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松井　純爾 姫路工業大学理学部教授
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村田　隆紀 京都教育大学教育学部教授

安岡　弘志 日本原子力研究所先端基礎研究セ

ンターセンター長

利用研究課題選定委員会委員（平成12年度）

主　　　査 村田　隆紀 京都教育大学教育学部教授

専 門 委 員 石川　哲也 理化学研究所主任研究員

井上　頼直 理化学研究所播磨研究所所長

猪子　洋二 大阪大学大学院基礎工学研究科助手

梅咲　則正 JASRIコーディネーター

河田　　洋 高エネルギー加速器研究機構物質

構造科学研究所教授

川戸　清爾 理学電機㈱X線研究所常勤顧問

北村　英男 理化学研究所主任研究員

小谷野猪之助 姫路工業大学理学部教授

坂田　　誠 名古屋大学大学院工学研究科教授

佐々木　聡 東京工業大学応用セラミックス研

究所助教授

佐藤　能雅 東京大学大学院薬学系研究科教授

下村　　理 日本原子力研究所放射光科学研究

センターセンター長

鈴木　芳生 JASRI実験部門副主席研究員

田中　　勲 北海道大学大学院理学研究科教授

谷口　雅樹 広島大学理学部教授

田之倉　優 東京大学大学院農学生命科学研究

科教授

並河　一道 東京学芸大学教育学部物理学科教授

野田　幸男 東北大学科学計測研究所教授

野村　昌治 高エネルギー加速器研究機構物質

構造科学研究所教授

福山　恵一 大阪大学大学院理学研究科教授

藤森　　淳 東京大学大学院新領域創成科学研

究科教授

松井　純爾 姫路工業大学理学部教授

圓山　　裕 岡山大学理学部助教授

水木純一郎 日本原子力研究所主任研究員

宮野　雅司 理化学研究所播磨研究所主任研究員

宮原　恒曰立 東京都立大学大学院理学研究科教授

盛　　英三 国立循環器病センター研究所心臓

生理部部長

八木　直人 JASRI実験部門主席研究員

渡辺　　巌 大阪大学大学院理学研究科助教授

渡辺　　誠 東北大学科学計測研究所教授

植木　龍夫 JASRI利用促進部門長

大熊　春夫 JASRI加速器部門主席研究員

菊田　惺志 JASRIビームライン部門長

多田順一郎 JASRI安全管理室長

利用研究課題選定委員会分科会委員（平成12年度）

◎ 村田　隆紀 京都教育大学教育学部教授

第1分科会（生命科学）

＜分科会1＞

井上　頼直 理化学研究所播磨研究所所長

○ 田中　　勲 北海道大学大学院理学研究科教授

田之倉　優 東京大学大学院農学生命科学研究

科教授

福山　恵一 大阪大学大学院理学研究科教授

宮野　雅司 理化学研究所播磨研究所主任研究員

＜分科会2＞

猪子　洋二 大阪大学大学院基礎工学研究科助手

○ 佐藤　能雅 東京大学大学院薬学系研究科教授

盛　　英三 国立循環器病センター研究所心臓

生理部部長

八木　直人 JASRI実験部門主席研究員

第2分科会（散乱・回折）

＜分科会1＞

下村　　理 日本原子力研究所放射光科学研究

センターセンター長

○ 坂田　　誠 名古屋大学大学院工学研究科教授

佐々木　聡 東京工業大学応用セラミックス研

究所助教授

野田　幸男 東北大学科学計測研究所教授

－1－

付録 1

委　員　会　名　簿



＜分科会2＞

石川　哲也 理化学研究所主任研究員

川戸　清爾 理学電機㈱X線研究所常勤顧問

○ 並河　一道 東京学芸大学教育学部物理学科教授

水木純一郎 日本原子力研究所主任研究員

第3分科会（XAFS）

梅咲　則正 JASRIコーディネーター

田中　庸裕 京都大学大学院工学研究科分子工

学専攻助教授

○ 野村　昌治 高エネルギー加速器研究機構物質

構造科学研究所教授

圓山　　裕 岡山大学理学部助教授

