
本 会 記 事

第 95回日本放射線化学会理事会議事録（案）

日時 平成 23年 9月 28日（水） 18:00–19:30

場所 阪大産研管理棟２階大会議室

出席者 中川会長，河内，小林，鷲尾，錦見，柴田，辻，

永石，吉田，勝村，青木，熊谷，伊藤，砂川，高

橋，中川（清），駒口，藤原，泉，山路，浅井（代

理：越水），南波，田川，平出（事務局），オブザー

バー岡

議題

1. 前回議事録確認（事務局平出）

第 94回理事会の議事録を確認した．

2. 平成 22年度事業報告確認（事務局平出）

2010/11/29「30学会（39万人会員）会長声明」を

掲載しました．

2011/5/6「34学会（44万人会員）会長声明」を掲

載しました．

1）第 53回放射線化学討論会

平成 22年 9月 21日（火）～23日（木）

名古屋大学大学院工学研究科 IB電子情報館

大講義室

2）共催・協賛会議

2011/1/26（水）第 20回放射線利用総合シン

ポジウム

2011/1/27（木）放射線利用フォーラム 2011

in高崎

2011/3/31（木）放射線化学セミナー（阪大

産研）

2011/6/17（金）～18日（土）第 8回 Cat-CVD

研究会

2011/7/6（水）～8 日（金） 第 48回 アイソ

トープ・放射線研究発表会

2011/7/13（水）エネルギー問題の短・中・長

期展望

2011/8/8（月）～10日（水）第 24回 DV-X

α研究会

3）放射線化学若手の会開催（担当阪大吉田研）

2010年 9月 27日（月）～28日（火）

国民宿舎 赤とんぼ荘 兵庫県たつの市龍野

町日山 463–2

4）会誌 91号平成 23年 3月発刊，会誌 92号平

成 23年 9月発刊

3. 事業計画

1）第 55回放射線化学討論会開催（平成 24年東

北大主催）

2）研究会開催関係

先端放射線化学シンポジウム（SARAC）開催計

画（平成 23年 12月・平成 24年 2月：内容未定）

3）放射線化学若手の会開催 （2011年 9 月 担当

東大勝村研）

4）会誌 93号 平成 24年 3 月発刊予定， 会誌 94

号平成 24年 9月発刊予定

4. 平成 22年度決算報告（事務局平出）

1）決算報告を確認した．住友 3M は 3 年前に退

会していたことがわかった．また，会費の滞納者

が結構出ていることが報告された．

2）APSRCの若手補助金（残金 289,160円）が全

体の予算に入ってしまっているので，予算上，国

際交流委員会繰越金として，分けて明記すること

とした．

5. 入退会者，賛助会員一覧（事務局平出）

入会者 5名に対し，ご逝去 3名，退会者 13名，退

会賛助会員が 5社（26口）であったと報告があっ

た．現在，賛助会員 12社．

6. 役員名簿確認（事務局平出）

理事，委員会委員名簿を確認した．国際交流委員

会の田口さんはオブザーバーではなく普通の委員

とすることとした．
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7. 会長報告（中川会長）

■若手旅費支援

ICRR への若手の旅費支援をするために学会の繰

越金を取り崩すということを検討する予定であっ

たが，震災のために 3月の理事会がメールベース

で行われることになったので審議をしなかった．

賛助会員が減っている現状で，繰越金を取り崩し

て援助するかどうかを議論したい，との提案があ

り，1，2年財政状況を見る，ということとなった．

・若手を支援するというところに力を入れたいと

思っているので，1，2年，財政状況を見ていきた

い．（会長）

■学会賞の受賞規定

受賞規定の年数が現在の研究者のライフスタイル

からすると長すぎるという問題が浮上した．受賞

規定を見直す委員会を発足させるという方針を認

めて貰いたい，という提案があり，委員会発足が

認められた．

8. 編集委員会報告及び各委員会報告

■編集委員会報告（委員長小林）

92 号では震災関連の特集記事や報告を掲載した

こと，5 月 14 日の編集委員会の旅費で編集委員

会の予算のほとんどを使ってしまったため予算を

15万円から 20万円に増額して貰ったこと，投稿

規定等の改訂を行う予定であること，TeX形式で

入稿されなかった場合は謝金を半額としたい，等

が報告され，謝金減額分を TeXに変換した編集担

当者に支払うことが承認された．

