
資料１：関連学会推薦専門委員

# 分野
専門委員

（敬称略）
専門委員_所属 学会_団体名 代表者 代表者名

1) 脳 荒川 芳輝 京都大学医学研究科　脳神経外科（講師） 日本脳腫瘍学会 理事長 西川　亮  

1) 脳 黒住 和彦 浜松医科大学　脳神経外科（教授） 日本脳腫瘍学会 理事長 西川　亮  

2) 肺縦隔 中山 治彦 神奈川県立がんセンター呼吸器外科（総長・部長） 日本肺癌学会 理事長 弦間 昭彦

2) 肺縦隔 里内 美弥子 兵庫県立がんセンター呼吸器内科（部長） 日本肺癌学会 理事長 弦間 昭彦

3) 食道 亀井 尚 東北大学大学院医学系研究科　消化器外科学（教授） 日本食道学会 理事長 土岐祐一郎

3) 食道 武藤 学 京都大学大学院医学研究科　腫瘍薬物治療学（教授） 日本食道学会 理事長 土岐祐一郎

4) 大腸 石原 聡一郎 東京大学医学部 腫瘍外科・血管外科（教授） 大腸癌研究会 会長 杉原 健一

4) 大腸 上野 秀樹 防衛医科大学校　外科学講座（教授） 大腸癌研究会 会長 杉原 健一

5) 原発性肝癌 長谷川 潔 東京大学大学院医学系研究科肝臓病態外科学（教授） 日本肝臓学会 理事長 竹原 徹郎

5) 原発性肝癌 久保 正二 大阪市立大学肝胆膵外科学（病院教授） 日本肝臓学会 理事長 竹原 徹郎

6) 胆道癌 福本 巧 神戸大学大学院医学研究科外科学講座肝胆膵外科学分野（教授） 日本肝胆膵外科学会 理事長 遠藤　格

6) 胆道癌 大塚 将之 千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学（教授） 日本肝胆膵外科学会 理事長 遠藤　格

7) 膵 伊藤 芳紀 昭和大学病院放射線治療科（教授） 日本膵臓学会 理事長 竹山　宜典

7) 膵 上野 誠 神奈川県立がんセンター消化器内科部長 日本膵臓学会 理事長 竹山　宜典

8) 腎，膀胱 東 治人 大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座泌尿器科学教室（教授） 日本泌尿器科学会 理事長 大家 基嗣

8) 腎，膀胱 小原 航 岩手医科大学泌尿器科（教授） 日本泌尿器科学会 理事長 大家 基嗣

9) 子宮 竹島 信宏 国際医療福祉大学 産婦人科(教授） 日本婦人科腫瘍学会 理事長 片渕 秀隆

9) 子宮 武隈 宗孝 静岡県立静岡がんセンター（医長） 日本婦人科腫瘍学会 理事長 片渕 秀隆

10)少数転移 万代 昌紀 京都大学医学研究科　婦人科学産科学分野（教授） 日本癌治療学会 理事長 土岐祐一郎

10)少数転移 吉野 孝之 国立がん研究センター東病院　消化管内科（科長） 日本癌治療学会 理事長 土岐祐一郎
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資料２：資料作成ロードマップ

2020.7. 8 9 10 11 12 2021.1. 2

管理業務 WGリーダー会議 WGリーダー会議 WGリーダー会議
粒子線治療委
員会・部会

WGリーダー会議
（進捗状況）

WGリーダー会議
（進捗状況）

WGリーダー会議
（進捗状況）

WGリーダー決定 WGメンバー決定
関連学会へ専門
委員の派遣依頼

専門委員決定
WGへ招待

システマチックレビュー
検索式決定
検索依頼

一次選択 二次選択

レジストリ解析

研究事務局
データセンター

臓器別
ワーキンググ
ループ

不足データ入力（各施設）対象疾患病態の議論，決定

対象とする疾患・病態のデータ管理・クリーニング

2021.3. 4 5 6 7 8 9 10

管理業務
WGリーダー会議
（進捗状況）

WGリーダー会
議（進捗状況）

比較表評価 報告書評価 最終版作成
粒子線委員会承認
理事会承認

報告書として厚
労省へ提出

先進医療会議

WGリーダー会議
（進捗状況）

システマチックレビュー 採用論文決定 比較表作成 報告書作成 最終版作成

レジストリ解析
解析計画書作
成・固定

データ解析 比較表作成 報告書作成 最終版作成

研究事務局
データセンター

データ固定・提
供

年次報告データ供
与

臓器別
ワーキンググ
ループ
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任 　期：R2.4.1～R4.3.31
事務局：経営戦略部経営戦略課