渡辺　　巌 大阪大学大学院理学研究科助教授

第4分科会（分光）

木下　豊彦 東京大学物性研究所附属軌道放射

物性研究施設助教授

小谷野猪之助 姫路工業大学理学部教授

○ 谷口　雅樹 広島大学理学部教授

藤森　　淳 東京大学大学院新領域創成科学研

究科教授

渡辺　　誠 東北大学科学計測研究所教授

第5分科会（実験技術、方法等）

河田　　洋 高エネルギー加速器研究機構物質

構造科学研究所教授

北村　英男 理化学研究所主任研究員

鈴木　芳生 JASRI実験部門副主席研究員

松井　純爾 姫路工業大学理学部教授

○ 宮原　恒曰立 東京都立大学大学院理学研究科教授

第6分科会（特定利用）

石川　哲也 理化学研究所主任研究員

板井　悠二 筑波大学臨床医学系放射線医学教授

梅野　正隆 大阪大学大学院工学研究科教授

太田　俊明 東京大学大学院理学系研究科教授

勝部　幸輝 大阪大学名誉教授

加納　　剛 宇宙開発事業団宇宙環境利用応用

化研究推進グループ研究推進アド

バイザー

坂田　　誠 名古屋大学大学院工学研究科教授

下村　　理 日本原子力研究所放射光科学研究

センターセンター長

田中　　勲 北海道大学大学院理学研究科教授

野村　昌治 高エネルギー加速器研究機構物質

構造科学研究所教授

藤井　保彦 東京大学物性研究所中性子散乱研

究施設施設長

藤森　　淳 東京大学大学院新領域創成科学研

究科教授

松井　純爾 姫路工業大学理学部教授

宮原　恒曰立 東京都立大学大学院理学研究科教授

○ 村田　隆紀 京都教育大学教育学部教授

八木　直人 JASRI実験部門主席研究員

植木　龍夫 JASRI利用促進部門長

大熊　春夫 JASRI加速器部門主席研究員

菊田　惺志 JASRIビームライン部門長

多田順一郎 JASRI安全管理室長

◎：利用研究課題選定委員会主査

○：分科会主査

専用施設検討委員会委員（平成12年度）

主　　　査 松井　純爾 姫路工業大学理学部教授

雨宮　慶幸 東京大学大学院新領域創成科学研

究科教授

石川　哲也 理化学研究所主任研究員

尾嶋　正治 東京大学大学院工学系研究科教授

北村　英男 理化学研究所主任研究員

古宮　　聰 ㈱富士通研究所材料技術研究所主

管研究員（平成13年3月1日より

JASRI所長付主席研究員）

坂井　信彦 姫路工業大学理学部教授

下村　　理 日本原子力研究所放射光科学研究

センターセンター長

大門　　寛 奈良先端科学技術大学院大学物質

創成科学研究科教授

月原　冨武 大阪大学蛋白質研究所物理構造部

門教授

虎谷　秀穂 名古屋工業大学セラミックス研究

施設教授

水木純一郎 日本原子力研究所主任研究員

植木　龍夫 JASRI利用促進部門長

菊田　惺志 JASRIビームライン部門長

熊谷　教孝 JASRI加速器部門長

多田順一郎 JASRI安全管理室長

SPring-8医学利用研究検討会メンバー（平成12年度）

座　　　長 阿部　光幸 兵庫県立成人病センター総長

安藤　正海 高エネルギー加速器研究機構物質

構造科学研究所教授

板井　悠二 筑波大学臨床医学系放射線医学教授

井上　俊彦 大阪大学大学院医学系研究科集学

放射線治療学研究部教授

宇山　親雄 広島国際大学保健医療学部臨床工

学科教授

梶谷　文彦 岡山大学医学部第二生理教授

河野　通雄 兵庫県立成人病センター院長

後藤　　武 兵庫県理事

杉村　和朗 神戸大学医学部放射線医学講座教授

取越　正己 放射線医学総合研究所

医用重粒子物理・工学研究部主任

研究官

中村　仁信　　大阪大学大学院医学系研究科生体

情報医学講座教授

菱川　良夫 兵庫県県民生活部参事

平岡　真寛 京都大学医学部放射線医学教室教授
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盛　　英三 国立循環器病センター研究所心臓

