
学会を支えた人たち

表彰者1　学会三賞、他

表彰贈呈式

年

1951 名誉賞

1952 滝内政次郎 石田熊治郎 関　　忠孝

1953
1954 奨励賞

1955
1956 細江　謙三

1957
1958
1959
1960
1961
1962 功労賞

1963 三上　哲吉

1964
1965 新門　次郎

1966 金子　順治

1967 原　　治巳

1968 福岡　太郎

1969
1970 百田　秀治

1971 学会賞

1972 中村　　実 福田　　実

1973 林　　周二 仲川　庄次

1974 脇本　才志 石田　勝哉

1975 綱川　高美

1976 岡本与之助 川崎　幸槌 吉田　　弘

1977 樋口喜代治 岩佐　　誠

1978 奥村彦太郎 瓦理　正英

1979 青木　重秋 荒川　　昌 二宮　　馨 西村　信男

1980
1981 熊谷　定義

1982 阿部　二夫 藤野　哲三 村上　定義

1983 今津　　博 大谷　英尚 垣鍔　房穂

1984 川崎　幸槌

1985 梅原　傅介 廣門　正之 柴山　孝行

1986 小池　孝治 高本雄一朗 税所　篤正

1987 佐藤　貞男 土谷　重男 山岸　一雄 浜　　節雄

1988 遠藤　俊夫 丸山　静雄 小倉　佐助 一色政之介

1989 勝浦　秀雄 藤田　一彦 松浦　　浩 小田　久夫 角原　重利 後藤　勝正

1990 山下　一也 光田　秀雄 畠中　武治 後藤　正季

1991 学術賞

1992 山田　勝彦 青柳　泰司 金尾　啓右 佐藤　孝司 大塚　昭義 神田　幸助

1993 畑川　政勝 岡山　昭雄 篠宮　仙造 久住　佳三 深栖　　一

佐藤　伸雄 友光　達志 加藤　秀起 遠藤　久勝 杉江　義男 佐々木仙悦 上田　　稔 吉田　次郎 齋藤　一彦

森　　嘉信 渡辺　　昇 橋本　　宏

稲津　　博 堤　　直葉 齋藤　一彦 東田　善冶 大竹總一郎 下野　哲男 木内　繁夫 石山　　忍 松尾　　優 森山　有三

金尾　啓右 丸山　米三

若松　孝司 宮崎　　茂 熊谷　孝三 厚東　正之 松平　正道 板橋　　保 野原　弘基 速水　昭雄 山下　　緑

橋本　　宏 中村　　修 花井　耕造 三代　　忠 津田　和良 萩原　康司 渡部　洋一 常田　長時 伊藤　信夫

長澤　　弘 中村　純雄 佐久間　正

白石　順二 寺田　　央 有馬　宏寧 星野　光男 竹村　克人 日浦　康雄 柴田　崇行 島田　裕弘

中村　　修 遠山　坦彦

速水　昭雄 津田　元久 雄川　恭行 岡本日出夫 蜂谷　武憲 柴田英三郎 佐藤　紘市 小川　臣人 小室　裕冉 酒井　尚信

松本　　健

四宮　惠次 小川　敬壽 沢田　武司 砂屋敷　忠 篠田　俊治 佐藤　　巌 川上　壽昭

2001 平林　久枝 鈴木　正吾 鹿沼　成美 久保　昌博

2002 川上　壽昭 新開　英秀 前越　　久 小山　一郎

2003 中西　省三 吉富　元康

2004 野原　弘基 内山　幸男 木下富士美 山　　哲男 加賀　勇治 松井　美楯 川村　義彦 漢那　憲聖

