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第 31 期放射線安全取扱部会委員名簿 

（任期：2020 年 4 月～2022 年 3 月） 

 

 

【本部運営委員会】   

アイソトープ・放射線の安全取扱、管理について技術の向上と知識の普及・啓発を図り、アイソ

トープ・放射線に関する国民の理解と放射線を取り扱う専門家への信頼を深めること、また、放

射線取扱主任者をはじめ放射線障害の防止に関する専門知識を有する者の育成と地位向上に努め

るため、本部会細則に定める所要の活動を行う。 

 

部会長 松田 尚樹 （長崎大学） 

副部会長（兼企画委員長） 馬田 敏幸 （産業医科大学） 

副部会長（兼広報委員長） 柴田 理尋 （名古屋大学） 

委員（北海道支部長） 久保 直樹 （北海道大学） 

委員（東北支部長） 宍戸 文男 （東北放射線科学センター） 

委員（関東支部長） 桧垣 正吾 （東京大学） 

委員（中部支部長） 原 正憲 （富山大学） 

委員（近畿支部長） 佐々木 將博 （神戸市立医療センター中央市民病院） 

委員（中国・四国支部長） 寺東 宏明 （岡山大学） 

委員（九州支部長） 杉原 真司 （九州大学） 

委員（法令検討委員長） 加藤 真介 （横浜薬科大学） 

  

（2020 年 10 月現在） 
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【支部委員会】   

支部委員会は部会の活動目的を推進するため、各々の地域において講習会、勉強会等を企画・実

施し、支部会員等への広報、情報提供その他必要な活動を行う。 

 

【北海道支部】   

支部長 久保 直樹 （北海道大学） 

委員 北浦 廣剛 （北海道医療大学） 

 北野 尚弘 （北海道電力株式会社） 

 華園 究 （酪農学園大学） 

 吉井 勇治 （北海道大学） 

   

   

【東北支部】   

支部長 宍戸 文男 （東北放射線科学センター） 

委員 浅沼 研 （秋田大学） 

 鈴木 俊幸 （福島県立医科大学） 

 日尾 彰宏 （東北大学） 

 比嘉 剛志 （東北大学） 

 山本 文彦 （東北医科薬科大学） 

   

   

【関東支部】   

支部長 桧垣 正吾 （東京大学） 

委員 秋山 和彦 （東京都立大学） 

 小野 孝二 （東京医療保健大学） 

 梶井 重男 （武田薬品工業株式会社） 

 勝田 昭一 （国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院） 

 小池 裕也 （明治大学） 

 鈴木 朗史 （長瀬ランダウア株式会社） 

 田辺 恵美子 （日本大学） 

 廣田 昌大 （信州大学基盤研究支援センター） 

 福原 幸規 （東京女子医科大学病院） 

 溝口 真樹 （株式会社日立製作所） 

 八木 直樹 （日本製鉄株式会社） 
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【中部支部】   

支部長 原 正憲 （富山大学） 

委員 大矢 恭久 （静岡大学） 

 小関 弘智 （愛知医科大学病院） 

 近藤 真理 （名古屋大学） 

 澤 慎一郎 （株式会社日立製作所） 

 立松 憲次郎 （岐阜薬科大学） 

 *橋本 祐介 （株式会社日立製作所） 

 山下 英二 （東名古屋画像診断クリニック） 

 横山 明彦 （金沢大学） 

   

   

【近畿支部】   

支部長 佐々木 將博 （神戸市立医療センター中央市民病院） 

委員 稲垣 昌代 （近畿大学） 

 井原 勇人 （和歌山県立医科大学） 

 竹村 貴志 （ポニー工業株式会社） 

 田中 正行 （株式会社千代田テクノル） 

 角山 雄一 （京都大学） 

 中屋敷 勇輔 （株式会社日本環境調査研究所） 

 成末 泰岳 （株式会社コーガアイソトープ） 

 古屋敷 守 （医療法人仁泉会 MIクリニック） 

 吉岡 潤子 （大阪大学） 

   

   

【中国・四国支部】   

支部長 寺東 宏明 （岡山大学） 

委員 坂口 修一 （山口大学） 

 都留 忍 （高知大学） 

 西本 一幸 （香川大学） 

 前田 志津子 （広島国際大学） 

 松嶋 亮人 （広島大学） 
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【九州支部】   

支部長 杉原 真司 （九州大学） 

委員 阿部 利明 （産業医科大学） 

 尾上 昌平 （鹿児島大学） 

 北川 修嗣 （株式会社千代田テクノル） 

 白石 善興 （熊本大学） 

 山内 基弘 （長崎大学） 

   

   

【企画専門委員会】   

部会の根幹を支え、部会の事業および組織全般に関して、企画立案し、審議・推進することを主

務とする。 

 

委員長 馬田 敏幸 （産業医科大学） 

委員 池田 岳紡 （北里大学） 

 稲田 晋宣 （広島大学） 

 北 実 （鳥取大学） 

 小山 由起子 （滋賀医科大学） 

 安井 博宣 （北海道大学） 

 山本 由美 （東北医科薬科大学） 

 和田 真由美 （福井大学） 

 渡部 浩司 （東北大学） 

   

   

【広報専門委員会】   

部会活動の対外的な情報発信と部会員相互の情報共有を推進し、部会員の資質向上及び部会の地

位向上を図ることを主務とする。 

 

委員長 柴田 理尋 （名古屋大学） 

委員 井原 智美 （日本農薬株式会社） 

 片岡 隆浩 （岡山大学） 

 出路 静彦 （岐阜医療科学大学） 

 福島 芳子 （防衛医科大学校） 
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 藤淵 俊王 （九州大学） 

   

【法令検討専門委員会】   

アイソトープの利用促進と適切な管理に資するため、法令に係る検討を行い、必要な提言を行う

ことを主務とする。 

 

委員長 加藤 真介 （横浜薬科大学） 

委員 飯塚 裕幸 （東京大学） 

 河内 杉雄 （富士フイルム富山化学株式会社） 

 佐々木 徹 （北里大学） 

 田中 鐘信 （国立研究開発法人理化学研究所） 

 仁神 鉄人 （横河電機株式会社） 

 

*：2020 年 10 月より 


