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一般社団法人日本腹部放射線学会 役員名簿 

《代表理事》 陣﨑 雅弘（慶應大）    
     
《副代表理事》 楫  靖（獨協医大） 吉満 研吾（福岡大） 
 
《理  事》： 9 名 

赤羽 正章（国際医療福祉大） 伊東  克能（山口大） 蒲田 敏文（金沢大） 新本  弘 （防衛医大） 
高瀬 圭 （東北大） 竹原 康雄（名古屋大） 藤井 進也（鳥取大） 南  学（筑波大） 
村上 卓道（神戸大）    

《監  事》： 2 名 
小山 貴 （倉敷中央） 藤永 康成（信州大）   

《評 議 員》：81 名 

【北海道・東北地区】    6 名 
加藤  健一 (岩手医大) 児玉 芳尚（手稲渓仁会） 篠原 敦 （大館市立総合） 渋谷 剛一 (青森県立中央) 

津田 雅視（仙台市立病院） 橋本 学  （秋田大）   

【関東・甲信越地区】   27 名 
秋田 大宇（慶應大） 市川 智章 (埼玉医大国際医療) 衣袋 健司（日本大板橋） 扇  和之（日本赤十字） 

扇谷 芳光（昭和大） 岡田 真広（日本大学） 岡田 吉隆 (埼玉医大国際医) 加村 毅 （信楽園病院） 

北井 里実（東京慈恵会医大） 桑鶴 良平（順天堂大） 五味 達哉 (東邦大大橋) 近藤 浩史（帝京大） 

齋藤 和博（東京医科大） 佐野 勝廣（順天堂大） 曽我 茂義 (慶應大） 竹下 浩二（東京山手ﾒﾃﾞｨｶﾙ） 

田中優美子（がん研有明） 那須 克宏（千葉大） 原留 弘樹（北里大） 古川 顕 （東京都立大） 

松枝 清 （がん研有明） 松尾 義朋（ｲｰｻｲﾄﾍﾙｽｹｱ） 本杉宇太郎（甲府共立病院） 松木 充(自治医大とちぎ子ども医ｾ) 

森  健作（筑波大） 吉村 宣彦（新潟大） 渡谷  岳行（東京大）  

【中部・北陸地区】     10 名 
阿保 斉 （富山県立中央） 伊藤 茂樹（名古屋第一赤十字） 石垣  聡子（名古屋大） 尾崎 公美（福井大） 

五島 聡 （浜松医大） 小林 聡 （金沢大） 鈴木 耕次郎（愛知医大） 竹内 充 （ﾗｼﾞｵﾛﾈｯﾄ東海） 

南   哲弥（金沢医大） 山本 亨 （福井県立）   

【近畿地区】       22 名 
磯田 裕義（京都大） 今岡いずみ（神戸低侵襲がん医療） 大田 信一（滋賀医大） 大西 裕満（大阪大） 

狩谷 秀治（関西医大） 河上 聡 （京都 ProMed） 北島 一宏（兵庫医大） 木戸 晶 （京都大） 

金  東石（河内総合病院） 杉本 幸司（神戸大） 祖父江慶太郎（神戸大） 髙橋 哲 （高槻病院） 

谷川 昇  （関西医大） 坪山 尚寛（大阪大） 鶴崎  正勝 (近畿大) 中井 豪 （大阪医大） 

廣橋 伸治（大阪暁明館） 堀  雅敏（神戸大） 丸上 永晃（奈良医大） 山崎 道夫（公立甲賀） 

山本 和宏（大阪医科薬科大） 渡邊 祐司（京都医療科学大）   

【中国・四国地区】     8 名 
粟井  和夫 (広島大)  佐野村隆行 (香川大)  竹内麻由美 (徳島大) 玉田 勉 （川崎医大） 

津田 孝治（愛媛大） 松崎 健司 (徳島文理大) 山上 卓士（高知大） 吉廻 毅 （島根大） 

【九州・沖縄地区】     8 名 
青木 隆敏 (産業医大) 石神 康生 (九州大)  入江 裕之（佐賀大） 内田 政史（久留米大） 

浪本 智弘（玉名中央病院） 林  秀行（諫早総合） 福倉 良彦（鹿児島大） 松本  俊郎（ｱﾙﾒｲﾀﾞ病院） 

《名誉会員》： 16 名 
荒木 力 （健康科学大） 今井 裕 （東海大） 大友 邦 （国際医療福祉大） 角谷 眞澄（丸の内病院） 
黒田 知純（大阪がん予ｾ） 後閑 武彦（昭和大） 杉村 和朗（神戸大） 富樫 かおり(京都大) 
中尾 宣夫 (兵庫医大) 中村 仁信（彩都友紘会） 鳴海 善文（京都橘大） 平松 慶博 (立川北口健診館) 
松井 修（北陸画像診断支援ｾ) 宗近 宏次（総合南東北病院） 森  宣  （長門記念病院） 山下 康行（公立玉名中央） 

《功労会員》： 7 名 
木戸長一郎（木戸病院） 隈崎 達夫（さわやか済生） 齋田 幸久（東京医科歯科大学） 竹川 鉦一（総合南東北病院） 
田村 正三（川南病院） 山田 龍作（大阪河崎ﾘﾊ） 吉田 哲雄（県立足柄上）  
   (118 名敬称略・五十音順) 

      


