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15. 受賞及び表彰 

 
受賞日 賞 の 名 称 受賞者 受賞業績・内容 

1 25.4.14 
第 72 回日本医学放射線学会総会

Gold Medal 
唐澤久美子 

The inspection of radiation 

induced malignancy in the cases 

of post operative radiotherapy 

for breast cancer 

2 25.4.15 
第 105 回日本医学物理学会学術 

大会 大会長賞 
稲庭 拓 強度変調複合イオン照射法の提案 

3 25.4.15 
第 105 回日本医学物理学会学術 

大会 大会長賞 
吉田 英治 

体軸視野サイズ可変型の新しい

PET 装置の提案 

4 25.4.29 
2013 年度外務省若手研究者招聘

事業 (医療技術分野) 
川口 拓之 

Medical Image Processing for 

Future Healthcare 

5 25.5.20 
ISCBFM Young Investigator 

Travel Bursary 
田桑 弘之 

Hemodynamic changes in 

crossed cerebellar diaschisis 

measured by Laser-Doppler 

flowmetry in awake mice 

6 25.6.3 
第五回（2013 年度）千葉医学会

奨励賞 
島田 斉 

分子イメージングによる変性性認

知症の病態解明 

7 25.6.7 

The 52nd Annual Conference of 

the Particle Therapy Co-

Operative Group Poster Prize in 

the category Radiobiology 

稲庭 拓 

Microdosimetric kinetic model 

based evaluation of the effects of 

dose-delivery time structure on 

biological effectiveness for 

therapeutic carbon-ion beams 

8 25.6.10 

The 60th Annual Meeting of the 

Society of Nuclear Medicine and 

Molecular Imaging(SNMMI) 

First Place Poster 

山谷 泰賀 

Development of a small 

prototype of a novel 

transformable single-ring 

OpenPET 

9 25.6.14 
第 66 回日本酸化ストレス学会学

術集会優秀演題賞 
関根絵美子 

ラット胸腺細胞を用いた抗酸化剤

のスクリーニング 
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受賞日 賞 の 名 称 受賞者 受賞業績・内容 

10 25.7.1 理事長表彰業績表彰 北川 敦志 重粒子線がん治療装置の普及活動 

11 25.7.1 理事長表彰業績表彰 荒木 良子 iPS 細胞における免疫原性の研究 

12 25.7.1 理事長表彰業績表彰 島田 斉 
分子イメージング技術による精

神・神経疾患の診断研究 

13 25.7.1 理事長表彰業績表彰 北村 尚 
加速器ビームを用いた研究のため

の高度な計測支援の展開 

14 25.7.1 理事長表彰業績表彰 神田 玲子 
放射線のリスクコミュニケーショ

ンの品質向上に向けた取り組み 

15 25.7.12 第 13 回 AOB 研究会奨励賞 関根絵美子 

ラット胸腺細胞を用いた抗酸化剤

スクリーニングによる AOB 成分

の定量的活性評価 

16 25.7.13 

Alzheimer's Imaging 

Consortium (AIC) 2013 Best 

Poster Award 

島田 斉 
In-Vivo Visualization of Tau 

Pathology 

17 25.7.14 

Alzheimer's Association 

International Conference (AAIC) 

2013 Travel Fellowship 

Anna 

Barron 

Ligand for translocator 

protein increases hippocampal 

expression of glial beta-amyloid 

scavenger receptors and reduces 

beta-amyloid in male mice and 

rats 

18 25.8.3 

The 29th International Congress 

of the Medical Women’s 

International Association 

(MWIA) Award for Excellence 

唐澤久美子 
FNCA Radiation Oncology 

Project 

19 25.9.18 
第 106 回日本医学物理学会学術大

会優秀研究賞 
森 慎一郎 

Amplitude-based gating in 

carbon-ion scanning beam 

treatment planning under 

irregular breathing conditions 

using lung and liver 4DCTs 
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受賞日 賞 の 名 称 受賞者 受賞業績・内容 