生理部部長

百生　　敦 東京大学大学院工学系研究科助教授

八木　直人 JASRI実験部門主席研究員

山崎　克人 JASRI実験部門副主席研究員

鈴木　芳生 JASRI実験部門副主席研究員

梅谷　啓二 JASRI実験部門主幹研究員

ビームライン検討委員会委員（平成12年度）

委　員　長 松井　純爾 姫路工業大学理学部教授

委員長代理 下村　　理 日本原子力研究所放射光科学研究

センターセンター長

雨宮　慶幸 東京大学大学院新領域創成科学研

究科教授

石川　哲也 理化学研究所主任研究員

尾嶋　正治 東京大学大学院工学系研究科教授

北村　英男 理化学研究所主任研究員

古宮　　聰 ㈱富士通研究所材料技術研究所主

管研究員（平成13年3月1日より

JASRI所長付主席研究員）

坂井　信彦 姫路工業大学理学部教授

大門　　寛 奈良先端科学技術大学院大学物質

創成科学研究科教授

月原　冨武 大阪大学蛋白質研究所物理構造部

門教授

虎谷　秀穂 名古屋工業大学セラミックス研究

施設教授

水木純一郎 日本原子力研究所主任研究員

植木　龍夫 JASRI利用促進部門長

菊田　惺志 JASRIビームライン部門長

熊谷　教孝 JASRI加速器部門長

多田順一郎 JASRI安全管理室長

高度利用技術研究開発委員会委員（平成12年度）

委　員　長 菊田　惺志 (財)高輝度光科学研究センター

放射光研究所　副所長

副 委 員 長 下村　　理 日本原子力研究所　関西研究所

放射光科学研究センター長

井上　頼直 理化学研究所　播磨研究所　

所長代理

（先端技術）

石川　哲也 理化学研究所　播磨研究所　

X線干渉光学研究所

（物質科学）

下村　　理 日本原子力研究所　関西研究所　

放射光科学研究センター長

（生命科学）

井上　頼直 理化学研究所　播磨研究所　所長

代理

八木　直人 (財)高輝度光科学研究センター　

放射光研究所　主席研究員

特定放射光施設連絡協議会

日本原子力研究所

理事 淺井　　清

関西研究所所長 大野　英雄

企画室長 数土　幸夫

放射光科学研究センター長 下村　　理

理化学研究所

理事 井上　頼直

企画部長 岩橋　理彦

研究推進部長 木田　光春

(財)高輝度光科学研究センター

常務理事 飯泉　　仁

放射光研究所副所長 菊田　惺志

企画調査部長 矢野倉　実

利用促進部門長 植木　龍夫

運営業務実施計画調整部会

日本原子力研究所

企画室長 数土　幸夫

財務部長 黒岩　克彦

業務部長 小林　健彦

関西研究所管理部長 小牧　　皙

理化学研究所

経理部長 藤井　　隆

契約業務部長 手島　　廣

播磨研究所研究推進部長 木田　光春

(財)高輝度光科学研究センター

審議役・経理部長 野村　藤靖

審議役 上甲　和郎

企画調査部長 矢野倉　実

大型放射光施設（SPring-8）放射線安全委員会

山本　克宗 日本原子力研究所　東海研究所

保健物理部　部長

吉田　　忠 日本原子力研究所　東海研究所

物質科学研究部　加速器管理室

室長

松井　智明 日本原子力研究所　関西研究所

安全管理課　課長

澤　　　宏 理化学研究所　安全管理室　室長

西田　優顕 理化学研究所　播磨研究所

安全管理室　調査役

石川　哲也 理化学研究所　播磨研究所

X線干渉光学研究室　主任研究員

瀬崎　勝二 JASRI 放射線取扱主任者

上坪　宏道 JASRI 研究所長

熊谷　教孝 JASRI 加速器部門　部門長

植木　龍夫 JASRI 利用促進部門　部門長

坂上　憲一 JASRI 総務部　部長

多田順一郎 JASRI 安全管理室　室長
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大型放射光施設（ニュースバル）放射線安全委員会

