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平成 30 年度放射線安全取扱部会年次大会
（第 59 回放射線管理研修会）のお知らせ（３）
平成30年度放射線安全取扱部会年次大会実行委員会

平成 30 年度放射線安全取扱部会年次大会は東北

（1）予防規程のプラクティス
（2）教育訓練のプラクティス

支部が担当します。
本大会の概要を以下に記載いたします。

（3）非密封放射線施設の拠点化
（4）放射線施設・設備に関する知識の伝承
（5）総合討論

年次大会の概要
〇開催日：平成 30 年 10 月 25 日
（木）
，26 日（金）
〇会

場：仙台銀行ホール イズミティ21
宮城県仙台市泉区泉中央 2-18-1
（仙台市地下鉄泉中央駅北 3 出口）

○テーマ：久待扶搖萬里風，平成の終わりに

特別講演Ⅱ「東日本大震災の教訓と巨大災害への備え」
（10 月 25 日

16：30〜17：40）

昨今，国内では様々な災害が生しており，放射線
施設においても災害への対応をどうするかについ
て，より具体的に考える必要があります。自然災害

参加費

対策の第一人者，東北大学災害科学国際研究所の越

年次大会

7,000 円

村俊一氏をお迎えし，「東日本大震災の教訓と巨大

交流会

6,000 円

災害への備え」と題して，自然災害に対する心構え
を教示していただきます。
【2 日目】

プログラムのハイライト
【1 日目】

シンポジウムⅡ ～平成を振り返る～「福島原発事

特別講演Ⅰ「放射線障害防止法関係の最近の動向」
（10 月 25 日

故から 7 年以上経過した福島の今」
（10 月 26 日

11：00〜12：00）

9：50〜11：00）

改正 RI 法の施行が来年に迫っています。今やら

福島第一原子力発電所の事故から 7 年以上経過し

なければならないことを解説していただきます。最

ました。未だに風評被害がある中で，一方では意識

新の放射線規制の動向もお話していただきます。

の風化が進んでいる指摘もあります。これらの課題
について，現在の原子力発電所の廃炉状況や復興に

シンポジウムⅠ「新しい放射線安全管理のフレーム

向けての現場からの報告を受けながら，一緒に考え

ワークに向けて」

てみませんか。

（10 月 25 日

（1）福島第一原子力発電所の廃炉の現状

14：40〜16：10）

法令改正，拠点化構想，知識の伝承等主任者と放
射線施設を取り巻く諸課題について，各分野で始め
られている取組みについて紹介し，これからの放射

（2）福島県の海産物の放射能汚染の現状と沿岸漁
業の復興状況
（3）全町民避難から復興へ

線安全管理のフレームワークに向けた企画専門委員
会をはじめとする本部会のミッションを考えるた

特別講演Ⅲ「スマート・エイジング～脳を鍛えて健

め，情報と問題意識を共有し，皆様と共に意見交換

康寿命を延伸する～」
（10 月 26 日

を行う予定です。
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脳の発達・加齢研究の第一人者である川島隆太氏
に，最新の話題，特に脳の健康寿命延伸の社会実装

📢

相談コーナー（展示室）
（10 月 25 日

12：00〜13：20）

についてご紹介していただきます。川島氏は放射線

放射線管理業務における疑問やお困りごと等につ

科医としてキャリアをスタート。PET を使った脳の

いて，ご相談をお受けいたします。放射線管理・取

賦活研究で仁科記念サイクロトロンセンター

扱い，法令，ＲＩ供給・廃棄等幅広い分野でお受け
いたします。お気軽にお立ち寄りください。

（NMCC）の活発なユーザでもありました。
シンポジウムⅢ「加速器の歩み：最初の一歩から次

機器展示（大ホール２階ホワイエ）

の時代に向けて」

10 月 25 日

10：30〜17：30

10 月 26 日

9：10〜12：00

（10 月 26 日

13：20〜14：20）

現在，様々な分野での加速器利用が広がっていま

放射線関連サービス会社，製品メーカーによる

す。NMCC は平成元年に建設が開始されたセンター

様々な展示を行います。各企業の最新情報を知るこ

で，平成の加速器の歴史を体現してきたセンターで

とができる貴重な機会です！お時間の許す限り，何

し ょ う。NMCC か ら 世 良 耕 一 郎 氏 を お 招 き し，

度でもお立ち寄りください。

NMCC が果たしてきた役割を解説していただきま
す。そしてポスト平成にできる新しい加速器が東北

書籍コーナー（大ホール 1 階ホワイエ）

放射光施設です。高田昌樹氏に未来の加速器のお話

10 月 25 日

13：30〜16：30

をしていただきます。

10 月 26 日

10：00〜11：10

（1）PET 用小型サイクロトロンの多分野への応用

日本アイソトープ協会出版の書籍販売があります。

─国際環境協力研究を中心に─
（2）次世代放射光による創造的復興で未来を拓く

交流会（展示室）
（10 月 25 日

18：00〜19：30）

年次大会会場内ポスター発表と同じく展示室にて

ポスター発表（展示室）
本年度のポスター発表を皆様により一層楽しんで

交流会を開催いたします。なお，会場の広さの関係

いただくため，ポスター発表会場を交流会会場と同

で，交流会参加人数に制限がございます。定員に達

一とし，交流会時もポスターをお楽しみいただける

した場合はお断りをする場合もございますのでご了

ようにいたしました。発表者の常駐は発表時間だけ

承ください。

ですが，飲み物を片手にゆっくりとポスターをご覧
になってください。
ポスター掲示：10 月 25 日

【連絡先】
○放射線安全取扱部会事務局

12：00
〜10 月 26 日

ポスター発表時間：10 月 25 日

12：00

13：30〜14：30

日本アイソトープ協会
〠 113-8941

東京都文京区本駒込 2-28-45

☎ 03-5395-8081
E-mail

学術課

FAX 03-5395-8053

gakujutsu@jrias.or.jp
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会場レイアウト

