
お名前（姓） お名前（名） お勤め先（ご施設名） 部署名 役職 都道府県
⻘⽊ 亮 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学附属病院 放射線部 助教 神奈川県
浅井 俊輔 市⽴福知⼭市⺠病院 放射線科 医師 京都府
朝⼾ 信⾏ 国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学附属病院 放射線科 医員 ⽯川県
⽳井  洋 市⽴奈良病院 放射線科 部⻑ 奈良県
阿保 ⼤介 国⽴⼤学法⼈北海道⼤学病院 放射線部 准教授 北海道
新槇 剛 静岡県⽴静岡がんセンター IVR科 部⻑ 静岡県
⽣⼝ 俊浩 国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学医学部保健学科 放射線技術科学専攻 教授 岡⼭県
伊崎 健太 兵庫県⽴加古川医療センター 放射線科・IVR科 部⻑ 兵庫県
⽯丸 英樹 国⽴⼤学法⼈⻑崎⼤学病院 放射線科 講師 ⻑崎県
泉 雄⼀郎 学校法⼈愛知医科⼤学 放射線医学講座 講師 愛知県
⼀条 祐輔 ⽇本⾚⼗字社京都第⼀⾚⼗字病院 放射線診断科 医⻑ 京都府
伊藤 智彦 学校法⼈近畿⼤学近畿⼤学病院 整形外科学教室 助教 ⼤阪府
稲葉 吉隆 愛知県がんセンター 放射線診断・IVR部 部⻑ 愛知県
井上 修平 学校法⼈帝京⼤学帝京⼤学医学部附属病院 放射線科 臨床助⼿ 東京都
井上 明星 国⽴⼤学法⼈滋賀医科⼤学医学部附属病院 放射線医学講座 助教 滋賀県
上嶋 英介 国⽴⼤学法⼈神⼾⼤学⼤学院医学研究科 放射線科 助教 兵庫県
上⽥ 達夫 ⽇本医科⼤学付属病院 放射線科 講師 東京都
植松 功 国家公務員共済組合連合会⽃南病院 放射線診断科 医員 北海道
⽜島 泰宏 国⽴⼤学法⼈九州⼤学病院 放射線科 准教授 福岡県
⾅井 亮介 帝京⼤学医学部 放射線科学講座 臨床助教 東京都
⾺越 紀⾏ 岡⼭⼤学 放射線科 助教 岡⼭県
浦城 淳⼆ ⽇本⾚⼗字社伊勢⾚⼗字病院 第⼀放射線科 部⻑ 三重県
浦瀬 篤史 近畿⼤学病院 放射線診断科 専攻医 ⼤阪府
江頭 秀哲 佐賀⼤学 放射線科 助教 佐賀県
遠藤 雅之 国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学医学部附属病院 放射線科 助教 ⿃取県
扇 尚弘 ⾦沢⼤学附属病院 放射線科 助教 ⽯川県
⼤⽥ 信⼀ ⽇本⾚⼗字社⻑浜⾚⼗字病院 放射線科 部⻑ 滋賀県
⼩笠原 篤 学校法⼈兵庫医科⼤学兵庫医科⼤学 放射線科 助教 兵庫県
岡部 遼 医療法⼈豊⽥会刈⾕豊⽥総合病院 放射線科 医員 愛知県
岡本 ⼤佑 国⽴⼤学法⼈九州⼤学病院 臨床放射線科 助教 福岡県
奥⽥ 実穂 国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学附属病院 放射線科 助教 ⽯川県
奥村 健⼀朗 国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学附属病院 放射線科 特任助教 ⽯川県
⻑内 博仁 国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学附属病院 放射線科 医員 ⽯川県
⼩野 祐介 国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学医学部附属病院 放射線診断・IVR科 講師 ⼤阪府
⼩野 泰之 学校法⼈関⻄医科⼤学関⻄医科⼤学附属病院 放射線科学講座 病院助教 ⼤阪府
影⼭ 健 公⽴⼤学法⼈⼤阪⼤阪公⽴⼤学医学部附属病院 放射線科 講師 ⼤阪府
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加古 泰⼀ 学校法⼈兵庫医科⼤学兵庫医科⼤学 放射線医学 講師 兵庫県
樫本 公明 地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴病院機構⼤阪国際がんセンター 放射線診断IVR科 主任 ⼤阪府
