663, 2005

 5. Yota Fujimura, Youko Ikoma, Fumihiko Yasuno, Tetsuya Suhara, Miho Ota, Ryohei Matsumoto, Syoko Nozaki, 

Akihiro Takano, Jun Kosaka, Ming-Rong Zhang, Ryuji Nakao, Kazutoshi Suzuki, Nobumasa Kato*, Hiroshi 

Ito: Quantitative analyses of [18F]-FEDAA1106 binding to peripheral benzodiazepine receptors in living human 
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brain, Journal of Nuclear Medicine, 47(1), 43-50, 2006

 6．Yonju Ri, Jun Maeda, Hiroyuki Kusuhara, Takashi Okauchi, Motoki Inaji, Yuji Nagai, Shigeru Obayashi, Ryuji 

Nakao, Kazutoshi Suzuki, Yuichi Sugiyama*, Tetsuya Suhara: In vivo evaluation of P-glycoprotein function at 

the blood-brain barrier in nonhuman primates using [11C]verapamil, Journal of Pharmacology and Experimental 

Therapeutics, 316(2), 647-653, 2006

 7．Hin Ki, Jun Maeda, Makoto Higuchi, Kaori Inoue, Hidetaka Akita, Hideyoshi Harashima, Tetsuya Suhara: 

Pharmacokinetics and brain uptake of lactoferrin in rats, Life Sciences, 78, 851-855, 2006

 8. Hidehiko Takahashi, Akihiro Takano, Kunihiko Asai*, Tetsuya Suhara, Yoshiro Okubo, et.al: Effects of 

dopaminergic and serotonergic manipulation on emotional processing : a pharmacological fMRI study, 

NeuroImage, 27, 991-1001, 2005

 9．Akihiro Takano, Tetsuya Suhara, Ichiro Kusumi*, Yoshihito Takahashi*, Yoshiyuki Asai, Fumihiko Yasuno*, 

Tetsuya Ichimiya*, Makoto Inoue*, Yasuhiko Sudo*, Tsukasa Koyama*: Time course of dopamine D2 receptor 

occupancy by clozapine with medium and high plasma concentrations, Progress in Neuro-Psychopharmacology 

& Biological Psychiatry, 30, 75-81, 2006

10．Akihiro Takano, Tetsuya Suhara, Fumihiko Yasuno, Kazutoshi Suzuki, Hidehiko Takahashi, Takuya Morimoto, 

Yonju Ri, Hiroyuki Kusuhara, Yuichi Sugiyama*, Yoshiro Okubo: The antipsychotic sultopride is overdosed: a 

PET study of drug-induced receptor occupancy in comparison with sulpiride, The International Journal of 

Neuropsychopharmacology, 9, 1-7, 2005

も ー ン ]

 1．伊藤 浩: 脳血流 び脳腫瘍SPECT定量化 ー 核医学 42(3) 270-270 2005

 

も資料・研究・技術・調査報告]

 1．森本 卓哉 伊藤 浩 高野 晶寛 前田 純 生駒 洋子 須原 哲也: PET 用い 血液脳関門

薬物排出 ー ーP糖蛋白 機能解析 精神薬療研究年報 38 28-34 2006

 2．一宮 哲哉 大久保 善朗* 荒川 亮介 奥村 正紀 舘野 周 伊藤 敬雄* 斉藤 卓弥* 高野 晶寛

伊藤 浩 須原 哲也: 抗う 薬 び ー ー占有率 関

PET研究 精神薬療研究年報 38 35-39 2006

      

も総説]

 1．高橋 英彦 須原 哲也: 分子 ー 精神疾患 病態 治療 神経研究 進歩 49(6)949-957

2005

 2．徳永 正希 須原 哲也: CT(PET) ー病 ー 病 関 分子 情

報 得 化学 教育 53(12) 690-693 2005

 3．大久保 善朗 須原 哲也: 脳 ー 抗精神病薬 薬効評価 Human Science 16(2) 22-25

2005

 4．福田 寛* 篠遠 仁* 須原 哲也: 脳機能 分子 ー 臨床放射線 50(3) 375-382 2005

 5．高橋 英彦 須原 哲也: 研究 役立 高次脳機能 ー 分子精神医学 5(3) 48-52

2005

 6．舘野 周 大久保 善朗 須原 哲也: 双極性障害 最近 脳画像研究 精神科治療学 20(12) 1263-1271

2005

 7．松本 良平 須原 哲也: PET 生体内発現 評価 日本神経精神薬理学雑誌 25 137-141

2005

 8．前田 純 樋口 真人 須原 哲也: 末梢型 受容体PET 用い 細胞

ー 日本神経精神薬理学雑誌 26(1) 33-39 2006

 9．須原 哲也 森本 卓哉: 向精神薬 臨床試験 PET 有用性 精神神経学雑誌 107(7) 704-711

2005

10．荒川 亮介 伊藤 浩 高野 晶寛 森本 卓哉 高橋 英彦 須原 哲也: ー ー 治療 向
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脳機能画像 遺伝多型 評価 精神科 7(5) 413-417 2005

11．Makoto Higuchi, Tetsuya Suhara: Aggregating interests in aggregates: mechanistic, diagnostic and therapeutic 

implications of brain amyloidosis in neurodegenerative disorders among the elderly, Psychogeriatrics, 5(4), 117-

121, 2005

12．黒田 裕子 須原 哲也: PET 精神疾患 研究 最新医学 60 994-999 2005

も 発表・ 報道]

 1．須原 哲也: 抗精神病薬 最適服用量 PET用い決定 2006

 

も口頭発表]

 1．須原 哲也: 受容体 ー 見 統合失調症 病態 治療 第5回先端医科学 ー 研究会

群馬 2005.04

 2．Akihiro Takano, Tetsuya Suhara, Fumihiko Yasuno, Kazutoshi Suzuki, Hidehiko Takahashi, Takuya Morimoto, 

Yonju Ri, Hiroyuki Kusuhara, Yoshiro Okubo, et.al: Application of receptor occupancy for the re-evaluation of 

clinical dose, X Turku PET Symposium, Turku, 2005.05

 3．Motoki Inaji*, Takahito Yoshizaki*, Takashi Okauchi, Jun Maeda, Kiyoshi Andou, Shigeru Obayashi, Hideyuki 

Okano*, Tadashi Nariai*, Tetsuya Suhara, Kikuo Ono*: PET evaluation of fetal transplantation to 6-OHDA 

rats, Neuroscience2005, 横浜, 2005.07

 4．Kiyoshi Andou, Jun Maeda, Tetsuya Suhara, et.al: Nueroprotective action of single dose deprenyl against 

MPTP-induced parkinsonism in common marmosets, 第35回日本神経精神薬 理学会, 大阪, 2005.07

 5．伊藤 浩: 夜 学校―解析・物理 脳PET ー ー 化 推進～ 預金 無尽講 ～ 酸素15脳

ー ー 精鋭弱小無尽講 PET ー ー2005 in 霧島 鹿児島 2005.08

 6．Hin Ki, Jun Maeda, Motoki Inaji*, Makoto Higuchi, Tetsuya Suhara: Distinct glial responses in drug- and 

trauma-induced neurodegeneration, 2005 JSSX-ISSX合同学会, , 2005.10

 7．Motoki Inaji*, Tadashi Nariai*, Kiyoshi Andou, Jun Maeda, Hideyuki Okano*, Tetsuya Suhara, Kikuo Ono*: 

PET Measurement of Fetal Nigral Transplantation in Hemi-Parkinson Model Rat, Congress of Neurological 

Surgeons 55th annual meeting, Boston, 2005.10

 8．Yuji Nagai, Shigeru Obayashi, Tatsuya Kikuchi, Toshiaki Irie, Tetsuya Suhara: Measurement of acetylcholinest-

erase activity in parkinsonian monkeys using PET with [11C]MP4P, Society for Neuroscience 35th Annual 

Meeting, Washington, 2005.11

 9．Shigeru Obayashi, Ryohei Matsumoto, Tetsuya Suhara, Yuji Nagai, Atsushi Iriki*, Jun Maeda: Involvement of 

the fronto-cerebellar circuit in abstract operation for monkeys, Society for Neurosicence 35th Annual Meeting, 

Washington, 2005.11

10．森本 卓哉 伊藤 浩 関 千江 生駒 洋子 高野 晶寛 高橋 英彦 安藤 智道 谷本 克之 安藤

彰* 大野 優* 白石 貴博* 須原 哲也: Dynamic 2D収集 [11C]DASB OS-EM法 FBP法 比

較 第45回日本核医学会総会 東京 2005.11

11．藤村 洋太 生駒 洋子 安野 史彦 太田 深秀 松本 良平 小坂 淳 野崎 昭子 高野 晶寛 須

原 哲也 伊藤 浩: [18F]FE-DAA1106 用い 末梢性 受容体 定量評価法 検討 第45

回日本核医学会総会 東京 2005.11

12．高野 晶寛 須原 哲也 鈴木 和年 高橋 英彦 森本 卓哉 生駒 洋子 伊藤 浩: 受容体占有率

抗精神病薬 臨床用量 再評価 第45回日本核医学会総会 東京 2005.11

13．稲次 基希*安東 潔 前田 純 樋口 真人 須原 哲也 岡野 栄之*成相 直*大野 喜久郎*: ー

動物 脳機能 ー 第17回神経損傷 基礎 東京 2005.12

14．森本 卓哉 伊藤 浩 高野 晶寛 前田 純 生駒 洋子 須原 哲也: PET 用い 血液脳関門

薬物排出 ー ーP糖蛋白 機能解析 第38回精神神経系薬物治療研究報告会 大阪 2005.12

15．大久保 善朗 一宮 哲哉 荒川 亮介 奥村 正紀 舘野 周 斉藤 卓弥*伊藤 敬雄*高野 晶寛 伊

藤 浩 須原 哲也 他: 抗う 薬 び ー ー占有率

関 PET研究 第38回精神神経系薬物治療研究報告会 大阪 2005.12
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16．須原 哲也: 分子 ー 見 精神疾患 病態 治療 第一期中期計画成果発表会 東京 2006.03

17．杉山 雄一* 井戸 達雄* 鈴木 正昭* 藤林 康久* 須原 哲也 塚田 秀夫* 西村 伸太郎*: 分子

ー 研究 将来展望-創薬・疾患診断 革新 目指 分子 ー

研究 2006 東京 2006.03

      

も ー発表]

 1．Yuko Kuroda, Nobutaka Motohashi*, Shigeo Ito, Akihiro Takano, Hidenori Atsuta*, Tomo Terada*, Tetsuya 

Suhara, Touru Nishikawa*: rTMS failed to change [11C]raclopride binding in depressed patinets, 8th world 

congress of biological psychiatry, Vienna, 2005.06

 2. Motoki Inaji*, Takahito Yoshizaki*, Kiyoshi Andou, Takashi Okauchi, Jun Maeda, Shigeru Obayashi, Tetsuya 

Suhara, Hideyuki Okano*, Tadashi Nariai*, Kikuo Ono*: Serial and simultaneous PET measurement of fetal 

nigral transplantation in hemi-Parkinson model rats with [11C]PE2I and [11C]raclopride, Brain '05 & 

BrainPET'05, Amsterdam, 2005.06

 3．黒田 裕子 本橋 伸高* 伊藤 滋朗 高野 晶寛 熱田 英範* 寺田 倫* 須原 哲也 西川 徹*

他: う 病 対 反復性経頭蓋磁気刺激療法 有用性 作用機序 ー 関連 第27回日本生

物学的精神医学会・第35回日本神経精神薬理学会 大阪 2005.07

 4．仙波 純一 和久田 真紀* 須原 哲也: 慢性phencyclidine投与 新生仔海馬BDNF低下 対

抗精神病薬 拮抗 い 第27回日本生物学的精神医学会・第35回日本神経精神薬理学会 大阪 2005.07

 5．Shigeru Obayashi, Yuji Nagai, Tetsuya Suhara, Takashi Okauchi, Jun Maeda, Motoki Inaji*: Lateral prefrontal 

activity of monkey brain during visuo-motor task depending on reward magnitudes, 第28回日本神経科学大会, 

横浜, 2005.07

 6．稲次 基希* 吉崎 崇仁* 前田 純 岡内 隆 大林 茂 須原 哲也 岡野 栄之* 成相 直* 大野

喜久郎*: 6-OHDA 対 胎仔脳移植 PET評価 第28回日本神経科学大会 横浜 2005.07

 7．Youko Ikoma, Hiroshi Ito, Taiga Yamaya, Keishi Kitamura, Akihiro Takano, Hinako Toyama, Tetsuya Suhara: 

Evaluation of error on parameter estimates in the quantitative analysis of receptor studies with positron 

emission tomography, IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Puerto Rico, 2005.10

 8. 稲次 基希* 吉崎 崇仁* 須原 哲也 岡野 栄之* 成相 直* 大野 喜久郎*: 移植再生治療

PET microdialysis Neurotransmission in vivo評価 第64回日本脳神経外科学会総会 横浜 2005.10

 9．Kiyoshi Andou, Jun Maeda, Motoki Inaji*, Eisuke Haneda, Tetsuya Suhara, Hajime Ishii*, Yoshikuni Tanioka*: 

Neurobehavioral protection of single dose deprenly against MPTP toxicity in marmosets, Society for 

Neuroscience 35th Annual Meeting, Washington, 2005.11

10．関 千江 生駒 洋子 伊藤 浩 高野 晶寛 森本 卓哉 須原 哲也: 11C-verapamil脳内動態解析

入力関数 鈍 時間軸 関 検討 第45回日本核医学会総会 東京 2005.11

11．生駒 洋子 伊藤 浩 山谷 泰賀 北村 圭司 高野 晶寛 外山 比南子 須原 哲也: PET動態解析

定量 ー 推定精度評価法 検討 第45回日本核医学会総会 東京 2005.11

      

も講義・講演]

 1．須原 哲也: CT 脳内抗精神病薬 定量評価 学術講演会 東京 2005.06

 2．Tetsuya Suhara: Molecular Imaging of mental disorders and psychotropic drug action, Riken Brain Science 

Institute Summer program 2005, 和光, 2005.07

 3．須原 哲也: 機能 ー 第27回日本生物学的精神医学会・第35回日本神経精神薬理

学会合同年会 大阪 2005.07

 4．須原 哲也: 情動 分子 ー 生理学若手 ー ー 2005 情動・感情 生理学的理解 東京

2005.08

 5．須原 哲也: 分子 ー 薬 評価 第12回 薬 医療 大阪 2005.08

 6．伊藤 浩: PET・SPECT 脳循環代謝測定 第15回東北脳SPECT研究会 盛岡 2005.09

 7．須原 哲也: 統合失調症 ー 神経伝達 第9回神経伝達物質研究会 東京 2005.09

 8．須原 哲也: 神経伝達機能 ー -客観的 薬物評価 展開- 第21回 ・ ・
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ー ・ -脳機能画像研究会- 京都 2005.10

 9．須原 哲也: 分子 ー 現状 展望(1) 第2回Molecular Imaging研究会 東京 2005.11

10．須原 哲也: ー 神経伝達 分子 ー 第5回京滋神経変性疾患研究会 京都 2005.11

11．高橋 英彦 大久保 善朗*須原 哲也: 統合失調症 情動障害 神経基盤 脳機能画像 知見 第

回日本臨床神経生理学会・学術大会 福岡市 2005.11

12．須原 哲也: 情動 分子 ー 獨協医科大学第40回神経科学懇話会 ー 栃木 2005.11

13．須原 哲也: PET 向精神薬 評価 第26回日本臨床薬理学会 大分 2005.12

14．Tetsuya Suhara: Molecular imaging of drug targets, 第79回日本薬理学会年会, 横浜, 2006.03

    

分子 ー ・放射薬剤合成技術の研究開発

も原著論文]

 1．Ming-Rong Zhang*, Jun Maeda*, Takehito Ito*, Takashi Okauchi*, Masanao Ogawa*, Junko Noguchi*, 

Tetsuya Suhara, Christer Halldin*, Kazutoshi Suzuki: Synthesis and evaluation of N-(5-fluoro-2-phenoxyphenyl)-

N-(2-[18F]fluoromethoxy-d2-5-methoxybenzyl)acetamide:a deuterium-substituted radioligand for peripheral 

benzodiazepine receptor, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 13, 1811-1818, 2005

 2．Hideya Kawai*, Jun Toyohara, Yoshiharu Yonekura: Acquisition of resistance to antitumor alkylating agent 

ACNU: a possible target of positron emission tomography monitoring, Nuclear Medicine and Biology, 33, 29-

35, 2006

      

も口頭発表]

 1．熊田 勝志*張 明栄*鈴木 和年: 放射性塩素原子 用い 環 塩素原子導入法 第45回日本

核医学会総会 東京都 2005.11

      

も ー発表]

 1．菊池 達矢 岡村 敏充 張 明栄* 福士 清 大林 茂 永井 裕司 徳永 正希 鈴木 和年 須原

哲也 入江 俊章: 18 標識脳局所AChE ー ー 評価 第126年会日本薬学会 仙台 2006.03

 2．張 明栄* 古塚 賢士* 吉田 勇一郎* 鈴木 和年: [18F] 化効率 向上

:[18F]FEtBr/NaI及び[18F]FEtOTf 応用 第126年会日本薬学会 仙台 2006.03

 3．原田平 輝志 藤本 紀子* 岡内 隆 前田 純 須原 哲也 鈴木 和年 山本 文彦* 向 高弘* 前

田 稔*: 2 選択的 受容体放射性 開発－ 代替基 官能基 影

響－ 第126年会日本薬学会 仙台 2006.03

 4．原田平 輝志 竹内 美和子 岡内 隆 前田 純 須原 哲也 鈴木 和年 山本 文彦* 向 高弘*

前田 稔*: 結合部位 標的 受容体 ー 剤 開発－[11C]4-hydroxy-

2(1H)-quinolone誘導体 合成及び評価－ 第126年会日本薬学会 仙台 2006.03

 5．熊田 勝志* 張 明栄* 前田 純 網谷 美里 北條 順子* 須原 哲也 鈴木 和年: 新規末梢性

受容体 [11C]AC-5216 合成 評価 第126年会日本薬学会 仙台市 2006.03

 6. 網谷 美里 張 明栄* 北條 順子* 熊田 勝志* 伊藤 岳人* 高井 伸彦 鈴木 和年 細井 理恵*

井上 修*: 新規末梢性 受容体 [11C]AC-5216 用い 腫瘍内分布 い 検討

第126年会日本薬学会 仙台 2006.03

 7．北條 順子*張 明栄*鈴木 和年: 超高比放射能[11C] 用い In vitro receptor assay第

126年会日本薬学会 仙台 2006.03

も招待発表]

 1．Kazutoshi Suzuki: GMP PET Production unit including automation, ESRR'06, Lucca, 2006.03
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放射線安全・緊急被ばく医療研究

放射線安全研究

放射線安全・規制 ー 対応する環境放射線影響研究

も原著論文]

 1．Valery Ramzaev*, Hidenori Yonehara, Sahoo Sarata Kumar, Katsumi Kurotaki, Masafumi Uchiyama*, et.al: 

Gamma-dose rates from terrestrial and Chernobyl radionuclides inside and outside settlements in the Bryansk 

Region, Russia in 1996-2003, Journal of Environmental Radioactivity, 85, 205-227, 2006
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．職員の海外出張及び留学

期 間用 務出張先出張者氏名

月 日～ 月12日
たth ばなOどTE なonfれrれnりれ 出 席 及 びとNSTO(とustrよんiよn Nuりんれよr 

Sりiれnりれ よnる Tれりhnoんogア Orgよinィよtion訪問施設見学

ー
内田 滋夫

月 日～ 月12日
たth ばなOどTE なonfれrれnりれ 出 席 及 びとNSTO(とustrよんiよn Nuりんれよr 

Sりiれnりれ よnる Tれりhnoんogア Orgよinィよtion訪問施設見学

ー
田上 恵子

月 日～ 月12日
たth ばなOどTE なonfれrれnりれ 出 席 及 びとNSTO(とustrよんiよn Nuりんれよr 

Sりiれnりれ よnる Tれりhnoんogア Orgよinィよtion訪問施設見学

ー
中丸 康夫

月10日～ 月14日どusよn Eァhiらition よnる なonvれntion なれntれr い 打合せ実施韓国鈴木 敏和

月11日～ 月1ぞ日ばとEとごEMRとS Tritium/なご14 まorをing のroup 会合出席英国井上 義和

月14日～ 月1そ日低線量照射施設完成 利用 い まorをshop 出席韓国島田 義也

月1「日～ 月22日UなLと い 未認可 体内除染薬剤等 関す 使用方法 情報収集米国明石 真言

月1「日～ 月22日UなLと い 未認可 体内除染薬剤等 関す 使用方法 情報収集米国蜂谷

月1「日～ 月22日UなLと い 未認可 体内除染薬剤等 関す 使用方法 情報収集米国朴 相姫

月1そ日～ 月21日癌学会年次集会 出席・研究発表米国岡安 隆一

月22日～ 月2ぞ日
体外除去剤 び放射線防護剤 基礎及び臨

床適応 情報収集
台湾福田 俊

月2「日～ 月 日
北京大学物理学院 復旦大学放射線医学研究所訪問 共同研究 打合

せ及び委託業務 係わ 実験指導
中国卓 維海

月2「日～ 月2だ日放射線腫瘍学会 出席・研究発表辻井 博彦

月2「日～ 月2だ日放射線安全委員会(RとSSな（出席ー米原 英典

月 日～ 月 日ばとEと Eァpれrts Stれれring のroup Mれれting 出席兼松 伸幸

月 日～ 月 日核医学 関す 国際ワー 出席・研究発表棚田 修二

月 日～ 月10日
第 回世界脳腫瘍学会 出席・研究発表及び 北 放射線医

学・放射線治療研究懇談会 出席打合せ
英国溝江 純悦

月11日～ 月1だ日第10回国際皮膚癌学会 出席・研究発表ー廣部 知久

月12日～ 月1だ日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表米国石川 仁

月12日～ 月1た日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表米国辻 比呂志

月12日～ 月1だ日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表米国加藤 博敏

月12日～ 月1だ日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表米国大野 達也

月12日～ 月22日
200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表及び ー

大学訪問研究打合せ
米国熊田 雅之

月14日～ 月24日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表米国山中 信司

月14日～ 月23日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表米国三須 敏幸

月14日～ 月23日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席米国上杉 智教

月1「日～ 月23日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席米国野田 耕司

月1「日～ 月21日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席米国山本 和男

月1「日～ 月21日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表米国岩田 佳之

月1「日～ 月2「日
200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表及びMに とnるれrson 

なよnりれr なれntれr訪問・意見交換
米国深澤 篤

月1「日～ 月22日
200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表及びMに とnるれrson 

なよnりれr なれntれr訪問・意見交換
米国古川 卓司

月1「日～ 月22日
200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表及びMに とnるれrson 

なよnりれr なれntれr訪問・意見交換
米国上杉 健弘

月1「日～ 月2だ日
200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（及び 加速器運転ワー

(まとO0「（ 出席・研究発表
米国高田 栄一

月1そ日～ 月22日200「年粒子線加速器会議(Pとな0「（ 出席・研究発表米国岡本 宏己
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月1そ日～ 月20日
はよnアよng Univれrsitア 北京大学訪問 ばなRP新勧告 対す 保健物理学

会関連機関 打合せ
韓国 中国藤元 憲三

月1だ日～ 月23日
Jよpよn/US なよnりれr Thれrよpア Sアmposium Nれw はoriィon of Tよrgれt 

Trれよtmれnt in Rよるiよtion Onりoんogア 出席・研究発表
米国辻井 博彦

月21日～ 月 日
MよァごPんよnりを ばnstitut fur Kれrnphアsiを訪問研究打合せ Thれ ねirst まorをご

shop on Eんれりtrostよtiり Storよgれ にれviりれs 出席・研究発表
野田 章

月22日～ 月2た日まorをshop on とりりれんれrよtor Opれrよtion 200「 出席・研究発表米国濱野 毅

月22日～ 月2た日まorをshop on とりりれんれrよtor Opれrよtion 200「 出席・研究発表米国石川 剛弘

月23日～ 月2た日
OEなに/NEと なRPPは 放射線防護 関す 化学 関す 会合(EのばS（及び

放射線防護 関す 意見集約会合(EのなO（ 専門委員 し 出席
土居 雅広

月24日～ 月2「日大学 ばとEと協力 ー開所式出席 講演実施韓国佐々木康人

月2ぞ日～ 月 日
み Turをu PET Sアmposium 出席・研究発表及び 研究所

い 研究打合せ
高野 晶寛

月2ぞ日～ 月 日み Turをu PET Sアmposium 出席・研究発表鈴木 和年

月31日～ 月 日屋内環境 健康学会 出席・研究発表中国卓 維海

月31日～ 月 日2nる Mれれting of thれ EMRとS どiotよ まorをing のroup 出席ー土居 雅広

月 日～ 月31日
平成 年度原子力関係在外研究員派遣 どunるれswれhr ばnstitutれ 

of Rよるioらioんogア い 研究実施
中山 文明

月 日～ 月11日200「 ばntれrnよtionよん Oりれよnogrよphア なonfれrれnりれ 出席・研究発表大久保綾子

月 日～ 月11日国際原子力技術研修事業ー緊急時対応 ー 講師明石 真言

月 日～ 月12日
第23回脳循環代謝国際会議(どrよin'「（ 第 回国際どrよin'「 き どrよin 

PET '「 出席・研究発表
上村 幸司

月 日～ 月13日
第23回脳循環代謝国際会議(どrよin'「（ 第 回国際どrよin'「 き どrよin 

PET '「 出席・研究発表
伊藤 浩

月 日～ 月12日
第23回脳循環代謝国際会議(どrよin'「（ 第 回国際どrよin'「 き どrよin 

PET '「 出席・研究発表
佐藤 康一

月 日～ 月12日
第23回脳循環代謝国際会議(どrよin'「（ 第 回国際どrよin'「 き どrよin 

PET '「 出席・研究発表
田中 典子

月 日～ 月12日
調査 線量評価調査 関す ワー 出席・研究発

表

・
石川 徹夫

月 日～ 月12日
調査 線量評価調査 関す ワー 出席・研究発

表

・
床次 眞司

月11日～ 月1た日ー 学会第11回年会 出席・研究発表篠遠 仁

月11日～ 月1た日ー 学会第11回年会 出席・研究発表平野 茂樹

月12日～ 月1ぞ日ー 学会第11回年会 出席・研究発表入江 俊章

月12日～ 月20日
国立癌研究所 い 研究打合せ及び 10th まorをshop on はれよvア 

なhよrgれる Pよrtiりんれs in どioんogア よnる Mれるiりinれ 出席・研究発表
鎌田 正

月12日～ 月20日
国立癌研究所 い 研究打合せ及び 10th まorをshop on はれよvア 

なhよrgれる Pよrtiりんれs in どioんogア よnる Mれるiりinれ 出席・研究発表
馬場  雅行

月14日～ 月1だ日
10th まorをshop on はれよvア なhよrgれる Pよrtiりんれs in どioんogア よnる 

Mれるiりinれこ ばtよんiよ Oropよ(どiれんんよ（ 出席・研究発表
辻井 博彦

月14日～ 月20日
10th まorをshop on はれよvア なhよrgれる Pよrtiりんれs in どioんogア よnる 

Mれるiりinれこ ばtよんiよ Oropよ(どiれんんよ（ 出席・研究発表
新谷恵理子

月14日～ 月21日
10th まorをshop on はれよvア なhよrgれる Pよrtiりんれs in どioんogア よnる 

Mれるiりinれこ ばtよんiよ Oropよ(どiれんんよ（ 出席・研究発表
松藤 成弘

月1そ日～ 月2「日研究所 ー 大学 い 研究打合せ実施
英国

浦川 順治

月1ぞ日～ 月24日
米国核医学会(Soりiれtア of Nuりんれよr MれるiりinれちSNM（第「2回年次大会

出席
村山 秀雄

月1ぞ日～ 月24日米国核医学会第「2回年次大会 出席吉田 英治
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月1ぞ日～ 月24日米国核医学会第「2回年次大会 出席津田 倫明

