
2022年度日本核医学会役員 

 

1．理事会 

理事長 絹谷 清剛 

庶務担当理事 藤井 博史、加藤 克彦 

会計担当理事 久慈 一英 

選出理事 石井 一成、伊藤 浩、井上 優介、内山 眞幸、岡沢 秀彦、小野 正博、 

 加藤 克彦、絹谷 清剛、久慈 一英、立石 宇貴秀、近森 大志郎、外山 宏、 

 中本 裕士、成相 直、西山 佳宏、橋本 順、藤井 博史、細野 眞、森 一晃、 

 渡部 浩司 

指名理事 宇都宮 啓太、金田 朋洋、工藤 崇、佐々木 雅之、下瀬川 恵久 

監事 沖崎 貴琢、坂本 攝 

 

2. 委員会 

(1) 編集委員会 

編集長 石井 一成 

副編集長 中本 裕士 

委員 伊藤 公輝、上原 知也、沖崎 貴琢、甲斐田 勇人、加藤 克彦、北島 一宏、 

 久冨 信之、坂田 宗之、高橋 康幸、巽 光朗、辻 厚至、辻川 哲也、 

 鳥井原 彰、中條 正豊、西井 龍一、花岡 宏史、馬場 眞吾、平田 健司、 

 真鍋 治、三浦 弘行、南本 亮吾、三輪 健太、Mei Tian 

アドバイザー 森田 智視 

 

(2) 教育・専門医審査委員会 

委員長 橋本 順 

副委員長 細野 眞、下瀬川 恵久 

委員 秋澤 宏行、伊藤 浩、井上 優介、沖崎 貴琢、萱野 大樹、絹谷 清剛、 

 木村 裕一、 久下 裕司、佐々木 雅之、志賀 哲、須山 淳平、立石 宇貴秀、 

 外山 宏、成相 直、西山 佳宏、原田 貴子、福島 賢慈、福嶋 善光、 

 間賀田 泰寛、松本 圭一、森 一晃、渡部 浩司 

アドバイザー 中嶋 憲一、望月 輝一 

 

① 核医学専門医制度検討委員会 

委員長 橋本 順 

② 核医学診療看護師制度小委員会 

委員長 細野 眞 

委員 小泉 潔、辰巳 早百合、原田 貴子 

  



③ 核医学認定薬剤師制度小委員会 

委員長 間賀田 泰寛 

委員 荒野 泰、久下 裕司、小泉 潔、佐治 英郎、鈴木 貴明、土屋 文人、 

 橋本 順、藤塚 一行、細野 眞、望月 輝一、八島 秀明 

 

(3) PET核医学委員会 

委員長 細野 眞 

副委員長 佐々木 雅之、立石 宇貴秀 

委員 石井 賢二、伊藤 浩、奥山 智緒、小野 正博、川本 雅美、菊川 薫、 

 久慈 一英、小山 孝一、菅原 敬文、間賀田 泰寛、三宅 可奈江、 

 村上 康二、脇 厚生 

 

① PET 研修セミナー専門委員会 

委員長 佐々木 雅之 

委員 石井 賢二、伊藤 浩、奥山 智緒、小野 正博、川本 雅美、菊川 薫、 

 久慈 一英、小山 孝一、菅原 敬文、立石 宇貴秀、細野 眞、間賀田 泰寛、 

 松本 圭一、三宅 可奈江、村上 康二、脇 厚生 

② アミロイド PET読影講習専門委員会 

委員長 石井 賢二 

副委員長 百瀬 敏光 

委員 石井 一成、今林 悦子、千田 道雄、細野 眞 

③ 臨床 PETガイドライン専門委員会 

委員長 村上 康二 

委員 奥山 智緒、川本 雅美、菊川 薫、小山 孝一、菅原 敬文、三宅 可奈江 

④ PET 薬剤基準専門委員会 

委員長 小野 正博 

委員 久下 裕司、中川 俊作、籏野 健太郎、古本 祥三、間賀田 泰寛、脇 厚生 

a. NaF 各条策定作業チーム 

委員長 間賀田 泰寛 

委員 佐々木 將博、高田 由貴、永津 弘太郎、森 哲也、脇 厚生 

⑤ PET 薬剤製造施設認証専門委員会 

委員長 間賀田 泰寛 

委員 千田 道雄、橋本 裕輝、森 哲也、脇 厚生 

⑥ PET 撮像法標準化専門委員会 

委員長 伊藤 浩 

副委員長 渡部 浩司 

委員 坂本 攝、志賀 哲、松本 圭一 

  



