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1 【原著論文】

Shamim Ahmed, Manabu Komori,
Sachika Tsuji-Ueno, Miho Suzuki,
Akinori Kosaku, Kiyoshi
Miyamoto, Koichi Nishigaki

Genome Profiling (GP) Method
Based Classification of Insects:
Congruence with That of Classical
Phenotype-Based One

PLoS ONE 6 8 2011 www.plos
one.org

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【講演】 高橋克彦 放射線を正しく怖がる
壬生町母親クラブ「女性の
為の放射線学」

壬生町 2011 5 20

2 【講演】 高橋克彦
地震対策と原子力災害への対
応

日本アイソトープ協会
「放射線業務従事者の為の
安全講習会」

東京都 2011 5 23

3 【講演】 高橋克彦 放射線の正しい知識
総務省　福島事務所職員研
修会

福島市 2011 6 14

4 【講演】 高橋克彦 放射線を正しく知ろう
茂木町立逆川小学校　PTA研
修会

茂木町 2011 6 25

5 【講演】 高橋克彦 放射線を正しく知る
栃木県警察本部　職員研修
会

宇都宮市 2011 7 8

6 【講演】 高橋克彦
放射線の基礎知識と放射線影
響について

宇都宮市小児科医師会　研
修会

宇都宮市 2011 9 1

7 【講演】 高橋克彦 放射線を正しく知る 宇都宮市　食育フェア 宇都宮市 2011 10 2

http://www.plosone.org/�


8 【講演】 高橋克彦 ほうしゃせんのはなし エコ・もりフェア2011 宇都宮市 2011 10 9

9 【一般発表】 高橋克彦
原子力災害　その時病院に求
められた事

平成23年度主任者部会年次
大会　第52回放射線管理研
修会

山形市 2011 11 1～2

10 【講演】 高橋克彦 放射能汚染と私たちの暮らし
エコライフネットワーク
放射能汚染と食の安全研修
会

宇都宮市 2011 11 10

11 【講演】 高橋克彦
事故の影響を振り返る�　ー放
射能の広がりから、被ばく評
価までー

放射能被曝に関する講演会
-東日本大震災における放射
能被曝について-

ひたちな
か市

2011 11 10

12 【講演】 高橋克彦
原子力災害における事業所の
対応

第29回私立医科大学臨床検
査技師会学術研修会

東京都 2011 11 12

13 【講演】 高橋克彦
放射線を正しく理解するため
に

栃木県子ども総合科学館職
員研修会

宇都宮市 2011 11 25

14 【シンポジウム】 高橋克彦 原子力災害への対応 獨協医学会シンポジウム 壬生町 2011 11 30

15 【講演】 高橋克彦 放射線に関する正しい知識 かわち地産地消交流会 宇都宮市 2011 12 1

16 【シンポジウム】 高橋克彦
現地で放射線測定を行った経
験から

平成23年度医療放射線防護
連絡協議会年次大会　第22
回高橋信次記念講演・古賀
佑彦記念シンポジウム

東京都 2011 12 9

17 【学会・研修会発表】 小作 明則，高橋佑磨，宮本　潔

色彩多型を持つアオモンイト
トンボ Ischnura senegalensis
(Rumbur, 1842) の構造色．

形の科学会　第72回シンポ
ジウム

鹿児島市 2011 12 9～11



番号 見出し 受賞者名 演題 学会名 賞の名称 受賞年 受賞月 受賞日 備考

1 【学術賞】 高橋克彦
原子力災害　その時病院に求
められた事

平成23年度主任者部会年次
大会　第52回放射線管理研
修会

優秀ポス
ター賞

2011 11 2

番号 見出し 発表者名 演題 講座名 開催都市 開催年 開催月 開催日 備考

1 【公開講座】 楫　靖
放射線の正しい知識について
－無用な混乱を避けるために
－

獨協医科大学　市民公開講
座（壬生町）

壬生町 2011 3 30

2 【公開講座】 高橋克彦
福島原発の原子力災害
-何が起こっているのか？　ど
うすればいいのか？-

獨協医科大学　市民公開講
座（壬生町）

壬生町 2011 3 30

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【テレビ・ラジオ等】 高橋克彦 大震災から1カ月 イブニングタイムス
CRT栃木
放送

2011 4 27，29 ラジオ

2 【テレビ・ラジオ等】 楫　靖 大震災から1カ月 イブニングタイムス
CRT栃木
放送

2011 4 28 ラジオ

3 【テレビ・ラジオ等】 楫　靖 大震災から1カ月 イブニングタイムス
CRT栃木
放送

2011 5 3 ラジオ
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