
試験 LSMR 区分 上級No 氏名漢字 氏名カナ 会 勤務先名称 所属部課
1 0001 上級 1 田村　隆行 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 広島原爆障害対策協議会健康管理・放射線科
1 0002 上級 2 久保　均 ｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部
1 0003 石森　佳幸 ｲｼﾓﾘ ﾖｼﾕｷ 茨城県立医療大学 保健医療学部放射線技術科学科
1 0004 上級 3 小倉　明夫 ｵｸﾞﾗ ｱｷｵ 京都市立病院 放射線科 
1 0005 木村　英正 #N/A 済生会横浜市南部病院
1 0006 東田　満治 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾐﾂｼﾞ 大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部 
1 0008 打越　将人 ｳﾁｺｼ ﾏｻﾄ シーメンスヘルスケアジャパン（株）
1 0009 植田　隆史 シーメンスヘルスケアジャパン（株）　
1 0010 上級 4 内田　幸司 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 島根大学 医学部医学科放射線医学講座
1 0011 豊嶋　英仁 ﾄﾖｼﾏ ﾋﾃﾞﾄ 秋田県立脳血管研究センタ－ 放射線科 
1 0012 上級 5 寺田　理希 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 磐田市立総合病院  
1 0013 高島　久治 ﾀｶｼﾏ ﾋｻﾊﾙ 東京女子医科大学八千代医療センター
1 0014 吉田　耕治 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 川崎医科大学附属病院 中央放射線部 
1 0015 堀之内　隆 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｶｼ 大阪府立成人病センター 放射線診断科 
1 0016 上級 6 原田　邦明 ﾊﾗﾀﾞ ｸﾆｱｷ 札幌医科大学附属病院 放射線部 
1 0017 松浦　幸広 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷﾋﾛ 金沢大学附属病院 放射線部 
1 0018 加藤　広士 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 新別府病院 放射線科 
1 0019 内藤　健一 ﾅｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 新潟大学医歯学総合病院 診療支援部放射線部門 
1 0020 上級 7 尾崎　正則 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 北里大学 医療衛生学部医療工学科
1 0021 原 真司 ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 島根大学医学部附属病院 放射線部ＭＲＩ室 
1 0022 小林　正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 長野市民病院 診療放射線科 
1 0023 川勝　泰輔 ｶﾜｶﾂ ﾀｲｽｹ 山梨赤十字病院 放射線科 
1 0024 金沢　勉 ｶﾅｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 新潟労災病院 放射線科 
1 0025 木藤　善浩 ｷﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 信州大学医学部附属病院 放射線部 
1 0026 尾松　美香 ｵﾏﾂ ﾐｶ 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 0027 上級 8 笠井　治昌 ｶｻｲ ﾊﾙﾏｻ 名古屋市立大学病院 中央放射線部 
1 0028 今井　広 ｲﾏｲ ﾋﾛｼ シーメンスヘルスケアジャパン（株） マーケティング本部アプリケーショングループ
1 0029 上級 9 高橋　俊行 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 昭和大学藤が丘病院 中央放射線部 
1 0030 田原　大世 ﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｾ 市立泉佐野病院 中央放射線部 
1 0031 渡辺　靖志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 東京大学医学部附属病院 放射線部 
1 0032 雨宮　良治 ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｼﾞ 山梨県厚生連健康管理センター 放射線科 
1 0033 上級 10 高橋　光幸 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾕｷ 横浜栄共済病院 放射線科 
1 0034 平田　誠 ﾋﾗﾀ ﾏｺﾄ 大津赤十字病院 放射線部 
1 0035 神原　芳行 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾖｼﾕｷ 岩手医科大学 超高磁場ＭＲＩ研究施設 
1 0036 上級 11 平田　恵哉 ﾋﾗﾀ ｹｲﾔ 金沢医科大学病院 中央放射線部 
1 0037 波平　辰法 ﾅﾐﾋﾗ ﾀﾂﾉﾘ 県立広島病院 レントゲン室 
