
平成 28 年度　診療放射線技術科学科　学事

専任教員　	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順、平成 27 年 12 月現在）

氏　　名 担　当　科　目 役職、委員会委員等

青木　　清
（教授）

放射線計測学、電気電子工学実験、放射線関係法規、
放射線管理学、放射線管理学実験、医療放射線科学
総合研究、放射線計測学特論†、医用計測学特別研
究Ⅰ†、医用計測学特別研究Ⅱ†、放射線計測学特
講†、医用計測学特定研究 I†、医用計測学特定研
究Ⅱ†、医用計測学特定研究Ⅲ†

利益相反委員会委員、学長選挙管理委員会委
員、学部 FD 推進部会委員、カリキュラム委
員会委員、企画委員会委員、「がんプロ」に
関する委員会委員、大学院人事委員会委員、
大学院 FD 推進部会委員

奥山　康男
（教授）

放射線機器工学Ⅰ・Ⅱ、放射線機器工学実験、核医
学検査技術学基礎実習、核医学Ⅰ・Ⅱ、科学基礎論、
救急医療学、臨床医療人間学Ⅱ、核医学検査技術学
実習、医療放射線科学総合研究、核医学技術学特論
†、診療画像学特別研究Ⅰ†、診療画像学特別研究
Ⅱ†、医用人間工学特講†、医用画像学特定研究Ⅰ†、
医用画像学特定研究Ⅱ†、医用画像学特定研究Ⅲ†

公開講座委員会委員、就職委員会委員、自己
点検・評価委員会委員、放射線障害防止委員
会委員、放射線管理室委員、就職担当、実習
担当、国家試験対策委員会委員、実習・就職
委員会委員、情報セキュリティ委員会委員、
同窓会連絡係，大学院事務連絡係、「がんプロ」
に関する委員会委員

熊坂さつき
（教授）

科学基礎論、診療画像技術学実験、放射線生物学、
医用画像工学、医療画像科学論文購読、放射線学特
論、医療画像科学総合研究、臨床画像認識学特論
†、診療画像学特別研究Ⅰ†、診療画像学特別研究
Ⅱ†、臨床画像認識学特講†、医用画像学特定研究I†、
医用画像学特定研究Ⅱ†、医用画像学特定研究Ⅲ†

図書館委員会委員、図書選定委員会委員、全
学 FD 委員会委員、自己点検・評価委員会委
員、学部 FD 推進部会委員、第 2 学年担任、
国家試験対策委員会委員、親睦会幹事、大学
院図書館委員会委員、大学院図書選定委員会
委員、大学院 FD 推進部会委員

佐藤　昌憲
（教授）

基礎物理学、物理学序論、科学基礎論、電気工学、
医用物理学実験、放射線治療技術学実験、医療放射
線科学総合研究、放射線治療技術学実習、医用計測
学特別研究Ⅰ†、医用計測学特別研究Ⅱ†、粒子線
画像技術学特講†、医用計測学特定研究Ⅰ†、医用
計測学特定研究Ⅱ†、医用計測学特定研究Ⅲ†

出納責任者、保健管理センター運営委員会委
員、自己点検・評価委員会委員、放射線障害
防止委員会委員、放射線管理室委員、国家試
験対策委員会委員、実習・就職委員会委員、
企画委員会委員

嶋田　守男
（教授）

放射線医学概論、画像解剖学、画像診断技術学Ⅰ、
臨床医学概論、解剖学、画像検査技術学実習、医療
放射線科学総合研究、診断画像情報学特論†、診療
画像学特別研究Ⅰ†、診療画像学特別研究Ⅱ†、診
断画像学特講†、医用画像学特定研究Ⅰ†、医用画
像学特定研究Ⅱ†、医用画像学特定研究Ⅲ†

