
2020年度日本放射線技術学会委員等一覧
総務委員会

名誉顧問・名誉会員
名誉顧問　　　土井　邦雄
名誉会員　　　山田　勝彦　　川上　壽昭　　野原　弘基　　速水　昭雄　　川村　義彦　　藤田　　透　　小寺　吉衞　　真田　　茂
役員
代表理事　　　白石　順二　　副代表理事　　奥田　保男　　根岸　　徹　　
理　　事　　　石田　隆行　　市田　隆雄　　岩永　秀幸　　内田　幸司　　小笠原克彦　　小倉　明夫　　坂本　　肇　　坂本　　博　　高島　弘幸
　　　　　　　田中　利恵　　千田　浩一　　對間　博之　　中前　光弘　　中屋　良宏　　福西　康修　　梁川　範幸　　柳田　　智
監　　事　　　森　　克彦　　漢那　憲聖

委　員　会　　　　　　　　　（☆担当理事 ◎委員長・部会長 ○副委員長）
常置委員会
企画委員会
　　　　　 ◎ 坂本　　博 ○ 中前　光弘　　岩永　秀幸　　清水　紀恵　　高島　弘幸　　錦　　成郎　　西出　裕子　　前田　　賢
　　倫理関連小委員会　   ◎ 中前　光弘　　小笠原克彦　　奥田　保男　　佐藤　智春　　杉森　博行　　武井　宏行　　辰己　大作
編集委員会
　学会雑誌編集委員会
　　　　　 ◎ 石田　隆行 ○ 千田　浩一 ○ 小笠原克彦 ○ 辰己　大作 ○ 細貝　良行　　阿部美津也　　石坂　欣也　　今江　禄一　　岡本　　剛
　　　　　　　小倉　明夫　　小田桐逸人　　甲谷　理温　　木下　尚紀　　高田　　賢　　高津　安男　　田辺　悦章　　塚本　篤子　　林　　秀隆
　　　　　　　三輪　建太　　吉田　　豊
　　　シニア編集支援班　　　桂川　茂彦　　荒木不次男　　江口　陽一　　大西　英雄　　𡈽井　　司
　　企画小委員会　　　　 ◎ 高津　安男　　小笠原克彦　　齋藤　茂芳　　田辺　悦章　　村松千左子
　　用語集管理小委員会　 ◎ 小笠原克彦　　安渡　大輔　　内田　幸司　　川眞田　実　　谷川　琢海　　谷川原綾子
　英語論文誌編集委員会
　　　　　 ☆ 小笠原克彦 ◎ 土井　邦雄 ○ 桂川　茂彦 ○ 小寺　吉衞 ○ 真田　　茂　　石田　隆行　　石森　佳幸　　市川　勝弘　　内山　良一
　　　　　　　梅田　徳男　　大西　英雄　　小口　　宏　　小倉　明夫　　織田　圭一　　柏倉　健一　　久保　　均　　佐々木康夫　　高島　弘幸
　　　　　　　高橋　　豊　　田中　利恵　　中山　良平　　西出　裕子　　原　　武史　　東田　善治　　藤田　広志　　藤淵　俊王　　藤原　康博
　　　　　　　船間　芳憲　　細羽　　実　　松原　孝祐　　宮地　利明　　村松千左子　　杜下　淳次　　山口　　功　　山本　智朗
　　日本医学物理学会編集委員【参考】
　　　　　 ○ 川村　慎二 ○ 遠藤　真広 ○ 荒木不次男 ○ 長谷川智之　　遠藤　　暁　　尾川　浩一　　金澤　光隆　　兼松　伸幸　　国枝　悦夫
　　　　　　　小森　雅孝　　齋藤　秀敏　　榮　　武二　　菅　　幹生　　隅田　伊織　　納冨　昭弘　　羽石　秀昭　　星　　正治　　蓑原　伸一
　　　　　　　村山　秀雄　　森　慎一郎　　山本　誠一　　山本　　徹　　渡部　浩司
　　海外編集委員【参考】
　　　　　　　Kin Yin Cheung（Hong Kong） Arun Chougule（India） Freddy Haryanto（Indonesia） Anchali Krisanachinda（Thailand）
　　　　　　　Qiang Li（China） Pei-Jan Paul Lin（USA） Kwan-Hoong Ng（Malaysia） Eva Bezak（Australia）
　　　　　　　Tae Suk Suh（Korea） 田口　克行（USA） 山本　時裕（USA） 横山　　滋（USA） 渡邉　洋一（USA）
出版委員会
　　　　　 ◎ 坂本　　肇 ○ 小山　修司　　飯田紀世一　　内田　幸司　　齋藤　茂芳　　齋藤　祐樹　　高木　　卓　　梁川　　功
学術委員会
　　　　　 ◎ 梁川　範幸 ○ 柳田　　智　　飯森　隆志　　奥田　保男　　小口　　宏　　川眞田　実　　佐藤　　斉　　篠原　範充　　中前　光弘
　　　　　　　中屋　良宏　　西出　裕子　　松原　孝祐
　ダイバーシティ推進調査班
　　　　　　　風間　清子　　小野寺　崇　　木下真由美　　小山　　亮　　下沢　恵太　　高森　清華　　福澤　　圭　　水井　雅人　　宮田真理子
　　　　　　　村上　典子
　AI技術活用班
　　　　　　　川下　郁生　　奥田　光一　　篠原　範充　　富永　正英　　林　　則夫　　藤淵　俊王　　馬込　大貴　　谷川原綾子
　学術研究班
　　2019，2020年度班
　　A．テーマ研究
　　　①学術研究班　Artificial Intelligence技術を用いたVMAT治療計画の臨床応用に向けた多施設研究班
　　　　　　　門前　　一　　上田　悦弘　　上間　達也　　清水由美子　　田村　　命　　福永　淳一　　村木　勇太
　　　②学術研究班　超高磁場MR装置を用いた脳微細構造測定および脳代謝計測精度の多施設間比較に関する研究班
　　　　　　　齋藤　茂芳　　久保　　均　　國領　大介　　畑　　純一　　疋島　啓吾
　　　③学術研究班　獣医学分野との放射線治療画像解析を用いた生物学的評価検討班
　　　　　　　田辺　悦章　　石田　隆行　　井芹　俊恵　　江藤　秀俊
　　　④学術研究班　放射性医薬品の適正管理に関する調査研究班
　　　　　　　横塚　記代　　飯森　隆志　　對間　博之　　仲　　定宏　　花岡　宏平
　　　⑤学術研究班　核医学画像における機械学習を用いた散乱・減弱補正システムの開発：デジタルモデルを用いた検討班
　　　　　　　菊池　明泰　　奥田　光一　　川上　　敬　　椎葉　拓郎　　白川　誠士　　對間　博之　　松友　紀和
　　B．一般研究
　　　⑥学術研究班　IVR装置間の皮膚線量計測と線量分布計算による被ばく線量の定量的評価班
　　　　　　　荒木不次男　　大野　　剛　　坂部　大介　　坂本　　崇　　栃原　秀一　　西村　啓吾　　深松　昌博　　矢野　祐二
　　　⑦学術研究班　MRI検査におけるアイメイクなどの化粧品が画像と人体に及ぼす影響に関する調査研究班
　　　　　　　星　由紀子　　木村　智圭　　五月女康作　　曽根　　理　　立石　敏樹　　中西　沙紀　　矢部　邦宏
　　　⑧学術研究班　タウPETイメージングの標準的撮像法の確立を目的とした多施設共同研究班
　　　　　　　我妻　　慧　　赤松　　剛　　上髙　祐人　　櫻井　　実　　花岡　宏平　　藤田　尚利　　三輪　建太　　山尾　天翔



