
MR回数
認定証番号

（LSMR）
更新分類 氏名漢字 名称 部署

1 0003 更新 石森　佳幸　　　　　茨城県立医療大学 保健医療学部放射線技術科学科

1 0005 更新 木村　英正 済生会横浜市南部病院

1 0006 更新 東田　満治　　　　　大阪市立大学医学部附属病院 　　　　　　　　　　　　　中央放射線部

1 0008 更新 打越　将人　　　　　シーメンス・ジャパン（株） マーケティング本部アプリケーション部

1 0009 更新 植田　隆史 シーメンスヘルスケアジャパン（株）　

1 0011 更新 豊嶋　英仁　　　　　秋田県立脳血管研究センタ－　　　　　　　　　　　　　　放射線科

1 0013 更新 高島　久治　　　　　東京女子医科大学八千代医療センター

1 0014 更新 吉田　耕治　　　　　川崎医科大学附属病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　中央放射線部

1 0015 更新 堀之内　隆　　　　　大阪府立成人病センター 　　　　　　　　　　　　　　　　放射線診断科

1 0017 更新 松浦　幸広　　　　　金沢大学附属病院 放射線部

1 0018 更新 加藤　広士　　　　　新別府病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 放射線科

1 0019 更新 内藤　健一　　　　　新潟大学医歯学総合病院 診療支援部放射線部門

1 0021 更新 原　真司 　　　　　 島根大学医学部附属病院 放射線部ＭＲＩ室

1 0022 更新 小林　正人　　　　　長野市民病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診療放射線科

1 0023 更新 川勝　泰輔　　　　　山梨赤十字病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線科

1 0024 更新 金沢　勉 　　　　　 新潟大学医歯学総合病院 放射線部

1 0025 更新 木藤　善浩　　　　　信州大学医学部附属病院 　　　　　　　　　　　　　　　　放射線部

1 0026 更新 尾松　美香 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター病院診療放射線室

1 0028 更新 今井　広 シーメンス・ジャパン（株） カスタマーサービス本部アプリケーション部

1 0030 更新 田原　大世　　　　　市立泉佐野病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央放射線部

1 0031 更新 渡辺　靖志　　　　　東京大学医学部附属病院 放射線部

1 0032 更新 雨宮　良治　　　　　山梨県厚生連健康管理センター 　　　　　　　　　　　　放射線科

1 0034 更新 平田　誠 　　　　　 大津赤十字病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線部

1 0035 更新 神原　芳行　　　　　岩手医科大学　　　　　　　　　　　　　　　 超高磁場ＭＲＩ研究施設

1 0037 更新 波平　辰法　　　　　広島県立広島病院 レントゲン室

2 0039 更新 野々下　浩治　　　パレクセル・インターナショナル（株） 開発部

2 0040 更新 川瀬　俊浩　　　　　中東遠総合医療センター 診療技術部診療放射線室

2 0042 更新 吉村　雅寛　　　　　滋賀医科大学医学部附属病院 　　　　　　　　　　　　　放射線部

2 0045 更新 石坂　欣也 北海道大学病院 診療支援部放射線部

2 0050 更新 小泉　健二　　　　　静岡市立静岡病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線科

2 0051 更新 米山　正己 八重洲クリニック

2 0052 更新 井上　裕二 つくば画像検査センター 放射線科

2 0054 更新 武田　宣明　　　　　大津赤十字病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線部

2 0055 更新 加藤　丈司　　　　　日本医科大学付属千葉北総病院 　　　　　　　　　　　中央画像検査室

2 0056 更新 岡本　建次　　　　　大阪厚生年金病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線室

2 0057 更新 樫尾　憲一　　　　　大阪厚生年金病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線室

2 0058 更新 水間　健二　　　　　袋井市立袋井市民病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　診療技術部診療放射線室

2 0059 更新 前谷津　文雄　　　宮城厚生協会泉病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線室

2 0060 更新 砂森　秀昭 水戸済生会総合病院

2 0061 更新 永坂　竜男　　　　　東北大学病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 診療技術部放射線部門

2 0062 更新 三浦　俊一　　　　　豊橋市民病院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線科

