
第 7 回 福島原発事故による周辺生物への影響に関する勉強会 

 

日時：2022 年 8 月 28 日（日） 9:10-16:35 

場所：東北大学電子光理学研究センター三神峯ホールと Zoom のハイブリッド開催 

 

 

 

（氏名欄の説明） 

*  ：オンライン参加による発表 

下線：大学院生による若手発表 

9:10-9:20 開催挨拶 

  福本 学  （理化学研究所 AIP センター） 

 

9:20-10:20 第一部    座長 ： 平良 渉 （琉球大学） 

9:20- 9:35 1. 福本 学  （理化学研究所 AIP センター） 

  福島第一原発事故の被災地における野生ニホンザルの甲状腺病変 
 

9:35- 9:50 2. 三浦 富智 （弘前大学被ばく医療総合研究所） 

染色体転座を指標とした被災ニホンザルの長期影響調査 
 

9:50-10:05 3. 遠藤 暁  （広島大学大学院先進理工系科学研究科） 

ニホンザル行動 GPS データの解析 
 

 

【Zoom 会場への参加方法】 

https://us02web.zoom.us/j/85959108817?pwd=TFk0OUkvcVRqRUQ0SU4rREErRHdpQT09 

ミーティング ID: 859 5910 8817 

パスコード: 565310 

（勉強会当日 8:50 より入室いただけます） 
 

発表者（会場発表／オンライン発表ともに）とオンライン聴講者は Zoom 接続が必要です。 

会場聴講者は、発表スライドを会場前方のスクリーン映写でご覧いただけますが、ご自身の端

末を Zoom に接続していただくとお手元でもスライドをご覧いただけます。 
 

【会場内での無線 LAN 接続】 

下記 2 つからお選びいただけます。 

・eduroam：ご所属先機関が eduroam に参加されており、eduroam の設定が完了している端末

でご利用いただけます。設定方法などはご所属先でご確認ください。 

・フリーwifi：設定不要でどなたでもご利用いただけます。接続先は当日に会場でご案内します。 

https://us02web.zoom.us/j/85959108817?pwd=TFk0OUkvcVRqRUQ0SU4rREErRHdpQT09


10:05-10:20 4. 高村 侑汰  

（広島大学先進理工系科学研究科量子エネルギー工学研究室） 

134Cs、137Cs、131I におけるニホンザルの内部被ばく臓器線量率換算係数の 

推定 

 

（休憩 10 分） 

 

10:30-11:45 第二部    座長 ： 有吉 健太郎 （福島県立医科大学） 

10:30-10:45 5. 石川 諒椰 （東北大学災害科学国際研究所災害放射線医学分野） 

福島第一原子力発電所事故後の旧警戒区域における野生ニホンザルの 

放射線被ばくと肝臓や膀胱の酸化ストレス状態の関連性 
 

10:45-11:00 6. 鈴木 正敏 （東北大学災害科学国際研究所災害放射線医学分野） 

  旧警戒区域の野生ニホンザル肝臓における酸化ストレスマーカーの変動と 

動物実験での検証 
 

11:00-11:15 7. Maria Grazia Palmerini  

(Dept. of Life, Health and Environmental Sciences University of L’Aquila) 

An ultrastructural study on the male reproductive system in different animal 

models chronically exposed to radiation after the Fukushima Nuclear Power 

Plant accident 
 

11:15-11:30 8. 丸山 耕一 （国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子生命・  

医学部門 放射線医学研究所 福島再生支援研究部 環境影響研究グループ） 

福島第一原発周辺での野生メダカにおける放射線影響 
 

11:30-11:45 9. 長沼 周平* （東北大学大学院農学研究科） 

福島県ヤマメにおける長期間低線量放射線被曝の現状 

 

写真撮影 

昼食 

  

12:50-13:50 第三部    座長 ： 山下 琢磨 （東北大学） 

12:50-13:05 10. 木野 康志 （東北大学理学研究科） 

  2011 年から 2021 年までの宮城県内自生キノコの放射能分布 
 

13:05-13:20 11. 田中 草太 （秋田県立大学） 

ジョロウグモへの放射性セシウムの移行 

－炭素・窒素安定同位体比に基づく移行経路の推定－ 
 



13:20-13:35 12. Donovan Anderson （弘前大学被ばく医療総合研究所） 

Radiocesium accumulation in wild boar from Fukushima, with radiation doses 

to human consumers 

 

13:35-13:50 13. 井上 一彦*  

（公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター環境感染制御室） 

福島原発事故により放出された放射性核種(Cs-137,134, Sr-90,  

Pu-238,239 + 240)の被災牛の歯牙,骨の蓄積に関する研究（第１報） 

  

（休憩 10 分） 

 

14:00-15:15 第四部    座長 ： 田中 草太 （秋田県立大学） 

14:00-14:15 14. 石田 健*   （自由科学者） 

ウグイスの外部形態に高線量地帯で現れた事故後の「変異」 
 

14:15-14:30 15. 平良 渉  （琉球大学研究企画室） 

ヤマトシジミを用いた原発事故の生物影響研究の近況とこれから 
 

14:30-14:45 16. 阪内 香*  （琉球大学理工学研究科） 

ヤマトシジミにおけるエサを介したフィールド効果の検証：食草の含有成分と

代謝物の定量分析および給餌実験 
 

14:45-15:00 17. 中島 裕夫* （大阪大学 放射線科学基盤機構） 

多世代にわたって Cs-137 の低線量・低線量率内部被曝したマウスの 

子孫への影響 
 

15:00-15:15 18. 礒部 理央 （東北大学災害科学国際研究所災害放射線医学分野） 

  低濃度トリチウム曝露による細胞影響の解析 

 

（休憩 10 分） 

 

15:25-16:25 第五部    座長 ： 石庭 寛子 （福島大学） 

15:25-15:40 19. 夏堀 雅宏 （北里大学獣医学部） 

セシウムの体内動態パラメータとその応用 
 

15:40-15:55 20. 中山 亮  （弘前大学保健学研究科生体検査科学領域） 

浪江町の小中学生を対象とした生物多様性評価体験型学習プログラムの 

準備 
 

 



15:55-16:10 21. Olena BURDO （Kyiv Institute for Nuclear Research） 

Analysis of radiation effects in wild voles living around the Chernobyl nuclear 

power plant 
 

16:10-16:25 22. 今中 哲二 （京都大学複合原子力科学研究所） 

チェルノブイリ原発事故とレッドフォレスト 

ーロシア軍のウクライナ侵攻と関連してー 

 

16:25-16:35 閉会挨拶 

今中 哲二 （京都大学複合原子力科学研究所） 