柏⽊ 栄⼆ 国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学医学部附属病院 放射線科 医員 ⼤阪府
加藤 ⼤祐 国⽴⼤学法⼈北海道⼤学病院 放射線診断科 医員 北海道
加藤 健⼀ 学校法⼈岩⼿医科⼤学岩⼿医科⼤学附属病院 放射線科 准教授 岩⼿県
加藤 弘毅 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会⽀部栃⽊県済⽣会宇都宮病院 放射線科 医⻑ 栃⽊県
⾦尾 昌太郎 地⽅独⽴⾏政法⼈神⼾市⺠病院機構神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 放射線診断科 医⻑ 兵庫県
⾦森 ⼤悟 ⼀般財団法⼈住友病院 放射線診断科 医⻑ ⼤阪府
⻲井 誠⼆ 愛知県厚⽣農業協同組合連合会海南病院 放射線診断科 部⻑ 愛知県
河合 剛 ⿃取県⽴厚⽣病院 放射線科 部⻑ ⿃取県
河中 功⼀ 熊本⼤学病院 画像診断・治療科 （中央放射線部） 診療講師 熊本県
川端 隆寛 国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学病院 放射線科 助教 岡⼭県
岸野 充浩 国⽴⼤学法⼈東京医科⻭科⼤学病院 医学部 准教授 東京都
北川 幹太 学校法⼈帝京⼤学帝京⼤学医学部 放射線科学講座 シニアレジデント 東京都
北瀬 正則 刈⾕豊⽥総合病院 放射線科 部⻑ 愛知県
北⼭ 聡明 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構⼤阪病院 放射線診断・IVR科 IVR担当部⻑ ⼤阪府
⽊野⽥ 直也 国⽴⼤学法⼈北海道⼤学病院 放射線診断科 医員 北海道
清末 ⼀路 国⽴⼤学法⼈熊本⼤学病院 ⽣命科学部 教授 熊本県
釘宮 愛⼦ 帝京⼤学医学部附属病院 放射線科 臨床助⼿ 東京都
桑⽥ 陽⼀郎 神⼾市⽴⻄神⼾医療センター 放射線診断科 部⻑ 兵庫県
桑村 浩志 防衛医科⼤学校病院 放射線科 研究科医師 埼⽟県
元津 倫幸 神⼾⼤学病院 放射線科 特定助教 兵庫県
光野 重芝 地⽅独⽴⾏政法⼈神⼾市⺠病院機構神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 放射線診断科 副医⻑ 兵庫県
郷原 英夫 国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学病院 医療情報部 部⻑ 岡⼭県
児⽟ 芳尚 ⼿稲渓仁会病院 放射線診断科 部⻑ 北海道
児⽟ ⼤志 学校法⼈兵庫医科⼤学兵庫医科⼤学病院 放射線科 助教 兵庫県
⼩林 薫 学校法⼈兵庫医科⼤学兵庫医科⼤学 放射線科 講師 兵庫県
⼩林 正美 ⽇本⾚⼗字社⿃取⾚⼗字病院 放射線科 部⻑ ⿃取県
⼩林 久⼈ 神⼾朝⽇病院 放射線科 部⻑ 兵庫県
⽶⾍ 敦 学校法⼈関⻄医科⼤学関⻄医科⼤学総合医療センター 放射線科 講師 ⼤阪府
近藤 浩史 帝京⼤学医学部 放射線科学講座 教授 東京都
作原 祐介 国家公務員共済組合連合会⽃南病院 放射線診断科 科⻑ 北海道
佐々⽊ 康⼆ 国⽴⼤学法⼈神⼾⼤学医学部附属病院 放射線診断・IVR科 助教 兵庫県
佐藤 洋造 公益財団法⼈がん研究会有明病院 超⾳波診断・IVR部 副部⻑ 東京都
澤⽥ 裕介 公⽴⼤学法⼈名古屋市⽴⼤学医学部附属⻄部医療センター 放射線診断科 講師 愛知県
三⽥ 裕樹 兵庫県⽴加古川医療センター 診療部 医⻑ 兵庫県
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椎名 秀⼀朗 学校法⼈順天堂順天堂⼤学⼤学院医学研究科 消化器画像診断・治療学 教授 東京都
仕名野 堅太郎 国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学医学部附属病院 放射線科 医員 ⿃取県
菅原 俊祐 国⽴がん研究センター中央病院 放射線診断科 医⻑ 東京都
杉浦 拓未 福井県⽴病院 放射線科 医⻑ 福井県
杉野 雄⼀ 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会松阪総合病院 放射線科 医員 三重県