安東愛之助 姫路工業大学

高度産業科学技術研究所　教授

新部　正人 姫路工業大学

高度産業科学技術研究所　教授

宮本　修治 姫路工業大学

高度産業科学技術研究所　教授

梅谷　啓二 JASRI 実験部門

放射線取扱主任者

上坪　宏道 JASRI 放射光研究所　研究所長

熊谷　教孝 JASRI 加速器部門　部門長

坂上　憲一 JASRI 総務部　部長

多田順一郎 JASRI 安全管理室　室長

大型放射光施設安全性検討委員会

（外部） 宇理須恒雄 岡崎国立共同研究機構分子科学研

究所　教授

加藤　和明 茨城県立医療大学　教授

新家　　龍 （元　神戸大学）名誉教授

田井　　晰 （元　姫路工業大学理学部）

名誉教授

平山　英夫 高エネルギー加速器研究機構　教授

北村　　晃 神戸商船大学原子力システム工学

講座、放射線安全管理室　教授、

室長

山本　克宗 日本原子力研究所東海研究所保健

物理部 部長

（内部） 上坪　宏道 JASRI・放射光研究所　研究所長

植木　龍夫 JASRI・利用促進部門　部門長

熊谷　教孝 JASRI・加速器部門　部門長

大型放射光施設バイオセイフティー委員会

（外部） 神谷　信夫 理化学研究所　播磨研究所

研究技術開発室　室長

杉山　和良 国立感染症研究所

バイオセイフティー管理室　室長

田之倉　優 東京大学大学院　農学生命科学研

究科　応用生命化学専攻　教授

田村　俊秀 兵庫医科大学　細菌学教室

主任教授

野島　　博 大阪大学　微生物病研究所

難治疾患バイオ分析部門

分子遺伝研究分野　教授

山口　　勇 理化学研究所　微生物制御研究室

主任研究員

（内部） 植木　龍夫 JASRI 利用促進部門　部門長

菊田　惺志 JASRI 実験部門　部門長

多田順一郎 JASRI 安全管理室　室長

八木　直人 JASRI 実験部門　生物学・

化学研究グループ　主席研究員

大型放射光施設安全性検討委員会　放射線専門部会

（外部） 加藤　和明 茨城県立医療大学　教授

北村　　晃 神戸商船大学原子力システム工学部、

放射線安全管理室　教授、室長

平山　英夫 高エネルギー加速器研究機構 教授

上蓑　義朋 理化学研究所安全管理室　調査役

小林　克己 高エネルギー加速器研究機構

助教授

高橋　　豊 姫路工業大学工学部情報工学科　

教授

福本　貞義 高エネルギー加速器研究機構

名誉教授

小野寺淳一 日本原子力研究所東海研究所・

保健物理部施設放射線管理第２課

課長代理

（内部） 上坪　宏道 JASRI・放射光研究所　研究所長

熊谷　教孝 JASRI・加速器部門　部門長

瀬崎　勝二 JASRI・放射線取扱主任者 主任者

大型放射光施設安全性検討委員会　化学物質専門部会

（外部） 宇理須恒雄 岡崎国立共同研究機構分子科学研

究所　教授

奥山　雅則 大阪大学大学院基礎工学研究科

教授

田井　　晰 姫路工業大学理学部　名誉教授

竹田　美和 名古屋大学工学研究科　教授

田中健一郎 広島大学理学部物理科学科　教授

寺岡　夕殿 原研・表面化学グループ　研究員

（内部） 植木　龍夫 JASRI・利用促進部門　部門長

大橋　治彦 JASRI・利用促進部門　副主幹研

究員

