
� 2017 年 1 月吉日
日本 IVR学会　新代議員各位

� 日本IVR学会代議員選挙結果ならびに
	 理事・監事立候補者募集のお知らせ
　拝啓　師走の候，先生におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて，先般は 2017～2019 年度日本 IVR学会代議員に立候補いただきありがとうございました。選挙管理委員
会ならびに理事会におきまして新代議員として承認されましたことをご報告いたします。なお、代議員の任期
は 2017 年 5 月の代議員会開催翌日から 2020 年開催の代議員会までの 3年間です。
　つきましてはご承知のことと思いますが、規約に則り、理事・監事の選出を行います。選挙は立候補制によ
る投票を行います。
　理事・監事の立候補を希望される方は、下記選挙要項に基づき本会ホームページ（http://www.jsir.or.jp/）の
理事選挙関連ページから立候補届のフォーマットをダウンロードし、必要事項をご入力の上、プリントアウト
したものを下記事務局宛に郵送もしくはFAXしてください。同時に、入力したデータを事務局宛E-mail に添
付してご送付ください。
　立候補届が届きましたら、事務局より受領確認メールを返信いたします。受領確認メールが届かない場合は、
立候補届が受理されていない可能性がございますので、必ずFAX・メール、電話等でご確認ください。
　取り急ぎご通知申し上げます。
� 敬　具　

� 一般社団法人　日本 IVR学会
� 理事長　荒井保明
� 選挙管理委員会委員長　中島康雄

� 　　�理事・監事選挙要項�　　

1.�規約により、理事・監事立候補資格者は、2017 年 4 月 1日に満 63 歳未満の方です。
2.�理事 15 名、監事 2名を選出いたします。
3.�立候補に当たっては、1）理事ならびに監事両方、2）理事のみの 2つのうち、いずれかに立候補するのかを
表明して下さい。理事にのみ立候補された方は、監事選挙には立候補されないものとみなします。

4.�理事・監事立候補届は所定のフォーマットにご記入下さい。
5.�立候補届のデータ（氏名、所属、所信表明）は、体裁をととのえ投票用紙と一緒に新代議員に送付いたします。
お送りいただいたデータには誤字脱字があっても訂正しませんのでご了承下さい。そのまま掲載いたします
ので、必ず事前に内容のチェックをお願いいたします。

6.�立候補申込み締め切り：2017 年 2 月 10 日金曜日　（郵送・FAX、メールとも 2月 10 日金曜日必着）
� なお、締切り日を過ぎて到着したものは開封せずに返送いたしますのでご了承下さい。
� 事務局では立候補届を受理しましたら立候補届受領の確認メールをお送りいたします。メールが届かない場
合は立候補届が受理されていない可能性がありますので、必ず事務局にご確認ください。

7.�理事・監事とも立候補者が定数を超えない場合は、全員を当選とします。
8.� 2017 年 2 月下旬、新代議員全員に立候補者一覧（所信表明も含めて）と投票用紙をお送りします。

� 【立候補用紙送付先】日本 IVR学会　選挙管理委員会
� 〒355−0063��埼玉県東松山市元宿 1−9−4　ハイムレグルス 1階
� TEL�0493−35−4250　FAX�0493−35−4236
� E-mail：office@jsivr.jp