⑦ 核医学治験企業懇談会 

委員長 立石 宇貴秀 

委員 伊藤 浩、奥山 智緒、小野 正博、久下 裕司、三宅 可奈江 

⑧ GMP ブラッシュアップワーキンググループ 

委員長 脇 厚生 

委員 小松 由紀子、仲 定宏、西嶋 剣一、橋本 裕輝、森 哲也 

 

(4) PET撮像施設認証制度委員会 

委員長 藤井 博史 

副委員長 森 一晃 

委員 井狩 彌彦、大﨑 洋充、平田 健司、立石 宇貴秀、津田 啓介 
 

(5) 健保委員会 

委員長 加藤 克彦 

副委員長 金田 朋洋 

委員 伊藤 健吾、内山 眞幸、梶原 宏則、絹谷 清剛、高野 祥子、東 達也、 

 間賀田 泰寛、待鳥 詔洋、丸野 廣大、南本 亮吾、村上 康二 

 

(6) 広報委員会 

委員長 岡沢 秀彦 

副委員長 内山 眞幸 

委員 市原 隆、下瀬川 恵久、間賀田 泰寛、加藤 隆司、東 達也、田代 学 

 

(7) リスクマネージメント委員会 

委員長 成相 直 

副委員長 宇都宮 啓太 

 

① リスクマネージメント指針改定ワーキンググループ 

委員長 成相 直 

副委員長 宇都宮 啓太 

委員 伊藤 浩、加藤 克彦、佐々木 雅之、立石 宇貴秀、森 一晃 

 

(8) 放射線防護委員会 

委員長 佐々木 雅之 

副委員長 森 一晃 

委員 稲木 杏吏、右近 直之、大野 和子、久下 裕司、 

工藤 崇、神宮司 メグミ、藤淵 俊王、細野 眞、渡部 浩司 

 



① PET 短寿命核種の規制に係る専門委員会 

委員長 渡部 浩司 

委員 茨木 正信、久下 裕司、岡沢 秀彦、佐々木 將博 

 

(9) 利益相反マネジメント委員会 

委員長 近森 大志郎 

委員 井上 優介、藤井 博史 

 

(10) 倫理委員会 

委員長 伊藤 浩 

委員 小早川 雅男、下瀬川 恵久、高野 晴成、成相 直 

 

(11) 各賞選考委員会 

委員長 佐々木 雅之 

副委員長 西山 佳宏 

委員 絹谷 清剛、加藤 克彦、藤井 博史、石井 一成、橋本 順 

 （理事長、庶務担当理事、編集委員長、教育・専門医審査委員長） 

 

(12) 核医学領域における薬剤師の活動のあり方検討委員会 

委員長 小野 正博 

委員 和泉 啓司郎、久下 裕司、鈴木 貴明、間賀田 泰寛、八島 秀明、 

 吉村 真奈 

 

(13) 小児核医学検査適正施行検討委員会 

委員長 内山 眞幸 

副委員長 北村 正幸 

委員 久慈 一英、杉林 慶一、長木 昭男、中西 淳、西村 元喜、野澤 久美子、 

 橋本 禎介、藤田 勝則、松本 愼 

 

(14) 内用療法戦略会議 

委員長 絹谷 清剛 

委員 阿部 光一郎、内山 眞幸、織内 昇、東 達也、細野 眞 

 