区　分 氏　　名 所　　　　　属 役　　　職

分科会長 藤澤　武彦 公益財団法人ちば県民保健予防財団 呼吸器外科 理事長

委員 飯笹　俊彦 千葉県がんセンター 呼吸器外科 医療局長

〃 伊藤　宏之 神奈川県立がんセンター呼吸器外科 呼吸器外科 部長

〃 伊豫田　明 東邦大学医療センター大森病院呼吸器外科 呼吸器外科 教授

〃 浦本　秀隆 金沢医科大学呼吸器外科学 呼吸器外科 教授

〃 岡野　奈緒子 群馬大学大学院医学系研究科腫瘍放射線学教室 放射線科 助教

〃 岸本　淳司 九州大学病院 ARO次世代医療センター 臨床試験 副センター長

〃 塩山　善之 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 センター長

〃 末藤　大明 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 副センター長

〃 髙山　浩一
京都府立医科大学大学院医学研究科
呼吸器内科学

呼吸器内科 教授

〃 瀧口　裕一 千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学 呼吸器内科 教授

〃 多田　裕司 国際医療福祉大学成田病院呼吸器内科学 呼吸器内科 教授

〃 德丸　直郎 兵庫県立粒子線医療センター 放射線科 副院長

〃 林　和彦 大阪重粒子線センター診療局 放射線科 医師

〃 東山　聖彦 市立東大阪医療センター 呼吸器外科 特任院長

〃 溝渕　輝明 千葉県済生会習志野病院呼吸器外科 呼吸器外科 部長

〃 村上　修司 神奈川県立がんセンター呼吸器内科 呼吸器内科 医長

〃 吉田　大作 神奈川県立がんセンター放射線治療科 放射線科 部長

〃 吉野　一郎 千葉大学大学院医学研究院呼吸器病態外科学 呼吸器外科 教授

〃 山本　直敬 QST量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療
研究部次長

〃 中嶋　美緒 QST量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部グループリー
ダー

〃 辻　比呂志 QST病院 放射線科 病院長

重粒子線治療多施設共同臨床研究組織（J-CROS）運営委員会
肺・縦隔腫瘍分科会
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任 　期：R2.4.1～R4.3.31
事務局：経営戦略部経営戦略課