2 0063 更新 鈴木　淳平 札幌医科大学医学部附属病院 放射線部

2 0064 更新 白勢　竜二　　　　　札幌医科大学医学部附属病院 放射線部

2 0065 更新 笠原　哲郎　　　　　新潟労災病院 診療放射線科

2 0066 更新 藤本　一郎　　　　　国際電気通信基礎技術研究所 先端情報科学研究部脳活動イメージングセンタ

2 0067 更新 中西　光広 札幌医科大学附属病院 診療支援部

2 0068 更新 宮崎　功 　　　　　 杏林大学医学部付属病院 放射線部

2 0069 更新 渡辺　誠 富士吉田市立病院 

2 0071 更新 佐原　朋広 大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部

2 0073 更新 佐久間　利治　　　市立堺病院 放射線技術科

2 0074 更新 元良　健一 東京都立駒込病院

3 0076 更新 松尾　浩二　　　　　大阪南医療センター

3 0078 更新 小山　芳征　　　　　自治医科大学附属さいたま医療センター 中央放射線部

3 0079 更新 林本　充俊 きっこう会多根総合病院

3 0082 更新 栗田　幸喜　　　　　埼玉県済生会栗橋病院 

3 0084 更新 宮川　孝史　　　　　市立長浜病院 放射線科

3 0085 更新 小川　武 　　　　　 舞鶴共済病院 

3 0087 更新 森　光一 　　　　　 富山大学附属病院 放射線部

3 0088 更新 山下　猛 島根県立中央病院 放射線技術科

3 0090 更新 村中　良之　　　　　福井県立病院 放射線室

3 0091 更新 小松　伸好　　　　　勤医協中央病院 放射線部

3 0096 更新 秦　博文 北里大学病院 放射線部

3 0097 更新 藤戸　寛次　　　　　大津赤十字病院 放射線部

3 0098 更新 清水　郁男　　　　　愛知医科大学病院 中央放射線部

3 0099 更新 浅井　竜一 子安脳神経外科クリニック

3 0100 更新 山田　恒裕　　　　　新潟県立新発田病院 放射線科

3 0101 更新 八木　隆一 町田市民病院

3 0103 更新 末弘　正人　　　　　九州厚生年金病院 放射線科

3 0104 更新 佐藤　兼也　　　　　青森県立中央病院 放射線科



3 0105 更新 木船　智司 古賀病院２１

3 0106 更新 高尾　渉 　　　　　 岡山旭東病院 放射線科

3 0107 更新 川村　力也　　　　　苫小牧市立病院 放射線科

3 0108 更新 愛多地　康雄 信州大学医学部附属病院 中央放射線部

3 0109 更新 高島　稔 神戸市立医療センター中央市民病院

3 0111 更新 荒木　重雄　　　　　掛川市立総合病院 放射線科

3 0112 更新 神谷　直紀　　　　　長野赤十字病院 中央放射線部

3 0113 更新 福山　博幸 東京都立広尾病院 診療放射線科

3 0114 更新 古宮　泰三　　　　　静岡県立静岡がんセンター 画像診断科

3 0115 更新 本郷　隆治　　　　　京都桂病院 

3 0116 更新 杉浦　一弘 明石市立市民病院 放射線科

3 0117 更新 池内　和隆　　　　　社会医療法人明和会　中通リハビリテーション病院

3 0118 更新 千葉　工弥 岩手医科大学附属病院 中央放射線部

3 0120 更新 高橋　順士　　　　　虎の門病院分院 放射線部

3 0121 更新 多田　浩章　　　　　千葉労災病院 放射線部

3 0122 更新 馬野　清次　　　　　聖マリアンナ医科大学病院 画像診断センター

3 0124 更新 森田　達郎 東京都立墨東病院

4 0126 更新 金森　正典 横浜新緑総合病院 放射線科

4 0127 更新 山城　尊靖 箕面市立病院 中央放射線部

4 0128 更新 幸村　吉博 市立池田病院 放射線科

4 0130 更新 畑中　千代 藤沢湘南台病院 放射線科

4 0131 更新 町田　道則 群馬中央総合病院 放射線科

4 0132 更新 高橋　優 金沢医科大学病院 中央放射線部

4 0133 更新 石森　隆司 香川大学医学部附属病院 放射線部

4 0134 更新 川口　悦郎 大牟田市立総合病院

4 0135 更新 佐藤　公彦 神奈川県立こども医療センター 放射線技術科

4 0136 更新 浅田　敏夫 NHO栃木医療センター 放射線科

4 0137 更新 中村　昌文 大津市民病院 放射線部

4 0138 更新 丸山　裕稔 国立病院機構熊本医療センター 放射線科