2005 小川　敬壽 増田　一孝 高田　卓雄

2006 川村　義彦 木村　千明 倉西　　誠 堀田　勝平 森　　克彦 花山　正行 菊池　　務

2007 西谷　源展 萩原　　明 八木　浩史

2008 藤田　　透 桂川　茂彦 藤田　広志 松本　満臣 佐々木正寿 小川　　清

2009 真田　　茂

2010 菊地　　透 小田　敍弘 飯田　泰治 神澤　良明 小水　　満 佐野　芳知

2011 藤田　　透 奈良　鉄造 矢野今朝人 中野　　努 福西　勝司

2012 小寺　吉衞 坂本　　清 大西　英雄 冨吉　　司

保科　正夫 粟井　一夫 土橋　俊男

辻岡　勝美 片渕　哲朗 室　伊三男 石井　　勉 坂田　元道 田中　龍蔵 前田　幸一

小寺　吉衞 松原　　馨 前野　正登 梅津　芳幸 松本　光弘 小松　明夫 津坂　昌利

望月　安雄

細羽　　実 鈴木　昇一 平田　吉春 橋田　昌弘

真田　　茂 江口　陽一

杜下　淳次 小倉　敏裕 江島　光弘 梁川　　功 河村　誠治

宮地　利明 渡邉　　浩 大野　和子 東村　享治

土`井　司 奥村　雅彦 市川　勝弘 佐藤　智春 平野　浩志 錦　　成郎 遠藤登喜子

邊見　秀一

2014

2015

2016
2017

2018

2019

2020

1994

1996

1998

1995

1997

1999

2000

2013



表彰贈呈式

年
原　　三正 今市　正義 1951

1952
1953

奨励賞 1954
飯塚　芳郎 1955
二宮　　馨 1956

1957
1958
1959
1960

古谷　鉄雄 1961
林　　周二 1962

1963
奥村彦太郎 1964
中村　　実 1965
草皆　太平 1966
竹吉　千市 1967
増野　　豊 1968
熊谷　定義 1969

1970
佐々木仙悦 岡崎　房一 1971
高尾　義人 1972

1973
1974

川本　澄夫 瀬木賞 1975
佐藤　孝司 1976

青柳　泰司 佐藤　伸雄 1977
植田　俊男 稲津　　博 1978
光田　秀雄 山下　一也 1979
遠藤　俊夫 佐藤　伸雄 柴山　孝行 矢野今朝人 1980
齋藤　一彦 山下　一也 大塚　昭義 1981
大塚　昭義 沢田　武司 梅谷賞 花田　博之 1982

内田　　勝 西谷　源展 1983
山田　勝彦 沢田　武司 近藤　隆司 1984

高尾　義人 山口　成厚 1985
青柳　泰司 若松　孝司 1986

渡部　洋一 京都医療技術専門学校 磯部　義秀 1987
山下　一也 梅津　芳幸 1988

加藤　秀起 植田　俊男 森川　　薫 1989
金森　勇雄 若松　孝司 松平　正道 大塚　昭義 前越　　久 1990
木村　千明 中野　　努 高坂　唯子 中田　　学 1991
花井　耕造 橋田　昌弘 粟井　一夫 杜下　淳次 稲津　　博 滝川　　厚 1992
小倉　敏裕 山内　秀一 白石　順二 中田　　学 荒木不次男 山下　一也 1993
宮地　利明 内田　武博 梅津　芳幸 （株）富士写真ﾌｨﾙﾑ 市川　勝弘