杉原 史恵 学校法⼈⽇本医科⼤学⽇本医科⼤学付属病院 放射線科 病院講師 東京都
杉本 勝俊 学校法⼈東京医科⼤学東京医科⼤学病院 消化器内科 准教授 東京都
鈴⽊ 純 医療法⼈渓仁会⼿稲渓仁会病院 放射線診断科 医員 北海道
清治 和将 みやぎ県南中核病院企業団みやぎ県南中核病院 放射線診断科 主任部⻑ 宮城県
曽根 美雪 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター中央病院 放射線診断科 医⻑ 東京都
⾼⽊ 治⾏ 学校法⼈兵庫医科⼤学兵庫医科⼤学病院 放射線科 准教授 兵庫県
⾼杉 昌平 国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学医学部附属病院 放射線科 助教 ⿃取県
⾼⽥ 章 豊橋市⺠病院 放射線科 部⻑ 愛知県
⾼野 英⾏ 千葉県がんセンター 医療局 診療部⻑ 千葉県
⾼萩 基仁 学校法⼈兵庫医科⼤学兵庫医科⼤学 放射線科 病院助⼿ 兵庫県
⾼橋 正秀 医療法⼈徳洲会野崎徳洲会病院 放射線診断科 部⻑ ⼤阪府
⽵内 義⼈ 市⽴福知⼭市⺠病院 放射線科 IVRセンター⻑ 京都府
武下 剛 国⽴⼤学法⼈佐賀⼤学医学部附属病院 放射線科 医員 佐賀県
館 靖 ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院 放射線診断科 副部⻑ 愛知県
⽥中 会秀 国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学医学部 放射線診断・IVR科 助教 ⼤阪府
⽥中 宏明 愛媛⼤学医学部附属病院 放射線科 助教 愛媛県
⾕⼝ 純⼀ 学校法⼈兵庫医科⼤学兵庫医科⼤学病院 放射線科 助教 兵庫県
⽥村 吉⾼ 熊本⼤学病院 画像診断治療科 助教 熊本県
塚原 嘉典 国⽴⼤学法⼈信州⼤学医学部附属病院 放射線科 助教 ⻑野県
塚原 智史 医療法⼈豊⽥会刈⾕豊⽥総合病院 放射線診断科 医員 愛知県
塚本 和充 国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学医学部附属病院 放射線科 助教 ⿃取県
坪井 恵亮 京都府公⽴⼤学法⼈京都府⽴医科⼤学附属病院 放射線診断治療学講座 専攻医 京都府
鶴崎 正勝 近畿⼤学病院 放射線診断科 教授 ⼤阪府
道津 剛明 国⽴⼤学法⼈⼤分⼤学医学部 放射線医学講座 助教 ⼤分県
徳江 浩之 国⽴⼤学法⼈群⾺⼤学医学部附属病院 核医学 助教 群⾺県
冨⽥ 晃司 国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学病院 放射線科 助教 岡⼭県
友⾦ 佐光 学校法⼈埼⽟医科⼤学埼⽟医科⼤学総合医療センター 画像診断・核医学科 助教 埼⽟県
友澤 裕樹 滋賀医⼤ 放射線科 助教 滋賀県
豊⽥ 将平 公⽴⼤学法⼈奈良県⽴医科⼤学附属病院 放射線核医学科 医員 奈良県
内藤 晃 医療法⼈社団公仁会槇殿順記念病院 放射線科 院⻑ 広島県
中澤 賢 埼⽟医科⼤学国際医療センター 画像診断科 准教授 埼⽟県
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中治 春⾹ 学校法⼈埼⽟医科⼤学埼⽟医科⼤学総合医療センター 放射線科 助教 埼⽟県
永⽥ 翔⾺ 岡⼭⼤学病院 放射線科 医員 岡⼭県
中⾕ 幸 学校法⼈関⻄医科⼤学関⻄医科⼤学附属病院 放射線科 診療講師 ⼤阪府
中塚 豊真 三重県厚⽣農業協同組合連合会鈴⿅中央総合病院 IVR科 部⻑ 三重県
永富 暁 ⼀般財団法⼈ 住友病院 放射線科 副医⻑ ⼤阪府
⻄尾福 英之 公⽴⼤学法⼈奈良県⽴医科⼤学附属病院 放射線・核医学科 准教授 奈良県
⻄本 雅和 京都府公⽴⼤学法⼈京都府⽴医科⼤学 放射線科 ⼤学院⽣ 京都府
根本 英⽐古 茨城県⽴中央病院 放射線科 医員 茨城県
野沢 陽介 学校法⼈東京⻭科⼤学東京⻭科⼤学市川総合病院 放射線科 医師 千葉県
野畠 浩司 厚⽣連⾼岡病院 IVR科 部⻑ 富⼭県
⻑⾕川 貴章 愛知県がんセンター 放射線診断・IVR部 医⻑ 愛知県
