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（2017年 12月末日現在）	 	 2017 年 役員，部会，委員会名簿	 	 （2017年 12月末日現在） 

 
【理事会】 
会 長 山﨑	 久道 元中央大学教授 
副会長 長田	 孝治 ロゴヴィスタ（株） 
副会長 佐藤	 京子 SLAアジアン・チャプター日本代表 
専務理事 戸塚	 隆哉  
理 事 青柳	 英治 明治大学文学部 
 小河	 邦雄 大正製薬（株）総合研究所 
 川村	 	 剛 （有）川村テクノサーチ 
 木本	 幸子 日本大学文理学部 
 角田	 裕之 鶴見大学 
 中江	 貴彦 小野薬品工業（株） 
 原田	 智子 鶴見大学 
 松下	 	 茂 （株）サンメディア 
 宮澤	 	 彰 国立情報学研究所名誉教授 
 森	 美由紀 梅花女子大学 
 屋ヶ田和彦 住ベリサーチ（株） 
 矢崎	 美香 九州女子大学 
 安平	 	 進 丸善出版（株） 
 山田	 瑞穂 大阪府立中央図書館 
 吉井	 隆明 国立印刷局 
 吉野	 敬子 株式会社	 CACクロア 
監 事 清水美都子 
 三澤	 一成 医学中央雑誌刊行会 
 

【諮問委員会】 
委員長 山﨑	 久道 元中央大学教授 
 小山	 憲司 中央大学 
 田口	 宣行 埼玉医科大学 
 田中	 早苗 エルゼビア 
 百瀬	 研一 （株）日清製粉 
 柳	 	 一美 （株）日立製作所 
 米澤	 	 稔 日本原子力研究開発機構 
 岡	 	 紀子 近畿大学 
 田中	 邦英 近畿大学 
 永石	 弓子 三菱電機 
 

【運営部会】 
部会長 山﨑	 久道 元中央大学教授 
副会長 長田	 孝治 ロゴヴィスタ（株） 
 佐藤	 京子 SLAアジアン・チャプター日本代表 
部会員 戸塚	 隆哉 
 松下	 	 茂 （株）サンメディア 
 吉井	 隆明 国立印刷局 

【事業推進部会】 
 休会 
 

【会誌経営委員会】 
委員長 小野寺夏生 筑波大学名誉教授 

 長屋	 	 俊 国立開発法人量子科学技術開発機構 
 松田	 真美 NPO医学中央雑誌刊行会 
 南山	 泰之 情報・システム研究機構	 国立極地研究所 
 山口	 典晃 大正製薬株式会社 
担当理事 木本	 幸子 日本大学文理学部 
 

【会誌編集委員会】 
委員長 南山	 泰之 情報・システム研究機構	 国立極地研究所 
副委員長 小山	 信弥 関東学院大学 
副委員長 長屋	 	 俊 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 
委 員 小出	 恵子 クラリベイト・アナリティクス 
 炭山	 宜也 住ベリサーチ株式会社 
 田口	 忠祐 国立情報学研究所 
 長野	 裕恵 慶應義塾大学 日吉メディアセンター 
 久松	 薫子 明治大学 中央図書館 
 古橋	 英枝 国立情報学研究所 
 松本	 侑子 東京大学付属図書館 
 水野	 翔彦 国立国会図書館電子情報部 
 光森奈美子 海洋研究開発機構 
編集協力委員 稲葉	 洋子 帝塚山大学 
 岡	 	 紀子 OKA情報技術コンサルテーション 
 高久	 雅生 筑波大学 
担当理事 木本	 幸子 日本大学文理学部 
 

【研修委員会】 
委員長 山崎	 美和 科学技術振興機構 
委 員 石村	 早紀 （株）樹村房 
 稲田	 聡子 Mad Cat Factory 
 梶川	 悦子 （株）ヴィアックス 
 河合	 郁子 千代田区立千代田図書館 
 神保	 恵美 丸善（株） 
 山中とも子 （株）ファンケル 
担当理事 青柳	 英治 明治大学 
担当理事 吉井	 隆明 国立印刷局 
 

【試験実施委員会】 
委員長 鈴木	 尚志 （株）三菱ケミカルリサーチ 
副委員長 川崎	 理恵 大日本印刷（株） 
委 員 清田	 真弓 NEC特許技術情報センター 
 清水	 暢子 一般財団法人	 国際医学情報センター 
 瀬戸真由美 東レ（株） 
 望月	 聖子 三井化学（株） 
 山崎登和子 （株）ダイセル 
担当理事 原田	 智子 鶴見大学 
担当理事 小河	 邦雄 大正製薬（株） 
 