岡田　弘治 大浪　俊平 小田　敍弘

小倉　明夫 勝田　　昇 勝田　稔三 松本　光弘 倉西　　誠

三村　誠一 西原　貞光 飯田　晋康 大釜　　昇 -

加藤　　洋 青井　利行 安藤　英次 稲垣　晶一 田畑　洋二 土井　邦雄 加藤　丈司 北川　光雄

佐久間利治 加藤　丈司 坂本　　肇 荒居　広明 村松　禎久 田中　龍蔵

滝内賞 川崎賞

（廃止、研究奨励賞に移行） 九州大学医学部付属病院 柳澤　正道 小倉　明夫 坂ﾉ上信美 西原　隆生

QCｸﾞﾙｰﾌﾟ 石居　隆義

乳房撮影ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ普及班 宮崎　　茂 加藤　丈司 － 石田　悦子

宮地　　徹

－ 小山　修司 中田　　学 －

－ 辻岡　勝美 西原　貞光 山田　和美

－ 宮地　利明 橘　　昌幸 菊地　　透

－ 山本　修司 藪谷　俊峰 平林　久枝

－ 近藤　啓介 高橋　康幸 －

大塚ゼミ 山崎　隆治 川田　秀道 村西　久幸

－ 坂本　　肇 五味　　勉 粟井　一夫 診断分野 2007
－ 山田　昌法 小笠原克彦 伊藤　敏夫

X線装置研究会 今井　　広 井ノ上信一 諸澄　邦彦 田中　利恵 羽石  秀昭 西尾　禎治

－ 山口　隆義 原　　孝則 宮﨑　　茂 小倉　敏裕 山谷　泰賀 藤淵　俊王

－ 國友　博史 山本　修司 水谷　　宏 大西　　峻 長谷川智之 森　慎一郎

加藤　秀起 佐野　始也 北村　善明 奥村英一郎 馬込　大貴 村瀬　研也

医用画像情報研究会サマースクール 長島　宏幸 松本　圭一 鈴木　昇一 神谷　直希 井上　一雅 木田　智士

桂川　茂彦

友光　達志 小林　正尚 中口　裕二 安部　真治 峠　　理沙 石森　佳幸 田代　　睦

八木　浩史 林　　則夫 後藤　政実 飯田　泰治 周　　向栄 笠井　治昌 伊達　広行

－ 今江　禄一 田中　利恵 丸橋　一夫 佐藤　和宏 白川　誠士 若林源一郎

関西地区CR研究会 村川　彩希 松友　紀和 塚本　篤子 竹永　智美 藤本　昂也 竹上　和希

関東支部CTGUM 鈴木　省吾 森　泰成 今井　宜雄 久冨　信之 橋本二三生

熊谷　孝三 長木　昭男 松原　孝祐 加藤　英幸 冨永　千晶 甲斐　千遥 兼松　伸幸

放射線治療かたろう会 － 林　　則夫 加藤　　洋 齋藤　正敏 箕浦　菜月 角谷　倫之
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Aluwee
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2006