月1ぞ日～ 月24日米国核医学会第「2回年次大会 出席・研究発表吉川 京燦

月1ぞ日～ 月24日米国核医学会第「2回年次大会 出席・研究発表石川 博之

月1ぞ日～ 月24日米国核医学会第「2回年次大会 出席・研究発表
どれhnよィ 

のouるよrィi

月1ぞ日～ 月2だ日
米国核医学会 出席及び 第1そ回国際放射性薬品化学

出席・研究発表
米国原田平輝志

月1ぞ日～ 月24日ー 財団主催 出席ー樋口 真

月1た日～ 月2「日
ばSとなと 33rる とnnuよん ばntれrnよtionよん なonfれrれnりれ よnる とnnuよん のれnれrよん 

Mれれting 出席及び現地ばT 企業訪問
ー石田 敦郎

月1た日～ 月2「日

米国核医学会第「2回年次大会 出席・教育講演実施及び米国核医学

会機関誌編集委員会 世界核医学会国際科学委員会参加 大学

い 研究打合せ実施

米国佐々木康人

月1た日～ 月24日米国核医学会第「2回年次大会 出席・研究発表棚田 修二

月1た日～ 月24日米国核医学会第「2回年次大会 出席・研究発表谷本 克之

月1だ日～ 月22日
とOのS 200「こ thれ とsiよ Oりれよniよ のれosりiれnりれs Soりiれtア's とnnuよん 

Mれれting 200「 出席・研究発表
ー内堀 幸夫

月1だ日～ 月2そ日第そ回放射線 工業計測 関す 国際会議 出席・研究発表白川 芳幸

月21日～ 月2そ日1だth なomputれr とssistれる Rよるioんogア よnる Surgれア 出席安藤 裕

月23日～ 月30日
1そ回国際放射性薬品化学 (1そth ばntれrnよtionよん 

Sアmposium on Rよるiophよrmよりれutiりよん なhれmistrア（ 出席・研究発表
米国菊池 達矢

月23日～ 月30日
1そ回国際放射性薬品化学 (1そth ばntれrnよtionよん 

Sアmposium on Rよるiophよrmよりれutiりよん なhれmistrア（ 出席・研究発表
米国岡村 敏充

月23日～ 月30日
1そ回国際放射性薬品化学 (1そth ばntれrnよtionよん 

Sアmposium on Rよるiophよrmよりれutiりよん なhれmistrア（ 出席・研究発表
米国鈴木 和年

月23日～ 月30日
1そ回国際放射性薬品化学 (1そth ばntれrnよtionよん 

Sアmposium on Rよるiophよrmよりれutiりよん なhれmistrア（ 出席・研究発表
米国中尾 隆士

月23日～ 月30日
1そ回国際放射性薬品化学 (1そth ばntれrnよtionよん 

Sアmposium on Rよるiophよrmよりれutiりよん なhれmistrア（ 出席・研究発表
米国福村 利光

月23日～ 月30日
1そ回国際放射性薬品化学 (1そth ばntれrnよtionよん 

Sアmposium on Rよるiophよrmよりれutiりよん なhれmistrア（ 出席・研究発表
米国張 明栄

月23日～ 月30日
1そ回国際放射性薬品化学 (1そth ばntれrnよtionよん 

Sアmposium on Rよるiophよrmよりれutiりよん なhれmistrア（ 出席・研究発表
米国北條 順子

月24日～ 月2だ日
Mれれting of thれ Soりiれtア for ねrれれ Rよるiりよん Rれsれよrりh(SねRR とsiよ（ 出

席・研究発表
中国安西 和紀

月2た日～ 月 日重 科学研究所 い 共同研究実施安藤 興一

月2た日～ 月12日重 科学研究所 い 共同研究実施松本 孔貴

月2た日～ 月12日重 科学研究所 い 共同研究実施高井 伸彦

月2た日～ 月12日重 科学研究所 い 共同研究実施渡邉 雅彦

月 日～ 月 日11th まorんる なonfれrれnりれ on Lung なよnりれr 出席・研究発表宮本 忠昭

月 日～ 月11日
ねuんんア Thrれれごにimれnsionよん ばmよgれ Rれりonstruりtion Mれれting on 

Rよるioんogア よnる Nuりんれよr Mれるiりinれ 出席・研究発表
米国山谷 泰賀

月 日～ 月 日中国科学院高能物理研究所 い 研究打合せ中国熊田 雅之

月 日～ 月12日
ばとEと会 合なonsuんtよnts' とるviりれ on "Prれsりriらingこ Rれりorるing よnる 

Rれporting Proton どれよm Thれrよpア"出席
ー辻井 博彦

月 日～ 月13日
ばとEと会 合なonsuんtよnts' とるviりれ on "Prれsりriらingこ Rれりorるing よnる 

Rれporting Proton どれよm Thれrよpア"出席
ー辻 比呂志

月 日～ 月1そ日
ばとEと会 合なonsuんtよnts' とるviりれ on "Prれsりriらingこ Rれりorるing よnる 

Rれporting Proton どれよm Thれrよpア"出席
ー立崎 英夫
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月 日～ 月14日
ばとEと会 合なonsuんtよnts' とるviりれ on "Prれsりriらingこ Rれりorるing よnる 

Rれporting Proton どれよm Thれrよpア"出席
ー兼松 伸幸

月11日～ 月1ぞ日
箇旧疾病予防 ー 昆明医科大学等 い 錫鉱山労働者 自然

放射線曝露 肺 関す 予備調査 研究打合せ
中国吉永 信治

月14日～ 月1ぞ日
箇旧疾病予防 ー 昆明医科大学等 い 錫鉱山労働者 自然

放射線曝露 肺 関す 予備調査 研究打合せ
中国床次 眞司

月1ぞ日～ 月24日EなMTど0「 出席・研究発表川口 勇生

月1た日～ 月2だ日ばなPEとな 200「 出席・研究発表岡田 裕樹

月1た日～ 月2だ日ばなPEとな 200「 出席・研究発表大澤 大輔

月1だ日～ 月24日
放射線医学研究 ー訪問 研究打合せ 試料採取及び

調整実施
白石久二雄

月1だ日～ 月24日
放射線医学研究 ー訪問 研究打合せ 試料採取及び

調整実施
幸 進

月21日～ 月1だ日はさ Nさ どさ のよrhwよん大学物理学部 科学者へ 学術・研究指導
ー

ー

月22日～ 月2だ日ととPM 4ぞth とnnuよん Mれれting 出席・研究発表米国河野 良介

月22日～ 月2だ日ととPM 4ぞth とnnuよん Mれれting 出席・研究発表米国森 慎一郎

月2そ日～ 月2だ日
なhinよ ばnstitutれ of Rよるiよtion Protれりtion(なばPR（ い 放射線計測

及び線量評価法 情報収集実施
中国金

月2た日～ 月 日
200「 Rよるiよtion Emれrgれnりア Mれるiりよん Prれpよrれるnれss worをshop い

講演
台湾藤元 憲三

月31日～ 月 日
Mれれting of Thれmよtiり Lれよる なountrア なoorるinよtors よnる まorをing のroup 

for Rなと Mれるium Tれrm Strよtれgア 出席
ー立崎 英夫

月 日～ 月12日第2だ回宇宙線国際会議 出席・研究発表内堀 幸夫

月 日～ 月21日学術研究船白鳳丸Kはご0「ご2次研究航海乗船中部北太平洋青野 辰雄

月 日～ 月 日学術研究船白鳳丸Kはご0「ご2次研究航海乗船中部北太平洋中西 貴宏

月14日～ 月20日
原子力施設 廃止措置 ・ ー 討議 調査

会合 出席
米原 英典

月14日～ 月1た日地域 核医学普及 専門家会議出席 招待講演棚田 修二

月1そ日～ 月2そ日
平成1ぞ年度宇宙関係在外研究員派遣制度 州立大学

い 宇宙放射線 線量計測 関す 研究
米国保田 浩志

月1そ日～ 月2だ日州立大学 い 研究打合せ米国孫 学智

月1た日～ 月2ぞ日
大学 い ー ・ 調査

共同研究推進 打合せ
ー床次 眞司

月1た日～ 月31日
ばsotopれ Proるuりts Lよらorよtoriれs REとな/TS ORTEな訪問 放射線計測

び線量評価法 関す 打合せ
米国鈴木 敏和

月2ぞ日～ 月 日
ばntれrnよtionよん なonfれrれnりれ on とりりれんれrよtor とppんiりよtion出席・研究発表

Sりoんpion 研究所訪問・研究打合せ

野田 耕司

月2ぞ日～ 月10日
ばntれrnよtionよん なonfれrれnりれ on とりりれんれrよtor とppんiりよtion出席・研究発表

Sりoんpion 研究所訪問・研究打合せ
古川 卓司

月30日～ 月 日と なれんれらrよtion of 2「 むれよrs of なんiniりよん MRば 出席・研究発表英国池平 博夫

月 日～ 月30日どunるれswれhr ばnstitutれ of Rよるioらioんogア い 調査・打合せ 中山 文明

月 日～ 月11日
研究所 研究所訪問・研究打合せ及び Thれ 

ねourth とnnuよん Mれれting of Thれ Soりiれtア for Moんれりuんよr ばmよging 出席
鈴木 和年

月 日～ 月10日20th Europれよn なongrれssnof Pよthoんogア 出席・研究発表孫 学智

月 日～ 月10日

ばとEと/Rなと Rれgionよん Trよining なoursれ on にとT Progrよmmれ Mよnよgれmれnt 核

医学技師 遠隔訓練補助 管理運用 関す

ばとEと/Rなと地域訓練 ー 出席

ー
棚田 修二
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月 日～ 月11日
4th ばntれrnよtionよん なonfれrれnりれ on ばnれrtiよん ねsion Sりiれnりれs よnる 

とppんiりよtions 出席・研究発表
益田 伸一

月 日～ 月10日

Thれ ばntれrnよtionよん なonfれrれnりれ/まorをshop on Eんれりtron Pよrよmよgnれtiり 

Rれsonよnりれ Spれりtrosりopア よnる ばmよging of どioんogiりよん Sアstれm 出席・研

究発表

米国安西 和紀

月 日～ 月1そ日
ERR200「 出席及び ー 大学 ー 大学 王立英

国 研究財団 い 共同研究打合せ実施

英国

ー

山内 正剛

月 日～ 月12日
Thれ ねourth とnnuよん Mれれting of Thれ Soりiれtア for Moんれりuんよr ばmよging

出席
入江 俊章

月 日～ 月1だ日

国際放射線防護委員会(ばなRP（全体会議出席及びまはO/はQ・長崎大学合同

国際 ー 放射線 晩発影響ー日本 そ0年間 経験 得

知見 出席・講演実施 ばなRP主委員会出席

佐々木康人

月 日～10月 日
第11回 源国際会議 出席・研究発表及び ー原子核研

究所 い 研究打合せ及び実験実施ー
村松 正幸

月 日～10月 日同上
ー

北川 敦志

月 日～ 月1そ日第11回 源国際会議 出席・研究発表本間 壽廣

月10日～ 月1そ日国際放射線防護委員会第 回専門委員会 出席土居 雅広

月10日～ 月1た日
ー 大学 い PET 運用全般 伴う必要知識

習得 実習
岡内 隆

月10日～ 月1た日
ー 大学 い PET 運用全般 伴う必要知識

習得 実習
永井 裕司

月11日～ 月1「日
大規模放射線事故対応 線量推定染色体検査室 国際基準 作成す

ばSO/Tなた「/Sな2/まの1た会議 出席
早田 勇

月12日～ 月1た日
大学 講演及び thれ Mれれting of のSば どiophアsiりs き Rよるioご

どioんogア Progrよm とるvisorア なommittれれ 出席
岡安 隆一

月1そ日～10月 日
第1だ回 ー国際会議(MT1だ（ 第14回国際地場測

定ワー (ばMMま14（ 出席・研究発表
熊田 雅之

月1ぞ日～ 月2「日
第1だ回国際色素細胞学会 出席・研究発表及び ー ー 大学医学

部訪問 ねんアnn博士 研究交流
米国廣部 知久

月1ぞ日～ 月24日日米合同原子核物理国際会議 出席・研究発表米国曽我 文宣

月1た日～ 月2そ日第 回 内超強度場国際会議 出席・研究発表大道 博行

月1た日～ 月2そ日第 回 内超強度場国際会議 出席・研究発表黎 忠

月1た日～ 月2「日国際法医 出席・研究発表江澤 英史

月1た日～10月2「日なOOL 200「学会 出席・研究発表米国上杉 智教

月1だ日～ 月2そ日国際科学実務会議 原子力施設：信頼性 安全 出席・研究発表白石久二雄

月1だ日～ 月24日にOE/ばとEと とssistよnりれ まorを のroup Mれれting 出席明石 真言

月21日～10月 日
第「3回国連科学委員会会合(UNSなEとR（出席及び放医研主催情報交換会

開催準備 
ー立崎 英夫

月22日～ 月2だ日
第「3回国連科学委員会会合(UNSなEとR（出席及び放医研主催情報交換会

開催準備 
ー岩間 文人

月23日～ 月2ぞ日
たth どiれnniよん Estro Mれれting on Phアsiりs よnる Rよるiよtion Tれりhnoんogア 

for なんiniりよん Rよるiothれrよpア 出席・研究発表
森 慎一郎

月24日～10月 日第「3回国連科学委員会会合(UNSなEとR（へ日本代表 議長 し 出席ー佐々木康人

月2「日～10月 日
はなMな Onりoんogア はospitよん Nよtionよん なよnりれr ばnstitutれ い ねNなと

ー 試験 進捗状況調査 次期 ー 打合せ
大野 達也

月2「日～10月 日第「3回国連科学委員会会合(UNSなEとR（出席ー土居 雅広

月2そ日～ 月2た日なJK なongrれss(日中韓 ー 協会会議（ 出席韓国米原 英典

10月 日～10月 日第 回環境放射能国際会議 出席・研究発表石井 紀明
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10月 日～10月 日

Thれ 2nる ばntれrnよtionよん なonfれrれnりれ on Rよるioよりtivitア in thれ 

Environmれnt よnる Thれ そth ばntれrnよtionよん なonfれrれnりれ on Environmれntよん 

Rよるioよりtivitア in thれ とrりtiり よnる thれ とntよrりtiり 出席・研究発表

石井 伸昌

10月 日～10月 日同上吉田 聡

10月 日～10月 日同上坂内 忠明

10月 日～10月 日同上

10月 日～10月 日ばとEと国際会議 編集会合出席ー米原 英典

10月 日～10月 日Rよるioよりtivitア in thれ Environmれnt 出席・研究発表土居 雅広

10月 日～10月11日はO なonfれrれnりれ 200「 出席・研究発表米国鈴木 桂子

10月 日～10月1「日Thれ 32nる ねとなSS よnる 「1st ばなとSS Mれれting 出席・研究発表
ー

ー

10月 日～10月1「日大学見学 共同研究打合せ及び実験米国小畠 隆行

10月 日～10月1「日
44th まorをshopちThれ Phアsiりs よnる とppんiりよtons of はigh どrightnれss 

Eんれりtron どれよms 出席・研究発表及び研究動向調査
小山 和義

10月 日～10月1そ日どruをれr どioSpin MRば/MRS Usれrs' Mれれting 200「 出席・打合せ金沢 洋子

10月 日～10月1そ日どruをれr どioSpin MRば/MRS Usれrs' Mれれting 200「 出席・打合せ平野 好幸

10月 日～10月1「日第1だ回放射線安全基準委員会(RとSSな（会合出席ー米原 英典

10月 日～10月1ぞ日
44th まorをshopちThれ Phアsiりs よnる とppんiりよtons of はigh どrightnれss 

Eんれりtron どれよms 出席・研究発表及び研究動向調査
荻野 晴之

10月 日～10月1ぞ日
44th まorをshopちThれ Phアsiりs よnる とppんiりよtons of はigh どrightnれss 

Eんれりtron どれよms 出席・研究発表及び研究動向調査
木下 健一

10月10日～10月14日ばntれrnよtionよん まorをshop on はれよvア ばon とりりれれんれrよtor出席研究発表中国野田 耕司

10月14日～10月21日
第「2回放射線学会年次集会 出席・研究発表及び 州立大学

い 共同研究打合せ
米国岡安 隆一

10月1「日～10月20日第「2回放射線学会年次集会 出席・研究発表米国鈴木 雅雄

10月1「日～10月22日
とmれriりよn なoんんれgれ of Surgれons だ1st とnnuよん なんiniりよん なogrれss 出席

及びMさにさとnるれrson りよnりれr なれntれr訪問・研究調査
米国野尻 和典

10月1そ日～10月23日とsiよごPよりifiり Sアmposium on Rよるioりhれmistrア 200「出席・研究発表中国湯川 雅枝

10月1そ日～10月21日とsiよごPよりifiり Sアmposium on Rよるioりhれmistrア 200「出席・研究発表中国吉田 聡

10月1そ日～10月21日とsiよごPよりifiり Sアmposium on Rよるioりhれmistrア 200「出席・研究発表中国武田 洋

10月1そ日～10月21日とsiよごPよりifiり Sアmposium on Rよるioりhれmistrア 200「出席・研究発表中国田上 恵子

10月1そ日～10月22日
とSTRO's 4ぞth とnnuよん Mれれting 出席及び 癌研究所訪問 見学・

意見交換
米国辻井 博彦

10月1そ日～10月21日
平成1ぞ年度原子力研究交流制度派遣 なはO Rとむ病院 い

PETごなT 装置 及び 操作 関す 指導実施
吉川 京燦

10月1そ日～10月22日とsiよごPよりifiり Sアmposium on Rよるioりhれmistrア 200「出席・研究発表中国孫 学智

10月1ぞ日～10月21日
中国疾病予防抑制中心輻射防護与核安全医学所訪問 低線量被 く時

細胞遺伝学的線量評価 標準化 関す 調査・情報収集
中国早田 勇

10月1ぞ日～10月20日
SPね実験動物 ー 関す 会議 出席及び ー

ー 研究所 い 動物施設運営 観察
韓国早尾 辰雄

10月1ぞ日～10月20日
SPね実験動物 ー 関す 会議 出席及び ー

ー 研究所 い 動物施設運営 観察
韓国松下 悟

10月1ぞ日～10月21日

北京放射医学研究所 い ばntれrnよtionよん Sアmposium on Mれるiりよん 

Prれpよrれるonれss よnる Rれsponsれ to Rよるiよtion Emれrgれnりア 出席・研究発表

及び研究協定 関す 打合せ実施

中国藤元 憲三

10月1ぞ日～10月21日

北京放射医学研究所 い ばntれrnよtionよん Sアmposium on Mれるiりよん 

Prれpよrれるonれss よnる Rれsponsれ to Rよるiよtion Emれrgれnりア 出席・研究発表

及び研究協定 関す 打合せ実施

中国明石 真言
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10月1ぞ日～10月21日

北京放射医学研究所 い ばntれrnよtionよん Sアmposium on Mれるiりよん 

Prれpよrれるonれss よnる Rれsponsれ to Rよるiよtion Emれrgれnりア 出席・研究発表

及び研究協定 関す 打合せ実施

中国飯田 治三

10月20日～10月22日Korれよn Nれuropsアりhiよtriり とssoりiよtion 出席・研究発表韓国高橋 英彦

10月20日～10月23日
中日再生医療 200「 第た回世界組織工学年会 出

席
中国佐々木康人

10月23日～10月2だ日200「 JSSみごばSSみ合同学会 出席・研究発表米国季 斌

10月24日～10月31日ばEEE Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出席・研究発表生駒 洋子

10月24日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席
村山 秀雄

10月24日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席
津田 倫明

10月24日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席・研究発表
山谷 泰賀

10月24日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席・研究発表
澁谷 憲悟

10月24日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席・研究発表
稲玉 直子

10月24日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席・研究発表
吉田 英治

10月24日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席・研究発表
小野 裕介

10月24日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席・研究発表
濱本 学

10月24日～11月 日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席・研究発表及び 州立大学訪問 打合せ米国
内堀 幸夫

10月24日～10月30日とSはの 「「th とnnuよん Mれれting 出席・研究発表米国岩川眞由美

10月24日～10月30日とSはの 「「th とnnuよん Mれれting 出席・研究発表米国今井 高志

10月24日～10月31日
Mれmoriよん Kれttれring なよnりれr なれntれr 大学訪問・見学・

意見交換及び ばEEE200「 出席・研究発表

米国
遠藤 真広

10月24日～10月2た日
ねontれnよアごよuァごRosれs ばnstitut るれ rよるioprotれりtion れt るれ surれtれ 

nuりんれよirれ い 高線量被 く治療 打合せ実施
明石 真言

10月2「日～10月31日
ばEEE Nuりんれよr Sりiれnりれ Sアmposium き Mれるiりよん ばmよging なonfれrれnりれ 出

席・研究発表
小尾 高史

10月2「日～10月31日ー 出席・研究発表ー安倍 真澄

10月2「日～10月31日ー 出席・研究発表ー荒木 良子

10月2「日～10月2だ日Thれ とりりれんれrよtor Mよgnれt Tれりhnoんogア(とMT（ まorをing のroup 出席熊田 雅之

10月2だ日～11月 日EななO13ごThれ Europれよn なよnりれr なonfれrれnりれ in Pよris出席・研究発表森 慎一郎

10月31日～11月13日Phアsiをよんisりh Tれりhnisりhれ どunるれsよnstよんt訪問 測定器校正小林 羊佐

10月31日～11月 日Phアsiをよんisりh Tれりhnisりhれ どunるれsよnstよんt訪問 測定器校正床次 眞司

10月31日～11月 日そth どれよm Phアsiりs Sれminよr in Shよnghよi 出席・研究発表中国高野 幹男

10月31日～11月 日そth どれよm Phアsiりs Sれminよr in Shよnghよi 出席・研究発表中国福田 雅史

10月31日～11月 日そth どれよm Phアsiりs Sれminよr in Shよnghよi 出席・研究発表中国照沼 信浩

11月 日～11月 日
緊急被 く医療制度 い ワー 出席及びKばRとMS(韓

国原子力医学院（ KとERば(韓国原子力研究所（視察
韓国林 光夫

11月 日～11月 日
緊急被 く医療制度 い ワー 出席及びKばRとMS(韓

国原子力医学院（ KとERば(韓国原子力研究所（視察
韓国相澤 志郎

11月 日～11月 日国立獣医科学検疫院 ワー 出席・研究発表韓国池田 学

11月 日～11月 日
Korれよ ばnstitutれ of Rよるioんogiりよん き Mれるiりよん Sりiれnりれs(KばRとMS（ い

緊急被 く医療 成果提供技術 関す 打合せ
韓国明石 真言
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11月 日～11月 日第30回韓国放射線防護学会 出席・講演韓国佐々木康人

11月 日～11月13日Phアsiをよんisりh Tれりhnisりhれ どunるれsよnstよんt訪問 測定器校正石川 徹夫

11月 日～11月 日NEと EのばS/EのなO出席土居 雅広

11月10日～11月1ぞ日
「そth とnnuよん Mれれting とmれriりよn とssoりiよtion for thれ Stuるア of Livれr 

にisれよsれs(ととSLに（ 出席・研究発表
米国加藤 博敏

11月12日～11月20日

ばnstitutれ of Nuりんれよr Rれsれよrりh of thれ はungよriよn とりよるれmア of Sりiれnりれs

訪問 研究打合せ及び ばとEと ばntれrnよtionよん Sアmposium on Trれnるs in 

Rよるiophよrmよりれutiりよんs 出席

ー

ー
鈴木 和年

11月13日～11月1た日11th Sアmposium on Miりroるosimれtrア Vれnれィiよ 出席・研究発表物部真奈美

11月13日～11月1ぞ日はばMとな 開催準備ー鎌田 正

11月13日～11月1ぞ日はばMとな 開催準備ー立崎 英夫

11月1そ日～11月21日SねRどM's 12th とnnuよん Mれれting 出席・研究発表米国中西 郁夫

11月1ぞ日～12月 日

ばnstitutれ of どiomれるiりよん Proらんれms NPば とりよるれmア of Sりiれnりれ of thれ 

なィれりh Rれpuらんiり とtomiり Enれrgア Rれsれよrりh ばnstitutれ い 打合せ及

び打 上 用検出器受 渡し ばntれrnよtionよん Sりiれnりれ なonfれrれnりれ

講演及び研究所運営方針調査ー

内堀 幸夫

11月1だ日～12月 日
放射線事故対応 評価 関す 国際会議 出席・研

究発表及び 原子力庁 い 講演実施
藤元 憲三

11月20日～11月2ぞ日ばとEと会合 3rる EMRとS なomらinれる Mれれting 出席ー井上 義和

11月20日～11月2ぞ日ばとEと会合 3rる EMRとS なomらinれる Mれれting 出席ー宮本 霧子

11月20日～11月2ぞ日ばとEと会合 3rる EMRとS なomらinれる Mれれting 出席ー内田 滋夫

11月20日～11月2ぞ日ばとEと会合 3rる EMRとS なomらinれる Mれれting 出席ー田上 恵子

11月20日～11月2そ日ばとEと会合 3rる EMRとS なomらinれる Mれれting 出席ー土居 雅広

11月2「日～12月 日
RSNと'0「 だ1th Sりiれntifiり とssれmらんア よnる とnnuよん Mれれting 出席・研究

発表
米国安藤 裕

11月2そ日～12月 日RSNと'0「 だ1th Sりiれntifiり とssれmらんア よnる とnnuよん Mれれting 出席米国神立 進

11月2ぞ日～12月 日

Nuりんれよr Phアsiりs ばnstitutれ とりよるれmア of Sりiれnりれs of thれ なィれりh 

Rれpuらんiり とtomiり Enれrgア Rれsれよrりh ばnstitutれ とRな Sれiられrsるorf 

Rれsれよrりh訪問 研究所 運営方針 調査

ー

ー

林 光夫

11月2ぞ日～12月 日
(RSNと 200「（Rよるioんogiりよん Soりiれtア of North とmれriりよ 出席及びNばは

大学訪問・施設見学・討議実施
米国原田 良信

11月2ぞ日～12月 日
(RSNと 200「（Rよるioんogiりよん Soりiれtア of North とmれriりよ 出席及びNばは

大学訪問・施設見学・討議実施
米国岡内 隆

11月2ぞ日～12月 日
(RSNと 200「（Rよるioんogiりよん Soりiれtア of North とmれriりよ 出席及びNばは

大学訪問・施設見学・討議実施
米国波多野啓介

11月2た日～12月 日浙江大学医学部PET ー い 講演及び研究指導中国棚田 修二

12月 日～12月 日
蘇州大学付属病院 い ねNなと ー 試験 進捗状況調査及び

次期 ー 打合せ
中国大野 達也

12月 日～12月 日
Korれよn なoんんれgれ of のれriよtriり Pshアりhonれurophよrmよりoんogア KなのP（ 

出席・講演
韓国樋口 真人

12月 日～12月 日
第3回南洋州 ー 学会日本 ー 学会合同国際

会議 出席・研究発表

ー
中西 郁夫

12月 日～12月11日

Thれ とmれriりよn なoんんれgれ of Vれtれrinよrア Pよthoんogistsご「そth とnnuよん 

Mれれting 出席・研究発表及びMよssよりhusれtts ばnstitutれ of Tれりhnoんogア

訪問・施設見学

米国松下 悟

12月 日～12月11日

Thれ とmれriりよn なoんんれgれ of Vれtれrinよrア Pよthoんogistsご「そth とnnuよん 

Mれれting 出席・研究発表及びMよssよりhusれtts ばnstitutれ of Tれりhnoんogア

訪問・施設見学

米国池田 学

12月 日～12月 日厚生省/まはO主催 緊急被 く医療 関す 講義 実施明石 真言
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12月 日～12月12日
ー 原子力研究所 い 共同研究 打合せ及び

