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14. 国際協定・覚書一覧 

2012 年 3 月 31 日現在 

＊締結年月日の降順、NIRS 対応者は締結時の所属を記載 

相手国 相手機関 協定・覚書名（課題名） 
NIRS 対応者 

＊締結時の組織名/職名 

締結 

年月日 
終了予定 

ルーマニア サピエンティア大学 

覚書（医学及び人間科学の分野

において、医学、人間科学技術、

材料、加速器及びプラズマ科学

に関する相互協力） 

北川敦志 

重粒子医科学センター

重粒子線がん治療普及

推進チーム  

2012.02.29 2017.02.28 

国際機関 
国際原子力機関 

（IAEA） 

Strengthening of biological 

dosimetry through fostering 

qualified human resources in 

chromosome aberration 

analysis (染色体異常分析にお

ける人材育成による、生物学的

線量評価の強化） 

数藤由美子 

緊急被ばく医療センタ

ー被ばく線量評価部生

物線量評価室 

2012.02.15 

2016.02.09 

（CRP の終了

予定に準ずる） 

国際機関 
国際原子力機関 

（IAEA） 

Accelerator-based 

Alternatives to NON-HEU 

production of Mo-99/Tc-99m 

（サイクロトロン TC-99m 製

造に関する調整研究プロジェ

クト） 

藤林康久 

分子イメージング研究

センター 

2012.01.30 

2015.12.13 

（CRP の終了

予定に準ずる） 

米国 
コロンビア大学 

放射線腫瘍学科 

覚書（宇宙放射線影響研究を始

めとする放射線影響研究、そし

て重粒子線がん治療を始めと

する放射線医学研究に関する

研究協力） 

内堀幸夫 

研究基盤センター研究

基盤技術部放射線計測

技術開発課  

2011.11.21 2014.11.20 

中国 
北京放射医学研究所 

（BIRM） 

覚書（緊急被ばく、低線量放射

線防護、分子イメージング、放

射線生物学など） 

明石真言 理事 2011.11.07 2016.11.10 

中国 
上海応用物理研究所 

（SINAP） 

覚書（粒子線治療の分野におけ

る、加速器科学技術及び工学と

放射線治療と医学物理等に関

する相互協力） 

北川敦志 

重粒子治療普及推進室 
2011.05.31 2016.05.30 

中国 中国大連大学（DU） 

覚書（粒子線がん治療、医学物

理及び放射線生物学等の分野

における協力） 

取越正己 

企画部長 
2010.11.08 2015.11.07 

中国 
中山大学南方学院 

（IRSN） 

覚書（重粒子線がん治療と関連

する技術及び画像診断分野に

おける協力） 

北川敦志 

重粒子医科学センター 

重粒子線がん治療普及

推進室 

2010.05.21 2015.05.20 
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相手国 相手機関 協定・覚書名（課題名） 
NIRS 対応者 

＊締結時の組織名/職名 

締結 

年月日 
終了予定 

中国 
清華大学玉泉病院 

（TUYH） 

覚書（粒子線がん治療、医学物

理及び放射線生物学等の分野

における協力） 

北川敦志 

重粒子医科学センター 

重粒子線がん治療普及

推進室 

2010.03.26 2015.03.25 

サウジアラビア 

キングアブドゥルアジ

ズ科学技術都市 

（KACST） 

覚書（重粒子線治療及び緊急被

ばく医療における相互協力） 

辻井博彦 理事 

明石真言 

緊急被ばく医療研究セ

ンター 

2010.03.01 2015.02.28 

タイ 
チュラロンコン大学工

学部（CU） 

覚書 （自然放射線被ばく研究

ネットワーク構築）＊平成 21

年度科学技術振興調整費「国際

共同研究の推進」（競争的資金）

の交付決定を受けたことによ

り締結 

石川徹夫 

放射線防護研究センタ

ー環境放射線影響研究

グループ自然放射線被

ばく研究チーム 

2009.11.24 2014.11.23 

中国 
中国放射線防護研究所 

（NIRP） 

覚書 （自然放射線被ばく研究

ネットワーク構築）＊平成 21

年度科学技術振興調整費「国際

共同研究の推進」（競争的資金）

の交付決定を受けたことによ

り締結 

石川徹夫 

放射線防護研究センタ

ー環境放射線影響研究

グループ自然放射線被

ばく研究チーム 

2009.11.24 2014.11.23 

ドイツ 
ハイデルベルグ大学病

院（HUH） 

覚書(医学物理学、生物学、放

射線生物学、重粒子線がん治療

に関連した臨床試験、加速器物

理学とその技術、重イオン物理

学とその応用の分野) 

取越正己 

企画部長 
2009.11.02 2014.11.01 

マレーシア 
マレーシア科学大学 

 （USM） 

覚書（重粒子線がん治療と関連

する技術及び画像診断等にお

ける協力） 

北川敦志 

重粒子線がん治療普及

推進室 

2009.10.19 2014.10.18 

インド 

H.N.B.  

