
日本消化器画像診断研究会	 世話人	 

	 

執行部世話人	 代	 	 表	 真口	 宏介	 

	 監	 	 事	 海野	 倫明・花田	 敬士	 

	 庶務担当	 糸井	 隆夫	 

	 財務担当	 蒲田	 敏文	 

	 

世話人	 	 内	 	 科	 蘆田	 玲子	 有坂	 好史	 伊佐山浩通	 糸井	 隆夫	 伊藤	 	 	 啓	 

(92名)	 	 (42名)	 今井	 英夫	 入澤	 篤志	 岩尾	 年康	 岩崎	 栄典	 植木	 敏晴	 

	 	 牛尾	 	 純	 大西	 佳文	 岡庭	 信司	 岡部	 義信	 岡部	 純弘	 

	 	 樫田	 博史	 潟沼	 朗生	 加藤	 博也	 神澤	 輝実	 菅野	 	 敦	 

	 	 菊山	 正隆	 北野	 雅之	 窪田	 賢輔	 栗田	 	 亮	 越田	 真介	 

	 	 児玉	 裕三	 佐々木民人	 笹平	 直樹	 塩路	 和彦	 芹川	 正浩	 

	 	 高山	 	 敬子	 竹中	 	 完	 土屋	 貴愛	 長川	 達哉	 花田	 敬士	 

	 	 原	 	 	 和生	 比佐	 岳史	 肱岡	 	 	 範	 深澤	 光晴	 真口	 宏介	 

	 	 宮田	 英樹	 吉田	 浩司	 
	 

	 外	 	 科	 伊佐	 	 勉	 海野	 倫明	 遠藤	 	 格	 大塚	 隆生	 大塚	 将之	 

	 (20名)	 北川	 裕久	 小西	 	 大	 佐野	 圭二	 佐野	 	 力	 島田	 光生	 

	 	 清水	 泰博	 趙	 	 明浩	 中村	 雅史	 羽鳥	 	 隆	 平野	 	 聡	 

	 	 本田	 五郎	 松田	 正道	 松村	 敏信	 山上	 裕機	 力山	 敏樹	 
	 

	 放射線科	 歌野	 健一	 岡田	 吉隆	 蒲田	 敏文	 五島	 	 聡	 櫻井	 康雄	 

	 (12名)	 鈴木耕次郎	 竹原	 康雄	 平井都始子	 廣橋	 伸治	 藤永	 康成	 

	 	 山城	 正司	 吉満	 研吾	 
	 

	 病	 	 理	 大池	 信之	 鬼島	 	 宏	 古賀	 	 裕	 坂元	 亨宇	 佐々木恵子	 

	 (18名)	 髙瀬	 	 優	 内藤	 	 嘉紀	 中島	 	 収	 能登原憲司	 濱田	 義浩	 

	 	 平林	 健一	 福嶋	 敬宜	 福村	 由紀	 古川	 	 徹	 細田	 和貴	 

	 	 三橋	 智子	 安川	 	 	 覚	 山口	 	 浩	 

	 	 

名誉代表世話人	 有山	 	 襄	 堀口	 祐爾	 山雄	 健次	 

	 

名誉会員	 村島	 義男	 竹原	 靖明	 中澤	 三郎	 中山	 和道	 松代	 	 隆	 

	 永川	 宅和	 池田	 靖洋	 田代	 征記	 渡辺	 英伸	 須田	 耕一	 

	 神代	 正道	 清水	 武昭	 梶原	 建熈	 竜	 	 崇正	 石川	 洋子	 

	 有井	 滋樹	 白鳥	 敬子	 田中	 雅夫	 森安	 史典	 渡邊	 五朗	 

	 山口	 幸二	 角谷	 眞澄	 藤田	 直孝	 木村	 	 理	 峯	 	 徹哉	 

	 工藤	 正俊	 猪狩	 功遺	 
	 

特別会員	 船曳	 孝彦	 二川	 俊二	 今村	 正之	 宮川	 秀一	 宮崎	 	 勝	 

	 柳澤	 昭夫	 土屋	 嘉昭	 野田	 	 裕	 藤本	 武利	 山野	 三紀	 

	 土井隆一郎	 奥田	 康司	 

（以上敬称略） 
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