2008
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土井賞

治療物理/防

護分野

核医学/MR分

野

1994

技術賞

放射線治療技術菊池賞
放射線撮影技

術飯田賞
1995

北海道放射線治療

研究会
1996

九州放射線治療

研究会
1997

1998
東海腫瘍研究会技術部会

内山　幸雄

2001

1999

土橋　俊男
2000

丸石　博文

村松　禎久

2002

2011
2012

2018

2015

2017
2016

2013

2014

2020

2019



学会を支えた人たち

表彰者2　研究奨励賞、他

表彰贈呈式

年

1994

土井　邦雄 柴田　崇行 垣鍔　房穂 吉田　　弘 山田　勝彦 森　　嘉信 松尾　　優 今津　　博 梅原　伝介

齋藤　一彦 佐久間　正 神田　幸助 松浦　　浩 遠藤　俊夫 樋口喜代冶 勝浦　秀雄 柴山　道男

小倉　佐助 橋本　　宏 山田　勝彦 河端　二郎 青木　重秋 内田　　勝 中村　　実 清水　久子

山下　一也 橋本　　宏 佐々木仙悦 鈴田　秀子

研究奨励賞　技術新人賞

画像分野 核医学分野 治療分野 撮影分野(一般撮影） 撮影分野（ＣＴ） 撮影分野（ＭＲ） 計測分野 防護分野 医療情報分野

－ 大西　英雄 友光　達志 村松　禎久 室　伊三男 － － －

澤田　道人 － 桑原　秋夫 坂本　　清 池田　　秀 土橋　俊男 丸石　博文 鈴木　昇一 －

中前　光弘 片淵　哲朗 玖島　利男 若松　　修 勝田　昭一 井上　博志 小山　修司 飯田　泰治 －

川田　秀道 高橋　康幸 藪谷　俊峰 佐藤　昌見 原　　孝則 橋田　昌弘 飯田　泰治 坂本　　肇 －

市川　勝弘 柳澤　正道 舘岡　邦彦 高野　博司 山本　修司 服部　真澄 加藤　秀起 水谷　　宏 －

山田　誠一 西村　圭弘 西島　昭彦 萬代奈都子 平野　　透 島田　育廣 天野　雅史 安友　基勝 －

井手口忠光 河村　誠治 佐藤　智春 木下　絵美 山口　　功 石森　佳幸 坂本　　肇 斉藤　　肇 奥田　保男

児玉　清幸 松本　圭一 三津谷正俊 遠山　景子 佐々木忠司 山崎　　勝 青木　　清 － 松田　恵雄

池田　龍二 渡辺　　浩 横濱　則也 武村　哲浩 坂本　　清 松永紗代子 千田　浩一 富樫　厚彦 橘　　英伸

片山　礼司 井上　一雅 大山　正哉 日高　国幸 北井　孝明 藤原　康博 加藤　京一 人見　　剛 －

國友　博史 菊池　　敬 井上　光広 木口　雅夫 丹羽　伸次 金澤　裕樹 － 笹沼　和智 岩田　邦弘

井上　　聖 市川　　肇 小嶋　　友 庄司　友和 森　　一生 松井　　等 熊谷　道朝 片岡　由美 大場　久照

渡部　晴之 松友　紀和 有路　貴樹 工藤　希美 濵口　直子 村中　博幸 高田　健太 藤淵　俊王 西本　尚樹

田中　利恵 山本　泰司 中口　裕二 長尾　　一 藤村　一郎 鈴木　敏司 加藤　　洋 尾崎　道雄 －

2013 松尾　　悟 坪井　孝達 辰己　大作 藤澤　宏信 瓜倉　厚志 山崎　　良 石井　里枝 梅津　芳幸 渋谷　　徹

2014 長島　宏幸 甲谷　理温 川村　哲朗 鈴木　信昭 星野　貴志 渡辺　靖志 浅田　恭生 磯辺　智範 谷　　祐児

2015 本田　道隆 成田　　篤 山﨑　理衣 森田　峻輔 高橋　規之 中川　政幸 川口　　愛 松原　孝祐 山田　健二

2016 東出　　了 三輪　建太 下東　吉信 廣瀬慎一郎 寺澤　和晶 小島　慎也 小倉　　泉 川内　　覚 上野登喜生

2017 柳田　　智 前田　幸人 尾方　俊至 島田　康佑 高木　　卓 齋藤　茂芳 峰広　香織 加藤　　守 谷川原綾子

2018 橋本　純一 我妻　　慧 西山　史朗 高尾　由範 石川　祐也 福澤　　圭 佐藤　俊光 坂野　智一 藤原　健祐

2019 野瀬　英雄 古田　明大 臼井　桂介 北岡ひとみ 大村　知己 林　　達也 入内島明子 宮島　隆一 辻　真太朗

2020 李　　鎔範 花岡　宏平 松林　史泰 前原　正典 中根　　淳 齋藤　祐樹 鈴木　千晶 田邉　頌章 竹内　和宏

2009

2001
2002