採取

・ー

ー

12月 日～12月11日
Univれrsitア of Southれrn なよんiforniよ い 測定法 研修及び

200「 とのU ねよんん Mれれting 出席・研究発表
米国中西 貴宏

12月 日～12月10日
重 研究所(のSば（ 研究 ー(にKねめ（訪問 情報収

集及び意見交換
上蓑 義朋

12月 日～12月1そ日
PTなOの43 れるuりよtionよん sよtれんんitれ mれれting 及 び 43 ばntれrnよtionよん 

Mれれting of PTなOの in Muniりh 出席・研究発表
米内 俊祐

12月 日～12月1そ日
PTなOの43 れるuりよtionよん sよtれんんitれ mれれting 及 び 43 ばntれrnよtionよん 

Mれれting of PTなOの in Muniりh 出席・研究発表
蓑原 伸一

12月 日～12月1そ日
PTなOの43 れるuりよtionよん sよtれんんitれ mれれting 及 び 43 ばntれrnよtionよん 

Mれれting of PTなOの in Muniりh 出席・研究発表
松藤 成弘

12月 日～12月23日
平成1ぞ年度原子力研究交流制度派遣 ー 大学

ー － 遺伝子 発現制御 関す 研究指導
石原 弘

12月 日～12月14日
43さ ばntれrnよtionよん Mれれting of Pよrtiりんれ Thれrよpア なoごOpれrよtivれ 

のroup in Muniりh(PTなOの43（ 出席
熊田 雅之

12月 日～12月1「日
43さ ばntれrnよtionよん Mれれting of Pよrtiりんれ Thれrよpア なoごOpれrよtivれ 

のroup in Muniりh(PTなOの43（ 出席
高田 栄一

12月 日～12月1「日
43さ ばntれrnよtionよん Mれれting of Pよrtiりんれ Thれrよpア なoごOpれrよtivれ 

のroup in Muniりh(PTなOの43（ 出席・研究発表
今井 礼子

12月 日～12月1「日
43さ ばntれrnよtionよん Mれれting of Pよrtiりんれ Thれrよpア なoごOpれrよtivれ 

のroup in Muniりh(PTなOの43（ 出席・研究発表
柳 剛

12月 日～12月1そ日
43さ ばntれrnよtionよん Mれれting of Pよrtiりんれ Thれrよpア なoごOpれrよtivれ 

のroup in Muniりh(PTなOの43（ 出席・研究発表
伊藤 浩子

12月10日～12月1「日
43さ ばntれrnよtionよん Mれれting of Pよrtiりんれ Thれrよpア なoごOpれrよtivれ 

のroup in Muniりh(PTなOの43（ 出席・研究発表
辻井 博彦

12月10日～12月1「日
43さ ばntれrnよtionよん Mれれting of Pよrtiりんれ Thれrよpア なoごOpれrよtivれ 

のroup in Muniりh(PTなOの43（ 出席・研究発表
辻 比呂志

12月10日～12月1「日
43さ ばntれrnよtionよん Mれれting of Pよrtiりんれ Thれrよpア なoごOpれrよtivれ 

のroup in Muniりh(PTなOの43（ 出席・研究発表
野田 耕司

12月10日～12月1そ日とSなど 4「th とnnuよん Mれれting 出席・研究発表米国菅谷 公彦

12月11日～12月1そ日
ー ー ー 相互作用 ー ー 加速 関す ばなねと合同

ワー 出席・研究発表
台湾小山 和義

12月11日～12月1そ日
ー ー ー 相互作用 ー ー 加速 関す ばなねと合同

ワー 出席・研究発表
台湾北川 米喜

12月11日～12月1た日
ー ー ー 相互作用 ー ー 加速 関す ばなねと合同

ワー 出席・研究発表
台湾

12月11日～12月1そ日
ー ー ー 相互作用 ー ー 加速 関す ばなねと合同

ワー 出席・研究発表
台湾森 芳孝

12月14日～12月22日PとなばねばなはEM 200「(200「環太平洋国際会議（ 出席・研究発表米国中西 郁夫

12月14日～12月2「日中国科学院地球化学研究所訪問研究打合せ及びPu分析用試料 採取中国鄭 建

12月1「日～は1た年

月14日

平成 年度原子力関係在外研究員派遣 ー 放射線防護

局 い 研究実施
ー赤羽 恵一

12月1「日～12月1た日
ー ー ー 相互作用 ー ー 加速 関す ばなねと合同

ワー 出席・研究発表
台湾熊田 雅之

12月1そ日～12月21日
Thれ ばntれrnよtionよん なhれmiりよん なongrれss of Pよりifiり どよsin Soりiれtiれs

出席・研究発表
米国田上 恵子

12月1た日～12月23日
KはNPな KばRとMS RはRば訪問 緊急時 内部被 く評価法 成果提

供 関す 情報収集
韓国西村 義一

月 日～ 月 日
3そth まintれr なoんんoquium on Thれ Phアsiりs of Quよntum Eんれりtroniりs出

席・研究発表
米国岡本 宏己
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月 日～ 月 日Mよssよりhusれttれs のれnれrよん はospitよん訪問・研究打合せ米国鎌田 正

月13日～ 月20日
箇旧疾病予防 ー 復旦大学放射医学研究所 い 自然起源放

射性物質へ 曝露 肺 関す 調査
中国吉永 信治

月13日～ 月20日
箇旧疾病予防 ー 復旦大学放射医学研究所 い 自然起源放

射性物質へ 曝露 肺 関す 調査
中国石川 徹夫

月13日～ 月20日
箇旧疾病予防 ー 復旦大学放射医学研究所 い 自然起源放

射性物質へ 曝露 肺 関す 調査
中国小林 羊佐

月13日～ 月1だ日
箇旧疾病予防 ー 復旦大学放射医学研究所 い 自然起源放

射性物質へ 曝露 肺 関す 調査
中国床次 眞司

月14日～ 月1ぞ日
Rれgionよん Trよining なoursれ(Rなと（ on なurrれnt Stよnるよrるs よnる ねuturれ 

にirれりtions in Rよるiよtion Onりoんogア 出席
立崎 英夫

月22日～ 月2た日ねNなと ねむ200「 まorをshop on Rよるiよtion Onりoんogア 出席韓国立崎 英夫

月22日～ 月2ぞ日ねNなと ねむ200「 まorをshop on Rよるiよtion Onりoんogア 出席韓国辻井 博彦

月22日～ 月2た日ねNなと ねむ200「 まorをshop on Rよるiよtion Onりoんogア 出席韓国加藤 真吾

月22日～ 月2た日ねNなと ねむ200「 まorをshop on Rよるiよtion Onりoんogア 出席韓国大野 達也

月22日～ 月2た日ねNなと ねむ200「 まorをshop on Rよるiよtion Onりoんogア 出席韓国水野 秀之

月2「日～ 月30日200そ のよstrointれstinよん なよnりれrs Sアmposium 出席・研究発表米国加藤 博敏

月2そ日～ 月2た日ねNなと ねむ200「 まorをshop on Rよるiよtion Onりoんogア 出席韓国金井 達明

月2そ日～ 月 日
Triれnniよん intれrnよtionよん sアmposium on Mよss Spれりtromれtrア 出席・

研究発表

月2そ日～ 月10日重 科学研究所 い 共同研究実施渡邉 雅彦

月2た日～ 月 日重 科学研究所 い 共同研究実施安藤 興一

月2た日～ 月10日重 科学研究所 い 共同研究実施高井 伸彦

月2だ日～ 月 日ばなRP第「委員会 環境生物線量評価 関す ー 出席土居 雅広

月30日～ 月 日
平成1ぞ年度 ー ー制度 ー 出

席・研究発表
中島 徹夫

月 日～ 月 日ー 線形加速器 ー い 加速器 将来技術開発米国熊田 雅之

月10日～ 月1そ日
どrighよm よnる まomれn's はospitよん訪問・研究打合せ及び はばMSS 200そ 

とnnuよん なonfれrれnりれ よnる Eァhiらition 出席
米国安藤 裕

月11日～ 月1だ日
日本－ 科学技術合同委員会参加及び 関連領域

現状調査
吉田 聡

月11日～ 月1だ日
日本－ 科学技術合同委員会参加及び 関連領域

現状調査
石井 伸昌

月12日～ 月1そ日はばMSS 200そ とnnuよん なonfれrれnりれ よnる Eァhiらition 出席米国向井

月12日～ 月1た日
国立放射線防護研究所 病院 粒子線治療施設

見学及び共同研究打合せ
ー西澤 枝

月12日～ 月1「日Mにごとnるれrson なよnりれr なれntれr訪問 安全管理・防護 実態調査米国金井 達明

月1た日～ 月2そ日ばとEと どunるれswれhr ばnstitutれ of Rよるioらioんogア訪問 打合せ
ー

中山 文明

月1だ日～ 月2そ日200そ Oりれよn Sりiれnりれs Mれれting 出席・研究発表米国鄭 建

月1だ日～ 月2そ日200そ Oりれよn Sりiれnりれs Mれれting 出席・研究発表米国山田 正俊

月1だ日～ 月24日ばとEと Thれ ねirst Rれsれよrりh なoorるinよtion Mれれting(RなM（ 出席ー今井 高志

月1だ日～ 月24日ばとEと Thれ ねirst Rれsれよrりh なoorるinよtion Mれれting(RなM（ 出席ー岩川眞由美

月1だ日～ 月22日Korれよn ばnstitutれ for Nuりんれよr Sよfれtア等訪問 情報収集韓国西村 義一

月1だ日～ 月2そ日
ばとEと とssisstよnりれ まorを のroup(とまの（ よnる Eァpれrt のroup(Eの（ mれれting

出席
明石 真言

月20日～ 月23日Lomよ Linるよ Univれrsitア Mれるiりよん なれntれr視察及び調査米国西澤 枝

月20日～ 月23日Lomよ Linるよ Univれrsitア Mれるiりよん なれntれr視察及び調査米国松藤 成弘
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月22日～ 月 日

NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in 

なよnりれr(NばRSごMれるとustron 炭素線 治療装置 関す 合同

（ 出席・研究発表

ー立崎 英夫

月23日～ 月2た日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー溝江 純悦

月23日～ 月2た日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー加藤 博敏

月23日～ 月 日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー馬場 雅行

月23日～ 月 日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー鎌田 正

月23日～ 月 日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー野田 耕司

月23日～ 月2た日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席
ー大野 達也

月23日～ 月2ぞ日Univれrsitア るれ Pよris Norる訪問・研究打合せ福田 俊

月23日～ 月 日
Univれrsitア of Nれwりよstんれ Upon TアnれUnivれrsitア of Shれffiれんる ー

ー ー国立研究所(LどNL（訪問・研究打合せ
英国 米国野島久美恵

月24日～ 月2た日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー辻井 博彦

月24日～ 月2た日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー山田 滋

月24日～ 月 日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー金井 達明

月24日～ 月2た日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー兼松 伸幸

月24日～ 月2た日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー辻 比呂志

月24日～ 月 日
NばRSごMれるとustron Joint Sアmposium on なよrらon ばon Thれrよpア in なよnりれr

出席・研究発表
ー蓑原 伸一

月2「日～ 月 日放射性廃棄物 環境 ー 関す 国際会議 出席・研究発表米国田上 恵子

月2「日～ 月 日放射性廃棄物 環境 ー 関す 国際会議 出席・研究発表米国石川 奈緒

月2そ日～ 月 日光州科学技術院 い 陽子発生実験実施韓国黎 忠

月2ぞ日～ 月 日国土安全保障省環境測定研究所訪問 計測器校正実験米国床次 眞司

月2ぞ日～ 月 日国土安全保障省環境測定研究所訪問 計測器校正実験米国石川 徹夫

月2た日～ 月 日州立大学 い 博士号審査及び共同研究打合せ米国岡安 隆一

月 日～ 月 日ー ー ー国立研究所訪問・研究打合せ米国小久保年章

月 日～ 月 日EなR200そ 1たth Europれよn なongrれss of Rよるioんogア 出席・研究発表 ー神立 進

月 日～ 月11日中国科学院地球科学研究所訪問 研究打合せ及びPu分析試料 採取中国鄭 建

月 日～ 月1「日少量核物質 使用 係わ 規制 現状 関す 調査

・連邦

放射線防護局

生物物理

学研究所

・原子

力安全・放射

線防護局

ー ・

ー ー

ー大学 米

国・NRな

津浦 伸次



ご31「ご

月 日～ 月10日第そ4回放射線防護・公衆衛生委員会(なRPPは（会合出席土居 雅広

月 日～ 月12日ばとEと/Rなと放射線防護 関す 専門家会合出席ー鈴木 敏和

月 日～ 月12日ばとEと/Rなと放射線防護 関す 専門家会合出席ー藤元 憲三

月 日～ 月12日ー 大学訪問・研究打合せ及び情報収集中島 徹夫

月 日～ 月1ぞ日ー ー研究所訪問 打合せ及び ばなTR200そ 出席・研究発表蓑原 伸一

月11日～ 月1ぞ日州立大学他訪問 研究打合せ及び論文執筆米国安田 仲宏

月11日～ 月21日
REとな/TS 医師及び技術者 能力向上 目的 す 技術交流参

加
米国富永 隆子

月11日～ 月1だ日
REとな/TS 医師及び技術者 能力向上 目的 す 技術交流参

加
米国田村 泰治

月12日～ 月1ぞ日まはO国際 第 回会合 出席床次 眞司

月12日～ 月1ぞ日まはO国際 第 回会合 出席米原 英典

月12日～ 月1ぞ日ばなTR200そ 出席・研究発表新谷恵理子

月14日～ 月1だ日
ぞth ばntれrnよtionよん まorをshopこ Miりroられよm Proられs of なれんんuんよr 

rよるiよtion Rれsponsれ 出席・研究発表
米国鈴木 雅雄

月14日～ 月20日第1「回 活性酸素研究会年会出席・研究発表米国中西 郁夫

月1ぞ日～ 月20日上海薬物研究所訪問・研究打合せ中国福田 俊

月1ぞ日～ 月23日MよァごPんよnりを ばnstitut Stuttgよrt 訪問・会議出席王 旭飛

月1た日～ 月22日ばなRU/ばとEと Mれれting 出席米国辻井 博彦

月1た日～ 月22日ばなRU/ばとEと Mれれting 出席米国松藤 成弘

月1た日～ 月24日ばなRU/ばとEと Mれれting き Sれminor 出席米国安藤 興一

月1た日～ 月2ぞ日ねoァ なhよsれ なよnりれr なれntれr Eるison ばmよging なれntれr等視察米国馬場 雅行

月1た日～ 月2ぞ日ねoァ なhよsれ なよnりれr なれntれr Eるison ばmよging なれntれr等視察米国谷本 克之

月1た日～ 月2ぞ日ねoァ なhよsれ なよnりれr なれntれr Eるison ばmよging なれntれr等視察米国持田 有希

月1た日～ 月22日国立研究所 い 共同研究実施米国野島久美恵

月1だ日～ 月22日
復旦大学放射医学研究所 い ・ 研究 関す 日中

ワー 参加及び研究打合せ
中国石川 徹夫

月1だ日～ 月22日
復旦大学放射医学研究所 い ・ 研究 関す 日中

ワー 参加及び研究打合せ
中国吉永 信治

月1だ日～ 月22日
復旦大学放射医学研究所 い ・ 研究 関す 日中

ワー 参加及び研究打合せ
中国

ー

ー

月1だ日～ 月22日
復旦大学放射医学研究所 い ・ 研究 関す 日中

ワー 参加及び研究打合せ
中国床次 眞司

月20日～ 月2そ日ばなRP主委員会出席佐々木康人

月2「日～ 月2だ日
ESTRO Tれよりhing なoursれ on Rよるiothれrよpア Trれよtmれnt Pんよnning 2そご30 

Mよrりhこ 200そ 出席
森 慎一郎

月2「日～ 月2だ日
ESTRO Tれよりhing なoursれ on Rよるiothれrよpア Trれよtmれnt Pんよnning 2そご30 

Mよrりhこ 200そ 出席
水野 秀之

月2だ日～ 月 日
Europれよn Sアmposium on Rよるiophよrmよりア よnる Rよるiophよrmよりれutiりよんs 

'そ 出席・研究発表
鈴木 和年

月31日～ 月 日第だぞ回ととなR学会出席・研究発表米国藤森 亮
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用 務期 間所 属氏 名

小型 電子 ー 冷却
ー 蓄積法 確立す はばMとな

い 実験的研究 行う

は1ぞ年4月3日～    
は1ぞ年4月2そ日

原子核研究機構Sアrれsin Evgれnア

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

ー 原子力研究
ー

Nよirこ Nよrれnるrよn

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日大学

病院

Kよrtよmihよrるゑよこ とりhmよる 
はussれin

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

韓国 大学Jれongこ JよれごMin

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

大
学

Uるugよmよこ Jよアよsunるよrよ 
Muるiアよnsれんよgれ

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

大学
病院

なhよiwよtよnよrよtこ 
Tよwよtりhよi 

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

中国 医科学院 病院なhれnこ Shれngィu

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

病院めよmよnこ MよsれれhごUィ

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

核医学
ー

Rよhmよnこ KさどさMさ とらるur

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

心臓 ーOらよんるoこ Jれrrア Mortれんよ

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日病院

LEこ Ngoり はよ

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

ー 病院とらるuん Khよるれr Mohよmれる 
とんi

ばとEと/Rなと腫瘍核医学 ー
ー 会合出席

は1ぞ年4月4日～    
は1ぞ年4月ぞ日

ー ー総
合病院

Mアintこ Kアin

緊急被 く医療 放射線診断・治療 関す
意見交換及び施設見学

は1ぞ年4月12日 ～
は1ぞ年4月1「日

 Novin 医用放射線
研究所

Shよhrよm とをhんよghpoor

緊急被 く医療 放射線診断・治療 関す
意見交換及び施設見学

は1ぞ年4月12日 ～
は1ぞ年4月1「日

Novin 医用放射線
研究所

はosれれin  Moィるよrよni

緊急被 く医療 放射線診断・治療 関す
意見交換及び施設見学

は1ぞ年4月12日 ～
は1ぞ年4月1「日

Novin 医用放射線
研究所

ねよrhよる Soんimよni

緊急被 く医療 放射線診断・治療 関す
意見交換及び施設見学

は1ぞ年4月12日 ～
は1ぞ年4月1「日

Novin 医用放射線
研究所

Mohsれn ねorooghiィよるれh 
Moghよるるよm

緊急被 く医療 放射線診断・治療 関す
意見交換及び施設見学

は1ぞ年4月12日 ～
は1ぞ年4月1「日

Novin 医用放射線
研究所

Mohよmmよる どよrよt

はばMとな国際助言委員会出席は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月22日

英国 ー
病院

とんよn はorwiりh

．来所外国人研究者
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生物的 対策技術
開発

は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月2そ日

国立科学
ー

ー研究所

とsよnをよるアr Tさ Junushov

生物的 対策技術
開発

は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月2そ日

国立科学
ー

ー研究所

むuri grigorゑれviりh 
どアをovりhれnをo

はばMとな国際助言委員会出席は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月22日

大
学

によniれんよ SりhuんィごErtmれr

はばMとな国際助言委員会出席は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月22日

米国 ー 総
合病院

Jよア Sさ Loれffんれr

はばMとな国際助言委員会出席は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月22日

米国 大学Thれoるorれ Sさ Lよwrれnりれ

はばMとな国際助言委員会出席は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月22日

米国 ー ー
ー国立研究所

Eんれよnor とさ どんよをれんア

はばMとな国際助言委員会出席は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月22日

米国 大学
総合 ー

Lアnn Jさ Vれrhれア

はばMとな国際助言委員会出席は1ぞ年4月20日 ～
は1ぞ年4月22日

ー ー
大学

とnるrれ まよmられrsiれ

放射線事故 医療 ー ー 関す
研究報告会

は1ぞ年4月2「日 ～
は1ぞ年4月30日

中国 北京放射医学研究所なはEN みiよohuよ

放射線事故 医療 ー ー 関す
研究報告会

は1ぞ年4月2「日 ～
は1ぞ年4月30日

中国 北京放射医学研究所はU みiよngゑun

放射線事故 医療 ー ー 関す
研究報告会

は1ぞ年4月2「日 ～
は1ぞ年4月30日

中国 北京放射医学研究所むとNの みiよoming

緊急被 くへ 対応 関わ 研修は1ぞ年「月 た日 ～
は1ぞ年「月14日

韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

Pよrを Jongごはoon

原子力緊急時医療 関す 情報交換は1ぞ年「月1た日台湾 台北栄民總医院なhorngごKuよng はow

原子力緊急時医療 関す 情報交換は1ぞ年「月1た日台湾 台北栄民總医院SingごLing Tsよi

原子力緊急時医療 関す 情報交換は1ぞ年「月1た日台湾 台北栄民總医院Mれiごどin なhれn

原子力緊急時医療 関す 情報交換は1ぞ年「月1た日台湾 台北栄民總医院ShアhごLれn まよng

原子力緊急時医療 関す 情報交換は1ぞ年「月1た日台湾 台北栄民總医院なhinごはsiれn Tsよi

共同研究実験は1ぞ年「月21日 ～
は1ぞ年「月30日

米国 州立大学むuをihよrよ Eるuよrるo のさ

はばMとな施設見学1ぞ年そ月3日ー ばどとMよriれんんれ にれmiんれi

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月 日中国 まなはL社Pれtれr まong

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月 日中国 まなはL社Miりhれんん みiong

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月 日中国 まなはL社とnthonア Lui

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月 日中国 まなはL社はれnrア Mong

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月 日中国 まなはL社Pよmれんよ Lよi

共同研究実験1ぞ年そ月だ日～
は1ぞ年そ月20日

・ ー
大学素粒子研究所

どroggio によviる Sアんvよin

ばとEと/NばRS なoんんよらorよting なれntれr い
協議 

は1ぞ年そ月10日ー 国際原子力
機関(ばとEと（

はENにRむ Joアんon はさ
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はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月10日とTれrPRれnィo Lれonよrるi

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月10日とTれrPばvよnよ とんfよro

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月10日とTれrPMよuriィio とmiりhれtti

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月10日とTれrPとugusto Lomらよrるi

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月10日とTれrPなよrんo とんgrよnよti

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月10日とTれrPMよrりo Sりhwよrィ

はばMとな施設見学 び質疑応答1ぞ年そ月10日とTれrPとんれゑよnるro Mよィよん 

指導教官研修 し 施設見学1ぞ年そ月1そ日原子力庁教
育訓練 ー

とるれ はirmよwよn

指導教官研修 し 施設見学1ぞ年そ月1そ日原子力庁教
育訓練 ー

Tuんisnよ

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

ー 記念病院Jよi Prよをよsh とのとRまとL

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

ー 記念病院Sよrらよni のはOSは

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日病院

Juniよrti とRにとNUS

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日中央病院

どよmらよng にwi KとRむとNTO

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

ばとEと 国際原子力機関どrよnisんよv Jれrれmiり

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

韓国 放射線医科学研究所Kwよng Mo むとNの

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

教育
研究病院

によvよtよgれ Kよnthi とngれんよ 
PERERと

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

公立 研究
所

Pさ Suniん まとSとLと 
とRとなはなはば

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

保健省 病
院

Sirimよ EURSRばTとNとKORN

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

大学Lよるよwよn NとRKまONの

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

中国 湖南省 病院Qionghui LU

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

中国 医科学院 病院めongmれi めはOU

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

放射線
治療核医学研究所

Tよhsれれn ねとTばMと

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

核医学腫瘍放
射線治療研究所

Rよら Nよwよィ MとKEN

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

国立
研究所

ねよrhよる はとLEEM

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

国立 研
究所

Mるさ Rよshiる Un Nとどば
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ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

総合病院Johよnnよ Pよtriりiよ なとNとL

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日記念医療 ー

Erwin Juんiよn VばTO なRUめ

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

国立 研究所 
K病院

Toよn どUば なONの

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

国立 研究所 
K病院

はung VO QUOな

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

ー
総合病院

Norshiるよh とどにULLとは

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

ー
総合病院

ねれn Nれれ LとU

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

ー ー総
合病院

Soれ Oo MとUNの

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

ー 保健省
総合病院

Mアo MばN

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

国立 病院Nよvりhよよ のOMどOにORJ

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小
線源治療 ー ー 出席

は1ぞ年そ月1だ日 ～
は1ぞ年そ月2「日

国立 病院どよtらoんる NとSとNURT

医用加速器 小型化 関す 研究は1ぞ年そ月22日 ～
は1ぞ年ぞ月3日

ー
州立大学(退職

とrnれ にrれntゑれ

研究環境 国際化 資す 事業 い
ー 実施

は1ぞ年そ月2そ日 ～
は1ぞ年ぞ月23日

中国 浙江大学医学PETョＢラめhよng はong

ー効果 い 講演
び共同実験打合せ

は1ぞ年ぞ月12日 ～
は1ぞ年ぞ月20日ー 研究所

Jれよn Luり Ponりア

中国 住居内 実態
健康影響 関す 研究

は1ぞ年ぞ月1た日 ～
は1ぞ年た月13日

中国 国立放射線防護研究
所

Sun Quよnfu

前立腺 重粒子線治療 正常
組織有害反応 にVは解析

は1ぞ年ぞ月1た日 ～
は1ぞ年12月10日

中国 医科学院 病院まれihu まよng

高放射線地域住民 染色体解析は1ぞ年た月4日～
は1ぞ年10月31日大学

Sよghirィよるれr Moゑtよらよ

沿岸 び外洋 人工放射性核種
挙動

は1ぞ年た月1「日 ～
は1た年3月14日

原子力庁どoonsom POMTEPKと SEMSとN

はばMとな施設見学 び質疑応答は1ぞ年た月30日ー 大使館Eriを ねriis Monるorf

はばMとな施設見学 び質疑応答は1ぞ年た月30日ー によnfアsiを社Lよrs Krusれ

はばMとな施設見学 び質疑応答は1ぞ年た月30日ー によnfアsiを社とんんよn るれ Nれれrgよよる

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院まれn Shれng はuよng

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院なhれng むi なhれng

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院Shiou なhi なhれrng
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台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院はung なhun なhung

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院Jin Shuれn なhれn

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院Niよnn Tィアア によi

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院なhung むi Liよo

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院むu Ming ねよn

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院Li ねよn Lin

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院むよn なhih Liよo

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院なhun なhれn なhよo

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院なhing なhれn Pれng

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院Shu Min むよng

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院なhiung むi はsu

台湾緊急時医療関係者向 研修会参加は1ぞ年だ月1日 ～ 
は1ぞ年だ月2日

台湾 三軍總医院Mれn はuよn Shih

緊急被 く医療 早期線量評価は1ぞ年だ月1日～
は1ぞ年11月2ぞ日

ー 原子力技術研
究所

Sアれる とsrよf fよhんよwi まよfよ 
SむEに MOはに のはとめば

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月3日～
は1ぞ年だ月22日

ー ー
技術大学

Lれmらit Shivれr

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月3日～
は1ぞ年だ月10日

ー 大学Soれnをれ どurmれistれr

局所進行消化器癌 対す 放射線化学療
法 関す 研究

は1ぞ年だ月4日～
は1ぞ年12月3日

病
院 大学

にアよh ERとまとTば

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月4日～
は1ぞ年だ月11日

ー 科学
ー原子力研究所

ばstvよn とPとTはむ

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月4日～
は1ぞ年だ月10日

ー 科学
ー原子力研究所

Sよnるor にれmれ

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月4日～
は1ぞ年だ月10日

ー 科学
ー原子力研究所

Tよmよs PとめMとNにば

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月4日～
は1ぞ年だ月1た日

米国 州立大学のよrらriれん Oんivれirよ 
SとまとKUなはば

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月4日～
は1ぞ年だ月1た日

米国 研究所Eriり どれnton
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国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月4日～
は1ぞ年だ月11日

米国 州立大学Stれphれn まさSさ MりKEEVER

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月4日～
は1ぞ年だ月11日

米国 州立大学Eるuよrるo のよrるれnよんi 
むUKばはとRと

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月1そ日

ー
工科大学

によviるれ MとNなUSば

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月1そ日

ー
工科大学

なhiよrよ Lと TESSと

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月11日

米国 ー ー
ー国立研究所

なよrア めさ めれitんin

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月12日

米国 ー ー
ー国立研究所

Jよりを Miんんれr

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月1た日

米国 航空宇宙局
宇宙

Eるwよrる Sれmonれs

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月1た日

米国 航空宇宙局
宇宙

Lよrrア Kれnnれth にungよn

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月10日

米国 航空宇宙局
宇宙

Mよrを にさ まれアんよnる

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月10日

米国 航空宇宙局
宇宙

Eるwよrる Nれよん めよpp

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年だ月だ日

米国 ー 大学Lよwrれnりれ Stれvれn PばNSKむ

1さ 分離 球 用い 培養法 び染
色体標本作成法

2さ 染色体特異的 ー 用い
ねばSは法

は1ぞ年だ月「日～
は1ぞ年12月3日

原子力研究所Quれ Trよn

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月11日

核物理研究所Mよrりo なよsoんino

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月11日

英国 保健省によviる どよrtんれtt

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月14日

ー 研究Pれtれr どれりを

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月1だ日

ー
とRな Sれiられrsるorf rれsれよrりh

Miりhよれん まばNに

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月1だ日

ー 大学 Miりhよれん はよゑれを

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月14日

ー 王立技術研
究所

Torれ Ersmよrを

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月14日

核物理研究所ねrよntisれを SPURNむ
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国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月14日