SPring-8医学利用研究検討会に係る血管造影ワーキンググループ

阿部　光幸 兵庫県立成人病センター　総長

安藤　正海 高エネルギー加速器研究機構　

物質構造科学研究所　教授

井上　俊彦 大阪大学大学院医学系研究科　

集学放射線治療学研究部　教授

宇山　親雄 広島国際大学　保健医療学部　

臨床工学科　教授

小笠原康雄 川崎医科大学　医用工学　助教授

奥　　康成 川崎重工業㈱　関東技術研究所

物理応用研究部　係長

グループ長 梶谷　文彦 岡山大学　医学部　第二生理　教授

北畠　　顕 北海道大学大学院　医学研究科

循環病態内科学　教授

中村　仁信 大阪大学大学院医学系研究科生体

情報医学講座　教授

平岡　真寛 京都大学医学部放射線医学教室

教授

－4－



松本　健志 川崎医療短期大学　臨床工学科

助教授

盛　　英三 国立循環器病センター研究所心臓

生理部　部長

横山　光宏 神戸大学　医学部　第一内科　教授

（JASRI側） 八木　直人 JASRI 主席研究員

山崎　克人 JASRI 副主席研究員

梅谷　啓二 JASRI 主幹研究員

SPring-8医学利用研究検討会に係るCTワーキンググループ

阿部　光幸 兵庫県立成人病センター　総長

グループ長 板井　悠二 筑波大学　臨床医学系　放射線医学

教授

遠藤　真広 放射線医学総合研究所　治療シス

テム開発室　室長

清水　健治 山口大学　工学部　

知能情報システム工学科　講師

上甲　　剛 大阪大学　医学部　放射線科　助手

杉村　和朗 神戸大学　医学部　放射線医学講座

教授

武田　　徹 筑波大学　臨床医学系　講師

取越　正巳 放射線医学総合研究所　医用重粒

子物理・工学研究部　主任研究官

（JASRI側） 八木　直人 JASRI 主席研究員

山崎　克人 JASRI 副主席研究員

SPring-8医学利用研究検討会に係るイメージングワーキンググループ

阿部　光幸 兵庫県立成人病センター　総長

加藤　治文 東京医科大学　外科学第一講座

教授

グループ長 河野　通雄 兵庫県立成人病センター　院長

杉村　和朗 神戸大学　医学部　放射線医学講座

教授

武田　　徹 筑波大学　臨床医学系　講師

中島　康雄 聖マリアンナ医科大学放射線医学

教室　教授

松井　純爾 姫路工業大学　理学部　教授

百生　　敦 東京大学大学院工学系研究科

助教授

森　　浩一 茨城県立医療大学　放射線技術科

学科　助教授

（JASRI側） 八木　直人 JASRI 主席研究員

山崎　克人 JASRI 副主席研究員

鈴木　芳生 JASRI 副主席研究員

SPring-8動物実験委員会

委員長 植木　龍夫 JASRI 利用促進部門長

委　員 菊田　惺志 JASRI 実験部門長

多田順一郎 JASRI 安全管理室長

坂上　憲一 JASRI 総務部長

矢野倉　実 JASRI 企画調査部長

河西　俊一 JASRI 利用業務部長

八木　直人 JASRI 実験部門

岩本　裕之 JASRI 実験部門

梅谷　啓二 JASRI 実験部門

山崎　克人 JASRI 実験部門

前田雄一郎 理研　構造生物化学研究室
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