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参加者・発表者・オーガナイザーにおける女性比率 

 

 

 
   ＜備考＞ 

2021年 9月 13日時点の学会員数は 808名、うち、女性会員は 180名（22.3%）。 
         
 

第 64回大会実行委員会が 2021年 9月 9日から実施した属性調査の結果については 
次ページ以降を参照ください。全 288名の参加者中、回答が得られたのが 108名
（回収率 37.5%）にとどまったため、あくまでも暫定的な参考データであること
にご留意ください。 
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日本放射線影響学会第64回大会（水戸）属性調査　JRRS64 
participants survey

1. 参加形態 (Type of precipitation)

2. 発表の有無 (You are a speaker of)

3. 性別 (Gender)

! Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2) ! HT

108
応答

01:21
完了するのにかかった平均時間

終了済み
状態

フル参加  (full access) 99

ポスターのみ参加  (poster o… 7

回答しない  (Skip this questi… 2

シンポジウム・ワークショップ … 18

一般口演 (Oral session) 39

ポスター発表  (Poster prese… 20

発表なし  (NA) 30

回答しない (Skip this questi… 1

男性 (Male) 83

女性 (Female)　 25

回答しない (Skip this questi… 0



4. 所属の所在地　Country of Current affiliation

5. 所属組織 Type or Current affiliation

日本国内 (Japan/Domestic) 108

それ以外 (Other countries) 0

回答しない (Skip this questi… 0

大学 (University/College) 73

研究機関 (Research Institut… 33

企業 (Company) 2

その他 (Other) 0

回答しない (Skip this questi… 0



6. 職階または学年 (Current job title/grade at school)

教授 (Full professor)　 14

准教授 (Associate professo… 10

講師 (Lecturer)　 1

助教 (Research Associate) 14

助手 (Research assistant)　 0

技術員 (Technician) 1

ポスドク  / 研究員 (Post-doc… 11

研究生 (Research student) 0

大学院生（博士課程） (Gradua… 8

大学院生（修士課程） (Gradua… 14

学部生 (Under graduate stu… 5

主任研究員/グループリーダー … 10

ユニット長 /チームリーダー  … 4

役員クラス  (Director of co… 1

部長クラス  (General manag… 0

課長クラス  (Section chief o… 3

主任クラス  (Unit chief of co… 1

一般社員 (Staff member of … 4

その他 (Other) 6

回答しない  (Skip this questi… 1



7. 年齢 (Age)

19歳以下 (Under 19 years … 0

20-24歳 (20-24 years old)　 20

25-29歳 (25-29 years old) 8

30-34歳 (30-34 years old) 7

35-39歳 (35-39 years old) 10

40-44歳 (40-44 years old) 11

45-49歳 (45-49 years old) 11

50-54歳 (50-54 years old)　 16

55-59歳 (55-59 years old)　 9

60-64歳 (60-64 years old) 5

65-69歳 (65-69 years old)　 7

70歳以上 (Over 70 years old) 4

回答しない  (Skip this questi… 0