20 25.10.19 
平成 25 年度日本放射線影響学会

奨励賞 
小西 輝昭 

ブラッグピーク近傍の重粒子イオ

ンを用いたイオン特異的な生物効

果の研究 / 陽子線マイクロビー

ム細胞照射装置 SPICE の開発及

び同装置を用いた低線量領域にお

ける特異的な生物効果に関する研

究 

21 25.10.25 
持田記念医学薬学振興財団 研究

助成金 
島田 斉 

タウ蛋白病変を標的とした新規認

知症治療薬の薬効評価に資する

PET タウイメージングに関する研

究 

22 25.11.8 第 10 回日本核医学会研究奨励賞 謝 琳 

Translocator protein (18kDa), 

a potential molecular imaging 

biomarker for non-invasively 

distinguishing non-alcoholic 

fatty liver disease 

23 25.11.8 第 10 回日本核医学会研究奨励賞 山崎 友照 

In vivo measurement of the 

affinity and density of 

metabotropic glutamate 

receptor subtype 1 in rat brain 

using 18F-FITM in small-animal 

PET 

24 25.11.9 
第 32 回日本認知症学会学術集会 

学会奨励賞 
島田 斉 

[11C]PBB3 PET によるタウイメ

ージング 

25 25.11.10 
日本脳神経核医学研究会奨励賞 

ＪＣＮＮ優秀ポスター賞 2013 
関 千江 

アルツハイマー病モデルマウス脳

切片を用いた[11C]PIB の異なるア

ミロイドβ蓄積病理への結合評価 

26 25.11.10 
日本脳神経核医学研究会奨励賞 

ＪＣＮＮ優秀ポスター賞 2013 
熊田 勝志 

脂 肪 酸 ア ミ ド 加 水 分 解 酵 素

(FAAH)を標的とする新規 PET リ

ガンドの合成と評価 

27 25.11.12 
武田科学振興財団 2013 年度 

医学系研究奨励 
謝 琳 

PET による NAFLD の病態の発

生及び進行における TSPO の役

割と作用機序の解明 
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受賞日 賞 の 名 称 受賞者 受賞業績・内容 

28 25.12.2 

Plaque of Appreciation by 

American Association of 

Physicists in Medicine 

兼松 伸幸 

In recognition and 

appreciation for distinguished 

service as Associate Editor of 

Medical Physics 2008-2013 

29 25.12.18 
日本磁気共鳴医学会 平成 25 年度

バイエル学術奨励賞国際飛躍賞 
國領 大介 

微小腫瘍検出のための高緩和能を

有する新規造影剤 SPIO-Cy5-

PICsome の開発 

30 26.1.15 
2014 Human Amyloid Imaging  

Travel Scholarship 
島田 斉 

Tau deposition estimated by 

[11C]PBB3 PET in Alzheimer’s 

disease, MCI with and without 

amyloid deposition, and 

cognitive healthy subjects. 

31 26.2.5 

Journal of Nuclear Science and 

Technology Most Cited Article 

Award 

内田滋夫、

田上恵子 

Soil-to-Plant Transfer Factors 

of Stable Elements and 

Naturally Occurring 

Radionuclides (1) Upland Field 

Crops Collected in Japan 

32 26.3.4 

Waste Management 2014 

Conference Best in Track 7 

Poster 

田上恵子、

内田滋夫 

Concentration Ratios of 

Radiocesium from Soil to Wild 

Boar Observed in Fukushima 

Prefecture 

33 26.3.5 
日本分析化学会  

2013 年「分析化学」論文賞 

田上恵子、

内田滋夫 

我が国の沿岸域における放射性核

種の堆積物-海水分配係数－土壌

から海水への放射性核種溶出率の

推定－ 

34 26.3.8 
第 15 回「環境放射能」研究会 

若手研究会奨励賞 
福田 美保 

2013 年の福島沿岸域における海

水および堆積物中の放射性セシウ

ム濃度分布とその挙動 

35 26.3.14 
長寿科学振興財団 長寿科学関連

国際学会派遣事業 
島田 斉 長寿科学に関する研究成果 