　　　⑨学術研究班　ディジタルブレストトモシンセシスに関する不変性試験項目の確立班
　　　　　　　篠原　範充　　秋山　　忍　　伊東　孝宏　　岡田　智子　　齋藤　久美　　千葉　陽子　　根岸　　徹　　広藤　喜章
　　　⑩学術研究班　マンモグラフィ読影におけるカラー表示の病変検出能班
　　　　　　　伊藤　光代　　小倉　明夫　　杉本　奈穂　　広藤　喜章　　松下　浩基　　水口　　敬
　　2020，2021年度班
　　A．テーマ研究
　　　⑪学術研究班　核医学検査における被ばく線量および画質の適正化を目的としたSPECT総合画像評価用ファントムの開発班
　　　　　　　市川　　肇　　伊東　利宗　　小野口昌久　　加藤　豊大　　澁谷　孝行　　島田　秀樹　　野坂　広樹
　　　⑫学術研究班　アミロイド薬剤を用いた放射性薬剤自動投与器の投与精度に関する研究班
　　　　　　　前田　幸人　　赤松　　剛　　井狩　彌彦　　越智　伸司　　津田　啓介　　松本　圭一
　　　⑬学術研究班　放射線治療プロセスの適正管理に関する研究：不確かさを用いた品質管理班
　　　　　　　木下　尚紀　　黒河　千恵　　清水　森人　　高倉　　亨　　鶴田　裕輔　　茂木　佳菜
　　　⑭学術研究班　医療被ばくの線量管理におけるモダリティー横断的標準分類コードの確立班
　　　　　　　船橋　正夫　　奥田　保男　　米屋　勇佑　　坂本　　肇　　對間　博之　　西田　　崇　　西丸　英治
　　B．一般研究
　　　⑮学術研究班　ディジタルマンモグラフィーにおける撮影履歴の収集とデータベースの構築および技術的な因子の解析班
　　　　　　　石井　美枝　　石井　里枝　　中村　　舞　　畑田　俊和　　東田　善治　　前田めぐみ　　村上　典子
　　　⑯学術研究班　MRI検査用金属探知機の特性評価に関する研究班
　　　　　　　林　　則夫　　大川　竜也　　小倉　明夫　　加藤　　裕　　高橋　哲彦　　出口　佑樹　　谷畑　誠司
教育委員会
　　　　　 ◎ 西出　裕子 ○ 對間　博之　　奥田　保男　　樫山　和幸　　金沢　　勉　　高内　孔明　　塚本　篤子　　林　　直樹　　藤原　康博
　　　　　　　前田富美恵
　東南アジア教育支援班　　　小寺　吉衞　　奥田　保男　　ハンニ　トン　　梁川　範幸　　山品　博子
大会開催委員会
　　　　　 ◎ 柳田　　智 ○ 根岸　　徹　　飯田紀世一　　風間　清子　　川田　秀道　　高島　弘幸　　中前　光弘　　南部　秀和　　錦　　成郎
　　　　　　　根宜　典行　　松原　孝祐　　梁川　範幸
　プログラム編成班　　　　　根宜　典行　　堀井慎太郎　　奥村　圭祐
　ASCOSO運営小委員会 高内　孔明　　飯田紀世一　　加藤　英樹　　中屋　良宏　　西出　裕子　　根宜　典行　　樋口　壮典　　星野　貴志
　　　　　　　　　　　　　　柳田　　智
第77回総会学術大会　　　　　大会長：　　　西出　裕子
　　　　　　　　　　　　　　実行委員会： ◎ 根岸　　徹　　伊東　孝宏　　小山　智美　　篠原　範充　　塚本　篤子　　山品　博子
第49回秋季学術大会　　　　　大会長：　　　川田　秀道
　　　　　　　　　　　　　　実行委員会： ◎ 藤淵　俊王　　大野　　剛　　加藤　豊幸　　黒岩　靖淳　　黒木　英郁　　清水　紀恵　　高木　剛司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野満　洋平　　羽手村昌宏　　村上　誠一　　ユン　ヨンス
第78回総会学術大会　　　　　大会長：　　　白石　順二
　　　　　　　　　　　　　　実行委員会： ◎ 市田　隆雄　　赤澤　博之　　辰己　大作　　對間　博之　　長島　宏幸
国際戦略委員会
　　　　　 ◎ 田中　利恵 ○ 林　　則夫　　大葉　　隆　　加藤　英樹　　高津　安男　　中村登紀子　　花岡　宏平　　馬込　大貴
表彰委員会
　　　　　 ◎ 福西　康修 ○ 船橋　正夫　　池田　龍二　　笈田　将皇　　金沢　　勉　　川又　郁夫
広報・渉外委員会
　　　　　 ◎ 岩永　秀幸 ○ 川田　秀道　　太田　知里　　坂本　　博　　西丸　英治　　細貝　良行　　谷畑　誠司　　山品　博子
財務委員会
　　　　　 ◎ 赤澤　博之 ○ 市田　隆雄　　小泉　幸司　　杉山　淳子　　錦　　成郎　　林　　秀隆
総務委員会
　　　　　 ◎ 林　　秀隆 ○ 根岸　　徹　　赤澤　博之　　樫山　和幸　　田畑　慶人　　千田　真大　　錦　　成郎　　前田富美恵
　総会運営小委員会
　　　　　 ◎ 林　　秀隆 ○ 赤澤　博之　　風間　清子　　樫山　和幸　　草山　泰子　　倉本　　卓　　千田　真大　　藤岡知加子　　前田富美恵