■国際交流委員会（吉田）

平成 22年 9月 22日に外国人の交流会（昼食会）

を開催したこと，今回の討論会でも 29 日に交流

会（昼食会）を開催予定であること，また，AP-

SRC2012 に若手援助金を出す予定であることが

報告された．

9. 学会業務の外部委託について（事務局平出）

契約が一年延長されたことが報告された．

10. ICRR報告（勝村・田川・鷲尾）

2011年 8 月 28日からポーランドで開催された．

Tihanyと学会時期が同じだったため，放射線化学

会からの参加者は 2分されたようだ．次回（2015

年）は日本・京都で開催予定である．（勝村）

次回は平岡先生（京都大学　医学部）が組織委員

長で，放射線化学に期待しているという話があっ

た．1つの会場を放射線化学で使い，特に他の分

野（医学，生物，物理）とのジョイントセッショ

ンで魅力的な講演を行い，多くの参加者，特にア

ジアを含む外国人参加者を確保する企画をしてほ

しいとの要望があった．（田川）

来年の APSRC2012 でもアナウンスがあるだろ

う．（鷲尾）

11. その他

・APSRC2012（中国），IRaP2012（ポーランド，

クラコフ），2012年 2月 28日-29日のWS（東大）

のアナウンスがあった．（勝村）

・科研費の細目に量子ビームが追加された．（会

長）
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平成 23年度役員名簿（平成 23年 10月 1日現在）

会長 中川和道（神大院人間発達環境）

副会長 河内宣之（東工大院理工） 鷲尾方一（早大理工研）

平出哲也（原子力機構・東海） 小林慶規（産総研）

常任理事 丑田公規（北里大） 辻正治（九大先導研）

小嶋拓治（原子力機構・高崎） 永石隆二（原子力機構・東海）

錦見敏朗（NHVコーポレーション） 真嶋哲朗（阪大産研）

柴田裕実（京大院工） 吉田陽一（阪大産研）

住吉孝（北大院工） 勝村庸介（東大院工）

理事 青木康（住友重機械） 砂川武義（福井工大）

長島章（放振協） 高橋憲司（金沢大工）

小嶋崇夫（大阪府大） 竹中康之（北教大）

依頼中（原子力機構・関西） 中川清子（都立産技研）

工藤久明（東大院工） 中村一隆（東工大セラミック研）

熊谷純（名大院工） 駒口健治（広大院工）

伊藤賢志（産総研） 藤原邦夫（千葉大工）

関修平（阪大院工） 依頼中（京都工芸繊維大学）

鈴木信三（京産大理） 泉佳伸（福井大）

堀邊英夫（金沢工大） 山路稔（群馬大院工）

浅井圭介（東北大院工）

監事 南波秀樹（原子力機構・東海） 平岡賢三（山梨大工）

事務局 東海地区（原子力機構）

顧問 佐藤伸 籏野嘉彦

田川精一（阪大産研） 濱義昌（早大理工研）

田畑米穂（原子力システム研究懇話会） 市川恒樹（北大院工）

名誉会員 今村昌 近藤正春

団野皓文

編集委員会 委員長：小林慶規（産総研） 泉佳伸（福井大）

主任：工藤久明（東大院工） 熊田高之（原子力機構・関西）

越水正典（東北大院工） 廣木章博（原子力機構・高崎）

松本裕之（岩崎電気） 藤井健太郎（原子力機構・東海）

山本洋揮（阪大産研） 中川清子（都立産技研）

永石隆二（原子力機構・東海） 伊藤賢志（産総研）

岡壽崇（原子力機構・東海）

企画委員会 委員長：柴田裕実（京大院工） 青木康（住友重機械）

小泉均（北大院工） 越水正典（東北大院工）

駒口健治（広大院工） 佐藤哲也（山梨大）

砂川武義（福井工大） 田口光正（原子力機構・高崎）

辻正治（九大先導研） 室屋裕佐（東大院工）

楊金峰（阪大産研）

国際交流委員会 委員長：吉田陽一（阪大産研） 泉佳伸（福井大）

室屋裕佐（東大院工） 林銘章（原子力機構・東海）

田口光正（原子力機構・高崎）

推薦委員会 田川精一（阪大産研） 濱義昌（早大理工研）

立矢正典（産総研） 平岡賢三（山梨大工）

南波秀樹（原子力機構・東海）
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平成 22年度会計決算報告 (平成 23年 9月 12日現在)

収入の部 　 （単位：円）
項目 22年度予算案 22年度決算 内容等
賛助会員（17社 71口） 700,000 680,000 10,000×68口
個人正会員　　 (230名) 971,000 830,500 4,000× 200名 = 800,000