● 北日本　25名  
阿保　大介� 北海道大学医学部附属病院

伊東　一志� 公立置賜総合病院

稲川　正一� 新潟大学医歯学総合病院

今井　茂樹� 総合南東北病院

及川　茂夫� 岩手県立中央病院

大田　英揮� 東北大学病院

掛端　伸也� 弘前大学大学院医学研究科

加藤　健一� 岩手医科大学

児玉　芳尚� 手稲渓仁会病院

齋藤　博哉� 札幌東徳洲会病院

作原　祐介� 北海道大学病院

澁谷　剛一� 青森県立中央病院

清水　　匡� 国家公務員共済組合連合会　斗南病院

杉山　宗弘� 北村山公立病院

清治　和将� 東北大学医学部

関　　裕史� 新潟県立がんセンター新潟病院

高瀬　　圭� 東北大学大学院

高橋　　聡� 秋田大学医学部

田中　良一� 岩手医科大学

壷井　匡浩� 大崎市民病院

花輪　　真� 市立旭川病院

廣川　直樹� 札幌医科大学附属病院

宮本　憲幸� JA北海道厚生連帯広厚生病院

淀野　　啓� 鳴海病院

力丸　裕哉� 国立病院機構�仙台医療センター

● 関　東　82名  
赤羽　正章� NTT東日本関東病院

蘆田　浩一� 東京慈恵会医科大学

荒井　保明� 国立がん研究センター中央病院

荒井　保典� 川崎市立多摩病院

荒木　拓次� 山梨大学医学部

伊東　伸剛� 国立病院機構東京医療センター

井上　政則� 慶應義塾大学医学部

上田　達夫� 日本医科大学付属病院

潮田　隆一� 足利赤十字病院

ウッドハムス玲子� 北里大学医学部
小川　健二� 日本鋼管病院

小川　普久� 聖マリアンナ医科大学病院

小黒　草太� 慶應義塾大学病院

小野澤志郎� 日本医科大学付属病院

加地　辰美� 防衛医科大学校

樫見　文枝� 北里大学病院

金城　忠志� 日本医科大学武蔵小杉病院

川俣　博志� 日本医科大学千葉北総病院

岸野　充浩� 三井記念病院

黒木　一典� 杏林大学保健学部

桑鶴　良平� 順天堂大学医学部

小泉　　淳� 東海大学医学部

近藤　浩史� 帝京大学医学部

佐口　　徹� 東京医科大学

貞岡　俊一� 東京慈恵会医科大学附属柏病院

塩山　靖和� 獨協医科大学

澁川　絢子� 新百合丘総合病院

清水勧一朗� 東京慈恵会医科大学附属柏病院

菅原　俊祐� 国立がん研究センター中央病院

杉原　史恵� 日本医科大学付属病院

清野　哲孝� 昭和大学江東豊洲病院

曽我　茂義� 防衛医科大学校

曽根　美雪� 国立がん研究センター中央病院

高橋　正秀� 東京医科大学茨城医療センター

瀧川　政和� NHO�相模原病院

田嶋　　強� 国立国際医療研究センター

田島　廣之� 日本医科大学武蔵小杉病院

藤栄　寿雄� とちぎメディカルセンターしもつが

遠田　　譲� 東京女子医大八千代医療センター

徳江　浩之� 群馬大学医学部附属病院

中澤　　賢� 埼玉医科大学国際医療センター

中島　康雄� 聖マリアンナ医科大学病院

中田　　学� 獨協医科大学越谷病院

中塚　誠之� 慶應義塾大学医学部

成松　芳明� 川崎市立川崎病院

西尾美佐子� 聖マリアンナ医科大学

西巻　　博� 聖マリアンナ医科大学

西村　潤一� 横浜市南部病院

野口　智幸� 国立国際医療研究センター病院

野坂　俊介� 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

橋本　一樹� 聖マリアンナ医科大学

長谷部光泉� 東海大学医学部付属八王子病院

服部　貴行� 東京都保健医療公社　大久保病院

濱口　真吾� 聖マリアンナ医科大学

林　　敏彦� 東海大学医学部付属八王子病院

東出　高至� 日本医科大学千葉北総病院

藤井　　馨� 北里大学病院

藤澤　英文� 昭和大学横浜市北部病院

