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会長 高橋 睦正
会員向けの情報

組織・役員
事務局・連絡先

1.放射線科専門医認定委員会の審査により、平成11年度の放射線科専門

学会からの情報・ガイドラ
イン

医資格の更新を新たに認定された方は下記の通りです。
市民の皆様へ

安全に関する情報

なお今回の更新有効期限は平成16年3月31日です。
会報・会告

医療における放射線被曝

学会誌・出版物

記
放射線科の紹介

学術大会（春・秋）

（専門医
地方会案内

放射線・原子力関連情報

認定No。順131名）
国際交流
放射線医学の歴史

試2290 斎藤 泰雄

試2291 星川 嘉一

試2292 門脇 弘一

試
関連学会集会

レントゲンの日

2293 北

美保
利益相反

試2294 岡沢 秀彦

試2295 望月 亮三

試2296 安住利恵子

試
専門医制度

医学生・若手医師へ

2297 白井信太郎
医学物理士制度

若手医師・学生の皆様へ

試2298 坂下館理子

試2299 島田菜穂子

試2300 平田喜美恵
リンク集

試2301 隅田ますみ
電子放射線診療用語集

試2302 月野 治明

試2303 菊池 晴揮

試2304 松崎佐恵子

試2307 今井 幸子

試2308 杉原 弘美

試

試2311 古泉 直也

試2312 三矢 哲英

試

試2315 和田 千晶

試2316 津野田雅敏

試2319 吉村 佳子

試2320 大屋 夏生

試

試2324 松原伸一郎

試

試

2305 熊坂由紀子
試2306 豊島 正実

2309 木田 和夫
試2310 今井 照彦

2313 竹下 祥敬
試2314 居出 弘一

試

2317 望月 邦三
試2318 徳田 政道

2321 川勝 樹夫
試2322 吉村

均

試2323 佐藤 善二

2325 大賀 正俊
試2326 演地 順子

試2327 西山 正吾

試2328 杉本

試2331 青山 晃子

試2332 山本 道教

試

試2335 岸木 陽督

試2336 諏訪 和宏

試

試2339 多田村栄二

試2340 石原 節子

試

試2343 大前 忠幸

試2344 朝戸 幹雄

試

清

試

2329 今村 正浩
試2330 桐生 浩司

2333 佐藤 玲子
試2334 小野 干秋

2337 木梨 友子
試2338 境

2341 関

一光
松蔵

試2342 中尾 宣夫

2345 樽井 吉仁
試2346 菅

信一

試2347 松下 正樹

試2348 丹下

勇

試

2349 居出 健司
試2350 丸川 太朗

2353 築山

試2351 三田 迪哉

試2352 正田 智也

試

試2355 丸山 篤敬

試2356 川本 誠一

試

試2359 大西 光典

試2360 伊藤 敦子

試

巌

試2354 宍戸 文男

2357 竹本 明子
試2358 岡田 文人

2361 柴田

徹

試2362 吉田

朗

試2363 栄

勝美

試2364 堀川 典子

試

2365 岩田 智子
試2366 桜井 智康

試2367 藤田 典彦

試2368 梅津 尚男

試

試2371 浦島 正喜

試2372 金岡 徳芳

試

2369 大川 伸一
試2370 石丸 徹郎

2373 中村

護

試2374 望月 得郎

試2375 高島

均

試2376 大西 光英

試

2377 津田 上紹
試2378 的場 直樹

試2379 中村 正人

試2380 高橋 健夫

試2384 篠原 義智

試2385 打田日出夫

試

2381 檀井 康介
試2382 山田 弘樹

2386 椎名

試

真

試2387 町田

徹

試2388 山本 忠司

試2389 田中 朗雄

試

2390 鈴木理留子
試2391 芹沢信一郎

試2392 辰

吉光

試2393 安田 茂雄

試

試2396 吉川 幹子

試2397 高橋 邦夫

試

試2400 審良 正則

試2401 桜井 英幸

試

試2404 青柳

試2405 柏戸 宏造

試

2394 大津 修二
試2395 片田 和廣

2398 山本 浩詞
試23社 伊藤 邦泰

2402 藤井 慶子
試2403 牟田 信春

裕

2407 高橋 志郎
試2408 小野 真一

試2409 小山 和行

試2410 鈴木 雅雄

試

2412 長谷川正俊
試2413 永井 清久

試2414 吉岡

久

試2415 花輪

真

試

2416 三浦 行矣
試2417 鈴木恵上郎

試2418 尾辻 秀章

試2419 山田 龍作

試

2420 小野村健太郎
試2421 原田

聡

試2422 中津川重一

試2424 杉木 修治

II.放射線専門医更新認定者追加氏名

記
◎平成9年度認定更新猶予者
試0407 高橋 栄治
試0850 西川

清

試0874 小林

餌

（有効期限）

平成14年3月31日

（10名）

〃
〃

試1057 中村 邦子

〃

試1076 坂本 祐二

〃

試1120 菅原 礼子

〃

試1836 相部

〃

仁

試1896 山本 和生

〃

試1938 白神 仲之

〃

試1967 佐藤 仁一

〃

◎平成10年度認定更新猶予者
試2044 満尾 浩明
試2110 松山 三男
試2246 岸

和史

試2276 将積 浩子

平成15年3月31日

（4名）

〃
〃
平成15年8月31日
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