代表理事直轄委員会
放射線防護委員会
　　　　　 ◎ 五十嵐隆元 ○ 加藤　英幸　　坂本　　肇　　鈴木　昇一　　高木　　卓　　塚本　篤子　　對間　博之　　松原　孝祐
　核医学領域における線量管理に関する検討班
　　　　　　　對間　博之　　市川　　肇　　小野間恵乃　　久保　和広　　澁谷　孝行　　渡邉　公憲
標準・規格委員会　　　　　　（運）＝運営委員
　　　　　 ◎ 村松　禎久 ○ 多田　浩章 （運）今井　宜雄 （運）川眞田　実 （運）坂本　　博 （運）根岸　　徹 （運）宮﨑　　茂 （運）山本　　剛　　相澤　光博
　　　　　　　相田　雅道　　青木　陽介　　遠藤　　敦　　大越　　厚　　奥田　保男　　小倉　　泉　　落合幸一郎　　小野口昌久　　小野寺晋志
　　　　　　　加藤　　洋　　河本　敦夫　　北川　　久　　北村　善明　　木藤　里恵　　小切　孝洋　　五孝　　大　　小林　隆幸　　小林　　剛
　　　　　　　齋藤　祐樹　　坂本　　肇　　桜井　正児　　佐藤　智春　　佐藤　　洋　　佐藤　洋輔　　庄司　友和　　末永　光八　　鈴木　康裕
　　　　　　　鈴木　雄一　　須田　匡也　　諏訪　和明　　関本　道治　　曾根　将文　　大﨑　洋充　　高橋　順士　　田尻　　稔　　谷本　克之
　　　　　　　筑間晃比古　　中村　浩章　　野津　　勤　　平瀬　　清　　平田　　聡　　福喜多博義　　細羽　　実　　法橋　一生　　松浦　由佳
　　　　　　　松田　恵雄　　松原　　馨　　三島　　章　　見本　真一　　三宅　博之　　横岡　由姫　　吉野　慎一　　我妻　　慧
関係法令委員会
　　　　　 ◎ 藤淵　俊王 ○ 渡邉　　浩　　木田　哲生　　北山　早苗　　平木　仁史　　堀次　元気　　前原　善昭　　山口　一郎
医療安全委員会
　　　　　 ◎ 麻生　智彦 ○ 木田　哲生　　小泉　幸司　　谷川　勝哉　　谷口　正洋　　半村　勝浩　　東村　享治　　山口　　功



