
 

第 63 回放射線化学討論会 プログラム 
 

 

2020 年 12 月 12 日（土）～14 日（月） 

オンライン開催 
 

 

 

第 1 日 12 月 12 日（土） 
 

 

入室開始  12:30 ～  

 

開会挨拶（13:00 ～ 13:15） 

 

口頭発表 1（13:15 ～ 14:00）  座長： 越水 正典（東北大） 

 

1O-01 ガラスキャピラリーによる H+マイクロビームの大気中微小標的への照射 

距離の評価 

 〇引間 宥花 1,2，池田 時浩 2,1 ，森  光正 1,2，金  衛国 1 

(1: 東邦大・物理，2: 理研仁科センター) 

1O-02 ガラスキャピラリーにおけるパルスレーザーマイクロビームの透過特性 

 〇三宮 圭人 1，池田 時浩 2,1，森  光正 1,2，引間 宥花 1,2，田山 優雅 1， 

福田 彩実 1，山口 航平 1，金  衛国 1 

(1: 東邦大・物理，2: 理研仁科センター) 

1O-03 重イオン照射に伴うメタノール液滴表面からの二次負イオン生成過程 

 〇水並 優樹，間嶋 拓也，土田 秀次，斉藤  学 

(京大・院工) 

 

 

…………… 休憩（15 分）…………… 

 

 

特別講演 1（14:15 ～ 15:15）  座長： 山下 真一（東大） 

 

1S-01 シンチレータを用いた植物体内の放射性同位体の可視化 
田野井 慶太朗（東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授） 

 

 

…………… 休憩（15 分）…………… 

  

https://drive.google.com/file/d/1VBrqM7FUl_7TQYTNSkHQRd-6UEFdVAsk/view?usp=sharing


口頭発表 2（15:30 ～ 16:30）  座長： 室屋 裕佐（阪大産研） 

 

1O-04 放射線誘発 DNA 損傷における含水率の影響： 

1. 収率測定精度の向上および鎖切断収率の測定 

 〇近藤 勇佑 1，于  暠 1，藤井 健太郎 2，横谷 明徳 2，山下 真一 1 

 

 

(1: 東大・院工，2: 量研・量子生命科学) 

1O-05 

 

放射線誘発 DNA 損傷における含水率の影響： 

2. 塩基損傷および AP 部位 

 〇于  暠 1，近藤 勇佑 1，藤井 健太郎 2，横谷 明徳 2，山下 真一 1 

(1: 東大・院工，2: 量研・量子生命科学) 

1O-06 Behaviour of Radiolysis Products at the Metal/Water Interface 

under Ionizing Radiation 

 〇John MCGRADY, Shinichi YAMASHITA, Sho KANO, Huilong YANG,  

Hiroaki ABE 

(University of Tokyo) 

1O-07 PVA-KI ゲル線量計の反応メカニズムの解明 
 〇砂川 武義 1，Glenn HARVEL 2，青木 祐太郎 1 

(1: 福井工大，2: オンタリオ工科大) 

 

 

…………… 休憩（15 分）…………… 

 

 

口頭発表 3（16:45 ～ 17:30）  座長： 菅  晃一（阪大産研） 
 

1O-08 ロイコクリスタルバイオレット添加プラスチックのラジオクロミズム 

 〇河村 一朗 1，藤原  健 2，川本 弘樹 1，越水 正典 1，藤本  裕 1，浅井 圭介 1 

(1: 東北大・院工，2: 産総研) 

1O-09 銀添加リン酸塩ガラスにおける加熱によるラジオフォトルミネッセンス 

中心消滅機構の解析 

 〇川本 弘樹，河村 一朗，小宮  基，越水 正典，藤本  裕，浅井 圭介   

(東北大・院工) 

1O-10 Hard X-ray excited optical luminescence from protein-directed  

 Au～20  clusters  
 ○Zuoyue LIU1, Kyung Oh JUNG2, Ryo TAKAHATA3, Masanori SAKAMOTO3, 

Toshiharu TERANISHI3, Mamoru FUJITSUKA1, Guillem PRATX2, Yasuko OSAKADA1 

(1: Osaka Univ., 2: Stanford Univ., 3: Kyoto Univ.) 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1VBrqM7FUl_7TQYTNSkHQRd-6UEFdVAsk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBrqM7FUl_7TQYTNSkHQRd-6UEFdVAsk/view?usp=sharing


第 2 日  12 月 13 日（日） 
 

 

入室開始   8:30 ～      

 

口頭発表 4（9:00 ～ 10:00）  座長：田口 光正（量研） 

 
2O-01 放射線グラフト重合法で作製したヨウ化銀固定繊維を使った，水の過冷却

の抑制 

 〇神原 晴佳 1，長井 伸人 1，正田 哲也 1，藤原 邦夫 1，斎藤 恭一 1,2， 

鷲尾 方一 2 

(1: ㈱環境浄化研究所，2: 早大・理工) 

2O-02 原子状水素によるドライ現像を用いたリソグラフィの開発 

 〇竹森 友紀 1，神戸 正雄 2，堀邊 英夫 1 

(1: 阪市大・院工，2: 阪大・産研) 

2O-03 オルソポジトロニウム 3光子イメージング技術の開発 

 〇大鷹  豊，三津谷 有貴，島添 健次，高橋 浩之 

(東大・院工) 