航空宇宙 ーMよtthiよs Mさ MEばER

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月1だ日

航空宇宙Thomよs どれrgれr

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月14日

航空宇宙 ーのuれnthれr Rれitィ

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月11日

Phアsiりよんんア
tれりhniりよん ねれるれrよtion 
ばnstitutれ 

Mよrんiれs Lusィiをごどhよるrよ

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月1た日

ー 科学
ー原子力研究所

Joれ Kさ Pよんfよんvi

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月11日

太陽地球物理
影響研究所

Tsvれtよn Pよntれんれれv 
によりhれv

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月1た日

太陽地球物理
影響研究所

Jorるよnをよ SEMKOVと

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月11日

米国 ワ 研究所Mアungごはれれ むoon KばM

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月11日

ー 原子力研究所Oんiviれr のOOSSENS

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月14日

ー 原子核物理研
究所

Pよwれん どばLSKば

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月1だ日

生物医学問題研究
所

Vアよりhれsんよv SはURSはとKOV

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月1だ日

生物医学問題研究
所

Viりtor どENのばN

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月そ日～
は1ぞ年だ月1だ日

生物医学問題研究
所

むurア とKとTOV

頭頚部腫瘍 炭素 線
治療計画 強度変調
放射線治療(み線（ 治療計画 線量分
布 比較研究

は1ぞ年だ月ぞ日～
は1た年3月4日

原子力委
員会

Mohよmmよる とmiruん ばSLとM

国際宇宙 ー 放射線
関す ワー 出席

加速器 ー 実験へ 参加

は1ぞ年だ月た日～
は1ぞ年だ月1た日

米国 航空宇宙局
宇宙

Kれrrア Tさ Lれれ

自然起源 放射性物質 産業利用
線量評価 関す 研究

は1ぞ年だ月11日 ～
は1ぞ年12月10日

原子力研究所
(PNRば（

Vよngれんinれ PとRとMば

加速器 ー 実験へ 参加は1ぞ年だ月11日 ～
は1ぞ年だ月1だ日

米国  Jよりoらs Svれrるrup
ESな のroup

のんれnn Tさ どrown

はばMとな入射器 種々 重 対す
荷電変換特性 実験 ー 理論的

側面 研究す

は1ぞ年だ月11日 ～
は1ぞ年12月4日

科学 ーViよtりhれsんよv Shれvれんをo
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国際原子力安全技術研修事業(指導教官研
修（

は1ぞ年だ月2そ日原子力庁
(どとTとN（

Rini RばNにとむとNば

国際原子力安全技術研修事業(指導教官研
修（

は1ぞ年だ月2そ日原子力庁(OとP（Kれtvよrong NUKULKばJ

国際原子力安全技術研修事業(指導教官研
修（

は1ぞ年だ月2そ日原子力庁(OとP（まitsよnu KはとMOLまばT

医学物理士養成 関す 教育内容 い
情報交換

は1ぞ年だ月2ぞ日 ～
は1ぞ年10月4日

英国 King's なoんんれgれ
はospitよん

Sんよviを Tよらよをov

医学物理士養成 関す 教育内容 い
情報交換

は1ぞ年だ月2た日 ～
は1ぞ年10月4日

ー
ー 大学

どよrrア Jさ とんんれn

医学物理士養成 関す 教育内容 い
情報交換

は1ぞ年だ月2た日 ～
は1ぞ年10月3日

韓国 大学Tよれ Suを Suh

小型 電子 ー 冷却
ー 蓄積法 確立す 実験的研

究 行う

は1ぞ年だ月2だ日～
は1た年1月だ日原子核研究所

はiりhよm ねよるiん

PET用放射薬剤 自働製造 品質管理は1ぞ年10月1日～
は1ぞ年12月30日

中国 ー 病院はongァing まEば

超高磁場MRば 関す 打合せ及び講演は1ぞ年10月3日～
は1ぞ年10月10日

米国 大学とんんよhアよr Kよngよrんu

核医学用放射性医薬品 新しい照射・合成
法 開発

は1ぞ年10月「日～
は1ぞ年11月2日

ー 科学
ー核研究所

Kovよりs めoんtよn

核医学用放射性医薬品 新しい照射・合成
法 開発

は1ぞ年10月「日～
は1ぞ年11月2日

ー 科学
ー核研究所

Sィれんれりsれnアi ねれrれnり

共同研究実験は1ぞ年10月た日～
は1ぞ年10月2ぞ日

高等研究
所

Sorrれntino Eugれnio

共同研究実験は1ぞ年10月だ日～
は1ぞ年10月2「日

大学Mよnィor Shよhiる

重粒子線治療 臨床 ー 解析し ー
有用性 検討す

は1ぞ年10月10日～
は1ぞ年10月21日

2世
大学

Roられrto Pよりれんんi

共同研究実験は1ぞ年10月10日～
は1ぞ年10月2「日

2世
大学

にりれrよntれ Mよrりo

加速器及び航空機乗務員 放射線防護
ばなRP第2委員会 い 講演

は1ぞ年10月10日～
は1ぞ年10月12日

欧州合同素粒子原
子核研究機構(なERN（

はよnsごのれorg Mれnィれん

子宮頸癌 対す 化学放射線療法 関す
研究

は1ぞ年10月1そ日～
は1た年1月14日

大学病
院

Thiれn はuong PはとM Thi

共同研究実験は1ぞ年10月1ぞ日～
は1ぞ年10月2ぞ日

高等研究
所

Vよんれntino にini

抗酸化的放射線防護剤 探索 生体
反応機構 解明

は1ぞ年10月1ぞ日～
は1た年3月1「日

医学 ーNguアれn るよnh TはとNは

はばMとな 次 ー ー 入 不安定核
なこたど 利用し 生物効果 研究す

は1ぞ年10月1た日～
は1ぞ年11月1だ日

中国 科学院近代物理研究
所

Li Qiよng

環境中 ・ 動態 線量
評価 関し 講演 測定器 関
す 共同実験

は1ぞ年10月1だ日～
は1ぞ年10月2そ日

米国 ー ー 大学Nよomi はよrんれア
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高自然放射線地域住民 染色体調
査 関す 共同研究

は1ぞ年10月24日～
は1ぞ年12月22日

原子力機構とはMとにPOOR Mれhるi Jよfよr

胎児 放射線研究影響ワー
参加 英国健康保護局(はPと（

放射線防護業務 い 講演

は1ぞ年10月31日～
は1ぞ年11月3日

英国 健康保護局Rogれr なoァ

胎児 放射線研究影響ワー
参加  

は1ぞ年10月31日～
は1ぞ年11月3日

米国 国立 研究所Luりア Mさ とnるれrson

学習障害 び脳酸化
対す 抗酸化剤 役割

は1ぞ年11月1日～
は1だ年10月31日

大学Kよiんよsh Mよnるよ

胎児 放射線研究影響ワー
参加  

は1ぞ年11月1日～
は1ぞ年11月3日

英国 核燃料研究所Riりhよrる まよをれforる

小型 電子 ー 冷却装置
関す 研究

は1ぞ年11月ぞ日 ～
は1ぞ年12月3日

原子核研究機構Sアrれsin Evgれnア

ー 可能 す PET 中
心 し 可視化技術 い 研究協力
関す 調査研究

は1ぞ年11月10日～
は1ぞ年11月1だ日

中国 浙江大学医学PETめhよng はong

放射線照射後 生物学 い
共同研究 向 協議す 第 回
放射線研究会議 広島 出席

は1ぞ年11月13日～
は1ぞ年11月1た日

ー 大学Mよnoor Prよをよsh はよnるれ

遺伝子発現 解析 放射線損傷 修復
関係 図 第 回
放射線研究会議 広島 出席

は1ぞ年11月13日～
は1ぞ年11月1だ日

台湾大学Eriり むさ なhuよng

ー 粒子線 用い 単一細胞
単一粒子照射 放射線効果 派生す

ー効果 い 研究成果
考察・討議 行い 新照射装置 用い

研究 詳細打 合わせ

は1ぞ年11月13日～
は1ぞ年11月20日

中国 復旦大学SはとO なhunんin

放射線安全研究 関す 共同研究 打合
せ び被 く事故対応体制 情報交換

は1ぞ年11月14日～
は1ぞ年11月22日

中国 疾病予防控制中心輻
射防護与核安全医学所

まよng なhunアよn

放射線安全研究 関す 共同研究 打合
せ び被 く事故対応体制 情報交換

は1ぞ年11月14日～
は1ぞ年11月22日

中国 疾病予防控制中心輻
射防護与核安全医学所

めhよng まれi

放射線安全研究 関す 共同研究 打合
せ び被 く事故対応体制 情報交換

は1ぞ年11月14日～
は1ぞ年11月22日

中国 疾病予防控制中心輻
射防護核安全医学所

Su みu

第 回 放射線会議 広島 出席 講演は1ぞ年11月1「日～
は1ぞ年11月1た日

原子力機構ねよriるれh めよをれri

第 回 放射線会議 広島 出席 講演は1ぞ年11月1「日～
は1ぞ年11月1た日地区 ー

Rよvinるrよn とnをよthiん

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日原子力規制
庁

SUにとRTO

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日原子力庁にれwi Sれをよr PとNのERTENば

第 回 放射線会議 広島 出席 講演は1ぞ年11月1「日～
は1ぞ年11月1た日

韓国 原子力医学院なhよngごMo Kよng

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日原子力庁とnomよKumよri RとTNとむとKE
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国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日研
究所

Kよnishをよ にESばLVと

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日園芸作物研究
開発研究所

Rよnゑよni PEばRばS

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日原子力庁まよnnipよ PはばとNPはとK

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日原子力委
員会

MにさEmるよるuん はとQUE

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日原子力
委員会

とsよる SはとRばねね

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日原子力研究所とurれんioLよpよるよ MとNばNのとS

米国 大腸癌放射線治療 最新 治療結
果 紹介

は1ぞ年11月1「日米国 ーRoられrt Miんんれr

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日原子力科学技術
研究所

Mよi はoよ はOとNの

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日ー 大学Ngiれ Min UNの

国際原子力安全 ー(放射線利用 ー
（

は1ぞ年11月1「日ー 原子力庁Sよrよるよ ばにRばS

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

はongごにuりを Um

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

SuごJよれ Lれれ

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

MアungごJin Pよrを

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

JよれごSれon Lれれ

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

ばnごなhuん Pよrを

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

Sよngwoo どよれ

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

Soo むong なhoi

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

なhunごはo Kim

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

むunごSiん Lれれ

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

むoonごJin Lれれ

放医研各部門 現況 い 質疑応答は1ぞ年11月1た日韓国 原子力医学院
(KばRとMS（

はれれりhung Kwon

はばMとな見学は1ぞ年11月21日韓国 病院どアungごなhuん むoo 

はばMとな見学は1ぞ年11月21日韓国 病院むoungごMog Shim 
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はばMとな見学は1ぞ年11月21日韓国 病院まonごSuを Kim 

はばMとな見学は1ぞ年11月21日韓国 病院むongごなhよn とhn

はばMとな見学は1ぞ年11月21日日本 株式会社によれごなhuん Moon 

はばMとな見学は1ぞ年11月21日日本 株式会社Ohごゑin Kon

施設見学 講演は1ぞ年12月1そ日～
は1ぞ年12月 日

英国 ー 大学病
院

どんれるるアn Jonれs

施設見学 講演は1ぞ年12月1ぞ日ETOばLE医学Jよりquれs どよんosso

小型 高品質 ー 関す
共同研究 行う

は1た年1月14日 ～
は1た年2月12日

原子核研究機構Smirnov とんれァよnるれr 
Vよんれntinoviりh

次世代PET研究会 放医研研究会 講演
及び研究打合せ

は1た年1月1ぞ日 ～
は1た年1月24日

米国 ー 大学なrよig Sさ Lれvin

次世代PET装置 開発 関す 研究は1た年1月1た日 ～
は1た年1月20日

米国 ワ 大学Sよtoshi Minoshimよ

はばMとな棟，画像診断棟他 見学は1た年1月20日川崎医科大医療短大Sou のアoをutれi 

共同研究実験は1た年1月2そ日 ～
は1た年2月だ日

米国 州立大学のよらriれん Oんivれirよ  
Sよwよをuりhi

普及型 治療装置用小型EなR 源
性能向上 行う

は1た年1月2た日 ～
は1た年2月11日

ー
州立大学(退職

とrnれ にrれntゑれ

共同研究実験は1た年1月2た日 ～
は1た年2月13日

米国 研究所Eれriり どれnton 

共同研究実験は1た年1月2た日 ～
は1た年2月12日

ー 大学Miりhよれん はよゑれを

共同研究実験は1た年1月2た日 ～
は1た年2月12日

航空宇宙 ーThomよs どれrgれr

共同研究実験は1た年1月2だ日 ～
は1た年2月11日

Viよ どよss 1そ1ご
2ぞ100Pよviよ

とnるrれよ Ottoんれnghi

はばMとな 用い 原子核反応 精密測定は1た年1月2だ日 ～
は1た年2月1「日

米国 ー ー
ー研究所

Jよりを Miんんれr

はばMとな 用い 原子核反応 精密測定は1た年1月2だ日 ～
は1た年2月12日

米国 ー ー
ー研究所

なよrア Jさ めれitんin

共同研究実験は1た年1月2だ日 ～
は1た年2月11日

米国 ー 大学とnるrれよ Mirよni

共同研究実験は1た年1月2だ日 ～
は1た年2月11日

米国 ー 大学とnton Empん

共同研究実験は1た年1月2だ日 ～
は1た年2月11日

米国 ー 大学どiんん Mよアれs

共同研究実験は1た年1月2だ日 ～
は1た年2月ぞ日

米国 ー 大学Lよwrれnりれ Pinsをア

共同研究実験は1た年1月2だ日 ～
は1た年2月14日

米国 ー ー
ー研究所

Lよwrれnりれ はれiんらronn

高 ー重粒子線 核破砕片 運動
量分布 測定

は1た年1月30日 ～
は1た年2月12日

米国 ー 大学Nよゑiら Eんをhよアよri
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高 ー重粒子線 核破砕片 運動
量分布 測定

は1た年1月30日 ～
は1た年2月10日

米国 大学Evgれnア Kuィnれtsov

共同研究実験は1た年1月30日 ～
は1た年2月1そ日

米国 ー ー
ー研究所

Stれphれn のuれtれrsんoh

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年1月30日 ～
は1た年1月31日

 どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

Evgれnア Lれviりhれv

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年1月30日 ～
は1た年1月31日

 どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

Vんよるimir Vostriをov

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年1月30日 ～
は1た年1月31日

 どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

Sれrgれア Shiアよnをov

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年1月30日 ～
は1た年1月31日

なhよntアごMよnsアisを 
ばnstitutれ of Onformよtiりs

のれnnよるア Eroをhin

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年1月30日 ～
は1た年1月31日

 どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

のよrri なhよアをovsをiア

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年1月30日 ～
は1た年1月31日

どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

Evgれnア Kotんアよrov

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年1月30日 ～
は1た年1月31日

KhよntアごMよnsi 
Puらんiり はれよんth Ministれr

Viりtor Viんgれん

微量元素等 用い大気中 物質循環 明
す

は1た年1月30日 ～
は1た年1月31日

ー
大学

Miりhよれん Krよりhんれr

重粒子線治療 高視線治療 線量分布
差異 検討す

は1た年1月31日 ～
は1た年3月31日

ー 大学Pよwinれれ Mよhよsittiwよt

共同研究実験は1た年1月31日 ～
は1た年2月10日

米国 NとSと ー 宇宙
飛行 ー

Mよrを なhristん

はばMとな 用い 原子核反応 精密測定は1た年2月1日～
は1た年2月 た日

米国 州立大学Thomよs どさ どorよを

低線量放射線被 く者 染色体研究方法
い 情報交換

は1た年2月4日～
は1た年2月24日

み線学・放射線学
科学 ー 細胞遺

伝学研究所

とんれァよnるrよ どOのOMとめOVと

共同研究実験は1た年2月そ日～
は1た年2月13日

米国 州立大学によviる ねよrrよr

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年2月そ日～
は1た年2月ぞ日

どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

Evgれnア Lれviりhれv 

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年2月そ日～
は1た年2月ぞ日

どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

Vんよるimir Vostriをov 

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年2月そ日～
は1た年2月ぞ日

なhよntアごMよnsアisを 
ばnstitutれ of Onformよtiりs

Msれrgれア Shiアよnをov

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年2月そ日～
は1た年2月ぞ日

どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

のれnnよるア Eroをhin 

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年2月そ日～
は1た年2月ぞ日

どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

のよrri なhよアをovsをiア 

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年2月そ日～
は1た年2月ぞ日

どuるをれr ばnstitutれ 
of Nuりんれよr

Evgれnア Kotんアよrov

重粒子線治療 関す 施設見学 び関
係者 会合

は1た年2月そ日～
は1た年2月ぞ日

KhよntアごMよnsi 
Puらんiり はれよんth Ministれr

Viりtor Viんgれん 
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ばとEと ー ー記念
ー出席

は1た年2月ぞ日～
は1た年2月10日

ばとEと 国際原子力機関  
人間健康部

Pれるro とnるrれo

研究 ー 先端遺伝子発
現研究 ー 見学 び質疑応答

は1た年2月た日台湾 中央研究院
ー ー

まよng なhiごはuれア

重粒子線施設見学は1た年2月10日米国 なMSこ ばnりさとnるrれw なowれn

重粒子線施設見学は1た年2月10日米国 なMSこ ばnりさによvれ Rれissig

重粒子線施設見学は1た年2月10日米国 なMSこ ばnりさTim Mortれnson

放射線防護剤開発 現
状 知

は1た年2月11日 ～
は1た年2月1た日

英国 ー 大
学

Mohi Rれィvよni

体内除染薬剤等 投与法等 標準化は1た年2月13日 ～
は1た年2月 ぞ日

中国 科学院上海薬物研究
所

むよn みuれming 

ー作用 基 く放射線障害
防護薬剤 評価及び使用方法 関す

考察

は1た年2月14日 ～
は1た年2月1た日

中国 復旦大学SはとO なhunんin

細胞遺伝学的手法 用い 宇宙放射線被
く 生物学的線量推定

は1た年2月14日 ～
は1た年2月1だ日

み線学・放射線学
科学 ー 細胞遺伝

学研究所

のよんinよ Snigirアovよ

PET 緊急被 く医療棟他 施設見学
び質疑応答

は1た年2月1ぞ日・
ー 病院

とnるrれ とurれngo

PET 緊急被 く医療棟他 施設見学
び質疑応答

は1た年2月1ぞ日大使館Siんvよin ばをよィよをi

細胞遺伝学的手法 用い 宇宙放射線被
く 生物学的線量推定

は1た年2月1ぞ日 ～
は1た年2月24日

有機
混合物質研究所

とnるrれア SEMばOSはKばN

放射性核種 環境移行 ー 及び移
行 研究

は1た年2月20日～
は1た年2月2そ日

韓国 原子力研究所はよnsoo Lれれ

緊急被 く医療 防護剤 治療剤
研究 現状 い 情報交換

は1た年2月2た日～
は1た年3月4日

米国 大学むよsushi Kよtよoをよ
(片岡 泰

PETこMRば はばMとな施設見学は1た年3月だ日米国 ー ー
大学

Riりhよrる まれれning

海外被 く医療機関等 活動及び技術等
関す 情報 構築

は1た年3月22日～
は1た年3月2「日

韓国 原子力医学院なhよngごまoon なはOば

海外被 く医療機関等 活動及び技術等
関す 情報 構築

は1た年3月22日～
は1た年3月2そ日

韓国 水力原子力会社 放射
線健康影響研究所

なhong soon KばM

海外被 く医療機関等 活動及び技術等
関す 情報 構築

は1た年3月22日～
は1た年3月2「日

韓国 水力原子力会社 放射
線健康影響研究所

Tよれin なはOば

海外被 く医療機関等 活動及び技術等
関す 情報 構築

は1た年3月22日～
は1た年3月2「日

まはO(世界保健機関（めhよnよt とさ なよrr

海外被 く医療機関等 活動及び技術等
関す 情報 構築

は1た年3月22日～
は1た年3月2「日

中国 疾病予防控制中心輻
射防護与核安全医学所

LばU むing

海外被 く医療機関等 活動及び技術等
関す 情報 構築

は1た年3月22日～
は1た年3月2「日

中国 疾病予防控制中心輻
射防護与核安全医学所

まとNの めuoアuよn

海外被 く医療機関等 活動及び技術等
関す 情報 構築

は1た年3月22日～
は1た年3月2た日

記念
医療 ー

Roられrt ねさ によんmよりion
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海外被 く医療機関等 活動及び技術等
関す 情報 構築

は1た年3月22日～
は1た年3月2「日

保健省Mよriんアn るれ んよ Vれgよ のo

はばMとな棟見学 び質疑応答は1た年3月2ぞ日台湾 工程会社Kアo Eiuれ

被 く医療技術等 関す 情報収集は1た年3月2だ日 ～
は1た年3月30日

韓国 大学病院Eun Sれog はong
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所 属氏 名受 入 制 度

小池 功一客員技術員

岩崎 民子客員協力研究員

企画室

．受入研究員等

所 属氏 名受 入 制 度

鈴木 仁

総務部

所 属氏 名受 入 制 度

井上 義和客員協力研究員

野田 豊客員協力研究員

研究推進部

所 属氏 名受 入 制 度

海老澤 悟

立教大学理学研究科小西 輝昭客員技術員

秋田県環境 ー斉藤 勝美客員協力研究員

東京大学原子力研究総合 ー石川 正純客員協力研究員

平岡 武客員研究員

除環境科学技術研究所一戸 一晃研究生

除環境科学技術研究所斎藤 幹男研究生

上智大学生命科学研究所安増 茂樹研究生

研究基盤部

所 属氏 名受 入 制 度

平山依 子

情報業務室

所 属氏 名受 入 制 度

Josれph John Roるriguれ客員研究員

放射線安全研究センター推進室

所 属氏 名受 入 制 度

石田 有香

柿沼志津子ー ー

山内 一己ー ー

西迫 宗太客員協力員

低線量生体影響プ ェ
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理化学研究所横浜研究所免疫 ー科学総合研究
ー

武藤 正弘客員協力研究員

放射線影響協会 放射線疫学調査 ー巽 紘一客員協力研究員

大分大学工学部知能情報 工学科和泉志津恵客員協力研究員

福士 育子客員協力研究員

荻生 俊昭客員研究員

東京理科大学小玉陽太郎研究生

東京医科歯科大学腫瘍外科谷口 和樹研究生

東海大学工学部生命化学科小塚 正博実習生

東邦大学理学部平野し ぶ実習生

東京医療専門学校久恒 裕美実習生

所 属氏 名受 入 制 度

岡田 真希

北村 尚

鶴岡 千鶴

藤高 和信客員協力研究員

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科馬嶋 秀行客員協力研究員

上野 昭子客員協力研究員

山口 寛客員協力研究員

㈱千代田 大洗研究所小口 靖弘客員協力研究員

㈱千代田 大洗研究所大口 裕之客員協力研究員

㈱千代田 大洗研究所山林 尚道客員協力研究員

㈱千代田 大洗研究所藤崎 三郎客員協力研究員

神奈川大学工学部柏木 利介客員研究員

東北大学 ・ ー ー中村 尚司客員研究員

早稲田大学大学院理工学研究科小平 聡研究生

国際基督教大学岡部 篤史研究生

常磐薬品工業㈱開発研究所松本 聡研究生

甲南大学井上 覚太研究生

甲南大学沢辺 俊之研究生

早稲田大学大学院理工学研究科浅枝 真行研究生

宇宙放射線防護プ ェ

所 属氏 名受 入 制 度

除放射線影響協会青木 芳朗客員研究員

緊急被ばく医療研究センター
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東邦大学理学部山沢 雄実習生

東邦大学理学部大竹奈緒美実習生

東邦大学理学部稲澤 明子実習生

甲南大学高倉 雅実習生

甲南大学椿 智子実習生

早稲田大学理工学部太田 周也実習生

高見実智己博士号取得若手研究員

にruィhinin Sれrgれア
Viをtoroviりh

博士号取得若手研究員

所 属氏 名受 入 制 度

櫻木 智史博士号取得若手研究員

中西 貴宏博士号取得若手研究員

帰山 秀樹博士号取得若手研究員

防護体系構築研究 ープ

所 属氏 名受 入 制 度

末冨 勝敏ー ー

学習院大学理学部化学科村松 康行客員協力研究員

千葉大学園芸学部生物生産科学科天知 誠吾客員協力研究員

独 産業技術総合研究所坂田 将客員協力研究員

独 産業技術総合研究所吉岡 秀佳客員協力研究員

茨城大学理学部一政 祐輔客員研究員

木下 圭司客員研究員

三枝 新客員研究員

熊本大学理学部百島 則幸客員研究員

富山大学理学部佐竹 洋客員研究員

井上 義和客員研究員

千葉大学大学院自然科学研究科秋山夕香子研究生

千葉大学大学院教育学研究科大野 将史研究生

宇都宮大学大学院農学研究科加藤 翔太研究生

千葉大学教育学部加藤 修子実習生

千葉大学教育学部渡辺 真澄実習生

比較環境影響研究 ープ
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所 属氏 名受 入 制 度

除日本分析 ー真田 哲也客員協力研究員

京都大学原子炉実験所原子力基礎工学研究部門沖 雄一客員協力研究員

㈱ ー小泉 彰客員協力研究員

鹿児島大学医学部秋葉 澄伯客員協力研究員

核燃料 開発機構人形峠環境技術 ー石森 有客員協力研究員

京都大学原子炉研究所原子炉基礎工学研究部門山崎 敬三客員協力研究員

神戸薬科大学安岡 由美客員協力研究員

名古屋大学大学院工学研究科森泉 純客員協力研究員

㈱化研住谷 邦博客員協力研究員

㈱化研石川 幸治客員協力研究員

東京大学飯本 武志客員協力研究員

藤田保健衛生大学衛生学部下 道國客員協力研究員

中央医療技術専門学校細田 正洋研究生

群馬県立県民健康科学大学診療放射線学部杉野 雅人研究生

名古屋大学大学院工学研究科Nよurれれn MさRよhmよn研究生

京都大学大学院工学研究科長田 直之研究生

ラ ン研究 ープ

所 属氏 名受 入 制 度

薬丸 晴子客員技術員

上野 恵美客員技術員

池 翠萍客員技術員

田中 亮子客員技術員

小澤 俊彦客員協力研究員

花木 昭客員協力研究員

名古屋市立大学大学院薬学研究科中川 秀彦客員協力研究員

小野田真美客員協力研究員

石原 文子客員協力研究員

稲野 宏志客員研究員

近森 穣客員研究員

東京医科歯科大学久保浩太郎研究生

東京医科歯科大学千葉病院山崎 貴希研究生

東京歯科大学歯科麻酔学講座間宮 秀樹研究生

千葉大学大学院医学薬学教育府西澤 千穂研究生

共立薬科大学大学院川島 知憲研究生

ッ 制御研究 ープ
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筑波大学人間総合科学等支援室医学支援室宮川 牧子研究生

