日本スカンジナビア放射線医学協会助成金での北欧への留学者
※所属は全て留学時

1986 年
第一回 西山 謹司（大阪大学） 留学先：Karolinska Institutet(Radiumhemmet)
〃 田島 廣之（日本医科大学）
留学先：Karolinska Institutet(Thoraxkkiniken) 指導者：Alfred Szamosi
1987 年
第二回 上田 潤 （住友病院） 留学先：Uppsala 大学 指導者：Uno Erikson
〃 細矢 貴亮（山形大学） 留学先：Lund 大学 指導者：Cronqvist
1988 年
第三回 井上 裕喜（鹿児島大学） 留学先：Turku 大学 指導者：M. Ｋormano
1989 年
第四回 保坂 純郎（下谷病院） 留学先：Oslo 大学 指導者：I. Ｅnge., F. Laerum
1990 年
第五回 山田 哲久（東京慈恵会医科大学） 留学先：Arhus Kommune Hospital 指導
者：Bent Mdsen
〃
門前 芳夫（大村市立病院） 留学先：Karolinska 病院 Radiumhemmet 指導
者：R. Svanstroem, Radiosurgery 指導者：C. Lindquist, Soeder sjukhuset 指導者：U.
Glas
1991 年
第六回 橋本 東児（昭和大学） 留学先：Karolinska 病院 指導者：H. Ohlsen
〃
今村 正浩（関西医科大学） 留学先：Karolinska 研究所 腫瘍生物学Ⅱ部門
指導者：L. Revesz
〃
川島 隆太（東北大学） 留学先：Karolinska 研究所 指導者：P. Roland
1992 年
第七回 黒木 一典（聖マリアンナ医科大学） 留学先：Oslo 大学 指導者：F. Laerum
〃
児玉 行弘（名古屋大学） 留学先：Odense 大学 指導者：F. Mathiesen
1993 年
第八回 冨口 静二（熊本大学） 留学先：Huddinge 病院 指導者：K. Mare； Karolinska
病院 指導者：L. Jorfeldt
〃
対馬 義人（群馬大学） 留学先：Turku 大学 指導者：M. Kormano
1994 年
第九回 佐藤 友保（国立福山病院） 留学先：Huddinge 病院 指導者：B. Calissendorff
1995 年
第十回 伊藤 浩（東北大学） 留学先：Karolinska 研究所
1996 年
第十一回 村田 智（筑波大学） 留学先：Malmoe 大学 指導者：K. Ivancev
1997 年
第十二回 該当者なし
1998 年
第十三回 安藤 容子（一宮市立市民病院） 留学先：Oslo 大学 指導者：F. Laerum
1999 年
第十四回 中原 圓（日本医科大学） 留学先：Karolinska 病院 指導者：K. Ericson
2000 年

第十五回 築山裕見子（埼玉医科大学） 留学先：Uppsala University 指導者：A.
Hemmingsson, A. Magnusson
2001 年
第十六回 南 和徳（長崎市立市民病院） 辞退
2002 年
第十七回 伊藤宏彦（ワシントン大学） 留学先：Huddinge 病院 指導者 P. Aspelin
〃
江川亜希子(長崎大学） 留学先：Karolinska 大学 指導者：H. Ringertz
2003 年
第十八回 該当者なし
2004 年
第十九回 岸本佳子（山口大学） 留学先：Goeteborg 大学 指導者：A. Hellstrom
〃
南郷峰善(大阪市立大学） 留学先：Malmoe 病院 指導者：K. Ivancev
2005 年
第二十回 野村美和子（三重大学） 留学先：Aarhus 大学病院 指導者：J. Overgaard
〃
遠藤育世（聖マリアンナ大学） 留学先：Oslo 大学 指導者：F. Laerum
2006 年
第二十一回 町田稔（国立がんセンター） 留学先：Karolinska 病院 指導者：G. Svane
2007 年
第二十二回 山口雅人（神戸大学） 留学先 Malmoe 病院 指導者：K. Ivancev
2008 年
第二十三回 杉浦公彦（鳥取大学） 留学先：Malmoe 病院 指導者：K. Ivancev
2009 年
第二十四回 該当者なし
2010 年
第二十五回 小野澤志郎（日本医大） 留学先：Ｍａｌｍｏｅ病院 指導者：M. Malina
〃
朽木恵（山形大学） 留学先：Denmark 王立病院 指導者：I. Viborg
2011 年
第二十六回 該当者なし
2012 年
第二十七回 鹿戸将史（山形大学） 留学先：Oslo 大学 指導医：Per Kristian Hol
2013 年
第二十八回 該当者なし
2014 年
第二十九回 該当者なし
2015 年
第三十回 金 舞（群馬大学）留学先：University of Turku
2016 年
第三十一回 該当者なし
2017 年
第三十二回 嶺 貴彦（東海大学）留学先：Denmark 王立病院 指導医：Goetz
Benndorf
2018 年
第三十三回 大熊ひでみ（東京大学）留学先：University of Eastern Finland 指
導医：R. Vanninen