区　分 氏　　名 所　　　　　属 役　　　職

分科会長 宮崎　　勝 国際医療福祉大学 消化器外科 副学長

委員 遠藤　　格 横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科学講座 消化器外科 主任教授

〃 大塚　将之 千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学教室 消化器外科 教授

〃 大坪　毅人 聖マリアンナ医科大学外科学（消化器・一般外科） 消化器外科 教授

〃 大野　達也
群馬大学大学院医学系研究科臨床医学領域腫瘍放射
線学講座

放射線科 教授

〃 小笠原　定久 千葉大学医学部附属病院臨床研究開発推進センター 消化器内科 特任講師

〃 加藤　直也 千葉大学大学院医学研究院消化器内科学 消化器内科 教授

〃 加藤　弘之 神奈川県立がんセンター放射線治療科 放射線科 部長

〃 鎌田　　正 神奈川県立がんセンター 放射線科
重粒子線治療セン
ター長

〃 久保木　知 千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学教室 消化器外科 講師

〃 渋谷　　圭 群馬大学大学院医学系研究科 放射線科 助教

〃 調　　　憲
群馬大学大学院医学系研究科総合外科学講座肝胆膵
外科分野

消化器外科 教授

〃 寺嶋　千貴 兵庫県立粒子線医療センター放射線科 放射線科 科長

〃 戸山　真吾 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 主任医長

〃 野中　哲生 日本赤十字社医療センター放射線腫瘍科 放射線科 部長

〃 林　和彦 大阪重粒子線センター診療局 放射線科 医師

〃 古瀬　純司 杏林大学医学部腫瘍内科学教室 消化器内科 教授

〃 森本　　学 神奈川県立がんセンター消化器内科 消化器内科 部長

〃 安田　茂雄 千葉ろうさい病院放射線科 放射線科 部長

〃 山本　順司 茨城県立中央病院 消化器外科 副院長

〃 山本　直人 神奈川県立がんセンター消化器外科 消化器外科 医長

〃 山本　雅一 東京女子医科大学消化器病センター消化器外科 消化器外科 教授・講座主任

〃 吉留　博之 消化器外科 院長補佐

〃 牧島　弘和 ＱＳＴ量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部医長

〃 辻井　博彦 QST病院 放射線科 副病院長

〃 辻　比呂志 QST病院 放射線科 病院長

重粒子線治療多施設共同臨床研究組織（J-CROS）運営委員会
肝腫瘍分科会
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任 　期：R2.4.1～R4.3.31
事務局：経営戦略部経営戦略課

区　分 氏　　名 所　　　　　属 役　　　職

分科会長 宮崎　　勝 国際医療福祉大学 消化器外科 副学長

委員 安西　誠 大阪重粒子線センター診療局 放射線科 医員

〃 石井　浩 千葉県がんセンター消化器内科 消化器内科 診療部長

〃 上野　誠 神奈川県立がんセンター消化器内科 消化器内科 医長

〃 大塚　将之 千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学教室 消化器外科 教授

〃 岡本　雅彦 群馬大学腫瘍放射線学教室 放射線科 講師

〃 奥坂　拓志
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院肝
胆膵内科

消化器内科 科長

〃 加藤　直也 千葉大学大学院医学研究院消化器内科学 消化器内科 教授

〃 加藤　弘之 神奈川県立がんセンター放射線治療科 放射線科 部長

〃 鎌田　　正 神奈川県立がんセンター 放射線科
重粒子線治療セン
ター長

〃 岸本　　充 千葉大学大学院医学研究院病態病理学講座 病理 准教授

〃 齋浦　明夫 順天堂大学大学院医学研究科　肝・胆・膵外科 消化器外科 教授

〃 笹平　直樹 がん研究会有明病院肝胆膵内科 消化器内科 部長

〃 白川　博文 栃木県立がんセンター肝胆膵外科 消化器外科 副科長

〃 寺嶋　千貴 兵庫県立粒子線医療センター放射線科 放射線科 科長

〃 寺嶋　広太郎 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 非常勤医師

〃 中郡　聡夫 東海大学医学部外科学系 消化器外科 教授

〃 中村　雅史 九州大学大学院医学研究院医学系学科臨床腫瘍外科 消化器外科 教授

〃 浜本　康夫 慶應義塾大学医学部消化器内科 消化器内科 准教授

〃 古瀬　純司 杏林大学医学部腫瘍内科学教室 消化器内科 教授

〃 松田　正道 虎の門病院消化器外科 消化器外科 非常勤医師

〃 三方　林太郎 千葉大学大学院医学研究院消化器内科 消化器内科 講師

〃 森永　聡一郎 消化器外科 部長

〃 山口　武人 JCHO船橋中央病院 消化器内科 副病院長

〃 吉富　秀幸 獨協医科大学埼玉医療センター外科（肝胆膵） 消化器外科 主任教授

〃 和田　慶太 帝京大学医学部外科学講座 消化器外科 准教授

〃 篠藤　誠 ＱＳＴ病院治療診断部治療課 放射線科 医長

〃 山田　　滋 ＱＳＴ病院 放射線科 副病院長

〃 辻井　博彦 QST病院 放射線科 副病院長

〃 辻　比呂志 QST病院 放射線科 病院長

重粒子線治療多施設共同臨床研究組織（J-CROS）運営委員会
膵腫瘍分科会
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任 　期：R2.4.1～R4.3.31
事務局：経営戦略部経営戦略課