2003
2004
2005
2006

1998
研究奨励賞　技術奨励賞

2000

1999
関西放射線治療

かたろう会

2007
2008

1994

1995

1996

1997

第50回総会記念特別表彰

教育交流に対

する貢献

事務局永年

勤続者
学会永年勤続者法人取得に対する功労

2010
2011
2012



表彰贈呈式

年

研究奨励賞　技術新人賞

画像分野 核医学分野 治療分野 撮影分野(一般撮影） 撮影分野（ＣＴ） 撮影分野（ＭＲ） 計測分野 防護分野 医療情報分野

－ 西原　隆生 石居　隆義 黒田　大悟 藤渕　洋士 棚橋　浩司 － － －

石田　悦子 － － 宮地　　徹 辻井　重吉 － 石田　悦子 － －

川下　郁生 市原　裕紀 長谷川浩典 原　　秀剛 中平　修司 麻布三枝子 － 浅田　恭生 －

村上　誠一 丸　　繁勘 山田　　聖 藤原　康博 田中千香子 田村　恵美 － 有賀　英司 －

－ 松本　圭一 伊藤　照生 間島　郁子 前田　陽子 奥秋　知幸 清水　幸三 福田　篤志 －

田中　利恵 井口　治巳 加藤　貴弘 山本　竜哉 穐山　雄次 中村　公行 小宮　　勲 能登　義幸 －

長島　宏幸 吉田  　愛 川守田　龍 大河原伸弘 西丸　英治 黒瀬　厚成 松原　孝祐 庄司　友和 寺下　貴美

林　　則夫 中村　文俊 小野　　薫 川野　美樹 加戸　秀輝 打越　将人 長島　宏幸 藤淵　俊王 －

山本めぐみ 大石　誉奈 笈田　将皇 川口　　愛 佐藤　広崇 荒井　信行 小林　正尚 能登　公也 原瀬　正敏

東出　　了 宍戸　博紀 松本　賢治 武村　哲浩 屋宜　直行 高橋　大輔 松下　明民 森　　泰成 田上真之介

久冨　庄平 大崎　洋充 高倉　　亨 峰広　香織 松谷　英幸 石坂　欣也 松尾　千尋 和田　恵子 辻　真太朗

村松千左子 松友　紀和 林　　直樹 渋谷　　徹 三好　利治 金子　暁里 追平　智子 鈴木　　陽 若生　理佳

椎葉　拓郎 小林　正和 田辺　悦章 橋渡　貴司 瓜倉　厚志 福澤　　圭 小椋　美紀 川端千香子 －

高橋　慶多 北　　章延 佐々木幹治 芳賀　喜裕 高木　雅悠 高野　　隼 牛島　貴弘 馬淵　　龍 谷川原綾子

横井　知洋 井上　信哉 今江　禄一 川嶋　広貴 南島　一也 大野　直樹 石橋　　徹 堀次　元気 小林　達明 2013
林　　裕晃 三浦　頌太 臼井　桂介 簱　理英美 稲田　　智 松浦　由佳 中村　　舞 大葉　　隆 門前　　暁 2014
福井　亮平 我妻　　慧 中澤　寿人 伊藤富貴子 谷口　拓矢 中河　賢一 羽場　友信 松永　雄太 福田　晋久 2015

－ 赤松　　剛 松林　史泰 澁谷　孝行 中森　克敏 吉田　　司 廣澤　文香 髙田　光雄 － 2016
津田　規吏 長谷川大輔 清水　秀年 大塚　智子 西村　一晃 竹森　大智 中村　憲治 稲葉　洋平 佐藤　顕広 2017
大橋　昂平 矢田　伸広 河原　大輔 萩原　芳明 板谷　春佑 丹　　章吾 栗山　　和 永元　啓介 － 2018
岡本　千鶴 細川　翔太 尾崎　大輔 市川　卓磨 丸山　修紀 五月女　華 ショウラー恵 上野　博之 辻井　克友 2019
酒井　友貴 高橋 良幸 広木　智之 佐藤　有将 吉浦　貴之 鶴岡　礼奈 市川　　尚 高城　正宏 黒木　莉香 2020
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学会を支えた人たち

表彰者3　Most Citation Award、国際貢献賞、論文支援功労賞など （和文誌）

表彰贈呈式年 論文支援功労賞

2017 大野　　剛 瓜倉　厚志 森　　泰成 川村　義彦
Jung Min

Kim
Meng Li

2018 竹永　智美 森川　惠子 竹上　和希 橋田　昌弘
Anchali

Krisanachinda

2019 宮原　信幸 田中　利恵 上田　克彦
Chiung-Wen

Kuo
川田　秀道

2020 Kenji Suzuki
Bram van

Ginneken

Katsuyuki

Taguch
辻岡　勝美 堀江　朋彦

Most Citation Award 国際貢献賞