船曵　知弘� 済生会横浜市東部病院

古井　　滋� 帝京大学医学部附属病院

古川　　顕� 首都大学東京　健康福祉学部放射線学科

堀川　雅弘� ㈱クオリティラドIVR

日本インターベンショナルラジオロジー学会
2017〜2019年度　新代議員名簿（248名）

（地区別・五十音順）



松浦　克彦� 自治医科大学附属さいたま医療センター

松枝　　清� ㈶がん研究会有明病院

松本　知博� 東海大学医学部付属八王子病院

三浦　弘志� 日野市立病院

水沼　仁孝� 那須赤十字病院

嶺　　貴彦� 東海大学医学部付属八王子病院

三村　秀文� 聖マリアンナ医科大学

宮崎　将也� 群馬大学医学部付属病院

村上　健司� 聖マリアンナ医科大学

村田　　智� 日本医科大学

森　　健作� 筑波大学医学医療系

森田　　賢� 東京女子医科大学

八木橋国博� 聖マリアンナ医大横浜市西部病院

屋代　英樹� 平塚市民病院

安井　大祐� 日本医科大学付属病院

山口　英宣� 日本医科大学　多摩永山病院

山田　哲久� 日赤医療センター

山内栄五郎� 国際医療福祉大学病院

山本　真由� 帝京大学医学部

吉田　哲雄� 神奈川県立がんセンター

● 中　部　28名  
新槇　　剛� 静岡県立静岡がんセンター

五十嵐達也� 藤枝市立総合病院

石口　恒男� 愛知医科大学医学部

稲葉　吉隆� 愛知県がんセンター中央病院

伊原　　昇� 松波総合病院

扇　　尚弘� 金沢大学大学院医学系研究科

太田　豊裕� 愛知医科大学

加藤　良一� 藤田保健衛生大学医療科学部

神谷　実佳� 浜松医科大学

亀井　誠二� JA愛知厚生連　海南病院

北瀬　正則� 刈谷豊田総合病院

五島　　聡� 岐阜大学医学部附属病院

駒田　智大� 名古屋大学

櫻井　幸太� JA岐阜厚生連　中濃厚生病院

佐藤　洋造� 愛知県がんセンター中央病院

下平　政史� 名古屋市立大学病院

鈴木耕次郎� 名古屋大学医学部

永井　圭一� 福井県済生会病院

中塚　豊真� 三重大学医学部附属病院

野畠　浩司� 厚生連高岡病院

橋爪　卓也� 名古屋市立大学医学部

橋本　　毅� 医療法人光生会病院

花岡　良太� 藤田保健衛生大学

伴野　辰雄� 藤田保健衛生大学

松島　正哉� 名古屋大学医学部

南　　哲弥� 金沢大学附属病院

宮山　士朗� 福井県済生会病院

山中　隆嗣� 三重大学医学部附属病院

● 関　西　53名  
穴井　　洋� 市立奈良病院

生駒　　顕� 和歌山県立医科大学附属病院

一条　祐輔� 京都府立医科大学

市橋　成夫� 奈良県立医科大学

井戸口孝二� りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急センター

上嶋　英介� 神戸大学医学部付属病院

魚谷　健祐� 兵庫県立淡路医療センター

大須賀慶悟� 大阪大学大学院医学系研究科

大田　信一� 滋賀医科大学

岡田　卓也� 神戸大学医学部附属病院

奥野　晃章� 神戸市立医療センター西市民病院

加古　泰一� 兵庫医科大学

金﨑　周造� 康生会武田病院

神納　敏夫� 大阪南医療センター

狩谷　秀治� 関西医科大学

川崎　竜太� 兵庫県立姫路循環器病センター

吉川　公彦� 奈良県立医科大学

小出　　裕� 神戸大学医学部附属病院

小林　　薫� 兵庫医科大学

米虫　　敦� 関西医科大学総合医療センター

阪口　昇二� 松原徳洲会病院

阪口　　浩� 南奈良総合医療センター

坂本　憲昭� 加古川中央市民病院

末吉　　智� 奈良県総合医療センター

杉本　幸司� 神戸大学附属病院

園田　明永� 国立大学法人滋賀医科大学