区　分 氏　　名 所　　　　　属 役　　　職

分科会長 松原　久裕 千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科 消化器外科 教授

委員 安西　誠 大阪重粒子線センター診療局 放射線科 医員

〃 出江　洋介 東京都立駒込病院臨床検査科　患者サポートセンター 消化器外科 部長/センター長

〃 上野　正紀 虎の門病院消化器外科 消化器外科 部長

〃 宇野　　隆 千葉大学大学院医学研究院画像診断・放射線腫瘍学 放射線科 教授

〃 岡住　慎一 東邦大学医療センター佐倉病院外科 消化器外科 教授

〃 尾形　高士 神奈川県立がんセンター胃食道外科 消化器外科 部長

〃 鎌田　　正 神奈川県立がんセンター 放射線科
重粒子線治療セン
ター長

〃 神沼　拓也 群馬大学重粒子線医学研究センター 放射線科 講師

〃 川田　研郎
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科消化管外
科学分野

消化器外科 講師

〃 北川　雄光 慶應義塾大学医学部外科学教室 消化器外科 教授

〃 桑野　博行 福岡市立病院機構福岡市民病院 消化器外科 病院長

〃 塩山　善之 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 センター長

〃 島田　英昭 東邦大学医療センター大森病院外科学講座 消化器外科 教授

〃 瀬戸　泰之
東京大学大学院医学系研究科消化管外科学・代謝内
分泌外科学

消化器外科 教授

〃 高草木　陽介 神奈川県立がんセンター放射線治療科 放射線科 医長

〃 德丸　直郎 兵庫県立粒子線医療センター 放射線科 副院長

〃 中谷　行雄
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院病理診断
科・教育部門

病理 部門長

〃 鍋谷　圭宏 千葉県がんセンター食道胃腸外科 消化器外科 部長

〃 根本　建二 山形大学 放射線科 理事

〃 野田　真永 埼玉医科大学国際医療センター放射線腫瘍科 放射線科 教授・診療副部長

〃 平田　秀成 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 医長

〃 村上　健太郎 消化器外科 講師

〃 安田　茂雄 千葉ろうさい病院放射線科 放射線科 部長

〃 渡邊　雅之 がん研究会有明病院 消化器外科
副院長兼消化器
外科部長

〃 磯崎　由佳 ＱＳＴ病院治療診断部治療課 放射線科 医長

〃 辻井　博彦 QST病院 放射線科 副病院長

〃 山田　　滋 ＱＳＴ病院 放射線科 副病院長

〃 辻　比呂志 QST病院 放射線科 病院長

重粒子線治療多施設共同臨床研究組織（J-CROS）運営委員会
上部消化器腫瘍分科会
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任 　期：R2.4.1～R4.3.31
事務局：経営戦略部経営戦略課

