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3. 物理工学

課題番号 申請者 所属 所内対応者 課題名

19P005 取越正己 放医研、物理工
学 取越正己 重粒子線治療照射法に関

する総合的研究

19P009 大澤大輔 京都大、RIセン
ター 岩田佳之

重粒子線の生物効果初期
過程における基礎物理研
究

19P026 松多健策 京都大、RIセン
ター 北川敦志

偏極不安定核ビームによ
る核モーメント及び固体
物性

19P028 野田耕司 放医研、物理工
学 野田耕司 がん治療用加速器の総合

的研究

19P032 東 俊行 首都大学東京、
理工 村上 健

結晶場による多価重イオ
ンのコヒーレント共鳴励
起

17P037 Miller, Jack LBNL 岩田佳之

Light Ion Fragmentation
Studies with Large
Angular Acceptance and
Multiple Particle
Resolution

18P045 松尾 崇 神奈川工科大、
工 村上 健

高電離重イオン衝撃によ
る気体分子の電離過程の
研究

18P054 金澤光隆 放医研、物理工
学 金澤光隆 二次ビームの医学利用に

関する基礎研究

18P060 河野俊之 東工大、総合理
工 松藤成弘 重粒子ビームの線質測定

に関する研究

18P093 福田光順 大阪大、理 北川敦志 重粒子線による核反応断
面積の研究

18P095 久保山智司 JAXA 岩田佳之 半導体の放射線の影響に
関する研究

18P105 宮地 孝 早稲田大、理工
総研 村上 健 媒質に放射線照射し発生

する音響信号の生成機構

19P111 佐々木慎一 KEK 村上 健 重荷電粒子に対する気体
のW-値に関する研究

19P121 中川公一 福島県立医科大 安西和紀

重粒子線照射によるク
ロースとL-アラニンのラ
ジカルの生成断面積の検



討

17P132 丸山浩一 北里大、医療衛
生学 金澤光隆

炭素線治療における線量
集中性阻害要因の解明と
対策

17P138 山内知也 神戸大、海事科
学 安田仲宏 高分子材料中重イオント

ラックに沿った損傷分布

17P141 勝村庸介 東大、工 村上 健 重粒子線による水分解生
成物の収量評価

18P150 Li, Qiang Inst. of Mod.
Phys.,China 北川敦志

Research on biological
effects of radioactive ion
beam

18P157 小林憲正 横浜国立大、工 吉田 聡
重粒子線照射による模擬
宇宙環境下での有機物の
生成とその変成

18P158 松藤成弘 放医研、物理工
学 松藤成弘

粒子線治療場における中
性子の生物・臨床影響に
関する研究

19P168 Barillon, Remi Inst. de Recher.
Subatom.,France 安田仲宏

New ionic organic
detectors for ion beam
dosimetry

19P177 河野俊之 東工大、総合理
工 金井達明

核破砕反応により生成さ
れる陽電子崩壊核を利用
した照射野確認システム
に関する研究

19P178 百田佐多生 高知工科大 金澤光隆 入射核破砕片の生成メカ
ニズムの研究

19P180 中川清子 都立産業技術研
究所 村上 健

アルコール溶媒中ヒドロ
キシ化合物の重イオン照
射効果

19P183 小森雅孝 放医研、物理工
学 小森雅孝

普及型炭素線治療施設に
おける照射システムに関
する研究

19P186 濱 義昌 早稲田大、理工
総研 村上 健

高分子材料への重イオン
ビーム照射効果に関する
研究-化学構造の違いに
よる反応の局所性-

17P189 寺沢和洋 早稲田大、理工
総研 内堀幸夫 位置有感比例計数管の重

イオンに対する応答

17P194 松本晴久 JAXA 北村 尚
中性子線量モニタの重イ
オン飛跡に対する応答関
数の導出

17P197 Akselrod, Mark Landauer Inc.,
USA 安田仲宏

Investigation of a novel
Al2O3:C,Mg Fluorescent
Nuclear Track Detector

17P198 取越正己 放医研、物理工
学 取越正己 多葉コリメータの試験

17P199 高島 健 JAXA 内堀幸夫
高放射線環境下における
粒子イメージング装置の
開発

17P201 阿部慎司 茨城県立医療大 大野由美子
増感紙-CCDカメラシス
テムを用いた重粒子線治



療のQC

17P202 増田公明 名大、太陽地球
環境研 村上 健

高エネルギー重イオンに
対するプラスチックシン
チレータと光電子増倍管
の応答特性

17P203 山口貴之 埼玉大、理 金澤光隆 A=3体系鏡映核の相互作
用半径の測定

18P208 小沢 顕 筑波大、物理 金澤光隆
理研質量測定蓄積リング
のための飛行時間検出器
の開発

18P209 松本晴久 JAXA 北村 尚 宇宙機搭載用重イオン観
測装置の研究

18P210 遠藤 暁 広島大、原医研 高田真志
粒子識別型組織透過比例
計数管(PID-TEPC)の開
発

18P211 小平 聡 早稲田大、理工
総研 安田仲宏

超鉄核弁別用高性能ガラ
ス固体飛跡検出器の開発
と評価

18P212 久下謙一 千葉大、工 安田仲宏
金沈着現象法により発現
した写真乾板上の飛跡の
解析

18P213 坂口治隆 宮崎大、工 金澤光隆 不安定核ビームによる陽
子弾性散乱

18P214 若林源一郎 九州大、工 松藤成弘

重粒子入射軽イオン生成
反応におけるエネル
ギー・空間分布の最前方
測定

18P217 坂間 誠 東工大、総合理
工 金井達明

重粒子線に対するカロリ
メータを用いた絶対線量
測定

18P218 田村忠久 神奈川大、工 北村 尚
宇宙線観測装
置CALETのフロントエ
ンド回路の耐放射線性能

18P219 東 俊行 首都大学東京、
理工 村上 健 高速重イオン衝突による

分子反応イメージング

18P220 金井達明 放医研、物理工
学 金井達明 新多層電離箱の開発

19P223 高田義久 筑波大､ 数理 金井達明 粒子線治療におけるボー
ラス形状の最適化の研究

19P224 小林俊雄 東北大､理 高田栄一 He, Li同位体の内殻陽子
電荷分布半径の測定

19P225 太田信昭 広島大､工 村上 健 アルキルチミン類のイオ
ンビーム照射

19P226 村上哲也 京都大､理 高田栄一 非対称原子核物質研究用
検出器のテスト

19P227 高田真志 放医研､基盤部
計測技術 高田真志

プラスチックシンチレー
ターの波形形状の核種依
存性の計測

19P228 玉川 徹 理化学研究所 安田仲宏 宇宙X線偏光計の宇宙環
境模擬試験



19P229 河合秀幸 千葉大､理 野田耕司 高屈折率シリカエアロゲ
ルの発光量測定

19P230 小佐古敏荘 東京大､ 工 村上 健
重イオン照射による各種
材料の放射化生成核種の
検討

19P231 歳藤利行 KEK 兼松伸幸

炭素線治療における線量
計算の精密化のため
のCharge-Changing
Cross Section の測定

19P232 加瀬優紀 放医研、がん治
療普及推進室 加瀬優紀 重粒子線の生物学的線量

評価のための線質測定
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