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日時 平成 21 年 9 月 24 日(木) 17:00-19:00 
場所 福井工業大学 
   FUT タワー15F 多目的会議室 
出席者 
勝村会長、中川和道、丑田公規、小嶋拓治、河内宣之（代

理で北島昌史氏出席）、柴田裕実、住吉 孝、永石隆二、

吉田陽一、熊谷 純、小嶋崇夫、小林慶規、駒口健治、

新坂恭士、砂川武義、関 修平、高橋憲司、中川清子、

平出哲也、南波秀樹、市川恒樹、田川精一、鷲尾方一(事
務局)、泉 佳伸、岡壽崇（オブザーバー） 
 
議事 
■前回議事録確認（事務局 鷲尾） 
第 90 回理事会の議事録を確認した。 
 
■平成 20 年度 決算報告（事務局 鷲尾） 
賛助会員が減った件，会費未納者55名（一般会員40名，

学生会員 15 名），学会誌を Web で配信することで印刷

費が大幅に削減された，等の報告があった。 
 
■入退会者，賛助会員一覧（事務局 鷲尾） 
入退会者，賛助会員のリストを確認した。賛助会員が 1
社減ったとの報告があった。 
 
■若手の会開催予定（事務局 鷲尾） 
早大 鷲尾研が幹事となり，討論会終了後から福井で開

催するとの報告があった。 
 
■編集委員会報告（中川（清）理事） 
・次号は生物関連の記事で特集を行う 
・TeX 投稿を 90 号あたりからスタートしたい 
・技術的な問題で PDF ファイルのセキュリティが効か

ない場合がある 
等の報告があり， 
・TeX 投稿については編集委員会の意向に沿って行えば

よいのではないか（勝村会長） 
・TeX 投稿は 89 号でテストし，再度検討したい（小嶋

理事） 

とのコメントがあった。 
 
■学会業務の外部委託（事務局 鷲尾） 
学会業務の外務委託についての報告があった。 
 
■ホームページ担当報告（オブザーバー 岡） 
88 号のダウンロードパスワードは 10 月 1 日より新しい

ものに切り替わるとの報告があった。 
 
■次期会長の推薦（勝村会長） 
新会長に中川和道副会長が就任することとなった。 
 
勝村会長より，過去の会員数と討論会での発表件数のグ

ラフが示された。会員数が減り続けている，会費未納の

会員を退会にしたことが会員数減少の一因である，等の

コメントがあった。 
 
■役員名簿確認（中川新会長） 
平成 21 年度の役員名簿（案）を確認した。 
・新副会長として，小林理事と平出理事が選出された 
・京都工繊大の理事はしばらくは保留とする 
・福井大学の理事として泉佳伸氏が，群馬大学の理事と

して山路稔氏が選出された 
 
■平成 21 年度 予算案，事業計画（事務局 鷲尾） 
予算案，事業計画の説明があった。 
 
・平成 22 年度の放射線化学討論会 
平成 22 年 9 月 21～23 日に名古屋地区で開催の予定（熊

谷理事） 
 
・企画委員会（柴田理事） 
SARAC2009，2010 について，マイクロドジメトリーと

マクロ等のテーマで行いたい，福井大学 国際原子力や

早稲田大学 共同大学院 原子力専攻との共同開催で

行ってはどうか，講演数を少なくしてゆっくりと話を聴

く形式にしてはどうか，等の提案があった。 
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また，新委員長に柴田理事が就任し，現メンバーを更新

したいとの説明があった。 
 
・国際交流委員会（吉田理事） 
外国人研究者のセミナー，日本で研究をしている外国人

ネットワークの確立，国際会議報告（討論会での口頭報

告），時刻に戻った外国人会員のサポート，等の提案が

あった。 
 
■学会事務局の担当交代（事務局 鷲尾） 
平成 22 年度の討論会以降，事務局を鷲尾理事から原子

力機構の平出理事に交代するとの説明があった。 
 
■APSRC2010（事務局 鷲尾） 
APSRC2010は平成 22年 9月13～17日にインドで開催

されるとの報告があった。 
 
■その他 
・日本化学会の放射線化学のセッション（北島氏（河内

理事代理）） 
日本化学会の放射線化学のセッションが消滅する危機

にあるので，奮って参加願いたいとの申し出があった。 
 

・ICRR（勝村会長） 
2015 年の ICRR は京都で開催予定であるとの報告があ

った。学会としての寄付はどうするか？（田川理事）と

いうコメントがあった。 
 
・高 LET 放射線研究会（柴田理事） 
平成21年7月30～31日に東大本郷で開催された高LET
放射線研究会の予稿集は柴田理事に連絡すれば入手可

能であるとの報告があった。 
 
・IRaP2010（関理事） 
IRaP2010 は平成 22 年 10 月 25～29 日にオーストラリ

ア・メリーランド大学で開催予定であるとの報告があっ

た。 
 
・平成 23 年度 放射線化学討論会（中川新会長） 
平成 23 年度の放射線化学討論会は原子力機構・東海で

開催されることとなった。 
会費の口座引き落としは可能なのか，ネット振り込み

は可能ではないか，とのコメントがあり，業者に依頼す

ると 8～10％の手数料がかかるが検討したい（事務局 

鷲尾）との回答があった。 
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日本放射線化学会 平成21年度役員名簿（平成21年9月24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） 