ガルワール大学 

（HNBGU）  

覚書（自然放射線被ばく研究ネ

ットワーク構築）＊平成 21 年

度科学技術振興調整費「国際共

同研究の推進」（競争的資金）

の交付決定を受けたことによ

り締結 

石川徹夫 

放射線防護研究センタ

ー環境放射線影響研究

グループ自然放射線被

ばく研究チーム 

2009.10.15 2014.11.23 

韓国 
韓国原子力安全技術院 

（KINS）  

覚書（自然放射線被ばく研究ネ

ットワーク構築）＊平成 21 年

度科学技術振興調整費「国際共

同研究の推進」（競争的資金）

の交付決定を受けたことによ

り締結 

石川徹夫 

放射線防護研究センタ

ー環境放射線影響研究

グループ自然放射線被

ばく研究チーム 

2009.10.15 2014.11.23 
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相手国 相手機関 協定・覚書名（課題名） 
NIRS 対応者 

＊締結時の組織名/職名 

締結 

年月日 
終了予定 

フィリピン 
フィリピン原子力研究

所 
覚書（放射線防護） 

米原英典 

放射線防護研究センタ

ー規制科学総合研究グ

ループ 

2009.07.27 2014.07.26 

米国 
メイヨークリニック 

（Mayo） 

覚書（放射線治療における臨床

研究や、医学物理学及び放射線

生物学の分野における基礎科

学研究等における協力） 

北川敦志 

重粒子医科学センター

重粒子線がん治療普及

推進室 

2009.07.23 2014.07.22 

スウェーデン 
カロリンスカ研究所 

（KI） 

覚書 

＊協力分野を明記しない包括

的協力 

（企画部人材育成・交流

課、国際オープンラボラ

トリー） 

2009.04.20 2014.04.19 

国際機関 
国 際 原 子 力 機 関

（IAEA） 

Development of 18F-Labeled 

PET Probes for Imaging of 

Peripheral-Type 

Benzodiazepine Receptor 

(Translocator Protein 

(18kDa) （末梢性ベンゾジア

ゼピン受容体 18F標識 PETプ

ローブの開発） 

張 明栄 

分子イメージング研究

センター分子認識技術

研究グループ標識技術

研究チーム 

2009.02.19 

2014.01.11

（CRP の終了

予定に準ずる） 

中国 
中国科学院高能物理研

究所 （IHEP） 

覚書（シンクロトロン加速器科

学技術及び工学、放射線治療、

医学物理学分野、その他両者が

定めた分野における協力） 

北川敦志 

重粒子医科学センター 

物理工学部 

2009.01.22 2014.01.21 

韓国 
韓国原子力医学院 

（KIRAMS） 

覚書（職員派遣及び研修に関す

る協力） 

北川敦志 

重粒子医科学センター 

物理工学部 

2008.12.12 

締結時の期限： 

2012.03.31 

（自動更新） 

米国 
コロラド州立大学 

（CSU） 

覚書（放射線生物影響・毒物の

生物影響に関する研究協力） 

岡安隆一 

重粒子医科学センター 

粒子線生物研究グルー

プ 

2008.11.18 2013.11.17 

中国 
中国科学院近代物理研

究所（IMP） 

覚書（医学物理学、生物学、放

射線生物学、重粒子線がん治療

に関連した臨床試験、加速器物

理学とその技術、重イオン物理

学とその応用分野における協

力） 

北川敦志 

重粒子医科学センター 

物理工学部 

2008.10.28 2013.10.27 

フランス 

フランス放射線防護原

子力安全研究所 

（IRSN） 

協力協定（緊急被ばく医療およ

び放射線防護に関する研究協

力） 

明石真言 

緊急被ばく医療研究セ

ンター 

2008.10.09 2013.10.08 
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相手国 相手機関 協定・覚書名（課題名） 
NIRS 対応者 