大ホール

1階

2階

クローク
リハーサル室

WC

屋上庭園

WC

WC
WC

展示室

大ホール（メイン会場）

大ホール（メイン会場）

ポスター会場

会議室

相談コーナー

中

庭
中庭

休憩室

中庭上部

中庭上部

交流会
WC

自販機
WC

１F ホワイエ

コインロッカー

総合受付

WC

エントランスホール

休憩コーナー

エントランス上部

エレベーター

吹抜

ロビー

WC
WC

エレベーター

2F ホワイエ 機器展示コーナー
正面玄関

レストラン

正面入口

アクセス
●仙台空港・JR 仙台駅から最寄駅まで

長町

仙台

長町

仙台

東京方面
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地下鉄
南北線

JR 東北本線
JR 東北新幹線

仙台空港
アクセス線

仙台空港

●最寄り駅から会場まで
会場
泉中央

盛岡方面

仙台空港から約 50 分 ( 仙台空港アクセス線，地下鉄南北線 )
JR 仙台駅から約 20 分 ( 地下鉄南北線 )
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平成 30 年度放射線安全取扱部会年次大会（第 59 回放射線管理研修会）
〇期
〇会

日：平成 30 年 10 月 25 日（木）10:00 〜 26 日（金）15:10
場：仙台銀行ホール イズミティ21（宮城県仙台市泉区泉中央 2 − 18 − 1）
（仙台市地下鉄泉中央駅下車すぐ）
〇交流会：仙台銀行ホール イズミティ21 展示室
プ
○ 1 日目
時

ロ

グ

ラ

ム

10 月 25 日（木）
間

大ホール

9:10〜

参加受付（1 階ホワイエ）

9:30〜

開場

他会場
クローク
（リハーサル室）

10:00〜11:00（60） 開会・部会総会
平成 30 年度

9:30〜20:00

放射線安全取扱部会

表彰式

（功労表彰・放射線安全管理奨励賞）

機器展示

11:00〜12:00（60） 特別講演Ⅰ

（2 階ホワイエ）

「放射線障害防止法関係の最近の動向」
鶴園

10:30〜17:30

座長

孝夫氏（原子力規制庁）
渡部

浩司氏（東北大学）

書籍コーナー

12:00〜13:30（90） 昼食休憩

（1 階ホワイエ）

13:30〜14:30（60） ポスター発表（展示室）

13:30〜16:30

14:30〜14:40（10） 休憩
14:40〜16:10（90） シンポジウムⅠ

相談コーナー

「新しい放射線安全管理のフレームワークに向けて」 （展示室）
⑴予防規程のプラクティス
馬田

12:00〜13:20

敏幸氏（産業医科大学）
ポスター発表

⑵教育訓練のプラクティス
久保

（展示室）

直樹氏（北海道大学）

・発表者は 12：00 までに貼り終え，

⑶非密封放射線施設の拠点化
吉村

翌日 12:00 まで掲示

崇氏（大阪大学）

⑷放射線施設・設備に関する知識の伝承
齋藤

美希氏（弘前大学）

⑸総合討論
ファシリテーター：松田 尚樹氏（長崎大学）
座長

北

実氏（鳥取大学）

16:10〜16:30（20） 休憩
16:30〜17:40（70） 特別講演Ⅱ
「東日本大震災の教訓と巨大災害への備え」
越村
座長

俊一氏（東北大学災害科学国際研究所）
森山

竜也氏（日本原燃（株））

17:40〜18:00（20） 移動
18:00〜19:30（90） 交流会（仙台銀行ホール

イズミティ21

展示室）
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○ 2 日目
時

📢

10 月 26 日（金）
間

大ホール

9:10

参加受付（1 階ホワイエ）

9:30〜

開場

他会場
クローク
（リハーサル室）

9:50〜11:00（70） シンポジウムⅡ

9:10〜16:00

〜平成を振り返る〜
「福島原発事故から 7 年以上経過した福島の今」
⑴福島第一原子力発電所の廃炉の現状
高橋

邦明氏（東京電力ホールディングス（株））

機器展示
（2 階ホワイエ）
9:10〜12:00

⑵福島県の海産物の放射能汚染の現状と沿岸漁業
ポスター掲示

の復興状況
和田

敏裕氏（福島大学環境放射能研究所）

⑶全町民避難から復興へ
原田
座長

徳仁氏（福島県富岡町）
河津

賢澄氏（福島大学）

（展示室）
9:00〜12:00
※ 13:00 以降に貼ってあるポスター
は実行委員会で処分します。

11:00〜11:10（10） 休憩
書籍コーナー

11:10〜12:10（60） 特別講演Ⅲ
「スマート・エイジング
〜脳を鍛えて健康寿命を延伸する〜」
川島
座長

隆太氏（東北大学加齢医学研究所）
宍戸

文男氏（東北放射線科学センター）

12:10〜13:20（70） 昼食休憩
13:20〜14:20（60） シンポジウムⅢ
「加速器の歩み：最初の一歩から次の時代に向けて」
⑴ PET 用小型サイクロトロンの多分野への応用
─国際環境協力研究を中心に─
世良

耕一郎氏（岩手医科大学）

⑵次世代放射光による創造的復興で未来を拓く
高田

昌樹氏（東北大学 /（一財）光科学イ
ノベーションセンター）

座長

結城

秀行氏（東北大学）

14:20〜14:30（10） 休憩
14:30〜15:10（40） 大会のまとめ，ポスター賞発表
次回大会紹介
閉
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（1 階ホワイエ）
10:00〜11:10

