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 ３．社 会 活 動 
○放射線リスク制御部門放射線分子疫学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

サエンコ  ウラジ

ミール・准教授 
Chernobyl Tissue Bank EC, NCL, WHO, SHMF 

サエンコ  ウラジ

ミール・准教授 
長崎・ヒバクシャ医療国際協力会 長崎県、長崎市 

○教室における社会活動について 
国際学術交流と同時に旧ソ連を中心とした招聘派遣事業の窓口調整や研修生、研究員の受け入れ指導を行っている。チェ

ルノブイリ支援活動、さらにロシア・ウクライナにおけるチェルノブイリ甲状腺がん組織バンクに参画している。福島原

発事故における甲状腺への影響について共同研究を推進している。 

 

○放射線リスク制御部門国際保健医療福祉学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

高村 昇・教授 環境放射能研究所 研究連携推進会議委員 福島大学環境放射能研究所 
高村 昇・教授 住民参加型プログラム評価委員会委員 公益財団法人 原子力安全研究協会 
高村 昇・教授 甲状腺結節性患者有所見率等調査委員会委員 公益財団法人 原子力安全研究協会 
高村 昇・教授 福島県放射線健康リスク管理アドバイザー 福島県 
高村 昇・教授 非常勤嘱託 アルパイン株式会社 
高村 昇・教授 建築審査会委員 長崎県 
高村 昇・教授 (財)放射線影響研究所 疫学部顧問 (財)放射線影響研究所 
高村 昇・教授 (財)放射線影響研究所 臨床研究部顧問 (財)放射線影響研究所 
高村 昇・教授 福島県民健康管理調査検討会委員 福島県 
高村 昇・教授 日本放射線看護学会評議員 日本放射線看護学会 
高村 昇・教授 環境放射能研究所研究連携推進会議委員 国立大学法人福島大学 
高村 昇・教授 長崎市原子爆弾放射線影響研究会委員 長崎市原子爆弾放射線影響研究会事務局 
高村 昇・教授 福島県川内村健康アドバイザー 福島県双葉郡川内村 
高村 昇・教授 長崎ヒバクシャ医療国際協力会運営部会委員 長崎県、長崎市 

高村 昇・教授 非常勤講師 広島大学 

高村 昇・教授 環境創造センター交流棟展示等検討会委員 福島県生活環境部（環境創造センター） 

高村 昇・教授 放射線と健康アドバイザー 福島県保健福祉部 

高村 昇・教授 川内村の帰還に向けた検証委員会委員 福島県双葉郡川内村 

高村 昇・教授 安全・安心対策検証委員会委員 公益財団法人原子力安全研究協会 

高村 昇・教授 除染情報プラザ運営委員会委員 環境省東北地方環境事務所 

林田直美・講師 甲状腺用語診断基準委員会委員 日本乳腺甲状腺超音波診断会議 

林田直美・講師 「放射線の影響とクライシスコミュニケーショ

ン」に関する先導的研究開発委員会委員 独立行政法人日本学術振興会 

林田直美・講師 甲状腺結節性疾患有所見率等調査委員会委員 公益財団法人 原子力安全研究協会 

林田直美・講師 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎

資料改訂検討委員会委員 公益財団法人 原子力安全研究協会 
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○放射線リスク制御部門放射線災害医療学 