4 0139 更新 長濱　宏史 札幌医科大学附属病院 放射線部

4 0140 更新 上久保　賢二 社会保険滋賀病院 放射線部

4 0141 更新 野儀　明宏 奈良県立奈良病院

4 0142 更新 宮崎　研一 焼津市立総合病院 中央検査科

4 0143 更新 大澤　耕一郎 津久井赤十字病院 放射線科

4 0144 更新 今泉　信 いえまさ脳神経外科クリニック

4 0145 更新 佐竹　芳朗 東京大学医学部附属病院

4 0146 更新 嶋崎　龍洋 共立蒲原総合病院 放射線科

4 0148 更新 中村　公行 がん・感染症センター都立駒込病院

4 0149 更新 杉村　正義 総合病院聖隷浜松病院 画像診断センター

4 0150 更新 澤井　龍 静岡市立静岡病院 放射線技術科

4 0151 更新 千田　真大 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

4 0155 更新 平野　良孝 北九州市立医療センター 放射線科

4 0157 更新 大家　伸介 石川県立中央病院 中央放射線部

4 0158 更新 高橋　清彦 老年病研究所附属病院 画像診断部

4 0159 更新 中森　勇二 公立甲賀病院 放射線科

4 0160 更新 中島　正俊 相模原協同病院 放射線室

4 0161 更新 江田　哲男 東京都済生会中央病院 放射線技術科

4 0162 更新 大竹　知弘 城西クリニック 放射線科

4 0163 更新 中村　智洋 公立甲賀病院

4 0164 更新 桜井　章二 船橋市立医療センター 医療技術部放射線技術科

4 0165 更新 斉藤　亮 東京慈恵会医科大学附属柏病院 画像診断部

4 0166 更新 豊田　隆繁 尾道市立市民病院 診療放射線科

4 0168 更新 町田　良典 鈴鹿回生病院 放射線科

4 0169 更新 山村　憲一郎 大阪医科大学附属病院 放射線科

4 0172 更新 浮田　啓一郎 今給黎総合病院 中央放射線部

4 0173 更新 小西　隆広 洛西ニュータウン病院 放射線科

4 0175 更新 バビア　猛 伊勢赤十字病院 放射線科

4 0176 更新 村上　昭彦 綾部市立病院 放射線科

4 0177 更新 赤川　佳寛 豊川市民病院 放射線科

4 0178 更新 飯山　利健 ﾒﾃﾞｨｶﾙサテライト八重洲クリニック

4 0179 更新 岩永　崇 鹿児島大学病院 臨床技術部放射線部門

4 0180 更新 沢尾　誠 大津赤十字病院 放射線部

4 0181 更新 大塚　和人 NHO水戸医療センター

4 0183 更新 菅原　毅 岩手医科大学附属病院 中央放射線部

4 0185 更新 中平　恒一 さかぐちクリニック

4 0186 更新 恋田　昭洋 坂下病院 放射線技術科

4 0187 更新 三河　慎治 大阪府済生会中津病院

4 0188 更新 辻　良憲 虎の門病院 放射線部

4 0189 更新 貞末　和弘 北九州市立医療センター 放射線科

4 0190 更新 土橋　永 市立甲府病院 中央放射線室

4 0191 更新 平山　春樹 明石市立市民病院 放射線科



4 0192 更新 髙橋　洋一 菊川市立総合病院

4 0194 更新 小泉　幸司 京都大学医学部附属病院 放射線部

4 195 更新 松永　紗代子 博愛会病院 放射線科

4 0196 更新 森山　兼司 北斗病院 放射線科

4 0197 更新 鈴木　寿恵 大津赤十字病院 放射線部

4 0198 更新 平野　雅弥 埼玉医科大学病院 中央放射線部

4 0199 更新 岡部　幸司 慶應義塾大学病院 放射線技術室

4 0200 更新 馬場　隆治 佐世保中央病院 放射線部

4 0201 更新 吉川　和行 国立病院機構西多賀病院 放射線科

4 0203 更新 板垣　伸一 東京西徳洲会病院 放射線科

4 0204 更新 上中　治 尾道総合病院 放射線科

4 0205 更新 佐々木　公 広島平和クリニック

4 0207 更新 植田　貴司 荏原病院 放射線科

4 0209 更新 小笠原　誠 大津赤十字病院 放射線部

4 0210 更新 大久保　裕矢 刈谷豊田総合病院 放射線技術科

4 0211 更新 尾崎　史郎 島根大学医学部附属病院

4 0212 更新 川崎　伸一 市立旭川病院 中央放射線科

4 0213 更新 熊谷　博司 山梨大学医学部附属病院 放射線部

4 0216 更新 安形　司 新城市民病院 放射線科