特別委員会
日本放射線技術史（第 3巻）編纂特別委員会
　　　　　 ◎ 錦　　成郎 ○ 藤田　　透　　赤澤　博之　　江島　光弘　　奥田　保男　　小寺　吉衞　　齋藤　茂芳　　田中　龍蔵　　𡈽井　　司
　　　　　　　梁川　範幸
　日本放射線技術史（第 3巻）執筆編集小委員会
　　　　　 ◎ 奥田　保男 ○ 梁川　範幸　　加藤　　洋　　坂本　　博　　塚本　篤子　　對間　博之　　羽生　裕二　　東出　　了

その他の委員会
選挙管理委員会
　　　　　 ◎ 本郷　隆治 ○ 佐川　　肇　　上山　　毅　　木下　　愛　　水田　正芳
倫理審査委員会
　　　　　 ◎ 奥田　保男 ○ 小笠原克彦　　石田　隆行　　遠藤登喜子　　大野　和子　　蔵田　伸雄　　栗原千絵子　　千田　浩一　　船橋　正夫
　　　　　　　梁川　範幸
プログラム委員会　　　　　　（倫）＝倫理審査担当委員
　　　　　 ◎ 中前　光弘 ○ 石原　敏裕　　磯辺　智範　　國友　博史　　佐々木浩二　　庄司　友和　　竹井　泰孝　　谷川　琢海　　西池　成章
　　　　　　　根宜　典行　　林　　則夫　　三宅　博之　　山川　仁憲　　横塚　記代 （倫）辰己　大作 （倫）佐藤　智春 （倫）杉森　博行 （倫）武井　宏行
　　　　　 （倫）若林　康治
学会事業評価委員会
　　　　　 ◎ 江島　光弘 ○ 𡈽井　　司　　新井　正一　　川下　郁生　　真田　　茂　　梁川　　功　　吉田　和則