山下俊一・教授 副学長・理事長付特命教授 福島県立医科大学 

山下俊一・教授 理事長（11 月まで） 日本甲状腺学会 

山下俊一・教授 監事 日本内分泌学会 

山下俊一・教授 学会誌「THYROID」編集委員 アメリカ甲状腺学会 

山下俊一・教授 学会誌「EUROPEAN THYROID JOURNAL」編集

委員 
ヨーロッパ甲状腺学会 

山下俊一・教授 理事 アジア大洋州甲状腺学会 

山下俊一・教授 学術顧問 臨床雑誌「内科」（南江堂） 

山下俊一・教授 放射線医学県民健康管理センター副センター長 福島県立医科大学 

山下俊一・教授 放射線健康リスク管理アドバイザー 福島県 

山下俊一・教授 会員 日本学術会議 

山下俊一・教授 放射線誘発甲状腺疾患と放射線障害における外

科治療研究に関する WHO 協力センター・センタ

ー長 

世界保健機関 

山下俊一・教授 WHO 西太平洋地区甲状腺研究協力センター代表 世界保健機関 

山下俊一・教授 WHO チェルノブイリ医療プロジェクト専門アド

バイザー 
世界保健機関 

山下俊一・教授 評議員 笹川記念保健協力財団 

山下俊一・教授 理事 BHN テレコム支援協議会 

山下俊一・教授 理事 セルフケア総合研究所 

山下俊一・教授 ヨウ素関連調査研究委員会委員 成長科学協会 

山下俊一・教授 理事 長崎・ヒバクシャ医療国際協力会 

山下俊一・教授 永井隆平和記念・長崎賞選考委員会委員 長崎・ヒバクシャ医療国際協力会 

山下俊一・教授 長崎・ヒバクシャ医療国際協力会運営副部会長 長崎県、長崎市 

山下俊一・教授 西日本ブロック地域の三次被ばく医療協議会委

員 
広島大学緊急被ばく医療推進センター 

山下俊一・教授 平和宣言文起草委員会委員 長崎市 

山下俊一・教授 世界アルバート・シュヴァイツァー日本事務局長 アルバート・シュヴァイツァー世界医学アカデミー 

山下俊一・教授 長崎県緊急被ばく医療ネットワーク検討委員会 原子力安全研究協会 

山下俊一・教授 甲状腺結節性疾患有所見率等調査委員会委員 原子力安全研究協会 

山下俊一・教授 内閣官房政策調査員 内閣府 

山下俊一・教授 運営委員会委員 広島大学原爆放射線医科学研究所 

山下俊一・教授 「Hormones」編集委員長 ギリシャ内分泌学会 

山下俊一・教授 第 13 回国際人類遺伝学会組織委員会 国際人類遺伝学会 

山下俊一・教授 「放射線の影響とクライシスコミュニケーショ

ン」に関する先導的研究開発委員会委員長 
日本学術振興会 

鈴木啓司・准教授 評議員 日本放射線影響学会 

鈴木啓司・准教授 編集委員 日本放射線影響学会 

鈴木啓司・准教授 京都大学放射線生物研究センター共同利用委員会委員 京都大学 

鈴木啓司・准教授 運営委員会部会委員 広島大学原爆放射線医科学研究所 

鈴木啓司・准教授 編集委員 Genome Integrity 
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鈴木啓司・准教授 世話人 放射線影響懇話会 

鈴木啓司・准教授 編集委員 Radiation Research 

鈴木啓司・准教授 評議員 日本癌学会 

鈴木啓司・准教授 福島県「放射線と健康」アドバイザー 福島県「放射線と健康」アドバイザリーグルー

プ 

光武範吏・准教授 国際編集委員 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 
Metabologia 

光武範吏・准教授 評議員 日本甲状腺学会 

光武範吏・准教授 評議員 日本内分泌学会 

○教室における社会活動について 

長崎・ヒバクシャ医療国際協力会の活動として、人事交流、研修生受入、放射線医療科学啓発活動を行っている。チェル

ノブイリの実態、セミパラチンスク健康問題を国内外へ紹介、旧ソ連の被ばく国周辺で放射線と病気の関係について、正

しい教育啓発に尽力している。東日本大震災後の原子力災害に際し、緊急被ばく医療支援から復興への取り組み、住民へ

の教育講演活動を通した不安解消とリスコミに貢献している。 
 

○細胞機能解析部門幹細胞生物学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

李 桃生・教授 構成員・世話人 長崎障害者支援再生医療研究会 

李 桃生・教授 Editorial board member Stem Cells International 

李 桃生・教授 Editorial board member World Journal of Stem Cells 

李 桃生・教授 Editorial board member Current Signal Transduction Therapy 

李 桃生・教授 Editorial board member Chinese Journal of Clinicians 

李 桃生・教授 Editorial board member Current Angiogenesis 

李 桃生・教授 Editorial board member Current Tissue Engineering 

李 桃生・教授 評議員(代議員) 日本再生医療学会 

李 桃生・教授 審査員 The Israel Science Foundation 

小野悠介・助教 実行委員（第 69 回長崎大会） 日本体力医学会 

小野悠介・助教 研究会運営 骨格筋生物学研究会  

 