宗教教育運営委員会委員、紀要（論集）編集
委員、国際センター委員会委員、実習・就職
委員会委員、教員研究会担当

瀬尾　育弐
（教授）

画像工学Ⅰ、画像工学Ⅱ、放射線機器工学実験、画
像工学実験、医療画像科学総合研究、医用画像処理
特論†、診療画像学特別研究Ⅰ†、診療画像学特別
研究Ⅱ†、医用画像処理特講†、医用画像学特定研
究 I†、医用画像学特定研究Ⅱ†、医用画像学特定
研究Ⅲ†

理事、学部長、学部 FD 推進部会委員、カリ
キュラム委員会委員、企画委員会委員、情報
セキュリティ委員会委員、倫理委員会委員、
入学対策委員会委員

西尾　誠示
（教授）

診療画像技術学概論、診療画像技術学実験、診療画
像技術学、画像検査技術学基礎実習、診療画像情報
学Ⅰ、画像検査技術学実習、診療画像情報学Ⅱ、医
療放射線科学総合研究、画像技術学特論†、診療画
像学特別研究Ⅰ†、診療画像学特別研究Ⅱ†、画像
技術学特講†、医用画像学特定研究Ⅰ†、医用画像
学特定研究Ⅱ†、医用画像学特定研究Ⅲ†

全学教授会委員、教員人事委員会委員、放射
線障害防止委員会委員、放射線管理室委員、
カリキュラム委員会委員、国家試験対策委員
会委員、実習・就職委員会委員、企画委員会委
員、入学対策委員会委員、同窓会連絡係、大
学院自己点検 ･ 評価委員会委員、大学院 FD
推進部会委員

原田　和正
（教授）

基礎化学、医用化学実験、生化学、核医学検査技術
学基礎実習、医療放射線科学総合研究、放射化学
特論、放射線化学特論、放射線材料評価学特論†、
医用計測学特別研究Ⅰ†、医用計測学特別研究Ⅱ†、
医用計測学特別研究Ⅱ†、放射線材料評価学特講†、
医用計測学特定研究Ⅰ†、医用計測学特定研究Ⅱ†、
医用計測学特定研究Ⅲ†

学科主任、全学共通科目教育運営委員会委員、
自己点検・評価運営委員会委員、学部 FD 推
進部会委員、カリキュラム委員会委員、実習・
就職委員会委員、入学対策委員会委員
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氏　　名 担　当　科　目 役職、委員会委員等

保科　正夫
（教授）

物理学序論Ａ、医用物理学実験、応用計測学、放射
線治療技術学、放射線治療技術学実験、放射線物理
学Ⅰ、放射線物理学Ⅱ、放射線治療技術学実習、医
療放射線科学総合研究、医用粒子線学特論†、医用
粒子線学特講†、特別研究Ⅱ†、医用計測学特定研
究†、特別研究Ⅰ†

学園通信発行委員、禅文化歴史博物館運営委
員、自己点検・評価運営委員、学部 FD 推進
部会委員、放射線障害防止委員会委員、放射
線管理室員、「がんプロ」に関する委員会委員、
大学院自己点検評価委員、大学院 FD 推進部
会委員、リニアック運用委員会委員、教員研
究会担当

森口　央基
（教授）

基礎数学Ａ、基礎数学Ｂ、応用数学Ａ、応用数学Ｂ、
画像診断機器工学、科学基礎論、医療統計学、放射
線治療技術学実験、医療画像科学総合研究、医用画
像工学特論†、診療画像学特別研究Ⅰ†、診療画像
学特別研究Ⅱ†、医用画像工学特講†、医用画像学
特定研究Ⅰ†、医用画像学特定研究Ⅱ†、医用画像
学特定研究Ⅲ†

学生部委員会委員、紀要（論集）編集委員会
委員、実習・就職委員会委員、国家試験対策
委員会委員、「がんプロ」に関する委員会委員、
入学センター委員会委員、大学院委員会委員、
大学院改革委員会委員、第 1 学年担任