① 新規核種導入作業部会 

委員長 細野 眞 

委員 稲木 杏吏、上原 知也、右近 直之、尾川 松義、吉村 真奈、渡部 浩司 

 片桐 和真、北岡 麻美、島野 哲也、新村 俊幸、杉野 世樹、田沢 周作、 

 中村 伸貴、中村 吉秀、中本 由季、難波 将夫、眞矢 啓史、山下 大地 



(15) 将来計画・経営戦略委員会 

委員長 外山 宏 

副委員長 立石 宇貴秀 

委員 伊藤 浩、岡沢 秀彦、萱野 大樹、千田 道雄、對間 博之、細野 眞、 

 宮川 正男 

 

(16) 予算委員会 

委員長 絹谷 清剛 

委員 久慈 一英、藤井 博史、加藤 克彦 

 （会計担当理事、庶務担当理事） 

 

(17) 医療機器としての単体ソフトウエアの開発支援と診断指標の標準化に関する委員会 

委員長 伊藤 浩 

副委員長 渡部 浩司 

委員 茨木 正信、平田 健司、三輪 建太 

 

(18) FBPA-PET戦略会議 

担当理事 藤井 博史 

委員長 栗原 宏明 

副委員長 吉本 光喜 

委員 金井 泰和、神谷 貴史、畑澤 順、籏野 健太郎、松田 博史、松本 圭一 

 

(19) 診療ガイドライン総括委員会 

委員長 立石 宇貴秀 

委員 石井 一成、小野 正博、近森 大志郎 

 

(20) 2022年世界核医学会実行委員会 

会長（Congress President） 絹谷 清剛 

副会長（Vice President） 外山 宏、藤井 博史 

事務局長（Secretary General） 細野 眞 

会計担当（Treasurer） 立石 宇貴秀 

実行委員長（Chair, Executive Committee） 石井 一成 

広報担当（Chair, Public Relations） 内山 眞幸 

社会活動担当（Chair, Social Activities） 大野 和子 

 

  



(21) 第 23回春季大会実行委員会 

委員長 絹谷 清剛 

副委員長 細野 眞、下瀬川 恵久 

実行委員長 萱野 大樹 

委員 石井 賢二、井上 優介、佐々木 雅之、橋本 順、森 一晃 

 

(22) JSNM会員情報電子化推進作業部会 

委員長 下瀬川 恵久 

委員 岡沢 秀彦、萱野 大樹、平田 健司、尾﨑 直美、橋本 順 

オブザーバー 池田 順子 

 

(23) ダイバーシティ推進準備委員会 

委員長 内山 眞幸 

委員 石守 崇好、太田 三恵子、大野 和子、尾崎 直美、志田原 美保、 

 下瀬川 恵久、藤井 博史、山本 由佳 

 

3．ワーキンググループ担当 

委員長 西山 佳宏 

副委員長 佐々木 雅之 

 

4．幹事会 

幹事長 萱野 大樹 

副幹事長 中谷 航也、渡部 直史 

幹事 石守 崇好、犬伏 正幸、加藤 隆司、川本 雅美、倉田 精二、髙浪 健太郎、 

中條 正豊、西井 龍一、野上 宗伸、平田 健司、山本 由佳 

 

5．分科会 

(1) 腫瘍・免疫核医学研究会 

担当理事 絹谷 清剛 

代表世話人 絹谷 清剛 

 

(2) 日本脳神経核医学研究会 

担当理事 伊藤 浩 

運営委員長 島田 斉 

 

(3) 日本心臓核医学会 

担当理事 近森 大志郎 

副理事長 工藤 崇 



(4) 呼吸器核医学研究会 

担当理事 内山 眞幸 

代表幹事 内山 眞幸 

 

(5) PET核医学分科会 

担当理事 細野 眞 

執行委員長 千田 道雄 

 

(6) 放射性薬品科学研究会 

担当理事 小野 正博 

運営委員長 小野 正博 

 

(7) 核医学理工学分科会 

担当理事 伊藤 浩 

運営委員長 木村 裕一 

 

