
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 年 製薬放射線研修会のご案内 

（第 17 回製薬放射線コンファレンス総会） 

Pharmaceutical Radiation Conference Annual Meeting 2015 in Hiroshima 

 
2015 年の製薬放射線研修会は 6 月 25 日、26 日、放射線とゆかりの深い広島市で開催いたします。東日本大震災か

ら 4 年が経過しましたが、復興への道のりはまだまだ険しいものがあります。今年の研修会では、放射線災害に対応

しその復興を主導できるグローバルリーダーを育成する広島大学の取組み、低線量放射線の健康影響と医療への応用、

および恒例の放射線規制室による放射線規制情報の３つの講演に加え、RI の取扱いが減少傾向にある製薬業界の放射

線施設について意見交換する場として、「製薬放射線施設の現状と課題」と題した座談会を企画しました。これらの講

演を通じ、皆様の業務に有益な情報をお持ち帰りいただければ幸いです。 
また、2 日目は放射線影響研究所および広島平和記念資料館の見学会を用意いたしました。こちらにつきましても、

興味深い見学会になるものと期待されます。 
広島は被爆から 70年目の夏を迎えます。放射線影響を考える原点でもある当地にて、研修会実行委員会および製薬

放射線コンファレンス世話人会全員で、皆様のご参加をお待ちしております。 
平成 27 年 4 月 

2015 年製薬放射線研修会 
   実行委員長・世話人代表  大河原 賢一 

 

「広島の地で放射線を振り返る」 ～こちらＲＩよろず相談所 

 

≪参加される皆様へのお願い≫ 
本研修会では、クールビズの推奨およびリラックスした雰囲気での有意義な情報交換を促進するため、ノーネクタイ等カジ

ュアルな服装での参加を呼び掛けております。当日はスタッフも軽装で対応にあたりますので、開催趣旨へのご理解とご協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 



2015 年 製薬放射線研修会 
（第 17 回製薬放射線コンファレンス総会） 

Pharmaceutical Radiation Conference Annual Meeting 2015 in Hiroshima 

 

【開催要綱】 

■主催    ： 製薬放射線コンファレンス 

 

■日時    ： 1日目：2015年6月25日（木） 

【総会・研修会 】11:00～17:40（受付開始10:30） 

【交流会】       18:00～20:00 

2日目：2015年6月26日（金） 

【見学会】（受付開始 9時15分） 

  集合場所：広島市文化交流会館前 

  10:00～15:00 施設見学 

15:00     広島市平和記念公園解散 

お早めに帰られる方は随時公共交通機関をご利用下さい。 

■参加費  ： 事前申込：① 5,000円（一般） ② 6,000円（施設見学付） 

当日受付： 6,000円（一般）※ 施設見学の当日受付はありません 

交流会： 5,000円    

・ 参加費のお支払いは、すべて研修会当日受付において現金にて承ります。 

                ・ 施設見学付は、事前申込のみの受付（先着順）となります。希望される方は 

                   お早めにお申込みください。 

■会場    ：  

【総会・研修会・交流会】  

広島市文化交流会館 （旧広島厚生年金会館）                          

      
郵便番号730-8787 広島県広島市中区加古町 3-3  ☎ 082-243-8881（代） 

～写真は広島市文化交流会館のWEBページより転載～ 

URL:http://h-bkk.jp/ 



 

【研修会 会場アクセス】   

広 

島 

駅 

よ 

り 

乗り物  乗り場  所要時間 運賃  降り場及びご案内 

広島バス 24 番吉島⾏(吉島病院) 
南⼝A ホーム 

3 番乗場 
25 分 210 円 8 つ⽬「加古町」下⾞ 

広島電鉄 広島港(宇品)1 番線 南⼝ 20 分 150 円 「市役所前」下⾞、徒歩12 分 

タクシー(⼩型) 
南⼝ 20 分 約1,200 円   

北⼝(新幹線) 25 分 約1,500 円   

広 

島 

空 

港 

よ 

り 

リムジンバス バスセンター⾏ 広島空港1 番ホーム
ﾊﾞｽｾﾝﾀｰまで

51 分 
⽚道1,300 円

バスセンターより徒歩20 分、広島銀⾏本店前 

より24 番吉島⾏乗⾞ 

レンタカー及び⾃家⽤⾞ 70 分 
⾼速代 

約1,350 円

⼭陽⾃動⾞道「本郷IC」乗⾞「広島IC」下⾞→

岡⼭⽅⾯よりと同じ 

 
 
【見学会（施設見学）】 ※ 定員40名（要申込・先着順） 

 

公益財団法人 放射線影響研究所 広島研究所 

 

 

 

広島県広島市南区比治山公園5-2 

☎ 082-261-3131（代） 

～写真は放射線影響研究所のWEBページより転載～ 

URL:http://www.rerf.or.jp/index_j.html 
 

広島平和記念資料館 

 

 

 

 

 

 

広島県広島市中区中島町1-2    

☎ 082-201-71-4004（代） 

～写真は広島観光サイトのWEBページより転載～ 

   URL: http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ 



 

 

 

 

【参加方法】 

■参加申込： PRCweb内の参加申込フォームよりお申し込みください。 

PRCウェブサイト URL： http://www.web-prc.com/ 

 

■事前申込締切：  ６月19日（金）  （施設見学は、定員（40名）に達し次第締め切り） 

                            ・ 締切以降の申込については、当日受付扱いとさせていただく場合がございます。

あらかじめご了承ください。 

 

■問い合わせ先： 2015年製薬放射線研修会実行委員会 事務局 

administration_2015@web-prc.com  ※ E-mailのみ 

  



【プログラム】 

6/25（木） 総会・研修会 
会場：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3 - 3） 
    3 階 「銀河」 

総会（受付開始10:30） 
11:00～12:00 

 
第17回 製薬放射線コンファレンス総会 
ＰＲＣ活動報告、他 

12:00～13:00 昼食休憩 

研修会 
13:00～14:00 

 
 

 
休憩 

14:10～15:10 
 

 
休憩 

15:25～16:25 
 
 
 

休憩 
16:35～17:35 

 
 

17:35～17:40 

2015年 製薬放射線研修会 
特別講演１ 
【演題】「放射線障害防止法の最近の動向」 

【講師】 規制当局担当官 

 
特別講演２ 

【演題】「放射線災害復興のグローバルリーダーを育成する広島

大学の取組み」 

【講師】  中島 覚 氏 

          広島大学自然科学研究支援開発センター 教授 

 

特別講演3 
【演題】「低線量放射線の健康影響と医療応用」 

【講師】 山岡 聖典 氏 

          岡山大学 大学院保健学研究科 教授 

 
座談会  

～製薬放射線施設の現状と課題～ 

 
閉会 

18:00～20:00 
交流会    

広島市文化交流会館 2階 「ルミエール」 

 

6/26（金） 見学会  

（受付開始9:15） 

 9:30～10:00 
集合       広島市文化交流会館前 

移動（専用バス）  

10:00～11:45 施設見学・講演      放射線影響研究所（広島研究所） 

12:00～13:30 移動（専用バス） および 昼食    

13:30～15:00 施設見学        広島平和記念資料館（一部工事中） 

お早めに帰られる方 途中で市内電車をご利用下さい 

15:00 解散       広島平和公園 

2015年製薬放射線研修会実行委員会 
administration_2015@web-prc.com 
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