
 

平成 30 年 6 月 20 日現在 
 

＜県＞ ＜氏名＞ ＜所属＞ 

 

鳥取県 大内泰文 鳥取大学医学部 放射線科 

(8 名) 藤井進也 鳥取大学医学部 放射線科 

 内田伸恵 鳥取大学医学部 放射線治療科 

 近藤博史 鳥取大学医学部附属病院 医療情報部 

 中村一彦 鳥取県立中央病院 放射線科 

 小林正美 鳥取赤十字病院 放射線科 

 井隼孝司 山陰労災病院 放射線科 

橋本政幸    鳥取市立病院 放射線科 

島根県 北垣 一 島根大学医学部 放射線科 

(10 名) 吉廻  毅 島根大学医学部  放射線科 

 猪俣泰典 島根大学医学部放射線治療科 

玉置幸久    島根大学医学部 放射線腫瘍学 

 吉川和明 国立病院浜田医療センター 乳腺科 

 杉原正樹 大田市立病院 放射線科 

 湯浅貢司 島根県立中央病院 放射線科 

 森岡伸夫 松江赤十字病院 放射線科 

 黒田弘之 出雲市立総合医療センター 放射線科 

      田邉芳雄 松江医療センター 放射線科 

岡山県 金澤  右 岡山大学 放射線科 

(16 名) 郷原英夫 岡山大学 放射線科 

 平木隆夫 岡山大学 放射線科 

勝井邦彰       岡山大学 放射線科 

生口俊浩    岡山大学 放射線科 

 竹田芳弘 岡山大学大学院保健学研究科 

 黒田昌宏 岡山大学大学院保健学研究科 

 平木祥夫 玉野三井病院 

 山本博道 岡山労災病院 放射線科 

 玉田  勉 川崎医科大学 放射線診断学 

 平塚純一 川崎医科大学 放射線腫瘍学 

加藤勝也    川崎医科大学総合医療センター 放射線科 

佐藤修平 川崎医療福祉大学 医療情報学科 



 小山 貴 倉敷中央病院 放射線診断科 

板坂 聡    倉敷中央病院 放射線治療科 

小川敏英    倉敷平成病院 

広島県 粟井和夫 広島大学 放射線診断学 

(11 名) 永田 靖 広島大学 放射線腫瘍学 

 村上祐司 広島大学 放射線腫瘍学 

 木村智樹 広島大学 放射線腫瘍学 

 飯田 慎 広島大学 放射線診断学 

 馬場康貴 広島大学 放射線診断学 

 小野千秋 広島市立安佐市民病院 放射線科 

 浦島正喜 社会保険広島市民病院 放射線科 

 豊田尚之 呉医療センター 中国がんセンター 放射線科 

 小林昌幸 県立広島病院 放射線診断科 

 柿沢秀明 広島赤十字・原爆病院 放射線診断科 

山口県 伊東克能    山口大学大学院医学系研究科 放射線医学 

（8名）岡田宗正 山口大学大学院医学系研究科 放射線医学 

     古川又一       山口大学大学院医学系研究科 放射線医学 

 松本常男 山口宇部医療センター  

 菅  一能 聖比留会セントヒル病院高精度がん検診放射線治療ｾﾝﾀｰ 

 片山  節 社会保険徳山中央病院 放射線科 

 中村  洋 済生会湯田温泉病院 

 田中伸幸 山口宇部医療センター 放射線科 

香川県 西山佳宏 香川大学医学部 放射線医学 

(8 名) 山本由佳 香川大学医学部 放射線医学 

 木村成秀 香川大学医学部 放射線医学 

    福田有子    香川大学医学部 放射線医学 

 柴田 徹 香川大学医学部附属病院 放射線治療科 

 川﨑幸子 高松赤十字病院 放射線科 

 外山芳弘 高松赤十字病院 放射線科 

 赤木史郎 香川県立中央病院 放射線科 

徳島県 原田雅史 徳島大学大学院医歯薬学研究部 放射線医学 

(7 名) 生島仁史 徳島大学大学院医歯薬学研究部 放射線医学 

上野淳二 徳島大学大学院医歯薬学研究部 保健科学部門放射線科学

系医用画像解析学 

大塚秀樹 徳島大学大学院医歯薬学研究部 画像医学・核医学 

 西谷  弘 つるぎ町立半田病院 



 向所敏文 徳島県立中央病院 放射線科 

 松崎健司 徳島文理大学保健福祉学部診療放射線学科 

高知県 山上卓士 高知大学医学部  放射線科 

 (9 名) 田村泰治 高知大学医学部  放射線科 

 村田和子 高知大学医学部  放射線科 

 小林加奈 高知大学医学部  放射線科 

 刈谷真爾 高知大学医学部  放射線科 

 西岡明人 高知医療センター 放射線療法科 

 小松幸久 国立病院機構高知病院 放射線科 

 濱田典彦 国立病院機構高知病院 放射線科 

    南口博紀    高知大学医学部 放射線医学講座 

愛媛県 望月輝一 愛媛大学医学部 放射線科 

(11 名) 宮川正男 愛媛大学医学部 放射線科 

     濱本 泰       愛媛大学医学部 放射線科 

    城戸輝仁    愛媛大学医学部 放射線科 

 菊池恵一 松山赤十字病院 放射線科 

 片岡正明 四国がんセンター 放射線科 

 菅原敬文 四国がんセンター 放射線科 

 三木  均 愛媛県立中央病院 放射線科 

 井上 武 愛媛県立中央病院 放射線科 

 菅田成紀 愛媛県立今治病院 放射線科 

 福井 聡 市立宇和島病院 放射線科 

 

 

世話人総数  88 名 
 