平出 哲也 （原子力機構・東海） 

鷲尾 方一 （早大理工研）  

小林 慶規 （産総研） 

常任理事  丑田 公規 （理研）  

小嶋 拓治 （原子力機構・高崎）  

坂本 修 （NHVコーポレーション）  

柴田 裕実 （京大院工）  

住吉 孝 （北大院工）  

辻 正治 （九大先導研）  

永石 隆二 （原子力機構・東海）  

真嶋 哲朗 （阪大産研）  

吉田 陽一 （阪大産研）  

勝村 庸介 （東大院工） 

理 事  青木 康 （住友重機械）  

長島 章 （放振協）  

小嶋 崇夫（大阪府大院工）  

依頼中 （原子力機構・関西）  

工藤 久明 （東大院工）  

熊谷 純 （名大院工）  

伊藤 賢志（産総研）  

駒口 健治 （広大院工）  

鈴木 信三 （京産大理）  

関 修平 (阪大・院工) 

新坂 恭士 （金沢工大）  

砂川 武義 （福井工大）  

高橋 憲司 （金沢大工）  

竹中 康之 （北教大）  

中川 清子 （都立産技研）  

中村 一隆 （東工大セラミック研）  

泉 佳伸 （福井大）  

藤原 邦夫 （イーシーイー）  

山路 稔  （群馬大・工） 

依頼中  （京都工芸繊維大学） 

監 事  南波 秀樹 （原子力機構・高崎） 平岡 賢三 （山梨大工）  

事務局  東京地区 （早稲田大学・理工研）  

顧 問  佐藤 伸  

田川 精一 （阪大産研）  

田畑 米穂 （原子力システム研究懇話会） 

籏野 嘉彦 （原子力機構・先端基礎研）  

濱 義昌 （早大理工研）  

市川 恒樹 （北大院工） 

名誉会員  今村 昌  

近藤 正春  

桜井 洸  

団野 皓文  

編集委員会  委員長：小嶋 拓治（原子力機構･高崎）  

主 任：中川 清子（都立産業技術センター） 

廣木 章博 （原子力機構・高崎） 

古屋 謙治 （九大院・総合理工） 

近藤 孝文 （阪大・産研） 

高橋 憲司（金沢大工） 

熊谷 純（名大院工） 
山下真一 （原子力機構・東海） 
古澤 孝弘（阪大産研） 
青木 康（住友重機械） 

推薦委員会  委員長：市川 恒樹 （北大院工）  

田川 精一 （阪大産研）  

立矢 正典 （産総研）  

濱 義昌 （早大理工研）  

平岡 賢三 （山梨大工）  

南波 秀樹 （原子力機構・高崎） 
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日本放射線化学会 平成 21 年度予算案 
 

収入の部 (単位：円） 

項目  平成21 年度予算案 

賛助会員 700,000 

個人会員 1,000,000 

雑収入 150,000 

前年度繰越金 2,009,246 

合計 3,859,246 

 

支出の部  

項目  平成21 年度予算案 

通信連絡費 50,000 

事務委託費  

年間業務費(国際文献印刷） 650,000 

会誌刊行費 300,000 

会議費 100,000 

放射線化学討論会援助 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 

学会賞 100,000 

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 

日本放射線連合会費 50,000 

ホームページ運営費 60,000 

予備費 100,000 

小計 2,210,000 

次年度繰越金 1,649,246 

合計 3,859,246 

 

学会基金積立額 3,049,451 
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日本放射線化学会 平成 20 年度会計決算(平成 21 年 8 月 31 日現在) 
 
収入の部 （単位：円）

項目 20年度予算案 20年度決算 内容等 
賛助会員 (17社 70口) 710,000 700,000 
個人正会員  (242名) 1,100,000 954,500 未納者 40名  内 9名は2006年より 
学生会員   （33名) 39,000 未納者 15名  内 5名は2006年より 
要旨集CD販売 0 2,000 
雑収入(利息等） 200,000 3,212 国際文献分\634 早稲田分 \2,578 

 86,053 広告費 \70,000 著作権料 \16,053 
戻入金 0 146,651 第51回討論会事務局より 
補助金 0 70,455 早大より国際文献への補助 \20,000 

理事会経費補助 \27,600 
阪大より寄付 \22,855 

積立基金からの繰り込み 0 0  
前年度繰越金 1,567,386 1,567,386

 3,577,386 3,569,257
 
支出の部 

項目 20年度予算案 20年度決算 内容等 
通信連絡費 50,000 1,780 送料等 
振込手数料 5,040 編集,HP,原稿料,若手の会等 
事務委託費 
  年間業務費 650,000 255,912 (9-11月）\156,871+（12-2月）

