
氏名 岩井 啓介 （いわい けいすけ） 

役職 主任診療放射線技師 

資格 

学会活動 

第一種放射線取扱主任者 

放射線治療品質管理士 

放射線治療専門放射線技師 

京都放射線腫瘍研究会 幹事 

奈良 VARIAN ユーザーズミーティング 共同代表 

日本放射線腫瘍学会会員 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 西岡 宏之 （にしおか ひろゆき） 

役職 主任診療放射線技師 

資格 

学会活動 

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 

救急撮影認定技師 

放射線管理士 

放射線機器管理士 

医用画像情報管理士 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 日浦 之和 （ひうら ゆきかず） 

役職 
主任診療放射線技師 

放射線取扱主任者 

資格 

学会活動 

第一種放射線取扱主任者 

日本磁気共鳴専門技術者 

関西 MAGNETOM 研究会 幹事 

奈良県 MR カンファレンス 幹事 

奈良県放射線技師会 理事 

日本放射線技術学会 近畿支部広報委員 

日本磁気共鳴医学会 会員 

 

 

 

 

 

 

 



氏名 宮西 忠史 （みやにし ただし） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

奈良 CT カンファレンス 副代表 

日本放射線技術学会 会員 

日本 CT 技術学会 会員 

公益社団法人 日本放射線技術学会 学術研究班 

Radiation Dose Structured Report の整合性に関する検討班班員 

 

氏名 山﨑 良 （やまざき りょう） 

役職 主任診療放射線技師 

資格 

学会活動 

日本磁気共鳴専門技術者 

医学物理士 

第一種放射線取扱主任者 

日本磁気共鳴専門技術者認定機構 理事 

関西 MRI 技術研究会 世話人 

Advanced MR Forum 幹事 

上方 MAG.net CAMP 世話人 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 辻 貴裕 （つじ たかひろ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

X 線 CT 認定技師 

ADCT 研究会 世話人 

関西 CT 技術シンポジウム 幹事 

関西キャノン CT ユーザー会 副代表幹事 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 奥田 孝直 （おくだ たかなお） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

 

 

 

 



氏名 元渕 慎介 （もとぶち しんすけ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 竹内 康 （たけうち やすし） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

放射線治療品質管理士 

放射線治療専門放射線技師 

奈良 VARIAN ユーザーズミーティング 世話人 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 北川 祥美 （きたがわ ひろみ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 森本 明 （もりもと あきら） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

放射線治療専門放射線技師 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 上田 幸弘 （うえだ ゆきひろ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

放射線治療専門放射線技師 

医学物理士 

第一種放射線取扱主任者 

日本放射線技術学会 会員 

 

 

 

 

 

 

 



氏名 紀太 千恵子 （きだ ちえこ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 

日本放射線技術学会 総務委員 

日本放射線技術学会 総会運営小委員会 委員 

日本放射線技術学会 近畿支部 編集委員 

日本放射線技術学会 計測部会委員会 委員  

第 1 回 JART・JSRT 合同学術大会実行委員会 委員 （～2025 年１月） 

 

氏名 錦 一聡 （にしき かずあき） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

奈良県放射線技師会 理事 

日本放射線技術学会 会員 

奈良県放射線技師会 教育委員長 

 

氏名 佐野 孝明 （さの たかあき） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 北 宗高 （きた むねたか） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

第一種放射線取扱主任者 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 田邊 文衞 （たなべ ふみえい） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

奈良 CR 勉強会 幹事 

日本放射線技術学会 会員 

 

 

 

 

 

 



氏名 山田 和弥 （やまだ かずや） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

救急撮影認定技師 

関西地区 CR 研究会 幹事 

奈良 CR 勉強会 幹事 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 小西 高史 （こにし たかし） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

関西 IVR 撮影技術研究会 幹事 

日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 楠 聡介 （くす そうすけ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 椎名 隆之 （しいな たかゆき） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 畑中 慈史 （はたなか やすし） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 日野 泰平 （ひの たいへい） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

 

 

 



氏名 船曳 政史 （ふなびき まさし） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 山本 大輔 （やまもと だいすけ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 小西 優斗 （こにし ゆうと） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 岡本 健太郎 （おかもと けんたろう） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 増本 千秋 （ますもと ちあき） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 畑中 弓絵 （はたなか ゆみえ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 福田 涼香 （ふくだ すずか） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 



氏名 平川 耕太 （ひらかわ こうた） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 岡本 一将 （おかもと かずまさ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 堺 菜緒 （さかい なお） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 佐藤 実紀 （さとう みき） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 鈴木 丈琉 （すずき たける） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 高木 駿磨 （たかぎ しゅんま） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 栁原 淳人 （やなぎはら あつと） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 



氏名 鶴長 修匡 （つるなが なおただ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 長谷川 双葉 （はせがわ ふたば） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
日本放射線技術学会 会員 

 

氏名 曽根 八郎 （そね はちろう） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
 

 

氏名 木村 全伸 （きむら まさのぶ） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 
 

 

氏名 近藤 嘉光 (こんどう よしみつ) 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

第一種放射線取扱主任者 

日本核医学会 会員 

 

氏名 辻 昭夫 （つじ あきお） 

役職 診療放射線技師 

資格 

学会活動 

関西地区 CR 研究会 名誉幹事 

日本放射線技術学会 会員 

 

 

他３名 