○細胞機能解析部門分子医学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

永山雄二・教授 長崎・ヒバクシャ医療国際協力会 運営部会委

員 
長崎県 

永山雄二・教授 長崎原子爆弾後障害研究会 会長 長崎市 

永山雄二・教授 長崎市原子爆弾放射線影響研究会 委員 長崎市 

永山雄二・教授 Frontiers in Endocrinology 編集委員  

荻 朋男・准教授 Molecular and Cellular Biology 誌 編集委員 アメリカ微生物学会 

 

 

○ゲノム機能解析部門人類遺伝学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

吉浦孝一郎・教授 評議員 日本人類遺伝学会 

吉浦孝一郎・教授 委員 長崎県原子爆弾被爆者対策協議会 
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吉浦孝一郎・教授 運営部会委員 長崎・ヒバクシャ医療国際協力会 

吉浦孝一郎・教授 ヒトゲノム・遺伝子解析倫理委員会外部委員 放射線影響研究所 

吉浦孝一郎・教授 研究推進委員 
沖縄県 
「医療基盤活用型クラスター形成支援事業」 

 

 

○原爆・ヒバクシャ医療部門血液内科学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

宮﨑泰司・教授 長崎県特定疾患対策協議会委員 長崎県（2014年 11月 30日まで） 

宮﨑泰司・教授 長崎県指定難病審査会委員 長崎県（2014年 12月 1日より） 

宮﨑泰司・教授 長崎県保健医療対策協議会がん対策部会委員 長崎県 

宮﨑泰司・教授 治験審査委員会 委員長 長崎県医師会 

宮﨑泰司・教授 専門委員 
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

審査業務部 

宮﨑泰司・教授 理事 

特定非営利活動法人 

成人白血病治療共同研究支援機構(NPO-JALSG

支援機構）Japan Adult Leukemia Study Group 

宮﨑泰司・教授 幹事・副代表 
日本成人白血病治療共同研究グループ 

（Japan Adult Leukemia Study Group：JALSG） 

宮﨑泰司・教授 ドナー安全委員会 委員 公益財団法人 日本骨髄バンク 

宮﨑泰司・教授 九州地区代表医師 公益財団法人 日本骨髄バンク 

宮﨑泰司・教授 評議員 日本内科学会 

宮﨑泰司・教授 編集委員「Internal Medicine」 日本内科学会 

宮﨑泰司・教授 評議員 日本内科学会九州支部 

宮﨑泰司・教授 理事 日本血液学会 

宮﨑泰司・教授 教育委員会 副委員長 日本血液学会 

宮﨑泰司・教授 教育委員会プログラム企画委員会 委員長 日本血液学会 

宮﨑泰司・教授 
Associate Editor 
「International Journal of Hematology」 日本血液学会 

宮﨑泰司・教授 評議員 日本癌学会 

宮﨑泰司・教授 評議員 日本造血幹細胞移植学会 

宮﨑泰司・教授 九州免疫血液研究会 世話人 九州免疫血液研究会 

宮﨑泰司・教授 代表世話人 長崎幹細胞移植研究会 

宮﨑泰司・教授 幹事 Indolent Hematologic Malignancy研究会 

宮﨑泰司・教授 
編集アドバイザー「 Trends in Hematological 
Malignancies」 

㈱メディカルレビュー社 

宮﨑泰司・教授 
Reviewer「Japanese Journal of Clinical Oncology
（JJCO）」 OXFORD JOURNALS 

宮﨑泰司・教授 
Reviewer「 Journal of Clinical and Experimental 
Haematology（JCEH）」 日本リンパ網内系学会 

宮﨑泰司・教授 編集委員「Internal Medicine」 日本内科学会 

宮﨑泰司・教授 シニア編集アドバイザー「PNH Frontier」 ㈱メディカルレビュー社 

宮﨑泰司・教授 Editorial Board「Leukemia」 Nature Publishing Group 

宮﨑泰司・教授 疫学部 顧問 公益財団法人 放射線影響研究所  

宮﨑泰司・教授 臨床研究部 顧問 公益財団法人 放射線影響研究所  

宮﨑泰司・教授 評議員 
公益財団法人 長崎原子爆弾被爆者対策協議

会 

宮﨑泰司・教授 
難病情報センター情報企画委員（不応性貧血（骨

髄異形成症候群）担当） 

公益財団法人 難病医学研究財団 難病情報

センター（2014年 3月 31日まで） 

宮﨑泰司・教授 「沖縄感染症医療研究ネットワーク基盤構築事 公益財団法人 沖縄科学技術振興センター 
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業」に関する研究推進委員 