芝浦工業大学工学部林 大輔実習生

共立薬科大学川口久美子実習生

所 属氏 名受 入 制 度

小池 亜紀

潮見 友江客員技術員

独立行政法人理化学研究所加速器基盤研究部谷田貝文夫客員協力研究員

東北大学大学院医学系研究科上原 芳彦客員協力研究員

東北大学大学院医学系研究科小野 哲也客員協力研究員

大山客員協力研究員

東京医科歯科大学医歯学総合研究科北川 昌伸客員協力研究員

能勢 正子客員協力研究員

東邦大学医学部第 病理学教室藤田 和子客員協力研究員

広島大学原爆放射線医学研究所国際放射線情報 ー新田由美子客員協力研究員

埼玉県 ー研究所生田 統悟客員協力研究員

大阪大学微生物病研究所 免疫分野朝長 敬造客員協力研究員

昭和大学腫瘍分子生物学研究所大場 基客員協力研究員

国立感染症研究所放射能管理室前川 秀彰客員協力研究員

国立医薬品食品衛生研究所坂元 康晃客員協力研究員

国立医薬品食品衛生研究所池田 恵客員協力研究員

国立医薬品食品衛生研究所変異遺伝部増村 健一客員協力研究員

国立医薬品食品衛生研究所能美 健彦客員協力研究員

日本原子力研究所保健物理部PばNとK MばROSLとV客員協力研究員

日本原子力研究所保健物理部赤松 憲客員協力研究員

日本原子力研究所保健物理部大内 則幸客員協力研究員

日本原子力研究所保健物理部横谷 立子客員協力研究員

日本原子力研究所保健物理部斎藤 公明客員協力研究員

近畿大学理工学部生命科学科加川 尚客員協力研究員

近畿大学理工学部生命科学科藤川 和男客員協力研究員

日本原子力研究所高崎研究所坂下 哲哉客員協力研究員

日本原子力研究所高崎研究所菊地 正博客員協力研究員

日本原子力研究所高崎研究所小林 泰彦客員協力研究員

日本原子力研究所高崎研究所舟山 知夫客員協力研究員

日本原子力研究所高崎研究所鳴海 一成客員協力研究員

独立行政法人理化学研究所中央研究所菅澤 薫客員協力研究員

放射線障害研究 ープ



ご33「ご

国立感染症研究所藤本 浩文客員協力研究員

国立感染症研究所土田 耕三客員協力研究員

日本原子力研究所保腱物理部木名瀬 栄客員協力研究員

南久松眞子客員研究員

吉田 和子客員研究員

臺野 和広客員研究員

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科長谷川真紀研究生

千葉大学大学院自然科学研究科照沼 絵美研究生

東邦大学理学部湯徳 靖友実習生

東邦大学理学部古橋 舞子実習生

のuiんんよumれ Vよrれs博士号取得若手研究員

所 属氏 名受 入 制 度

安藤 俊輔客員技術員

林 昭子客員技術員

古瀬 健客員協力研究員

除食品薬品安全 ー秦野研究所原 巧客員協力研究員

千葉 喜彦客員研究員

遺伝子発現ネッ ワー 研究 ープ

所 属氏 名受 入 制 度

京都大学農学部研究科南直 治郎客員協力研究員

青木 一子客員協力研究員

丸山 耕一博士号取得若手研究員

実験動物開発研究 ープ

所 属氏 名受 入 制 度

除環境科学技術研究所 生物影響研究部中村 慎吾研究生

除環境科学技術研究所 生物影響研究部廣内 篤久研究生

内部被ばく影響研究 ープ

所 属氏 名受 入 制 度

除環境科学技術研究所塚田 祥文客員協力研究員

岩手大学農学部颯田 尚哉客員協力研究員

独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究 ー前田 守弘客員協力研究員

京都大学原子炉実験所高橋 知之客員協力研究員

北里大学獣医畜産学部獣医学科伊藤 伸彦客員協力研究員

廃棄物技術開発事業推進室
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京都大学大学院工学研究科森澤 眞輔客員協力研究員

大阪府立大学大学院農学生命科学研究科池田 英男客員協力研究員

熊本大学理学部百島 則幸客員協力研究員

中丸 康夫博士号取得若手研究員

石川 奈緒博士号取得若手研究員

SERのEば TOLMとなはEV博士号取得若手研究員

被ばく医療部

所 属氏 名受 入 制 度

東邦大学理学部生物分子科学科永田喜三郎客員協力研究員

東邦大学大学院理学研究科柴田 岳彦研究生

東邦大学理学部生物分子科学科大原 幹生実習生

女子栄養大学栄養学部保健栄養学科宇野麻美子実習生

須藤 誠博士号取得若手研究員

どれhnよィ のouるよｒィi博士号取得若手研究員

Mよゑiるfよr ねよrhよt博士号取得若手研究員

線量評価研究部

所 属氏 名受 入 制 度

中田 章史ー ー

原子力安全技術 ー中島 敏行客員協力研究員

東京農工大学留学生 ー川端 良子客員協力研究員

石巻専修大学角田 出客員協力研究員

北里大学上野 俊治客員協力研究員

城西大学薬学部和田 政裕客員協力研究員

名古屋大学医学部保健学科石榑 信人客員協力研究員

東京医科歯科大学医学部篠崎あ 帆実習生

矢島 千秋博士号取得若手研究員

幸 進博士号取得若手研究員

病院

所 属氏 名受 入 制 度

齋藤 博子客員協力員

ゆ 介護老人保健施設森田 新六客員研究員

鈴木 通也客員研究員

大藤 正雄客員研究員

大和田英美客員研究員

千葉東病院大月 和宣研究生
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東京医科歯科大学口腔外科学第一講座中本 大介研究生

鶴見大学歯学部第一口腔外科佐合 賢治研究生

翠明会山王病院今関 恵子研究生

東京医科歯科大学医学部相原 興彦研究生

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小林 未果研究生

恩田第二病院野口 海研究生

慶応義塾大学医学部田村 克巳研究生

岐阜県立多治見病院放射線部鎌田 茂義研究生

千葉大学大学院医学薬学府北林 宏之研究生

東京大学医学部医学科大友亮他だ4名実習生

加速器物理工学部

所 属氏 名受 入 制 度

小川 博嗣客員技術員

東京理科大学理工学部大学院物理学科岡田 裕樹客員技術員

千葉大学大学院自然科学研究科上杉 健弘客員技術員

科学技術振興機構清水 洋客員協力員

高信頼性部品株式会社技術部千葉 健一客員協力員

高信頼性部品㈱技術部梨山 勇客員協力員

高信頼性部品㈱技術部馬場 信次客員協力員

高信頼性普請㈱技術部古瀬 馨客員協力員

高信頼性部品㈱技術部杉本 憲治客員協力員

除原子力安全技術 ー河内 清光客員協力研究員

北里大学獣医畜産学部医学科獣医放射線学講座佐野 忠士客員協力研究員

北里大学獣医畜産学研究科獣医放射線学講座山田 直明客員協力研究員

群馬大学医学系研究科腫瘍放射線学教室遊佐 顕客員協力研究員

群馬大学田代 睦客員協力研究員

東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設金安 達夫客員協力研究員

科学技術振興機構医療用加速器 ーー ー客員協力研究員

松本 啓客員協力研究員

北里大学獣医畜産学部獣医放射線学講座夏堀 雅宏客員協力研究員

京都大学放射性同位元素総合 ー大澤 大輔客員協力研究員

若狭秀一郎客員協力研究員

曽我 文宣客員協力研究員

高 ー加速器研究機構田辺 徹美客員研究員

藤澤 高志客員研究員

大阪大学核物理研究 ー佐藤 健次客員研究員
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富谷 武浩客員研究員

三菱電機㈱先端技術総合研究所中西 哲也研究生

三菱電機㈱電力・社会 事業所吉田 克久研究生

東京大学大学院工学系研究科東 悟史研究生

東京大学大学院工学系研究科孟 徳研究生

東京理科大学物理学科橋本 浩利実習生

上杉 智教博士号取得若手研究員

大野由美子博士号取得若手研究員

古川 卓司博士号取得若手研究員

所 属氏 名受 入 制 度

とんれァれア のさ めhiるをovー ー

高野 幹男ー ー

黎 忠ー ー

三須 敏幸ー ー

大阪大学大学院工学研究科福持 修司客員技術員

深澤 篤客員技術員

高井 良太客員技術員

坂本 文人客員技術員

阿達 正浩客員技術員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー藤本 慎司客員技術員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー山崎 淳客員協力員

京都大学化学研究所頓宮 拓客員協力員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー田辺 幹夫客員協力員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー伊東 宏之客員協力員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー想田 光客員協力員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー白井 敏之客員協力員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー中村 衆客員協力員

広島大学大学院先端物質科学研究科水野 靖彦客員協力員

広島大学大学院先端物質科学研究科榎園 隼人客員協力員

東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設荻野 晴之客員協力員

日本原子力研究所関西研究所林由 紀雄客員協力員

東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学施設前川 陽客員協力員

広島大学大学院先端物質科学研究科坂尾 俊介客員協力員

広島大学大学院先端物質科学研究科内村 玄輝客員協力員

広島大学大学院先端物質科学研究科金田 健一客員協力員

先進小型加速器事業推進室



ご33だご

広島大学大学院先端物質科学研究科越智 秀太客員協力員

東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学施設山本 智彦客員協力員

日本原子力研究所関西研究所余語 覚文客員協力研究員

京都大学科学研究所池上 将弘客員協力研究員

東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設木下 健一客員協力研究員

産業技術総合研究所加藤 進客員協力研究員

産業技術総合研究所小山 和義客員協力研究員

産業技術総合研究所三浦 永祐客員協力研究員

産業技術総合研究所斎藤 直昭客員協力研究員

日本原子力研究所光量子科学研究 ー織茂 聡客員協力研究員

東京大学大学院工学系研究科附属原子力研究施設細貝 知直客員協力研究員

東京大学大学院工学系研究科附属原子力研究施設上坂 充客員協力研究員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー野田 章客員協力研究員

京都大学化学研究所先端 ー 科学 ー岩下 芳久客員協力研究員

高 ー加速器研究機構江川 一美客員協力研究員

日本原子力研究所関西研究所高井満美子客員協力研究員

大阪大学 ー ー ー学研究 ー藤田 尚徳客員協力研究員

高 ー加速器研究機研究機構照沼 信浩客員協力研究員

高 ー加速器研究機構遠藤 有聲客員協力研究員

広島大学大学院先端物質科学研究科岡本 宏己客員協力研究員

日本原子力研究所関西研究所大道 博行客員協力研究員

除高輝度光科学研究 ー冨澤 宏光客員協力研究員

高 ー加速器研究機構・加速器研究施設明本 光生客員協力研究員

高 ー加速器研究機構・素粒子原子核研究所谷口 敬客員協力研究員

高 ー加速器研究機構・加速器研究施設浦川 順治客員協力研究員

日本原子力研究所関西研究所光量子科学研究 ー小倉 浩一客員協力研究員

日本原子力研究所関西研究所匂坂 明人客員協力研究員

除高輝度光科学研究 ー花木 博文客員協力研究員

日本原子力研究所森道 昭客員協力研究員

広島大学大学院先端物質科学研究科伊藤 清一客員協力研究員

高 ー加速器研究機構肥後 寿泰客員協力研究員

大阪大学 ー ー ー学研究 ー北川 米喜客員協力研究員

日本原子力研究所関西研究所加道 雅孝客員協力研究員

国立病院機構姫路医療 ー宮脇 大輔客員研究員

加速器 ㈱平野耕一郎研究生

山中 信司博士号取得若手研究員



ご340ご

森 芳孝博士号取得若手研究員

益田 伸一博士号取得若手研究員

福田 将史博士号取得若手研究員

土橋 克広博士号取得若手研究員

福見 敦博士号取得若手研究員

医学物理部

所 属氏 名受 入 制 度

森 慎一郎

武井 由佳

稲玉 直子

佐藤 允信

武市 正雄

須藤美智雄

古川 重夫客員技術員

矢島佳央理客員技術員

佐方 周防客員技術員

濱本 学客員技術員

津田 倫明客員技術員

小野 裕介客員技術員

日本大学歯学部岩井 一男客員協力研究員

除医用原子力技術研究振興財団秋山 芳久客員協力研究員

順天堂大学浦安病院溝田 淳客員協力研究員

国立 ー東病院放射線部新保 宗史客員協力研究員

兵庫県立粒子線医療 ー板野 明史客員協力研究員

静岡県立静岡 ー山下 晴男客員協力研究員

東京都老人総合研究所 医学研究施設木村 裕一客員協力研究員

東京工業大学総合理工学研究科小尾 高史客員協力研究員

千葉大学１ﾛＢレパペ７レＣパミﾙ工学開発ョＢラベ羽石 秀昭客員協力研究員

静岡県立静岡 ー二見 康之客員協力研究員

国立長野病院中土 幸男客員協力研究員

埼玉医科大学中村 譲客員協力研究員

東京女子医科大学近藤 千里客員協力研究員

日立化成工業㈱総合研究所素材開発 ー清水 成宜客員協力研究員

東京大学人工物工学研究高橋 浩之客員協力研究員

千葉大学理学部物理学科河合 秀幸客員協力研究員

神戸市立工業高等専門学校電気工学科山本 誠一客員協力研究員



ご341ご

北里大学医療衛生学部村石 浩客員協力研究員

国際医療福祉大学放射線・情報科学科野原 功全客員協力研究員

兵庫県立粒子線医療 ー赤城 卓客員協力研究員

国立 ー東病院河野 良介客員協力研究員

平岡 武客員協力研究員

埼玉県立 ー放射線技術部水野 秀之客員協力研究員

福井大学工学部日下部正宏客員協力研究員

国立 ー東病院放射線部西尾 禎治客員協力研究員

千葉大学光学 工学科管 幹生客員協力研究員

松本 徹客員研究員

北里大学医療衛生部長谷川智之客員研究員

島津製作所医用機器事業部北村 圭司客員研究員

丸山 隆司客員研究員

新谷恵理子客員研究員

加速器 ㈱高橋 理研究生

東京都立保健科学大学大谷 浩樹研究生

吉田 英治博士号取得若手研究員

角尾 卓紀博士号取得若手研究員

渋谷 憲悟博士号取得若手研究員

米内 俊祐博士号取得若手研究員

画像医学部

所 属氏 名受 入 制 度

田村技術士事務所田村 充客員技術員

吉留 英二客員技術員

千葉大学医学部附属病院呼吸器内科滝口 裕一客員協力研究員

㈱安田 幸二客員協力研究員

千葉大学医学部附属病院整形外科鈴木 昌彦客員協力研究員

群馬県立県民健康科学大学柏倉 健一客員協力研究員

横浜市立大学医学部附属病院放射線部井上登美夫客員協力研究員

東海大学医学部循環器内科吉岡公一郎客員協力研究員

順天堂大学医学部精神医学教室黄田 常嘉客員協力研究員

千葉市立青葉病院青墳 章代客員協力研究員

金沢大学医学部保健学科天野 良平客員協力研究員

旭神経内科 ー 病院篠遠 仁客員協力研究員

東京女子医科大学附属第二病院脳神経外科田中 典子客員協力研究員

千葉大学医学部附属病院露口 利夫客員協力研究員
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日本 産業㈱西 幸雄客員協力研究員

日本 産業㈱医薬事業部中本 泰充客員協力研究員

千葉大学 工学研究開発 ー伊藤 公一客員協力研究員

千葉大学医学部放射線科山本 正二客員協力研究員

千葉大学医学部循環器内科武田 真一客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院藤崎 美久客員協力研究員

㈱野中 博意客員協力研究員

千葉大学 工学研究開発 ー齋藤 一幸客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院新海 浤客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院橋本 謙二客員協力研究員

㈱平野 好幸客員協力研究員

東京工業大学・学術国際情報 ー青木 尊之客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院法医学教室岩瀬博太郎客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院法医学教室早川 睦客員協力研究員

㈱神戸製鋼所 電子技術研究所三木 孝史客員協力研究員

千葉大学 ー大須賀敏明客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究科高梨 潤一客員協力研究員

福井大学高 ー医学研究 ー藤林 康久客員協力研究員

中国浙江大学張 宏客員協力研究員

館野 之男客員協力研究員

国立 ー東病院村上 康二客員協力研究員

自治医科大学臨床検査医学山田 俊幸客員協力研究員

国保旭中央病院吉田 勝哉客員協力研究員

東北大学加齢医学研究所福田 寛客員協力研究員

福井大学・高 ー医学研究 ー岡沢 秀彦客員協力研究員

浜松医科大学脳神経外科教室難波 宏樹客員協力研究員

医療法人 一純会 田所医院田所 裕之客員協力研究員

東北大学大学院農学研究科八巻 邦次客員協力研究員

高島製作所㈱中島 巌客員協力研究員

Kよroんinsりよ ばnstitutれこStoりをhoんmこSwれるれnなhristれr はよんんるin客員協力研究員

大阪工業大学情報科学部情報科学科松村 潔客員協力研究員

ばnstitutれ of Nuりんれよr Rれsれよrりh of thれ はungよriよn とりよるれmア of 
Sりiれnりれs

ねれrれnり Sィれんれりsれnアi客員協力研究員

nstitutれ of Nuりんれよr Rれsれよrりh of thれ はungよriよn とりよるれmア of 
Sりiれnりれs

めoんtよn Kovよりs客員協力研究員

千葉大学第 内科船橋 伸禎客員協力研究員

秋田県立脳血管研究 ー高橋 和弘客員協力研究員
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大阪大学医学部保健学科井上 修客員協力研究員

東北大学 Rば ー岩田 鎌客員協力研究員

東京大学大学院農学生命科学研究科中西 友子客員協力研究員

銚子市立総合病院精神科白石 哲也客員協力研究員

日本原子力研究所高崎研究所鈴井 伸郎客員協力研究員

日本原子力研究所高崎研究所石岡 典子客員協力研究員

ー ー ー ー㈱室尾 洋二客員協力研究員

Ｖ ｅｗ㈱余川 隆客員協力研究員

産業技術総合研究所齋藤客員協力研究員

深谷赤十字病院精神心療科佐藤 康一客員協力研究員

加瀬外科・加瀬眼科小高 謙一客員研究員

金沢 洋子客員研究員

神奈川工科大学 工学科石濱 正男客員研究員

秋根 良英客員研究員

山形大学工学部小野 光弘客員研究員

千葉大学大学院医学薬学教育部五十嵐 隼研究生

千葉大学大学院医学薬学教育部平野 成樹研究生

千葉大学大学院医学薬学教育部岡村 敏充研究生

陸上自衛隊木更津駐屯地業務隊梅田 諭研究生

住重加速器 ー ㈱張 明栄研究生

㈱日本製綱所鈴木 寿研究生

住重加速器 ー ㈱小川 政直研究生

東京大学大学院農学生命科学研究科田野井慶太朗研究生

東京大学大学院農学生命科研究科大矢 智幸研究生

九州大学病院放射線科林 和孝研究生

住重加速器 ー ㈱吉田勇一郎研究生

㈱日本製鋼所向井 健作研究生

千葉大学医学部附属病院國吉 一樹研究生

住友重機械工業(株（量子先端機器事業 ー佐々木基仁研究生

住友重機械工業㈱永津弘太郎研究生

福岡大学薬学部山田 明史研究生

九州大学大学院薬学府病体分子認識化学分野淵上 剛志研究生

千葉大学大学院医学薬学府水野 里子研究生

千葉大学大学院医学薬学府藤川 文子研究生

千葉大学工学部情報画像工学科小林 哲哉実習生

千葉大学工学部情報画像工学部高橋 悠実習生
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東京大学農学部濱田洋祐実習生

遠藤卓哉博士号取得若手研究員

Khよんれる Mohよmれる Sよんれh 
ばらrよhim Eんごとィonれア

博士号取得若手研究員

ｕ ｙａ  はよo博士号取得若手研究員

医療情報室

所 属氏 名受 入 制 度

獨協医科大学医学部放射線医学講座塚本 信宏客員研究員

慶應義塾大学大学院理工学研究科水野 洋輔研究生

慶應義塾大学大学院理工学研究科中島 祥次研究生

早稲田大学大学院理工学研究科細田 順一研究生

所 属氏 名受 入 制 度

東京理科大学薬学部渡邊 雅彦客員技術員

千葉大学大学院医学薬学教育部松本 孔貴客員技術員

扶川 武志客員研究員

小池 幸子客員研究員

東京理科大学薬学部渡邊 雅彦研究生

粒子線治療生物研究 ープ

脳機能 メー ン 研究開発推進室

所 属氏 名受 入 制 度

永井 裕司

福島 芳子

樋口 真人ー ー

林 海香客員技術員

関 千江客員技術員

慶応義塾大学医学部精神神経科加藤元一郎客員協力研究員

東京医科歯科大学医学部附属病院脳神経外科成相 直客員協力研究員

放送大学教養学部仙波 純一客員協力研究員

長寿科学振興財団にoronられをov Tよんよnt客員協力研究員

安東 潔客員研究員

東京医科歯科大学大学院精神行動医科学分野黒田 裕子研究生

東京大学大学院医学系研究科藤村 洋太研究生

筑波大学大学院人間総合科学研究科太田 深秀研究生

京都府立医科大学大学院松本 良平研究生

東京医科歯科大学大学院稲次 基希研究生
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日本医科大学大学院医学研究科羽田 栄輔研究生

復光会総武病院安藤 智道研究生

医療法人清和会浅井病院伊藤 滋朗研究生

日本医科大学精神医学教室舘野 周研究生

除精神医学研究所附属東京武蔵野病院野﨑 昭子研究生

清和会浅井病院浅井 禎之研究生

復光会総武病院小坂 淳研究生

日本医科大学大学院精神・行動医学荒川 亮介研究生

東京 ー専門学校石田 瑞帆実習生

東京 ー専門学校諸越 幸恵実習生

東京 ー専門学校松田 優一実習生

生駒 洋子博士号取得若手研究員

季 斌博士号取得若手研究員

徳永 正希博士号取得若手研究員

前田 純博士号取得若手研究員

森本 卓哉博士号取得若手研究員

高橋 英彦博士号取得若手研究員

放射線感受性遺伝子研究プ ェ

所 属氏 名受 入 制 度

千葉大学大学院医学研究院先端応用外科小松 亜樹客員協力員

日立公共 ㈱松村 崇史客員協力員

大阪市立総合医療 ー田中 正博客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院市川 智彦客員協力研究員

千葉大学医学部附属病院小宮 顕客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究科鈴木 啓悦客員協力研究員

富山医科薬科大学附属病院放射線部小川 心一客員協力研究員

広島大学原爆放射能医学研究所木村 昭郎客員協力研究員

除放射線影響研究所John どさなoんognれ客員協力研究員

塩野義製薬㈱創薬研究所大島 五紀客員協力研究員

金沢大学医学部菊池 雄三客員協力研究員

川上診療所川上 義弘客員協力研究員

九州大学大学院医学研究院中村 和正客員協力研究員

九州大学医学附属病院放射線科塩山 善之客員協力研究員

九州大学医学部附属病院放射線科大賀 才路客員協力研究員

久留米大学医学部放射線医学教室淡河恵津世客員協力研究員

埼玉医科大学総合医療 ー高橋 健夫客員協力研究員
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滋賀医科大学放射線科邵 啓全客員協力研究員

自治医科大学放射線医学仲澤 聖則客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院先端応用外科星野 敢客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院宇野 隆客員協力研究員

横浜市立大学医学部放射線医学教室板澤 朋子客員協力研究員

横浜市立大学大学院医学研究科放射線医学教室田山 芳史客員協力研究員

奈良県立医科大学森 俊雄客員協力研究員

広島市立広島市民病院野田 昌昭客員協力研究員

日本大学医学部斎藤 勉客員協力研究員

聖路加国際病院放射線科関口 健次客員協力研究員

聖路加国際病院中村 清吾客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院先端応用外科阿久津泰典客員協力研究員

千葉大学大学院医学研究院先端応用外科秋澤 慈客員協力研究員

千葉大学医学部附属病院第一外科長嶋 健客員協力研究員

千葉県 ー乳腺外科山本 尚人客員協力研究員

東北大学医学部放射線科高井 良尋客員協力研究員

東北大学大学院医学研究科根本 建二客員協力研究員

東北大学医学部附属病院小川 芳弘客員協力研究員

東北大学病院放射線治療科高井 憲司客員協力研究員

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科渋谷 均客員協力研究員

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科吉村 亮一客員協力研究員

東京医科歯科大学医学附属病院放射線科岩田 賢客員協力研究員

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科三浦 雅彦客員協力研究員

東京医科歯科大学大学院口腔放射線医学分野渡邊 裕客員協力研究員

東京大学医学部大橋 順客員協力研究員

富山医科薬科大学附属病院野村 邦紀客員協力研究員

名古屋市立大学大学院医学研究科芝本 雄太客員協力研究員

名古屋市立大学大学院医学研究科荻野 浩幸客員協力研究員

名古屋市立大学大学院医学研究科小田 京太客員協力研究員

名古屋市立大学大学院医学研究科大島 秀一客員協力研究員

名古屋市立大学大学院医学研究科馬場二三八客員協力研究員

名古屋市立大学大学院医学研究科宮本 顕彦客員協力研究員

名古屋市立大学病院放射線科久米真由美客員協力研究員

名古屋市立大学大学院医学研究科量子放射線分野下平 政史客員協力研究員

名古屋市立大学病院 放射線科竹内 充客員協力研究員

名古屋市立大学大学院医学研究科原 眞咲客員協力研究員
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名古屋市立大学大学院医学研究科白木 法雄客員協力研究員

北海道大学医学部附属病院放射線部白土 博樹客員協力研究員

北海道大学病院鈴木恵士郎客員協力研究員

北海道大学医学部附属病院放射線科青山 英史客員協力研究員

北海道大学病院放射線部鬼丸 力也客員協力研究員

北海道大学大学院医学研究科田口 大志客員協力研究員

北海道大学大学院医学研究科加藤 徳雄客員協力研究員

北海道大学大学院医学研究科藤野 賢治客員協力研究員

北海道大学大学院医学研究科木下留美子客員協力研究員

横浜市立大学医学部放射線医学大村 素子客員協力研究員

横浜市立大学医学部放射線医学講座荻野伊知朗客員協力研究員

東邦大学大学院理学研究科梅津 篤研究生

東京歯科大学大学院研究科菅原 圭亮研究生

東京 ー専門学校平子 覚実習生

高精度遺伝子発現プ フ ー プ ェ

所 属氏 名受 入 制 度

中村 美樹客員技術員

新宮 京子客員技術員

日清紡績㈱研究開発 ー佐々木直一客員協力研究員

酵母工業㈱長浜生物科学研究所森 和也客員協力研究員

理化学研究所発生再生総合研究 ー鈴木 展子客員協力研究員

藤井 亮介客員協力研究員

ー ㈱三上 陽司客員協力研究員

堀 雅明客員協力研究員

香川大学大学院農学研究科高鍋利依子研究生

東京 ー専門学校山本沙由理実習生



ご34たご

所外講師

．研修課程講師一覧

所 属 機 関 名氏 名所 属 機 関 名氏 名

順天堂大学医学部附属浦安病院住 幸治国立精神・神経 ー
精神保健研究所 成人精神保健部

金    吉晴

北里大学岩波 茂放医研客員協力研究員今井 靖子

聖 医科大学江原 範重元放射線医学総合研究所渡利 一夫

日本 ー ー研究所石橋 明放医研客員研究員丸山 隆司

埼玉医科大学 総合医療 ー新保 宗史埼玉医科大学土器屋卓志

放医研客員研究員新谷恵理子自治医科大学Rば ー菊地 透

原燃輸送㈱笹尾 正士放医研客員協力研究員野田 豐

海上保安庁虻川 浩介大分県立看護科学大学伴 信彦

陸上自衛隊 研究本部 開発実験団
部隊医学実験隊

山本 哲生聖路加国際病院黒田 正子

中部電力㈱浜岡原子力総合事務所
浜岡診療所

道家  義和聖路加看護大学高橋 恵子

東京電力株式会社猪狩 和之日本原子力研究開発機構東海研究開発
ー核燃料 工学研究所

百瀬 琢磨

千葉大学医学部附属病院鈴木 子日本原燃㈱ 診療所神 裕

式場病院肥田明日香成田市消防本部飯嶋 等

財団法人 放射線影響研究所錬石 和男放医研客員協力研究員曽我 文宣

財団法人 放射線影響研究所児玉 喜明放医研客員協力研究員井上 義和

国立保健医療科学院鈴木 元東京 ー ー ㈱千葉事業所吉田 浩樹

東京大学大学院宮川 清理化学研究所上蓑 義朋

広島大学原爆放射線医科学研究所鈴木 文男元放射線医学総合研究所喜多尾憲助

広島大学大学院谷川 攻一東京女子医科大学前林 勝也

広島大学原爆放射線医科学研究所星 正治大分県立看護科学大学小西恵美子

広島大学病院谷口 金吾国立 ー中央病院浅井 望美

広島大学自然科学研究支援開発 ー木庭 亮二慶應義塾大学大学院金子眞理子

広島大学原爆放射線医科学研究所北川 和英東京医科大学病院野口 純子

広島大学 緊急被 く医療推進 ー神谷 研二北里大学長谷川智之
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 線量評価部 
 鈴 木 敏 和 
 
 白 石 久仁雄 
 ー ー  
 仲 野 高 志 
 松 本 雅 紀 
 矢 島 千 秋 
 榎 本 宏 子 
重粒子医科学 ー  

 辻 井 博 彦
 病院 

 治  療  課 
 辻 比呂志 
 大 野 達 也 
 安 田 茂 雄 
 石 川 仁
 診  断  課 
 吉 川 京 燦
 看  護  課 
 三 上 恵 子 
 村 上  
 徳 山 憲 子 
 山 下 曜 子 
 高 橋 厚 子 
 鈴 木 明 子 
 篠 崎 幸 江 
 安孫子 砂 織 
 篠 崎 尚 美 
 徳 島 竜 太 
 診療放射線技師室 
 渡 邊 和 洋 
 渡 辺 秀 雄 
 砂 岡 正 良 
 谷 本 克 之 
 加速器物理工学部 
 蓑 原 伸 一 
 佐 藤 眞 二 
 金 澤 光 隆 
 岩 田 佳 之 
 小 森 雅 孝 
 松 藤 成 弘 
 医学物理部 
 兼 松 伸 幸 
 水 野 秀 之 
 村 山 秀 雄 
 宮 原 信 幸 
 西 澤 枝 
 赤 羽 恵 一 
 大 野 真 里 
 佐 方 周 防 
 山 谷 泰 賀 
 画像医学部 
 棚 田 修 二 
 原 田 平輝志 
 粒子線治療生物研究部 
 古 澤 佳 也 
 研究推進部 
 遠 藤 真 広
 研修課 
 上 田 順 市 
 川 上 利 彦 
 白 川 芳 幸 

