
日本ヘリコプタ協会 2016年度役員 

JHS 役職 氏 名 所 属 先 

会 長 片山 健 三菱重工業（株） 防衛・宇宙ドメイン 航空機・飛昇体事業部 

ヘリコプタ技術部 部長 

副 会 長 

（兼）メンバーシップ担当 

青山 剛史 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空技術部門  

数値解析技術研究ユニット 

研究計画マネージャ（兼）非定常空力セクションリーダ 

（兼）次世代航空イノベーションハブ 

副 会 長 長尾 牧 朝日航洋（株） 航空事業本部 運航統括部 
   

常任理事（総務担当） 

（兼）幹事長 

中山 周一 三菱重工業（株） 防衛・宇宙ドメイン 航空機・飛昇体事業部 

ヘリコプタ技術部 主席技師 

常任理事（企画担当） 

 

片山 範明 川崎重工業（株）航空宇宙カンパニー 

技術本部付（ヘリコプタ技術担当） 

常任理事（編集担当） 菊地 穂高 横河電機（株）航空宇宙・特機事業部 営業本部 

担当営業部長 

常任理事（広報担当） 八巻 健一 富士重工業（株）航空宇宙カンパニー 航空機設計部 

次長（ヘリコプター技術） 

常任理事（国際担当） 青山 剛史 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空技術部門  

数値解析技術研究ユニット 

研究計画マネージャ（兼）非定常空力セクションリーダ 

（兼）次世代航空イノベーションハブ 

常任理事（JHST 担当） 鷲田 修 朝日航洋（株）航空事業本部 資材部部長 

常任理事 糸賀 紀晶 防衛大学校 システム工学群 航空宇宙工学科 教授 

（兼）総合情報図書館 遠隔・マルチメディア教育研究部門長 
   

理事 砂田 茂 大阪府立大学 工学部 宇宙航空工学科 教授 

理事 伊藤 健 陸上自衛隊 北部方面航空野整備隊長 

理事 竹内 繁吉 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン（株） 

業務本部 耐空性管理室 室長 

理事 大熊 恵一 朝日航洋（株）航空事業本部 整備統括部 品質保証室長 

理事 富塚 昌孝 タクトワン（株）代表取締役 

理事 坂本 修 ヤマハ発動機（株）事業開発本部 UMS 事業推進部 開発部 

部長 
   

監査役 永山 慶一 川崎重工業（株）航空宇宙カンパニー 技術本部 

第一ヘリコプタ設計部 部長 
   

幹事（総務担当） 澤田 実宏 三菱重工業（株） 防衛・宇宙ドメイン 航空機・飛昇体事業部 

ヘリコプタ技術部 構造システム課 主任 

幹事（企画担当） 

 

辻内 智郁 川崎重工業（株）航空宇宙カンパニー 技術本部 

第一ヘリコプタ設計部 機体設計一課 基幹職 

幹事（広報担当） 小坂 充 富士重工業（株）航空宇宙カンパニー 

新多用途ヘリコプター設計部 主事 

幹事（編集担当） 松下 博彦 （株）エアロパートナーズ 業務部 顧問 

 



JHS 役職 氏 名 所 属 先 

幹事（国際担当） 田辺 安忠 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 

次世代航空イノベーションハブ 主任研究開発員 

幹事（国際担当） 小曳 昇 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空本部 

次世代航空イノベーションハブ 主任研究開発員 

幹事（JHST 担当） 久泉 貴詩 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン（株） 

業務本部 耐空性管理室 

幹事 藤原 誠 防衛省 海上自衛隊 第 51航空隊 訓練指導隊 課程教育班長 

幹事 豐丸 建二 （株）ジャムコ 航空機整備事業部 

幹事 饗庭 昌行 防衛装備庁 航空装備研究所 システム研究部 

航空機システム研究室 室長 

幹事 奥野 善則 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 

航空技術実証研究開発ユニット 運航技術研究グループリーダ 

（兼）災害対応航空技術チームリーダ 

（兼）飛行技術研究ユニット 

幹事 赤坂 剛史 金沢工業大学 工学部 機械系 航空システム工学科 講師 
   

リエゾン担当   

全日本航空事業連合会 

ヘリコプタ部会 

大熊 恵一 朝日航洋（株）航空事業本部 整備統括部 品質保証室長 

日本航空医療学会 西川 渉 日本航空医療学会理事 

NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）理事 

日本航空宇宙学会 青山 剛史 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空技術部門  

数値解析技術研究ユニット 

研究計画マネージャ（兼）非定常空力セクションリーダ 

（兼）次世代航空イノベーションハブ 

経産省（SJAC） 上村 誠 （株）ナスカ 取締役 

国交省（IHST） 鷲田 修 朝日航洋（株）航空事業本部 資材部部長 

航空振興財団（IFR研究会） 石井 寛一 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 

飛行技術研究ユニット ヘリコプタセクションリーダ（兼）研究

飛行セクションリーダ 

（兼）航空技術実証研究開発ユニット 運航技術研究グループ  

環境適合運航技術セクションリーダ 

厚生労働省 

（ドクターヘリ） 

長尾 牧 朝日航洋（株） 航空事業本部 運航統括部 

文科省 

（航空科学委員会） 

齊藤 茂 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 

事業推進部 特任担当役 

防衛省 

（防衛技術協会） 

井星 正氣 防衛大学校 名誉教授 

総務省（消防庁） 

（防災ヘリ） 

大熊 恵一 朝日航洋（株）航空事業本部 整備統括部 品質保証室長 

日本操縦士協会   

ヘリポート研究会   

日本女性航空協会   

日本航空協会   
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顧 問   

名誉顧問 東 昭 東京大学 名誉教授 

名誉顧問 義若 基 AHS 日本支部 

   

顧問（総務担当） 牧野 健 AHS 日本支部 

顧問（企画担当） 佐藤 晃 AHS 日本支部 

顧問（編集担当） 長島 知有 防衛大学校 名誉教授 

顧問 上村 誠 （株）ナスカ 取締役 

顧問（国際担当） 

（兼）AHS 本部技術委員 

平本 隆 帝京大学 理工学部 教授 航空宇宙工学科 学科長 

顧問（国際担当） 

（兼）AHS 本部理事 

（兼）AHS 本部技術委員 

齊藤 茂 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 

事業推進部 特任担当役 

顧問 井口 敦雄 MHI エアロスペースシステムズ株式会社 代表取締役 

顧問 大林 秀彦 AHS 日本支部 

顧問 河内 啓二 東京大学 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 名誉教授 

顧問 小林 孝 三菱重工業（株） 特別顧問 

顧問（広報担当） 高木 淳二 AHS 日本支部 

顧問 西川 渉 日本航空医療学会理事 

NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）理事 

顧問 古澤 正人 一般社団法人 中部航空宇宙産業技術センター 

顧問 三宅 司朗 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

顧問 山野 豊 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン（株）アドバイザー 

航空医療学会 理事，評議員 

NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）理事 

顧問 井星 正氣 防衛大学校 名誉教授 

顧問 片山 範明 川崎重工業（株）航空宇宙カンパニー 

技術本部付（ヘリコプタ技術担当） 

 