＊締結時の組織名/職名 

締結 

年月日 
終了予定 

チェコ 
チェコ原子核物理研究

所（NPI） 

覚書（放射線線量評価および生

物影響に関する研究協力） 

内堀幸夫  

研究基盤センター 

研究基盤技術部放射線

計測技術開発課 

2008.10.01 2013.09.30 

台湾 
財團法人張榮發基金会 

（重粒子線医療研院） 

覚書（委員の派遣及び職員の研

修） 
重粒子医科学センター 2008.08.26 2012.03.31 

ロシア 

ブルガリア 

ロシア科学アカデミー

生物医学問題研究所 

（IBMP-RAS） 

ブルガリア科学アカデ

ミー太陽地球影響研究

所（STIL-BAS） 

協定 （Phobos サンプルリター

ン計画搭載の Liulin-F 計測器

の開発、測定、宇宙飛行計測お

よびデータ解析に関する協力） 

内堀幸夫 

基盤技術センター 
2008.06.27 2013.06.26 

台湾 

財團法人張榮發基金会 

（重粒子線医療研究

院） 

取決め（放射線科学に関する包

括的な研究・医療協力） 
重粒子医科学センター  2008.06.25 

締結時の期限： 

2012.3.31 

（自動更新） 

ブルガリア トラキア大学 
覚書（分子イメージング研究分

野の協力） 

菅野巌 

分子イメージング研究

センター 

→藤林センター長 

2008.02.12 

(2010.02.10 

継続合意) 

2014.02.11 

中国 
中国放射線防護研究所 

（NIRP） 

覚書（緊急被ばく医療及び放射

線防護に関する研究協力） 

明石真言 

緊急被ばく医療研究セ

ンター 

酒井一夫 

放射線防護研究センタ

ー 

2007.11.27 2012.11.26 

フランス 
ジョゼフ・フーリエ大

学（UJF） 

覚書（がん標的プローブを用い

る分子イメージング研究分野

における協力） 

菅野巌分子イメージン

グ研究センター→藤林

センター長 

2007.11.15 2012.11.14 

イタリア CNAO 財団 
覚書（重粒子線治療分野に関す

る協力） 

辻井博彦  

重粒子医科学センター 

2006.11.27 

(2011.11.26 

継続合意） 

2016.11.26 

オーストリア 
ウィーン工科大学原子

力研究所 （ATI） 

覚書（重粒子および中性子線量

評価および生物影響に関する

研究協力） 

内堀幸夫 

研究基盤センター研究

基盤技術部放射線計測

技術開発課  

2006.04.03 

2011.04.02

更新 

2016.04.01 

国際機関 
国際原子力機関 

（IAEA） 

Identification of molecular 

markers for prediction of 

radiation effects in breast 

cancer （乳がんにおける放射

線治療効果予測に有効な分子

マーカーの同定） 

今井高志  

フロンティア研究セン

ター 

2005.12.01 

2012.09.30 

（CRP の終了

予定に準ずる） 
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相手国 相手機関 協定・覚書名（課題名） 
NIRS 対応者 

＊締結時の組織名/職名 

締結 

年月日 
終了予定 

ドイツ 
ドイツ航空宇宙センタ

ー （DLR） 
覚書（航空宇宙放射線医学） 

内堀幸夫 

研究基盤センター研究

基盤技術部放射線計測

技術開発課  

2005.11.25 

(2010 年 11

月継続合

意 ） 

2014 .11.24 

ハンガリー 
ハンガリー原子核研究

所 （ATOMKI） 

覚書（加速器物理学他における

協力） 

北川敦志  

重粒子医科学センター

物理工学部 

2005.10.17 

(2010.10 継

続合意） 

2015.10.15 

米国 
オクラホマ州立大学  

（OSU） 

覚書（宇宙放射線線量 計測等

に関する研究協力） 

内堀幸夫 

研究基盤センター研究

基盤技術部放射線計測

技術開発課  

2005.06.29 

(2010.6 継

続合意） 

2014.06.28 

韓国 
韓国原子力医学院 

（KIRAMS） 

覚書（緊急被ばく医療、放射線

腫瘍学、核医学、医学物理学、

加速器物理学等に関する協力） 

明石真言 

緊急被ばく医療研究セ

ンター 

辻井博彦 

重粒子医科学センター 

2004.11.16 

(2009.11 

継続合意) 

2014.11.15 

ドイツ 
ウルム大学放射線医学

研究部 （STRAFO） 

協力協定（医療データベースシ

ステムに関する協力） 

明石真言 

緊急被ばく医療研究セ

ンター被ばく医療部 

1998.10.28 

6ヶ月前の通知

によって暦年

ベースで終了

可。 

フランス 

フランス原子力庁ライ

フサイエンス局 

（CEA） 

覚書（ワークショップの開催/

放射線防護、分子イメージン

グ、重粒子線治療） 

岡安隆一 

重粒子医科学センター 

粒子線生物プロジェク

ト 

1996.03.22 

5 年。6 ヶ月前

に終了を通知

しない限り継

続。 

 