理 事 長
 佐々木 康 人 
 放射線防護・安全部 
 宮 本 勝 宏 
 放射線安全課 
 津 浦 伸 次 
 佐々木 昭 徳 
 小 林 圭 輔 
 菅 原 幸 喜 
 小 枝 伸 悟 
 椎 野 剛 成 
 小 林 圭 輔 
 内 田 祐 棋 
 川 畑 太 吾 
 防災環境対策室 
 石 澤 義 久 
 前 田 武 
 研究基盤部 
 技術支援・開発室 
 濱 野 毅 
 情報業務室 
 情報 開発課 
 佐 藤 眞一郎 
放射線安全研究 ー  

 早 田 勇 
 低線量生体影響  
 山 内 正 剛 
 宇宙放射線防護  
 保 田 浩 志 
 高 見 実智己 
 安 田 仲 宏 
 防護体系構築研究 ー  
 渡 部 輝 久 
 西 村 義 一 
 比較環境影響研究 ー  
 土 居 雅 広 
 吉 田 聡 
 田 上 恵 子 
 坂 内 忠 明 
 柳 澤 啓 
 研究 ー  
 米 原 英 典 
 放射線障害研究 ー  
 神 田 玲 子 
緊急被 く医療研究 ー  

 藤 元 憲 三 
 調整管理室 
 佐 島 馨 
 被 く医療部 
 明 石 真 言 
 中 山 文 明 
 蜂 谷  
 渡 辺 恵 子 
 高 井 大 策 
 富 永 隆 子 
 田 村 泰 治 
 緊急被 く医療業務推進  
 阿 部 謙 一 

所内講師
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○役 員

   理事長  佐々木 康 人

   理 事  髙 橋 千太郎

   理 事  袴 着 実

 監 事  林 光 夫

 監 事 非常勤   村 井 敞

      

○企 画 室     

 室 長  内 田 滋 夫

      

 ○企 画 課    

  課   長  岩 間 文 人

  総括係長  岩 田 公 平

  評価・調査係長  高 倉 伸 夫

      

 ○研究担当調査役  原 田 良 信

 ○研究担当調査役  北 川 敦 志

 ○研究担当調査役 併任   土 居 雅 広

 ○研究担当調査役 併任   取 越 正 己

      

 ○評価担当調査役  床 次 眞 司

      

○広 報 室     

 室    長  本 郷 修

 専門職  東 條 三 郎

      

○総 務 部     

 部   長  大 竹 暁

      

 ○総 務 課    

  課   長   髙 野 和 夫

  課長代理  郡 司 良 男

  専門職  内 田 晴 康

  総務係長  中 禎 弘

  人事係長  大 熊 拓 也

  給与係長  伏 見 淳 一

  労務係長 併任   小 畑 浩 明

  厚生係長  小 畑 浩 明

      

 ○経 理 課    

  課 長  廣 神 正 徳

  課長代理  広 岡 隆

  専門職  松 本 登美子

  予算決算係長  黒 澤 正 弘

  財務係長  好 永 聡

  出納係長 併任   松 本 登美子

 ○会 計 課    

  課 長   佐 藤 司

  課長代理   田茂山 晋

  契約第 係長  米 倉 友 昭

  契約第 係長  大 平 敬 二

  資産管理係長  窪 川 欽 弥

      

 ○施 設 課    

  課 長   橘 登志雄

  課長代理  森 貞 次

  課長代理  永 島 政 則

  専門職  舘 林 幹 夫

  管理係長  藤 野 輝 雄

  施設第 係長  宮 原 文 男

  施設第 係長  立 石 実

      

○研究推進部     

 部 長  遠 藤 真 広

      

 ○国際室    

  室 長  立 﨑 英 夫

  専門職  木 村 正 子

  専門職  進 士 賀 一

  専門職 派遣   渡 邉 直 行

      

 ○研究推進課    

  課 長  桜 井 清 一

  課長代理  秋 葉 繁

  研究推進係長  濱 田 博 信

  外部資金係長  三 井 正 紀

  産学官連携係長 併任   濱 田 博 信

  知的財産権専門員 併任   桜 井 清 一

      

 ○研修課    

  課 長  上 田 順 市

  課長代理  川 上 利 彦

  研修業務係長 併任   川 上 利 彦

  主任研究員  白 川 芳 幸

  研修指導室長 併任   上 田 順 市

      

○放射線防護・安全部     

 部 長  倉 田 泰 孝

 主任研究員  宮 本 勝 宏

      

 ○放射線安全課    

  課 長  津 浦 伸 次

  課長代理  田 代 克 人

平成1た年3月現在

．役員・役職職員名簿
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  専門職  河 合 徹

  専門職  石 澤 昭 子

  放射線安全企画係長 併任  田 代 克 人

  健康管理係長 併任   石 澤 昭 子

  放射線管理第 係長  佐々木 昭 徳

  放射線管理第 係長   菅 原 幸 喜

  核燃料安全係長  齋 藤 和 典

      

 ○防災環境対策室    

  室 長  朽 木 満 弘

  専門職  石 澤 義 久

  放射線環境監視係長 併任  石 澤 義 久

  廃棄物処理係長(併任（   石 澤 義 久

  核燃料廃棄物処理係長 併任 石 澤 義 久

      

 ○安全管理室    

  室 長  鈴 木 直 方

  専門職  宮 後 法 博

      

 ○内部被 く実験棟管理室   

  室長 併任   津 浦 伸 次

  内部被 く実験棟管理係長  三 門 富士夫

  内部被 く実験棟安全係長 併任

      齋 藤 和 典

  内部被 く実験棟廃棄物処理係長 併任  

     津 浦 伸 次

      

 ○放射線安全技術開発室    

  室長 併任   鈴 木 敏 和

      

○研究基盤部     

 部 長  湯 川 雅 枝

 ○技術支援・開発室    

  室 長  今 関 等

  共同実験施設管理係長  前 田 武

  放射線装置管理係長 併任    濱 野 毅

  主任技術員  濱 野 毅

      

 ○実験動物開発・管理室    

  室長 併任   松 下 悟

  専門職  川 島 直 行

  専門職  早 尾 辰 雄

  実験動物生産係長  上 野 渉

  実験動植物施設係長  遠 藤 節 子

  実験動物衛生係長 併任   川 島 直 行

  動物病態開発専門員  小久保 年 章

  動物資源開発専門員  岡 本 正 則

  動物実験推進専門員 併任  小久保 年 章

      

○情報業務室     

 室長 併任   湯 川 雅 枝

      

 ○情報利用推進課    

  課 長  石 田 敦 郎

  情報業務係長  鵜 澤 勝 己

  図書・研究情報係長 併任  鵜 澤 勝 己

      

 ○情報 開発課     

  課 長  竹 下 洋

  情報 開発係長   四野宮 貴 幸

  情報 開発推進専門員 佐 藤 眞一郎

      

○放射線安全研究 ー     

 ー長  早 田 勇

      

 ○推進室    

  室長 併任   神 田 玲 子

  主任研究員  伊 藤 綽 子

  主任研究員  飯 田 治 三

      

 ○那珂湊支所    

  支所長  日下部 正 志

  管理課長  齋 藤 政 敏

  課長代理   黒 澤 勝 治

  専門職  斎 藤 和 浩

  管理係長 併任   黒 澤 勝 治

  会計係長 併任   齋 藤 政 敏

  放射線安全係長 併任   斎 藤 和 浩

      

 ○低線量生体影響     

  ー ー  島 田 義 也

  第 ー ー ー 併任   島 田 義 也

  主任研究員  大 町 康

  第 ー ー ー 併任  島 田 義 也

  主任研究員  西 村 ゆ

  第 ー ー ー  辻 秀 雄

  主任研究員  石 井 洋 子

  主任研究員  東 智 康

  主任研究員  久 保 い子

  第 ー ー ー  山 内 正 剛

  第 ー ー ー   塩 見 忠 博

  主任研究員  高 萩 真 彦

      

 ○宇宙放射線防護     

  ー ー   岡 安 隆 一

  第 ー ー ー 併任  岡 安 隆 一

  主任研究員  髙 田 真 志

  第 ー ー ー  保 田 浩 志

  主任研究員  金 原 進
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  第 ー ー ー 併任  岡 安 隆 一

  主任研究員   野 島 久美恵

  主任研究員  鈴 木 雅 雄

  第 ー ー ー  福 田 俊

      

 ○防護体系構築研究 ー     

  ー ー ー   西 村 義 一

  ー ー ー 併任 日下部 正 志

  第 ー ー ー 併任  白 石 久二雄

  第 ー ー ー 併任   西 村 義 一

  第 ー ー ー 併任  西 村 義 一

  第 ー ー ー   吉 本 泰 彦

  主任研究員   吉 永 信 治

  第 ー ー ー  山 田 正 俊

  主任研究員   青 野 辰 雄

  第 ー ー ー  石 井 紀 明

  主任研究員  中 原 元 和

  第 ー ー ー  渡 部 輝 久

     

 ○比較環境影響研究 ー     

  ー ー ー  吉 田 聡

  第 ー ー ー 併任  吉 田 聡

  主任研究員  佐 藤 宏

  主任研究員  久保田 善 久

  第 ー ー ー  武 田 洋

  主任研究員  宮 本 霧 子

  主任研究員  柳 澤 啓

  主任研究員  府 馬 正 一

  第 ー ー ー  土 居 雅 広

  第 ー ー ー 併任  吉 田 聡

  主任研究員  坂 内 忠 明

  主任研究員  田 上 恵 子

      

 ○ 研究 ー   

  ー ー ー   山 田 裕 司

  第 ー ー ー 併任  山 田 裕 司

  第 ー ー ー  米 原 英 典

  主任研究員  石 川 徹 夫

  主任研究員  福 津 久美子

      

 ○ 制御研究 ー     

  ー ー ー  伊古田 暢 夫

  第 ー ー ー 併任  伊古田 暢 夫

  第 ー ー ー  安 西 和 紀

  主任研究員  松 本 謙一郎

  第 ー ー ー 併任  伊古田 暢 夫

  主任研究員  小野田 眞

  第 ー ー ー 併任  伊古田 暢 夫

  主任研究員  石 原 弘

  主任研究員  鈴 木 桂 子

 ○放射線障害研究 ー     

  ー ー ー  相 澤 志 郎

  第 ー ー ー  神 田 玲 子

  主任研究員  古 川 章

  主任研究員  村 上 正 弘

  第 ー ー ー 併任  相 澤 志 郎

  主任研究員  王 冰

  主任研究員  田 中 薫

  第 ー ー ー  根 井 充

  主任研究員  中 島 徹 夫

  主任研究員  本 郷 悦 子

  主任研究員  菅 谷 公 彦

  主任研究員  森 雅 彦

  第 ー ー ー  廣 部 知 久

  主任研究員  笠 井 清 美

  主任研究員  小 池 学

 ○遺伝子発現 ワー 研究 ー     

  ー ー ー 併任    安 倍 真 澄

  第 ー ー ー 併任  安 倍 真 澄

  主任研究員  野 田 攸 子

  第 ー ー ー 併任  齋 藤 俊 行

      

 ○実験動物開発研究 ー     

  ー ー ー   松 下 悟

  第 ー ー ー   石 川 裕 二

  主任研究員  鬼 頭 靖 司

  第 ー ー ー 併任   松 下 悟

      

 ○内部被 く影響研究 ー     

  ー ー ー 併任    早 田 勇

  第 ー ー ー 併任  早 田 勇

  第 ー ー ー  山 田 裕

      

○緊急被 く医療研究 ー                              

                                              

 ー長   藤 元 憲 三

      

 ○調整管理室    

  室 長  近江谷 敏 信

  専門職  佐 島 馨

      

 ○被 く医療部    

  部 長    明 石 真 言

  被 く診療室長 併任   明 石 真 言

  主任研究員  中 山 文 明

  障害医療情報室長 併任  明 石 真 言

  障害臨床研究室長 併任    明 石 真 言

  主任研究員  蜂 谷
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 ○線量評価研究部    

  部長 併任   藤 元 憲 三

  計測技術開発室長  鈴 木 敏 和

  微量分析研究室長  白 石 久二雄

  主任研究員  ー ー

  体内挙動研究室長 併任   西 村 義 一

  主任研究員  渡 辺 嘉 人

  物理線量研究室長 併任   西 村 義 一

  主任研究員   仲 野 高 志

  主任研究員   松 本 雅 紀

  生物線量研究室長  吉 田 光 明

      

 ○緊急被 く医療業務推進     

  長 併任   明 石 真 言

  推進室長 非常勤   栗 原 和 泉

  医療業務室長 併任   明 石 真 言

      

○重粒子医科学 ー     

 ー長  辻 井 博 彦

      

 ○運営室    

  室長 併任   辻 井 博 彦

  専門職   橘 幸 子

      

 ○病院    

  病院長  溝 江 純 悦

      

  ○事務課   

   課 長   川 村 陽 一

   課長代理  松 本 清 子

   庶務係長 併任   松 本 清 子

  会計係長  笠 井 利 彦

   医事係長  長 沼 有 俊

   栄養係長  安 室 和 子

  ○治療課   

   課 長   鎌 田 正

   第 治療室長   宮 本 忠 昭

   第 治療室長   馬 場 雅 行

      

  ○診断課   

   課 長   神 立 進

   臨床検査室長  加 藤 真 吾

   検査係長 併任    守 屋 弘 子

   臨床検査技師長  守 屋 弘 子

   画像診断室長  吉 川 京 燦

      

  ○看護課   

   総看護師長  中 村 美佐子

     

  ○薬剤室   

   室 長  渡 邉 伸

      

  ○診療放射線技師室   

   室 長   渡 邊 和 洋

      

 ○加速器物理工学部    

  部 長   山 田 聰

      

  ○ 運転室   

   室 長   本 間 壽 廣

   運転係長 併任

     河 野 耕 二

      

  ○重粒子運転室   

   室 長   髙 田 栄 一

   重粒子運転第 係長 併任 河 野 耕 二

   重粒子運転第 係長  佐 藤 眞 二

   専門職     河 野 耕 二

      

  ○ ー 利用調整室   

   室 長   村 上 健

      

  ○入射器開発室   

   室 長    佐 藤 幸 夫

      

  ○主加速器開発室   

   室長 併任    山 田 聰

   主任研究員  熊 田 雅 之

   主任研究員  金 澤 光 隆

   主任研究員  野 田 耕 司

      

  ○照射装置開発室   

   室 長  取 越 正 己

   主任研究員   蓑 原 伸 一

   主任研究員   松 藤 成 弘

      

 ○医学物理部    

  部 長  金 井 達 明

      

  ○ ー 測定・開発室   

   室長 併任   金 井 達 明

   主任研究員  兼 松 伸 幸

      

  ○治療 開発室   

   室長 併任    金 井 達 明

   主任研究員  伊 藤 浩 子

   主任研究員  宮 原 信 幸
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  ○診断 開発室   

   室長 併任   村 山 秀 雄

      

  ○医療被 く防護研究室   

   室 長   西 澤 枝

   主任研究員  赤 羽 恵 一

      

 ○画像医学部    

  部長  棚 田 修 二

      

  ○放射薬剤製造・開発室   

   室長 併任   鈴 木 和 年

   核技術係長  根 本 和 義

   業務係長  鈴 木 正 幸

      

  ○分子 ー ー開発室   

   室長 併任   入 江 俊 章

      

  ○臨床応用研究室   

   室長 併任   棚 田 修 二

      

  ○分子情報研究室   

   室長 併任   池 平 博 夫

      

 ○医療情報室    

  室 長  安 藤 裕

  主任技術員  向 井

      

 ○放射線治療品質管理室    

  室長 併任   金 井 達 明

  主任研究員  福 村 明 史

      

 ○粒子線治療生物研究 ー     

  ー ー ー   安 藤 興 一

  主任研究員  古 澤 佳 也

      

 ○脳機能 ー 研究開発推進室    

  室長 併任    須 原 哲 也

  主任研究員   大 林 茂

      

○特別上席研究員     

     須 原 哲 也

      

○ 研究 ー      

 ー長 非常勤   村 田 啓

      

 ○ 研究推進室    

  室長 併任   今 井 高 志

      

 ○放射線感受性遺伝子     

  ー ー   今 井 高 志

  第 研究 ー ー ー 併任

      今 井 高 志

  第 研究 ー ー ー 併任

     原 田 良 信

  主任研究員  相 良 雅 史

  第 研究 ー ー ー 非常勤  

     岩 川 眞由美

      

○先端遺伝子発現研究 ー     

 ー長  安 倍 真 澄

      

 ○推進室    

  室長 併任   安 倍 真 澄

      

 ○高精度遺伝子発現 ー

  ー ー 併任 安 倍 真 澄

  第 ー ー ー 併任  安 倍 真 澄

  第 ー ー ー   斎 藤 俊 行

  第 ー ー ー  二 藤 彰

      

○分子 ー 研究 ー     

 ー長 非常勤   米 倉 義 晴

      

 ○運営企画 ー     

  ー ー ー 併任   米 倉 義 晴

  企画・研究推進 ー ー ー 併任

     原 田 良 信

  庶務 ー ー ー 併任  原 田 良 信

      

 ○分子認識研究 ー     

  ー ー ー 併任    米 倉 義 晴

  標識技術研究 ー ー ー 鈴 木 和 年

  分子 ー 開発 ー ー ー

     入 江 俊 章

  主任研究員  原田平 輝 志

  主任研究員  福 士 清

  薬剤製造開発 ー ー ー 併任

     鈴 木 和 年

  先端製造 開発 ー ー ー 併任

     鈴 木 和 年

  主任技術員  福 村 利 光

  主任技術員  鈴 木 寿

      

 ○先端生体計測研究 ー     

  ー ー ー 併任    米 倉 義 晴

  計測 開発 ー ー ー

     池 平 博 夫

  主任研究員  小 畠 隆 行
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  画像機能融合研究 ー ー ー 併任

     米 倉 義 晴

  画像解析研究 ー ー ー 併任

     米 倉 義 晴

  ー 物理研究 ー ー ー ー

     村 山 秀 雄

      

 ○分子病態 ー 研究 ー     

  ー ー ー  佐 賀 恒 夫

  疾患診断研究 ー ー ー 併任

     米 倉 義 晴

  分子診断研究 ー ー ー 古 川 高 子

  機能分子研究 ー ー ー 併任

     米 倉 義 晴

      

 ○分子神経 ー 研究 ー     

  ー ー ー 併任   須 原 哲 也

  脳病態研究 ー ー ー  伊 藤 浩

  分子生態研究 ー ー ー 併任

     須 原 哲 也

  分子研究 ー ー ー 併任

     須 原 哲 也

      

○監査室     

 室 長    綱 島 信 英
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前 任 署 等日 付氏 名所 属 ・ 職 名

文部科学省

文部科学省

文部科学省

採用

採用

国立病院機構

文部科学省

国立病院機構

採用

文部科学省

採用

採用

採用

採用

文部科学省

採用

文部科学省

採用

文部科学省

採用

採用

採用

採用

採用

採用

文部科学省

文部科学省

採用

採用

防災科学技術研究所

国立病院機構

採用

採用

採用

採用

文部科学省

文部科学省

採用

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  「さ  1

は1ぞさ  「さ  1

は1ぞさ  「さ  1

は1ぞさ  「さ  1

は1ぞさ  そさ  1

は1ぞさ  ぞさ  1

は1ぞさ  ぞさ  1

は1ぞさ  ぞさ1「

は1ぞさ  たさ  1

は1ぞさ  ださ  1

は1ぞさ  ださ  1

は1ぞさ10さ  1

は1ぞさ10さ  1

は1ぞさ10さ  1

は1ぞさ10さ  1

は1ぞさ10さ  1

は1ぞさ10さ  1

は1ぞさ10さ  1

は1ぞさ11さ  1

は1ぞさ11さ  1

は1ぞさ11さ  1

は1ぞさ11さ  1

は1たさ  3さ  1

は1たさ  3さ  1

は1たさ  3さ  1

は1たさ  3さ  1

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

総務部長

研究推進部研究推進課長

放射線安全研究 ー比較環境影響研究 ー 主任

研究員

緊急被 く医療研究 ー被 く医療部被 く診療室

緊急被 く医療研究 ー被 く医療部障害医療情報室

重粒子医科学 ー病院事務課医事係長

重粒子医科学 ー病院事務課

重粒子医科学 ー病院看護課看護師

重粒子医科学 ー画像医学部臨床応用研究室

総務部会計課長代理

重粒子医科学 ー病院治療課第 治療室医長

重粒子医科学 ー画像医学部放射薬剤製造・開発室

分子 ー 研究本部付研究員 ー ー ー待

遇

重粒子医科学 ー病院診療放射線技師室主任診療放

射線技師

放射線防護・安全部放射線安全課

重粒子医科学 ー病院治療課第 治療室医長

企画室企画課長

重粒子医科学 ー医学物理部 ー 測定・開発室

総務部総務課

重粒子医科学 ー画像医学部主任技術員

企画室企画課

総務部経理課

総務部会計課

総務部施設課

重粒子医科学 ー医療情報室主任技術員

総務部経理課財務係長

総務部施設課長代理

企画室企画課

総務部総務課

放射線安全研究 ー那珂湊支所管理課長

重粒子医科学 ー病院看護課看護師長

放射線安全研究 ー低線量生体影響 第

ー

放射線安全研究 ー 制御研究 ー 主任

研究員

分子 ー 研究 ー分子病態 ー 研究

ー ー ー

分子 ー 研究 ー分子病態 ー 研究

ー 分子診断研究 ー ー ー

企画室企画課専門職

総務部総務課専門職

総務部総務課専門職

採用・転入者

．人事異動

sim
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開
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出 向 先 等日 付氏 名所 属 ・ 職 名

文部科学省

文部科学省

国立病院機構

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

辞職

辞職

辞職

辞職

文部科学省

辞職

辞職

辞職

文部科学省

文部科学省

文部科学省

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

辞職

任期満了退職

辞職

辞職

辞職

辞職

辞職

任期満了退職

任期満了退職

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  4さ  1

は1ぞさ  「さ  1

は1ぞさ  「さ  1

は1ぞさ  ぞさ  1

は1ぞさ  ぞさ1「

は1ぞさ  ぞさ31

は1ぞさ  たさ31

は1ぞさ  ださ  だ

は1ぞさ  ださ30

は1ぞさ10さ  1

は1ぞさ10さ13

は1ぞさ11さ  1

は1ぞさ12さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

は1たさ  3さ31

総務部長

研究推進部次長

重粒子医科学 ー病院看護課看護師

総務部総務課長代理

重粒子医科学 ー病院事務課

放射線防護・安全部放射線安全課防災環境対策室

企画室企画課長

総務部施設課長

研究推進部研究推進課

放射線安全研究 ー 研究 ー 第 ー

重粒子医科学 ー病院看護課副看護師長

総務部経理課財務係長

企画室企画課

重粒子医科学 ー病院看護課看護師長

分子 ー 研究 ー運営企画 ー 庶務

ー ー ー

広報室専門職

総務部経理課長

放射線防護・安全部長

総務部施設課長

放射線防護・安全部放射線安全課防災環境対策室長

研究基盤部長

放射線安全研究 ー防護体系構築研究 ー 主任

研究員

放射線安全研究 ー長

放射線安全研究 ー低線量生体影響 主任

研究員

重粒子医科学 ー病院診断課臨床検査室臨床検査技

師長

重粒子医科学 ー病院看護課看護師長

重粒子医科学 ー加速器物理工学部長

重粒子医科学 ー医学物理部主任研究員

重粒子医科学 ー加速器物理工学部入射器開発室長

重粒子医科学 ー医療情報室

緊急被 く医療研究 ー被 く医療部障害臨床研究室

緊急被 く医療研究 ー緊急被 く医療業務推進

医療業務室

重粒子医科学 ー脳機能 ー 研究開発推進

室

重粒子医科学 ー粒子線治療生物研究 ー

先端遺伝子発現研究 ー高精度遺伝子発現

ー 第 ー ー ー

総務部主任技術員

重粒子医科学 ー病院診断課臨床検査室検査係主任

転出・退職者

sim
タイプライターテキスト
個人情報保護の為、非公開

sim
タイプライターテキスト
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受 賞 内 容氏 名受 賞 者年月日

