
第29期 放射線安全取扱部会の委員名簿 

（任期：2016年4月～2018年3月） 

【本部運営委員会】 

部会長 上蓑 義朋 （国立研究開発法人理化学研究所仁科加速器研究センター） 

副部会長 

（兼企画委員長） 
中島    覚 （広島大学自然科学研究支援開発センター） 

副部会長 

（兼広報委員長） 
池本 祐志 （日本農薬株式会社） 

委員 （北海道支部長） 久下 裕司   （北海道大学アイソトープ総合センター） 

委員（東北支部長） 渡部 浩司 （東北大学サイクロトロンＲＩセンター） 

委員（関東支部長） 井上 浩義 （慶應義塾大学医学部） 

委員（中部支部長） 矢永 誠人 （静岡大学理学部放射科学研究施設） 

委員（近畿支部長） 矢鋪 祐司 （日本たばこ産業株式会社医薬総合研究所） 

委員 （中国・ 四国支部長） 小野 俊朗 （岡山大学自然生命科学研究支援センター） 

委員（九州支部長） 杉原 真司 （九州大学アイソトープ統合安全管理センター） 

委員（法令検討委員長） 桝本 和義 （高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター） 

 

 

【支部委員会】   

【北海道支部】   

支部長 久下  裕司 （北海道大学アイソトープ総合センター） 

委  員 遠藤  大二 （酪農学園大学獣医学部） 

 大内  健司 （北海道電力株式会社泊発電所） 

 安原  優子 （北海道大学大学院農学研究院） 

 吉井  勇治 （札幌医科大学） 



 

【東北支部】   

支部長 渡部  浩司 （東北大学サイクロトロンＲＩセンター） 

委  員 阿部  養悦 （東北大学病院診療技術部放射線部門） 

 河津  賢澄 （福島大学理工学部共生システム理工学研究科） 

 宍戸  文男 （東北放射線科学センター） 

 福島美智子 （石巻専修大学理工学部） 

 森山  竜也 （日本原燃株式会社） 

 

 

【関東支部】   

支部長 井上  浩義 （慶應義塾大学医学部） 

委  員 飯塚  裕幸 （埼玉医科大学中央研究施設） 

 五十嵐敏美 （東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター） 

 泉    雅子 （国立研究開発法人理化学研究所仁科加速器研究センター） 

 片岡  賢英 （慶應義塾大学医学部） 

 佐々木博之 （株式会社日本環境調査研究所） 

 佐藤   斉 （茨城県立医療大学保健医療学部） 

 高橋 克彦 （獨協医科大学ＲＩセンター） 

 谷川  勝至 （東京大学大学院理学系研究科） 

 桧垣 正吾 （東京大学アイソトープ総合センター） 

 溝口  真樹  （株式会社日立製作所） 

 八木  直樹 （新日鐵住金株式会社） 



 

【中部支部】   

支部長 矢永  誠人 (静岡大学理学部放射科学研究施設） 

委  員 伊藤  由磨 （名古屋市リハビリテーションセンター） 

 黒澤  俊人 （三重大学生命科学研究支援センター） 

 小島  康明 （名古屋大学アイソトープ総合センター） 

 小須田  誓 （愛知医科大学医学部附属総合医学研究機構） 

 三嶋淳二郎 （株式会社日立製作所） 

 三輪美代子 （岐阜大学生命科学総合研究支援センター） 

 森    哲也 （福井大学高エネルギー医学研究センター） 

 

【近畿支部】   

支部長 矢鋪  祐司 （日本たばこ産業株式会社医薬総合研究所） 

委  員 大熊  浩志 （日本メジフィジックス株式会社） 

 萱野 信二 （株式会社千代田テクノル） 

 小山由起子 （滋賀医科大学実験実習支援センター） 

 鈴木  健二 （株式会社日本環境調査研究所） 

 竹村  貴志 （ポニー工業株式会社） 

 角山  雄一 （京都大学環境安全保健機構放射性同位元素総合センター） 

 古屋敷  守 （医療法人仁泉会 MI クリニック） 

 芳原  新也  （近畿大学  原子力研究所） 

 吉岡  潤子 （大阪大学大学院工学研究科） 



 

【中国・ 四国支部】   

支部長 小野  俊朗 （岡山大学自然生命科学研究支援センター） 

委  員 稲田  晋宣 （広島大学自然生命科学研究支援開発センター） 

 北      実 （鳥取大学生命機能研究支援センター） 

 都留    忍 （高知大学総合研究センター） 

 前田志津子 （広島国際大学薬学部） 

 三好  弘一 （徳島大学アイソトープ総合センター） 

 

【企画専門委員会】   

委員長  中島  覚 （広島大学自然科学研究支援開発センター） 

 委 員 飯本 武志 （東京大学環境安全本部） 

 馬田 敏幸 （産業医科大学アイソトープ研究センター） 

 垣下 典永 （京都大学環境安全保健機構放射性同位元素総合センター） 

 久冨木志郎 （首都大学東京 RI研究施設） 

 小崎  完 （北海道大学大学院工学研究院） 

 斎藤 美希 （弘前大学アイソトープ総合実験室） 

 高橋 郁子 （名城大学薬学部） 

 中西  徹 （就実大学大学院医療薬学研究科） 

【九州支部】   

支部長 杉原  真司 （九州大学アイソトープ統合安全管理センター） 

委  員 岡島  敏浩 （佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター） 

 奥野  浩二 （長崎大学病院） 

 川村  秀久 （一般財団法人九州環境管理協会） 

 後藤  稔男 （宮崎大学フロンティア科学実験総合センター） 

 澤  慎一郎  （株式会社日立製作所） 



 

【広報専門委員会】   

委員長 池本 祐志 （日本農薬株式会社） 

委 員 安中 博之 （富士電機株式会社） 

 大石 晃嗣 （株式会社日本環境調査研究所） 

 片岡 隆浩 （岡山大学大学院保健学研究科） 

 廣田 昌大 （信州大学ヒト環境科学研究支援センター） 

 藤淵 俊王 （九州大学大学院医学研究院保健学部門） 

 宮本 昌明 （神戸大学研究基盤センター） 

 吉田 浩子 （東北大学大学院薬学研究科） 

 

【法令検討専門委員会】   

委員長 桝本 和義 （高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター） 

委 長 江田 正明 （ゼリア新薬工業株式会社中央研究所） 

 加藤 真介 （横浜薬科大学薬学部） 

 反保 浩一 （第一三共株式会社品川研究開発センター） 

 仁神 鉄人 （横河電機株式会社） 

 山田 克典 （国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所） 

 