2O-04 室温イオン液体中におけるスピン相関のあるオルト-ポジトロニウムと 

ラジカルの反応 

 〇平出 哲也 1,2 

(1: 原子力機構，2: 茨城大・院理工) 
 

 

…………… 休憩（15 分）…………… 

 

 

ポスター発表 1（10:15 ～ 11:00）    
 

 

…………… 休憩（15 分）…………… 

 

 

ポスター発表 2（11:15 ～ 12:00） 
 

 

 

………… 昼休み（12:00 ～ 13:00）…………… 

 

 

 

 

 



特別講演 2（13:00 ～ 14:00）  座長： 鷲尾 方一（早大） 

 

2S-01 ミュオンで物質内部を視る 
三宅 康博（高エネルギー加速器研究機構 特別教授） 

 

 

…………… 休憩（15 分）…………… 

 

 

授賞式・受賞講演（14:15 ～ 15:15）  座長：前川 康成（量研） 

 

受賞講演 

 
イオン液体を放射線化学反応に利用した新規機能性天然高分子材料の開発 
木村  敦（量子科学技術研究開発機構 高崎量子応用研究所 主幹研究員） 

 

 

…………… 休憩（15 分）…………… 

 

招待講演（15:30 ～ 16:30）  座長： 斎藤 恭一（早大） 
 

2I-01 

 

量子ビームを用いた高分子材料の創製と評価 
瀬古 典明（量子科学技術研究開発機構 高崎量子応用研究所 上席研究員） 

 

 

…………… 休憩（15 分）…………… 
 

口頭発表 5（16:45 ～ 17:45）  座長：南波 秀樹（量研） 

 

2O-05 原子状酸素照射におけるフルエンス空間分布の補正 

 〇後藤 亜希 1,2，山下 真一 2，田川 雅人 3 

(1: 宇宙航空研究開発機構，2: 東大・院工，3: 神戸大・院工) 

2O-06 原子状酸素照射によって高分子材料表面に生じる微細形状： 

照射にともなう突起密度と化学構造の変化 

 〇後藤 亜希 1,2，丹司  尊 2，山下 真一 2，田川 雅人 3 

(1: 宇宙航空研究開発機構，2: 東大・院工，3: 神戸大・院工) 

2O-07 放射線化学の宇宙実験への参画の可能性 

 〇中川 和道 1，柴田 裕実 1，吉田 陽一 1，前川 康成 2 

(1: 阪大・産研，2: 量研・高崎) 

2O-08 Birks の式と二次反応速度論 

 〇月出  章 1，山下 雅樹 2，中村 輝石 3 

(1: 早大，2: 名大，3: 東大) 

 

  



第３日 12 月 14 日（月） 
 

 

入室開始 8:30 ～ 

 

口頭発表 6（9:00 ～ 9:45）  座長： 堀邊 英夫 （大阪市大） 

 
3O-01 時間分解電子線回折法による単結晶シリコンの光誘起構造変化の観測 

 〇玄  一貴，楊  金峰，神戸 正雄，菅  晃一，吉田 陽一 

(阪大・産研) 

3O-02 フェムト秒パルスレーザー照射による PEEK へのナノ周期構造の形成 

 〇牛窪 大樹 1，鷲尾 方一 1，黒田 隆之介 2，澁谷 達則 2，佐藤 大輔 2， 

盛合 靖章 2，田中 真人 2，小川 博嗣 2，坂上 和之 3 

(1: 早大・理工，2: 産総研・オペランド計測 0IL，3: 東大・光量子) 

3O-03 超短パルスレーザーによる石英ガラスの加工現象のポンプ-プローブ 

イメージング 

 〇寺澤 英知 1,2，佐藤 大輔 2,3，澁谷 達則 3，盛合 靖章 2，小川 博嗣 2,3， 

田中 真人 2,3，黒田 隆之助 2,3，坂上 和之 1,4，鷲尾 方一 1 

(1: 早大・理工，2: 産総研・オペランド計測 0IL，3: 産総研・分析計測標準，

4: 東大・光量子) 
 

…………… 休憩（15 分）…………… 

 

口頭発表 7（10:00 ～ 10:45）  座長： 岡  壽崇（原子力機構） 

 
3O-04 百万トン規模の放射性セシウム汚染廃棄物の超減容化で生じたセシウム 

濃縮物の最終処分法 

 〇市川 恒樹 1，山田 一夫 2，芳賀 和子 3 

 (1: 北大，2: 国立環境研究所，3: ㈱太平洋コンサルタント) 

3O-05 レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析と γ 線測定の 

組み合わせによる固体試料中 Cs-135 の迅速定量 

 〇浅井 志保 1,2，大畑 昌輝 1，半澤 有希子 2，堀田 拓摩 2，蓬田  匠 2， 

北辻 章浩 2 

(1: 産総研，2: 原子力機構) 

3O-06 過酸化水素との反応による模擬燃料デブリからのウランの溶出と過酸化 

ウラニルの形成 

 〇熊谷 友多 1，日下 良二 1，中田 正美 1，渡邉 雅之 1，秋山 大輔 2， 

桐島  陽 2，佐藤 修彰 2，佐々木 隆之 3 

(1: 原子力機構・基礎工，2: 東北大・多元研，3: 京大・院工) 
 

 

10:45 ～ 11:00  閉会挨拶 