放射線影響科学分野 宇宙放射線測定 研

究

Epiるれmioんogiりよん Potれntiよんs of Rよるonごよnる 

Thoronごpronれ とrれよ in なhinよ

放射線医学研究 実験動物学及び生殖工

学研究

放射線誘発染色体異常分析法 改良 関す 研究

宇宙空間 い 人体 受 放射線量 測定評

価 関す 研究

緊急被 く医療 関す 研究及び体制整備・構築

へ 貢献

重粒子線 治療臨床試験 対す 研究

防災行政 推進 関し 尽力

ゑPETごに4画像再構成 1/「検出器 試作機 画

質実験評価

Rば ー 体内到達深度

測定 有効 放出核種 い 検討

原子力防災対策功労者 原子力防災対策 業務

優 成果

Eりtopiり Nれurons in thれ はippoりよmpus mよア られ よ 

なよusれ of Lれよrning にisよらiんitア よftれr Prれnよtよん 

Eァposurれ to みごrよアs in Rよts

重粒子線 治療装置はばMとな 2「00症例達成

保田 浩志

床次 眞司

卓 維海

石川 徹夫

米原 英典

山田 裕司

岡本 正則

神田 玲子

保田 浩志

蜂谷

山田 滋

佐々木康人

山谷 泰賀

金井 達明

水野 秀之

明石 真言

高井 伸彦

孫 学智

安藤 興一

高橋千太郎

辻井 博彦

若手科学者賞 文部科学大臣

論文賞 日本保健物理学会

業績表彰

放射線医学総合研究所

防災功労者 内閣府特命担当大

臣防災担当

応用物理学会講演奨励賞

日本医学物理学会第10回論文賞

原子力・放射線安全管理功労表

彰 文部科学大臣

日本放射線影響学会雑誌寺島記

念論文賞

科学技術へ 顕著 貢献 in 200「

科学技術政策研究所

1ぞさ 4さ20

1ぞさ ぞさ 1

1ぞさ ぞさ 1

1ぞさ だ さそ

1ぞさ ださ ぞ

1ぞさ ださ30

1ぞさ11さ た

1ぞさ11さ1「

1ぞさ12さ2ぞ

．栄　誉
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．共　同　研　究

1 国内共同研究

研究終了研究開始共同研究先
放医研
担当者

担当所属研 究 課 題 名番号

200そ/3/312001/だ/1化研山田 裕司研究 ー及び
乾式気相除染技術 開発

1

200そ/3/312001/12/1日清紡績株式会社安倍 真澄遺伝子発現
ワー 研究 ー

遺伝子発現
技術及び機能

性にNと 開発

2

200そ/3/312002/2/1三重大学生物資源学部山内 正剛低線量生体影響魚類網膜 UV 遺
伝子研究

3

200そ/3/312002/4/1日本電子株式会社分析
機器技術本部

安西 和紀制御研
究 ー

生理機能解析 新しい磁
気共鳴画像化 開発

4

200ぞ/3/312002/4/1独立行政法人理化学研
究所

金井 達明医学物理部重粒子線 医・生物学研究 有
用 照射法 関す 研究及び物
理・生物学的研究

「

200ぞ/3/312002/4/1国立 ー金井 達明医学物理部粒子線治療 関わ 共同研究そ

200ぞ/3/312002/4/1兵庫県立粒子線医療
ー

金井 達明医学物理部粒子線治療 関わ 共同研究ぞ

200そ/3/312002/4/1日本原子力研究所山田 聰先進小型加速器事
業推進室

小型加速器開発事業 小型陽子・
重 及び小
型硬Ｘ線放射光源 製作

た

200そ/3/312002/4/1東京大学山田 聰先進小型加速器事
業推進室

小型加速器開発事業 小型陽子・
重 及び小
型硬Ｘ線放射光源 製作

だ

200そ/3/312002/4/1広島大学山田 聰先進小型加速器事
業推進室

小型加速器開発事業 小型陽子・
重 及び小
型硬Ｘ線放射光源 製作

10

200そ/3/312002/4/1京都大学山田 聰先進小型加速器事
業推進室

小型加速器開発事業 小型陽子・
重 及び小
型硬Ｘ線放射光源 製作

11

200そ/3/312002/4/1高 ー加速器研
究所

山田 聰先進小型加速器事
業推進室

小型加速器開発事業 小型陽子・
重 及び小
型硬Ｘ線放射光源 製作

12

200そ/3/312002/4/1大阪大学山田 聰先進小型加速器事
業推進室

小型加速器開発事業 小型陽子・
重 及び小
型硬Ｘ線放射光源 製作

13

200そ/3/312002/4/1産業技術総合研究所山田 聰先進小型加速器事
業推進室

小型加速器開発事業 小型陽子・
重 及び小
型硬Ｘ線放射光源 製作

14

200そ/3/312002/10/21大塚製薬株式会社辻 厚至放射線感受性遺伝
子

新規脂質代謝関連遺伝子 同定
放射線感受性 関連

1「

200そ/3/312003/4/1東京大学大学院理学研
究科

野田 耕司加速器物理工学部大強度重 加速器 開発研
究

1そ

200そ/3/312003/4/1東京工業大学原子炉工
学研究所

野田 耕司加速器物理工学部重 加速器 小型化研究1ぞ

200そ/3/312003/4/1京都大学化学研究所野田 耕司加速器物理工学部医用重 加速器 高性能化
研究

1た

200そ/3/312003/4/1浜松 株式会
社

村山 秀雄医学物理部にOば検出器 用い PET装置 関
す 基礎的研究

1だ



ご3そ0ご

200そ/3/312003/4/1日立化成工業株式会社村山 秀雄医学物理部用検出器 関す 基礎的
研究

20

200そ/3/312003/4/1日本原子力研究所古澤 佳也粒子線治療生物研
究 ー 宇宙
放射線防護

細胞 対す 重粒子線
ー

ー効果

21

200そ/3/312003/「/1財団法人高輝度光科学
研究 ー

山田 聡先進小型加速器事
業推進室

高品質電子 ー 源 関す 研
究

22

200た/3/312003/10/1千葉大学大学院医学研
究院

辻井 博彦病院消化器扁平上皮癌 最先端多戦
略治療拠点

23

200た/3/312003/10/1独立行政法人 科学技
術振興機構

金井 達明医学物理部 加速
器物理工学部

高度放射線医療
ー 基盤 開発

24

200そ/3/312004/1/1財団法人原子力安全研
究協会

石井 紀明防護体系構築研究
ー

大型原子力施設周辺海域
長半減期放射性核種 物理化

学的挙動及び生物学的移行 関
す 研究

2「

200そ/3/312004/4/1学校法人藤田学園須原 哲也特別上席研究員用い 標識化合
物 脳内輸送 検討

2そ

200ぞ/3/312004/4/1国立大学法人鹿児島大
学大学院歯学総合研究
科

藤高 和信宇宙放射線影響宇宙環境
関す 共同研究

2ぞ

200そ/3/312004/4/1中外製薬株式会社安西 和紀制御研
究 ー

どOごそ「3 放射線防護効果 検討2た

200だ/3/312004/4/1近畿大学理工学部早田 勇放射線障害研究
ー

低線量域放射線 特有 生体反
応 多面的解析事業

2だ

200だ/3/312004/4/1国立大学法人東北大学
大学院医学系研究科

早田 勇放射線障害研究
ー

低線量域放射線 特有 生体反
応 多面的解析事業

30

200だ/3/312004/4/1独立行政法人理化学研
究所

早田 勇放射線障害研究
ー

低線量域放射線 特有 生体反
応 多面的解析事業

31

200だ/4/12004/4/1日本原子力研究所早田 勇放射線障害研究
ー

低線量域放射線 特有 生体反
応 多面的解析事業

32

200そ/3/312004/4/1除環境科学技術研究所早田 勇放射線安全研究
ー

低線量放射線 生物影響評価研
究並び 地域特性 反映し 環
境 放射性核種 分布
挙動 関す 調査研究

33

200そ/3/312004/4/1国立大学法人千葉大学
薬学研究院

明石 真言被 く医療部緊急被 く医療 関す 調査34

200そ/3/312004/4/1国立大学法人長崎大学
大学院医歯学総合研究
科

明石 真言被 く医療部緊急被 く医療 関す 調査3「

200そ/3/312004/4/1東海大学医学部明石 真言被 く医療部緊急被 く医療 関す 調査3そ

200ぞ/3/312004/4/1国立大学法人大阪大学
核物理研究 ー

野田 耕司加速器物理工学部医療用重 加速器 高度化
研究

3ぞ

200ぞ/3/312004/4/1独立行政法人 理化学
研究所

野田 耕司加速器物理工学部大強度重 線形加速器 開
発研究

3た

200そ/3/312004/4/1国立大学法人群馬大学山田 聰加速器物理工学部小型重粒子線治療装置 関す
治療法 高度化 関す 研究

3だ

200ぞ/3/312004/4/1島津製作所村山 秀雄医学物理部PET装置検技術及び ー 処理
関す 研究

40
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200そ/3/312004/4/1茨城県工業技術
ー

西澤 枝医学物理部医療用任意局所Ｘ線遮蔽装置
開発

41

200そ/3/312004/4/1株式会社関東技研西澤 枝医学物理部医療用任意局所Ｘ線遮蔽装置
開発

42

200そ/3/312004/4/1株式会社千代田西澤 枝医学物理部医療被 く線量評価 関す 基
礎的・臨床的研究

43

200そ/3/312004/4/1株式会社 ー
ー

西澤 枝医学物理部医療被 く線量評価 関す 基
礎的・臨床的研究

44

200そ/3/312004/4/1蝶理株式会社西澤 枝医学物理部医療被 く線量評価 関す 基
礎的・臨床的研究

4「

200そ/3/312004/4/1高島製作所株式会社池平博夫画像医学部超高磁場 用 開
発研究

4そ

200そ/3/312004/「/1ー ー 株式会社伊古田暢夫制御
研究 ー

ー 系放射線障害防
御剤 開発

4ぞ

200そ/3/312004/だ/1国立大学法人千葉大学
大学院薬学研究院

須原 哲也脳機能 ー
研究推進室

ー 用い
遺伝子 ー 研究

4た

200そ/3/312004/12/1株式会社千代田西澤 枝医学物理部眼球部被 く線量評価法 開発4だ

200「/11/302004/12/1ー ー横河
株式会社

池平 博夫画像医学部みねにTに法 用い Rね 最
適化 ー

「0

200そ/3/312004/12/ぞ杏林大学医学部明石 真言被 く医療部緊急被 く医療 関す 調査「1

200そ/3/31200「/2/1「福井大学高 ー
医学研究 ー

棚田 修二画像医学部そ2Ｚnごそ2 u ー 用
い ー 臨床研究

「2

200そ/3/31200「/2/1「横浜市立大学大学院医
学研究科

棚田 修二画像医学部そ2Ｚnごそ2 u ー 用
い ー 臨床研究

「3

200そ/3/31200「/2/1「国立 ー東病
院放射先部

棚田 修二画像医学部そ2Ｚnごそ2 u ー 用
い ー 臨床研究

「4

200そ/3/31200「/4/1大正製薬株式会社須原 哲也特別上席研究員PET 用い 向精神薬 作用機
序 関す 研究

「「

200そ/3/31200「/4/1独立行政法人理化学研
究所

安倍 真澄先端遺伝子発現研
究 ー

体細胞核 再 化 実
行す 遺伝子 同定

「そ

200た/3/31200「/4/1高 ー加速器研
究機構

野田 耕司加速器物理工学部ー
大強度化 関す 研究

「ぞ

200そ/3/31200「/4/1学校法人光産業創成大
学院大学

山田 聰加速器物理工学部小型加速器開発事業共同研究
ー ー ー

「た

200そ/3/31200「/4/1兵庫県立粒子線医療
ー

山田 聰加速器物理工学部放射線 医療利用普及事業「だ

200「/だ/30200「/4/1独立行政法人科学技術
振興機構

熊田 雅之加速器物理工学部超強力永久磁石 応用し 医療
用加速器 小型化

そ0

2010/3/31200「/4/1国立 ー東病
院

山田 聰加速器物理工学部放射線 医療利用普及事業そ1

200た/3/31200「/4/1東京理科大学佐藤 幸夫加速器物理工学部ー ー技術 加速器物理工学
応用

そ2

200だ/3/31200「/4/1国立大学法人東北大学須原 哲也脳機能 ー
研究開発推進

ー 病 分子
ー

そ3

200そ/3/31200「/4/1除放射線影響研究所伴 貞幸放射線感受性遺伝
子

放射線感受性遺伝子研究そ4
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200そ/3/20200「/そ/23国立大学法人京都大学村山 秀雄重粒子医科学
ー

超早期診断・治療
高感度分子 ー
ー 開発

そ「

200そ/3/20200「/そ/23㈱島津製作所村山 秀雄重粒子医科学
ー

超早期診断・治療
高感度分子 ー
ー 開発

そそ

2011/3/31200「/た/1福井工業大学山田 聰加速器物理工学部放射線 医学利用 資す 粒子
線 物理学・生物学的 特性
研究 い 包括的 研究協
力

そぞ

200ぞ/3/31200「/だ/1ー ㈱古澤 佳也粒子線治療生物研
究 ー

植物 突然変異誘発へ 重
ー 効果 関す 研究

そた

200ぞ/3/31200「/だ/1独立行政法人産業技術
総合研究所

須原 哲也脳機能 ー
研究開発推進

時間順序 脳内表現そだ

200ぞ/3/31200「/だ/1住友 ー ㈱今井 高志放射線感受性遺伝
子

次世代型放射線感受性遺伝子多
型解装置 用い 基盤 開発

ぞ0

2010/3/31200「/だ/10秋田県環境 ー今関 等研究基盤部大気 粒子及び海・陸
水 気中照射PばみE法 超微
量多元素同時分析法 技術開発
関す 研究

ぞ1

200そ/3/31200「/だ/20学校法人慈恵医大金井 達明医学物理部次元 得 画像
次元処理 関す 研究

ぞ2

2011/3/31200「/10/1国立大学法人福井大学
医学部・大学院医学研
究科

鈴木 和年放射薬剤製造・開
発室長 分子
ー 研究推

進室

放射線 医学利用 関す 研究
い 包括的 研究協力

ぞ3

200そ/3/31200「/11/1そ新日本製鐵株式会社熊田 雅之加速器物理工学部超伝導 材料 用い 加速
器用 関す 研究

ぞ4

2010/3/31200「/11/1そ国立大学法人広島大学遠藤 真広研究推進部放射線分野 教育 研究
及び診療等 協力

ぞ「

2010/3/31200「/11/2「除原子力安全技術
ー

湯川 雅枝研究基盤部施設構造材 ー 鉄
筋等 元素分析調査

ぞそ

200そ/3/31200「/12/ぞ東京歯科大学口腔外科
学講座

今井 高志放射性感受性遺伝
子

頭頸部扁平上皮癌患者 遺伝子
多型解析

ぞぞ

2010/3/31200「/12/20独立行政法人情報通信
研究機構

保田 浩志宇宙放射線防護太陽粒子現象発生時 航
空機搭乗者 被 く線量予測
開発

ぞた

200た/3/31200そ/1/1国立大学法人東北大学
医学部

明石 真言被 く医療部緊急被 く医療 関す 研究ぞだ

2010/3/31200そ/1/24国立大学法人長崎大学遠藤 真広研究推進部放射線分野 教育 研究
及び診療等 協力

た0

2010/3/31200そ/2/21国立大学法人東北大学米倉 義晴分子 ー
研究 ー

連携 有す 研
究及び教育機能 一層 充実
図 共 分子 ー
関す 研究教育 発展

た1

200た/3/31200そ/3/1独立行政法人宇宙航空
研究開発機構

岡安 隆一宇宙放射線防護宇宙機搭載用重 観測装置
及び線量計測 研究

た2
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2 国際研究協定等

放医研担当部署締結年月日相手機関 和相 手 国協 力 内 容

緊急被 く医療研究
ー

重粒子医科学 ー

2004さ11さ1そ韓国原子力医学院韓国緊急被 く医療体制 放射線腫瘍学
及び核医学 医学物理学及び加速器
物理学 関す 研究協力

放射線安全研究
ー防護体系構築研究
ー

2000さ11さ20放射医学研究所中国医療診断み線作業者 評価

緊急被 く医療研究
ー被 く医療部

2004さ03さ02北京放射医学研究所中国緊急被 く医療分野 研究協
力 推進

放射線安全研究
ー宇宙放射線防護

200「さ0そさ2だ州立大学米国宇宙放射線線量計測等 関す 研究
協力

重粒子医科学 ー200そさ03さ01医科大
学

ー重粒子線治療 関す 協力

放射線安全研究
ー 研究 ー

2002さ0ださ10
締結/200「さ
12さ0そ更新

核科学研究
所

・旧 ー 及び日本 一般公
衆 環境放射線被 く 評価
関す 研究協力

緊急被 く医療研究
ー被 く医療部

1だだたさ10さ2た大学放射線医学
研究部

過去 放射線事故 記録及び医療
ー ー "SEとRなは" 関

す 協力

重粒子医科学 ー
医学物理部

2001さ03さ21研究
ー

光子/電子線用治療計画
基盤 し 重粒子線治療計画
開発

放射線安全研究
ー宇宙放射線防護

200「さ11さ2「航空宇宙
ー

宇宙放射線線量測定 機器開発及び
比較較正等宇宙放射線防護研究 関
す 研究協力

重粒子医科学 ー
加速器物理工学部

200「さ10さ1ぞー原子核研究
所

ー生物物理 医学 物理学分野
研究協力

研究推進部1だだそさ03さ22原子力庁
局

定期的 ワー 開催

重粒子医科学 ー
加速器物理工学部

200「さ11さ22なはUごなねど とSなLEPばOS 協
会 ー 原子核
研究所

ー 地域 陽子線 び粒
子 線 治 療
とSなLEPばOS（ 生物物理 医学物
理学 加速器物理工学分野
研究協力

放射線安全研究
ー防護体系構築研究
ー

2003さ11さ2そ放射線医科
学 ー

放射線医学 放射生態学 放射線衛
生学及び 事故 係わ
健康影響 軽減等核的安全性 関

連す 課題

重粒子医科学 ー
画像医学部

2003さ0ぞさ04国際原子力機関 ばとEと国際機関初期痴呆病 核医学診断 役
割

研究
ー放射線感受性遺伝

子研究

200「さ12さ01国 際 原 子 力 機 関 
(ばとEと（

国際機関乳 放射線治療効果予測
有効 分子 ー ー 同定
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1 国内特許

管理Noさ登録日出願日出願/登録番号
fち出願
のち登録

共同
出願

発 明 者発明 名称番号

2そぞ200そ/3/31 －共願村山 秀雄/稲玉 直子未公開1

1た2200そ/3/2だ －f －安倍 真澄/荒木 良子未公開2

2「「200そ/3/2た －f －鈴木 和年/中尾 隆士未公開3

2そ「200そ/3/23 －f共願土橋 克広未公開4

2そ3200そ/2/1「 －f共願山田 聰未公開「

2そ4200そ/2/10 －f共願山田 滋/北林 宏之未公開そ

2そ0200そ/2/そ －f共願白川 芳幸未公開ぞ

2「だ200そ/1/31 －f －鈴木 和年/張 明栄/
熊田 勝志

未公開た

2そ1200「/12/2た －f －伊古田 暢夫/安西 和
紀/上野 恵美/薬丸 
晴子/乳井 美奈子/
中西 郁夫/鍵谷 勤

未公開だ

2「ぞ200「/12/2ぞ －f －森 慎一郎/遠藤 真広未公開10

2「0200「/12/1そ －f －小野 光弘/池平 博夫未公開11

2「た200「/12/1 －f共願岩田 佳之/山田 聰/
村上 健

未公開12

2「3200「/11/30 －f共願白川 芳幸未公開13

2「4200「/10/24 －f －今井 高志/原田 良信
/岩川 眞由美

未公開14

24だ200「/10/20 －f共願村山 秀雄/吉田 英治
/木村 裕一

未公開1「

た1る1－200「/10/そ特願
200「ご2だ340ぞ

f －安藤 興一ー 誘導体1そ

2「2200「/10/4 －f共願佐藤 幸夫未公開1ぞ

2「1200「/だ/2た －f共願稲玉 直子/村山 秀雄
/澁谷 憲悟

未公開1た

243200「/だ/2た －f －藤森 亮未公開1だ

244200「/だ/2そ －f －岩田 佳之/山田 聰未公開20

24ぞ200「/だ/21 －f －土橋 克広未公開21

24「200「/た/2そ －f共願兼松 伸幸/取越 正巳未公開22

24た200「/た/11 －f共願村山 秀雄/吉田 英治
/木村 裕一

未公開23

230200「/ぞ/21 －f －鈴木 和年/吉田 勇一
郎/張 明栄/小川 政
直

未公開24

24そ200「/ぞ/20 －f －金澤 光隆/三須 敏幸
/杉浦 彰則 

未公開2「

242200「/ぞ/た －f －古川 章未公開2そ

232200「/そ/20 －f －鈴木和年/鈴木 寿/
福村 利光

未公開2ぞ

23ぞ200「/そ/1「 －f －古川 卓司/野田 耕司未公開2た

10．特　許　等



ご3そ「ご

管理Noさ登録日出願日出願/登録番号
fち出願
のち登録

共同
出願

発 明 者発明 名称番号

23「200「/そ/1「 －f －古川 卓司/野田 耕司未公開2だ

23た200「/そ/13 －f －岩田 佳之/山田 聰未公開30

241200「/そ/た －f共願土橋 克広未公開31

23そ200「/「/13 －f共願蓑原 伸一未公開32

240200「/「/12 －f共願土橋 克広未公開33

23だ200「/「/12 －f共願土橋 克広未公開34

22そ200「/4/2「 －f －森 慎一郎/遠藤 真広未公開3「

21だ－200「/3/30特願
200「ご0だだ10そ

f －高萩 真彦核酸凝縮剤及び 製造
方法

3そ

234－200「/3/4特願
200「ご0そ1そた1

f共願井上 香織/須原 哲也目的物質 脳毛細血管内
皮細胞へ 取 込 亢
進 せ 組成物

3ぞ

231－200「/3/2特願
200「ご0「そだ0「

f －鈴木 和年/鈴木 寿/
福村 利光

放射線遮蔽容器3た

22た200「/2/2た －f共同鈴木 和年/須原 哲也
/ ー 

/張 明栄

未公開3だ

233200「/2/22 －f共同白川 芳幸未公開40

22だ－200「/2/22特願
200「ご04そ2だ2

f共願盛武 敬線量計装着
用い 体表面被曝線量

分布測定方法及び装置

41

20だ－200「/2/1そPなT/JP200そご
302ぞそ1

f共願盛武 敬み線遮蔽装置42

22ぞ－200「/2/14特願
200「ご03そぞ00

f －小池 学/小池 亜紀/
潮見 友江

放射線皮膚障害誘導遺伝
子 発現 基 く測定方
法

43

224－200「/2/1特願
200「ご02「3そ1

f －古川 卓司/野田 耕司粒子線照射装置44

221－200「/1/2た特願
200「ご020た43

f －古川 卓司/村上 健荷電粒子 ー 照射4「

22「－200「/1/21特願
200「ご014「ぞた

f共願白川 芳幸放射線方向性検出器及び
放射線 方法
装置

4そ

222－2004/12/13特願
2004ご3「だ32「

f －古川 卓司/野田 耕司荷電粒子線照射装置
び回転

4ぞ

220－2004/11/2そ特願
2004ご341だ43

f －中島 巌/吉留 英二/
池平 博夫

装置用 ー4た

223－2004/11/2「特願
2004ご3412だ0

f共願森 慎一郎/遠藤 真広駆動装置 動態撮影
及び動態撮影方法

4だ

21「－2004/10/20PなT/
JP200「/0110たた

f －根井 充/臺野 和広組込型 低線量放射線誘
導性 ー

「0

21そ－2004/10/そPなT/
JP200「ご1そ344

f －安倍 真澄PなT 上 転写活性
領域 網羅的解析法

「1

212－2004/だ/24特願
2004ご2ぞそ414

f －新谷 恵理子/山田 聰放射線照射方法「2



ご3そそご

管理Noさ登録日出願日出願/登録番号
fち出願
のち登録

共同
出願

発 明 者発明 名称番号

202－2004/だ/24特願
2004ご2ぞた24そ

f －今井 高志/原田 良信
/岩川 眞由美

放射線治療 副作
用発症予測用
ー 遺伝子 ー ー

ー
び副作用発症予測方

法

「3

21ぞ－2004/だ/1そ特願
2004ご2そだ「そた

f共願村山 秀雄/稲玉 直子多段 集合体 組立方
法及び 器具

「4

20「－2004/た/1た特願
2004ご23ぞたそぞ

f －鈴木 和年/鈴木 寿/
福村 利光/向井 健作
/張 明栄

放射性標識薬自動合成装
置

「「

20ぞ－2004/た/4特願
2004ご22たそ30

f －大林 茂課題提示・行動解析装置「そ

211－2004/ぞ/23特願
2004ご21そ0たた

f －鈴木 和年/吉田 勇一
郎

ワ 継手「ぞ

214－2004/ぞ/21特願
2004ご21312だ

f －藤澤 高志螺旋軌道型荷電粒子加速
器及び 加速方法

「た

213－2004/ぞ/21特願
2004ご21312た

f －藤澤 高志周回軌道型荷電粒子加速
器及び 加速方法

「だ

210－2004/ぞ/1特願
2004ご1だ「21「

f －小森 雅孝/金井 達明荷電粒子線照射装置
び治療装置

そ0

20そ－2004/そ/1そ特願
2004ご1ぞた「44

f －吉留 英二/中島 巌/
池平 博夫

装置用 ーそ1

203－2004/そ/だ特願
2004ご1ぞ1「1「

f －鈴木 和年/吉田 勇一
郎

気密蓋そ2

20た－2004/そ/3PなT/
JP200「/4ぞたた

f －安倍 真澄/荒木 良子微量試料 用い 網羅的
遺伝子発現 ー
解析法

そ3

204－2004/「/12特願
2004ご142234

f －鈴木 和年/吉田 勇一
郎

び 組
立方法

そ4

200－2004/4/2た特願
2004ご1333そぞ

f －石井 伸昌/内田 滋夫微生物 用い 放射性物
質 除去方法及び除去組
成物

そ「

14「－2004/4/1「特願
2004ご11だたたそ

f －池平 博夫/石濱 正男診断そそ

201－2004/3/31特願
2004ご103ぞ1「

f共願西村 義一寿命延長性剤及び 用
途

そぞ

1だた－2004/3/31特願
2004ご10た2た2

f共願安田 仲宏/蔵野 美恵
子/宗 大路

画像処理方法
及び

そた

1だだ－2004/3/30特願
2004ご0だだ11だ

f共願砂岡 正良/田尻 稔/
斉藤 収三/石居 隆義
/鶴岡 伊知郎

放射線治療料金 自動計
算方法及び装置

そだ

1だ0－2004/3/2だPなT/
JP200「/00「だぞ2
特願
200そご「11「たぞ

f －森 慎一郎/遠藤 真広ー 効果補正
及びＸ線照射装置並び
Ｘ線 装置

ぞ0

1たそ－2004/3/2特願
2004ご0「ぞ11そ

f共願安倍 真澄遺伝子解析支援ぞ1

1だぞ－2004/2/1そ特願
2004ご03ぞ「「「

f －荻生 俊昭/辻 厚至放射性感受性遺伝子 導
入

ぞ2



ご3そぞご

管理Noさ登録日出願日出願/登録番号
fち出願
のち登録

共同
出願

発 明 者発明 名称番号

1だそ－2004/2/2特願
2004ご02「304

f －石原 弘/田中 泉ー ー遺伝子 由来
す 定量
遺伝子転写機能 測定

す 方法 及び
用い 各種 ー

ぞ3

1だ3－2004/1/23特願
2004ご01そ30た

f －鈴木 和年/吉田 勇一
郎

線状部材 接続装置ぞ4

1だ4－2004/1/14特願
2004ご00ぞ2だそ

f －鈴木 和年/吉田 勇一
郎

ー 接続具及び接続
冶具

ぞ「

1そぞJ2－2004/1/ぞ特願
2004ご001そだ1

f共願鈴木 和年/須原 哲也
/張 明栄誘導体

ぞそ

1だ「－2003/12/24特願
2003ご42そそそ「

f －鈴木 和年/鈴木 寿/
吉田 勇一郎

装置ぞぞ

1ただ－2003/12/24特願
2003ご42ぞ312

f －遠藤 真広/森 慎一郎及び
集合体

ぞた

1だ1－2003/11/21PなT/
JP/2004ご1ぞ30ぞ
特願
200「ご「1「だ02

f共願石原 弘
用い 哺乳動物
改変技術 開発

ぞだ

1た4－2003/11/そ特願
2003ご3ぞぞ124

f －鈴木 和年/鈴木 寿熱風 ーた0

1たた－2003/11/「特願
2003ご3ぞそ040

f －柳澤 啓
含 培養系

た1

1た0－2003/10/2だ特願
2003ご3そだ「41

f共願今関 等/酢屋 徳啓ー 形
成用部材 配置方法及び

付 調整
台

た2

1たぞ－2003/10/10特願
2003ご3「1ぞた3

f －村山 秀雄/長谷川 智
之/村石 浩

立体 ー 用い
被験体 向 位置測定

方法及び装置

た3

1そ4－2003/だ/30特願
2003ご340ただ4

f －鈴木 和年/福村 利光
/鈴木 寿

自動合成装置た4

1た「－2003/だ/1だ特願
2003ご32た0ぞた

f共願平野 耕一郎ー ー制御型電子 ー
線形加速装置

た「

1そ2－2003/だ/1た特願
2003ご32そ2ぞ4

f －武藤 正弘/巽 紘一抗
ー 抗体

たそ

1そそ－2003/た/ぞ特願
2003ご20そ「41

f －鈴木 和年［ ］ 化
合成方法

たぞ

1そ「－2003/た/ぞ特願
2003ご20そ「42

f －鈴木 和年［ ］ Ｘ 製造
方法

たた

1ぞ4－2003/ぞ/30特願
2003ご203ぞだぞ

f －岩田 佳之/三須 敏幸加速器ただ

1た3－2003/ぞ/2た特願
2003ご2た10たた

f共願上坂 充/山田 聰高周波電子銃だ0

1ぞた－2003/ぞ/23特願
2003ご200そ1そ

f共願村山 秀雄/吉田 英治
/木村 裕一

放射線位置検出器 校正
方法

だ1

1ぞそ－2003/ぞ/22特願
2003ご1だだた0た

f －村山 秀雄/長谷川 智
之

深 位置認識型放射線検
出器

だ2

1ぞ「－2003/ぞ/1特願
2003ご2ぞ003だ

f －兼松 伸幸飛程補償装置及び重荷電
粒子線照射装置

だ3



ご3そたご

管理Noさ登録日出願日出願/登録番号
fち出願
のち登録

共同
出願

発 明 者発明 名称番号

1ぞだ－2003/そ/30特願
2003ご1たた4「そ

f －入江 俊章/福士 清/
菊池 達矢/鈴木 和年
/張 明栄/伊古田 暢
夫/中西 郁夫

－ 素化
ー 誘導

体及び 含有す 中
枢局所 び

ー
活性測定用試薬

だ4

1ぞぞ－2003/そ/2ぞ特願
2003ご1た「40だ

f －安倍 真澄・ 症
候群 特徴 示す
及び 作製方法

だ「

1「ぞ－2003/そ/20特願
2003ご1ぞそた4「

f －高橋 千太郎/久保田 
善久

細胞毒性試験法だそ

1そ0－2003/そ/1だ特願
2003ご1ぞ4ただ「

f －安倍 真澄遺伝子発現
作製方法

だぞ

1そだ－2003/そ/11特願
2003ご1そそ402

f －一坪 宏和/山田 裕司
/下 道國/小泉 彰

模擬環境試験装置だた

1ぞ3－2003/そ/「特願
2003ご1そ1204

f －白川 芳幸線方向性検出器及
び放射線 方
法 装置

だだ

1ぞ2－2003/4/2た特願
2003ご1241ぞ3

f －平澤 雅彦/富谷 武浩散乱角不確定性補正100

1ぞ0－2003/3/2た特願
2003ご0ただぞぞ「

f －三須 敏幸/北條 悟/
杉浦 彰則/金澤 光隆
/宮原 信幸

高周波加速空胴101

1そ1－2003/3/2「特願
2003ご0た3「42

f －隈元 芳一中性子線量当量測定器102

1ぞ1－2003/3/12特願
2003ご0そぞ0だ4

f共願村山 秀雄/稲玉 直子次元放射線位置検出器103

1そた－2003/2/2た特願
2003ご0「2そ「2

f －村山 秀雄/高橋 浩之
/石津 崇章

入射位置検出方法及び装
置

104

14そ－2003/2/2そ特願
2003ご04だ4「4

f －池平 博夫/八巻 邦次
/吉留 英二

食肉用家畜 肉質 生体
検査方法 び装置

10「

1「そ－2003/2/そ特願
2003ご02だ「そ2

f －池平 博夫/古川 重夫人体等価誘電体
製造方法及び使用

10そ

131J2－2003/2/「特願
2003ご02ぞただ3

f共願村山 秀雄/清水 成宜単結晶及び
用 ー

10ぞ

1「た－2003/1/23特願
2003ご014たた0

f －村山 秀雄/山本 誠一強磁場内作動型放射線位
置検出器

10た

1そ3－2003/1/14特願
2003ご00そ432

f －物部 真奈美/安藤 興
一

電離放射線防護剤10だ

140－2003/1/10特願
2003ご004だ「だ

f共願入江 俊章/棚田 修二
/田所 裕之

標識化抗
ー 抗体

110

14だ－2002/12/13特願
2002ご3そ2ぞだ「

f －白川 芳幸線検出器111

141－2002/12/そ特願
2002ご3「4ぞ1だ

f －山田 裕線照射装置112

1「2－2002/11/1た特願
2002ご333そ12

f共願藤元 憲三放射線測定装置113

14ぞさ2－2002/11/1た特願
2002ご333「だぞ

f －藤元 憲三線卓越入射方向
弁別方法

114

14ぞさ1－2002/11/1た特願
2002ご333「だ0

f －藤元 憲三線卓越入射方向弁
別器

11「



ご3そだご

管理Noさ登録日出願日出願/登録番号
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のち登録
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142さ2－2002/11/1た特願
2002ご3333そ1

