
特別セッション

特別セッション 1（9:30～10:00）

6 月 29 日（金） 
2F ライフォートホール III
座長：甲斐 倫明（大分県立看護科学大）

講演者：Peter Bryant 先生 
（英国放射線防護学会（SRP）次期会長） 

タイトル：Integration of Risks from Multiple Hazards into a Holistic ALARA / ALARP demonstration

特別セッション 2（13:50～14:30） 

6 月 29 日（金） 
2F ライフォートホール III
座長：山田 崇裕（近畿大学）

講演者：Rolf Michel 先生 
（Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz University Hannover） 

タイトル：Measuring and Deciding under Uncertainty - the Fundamentals of ISO 11929

特別セッション 3（14:30～15:30） 

6 月 29 日（金） 
2F ライフォートホール III 
原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネットワーク推進事業

座長：神田 玲子（量研機構･放医研）

1）保健物理学会から提案した重点テーマについて

甲斐倫明（大分県立看護科学大学）

2）現行の実用量の課題と新しい実用量のあり方

小田啓二（神戸大学）

指定発言：佐藤直己 課長補佐（原子力規制庁）

3）職業被ばく管理における現状の課題（医療現場）

藤淵俊王（九州大学）

4）職業被ばく管理における現状の課題（大学）

渡部浩司（東北大学）

5）総合討論



企画セッション

水晶体線量限度に関する国内外の動向 

日時：6 月 29 日（金）10:00～12:00 
場所：2F ライフォートホール III
座長：飯本 武志（東京大学）

1) わが国の放射線防護に関する規制：最近の水晶体の放射線防護に関する検討

佐藤 直己（原子力規制庁）

2) ICRP および NCRP の水晶体線量限度

浜田信行（電中研）

3) 水晶体の放射線防護に関する国際放射線防護学会(IRPA)タスクグループ

吉田 浩子（東北大学）

4) 日本保健物理学会における水晶体の放射線防護に関する検討

横山 須美（藤田保健衛生大学）

放射線防護標準化委員会 

日時：6 月 29 日（金）15:30～16:15 
場所：2F ライフォートホール III
座長：床次 眞司（弘前大学）

1) ガイドライン制定について

橋本 周（原子力研究開発機構）

2) IEC/TC45/SC45B の紹介

柚木 彰（産業技術総合研究所）

3) ISO/TC85/SC2 の紹介

山田 崇裕（近畿大学）

4) ISO/TC147/SC3 の紹介

赤田 尚史（自然科学研究機構･核融合研）

医学･医療分野の放射線計測技術 

日時：6 月 30 日（土）9:00～10:00 
場所：2F ライフォートホール III
座長：佐々木 恒平（北海道科学大学）

1) 写らない診断領域 X 線用線量計の開発

石川 正純（北海道大学)
2) 臨床現場において放射線計測技術が果たす役割 ～放射線管理の立場から～

森 泰成（JCHO 北海道病院放射線部）

3) 放射線治療におけるキロボルト X 線を用いた腫瘍位置検出技術の開発

伊良皆 拓（京都大学）



国際対応委員会セッション 

日時：6 月 30 日（土）10:00～11:00 
場所：2F ライフォートホール III
座長：服部 隆利（電力中央研究所）

1) IRPA 理事会活動報告

吉田 浩子（東北大学）

2) ICRP Publication 132 “Radiological Protection from Cosmic Radiation in Aviation” の解説

保田 浩志（広島大学）

3) ICRP Occupational intakes of radionuclides の解説

高橋 史明（原子力研究開発機構）

4) IAEA の RASSC/WASSC における安全文書の検討状況

土橋 竜太（原子力安全研究協会）

低線量被ばくの現状と放射線影響 

日時：6 月 30 日（土）11:00～12:00 
場所：2F ライフォートホール III
座長：島雄 大介（北海道科学大学）

1) 医療と福島事故における低線量被ばくに関する一考察

武田 浩光（札医大病院）

2) 医療被曝現状の課題について

小野 孝二（東京医療保健大）

低線量リスク委員会、実効線量･実用量及び国民線量評価委員会 

日時：6 月 30 日（土）13:00～14:30 
場所：2F ライフォートホール III
座長：高橋 史明（原子力研究開発機構）

1) 低線量放射線リスク委員会の活動報告

佐々木 道也（電力中央研究所）

2) 実効線量・実用線量委員会の活動報告

小田 啓二（神戸大学）

3) 国民線量委員会の活動報告

古川 雅英（琉球大学）

4) 質疑討論

高橋 史明（原子力研究開発機構）



自然放射性核種を含む廃棄物の放射線防護に関する専門研究会 

日時：6 月 30 日（土）14:30～15:30 
場所：2F ライフォートホール III
座長：小林 愼一（原子燃料工業株式会社）

1) 自然放射性核種を含む廃棄物の放射線防護に関する専門研究会 活動報告(1)
麓 弘道（三菱原子燃料株式会社）

2) 自然放射性核種を含む廃棄物の放射線防護に関する専門研究会 活動報告(2)
齋藤 龍郎（原子力研究開発機構）

低線量・低線量率リスク推定法専門研究会 

日時：6 月 30 日（土）15:00～16:30 
場所：2F ライフォートホール I
座長：酒井 一夫 （東京医療保健大学）

1) 生物研究の現状と課題

山田 裕（量研機構･放医研）

2) 疫学研究の現状と課題

工藤 伸一（放射線影響協会）

3) モデル研究の現状と課題

緒方 裕光（女子栄養大学）

4) 今後の展開にむけて 総合討論

酒井 一夫（東京医療保健大学）

原子力防災における体外計測の経験の総括と課題に関する専門研究会 

日時：6 月 30 日（土）15:30～16:30 
場所：2F ライフォートホール III
座長：石川 徹夫（福島県立医科大学）

1) 植頭 康裕（原子力研究開発機構･福島）

2) 細田 正洋（弘前大学）

3) 吉富 寛（原子力研究開発機構･原子力科学研究所）

4) 武田 浩光（札幌医大病院）

オプショナル・セッション

国際対応委員会 

日時：6 月 30 日（土）12:00～12:50 
場所：2F ライフォートホール III
座長：服部 隆利（電中研）

－実効線量の使用に関する ICRP TG79 報告書 勉強会－ 




