
部　　　長 菱沼　誠 仙台厚生病院 部　　　長 鎌倉　克行 杜の都産業保健会

学術大会担当 佐々木　喬 石巻市立病院 副 部 長 本舘　広樹 長町病院

教育委員 佐々木正臣 宮城県立こども病院 医療画像展担当 児玉　修一 広南会広南病院

部　　　員 坂本　博 東北大学病院 医療画像展担当 鈴木　祥之 仙塩利府病院

部　　　員 越智　隆浩 仙台医療センター 県民公開講演会担当 長谷川志賀子 東北公済病院

部　　　員 太田　運良 総合南東北病院 県民公開講演会担当 福田　真紀 仙台赤十字病院

部　　　員 千葉　朋浩 広南病院 放射線管理・被ばく対策 鎌倉　克行 杜の都産業保健会

部　　　員 伊藤　誠 中島病院 部　　　員 浅野　淳一 東北労災病院

部　　　員 田浦　将明 東北医科薬科大学病院 部　　　員 清水　久恵 仙台厚生病院

部　　　員 村崎　晶洋 東北大学病院 部　　　員 星　由紀子 ＪＣＨＯ仙台病院

部　　　員 鎌田　俊亮 仙台医療センター 部　　　員 星　英樹 仙台オープン病院

部　　　員 宮本　宏太 仙台医療センター 部　　　員 村上  朋史 杜の都産業保健会

部　　　員 佐藤　丈洋 仙台厚生病院

部　　　長 星　英樹 仙台オープン病院

部       長 山中　一臣 東北大学病院 祝賀会担当 田屋　幸巳 JCHO仙台病院

表彰担当 笠松　信隆 大崎市民病院 部　　　員 刀　章 仙台オープン病院

生涯学習カウント 佐々木正臣 宮城県立こども病院

部　　　員 浅野　淳一 東北労災病院

部　　　員 佐々木博信 東北大学病院 委　員　長 鎌倉　克行 杜の都産業保健会

副委員長 児玉　修一 広南会広南病院

機器管理士班長 三浦　一隆 仙台赤十字病院

部　　　長 伊藤　道明 東北医科薬科大学若林病院 漏洩線量測定班長 太田　運良 総合南東北病院

HP運営委員長 高橋　祐樹 宮城県立がんセンター 放射線管理士班長 児玉　修一 広南会広南病院

広報・編集担当 坂元　健太郎 仙台市立病院 管理士幹事 永田　美奈 美里町立南郷病院

メールマガジン担当 板垣　良二 宮城県立こども病院 管理士幹事 小山　裕樹 仙台整形外科病院

PC・メール管理 管理士幹事 山口　さや香 宮城厚生協会泉病院

部　　　員 飛田　英輝 東北医科薬科大学若林病院 管理士幹事 菅　尚明 宮城県立がんセンター

部　　　員 伊藤　拓未 仙台厚生病院 機器管理士幹事 立花　茂 東北大学病院

機器管理士幹事 千葉　守 東北労災病院

機器管理士幹事 石倉　和彦 広南会広南病院

局　　　長 八島幸子 宮城県対がん協会 機器管理士幹事 伊藤　道明 東北医科薬科大学若林病院

財務担当理事 安彦　茂 仙台赤十字病院 機器管理士幹事 千葉　朋浩 広南会広南病院

財務担当理事 荒川　信 JCHO仙台南病院

新入会員促進 八島幸子 宮城県対がん協会

局　　　員 長谷川圭三 委　員　長 尾形　優子 仙台厚生病院

副委員長 渥美　博人 仙台市立病院

委  　　員 阿部　養悦 東北大学病院

委　員　長 小山　洋 宮城県立がんセンター 委  　　員 佐久間俊光

副委員長 八島幸子 宮城県対がん協会 委  　　員 小野寺　保 宮城県保健福祉部 

委  　　員 長谷川圭三 事務職員 委  　　員 吉川　和行 国立病院機構山形病院

委  　　員 委  　　員 菱沼　誠 仙台厚生病院

委　員　長 笠松　信隆 大崎市民病院 委　員　長 安彦　茂 仙台赤十字病院

副委員長 佐々木博信 東北大学病院 副委員長 小山  洋 宮城県立がんセンター

委  　　員 玉水　伸光 東北労災病院 理　　　事 鎌倉　克行 杜の都産業保健会

委 　 　員 森　　　透 大崎市民病院 理　　　事 菱沼   誠   仙台厚生病院

委 　 　員 武藤　洋平 大崎市民病院 理　　　事 荒川　信 JCHO仙台南病院

部　　　長 小山  洋 宮城県立がんセンター 委員長 星　英樹 仙台オープン病院

副 部 長 山田　文夫 仙台市急患センター 委  　　員 福田　真紀 仙台赤十字病院

参　　与 八島　俊一 委  　　員 坂元 健太郎 仙台市立病院

部　　員 照井　塙 委  　　員 太田　運良 総合南東北病院

部　　員 岩城　賢郎 委  　　員 越智　隆浩 仙台医療センター

部　　員 長谷川　圭三

部　　員 山下　卓也

部　　員 稲美　清和 委　員　長 櫻中　秀樹 仙台市立病院

部　　員 工藤　泰 委  　　員 半田　清貴 大崎市民病院健康管理センター

監　　査 鈴木　清義 委  　　員 広瀬　貴志 仙台オープン病院

委  　　員 板垣　朋子 宮城県対がん協会

事　務　局

放射線管理業務検討委員会

公益事業推進委員会

医療画像展用パネル作成委員会

選挙管理委員会

OB部

表彰委員会

会員情報システム委員会

学術部・技師教育推進委員会

広　報　部・ホームページ運営委員会

放射線管理・被ばく対策委員会

法　人　部

総務部

福利厚生部