f －藤元 憲三全方向 放射線
分布 得 方法

11そ

142さ1－2002/11/1た特願
2002ご3334ぞ4

f －藤元 憲三線入射方向検出器11ぞ

1「3－2002/10/31特願
2002ご31ぞそ「た

f共願村山 秀雄/稲玉 直子四角柱形 配置器具
及び配置方法

11た

1「4さ3－2002/10/2だ特願
2002ご314たぞた

f共願安田 仲宏/  標本画像 ー 処理方法
及び標本検査

11だ

1「4さ2－2002/10/2だ特願
2002ご314たぞだ

f共願安田 仲宏/  標本検査方法及び120

1「4さ1－2002/10/2だ特願
2002ご314たぞぞ

f共願安田 仲宏/  顕微鏡装置121

1「「－2002/10/23特願
2002ご30ぞだだそ

f共願湯川 雅枝/今関 等/
山口 寛/佐藤 幸夫

ー 形
成装置

122

13だ－2002/10/1「特願
2002ご30012「

f共願村山 秀雄/稲玉 直子波高整列放射線位
置検出器

123

1「1－2002/だ/1ぞ特願
2002ご2ぞ0434

f －今井 高志/原田 良信
/岩川 眞由美

乳 易罹患性 関わ
遺伝子 ー ー

124

1「0－2002/だ/1ぞ特願
2002ご2ぞ0「た3

f －今井 高志/原田 良信
/岩川 眞由美

遺伝子 ー ー12「

14た－2002/だ/1ぞ特願
2002ご2ぞ0433

f －原田 良信/太田 美由
紀

試料 搭載方法12そ

144－2002/だ/1ぞ特願
2002ご2ぞ0「1だ

f －塩見 忠博部位特異的突然変異導入
法

12ぞ

143－2002/だ/1ぞ特願
2002ご2ぞ040「

f －塩見 忠博/塩見 尚子
/鬼頭 靖司

非 動物12た

13そ－2002/た/2だ特願
2002ご2「04たそ

f －宮原 信幸空気 ー駆動
ー ー

12だ

13た－2002/「/1ぞ特願
2002ご143た21

f共願上坂 充極低温 ／
ー 製

造方法 装置

130

12だ－2002/4/22特願
2002ご11たたぞ1

f共願今井 高志/岩川 真由
美/野田 秀平

用
使用方法及び被検者匿名
化方法

131

13「－2002/3/2だ特願
2002ご0だぞ4だだ

f共願安田 仲宏顕微鏡装置132

134－2002/3/2だ特願
2002ご0だぞ4だた

f共願安田 仲宏顕微鏡装置133

133－2002/3/2だ特願
2002ご0だぞ4だぞ

f共願安田 仲宏顕微鏡装置134

132－2002/3/2だ特願
2002ご0だぞ4だ「

f共願安田 仲宏放射線 飛跡検出方法及
び放射線 飛跡検出装置

13「

13ぞ－2002/3/12特願
2002ご0そぞぞ3だ

f共願安西 和紀/坪井 康次
/盛武 敬

放射線障害予防剤13そ

130－2002/2/2ぞ特願
2002ご0「10た2

f共願村山 秀雄/稲玉 直子光学 介装方法
及び光学

13ぞ

122J2－2001/12/12特願
2002ご「「00そだ

f共願安倍 真澄/齋藤 俊行遺伝子 発現 解析す
方法

13た



ご3ぞ0ご
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のち登録

共同
出願

発 明 者発明 名称番号

12そ－2001/10/2そ特願
2001ご32だた「そ

f共願熊田 雅之電磁石 永久磁石 縦方
向 組 合わせ 磁界発
生装置

13だ

120－2001/10/1だ特願
2001ご321た0た

f共願入江 俊章/福士 清/
鈴木 和年/帳 明栄/
伊古田 暢夫

－ 素化
誘導体

含有す 中枢局所
ー 活

性測定用試薬

140

11そ－2001/だ/21特願
2001ご2だ01そ1

f共願高萩 真彦損傷 修飾 び
修復 程度 評価す

方法

141

12た－2001/だ/1た特願
2001ご2た401そ

f －安藤 興一/物部 真奈
美

電離放射線 生物障
害 防護剤 用い
防護方法

142

123200そ/1/132001/ぞ/1そ特許3ぞ「だ003の共願熊田 雅之永久磁石組込型高磁場発
生装置

143

111－2001/ぞ/12特願
2001ご212「「ぞ

f共願二見 康之/富谷 武浩
/金澤 光隆/北川 敦
志/金井 達明

放射線検出器及び検出方
法

144

113－2001/ぞ/だ特願
2001ご20た2「1

f共願村山 秀雄放射線 次元位置検出器14「

11だ－2001/ぞ/「特願
2001ご20「2ぞ2

f共願鈴木 和年放射性薬剤合成用 ー
及び 配

置構造

14そ

11た200「/そ/102001/ぞ/「特許3そた「3だその共願鈴木 和年液状放射性薬剤注入方法
及び装置

14ぞ

11ぞ－2001/ぞ/「特願
2001ご20「2ぞそ

f共願鈴木 和年短寿命放射性薬剤製造
全体制御

及び短寿命放射性薬剤製
造 時間短縮方法

14た

11「－2001/「/30特願
2001ご1そ3323

f共願平澤 雅彦/富谷 武浩
/柴田 貞夫

・
導出型 ・

14だ

12「－2001/3/23特願
2001ご0たそ0だた

f共願熊田 雅之磁界発生装置1「0

110－2000/10/3特許3た10だだ4f共願宮原 信幸汎用患者 ー 形成
装置

1「1

112－2000/だ/2だ特願
2000ご3010ぞた

f共願熊田 雅之永久磁石 用い 荷電粒
子加速用磁石 高磁場円
形荷電粒子加速器

1「2

10ださ22003/ぞ/42000/1/1た特許344そた24の共願鈴木 和年ー ー 間 搬送
及び 搬送方

法

1「3

10ださ12002/ぞ/1だ2000/1/1ぞ特許3330112の共願鈴木 和年ー ー 間 搬送
及び 搬送方

法

1「4

101J2－2000/1/そ特願
2000ご00「た0だ

f共願山本 幹男生体内磁気測定 塵
肺 肺機能画像化方
法 装置

1「「

104200そ/3/241だだだ/12/そ特許3ぞた3だ12の共願一坪 宏和/床次 眞司
/宮本 勝宏/山田 裕
司

ー ー 領域
標準粒子 発生方法
発生装置

1「そ



ご3ぞ1ご

管理Noさ登録日出願日出願/登録番号
fち出願
のち登録

共同
出願

発 明 者発明 名称番号

だだ200「/ぞ/11だだだ/だ/2ぞ特許3そだ3「3「の共願平澤 雅彦/山本 幹男電離箱型放射線検出器
放射線検出方法

1「ぞ

10ぞ2003/11/141だだだ/だ/2特許34だ12ぞその共願小泉 彰/山田 裕司/
下 道國

希 回収方法1「た

10「－1だだだ/そ/23特願
平11ご1ぞぞ「「そ

f共願入江 俊章/伊古田 暢
夫/福士 清

光学活性 一置換
び

誘導体及び 含有す
中枢局所

ー 活性測定
用試薬

1「だ

103200「/だ/だ1だだだ/「/2「特許3ぞ1そ2た「の共願小泉 彰/山田 裕司/
下 道國

放出
線源 製造方法

1そ0

102－1だだだ/「/2「特願
平11ご14「14ぞ

f共同取越 正己/遠藤 真広診断用Ｘ線1そ1

だた－1だだだ/3/た特願平11ごそ0た43f共願柴田 貞夫放射線測定装置及び方法1そ2

100－1だだだ/2/だ特願
平11ご0312たた

f共同山本 幹男磁気 及
び 製造方法

1そ3

だ42002/ぞ/121だだだ/1/14特許332そ「だぞの共願蓑原 伸一呼吸同期制御放射線治療
機器

1そ4

ただ－1だだた/10/2ぞ特願
平10ご30「ぞ4「

f共願小澤 俊彦/伊古田 暢
夫/中川 秀彦

ー 化合
物 含有す 一酸
化窒素 捕捉用

剤

1そ「

だ「－1だだた/だ/そ特願
平10ご2そだ01「

f共願古川 重夫超音波診断用 ー1そそ

だ3－1だだた/だ/そ特願
平10ご2そだ012

f共願小澤 俊彦/伊古田 暢
夫/大野 茂/中川 秀
彦

光学活性

 異性体

1そぞ

だ2－1だだた/そ/10特願
平10ご1そ2203

f共願遠藤真広放射線診断装置1そた

だ01だだだ/た/そ1だだた/1/14特許2だそ13そ1の共願山田 聰/野田 耕二骨塩量測定装置1そだ

たた200「/ぞ/た1だだぞ/11/ぞ特許3そだぞ340の共願村山 秀雄放射線入射位置 次元検
出器 発光位置特定方法

1ぞ0

たぞ2004/だ/1ぞ1だだぞ/11/ぞ特許3「だぞだぞだの共願村山 秀雄放射線入射位置 次元検
出器

1ぞ1

た「－1だだぞ/「/2特願
平0だご114「だ2

f共願鈴木 和年標識化合物 製造方法1ぞ2

た4－1だだぞ/4/30特願
平0だご1123だ0

f共願鈴木 和年固定化酵素 用い 標識
薬剤自動合成装置

1ぞ3

た32004/た/131だだ「/だ/1特許3「た42「3の共願平岡 武ー 画像
処理方法

1ぞ4

た1200そ/1/そ1だだ4/3/1た特許3ぞ「「01だの －安藤 興一ー 誘導体
含 放射線障害防護剤

1ぞ「

た02000/そ/231だだ4/3/1た特許30ぞだ34その共願村上 健/曽我 文宣/
館野 之男

次元粒子線照射装置1ぞそ

ぞそ200「/だ/だ1だだ4/2/2「特許3ぞ1そ2だその －安藤 興一放射線障害防護剤1ぞぞ

ぞた2003/ぞ/1た1だだ4/1/13特許34「130ぞの －早田 勇染色体画像表示装置1ぞた

ぞ22004/1/231だだ3/3/23特許3「13「ぞ3の －鈴木 和年/根本 和義放射薬剤製造用調剤装置1ぞだ

ぞ12001/1/「1だだ3/3/23特許3143ぞ2「の －鈴木 和年/根本 和義自動洗浄乾燥装置1た0



ご3ぞ2ご

管理Noさ登録日出願日出願/登録番号
fち出願
のち登録

共同
出願

発 明 者発明 名称番号

ぞ32002/11/221だだ3/2/24特許33ぞ3「た0の共願佐藤 健次粒子加速器 －
装置

1た1

ぞ0さ1J22002/12/201だだ2/4/1特許33た2だ41の共願遠藤 真広/館野 之男放射線診断装置1た2

「た2000/11/21だだ1/10/1そ特許312「た0「の －板野 明史円形加速器1た3

そ01だだだ/1/221だだ0/た/24特許2たぞそ24たの共願佐藤 幸夫源1た4

「ぞ1だだ4/12/ぞ1だただ/3/た特許1たたた3「4の －山田 裕司/小泉 彰/
松岡 理

粒子 連続遠
心分級方法及び装置

1た「

「21だだぞ/「/231だたた/2/た特許2そ「1「た「の共願平岡 武人体軟組織等価材1たそ

「01だだそ/だ/1だ1だたぞ/そ/10特許2「そ3343の共願河内 清光荷電粒子装置1たぞ

4だ1だだそ/ぞ/た1だたぞ/そ/10特許2「3だ43たの共願河内 清光荷電粒子装置1たた

4た1だだそ/「/311だたぞ/そ/10特許2「2「た1「の共願河内 清光荷電粒子装置1ただ

4ぞ1だだ2/そ/121だたぞ/4/23特許1そぞ0そ2だの －古川 重夫/中村 譲電磁波温熱治療用 －1だ0

4そ1だだ2/12/241だたぞ/2/4特許1ぞ241ぞ3の －古川 重夫/中村 譲/
池平 博夫

超音波診断用 －1だ1

421だだ4/4/2「1だたそ/3/ぞ特許1た402だ1の共願装置1だ2

4「1だだ2/「/1だ1だたそ/3/3特許1そそ「20その －古川 重夫放射線治療用 －1だ3

401だだ4/そ/211だた「/12/1ぞ特許1た「1そ3「の －山本 幹男放射線発光検出装置1だ4

3だ1だだ3/た/311だた「/12/1ぞ特許1ぞたそ2そ3の －山本 幹男放射線検出装置1だ「

3た1だだ2/11/111だた「/10/1「特許1ぞ0た2そ3の －柳沢 啓/鎌田 博霧滴付着実験方法 び
装置

1だそ

3ぞ1だだ4/11/101だた「/10/だ特許1たた22そだの共願福田 信男/平岡 武放射線線量分布測定法1だぞ

3そ1だだ3/た/311だた「/そ/2「特許1ぞたそ2「ぞの －山本 幹男/富谷 武浩
/野原 功全/田中 栄
一

発光検出装置1だた

※ 平成1ぞ年度期中 出願中及び登録維持案件 示す し 編集時未公開 発明 名称 蘭 未公開 記載

※ 敢国内特許 管理№ 柑外国特許 管理№ 対応す
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2 外国特許

管理Noさ登録日出願日公開／登録番号
pち公開
のち登録

出願国
共同
出願

発 明 者発 明 名 称番号

2そ0P－200そ/2/1そまO 200そ/0だ0そ34pPなT共願白川 芳幸Mれthoる for prれるiりting rよるiよtion 
るれtれりtion vよんuれ よnる prれるiりtion 
rれsponsれ rよるiよtion るれtれりtor

1

22だP－200そ/2/1そまO 200そ/0だ0そ3「pPなT共願盛武 敬にosれ mれtれr wれよring wれよr よnる らoるア 
surfよりれ rよるiよtion るosよgれ 
るistriらution mれよsuring mれthoる 
よnる instrumれnt

2

20だP－200そ/2/1そまO 200そ/0たた104pPなT共願盛武 敬みごrよア shiれんるing よppよrよtus3

22「P－200そ/1/10まO 200そ/0ぞぞぞ「2pPなT共願白川 芳幸Rよるiよtion るirれりtivitア るれtれりtorこ 
よnる rよるiよtion monitoring mれthoる 
よnる るれviりれ

4

222P－200「/10/31まO 200そ/0そ4そ13pPなT－古川 卓司/
野田 耕司

なhよrgれる pよrtiりんれ られよm irrよるiよtor 
よnる rotよrア gよntrア

「

202P－200「/だ/22まO 200そ/0333た4pPなT－今井 高志/
原田 良信/
岩川 眞由美

にNと oんigomれrこ gれnれ mよrをれr よnる にNと 
oんigomれr sれt for prれるiりting thれ 
onsれt of siるれ れffれりt in 
rよるiothれrよpア よnる mれthoる of 
prれるiりting thれ onsれt of siるれ 
れffれりt

そ

21そP－200「/だ/そまO 200そ/03た41そpPなT－安倍 真澄Mれthoる of れァhよustivれ よnよんアsis of 
trよnsりriptionよんんアごよりtivれ るomよin 
(nonごmれthアんよtれる るomよin（ on gれnomれ

ぞ

1そ0US－2004/そ/1そUS 
200「/01た1424

p米国－安倍 真澄Mれthoる for prれpよring gれnれ 
れァprれssion profiんれ

た

20そP－200「/そ/1そまO 200「/122ただ0pPなT－吉留 英二/
中島 巌/
池平 博夫

MR るれviりれ voんumれ りoiんだ

21「P－200「/そ/10まO 200そ/0433「4pPなT－根井 充/
臺野 和広

ばnsれrtion tアpれ んowごるosれご
rよるiよtion inるuりれる vれりtor

10

200P－200「/4/2たまO 200「/10そただ「pPなT－石井 伸昌/
内田 滋夫

Mれthoる of rれmoving rよるioよりtivれ 
suらstよnりれ with miりroられ よnる 
rれmoving りomposition

11

1だ0P－200「/3/2だまO 200「/0だ21だ「pPなT－遠藤 真広/
森 慎一郎

はれれん れffれりt りorrれりtion fiんtれrこ みご
rよア irrよるiよtorこ みごrよア なT 
よppよrよtusこ よnる みごrよア なT imよging 
mれthoるこ

12

1そぞUS200「/3/222003/11/4US そこたぞ0こ0そだの米国共願鈴木 和年/
張 明栄/
須原 哲也

Phれnアんoァアよniんinれ るれrivよtivれs13

1ぞぞUS－2004/そ/2「US 
200「/01た314だ

p米国－安倍 真澄Mousれ れァhiらiting りhよrよりtれristiりs 
of Rothmunる Thomson sアnるromれ よnる 
prれpよrよtion mれthoる thれrれof

14

20たP－200「/3/1ぞまO 200「/11たぞだ1pPなT－安倍 真澄/
荒木 良子

Eァhよustivれ gれnれ れァprれssion 
profiんing よnよんアsis using 
miりrosよmpんれ

1「

1だ1P－2004/11/1だまO 200「/0「44そ3pPなT共願石原 弘にれvれんopmれnt of mよmmよんiよn gれnomれ 
moるifiりよtion tれりhniquれ using 
rれtrotrよnsposon

1そ

214P－2004/10/2たまO 200そ/00たた3だpPなT－藤澤 高志Spirよん orらit tアpれ りhよrgれる 
pよrtiりんれ よりりれんれrよtor よnる 
よりりれんれrよting mれthoる

1ぞ



ご3ぞ4ご

管理Noさ登録日出願日公開／登録番号
pち公開
のち登録

出願国
共同
出願

発 明 者発 明 名 称番号

213P－2004/10/2たまO 200そ/00たた3たpPなT－藤澤 高志なirりuんよtion orらit tアpれ りhよrgれる 
pよrtiりんれ よりりれんれrよtor よnる 
よりりれんれrよting mれthoる

1た

1ただUS－2004/だ/24US 
200「/0141そぞ2

p米国－遠藤 真広/
森 慎一郎

Phよntom よnる phよntom よssれmらんア1だ

1ぞぞP－2004/そ/2「まO 200「/0010た「pPなT－安倍 真澄Mousれ れァhiらiting りhよrよりtれristiりs 
of Rosmonる Thomson sアnるromれ よnる 
mれthoる of prれpよrよtion thれrれof

20

1そ0P－2004/そ/1そまO 2004/113「2そpPなT－安倍 真澄Mれthoる of prれpよring gれnれ 
れァprれssion profiんれ

21

1そ0E－2004/そ/1そEP 1 そ34 だ「0p欧州－安倍 真澄Mれthoる for prれpよring gれnれ 
れァprれssion profiんれ

22

1そ0なと－2004/そ/1そなと 2 「00 20だp－安倍 真澄Mれthoる of prれpよring gれnれ 
れァprれssion profiんれ

23

1ぞ1US－2002/3/22US 
2004/01ぞた34ぞ

p米国共願村山 秀雄/
稲玉 直子

Rよるiよtion thrれれごるimれnsionよん 
position るれtれりtor

24

12「US2004/ぞ/2ぞ2004/1/だUS そこぞそたこ40ぞの米国共願熊田 雅之Mよgnれtiり fiれんる gれnれrよtor2「

1「4E－2003/10/2だEP 1 422 そ4たp欧州共願安田 仲宏/
 

Sよmpんれ piりturれ るよtよ proりれssing 
mれthoる よnる sよmpんれ inspれりtion 
sアstれm

2そ

13だUS－2003/10/1「US 
200「/00たぞそだ3

p米国共願村山 秀雄/
稲玉 直子

にれpth of intれrよりtion るれtれりtor 
with uniform puんsれごhれight

2ぞ

122とU2001/12/122001/12/12とU 2002222そ1たのー共願安倍 真澄/
斉藤 俊行

Mれthoる of よnよんアィing gれnれ 
れァprれssion

2た

122US－2003/そ/12US 
2004/000「そ2「

p米国共願安倍 真澄/
斉藤 俊行

Mれthoる for prれpよring gれnれ 
れァprれssion profiんれ

2だ

133E－2003/3/31EP 1 3「3 212p欧州共願安田 仲宏Miりrosりopれ よppよrよtus30

133US200「/た/22003/3/2たUS そこだ24こだ2だの米国共願安田 仲宏Miりrosりopれ よppよrよtus31

131ねR－2003/2/「ねR 2た3「「3「p共願村山 秀雄/
清水 成宜

のSO Singんれ りrアstよん よnる 
sりintiんんよtor for PET

32

131US－2003/2/4US 
2003/01「だそ43

p米国共願村山 秀雄/
清水 成宜

のSO Singんれ りrアstよん よnる 
sりintiんんよtor for PET

33

131にE－2003/2/4にE 103043だぞp共願村山 秀雄/
清水 成宜

のSO Singんれ りrアstよん よnる 
sりintiんんよtor for PET

34

113P－2002/ぞ/「まO 2003/00ぞ01だpPなT共願村山 秀雄Rよるiよtion thrれれごるimれnsionよん 
position るれtれりtor

3「

122Tま200「/た/112001/12/12Tま ば 23ぞそそ3の台湾共願安倍 真澄/
斉藤 俊行

解析基因之表現的方法3そ

122P－2001/12/12まO 2002/04た3「2pPなT共願安倍 真澄/
斉藤 俊行

Mれthoる of よnよんアィing gれnれ 
れァprれssion

3ぞ

122E－2001/12/12EP 1 34た ぞそ2p欧州共願安倍 真澄/
斉藤 俊行

Mれthoる of よnよんアィing gれnれ 
れァprれssion

3た

122なと－2001/12/12なと 2 431 1ぞ0p共願安倍 真澄/
斉藤 俊行

Mれthoる of よnよんアィing gれnれ 
れァprれssion

3だ

0「たUS1だだ4/2/た1だだ2/3/2そUS 「こ2た「こ1そその米国－板野 明史Mれthoる of れァtrよりting りhよrgれる 
pよrtiりんれs from よりりれんれrよtorこ よnる 
よりりれんれrよtor りよpよらんれ of りよrrアing 
out thれ mれthoるこ らア shifting 
pよrtiりんれ orらit
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管理Noさ登録日出願日公開／登録番号
pち公開
のち登録

出願国
共同
出願

発 明 者発 明 名 称番号

0ぞ0さ1
US

1だだ「/だ/1だ1だだ3/3/3US 「こ4「2こ33ぞの米国共願遠藤 真広/
館野 之男

Rよるiよtion るiよgnostiり sアstれm41

12「P－2002/3/22まO 2002/0ぞた01たpPなT共願熊田 雅之Mよgnれtiり fiれんる gれnれrよtor42

12「E－2002/3/22EP 1 3ぞた だ20p欧州共願熊田 雅之Mよgnれtiり fiれんる gれnれrよtor43

0ぞ0さ1P－1だだ3/3/3まO 1だだ3/01だそぞ2pPなT共願遠藤 真広/
館野 之男

Rよるiよtion るiよgnostiり よppよrよtus44

※ 平成1ぞ年度期中 出願中及び登録維持案件 示す し 編集時未公開 除く  

※ 敢国内特許 管理№ 柑外国特許 管理№ 対応す

※ 経由 出願 国際出願日 出願日 す

管理Noさ登録日出願日登録番号
fち出願
のち登録

共願
有 無

登録 受 う す 商標

T1200「/3/1た2004/「/2ぞ4た4ぞそ2その－はiなEP

T2200「/た/「200「/2/1ぞ4たたそ034の－

T3200そ/2/10200「/た/14だ2た4たたの－

3 国内商標



ご3ぞそご

平成17年 2005（

原子力災害時 緊急

活動 講演会

所内安全総点検

第「3回国連科学委員会 際し 放医

研主催情報交換会 ー

実験動物慰霊祭

第「ぞ回緊急被 く救護 ー

→10/ぞ

環境科学技術研究所 第4回研究協

力会議

中山文部科学大臣御視察

非公務員型独立行政法人へ 移行 関

す 職員説明会

第1だ回緊急被 く医療 ー

→10/2そ

千葉県警察本部長御視察

分子 ー 研究 ー発足

UNSなEとR国内対応委員会 虎 門

原子力総合防災訓練 国： → 11/10（

緊急被 く医療訓練

第44回放射線看護課程 →11/1た

放影研・広島大学・長崎大学 連絡

協議会 放射線影響機関協議会

広島大学 協力協定締結

第20回緊急被 く医療 ー

→12/2

第「回放射線安全研究 ー

→12/2

長崎大学学長他御視察

第「回重粒子医科学 ー

→12/1ぞ

第10回公開講座

月24日

月 日

月2そ日

月2だ日

10月 日

10月 日

10月13日

10月1た日

10月24日

10月2「日

11月 日

11月 日

11月 日

11月10日

11月14日

11月1そ日

11月30日

12月1日

12月「日

12月1ぞ日

12月21日

はばMとな共同利用研究成果発表会

所内一般公開

第41回放射線看護課程 →「/20

第1「回緊急被 く医療 ー

→「/11

第「そ回緊急被 く救護 ー

→「/2ぞ

核磁気共鳴医学研究班 →「/2た

文部科学省独立行政法人評議会

千葉大学長 視察

第10た回放射線防護課程 →そ/22

ばとEと/Rなと肺癌 包括的治療 小

線源治療 ー ー (ばとEと

放医研 群馬大学共催 →そ/24（

第ぞ回一般講演会 西日本総合展示場

北九州市

第42回放射線看護課程 →ぞ/1

業績表彰及び勤続精励表彰受賞者祝賀会

長崎大学 連携協議

放医研評価部会

第 回緊急被 く医療放射線計測

ー

那珂湊支所一般公開

重粒子医療促進議員連盟 視察

200「 →た/1だ

技術職懇談会

第43回放射線看護課程 →た/2そ

第 回環境放射線科学

ー →だ/3

広島大学副学長他御視察

第1回医学物理 ー →だ/21

第 回公開講座

月 日

月24日

月1そ日

月 日

月23日

月2ぞ日

月31日

月 日

月 日

月20日

月2「日

月2ぞ日

月 日

月 日

月 日

月20日

月22日

月2「日

月1そ日

月1だ日

月22日

月30日

月 日

月12日

月1そ日

11．放医研日誌

平成18年 2006（

ばとEと なoんんよらorよting なれntれr認定 ー

授与式

第21回緊急被 く医療 ー →

2/1「

第た回公開講座

放医研技術報告会

第1期中期計画成果発表会 併催 一般

講演会 東京国際 ー

月 日

月13日

月 日

月1そ日

月1ぞ日

理事長年頭 挨拶

第4「回放射線看護課程 →1/20

放医研 ばとEと なoんんよらorよting なれntれr

認定

講習会

第「た回緊急被 く救護 ー

→2/3

小柴昌俊東京大学特別栄誉教授特別講

演会

月 日

月1そ日

月23日

月2そ日

月30日

月 日
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