
増本 智彦（2章） 筑波大学医学医療系画像診断・IVR学

平井 俊範（2章） 宮崎大学医学部病態解析医学講座放射線医学分野

佐藤 典子（3章） 国立精神・神経医療研究センター病院放射線診療部

藤田 和俊（7章） 神奈川県立こども医療センター放射線科

丹羽 　徹（8章） 東海大学医学部専門診療学系画像診断学

岡部 哲彦（9章） 横浜市立大学放射線診断学教室

藤井 裕太（10章） 神奈川県立こども医療センター放射線科

鹿戸 将史（11章） 山形大学大学院医学系研究科医学専攻放射線医学講座

三木 幸雄（12章） 大阪市立大学大学院医学研究科放射線診断学・IVR学

德丸 阿耶（13章） 東京都健康長寿医療センター放射線診断科

松島 理士（14章） 東京慈恵会医科大学放射線医学講座

柳町 徳春（15章） 東海大学医学部医学科専門診療学系画像診断学

寺田 一志（15, 17章） 東邦大学佐倉病院放射線科

サラモン 典子（16章）カリフォルニア大学ロサンゼルス校放射線科

藤田 翔平 順天堂大学大学院医学研究科放射線医学

東 美菜子 宮崎大学医学部放射線医学教室

國松　 聡 東京大学医科学研究所附属病院放射線部

藤本 幸多朗 東京大学医学部放射線医学教室

萩原 彰文 東京大学医学部放射線医学教室

前田 正幸 三重大学大学院医学系研究科地域支援神経放射線診断学講座

石井 仁也 関東労災病院放射線診断科

堤　 義之 国立成育医療研究センター放射線診療部放射線治療科

入江 隆介 順天堂大学大学院医学研究科放射線医学

尾崎 　裕 順天堂大学医学部附属練馬病院放射線科

上谷 浩之 熊本大学大学院生命科学研究部放射線診断学分野

北島 美香 熊本大学病院中央放射線部

立石 真知子 熊本大学大学院生命科学研究部放射線診断学分野

大久保 敏之 東京逓信病院放射線科

吉川 健啓 東京大学医学部附属病院 22世紀医療センター

 コンピュータ画像診断学／予防医学講座

坂本 真一 大阪市立弘済院附属病院放射線科

土井下 怜 さいたま赤十字病院放射線診断科

立川 裕之 大阪市立大学大学院医学研究科放射線診断学・IVR学

鈴木 文夫 国立精神・神経医療研究センター病院放射線診療部

下野 太郎 大阪市立大学大学院医学研究科放射線診断学・IVR学

木村 有喜男 国立精神・神経医療研究センター病院放射線診療部

豊田 圭子 東京慈恵会医科大学放射線医学講座

鈴木 通真 順天堂大学大学院医学研究科放射線医学

森    墾 自治医科大学医学部放射線医学講座

宇都宮 英綱 帝京大学医学部放射線科学講座

野澤 久美子 神奈川県立こども医療センター放射線科

田波 　穣 埼玉県立小児医療センター放射線科

中井 雄大 東京大学医学部放射線医学講座

神谷 昂平 東京大学医学部放射線医学講座

伊藤 賢一 横浜市立大学放射線診断学教室

治山 高広 さいたま赤十字病院放射線診断科

榎園 美香子 東京都立小児総合医療センター診療放射線科

立花 泰彦 量研機構 放射線医学総合研究所

 分子イメージング診断治療研究部

高橋（安達）木綿子 順天堂大学大学院医学研究科放射線医学

酒井 美緒 大阪国際がんセンター放射線診断・IVR科

渡邉 嘉之 滋賀医科大学放射線医学講座

森田 有香 琉球大学病院放射線部

井藤 隆太 滋賀医科大学医学部附属病院放射線部

住田 　薫 帝京大学医学部放射線科学講座

酒井 容堂 横浜市立大学放射線診断学教室

黒川 　遼 東京大学医学部放射線医学講座

山本 麻子 帝京大学医学部放射線科学講座

越野 沙織 東京大学大学院放射線医学講座

沼本 勲男 近畿大学医学部放射線医学教室放射線診断学部門

松木 　充 近畿大学医学部放射線医学教室放射線診断学部門

松末 英司 鳥取県立中央病院放射線科

北垣 　一 島根大学医学部放射線医学講座

石井 一成 近畿大学医学部放射線医学教室放射線診断学部門

櫻井 圭太 国立長寿医療研究センター放射線診療部

鎌形 康司 順天堂大学医学部放射線医学講座

伊藤 秀一 北野病院放射線科

岡田　 務 北野病院放射線科

安藤 久美子 兵庫医科大学放射線科

石藏 礼一 神戸市立医療センター中央市民病院放射線診断科

佐藤 香菜子 順天堂大学大学院医学研究科放射線医学

藤井 進也 鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野

 （放射線科）

加藤 亜結美 鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野

 （放射線科）

樋渡 昭雄 九州大学大学院医学研究院分子イメージング・診断学講座

阿部 考志 徳島大学医学部放射線科

和田 昭彦 順天堂大学大学院医学研究科放射線医学

清水 哲也 東京慈恵会医科大学放射線医学講座

平賀 利匡 山形大学大学院医学系研究科医学専攻放射線医学講座

吉岡 直紀 国際医療福祉大学成田病院放射線科

東山 　央 大阪医科大学放射線診断学教室

松久保 祐子 近畿大学医学部放射線医学教室放射線診断学部門

岡崎 　隆 東海大学医学部医学科専門診療学系画像診断学

堀 　正明 東邦大学医療センター大森病院放射線科

横山 幸太 国立国際医療研究センター病院放射線診療部

野口 智幸 国立国際医療研究センター病院放射線診療部

前川 朋子 順天堂大学医学部放射線医学講座

山下 孝二 九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野

森谷 聡男 ミシガン大学医学部放射線科

田岡 俊昭 名古屋大学医学部放射線医学教室

與儀 　彰 琉球大学病院放射線部

横田 　元 千葉大学大学院医学研究院画像診断・放射線腫瘍学

森本 笑子 国立精神・神経医療研究センター病院放射線診療部

吉田 大介 北海道大学病院放射線診断科

   （執筆順）

青木 茂樹（1章）  順天堂大学大学院医学研究科放射線医学

相田 典子（5, 6, 9章） 神奈川県立こども医療センター 放射線科

井田 正博（4章）  水戸医療センター放射線科

大場 　洋（13章） 帝京大学医学部放射線科学講座
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