宮﨑泰司・教授 長崎県緊急被ばく医療ネットワーク検討会委員 公益財団法人 原子力安全研究協会 

宮﨑泰司・教授 骨髄異形成症候群（MDS）連絡会 顧問 MDS 連絡会 

波多智子・准教授 血液専門医試験問題作成委員 日本血液学会 

波多智子・准教授 教育企画委員会 委員 日本血液学会 

波多智子・准教授 運営委員 
日本成人白血病治療共同研究グループ 

（Japan Adult Leukemia Study Group：JALSG） 

波多智子・准教授 長崎県社会保険診療報酬請求書審査委員会委員 社会保険診療報酬支払基金長崎支部 

波多智子・准教授 調整医師 公益財団法人 日本骨髄バンク 

波多智子・准教授 九州血液セミナー 幹事 九州血液セミナー 

今泉芳孝・講師 長崎市夜間急患センター運営協議会委員 長崎市 

今泉芳孝・講師 在韓被爆者健康診断・相談事業 長崎県 

今泉芳孝・講師 評議員 日本血液学会 

今泉芳孝・講師 評議員 日本 HTLV-1学会 

田口 潤・助教 調整医師 公益財団法人 日本骨髄バンク 

田口 潤・助教 移植施設責任者 公益財団法人 日本骨髄バンク 

田口 潤・助教 評議員 日本造血細胞移植学会 

澤山 靖・助教 調整医師 公益財団法人 日本骨髄バンク 

 

 

○原爆・ヒバクシャ医療部門腫瘍・診断病理学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

中島正洋・教授 評議員 日本病理学会 

中島正洋・教授 評議員 日本内分泌病理学会 

中島正洋・教授 評議員 日本臨床細胞学会 

中島正洋・教授 非常勤研究員 （財）放射線影響研究所 

中島正洋・教授 疫学部顧問 （財）放射線影響研究所 

中島正洋・教授 原爆症に関する調査研究班班員 （財）日本公衆衛生協会 

中島正洋・教授 副会長 長崎県臨床細胞学会 

中島正洋・教授 がん対策部会専門委員会（がん登録委員会） 
委員 

長崎県保健医療対策協議会 

中島正洋・教授 代議員 日本細胞診断学推進協会 

中島正洋・教授 理事 日本甲状腺病理学会 

七條和子・助教 評議員 日本実験潰瘍学会 

七條和子・助教 評議員 日本薬理学会 

七條和子・助教 評議員 日本自律神経学会 

三浦史郎・助教 世話人 長崎胃疾患検討会 

松山睦美・助教 評議員 日本実験潰瘍学会 

松田勝也・助教 理事 長崎県臨床細胞学会 

 

○原爆・ヒバクシャ医療部門アイソトープ診断治療学 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

工藤 崇・教授 評議員 日本核医学会 

工藤 崇・教授 幹事 日本心臓核医学会 
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工藤 崇・教授 2014 年度総会学術集会・プログラム委員 日本核医学会 

工藤 崇・教授 プログラム委員長 New Town Conference 

工藤 崇・教授 評議員 日本核医学会九州地方会 

井原 誠・助教 ウォーク&ランフェスタ 2014 チャーミング賞選

考委員 
一般財団法人ナンフェス 

 

○資料収集保存・解析部 資料調査室 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

三根真理子・教授 原爆死没者追悼平和祈念館運営企画検討会委員 厚生労働省 

三根真理子・教授 科学技術・学術審議会専門委員 文部科学省 

三根真理子・教授 第二種健康診断特例区域に関する事業検討会委

員 
長崎市 

三根真理子・教授 長崎市原子爆弾放射線影響研究会委員 長崎市 

三根真理子・教授 歴史資料管理委員会委員 (財)放射線影響研究所 

三根真理子・教授 疫学部専門委員 (財)放射線影響研究所 

近藤久義・助教 疫学部非常勤研究員 (財)放射線影響研究所 

 

○資料収集保存部 資料調査室 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

三浦史郎・助教 世話人 長崎医疾患検討会 

松山睦美・助教 評議員 日本実験潰瘍学会 

 