2 0038 上級 12 大野　誠一郎ｵｵﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ岡山大学病院 医療技術部放射線部門
2 0039 - 専門技術野々下　浩治ﾉﾉｼﾀ ｺｳｼﾞ パレクセル・インターナショナル（株） 開発部
2 0040 - 専門技術川瀬　俊浩 ｶﾜｾ ﾄｼﾋﾛ 袋井市立袋井市民病院 診療技術部診療放射線室
2 0041 上級 13 小林　昌樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 長野市民病院 画像診断部診療放射線科
2 0042 - 専門技術吉村　雅寛 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 滋賀医科大学医学部附属病院 放射線部
2 0043 上級 14 沖川　隆志 ｵｷｶﾞﾜ ﾀｶｼ 済生会熊本病院 画像診断センター
2 0045 - 専門技術石坂　欣也 ｲｼｻﾞｶ ｷﾝﾔ 北海道大学病院 診療支援部放射線部
2 0046 上級 15 後藤　政実 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾐ 東京大学医学部附属病院 放射線部
2 0047 上級 16 高島　弘幸 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 札幌医科大学附属病院 放射線部
2 0048 上級 17 石本　剛 ｲｼﾓﾄ ﾀｹｼ 兵庫県立がんセンター 放射線部
2 0049 上級 18 高須　深雪 ﾀｶｽ　ﾐﾕｷ 広島大学病院 放射線診断科
2 0050 - 専門技術小泉　健二 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 静岡市立静岡病院 放射線科
2 0051 - 専門技術米山　正己 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾐ 八重洲クリニック 0
2 0052 - 専門技術井上　裕二 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ いとう横浜クリニック 放射線科
2 0053 上級 19 杉森　博行 ｽｷﾞﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 北海道大学病院 診療支援部放射線部門
2 0054 - 専門技術武田　宣明 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 大津赤十字病院 放射線部
2 0055 - 専門技術加藤　丈司 ｶﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 日本医科大学千葉北総病院 中央画像検査室
2 0056 - 専門技術岡本　建次 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大阪厚生年金病院 放射線室
2 0057 - 専門技術樫尾　憲一 ｶｼｵ ｹﾝｲﾁ 大阪厚生年金病院 放射線室
2 0058 - 専門技術水間　健二 ﾐｽﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 袋井市立袋井市民病院 診療技術部診療放射線室
2 0059 - 専門技術前谷津　文雄ﾏｴﾔﾂ ﾌﾐｵ 泉病院 放射線室
2 0060 - 専門技術砂森　秀昭 ｽﾅﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 水戸済生会総合病院
2 0061 - 専門技術永坂　竜男 ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂｵ 東北大学病院 診療技術部放射線部門
2 0062 - 専門技術三浦　俊一 ﾐｳﾗ ｼｭﾝｲﾁ 豊橋市民病院 放射線科
2 0063 - 専門技術鈴木　淳平 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟ 札幌医科大学附属病院 放射線部
2 0064 - 専門技術白勢　竜二 ｼﾗｾ ﾘｭｳｼﾞ 札幌医科大学附属病院 放射線部
2 0065 - 専門技術笠原　哲郎 ｶｻﾊﾗ ﾃﾂｵ 新潟労災病院 診療放射線科
2 0066 - 専門技術藤本　一郎 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 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
2 0067 - 専門技術中西　光広 ﾅｶﾆｼ ﾐﾂﾋﾛ 北海道大学病院 診療支援部
2 0068 - 専門技術宮崎　功 ﾐﾔｻﾞｷ ｲｻｵ 杏林大学医学部付属病院 放射線部
2 0069 - 専門技術渡辺　誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 富士吉田市立病院 0
2 0070 上級 20 土`井　司 ﾄﾞｲ ﾂｶｻ 大阪大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門
2 0071 - 専門技術佐原　朋広 ｻﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部
2 0072 上級 21 疋島　啓吾 ﾋｷｼﾏ ｹｲｺﾞ 慶應義塾大学 医学部
2 0073 - 専門技術佐久間　利治ｻｸﾏ ﾄｼﾊﾙ 市立堺病院 放射線技術科
2 0074 - 専門技術元良　健一 ﾓﾄﾖｼ ｹﾝｲﾁ 荏原病院 放射線科