園村　哲郎� 和歌山県立医科大学附属病院

祖父江慶太郎� 神戸大学医学部附属病院
高木　治行� 兵庫医科大学

高山　勝年� 医真会八尾総合病院

田中　利洋� 奈良県立医科大学

谷川　　昇� 関西医科大学

谷口　尚範� 天理よろづ相談所病院

鶴﨑　正勝� 近畿大学医学部附属病院

中井　資貴� 和歌山県立医科大学

中川　裕之� 奈良県立病院機構　奈良県総合医療センター

中村　健治� 大東中央病院

西尾福英之� 奈良県立医科大学

西田　典史� 大阪府済生会中津病院

新田　哲久� 滋賀医科大学

羽室　雅夫� 大阪市立大学大学院

廣田　省三� 兵庫医科大学

前田　清澄� 草津総合病院

三浦　寛司� 京都府立医科大学

南口　博紀� 和歌山県立医科大学

宮本　直和� 北播磨総合医療センター

村上　卓道� 近畿大学医学部

森口　理久� 京都府立医科大学

保本　　卓� 都島放射線科クリニック



山門亨一郎� 兵庫医科大学病院

山口　雅人� 神戸大学医学部附属病院

山本　　晃� 大阪市立大学附属病院

山本　浩詞� 住友病院

● 中国四国　24名  
秋山　直子� 広島市立安佐市民病院

生口　俊浩� 岡山大学病院

石川　雅基� 呉医療センター

井隼　孝司� 山陰労災病院

岩本　誠司� 徳島大学病院

大内　泰文� 鳥取大学医学部附属病院

金澤　　右� 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

郷原　英夫� 岡山大学医学部歯学部附属病院

佐野村隆行� 香川大学医学部付属病院

田中　宏明� 愛媛大学医学部

外山　芳弘� 高松赤十字病院

内藤　　晃� 中国労災病院

中村　一彦� 鳥取県立中央病院

中村　　恩� 島根大学医学部附属病院

橋本　政幸� 鳥取市立病院

馬場　康貴� 広島大学

平木　隆夫� 岡山大学病院

藤原　寛康� 岡山大学病院

松永　尚文� 山口大学医学部附属病院

安井光太郎� 岡山済生会総合病院

矢田　晋作� 鳥取大学医学部附属病院

山上　卓士� 高知大学医学部

山西　伴明� 高知大学附属病院

吉松　梨香� 高知大学医学部

● 九　州　36名  
浅山　良樹� 九州大学

安陪　等思� 久留米大学医学部

生嶋　一朗� 都城市郡医師会病院

池田　　理� 熊本大学大学院

石丸　英樹� 長崎大学病院

井手　　智� 産業医科大学

井上　裕喜� 慈愛会�今村病院

牛島　泰宏� 九州大学病院

江頭　秀哲� 佐賀大学医学部附属病院

岡本　大佑� 九州大学病院

掛田　伸吾� 産業医科大学

我那覇文清� 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

清末　一路� 大分大学医学部

黒岩　俊郎� 国立病院機構九州医療センター

髙良　真一� 福岡大学病院

興梠　征典� 産業医科大学

小金丸雅道� 久留米大学医学部

坂本　一郎� 長崎大学病院

末吉　英純� 長崎大学病院

田上　秀一� 大分大学医学部

田村　吉高� 熊本大学医学部付属病院　

中島　康也� 熊本赤十字病院

中曽根　豊� 熊本総合病院

林　　完勇� 鹿児島大学病院

東浦　　渉� 沖縄県立中部病院

平井　俊範� 宮崎大学医学部

平川　雅和� 九州大学病院　別府病院

樋渡　昭雄� 九州大学

古小路英二� 宮崎大学医学部病態解析医学講座

鉾立　博文� 今給黎総合病院

本郷　哲央� 大分大学医学部

松浦　隆志� 国家公務員共済組合連合会浜の町病院

松本　俊郎� 大分大学医学部

丸野美由希� 大分大学医学部

村上　　優� 九州健康総合センター

森　　　宣� 大分大学医学部臨床医学系


