
１.理事・監事

役職 氏  名 勤務先 所属部課 所属学協会名

会　長 佐々木康人 湘南鎌倉総合病院 附属臨床研究センター 通信会員

総務理事 菊地　　透 自治医科大学 ＲＩセンター 通信会員

常任理事 山下　　孝 公益社団法人日本アイソトープ協会 常務理事 日本アイソトープ協会

常任理事 本田　憲業 埼玉医科大学総合医療センター 放射線科 日本画像医学会

常任理事 大野　和子 京都医療科学大学 医療科学部 通信会員

理　事 石口　恒男 愛知医科大学 放射線科 日本医学放射線学会

理　事 奥村　泰彦 明海大学歯学部 歯科放射線学科 日本歯科放射線学会

理　事 鈴木　昇一 藤田保健衛生大学医療科学部 放射線学科 日本放射線技術学会

理　事 的場　洋明 長瀬ランダウア株式会社 代表取締役常務 個人線量測定機関協議会

理　事 茂松　直之 慶応義塾大学　医学部 放射線科学教室 日本放射線腫瘍学会

理　事 佐藤　公悦 トーレック株式会社 代表取締役 日本画像医療システム工業会

理　事 古井　　滋 帝京大学医学部 放射線科 日本ＩＶＲ学会

理　事 松丸　祐司 虎の門病院 脳神経血管内治療科 日本脳神経血管内治療学会

理　事 細井　義夫 東北大学大学院医学系研究科 放射線生物学分野 日本放射線影響学会

理　事 宮崎　俊一 近畿大学医学部　 循環器内科 日本循環器学会

理　事 坂本　　肇 山梨大学医学部付属病院 放射線部
日本血管撮影・イン
ターベンション専門診

療放射線技師認定機構

監　事 中村　仁信 医療法人友絋会　彩都友絋会病院 病院長 通信会員

監　事 田中　良明 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院 放射線治療センター 通信会員

２.顧　問

役職 氏  名 勤務先 所属部課

顧　問 松平　寛通 （元）放射線医学総合研究所　所長 （元）ICRP Main Commission　委員

顧　問 馬淵　清彦 （元）放射線影響研究所　疫学部 （元）ICRP Committee 1　委員

顧　問 丹羽　太貫 バイオメディックス株式会社 ICRP Main Commission　委員

顧　問 稲葉　次郎 （元）放射線医学総合研究所 （元）ICRP Committee 2　委員

顧　問 平岡　真寛 京都大学大学院医学研究科　腫瘍放射線科学 （元）ICRP Committee 3　委員

顧　問 小佐古敏荘 東京大学原子力研究総合センター （元）ICRP Committee 4　委員
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顧　問 中村　　典 放射線影響研究所 ICRP Committee　１　委員

顧　問 伴　　信彦 東京医療保健大学　看護学部 ICRP Committee　１　委員

顧　問 石榑　信人 名古屋大学医学部保健学科 ICRP Committee　２　委員

顧　問 米倉　義晴 放射線医学総合研究所理事長 ICRP Committee　３　委員

顧　問 甲斐　倫明 大分看護大学　人間科学講座環境科学研究室 ICRP Committee　４　委員

顧　問 酒井　一夫 放射線医学総合研究所 ICRP Committee　５　委員

役職 氏  名 勤務先 所属部課

名誉会員 佐々木武仁 東京医科歯科大学名誉教授 （元）理事・監事

名誉会員 島野　達也 島野歯科医院 （元）理事

名誉会員 橋本　省三 （元）慶応義塾大学 （元）理事

４.企画・実行委員会委員

役職 氏  名 勤務先 所属部課

委員長 大野　和子 京都医療科学大学 医療科学部

委員 奥村　泰彦 明海大学歯学部　 歯科放射線学分野

委員 鈴木　昇一 藤田保健衛生大学医療科学部 診療放射線技術学科

委員 菊地　　透 自治医科大学 ＲＩセンター

委員 山下　　孝 公益社団法人日本アイソトープ協会 常務理事

委員 的場　洋明 長瀬ランダウア株式会社 代表取締役常務

委員 佐藤　光悦 トーレック株式会社 代表取締役

委員 福士　政広 首都大学東京　荒川キャンパス 健康福祉学部放射線学科

５.編集・広報委員会委員

役職 氏  名 勤務先 所属部課

委員長 菊地　　透 自治医科大学 ＲＩセンター

委員 粟井　一夫 榊原記念病院 放射線部

委員 井原　　智 （元）杏林大学医学部 アイソトープ研究部

委員 大野　和子 京都医療科学大学 医療科学部

委員 鈴木　昇一 藤田保健衛生大学医療科学部 診療放射線技術学科

３.名誉会員



委員 多田順一郎 放射線安全フォーラム

委員 田中　淳司 埼玉医科大学医学部 放射線医学教室

委員 山口　一郎 国立保健医療科学院 生活環境部

委員 立崎　英夫 放射線医学総合研究所 緊急被ばく医療研究センター

委員 秋田　　肇 社団法人日本アイソトープ協会 情報システム課

６.医療放射線と妊娠に関するＱ＆Ａ作成検討委員会委員

役職 氏  名 勤務先 所属部課

委員長 菊地　　透 自治医科大学 アイソトープセンター

幹　事 大野　和子 京都医療科学大学 医療科学部

委　員 赤羽　恵一 放射線医学総合研究所　重粒子医科学センター 医療被ばく防護研究室

委　員 井原　　智 （元）杏林大学医学部 アイソトープ研究部

委　員 佐々木康人 医療放射線防護連絡協議会　 会長

委　員 関沢　明彦 昭和大学医学部 産婦人科

委　員 祖父江由美子東邦大学大森医療センター

委　員 多田順一郎 放射線安全フォーラム

委　員 山口　一郎 国立保健医療科学院 生活環境部