【パテントドキュメンテーション委員会】 
委員長 須藤健次郎 （株）発明通信社 
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委 員 大島	 優香 日産化学工業（株） 
 沖	 砂緒理 （株）パトロ・インフオメーシヨン 
 桐山	 	 勉 
 佐藤	 秀顕 富士フイルム知財情報リサーチ（株） 
 松谷	 貴己 一般社団法人 化学情報協会 
担当理事 川村	 	 剛 （有）川村テクノサーチ 
 

【出版委員会】 
委員長 大谷	 	 裕 東邦大学医学メディアセンター 
委 員 田口	 宣行 埼玉医科大学図書館 
 三村	 智子 DIC株式会社 
 安平	 	 進 丸善出版株式会社 
 

【シンポジウム実行委員会】 
委員長 長塚	 	 隆 鶴見大学 
副委員長 林	 	 和弘 科学技術・学術政策研究所 
委 員 河合	 郁子 千代田区立図書館 
 川越	 康司 （株）富士通総研 
 児玉	 	 閲 東邦大学医学メディアセンター 
 高杉	 秀隆 国立研究開発法人科学技術振興機構 
 中居	 	 隆 （株）プラスアルファ・コンサルティング 
 廣谷	 映子 旭化成ファーマ（株） 
 増田	 	 豊 ユサコ株式会社 
 山中とも子 株式会社ファンケル 
 安藤	 聡子 Clarivate Analytics 
担当理事 角田	 裕之 鶴見大学 
 吉野	 敬子 株式会社	 CACクロア 
 

【西日本委員会】 

委員長 中江	 貴彦 小野薬品工業（株） 
副委員長 稲葉	 洋子 帝塚山大学 
 谷川	 	 淳 ユサコ（株） 
委 員 岡	 	 紀子 近畿大学，佛教大学 
 田中	 邦英 近畿大学 
 中野	 	 剛 公益財団法人 京都技術科学センター 
 中野	 敦子  
 森	 美由紀 梅花女子大学 
 矢崎	 美香 九州女子大学 
 山田	 瑞穂 大阪府立府立中之島図書館 
担当理事 中江	 貴彦 小野薬品工業（株） 
 森	 美由紀 梅花女子大学 
 矢崎	 美香 九州女子大学 
 山田	 瑞穂 大阪府立府立中之島図書館 
 

【表彰者選考委員会】 

委員長 長田	 孝治 ロゴヴィスタ（株） 
 他委員  
 

【著作権委員会】 

委員長 鈴木	 博道 （独）国立成育医療研究センター 
副委員長 松下	 	 茂 株式会社サンメディア 

委 員 真銅	 解子  
 西内	 	 史 鳥居薬品株式会社 
 藤村	 和男 富士通株式会社 
 松谷	 貴己 一般社団法人	 化学情報協会 
 山口	 哲雄  
 吉野	 敬子 株式会社	 CACクロア 
担当理事 松下	 	 茂 株式会社サンメディア 
 

【広報委員会】 

委員長 廣谷	 映子 旭化成ファーマ（株） 
委 員 古賀めぐみ （株）サンメディア 
 原	 	 千延 （一財）国際医学情報センター 
 黛	 	 崇仁 東邦大学 
担当理事 松下	 	 茂 （株）サンメディア 
 

【標準化委員会】 
委員長 山本	 	 昭 愛知大学 
 安形	 	 輝 亜細亜大学 
 石崎	 	 俊	 慶應義塾大学 
 長田	 孝治 ロゴヴィスタ（株） 
 原田	 智子 鶴見大学 
 宮澤	 	 彰 国立情報学研究所名誉教授 
 吉野	 敬子 株式会社	 CACクロア 
担当理事 宮澤	 	 彰 国立情報学研究所名誉教授 
 

【日本オンライン情報検索ユーザー会（OUG）】 
（化学分科会） 

主査	 鈴木	 理加	 （株）三菱ケミカルリサーチ 
（ライフサイエンス意分科会） 

主査	 西内	 	 史	 鳥居薬品（株） 
（インターネット／ビジネス分科会） 

 休会中 
（特許分科会） 

主査	 綾部	 裕美	 横浜ゴム（株） 
担当理事 宮澤	 	 彰 国立情報学研究所名誉教授 
 

【専門部会（SIG）】 

（技術ジャーナル部会） 
コアパーソン	 メンバー持ち回り 

（パテントドクメンテーション部会） 
コアパーソン	 桐山	 	 勉 

（分類/シソーラス/Indexing 部会） 
コアパーソン	 山崎	 久道	 元中央大学教授 

（ターミノロジー部会） 
コアパーソン	 長田	 孝治 ロゴヴィスタ（株） 

担当理事 宮澤	 	 彰 国立情報学研究所名誉教授 
 

【3i 研究会】 
研究アドバイザー 野崎	 篤志 ランドン IP 
 大薮	 	 一	 アイ・ピー・ファイン（株） 
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担当理事 屋ヶ田和彦 住ベリサーチ（株） 
 吉野	 敬子 株式会社	 CACクロア 
 