区　分 氏　　名 所　　　　　属 役　　　職

分科会長 松原　久裕 千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科 消化器外科 教授

委員 安西　誠 大阪重粒子線センター診療局 放射線科 医員

〃 石原　聡一郎 東京大学大学院医学系研究科 消化器外科 教授

〃 板橋　道朗 東京女子医科大学消化器一般外科 消化器外科 教授

〃 市川　靖史 横浜市立大学大学院医学研究科 がん総合医科学 消化器外科 主任教授

〃 伊藤　雅昭 国立がん研究センター東病院大腸外科 消化器外科 科長

〃 上野　秀樹
防衛医科大学校医学教育部医学科外科学
（ 上部下部消化管 ）

消化器外科 教授

〃 岡林　剛史 慶應義塾大学病院一般・消化器外科 消化器外科 専任講師

〃 岡本　雅彦 群馬大学腫瘍放射線学教室 放射線科 講師

〃 加藤　弘之 神奈川県立がんセンター放射線治療科 放射線科 部長

〃 金光  幸秀 国立がん研究センター中央病院大腸外科 消化器外科 科長

〃 鎌田　　正 神奈川県立がんセンター 放射線科
重粒子線治療セン
ター長

〃 清松　知充 国立国際医療研究センター病院大腸肛門外科診療科 消化器外科 科長

〃 幸田　圭史 帝京大学ちば総合医療センター 外科学講座 消化器外科 教授

〃 小西　　毅
公益財団法人癌研究会有明病院消化器センター　大
腸外科

消化器外科 医長

〃 塩澤　　学 神奈川県立がんセンター消化器外科（大腸） 消化器外科 部長

〃 関本　貢嗣 関西医科大学外科学講座 消化器外科 主任教授

〃 高橋　慶一 がん・感染症センター都立駒込病院大腸外科 消化器外科 部長

〃 寺嶋　広太郎 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 非常勤医師

〃 德丸　直郎 兵庫県立粒子線医療センター 放射線科 副院長

〃 永井　俊太郎 九州大学大学院　臨床・腫瘍外科 消化器外科 助教

〃 宮内　英聡 千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科学 消化器外科 准教授

〃 安野　正道 消化器外科 特命教授

〃 磯崎　由佳 ＱＳＴ病院治療診断部治療課 放射線科 医長

〃 篠藤　誠 ＱＳＴ病院治療診断部治療課 放射線科 医長

〃 山田　　滋 ＱＳＴ病院 放射線科 副病院長

〃 辻井　博彦 QST病院 放射線科 副病院長

〃 辻　比呂志 QST病院 放射線科 病院長

重粒子線治療多施設共同臨床研究組織（J-CROS）運営委員会
下部消化管腫瘍分科会
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任 　期：R2.4.1～R4.3.31
事務局：経営戦略部経営戦略課

区　分 氏　　名 所　　　　　属 役　　　職

分科会長 市川　智彦 千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学 泌尿器科 教授

委員 赤倉　功一郎 JCHO東京新宿メディカルセンター 泌尿器科 副院長・主任部長

〃 五十嵐　辰男 聖隷佐倉市民病院泌尿器科 泌尿器科 部長

〃 大家　基嗣 慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室 泌尿器科 教授

〃 沖本　智昭 兵庫県立粒子線医療センター 放射線科 院長

〃 鎌田　　正 神奈川県立がんセンター 放射線科
重粒子線治療セン
ター長

〃 神谷　直人 東邦大学医療センター佐倉病院泌尿器科 泌尿器科 准教授

〃 河村　英将 群馬大学大学院医学系研究科 放射線科 准教授

〃 岸田　　健 神奈川県立がんセンター泌尿器科 泌尿器科 部長

〃 小丸　　淳 千葉県がんセンター泌尿器科前立腺センター 泌尿器科 部長

〃 坂本　信一 千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学 泌尿器科 講師

〃 佐塚　智和 千葉大学大学院医学研究院泌尿器科学 泌尿器科 助教

〃 鈴木　啓悦 東邦大学医療センター佐倉病院泌尿器科 泌尿器科 教授

〃 高草木　陽介 神奈川県立がんセンター放射線治療科 放射線科 医長

〃 茶谷　正史 大阪重粒子線センター 放射線科 センター長

〃 戸山　真吾 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 主任医長

〃 中村　和正 浜松医科大学放射線医学教室放射線腫瘍学講座 放射線科 教授

〃 原田　昌興 前神奈川県立がんセンター臨床研究所 病理

〃 和久本　芳彰 順天堂大学医学部泌尿器科学講座 泌尿器科 准教授

〃 粕谷　吾朗 QST量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部医長

〃 石川　　仁 QST病院 放射線科 副病院長

〃 辻井　博彦 QST病院 放射線科 副病院長

〃 辻　比呂志 放射線科 病院長

重粒子線治療多施設共同臨床研究組織（J-CROS）運営委員会
泌尿器腫瘍分科会
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任 　期：R2.4.1～R4.3.31
事務局：経営戦略部経営戦略課