吉川　宏起
（教授）

医学概論、病理学、医学英語、画像診断技術学Ⅱ、
画像と放射線治療、医療放射線科学論文購読、医療
放射線科学総合研究、核医学検査技術学実習、放射
線治療技術学実習、最新医療技術、臨床画像学特論
†、診療画像学特別研究Ⅰ†、診療画像学特別研究
Ⅱ†、臨床画像学特講†、医用画像学特定研究Ⅰ†、
医用画像学特定研究Ⅱ†、医用画像学特定研究Ⅲ

特別研究助成運営委員会委員、駒澤大学百周
年記念奨学生選考委員会委員、カリキュラム
委員会委員、実習・就職委員会委員、企画委
員会委員、情報セキュリティ委員会委員、大
学院委員会委員、大学院人事委員会委員、大
学院 FD 推進部会委員

志村　一男
（准教授）

画像工学Ⅰ、画像工学Ⅱ、画像処理工学、画像構築
論 I、画像工学概論、画像工学概論Ⅱ、画像工学実験、
医療画像科学総合研究

情報システム委員会委員、総合情報センター
運営委員会委員

近藤　啓介
（准教授）

科学基礎論、画像処理概論、情報処理技術、画像工
学概論Ⅲ、計算機言語論Ⅰ、計算機言語論Ⅱ、画像
処理言語論Ⅰ、画像処理言語論Ⅱ、画像工学実験、
医療画像科学総合研究、画像伝送処理特論†、診療
画像学特別研究Ⅰ†、診療画像学特別研究Ⅱ†、画
像知能処理特講†、医用画像学特定研究Ⅰ†、医用
画像学特定研究Ⅱ†、医用画像学特定研究Ⅲ†

全学共通科目教育運営委員会委員、総合情報
センター運営委員会委員、情報システム委員
会委員、情報業務担当者、学部 FD 推進部会
委員、カリキュラム委員会委員、「がんプロ」
に関する委員会委員、入学対策委員会委員、
情報セキュリティ委員会委員

金子　順一
（准教授）

電子工学、電気電子工学実験、放射線管理学実験、
核医学検査技術学基礎実習、医療放射線科学総合研
究、量子論、放射線学総合演習、医用計測学特別研
究Ⅰ†、医用計測学特別研究Ⅱ†、医用計測学特別
研究Ⅱ†、医用計測学特定研究Ⅰ†、医用計測学特
定研究Ⅱ†、医用計測学特定研究Ⅲ†

教職課程委員会委員、紀要（論集）編集委員、
学園通信発行委員会委員、就職担当、国家試
験対策委員会委員、入学対策委員会委員、キャ
ンパス・ハラスメント相談員

名古　安伸
（講師）

応用機器工学、医用検査学、臨床医療人間学Ⅰ、放
射線機器概論、科学基礎論、画像検査技術学基礎実
習、画像検査技術学実習、医療放射線科学総合研究

学部資料室図書取扱担当、省エネルギー企画
推進委員会委員、放射線障害防止委員会委員、
放射線管理室委員、第 3 学年担任、実習担当、
国家試験対策委員会委員、実習・就職委員会
委員、同窓会担当

岡田　朋子
（講師）

基礎化学Ｉ、基礎科学Ⅱ、生化学、医用化学実験、核医
学検査技術学基礎実習、科学基礎論、放射化学特論、
医療放射線科学総合研究、放射線物性化学特論、医用
計測学特別研究Ⅰ†、放射線物性化学特講、医用計測
学特別研究Ⅱ†、医用計測学特定研究Ⅰ†、医用計測
学特定研究Ⅱ†、医用計測学特定研究Ⅲ†	

図書館委員、大学院図書館委員、図書選定委
員、大学院図書選定委員、カリキュラム委員
会委員、紀要・論集編集委員会、学生相談室
アドバイザー、第 2 学年担任、親睦会幹事