【ISO/TC37 委員会】 
委員長 石崎	 	 俊 慶應義塾大学名誉教授 
SC1 主査 山本	 	 昭 愛知大学 
SC2,SC5主査 長田	 孝治 ロゴヴィスタ（株） 
SC3 主査 井佐原	 均 豊橋技術科学大学 
SC4 主査 橋田	 浩一 東京大学 
委 員 井上	 	 孝 井上翻訳オフィス 
 小池	 	 靖 日本翻訳協会 
 佐藤	 晶子 大阪大学大学院言語文化研究科 
 孫	 	 	 媛 国立情報学研究所 
 東	 	 郁男 日本翻訳連盟 
 水野真木子 金城学院大学 
 中村	 哲三 テクニカルコミュニケーター協会 
 西野竜太郎 合同会社グローバリゼーションデザイン研究所 
 村田	 稔樹 沖電気工業（株） 
 森口	 功造 （株）川村インターナショナル 
 山崎	 敏正 テクニカルコミュニケーター協会 
 山本ゆうじ 秋桜舎 
 Andrew Migita-Meehan 日本翻訳者協会 
 

【ISO/TC46 本委員会】 
委員長，SC9リーダ 宮澤	 	 彰 国立情報学研究所名誉教授 
SC4リーダ 安形	 	 輝 亜細亜大学 
SC8リーダ 水嶋	 英治 筑波大学 
SC11 リーダ 保坂	 裕興 学習院大学 
 植村	 八潮 専修大学 
 大場	 高志 日本図書館協会 
 風間	 吉之 国立公文書館 
 堀	 	 純子 国立国会図書館 
 斉藤	 隆行 科学技術振興機構 
 田良島	 哲 東京国立博物館 
 中野	 	 茂 大日本印刷株式会社 
 原田	 智子 情報科学技術協会 
 樋口	 清一 日本書籍出版協会 
 

【ISO/TC46/SC4】 
リーダ 安形	 	 輝 亜細亜大学 
 五十嵐健一 慶應義塾大学 
 大場	 高志 日本図書館協会 
 大向	 一輝 国立情報学研究所 
 長田	 孝治 ロゴヴィスタ（株） 
 木村麻衣子 慶應義塾大学 
 小島	 裕一 リコージャパン（株） 
 中野	 	 茂 大日本印刷株式会社 
 奥田	 倫子 国立国会図書館 
 宮澤	 	 彰 国立情報学研究所名誉教授 
 村田	 良二 東京国立博物館 
 

【ISO/TC46/SC8】 

リーダ 水嶋	 英治 筑波大学 
 有田	 寛之 国立科学博物館 
 菅野	 朋子 東京大学 
 桑原	 芳哉 尚絅大学 
 小泉	 史子 日本図書館協会 
 鈴木加奈子 立教大学 
 戸田あきら 文教大学学園 
 永田	 治樹 国立公文書館 
 濱田	 浄人 国立科学博物館 
 

【ISO/TC46/SC9】 
リーダ 宮澤	 	 彰 国立情報学研究所名誉教授 
 秋元	 良仁 凸版印刷（株） 
 追川	 正人 日本音楽著作権協会 
 木俣	 洋一 日本出版インフラセンター 
 久保田哲也 大日本印刷 
 古神子広一 株式会社 キュー・テック 
 畑	 陽一郎 日本レコード協会 
 原田	 智子 鶴見大学 
 前沢	 克俊 大日本印刷株式会社 
 柳澤健太郎 国立国会図書館 
 丸山	 信人 社団法人日本雑誌協会 
 

【ISO/TC46/SC11】 

リーダ 保坂	 裕興 学習院大学 
 黒田	 裕芳 （株）リコー 
 風間	 吉之 国立公文書館 
 名護屋	 豊 ウイングアーク 1st（株） 
 楢林	 幸一 コダックアラリスジャパン（株） 
 西川	 康男 ARMA International東京支部 
 長谷川英重 OMGアンバセダ 
 松崎	 裕子 株式会社アーカイブズ工房代表 
 

【事務局】 
事務局長 光富	 健一  
局 員 鈴木	 吉之 （事業担当） 
 木村かな子 （経理担当） 
 廣田みどり （会誌担当） 
 
 