区　分 氏　　名 所　　　　　属 役　　　職

分科会長 生水　真紀夫 千葉大学大学院医学研究院生殖医学講座 産婦人科 教授

委員 安藤　謙 群馬大学大学院医学系研究科放射線腫瘍学 放射線科 助教

〃 岩崎  秀昭 医療法人社団マザー・キーなのはなクリニック 産婦人科 院長

〃 宇野　　隆 千葉大学大学院医学研究院画像診断・放射線腫瘍学 放射線科 教授

〃 大野　達也
群馬大学大学院医学系研究科臨床医学領域腫瘍放射
線学講座

放射線科 教授

〃 沖本　智昭 兵庫県立粒子線医療センター 放射線科 院長

〃 笠松　高弘 東京都立墨東病院婦人科 産婦人科 部長

〃 加藤　眞吾 埼玉医科大学国際医療センター放射線腫瘍科 放射線科 教授・診療科長

〃 加藤　久盛 神奈川県立がんセンター婦人科 産婦人科 部長

〃 唐澤　久美子 東京女子医科大学放射線腫瘍学講座 放射線科 教授・講座主任

〃 坂本　穆彦 大森赤十字病院検査部 病理 顧問

〃 佐藤　豊実 筑波大学医学医療系産科婦人科学 産婦人科 教授

〃 佐藤　啓 山形大学医学部放射線医学講座放射線腫瘍学分野 放射線科 助教

〃 髙野  浩邦 東京慈恵会医科大学附属柏病院産婦人科診療部 産婦人科 教授・部長

〃 田中　尚武 千葉県がんセンター婦人科 産婦人科 部長

〃 茶谷　正史 大阪重粒子線センター 放射線科 センター長

〃 野田　真永 埼玉医科大学国際医療センター放射線腫瘍科 放射線科 教授・診療副部長

〃 平井　康夫 PCLジャパン病理細胞診センター 病理 所長

〃 深澤　一雄 足利赤十字病院検査部 病理 検体管理室長

〃 福西　かおり 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 医長

〃 三橋　　暁 獨協医科大学産婦人科学講座 産婦人科 主任教授

〃 吉田　大作 神奈川県立がんセンター放射線治療科 放射線科 部長

〃 中野　隆史 放射線科 部門長

〃 小此木　範之 ＱＳＴ量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部医長

〃 若月　優 ＱＳＴ病院治療診断部 放射線科 部長

〃 辻井　博彦 QST病院 放射線科 副病院長

〃 辻　比呂志 QST病院 放射線科 病院長

重粒子線治療多施設共同臨床研究組織（J-CROS）運営委員会
婦人科腫瘍分科会
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任 　期：R2.10.1～R4.3.31
事務局：経営戦略部経営戦略課

区　分 氏　　名 所　　　　　属 役　　　職

分科会長 沖本　智昭 兵庫県立粒子線医療センター 放射線科 院長

委員 植田　　稔 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 医長

〃 加藤　弘之 神奈川県立がんセンター放射線治療科 放射線科 部長

〃 鎌田　　正 神奈川県立がんセンター 放射線科
重粒子線治療セン
ター長

〃 塩山　善之 九州国際重粒子線がん治療センター 放射線科 センター長

〃 高端　大希 兵庫県立粒子線医療センター 放射線科 医長

〃 林　和彦 大阪重粒子線センター診療局 放射線科 医師

〃 粕谷　吾朗 QST量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部医長

〃 小此木　範之 ＱＳＴ量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部医長

〃 中嶋　美緒 QST量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部グループリー
ダー

〃 今井　礼子 QST量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部グループリー
ダー

〃 山本　直敬 QST量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部次長

〃 小藤　昌志 QST量子医学・医療部門放射線医学総合研究所 放射線科
重粒子線治療研
究部長

〃 山田　　滋 ＱＳＴ病院 放射線科 副病院長

〃 辻井　博彦 QST病院 放射線科 副病院長

〃 辻　比呂志 QST病院 放射線科 病院長

重粒子線治療多施設共同臨床研究組織（J-CROS）運営委員会
転移性腫瘍分科会
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