(8) 核医学看護分科会 

担当理事 内山 眞幸 

運営委員長 尾﨑 直美 

 

6．技術系学会連携担当理事 森 一晃 

7．国外学会等連携担当理事 絹谷 清剛、加藤 克彦、藤井 博史 

   ・米国核医学・分子イメージング学術会議 SNMMI 担当理事 岡沢 秀彦 

   ・世界核医学会 WFNMB 担当理事 絹谷 清剛 

   ・欧州核医学会議 EANM（IAEAを含む）担当理事 工藤 崇 

・アジアオセアニア核医学会 AOCNMB（ARCCNM 兼務）・日韓中核 伊藤 浩 

(1)日中核医学交流運営委員会 

委員長 外山 宏 

顧問 畑澤 順 

委員 呉 勁、小野 正博、季 斌、木村 裕一、窪田 和雄、佐藤 葉子、須山 淳平、 

 張 明栄、對間 博之、中本 裕士、花岡 宏平、原田 貴子、樋口 徹也、 

 平田 健司、細野 眞、山本 智朗、渡部 直史 

 

8．対外活動委員等（担当者を変更した場合、変更届を提出） 

(1) 国内学会等連携担当理事 

① 日本医学放射線学会 立石 宇貴秀 

② 日本核医学技術学会 森 一晃 

 



(2) 派遣委員  

① 内科系学会社会保険連合委員 加藤 克彦、金田 朋洋 

 （健保委員会委員長、副委員長） 

 内科系学会社会保険連合循環器関連委員会委員 近森 大志郎 

 内科系学会社会保険連合放射線関連委員会委員 加藤 克彦 

 内科系学会社会保険連合悪性腫瘍関連委員会委員 加藤 克彦 

 内科系学会社会保険連合遠隔医療関連委員会委員 加藤 克彦 

 

② 日本医学会・日本医学会連合 関係（2021.6.19～2023.6.総会開催日） 

評議員 橋本 順 

連絡員 岡沢 秀彦 

用語委員 西山 佳宏 

用語代委員 伊藤 浩 

雑誌編集者会議委員 石井 一成 

診療ガイドライン統括会議委員 立石 宇貴秀 

 

③ 日本医学放射線学会 

放射線防護委員会委員 佐々木 雅之（放射線防護委員長） 

     用語委員会委員 西山 佳宏 

     医療事故防止委員会委員 成相 直、宇都宮 啓太（ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ委員長、副委員長） 

     PET/MRIタスクフォース委員会委員 野上 宗伸、栗原 宏明 

 

④ 日本専門医機構協議委員 橋本 順（教育専門医審査委員長）、藤井 博史 

⑤ 原子力総合シンポジウム委員 伊藤 浩 

⑥ 放射線医学総合研究所重粒子線がん治療装置等共同利用運営委員会 

委員 織内昇（2020.10.1-2024.9.30） 

⑦ 日本核医学専門技師認定機構 西山 佳宏、宇都宮 啓太（2021.4.1-2023.3.31） 

⑧ アイソトープ・放射線研究発表会（日本アイソトープ協会）委員 佐々木 雅之 

⑨ 日本がん治療認定医機構連絡委員 西山 佳宏 

⑩ 外科系学会社会保険委員会連合委員 

実務、手術 加藤 克彦 

検査 西山 佳宏 

画像診断試案作成ワーキンググループ 金田 朋洋 

外科系学会社会保険委員会連合 AI診療作業部会委員 東 達也 

 

⑪ 医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）委員 佐々木 雅之 

⑫ 医療被ばく研究情報ネットワーク（J-RIME）診断参考レベル（DRL）に関するワーキング

グループ委員 佐々木 雅之 



⑬ 放射性医薬品取り扱いガイドライン ワーキンググループ 

委員 荒野 泰、岡沢 秀彦、川井 恵一、間賀田 泰寛 

⑭ 核医学診療推進国民会議委員 藤井 博史 

⑮ 循環器病ガイドラインシリーズ作成班（日本循環器学会）代表班員 近森 大志郎 