林 英孝 国⽴⼤学法⼈熊本⼤学病院 画像診断・治療科 医員 熊本県
林 奈津⼦ 京都府公⽴⼤学法⼈京都府⽴医科⼤学附属病院 放射線医学教室 助教 京都府
原嶋 ⼗考 国家公務員共済組合連合会⽃南病院 放射線診断科 医員 北海道
平野 貴規 学校法⼈帝京⼤学帝京⼤学医学部 放射線科学講座 シニアレジデント 東京都
平松 ⼀秀 ＪＡ北海道厚⽣連旭川厚⽣病院 放射線科 主任部⻑ 北海道
廣⽥ 達哉 京都府⽴医科⼤学附属病院 放射線部 助教 京都府
藤森 将志 三重⼤学医学部附属病院 放射線科 助教 三重県
牧嶋 惇 ⿃取⼤学医学部附属病院 放射線科 医員 ⿃取県
槇殿 公誉 医療法⼈社団公仁会槇殿順記念病院 外科 総合診療科 副院⻑ 広島県
増⽥ 耕⼀ 学校法⼈東京⻭科⼤学東京⻭科⼤学市川総合病院 放射線科 助教 千葉県
松井 裕輔 岡⼭⼤学 学術研究院医⻭薬学域放射線医学 准教授 岡⼭県
松下 成孝 三重⼤学病院 放射線科 助教 三重県
松本 知博 国⽴⼤学法⼈⾼知⼤学医学部附属病院 放射線診断・IVR学講座 准教授 ⾼知県
松本 純⼀ ⾦沢⼤学附属病院 放射線科 医員 ⽯川県
松本 ⼤河 学校法⼈⽇本医科⼤学⽇本医科⼤学付属病院 放射線科 専修医 東京都
松本 祥⼀ 地⽅独⽴⾏政法⼈加古川市⺠病院機構加古川中央市⺠病院 放射線診断科 科部⻑ 兵庫県
三上 恒治 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構関⻄労災病院 放射線診断IVR科 IVR部⻑ 兵庫県
道本 顕吉 学校法⼈慈恵⼤学東京慈恵会医科⼤学附属病院 放射線科 助教 東京都
宮崎 将也 学校法⼈埼⽟医科⼤学埼⽟医科⼤学総合医療センター 画像診断科・核医学科 教授・診療部⻑ 埼⽟県
宮本 憲幸 ＪＡ北海道厚⽣連帯広厚⽣病院 放射線科 主任部⻑ 北海道
宗友 ⼀晃 国⽴⼤学法⼈岡⼭⼤学病院 放射線科 助教 岡⼭県
森⽥ 亮 国⽴⼤学法⼈北海道⼤学病院 放射線診断科 助教 北海道
屋代 英樹 平塚市⺠病院 放射線診断科 部⻑ 神奈川県
保本 卓 都島放射線科クリニック IVRセンター 副院⻑ / IVRセンター⻑ ⼤阪府
⽮⽥ 晋作 国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学医学部 放射線科 講師 ⿃取県



お名前（姓） お名前（名） お勤め先（ご施設名） 部署名 役職 都道府県
⼭上 卓⼠ 国⽴⼤学法⼈⾼知⼤学医学部 医学部 教授 ⾼知県
⼭下 政矩 ⽇本⾚⼗字社京都第⼀⾚⼗字病院 放射線診断科 医⻑ 京都府
⼭中 隆嗣 国⽴⼤学法⼈三重⼤学⼤学院医学系研究科 放射線医学講座 助教 三重県
⼭端 康之 京都府公⽴⼤学法⼈京都府⽴医科⼤学 放射線医学教室 助教 京都府
⼭本 浩詞 ⼀般財団法⼈住友病院 IVRセンター センター⻑ ⼤阪府
⼭本 晃 公⽴⼤学法⼈⼤阪⼤阪公⽴⼤学⼤学院医学研究科 放射線診断学・IVR学 准教授 ⼤阪府
⼭本 修⼀ 国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学医学部附属病院 放射線科 助教 ⿃取県
⼭本 和宏 学校法⼈⼤阪医科薬科⼤学⼤阪医科薬科⼤学病院 放射線診断科 専⾨教授 ⼤阪府
雪本 浩司 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構⼤阪労災病院 放射線科 医員 ⼤阪府
吉河 亨 ＪＡ北海道厚⽣連帯広厚⽣病院 放射線科 医⻑ 北海道
吉川 達也 京都府公⽴⼤学法⼈京都府⽴医科⼤学 放射線科 助教 京都府
吉⽥ 慶之 社会医療法⼈ジャパンメディカルアライアンス海⽼名総合病院 放射線科・IVR科 部⻑ 神奈川県
吉益 悠 学校法⼈東京医科⼤学東京医科⼤学病院 消化器内科 助教 東京都
吉松 梨⾹ ⾼知⼤学医学部 放射線診断・IVR学講座 学内講師 ⾼知県
⽶澤 宏記 公⽴⼤学法⼈⼤阪⼤阪公⽴⼤学医学部附属病院 放射線診断・IVR学 ⼤学院⽣ ⼤阪府
和⽥ 慎司 学校法⼈聖マリアンナ医科⼤学聖マリアンナ医科⼤学病院 放射線診断・IVR科 助教 神奈川県
和⽥ 武 学校法⼈帝京⼤学帝京⼤学医学部附属病院 放射線科 助教 東京都