専門部会委員会
画像部会委員会
　　　　　 ◎ 篠原　範充　　小野寺　崇　　田中　利恵　　寺本　篤司　　中山　良平　　東出　　了　　柳田　　智　　山本めぐみ　　由地良太郎
核医学部会委員会
　　　　　 ◎ 飯森　隆志　　市川　　肇　　奥田　光一　　小田桐逸人　　甲谷　理温　　櫻井　　実　　花岡　宏平　　孫田　恵一　　宮司　典明
　　　　　　　横塚　記代
　RI内用療法班　　　　　　　花岡　宏平　　右近　直之　　尾川　松義　　坂口　健太　　前田　貴雅　　米山　寛人
放射線治療部会委員会
　　　　　 ◎ 小口　　宏　　有路　貴樹　　小島　秀樹　　佐々木幹治　　鈴木　幸司　　辰己　大作　　中口　裕二　　中島　　大　　林　　直樹
撮影部会委員会
　　　　　 ◎ 中前　光弘　　市田　隆雄　　瓜倉　厚志　　金沢　　勉　　小山　智美　　関　　将志　　高木　　卓　　西池　成章　　野村　恵一
　　　　　　　林　　則夫　　三宅　博之　　山川　仁憲　　山品　博子　　山村憲一郎
　乳房撮影ガイドライン普及班　　　　　　　小山　智美　　斎　　政博　　久保　和広　　隈　　浩司　　黒蕨　邦夫　　小林　　剛　　新藤　陽子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西出　裕子　　平井　和子　　村山真由美
計測部会委員会
　　　　　 ◎ 佐藤　　斉　　落合幸一郎　　加藤　　洋　　小山　修司　　庄司　友和　　関本　道治　　富永　正英　　根本　道子　　能登　公也
　診断領域線量計標準センター班
　　　　　　　小山　修司　　赤澤　博之　　石川　正純　　大塚　昌彦　　小倉　隆英　　加藤　　洋　　河窪　正照　　佐藤　　斉
　　　　　　　佐藤　昌憲　　関本　道治　　千田　浩一　　富永　正英　　能登　公也　　堀井　　均　　松原　孝祐
放射線防護部会委員会
　　　　　 ◎ 松原　孝祐　　五十嵐隆元　　大葉　　隆　　小林　正尚　　竹井　泰孝　　塚本　篤子　　西丸　英治　　藤淵　俊王　　森　祐太郎
　小児股関節撮影における生殖腺防護に関する検討班
　　　　　　　竹井　泰孝　　江口　佳孝　　川浦　稚代　　鈴木　昇一　　田島　将行　　広藤　喜章　　本元　　強　　宮嵜　　治
医療情報部会委員会
　　　　　 ◎ 川眞田　実　　上野登喜生　　大谷友梨子　　志村　浩孝　　須藤　　優　　多田　浩章　　谷川　琢海　　原瀬　正敏　　福岡美代子
　　　　　　　谷川原綾子　　安田　満夫

地方支部　　　　　　　　　　（長）＝支部長　（監）＝監事
　　　　　　　　　北海道 （長）山口　隆義 （監）藤田　勝久 （監）黒蕨　邦夫　　　　東　北 （長）坂本　　博 （監）梁川　　功 （監）江口　陽一
　　　　　　　　　関　東 （長）梁川　範幸 （監）平野　浩志 （監）石田　有治　　　　東　京 （長）飯田紀世一 （監）神崎　扇洋 （監）佐藤　智春
　　　　　　　　　中　部 （長）國友　博史 （監）小山　修司 （監）松浦　幸広　　　　近　畿 （長）福西　康修 （監）船橋　正夫 （監）山口　和也
　　　　　　　中国・四国 （長）西丸　英治 （監）平田　吉春 （監）北山　　彰　　　　九　州 （長）川田　秀道 （監）橋田　昌弘 （監）和田　博文

第77回総会学術大会
宿題報告者　　　　　　　　　小野口昌久　　梁川　範幸　　
シンポジウム（Ⅰ）　　　座長：田中　利恵　　高津　安男　　シンポジスト：大葉　　隆　　桂川　茂彦　　加藤　英樹　　児玉　直樹　　白石　順二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村登紀子　　林　　則夫　　馬込　大貴
シンポジウム（Ⅱ）　　　座長：木下　尚紀　　小口　　宏　　シンポジスト：黒河　千恵　　清水　森人　　高倉　　亨　　鶴田　裕輔　　茂木　佳菜
シンポジウム（Ⅲ）　　　座長：西出　裕子　　　　　　　　　シンポジスト：木村建次郎　　佐々木毬子　　松島　　秀　　森田　孝子