\46,998＋（3-5月）\52,043 
会誌 1,300,000   
     印刷費 391,755 86号 
     原稿料 39,000 86号 振込手数料\1,365 

 86号小計 \430,755 
     印刷費 0 87号 
     原稿料 29,000 87号 振込手数料\1,050 

 87号小計 \29,000 
会議費 50,000 30,400 理事会弁当代 
放射線化学討論会援助 200,000 200,000 振込手数料\420 
先端放射線化学シンポジウム援助 75,000 75,000
若手の会夏の学校援助 150,000 150,000 振込手数料\210 
学会賞 47,124 47,124 振込手数料\210 
企画委員会経費 75,000 75,000 振込手数料\210 
将来構想委員会経費 75,000 0 
編集委員会経費 150,000 150,000 振込手数料\210 
日本放射線研究連合負担金 50,000 50,000 振込手数料\420(5/8) 
ホームページ運営費 60,000 60,000 振込手数料\420 
予備費 100,000 0  
小計 3,032,124 1,560,011
次年度繰越金 545,262 2,009,246

合計 3,577,386 3,569,257
 



本会記事 

第 89 号 (2010)  63

日本放射線化学会会員動向 
 
入会者リスト 
会員種別 会員番号 会員名 所属所属機関名 紹介者 

学生会員 646 翠川 匡道 東京大学 勝村庸介 

学生会員 647 田本 之博 東京大学 勝村庸介 

正会員 648 盛武 敬 独立行政法人 放射線医学総合研究所  勝村庸介 

正会員 649 林 慎一郎 広島国際大学   

学生会員 650 芝野 豊和 大阪府立大学大学院 小嶋崇夫 

学生会員 651 早瀬 利博 長崎大学  

正会員 652 須郷 由美 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 田口光正 

学生会員 653 保坂 勇志 早稲田大学 鷲尾方一 

学生会員 655 山路 稔 群馬大学大学院 真嶋哲朗 

 
退会者リスト 
会員種別 会員番号 会員名 所属所属機関名 退会理由 

正会員 6 荒井 重義 ヒル リサーチ 有限会社   

正会員 15 井口  道生 Argonne National Laboratory ご逝去 

正会員 32 伊藤  敏安 豊田合成（株） 開発部開発室  

正会員 57 太田 信昭 広島大学 工学研究科物質化学システム ご逝去 

正会員 88 柏崎  茂   

正会員 114 吉良  爽 財団法人高輝度光科学研究センター   

正会員 191 鈴木 健訓 高エネルギー加速器研究機構  

正会員 275 中山  敏弘 京都工芸繊維大学 工芸学部物質工学科   

正会員 316 平野  克比古    

正会員 357 松浦 辰男 放射線教育フォーラム   

正会員 369 水澤 健一    

正会員 398 安池   円    

正会員 447 武田 公樹 株式会社ルネサステクノロジ 生産技術本部   

正会員 484 一ノ瀬 暢之 京都工芸繊維大学 工芸学部物質工学科  

正会員 516 板垣 吉晃 愛媛大学工学部機能材料工学科  

学生会員 533 一釣 彰吾 早稲田大学 理工学総合研究センター   

正会員 541 金子 房恵 産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門  

正会員 547 入江 せつ子 大阪府立大学 先端科学研究所   

学生会員 551 川口 昌朗 早稲田大学 理工学総合研究センター  

学生会員 558 本橋 良太 早稲田大学 理工学総合研究センター  

学生会員 559 土谷 忠義 早稲田大学 理工学総合研究センター   

学生会員 567 永井 宏幸 早稲田大学 理工学総合研究センター  

正会員 572 遠藤 政幸 大阪大学産業科学研究所新産業創造物質基盤技術研究ｾﾝﾀｰ   

学生会員 595 原田 明 名古屋大学工学研究科  

学生会員 601 裏川 達也 早稲田大学 理工学総合研究センター   

 



平成２２年度 日本放射線化学賛助会員 
 
 

岩崎電気（株） 
 
 
（株）コーガアイソトープ 
http://www.koga-isotope.co.jp 
 
四国電力（株） 
 
 
住友スリーエム（株） 
 
 
住友電気工業（株） 
http://www.sei.co.jp 
 
ラジエ工業（株） 
http://www.radia-ind.co.jp 
 
東電環境エンジニアリング（株） 
 
 
ＤＩＣ株式会社 
 
 
東京電力（株） 
http://www.tepco.co.jp 
 

(株)NHV コーポレーション 
http://www.nhv.jp 
 
日本原子力研究開発機構 
http://www.jaea.go.jp 
 
ビームオペレーション(株) 
 
 
古河電気工業（株） 
http://www.furukawa.co.jp/index.html 
 
（財）放射線利用振興協会 
 
 
マイクロ電子（株） 
 
 
レーベン館 株式会社 
 
 
日立電線株式会社 
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