1,500× 17名 = 25,500
学生会員　　（34名) 正-学会費差額精算分　 5,000

未納金額合計　 555,500
要旨集 CD販売 0
雑収入（利息等） 100,000 597 国際文献分（355），早稲田大学分（242）

22,656 著作権料
戻入金 0
補助金 48,875 早大より国際文献への補助（20,000），理事会経費

補助（28,875）
積立基金からの繰り込み 0 0
前年度繰越金 2,544,539 2,544,539

合計 4,315,539 4,127,167

支出の部
項目 22年度予算案 22年度決算 内容等
通信連絡費 50,000 10,094 電報，送料等
振込手数料 6,720 事務局移動,編集,HP,原稿料等
事務委託費
年間業務費 700,000 651,315 7–8月 (87,332)，9–12月 (455,240)，1–5月 (108,743)

会誌 300,000
原稿料 57,000

会議費 100,000 28,875 理事会弁当代＋お茶代
放射線化学討論会援助 200,000 200,000
先端放射線化学シンポジウ
ム援助

100,000

若手の会夏の学校援助 150,000 150,000
学会賞 100,000 119,394 盾（93,324），選考委員旅費（26,070）
企画委員会経費 75,000
将来構想委員会経費 75,000
編集委員会経費 200,000 200,000
日本放射線研究連合負担金 50,000 50,000
ホームページ運営費 60,000 60,000
予備費 200,000 5,675 WEBサーバー +ドメイン年間使用料　
小計 2,360,000 1,539,073
繰越金 1,955,539 2,588,094

合計 4,315,539 4,127,167
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平成 22年度入退会希望者一覧

入会

会員種別 会員番号 会員名 所属機関名 紹介者

学生会員 662 及川　敬太 北海道大学大学院工学研究院 住吉　孝

量子理工学部門量子放射線科学研究室

正会員 663 堀邊　英夫 金沢工業大学バイオ・化学部応用化学科 新坂恭士

学生会員 664 川内　洋平 早稲田大学理工学術院先進理工学研究科共同原子力専攻 鷲尾方一

正会員 665 法澤　公寛 大阪大学産業科学研究所 吉田陽一

正会員 666 加藤　信哉 大阪市立大学大学院医学研究科放射性同位元素実験施設

退会

会員種別 会員番号 会員名 所属機関名 退会日

正会員 65 大森　　巍 2011/2/14

正会員 117 熊倉　　稔 帝京科学大学　理工学部 2011/8/31

正会員 118 熊倉　光孝 福井大学工学部物理工学科 2010/9/21

正会員 234 田村　直幸 2011/6/29

正会員 268 中西　　博 （株）二デック 2010/11/5

正会員 292 橋本　修一 徳島大学工学研究科　エコシステム工学専攻 2011/8/31

正会員 387 森下　憲雄 日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門 2010/10/4

正会員 428 渡部　力 首都大学東京 2011/9/16

正会員 461 須貝宏行 日本原子力研究開発機構原子力人材育成センター 2011/6/28

正会員 528 石渡　名澄 パレット　コンタクト　代表取締役 2011/6/21

正会員 539 瀧上　眞知子 日本原子力研究所高崎研究所 2011/9/26

学生会員 602 福武　直之 早稲田大学　理工学総合研究センター 2011/3/22

学生会員 636 岩岡　和輝 放射線医学総合研究所　規制科学総合研究グループ 2010/9/21

逝去

会員種別 会員番号 会員名 所属機関名 退会日

正会員 59 大西　俊之 　北海道大学アイソトープ総合センター 2011/8/24

名誉会員 150 櫻井　洸 2011/8/20

正会員 522 坂本　修 　株式会社　 NHVコーポレーション EB加工事業部 2010/9/19

退会（賛助会員）

会員種別 会員番号 会員名 退会日

賛助会員 608 住友スリーエム株式会社 　 2008/8/31

賛助会員 606 株式会社コーガアイソトープ 　 2010/9/14

賛助会員 611 東京電力株式会社 　 2011/5/27

賛助会員 634 日立電線株式会社 　 2011/8/31

賛助会員 638 東電環境エンジニアリング（株） 　 2011/5/26
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平成 23年度日本放射線化学会賛助会員

（株）アイ・エレクトロンビーム
（株）NHVコーポレーション
http://www.nhv.jp

（株）イー・シーイー （株）環境浄化研究所

（独）日本原子力研究開発機構
http://www.jaea.go.jp

四国電力（株）

ビームオペレーション（株）
住友電気工業（株）
http://www.sei.co.jp

（財）放射線利用振興協会
ラジエ工業（株）
http://www.radia-ind.co.jp

マイクロ電子（株） レーベン館（株）

DICグラフィックス（株）
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