馬込　大貴
（講師）

基礎物理学Ａ、物理学序論Ａ、原子核物理学Ⅰ、原子
核物理学Ⅱ、科学基礎論、診療画像技術学概論、画像
工学概論Ⅰ、臨床医療人間学Ⅰ、画像工学実験、画像
検査技術学実習、医療画像科学総合研究、放射線治療
学特論、医用計測学特別研究Ⅰ、医用計測学特別研究
Ⅱ、診療画像学特別研究Ⅰ、診療画像学特別研究Ⅱ

ホームページ委員会委員、全学 FD 推進委員
会委員、放射線障害防止委員会委員、放射線
管理室委員、実習・就職委員会委員、記録係

実験補助員：高橋	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　†：大学院
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非常勤講師（アイウエオ順：敬称略）

氏　名 担　当　科　目（†：大学院）

五十嵐太郎 画像検査技術学基礎実習

大西　孝明 放射線管理学実験

片岳　　格 電気電子工学実験

黒子　幸一 環境保健医学

浅井　英一 画像伝送論

羽田　典久 医療ネットワーク特論†

高城　　保 放射線治療技術学実験

高橋　　忍 放射線管理学実験

伊藤今日一 診療画像情報学Ⅰ、生理学

吉村　亮一 放射線腫瘍学

小島　未央 放射線腫瘍学

戸田　一真 放射線腫瘍学

中川　惠子 放射線腫瘍学

多湖　正夫 放射線治療学特論†

小野　雅之 医用化学実験

佐藤　久弥 画像検査技術学基礎実習

谷本　克之 放射線管理学特論†

永井　喜則 原子核物理学、放射線管理学実験

柚木園　隆 医療経済学、医療セイフティマネジメント特論

古屋　　進 医療報酬制度概論†

田仲　　隆 診療画像検査技術学実験、画像検査技術学基礎実習、臨床医療人間学Ⅰ、放射線機器特論

内田　幸宏 放射線治療技術学実験

芳士戸治義 放射線被曝管理論

藤森　成一 医用物理学実験

酒井　芳雄 診療画像技術学実験、画像工学実験

後藤浩太朗 医用化学実験

俣野　公志 画像工学実験

栗原　雄一 医用化学実験、核医学検査技術学基礎実習

福田　茂一 放射線治療技術学特論†

松岡勇二郎 最新医療科学特論†

吉川　達生 画像検査技術学基礎実習

吉田　正廣 電気電子工学実験
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学科備忘録

日　付 行　　　事　　　要　　　約

H28.4.8　　
平成28年度入学式

（入学者 診療放射線技術科学科 69 名）

4.2　　
新入生オリエンテーション

大学院オリエンテーション

4.2　　 非常勤講師との懇談会

6.4　　 駒澤大学放射線同窓会総会、講演会

6.17～6.18
第61回全国放射線技師教育施設協議会

（出席者 : 原田先生・奥山先生　会長校 : 日本医療科学大学）

7.17〜7.18 オープンキャンパス

7.23 大学院進学相談会

8.6〜8.7 オープンキャンパス

9.11 オープンキャンパス

9.13 編入学入試

9.24～9.25 大学院入学試験

10.15 第134回 開校記念日

10.21～10.22
第42回私立診療放射線技師養成施設長会議

（出席者 : 瀬尾先生・名古先生　当番校 :神戸総合医療専門学校）

11.1 総合研究発表会

11.13 帰国生特別入学試験、指定校推薦入学試験

11.19 大学院進学相談会

11.25 臨床実習総括責任者会議

11.27 一般推薦入学試験

H29.1.8 社会人特別入学試験

1.16～3.17 病院実習

2.5 一般入学試験（T方式）

2.6 一般入学試験（S方式）

2.18～2.19 大学院入学試験

2.23 第69回診療放射線技師国家試験

3.23 平成28年度卒業式（卒業生50名）
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在学学生数　　　　　　　　　　　								　　　　　　　　（平成 28 年 12 月 31 日現在）

1 学年 2 学年 3 学年 ４年生

68 名 68 名 62 名 64 名

   

放射線取扱主任者試験合格者

卒業年次生 13	名
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