
関　西 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

総合修練機関(認定期間:平成26年4月～平成29年3月)

認定番号 総合修練機関名
総-189 大阪警察病院

総合修練機関(認定期間:平成27年4月～平成30年3月)

認定番号 総合修練機関名
総-206 兵庫県立淡路医療センター

総合修練機関(認定期間:平成28年4月～平成31年3月)
★で示した総合修練機関が基幹施設に該当します

認定番号 総合修練機関名
総-107 ★ 神戸大学医学部附属病院
総-108 ★ 大阪医科大学附属病院
総-109 ★ 京都府立医科大学附属病院
総-110 関西医科大学総合医療センター
総-111 ★ 大阪大学医学部附属病院
総-112 ★ 奈良県立医科大学附属病院
総-113 ★ 国立大学法人京都大学医学部附属病院
総-114 公益財団法人　天理よろづ相談所病院
総-115 ★ 大阪市立大学医学部附属病院
総-116 京都市立病院
総-117 京都第一赤十字病院
総-118 ★ 近畿大学医学部附属病院
総-119 ★ 兵庫医科大学病院
総-120 ★ 滋賀医科大学医学部附属病院
総-121 神戸市立医療センター中央市民病院
総-122 兵庫県立がんセンター
総-123 独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター
総-124 大阪府立成人病センター
総-125 ★ 和歌山県立医科大学附属病院
総-127 大阪府済生会中津病院

総-128
地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合
医療センター

総-129 大阪府立急性期・総合医療センター
総-130 大阪赤十字病院
総-131 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院
総-132 一般財団法人　住友病院
総-133 独立行政法人　労働者健康福祉機構　大阪労災病
総-134 ★ 関西医科大学附属病院
総-186 西神戸医療センタ－
総-187 姫路赤十字病院
総-196 日赤和歌山医療センター
総-197 独立行政法人国立病院機構京都医療センター
総-199 関西労災病院
総-200 市立岸和田市民病院
総-208 近畿大学医学部奈良病院
総-210 八尾市立病院

修練機関(認定期間:平成26年4月～平成29年3月)

認定番号 修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定部門
修-520 医療法人藤井会　大東中央病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-521 京都山城総合医療センター 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR
修-571 兵庫県立塚口病院 京都大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-572 医療法人社団　明石医療センター 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修練機関(認定期間:平成28年4月～平成31年3月)

認定番号 修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定部門

修-150 洛和会音羽病院 京都大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-175 京都第二赤十字病院 京都府立医科大学附属病院 全部門

修-176 国立循環器病研究センター 大阪大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学



認定番号 修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定部門

修-177 兵庫県立姫路循環器病センター 神戸大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-181 大津赤十字病院 京都大学医学部附属病院 全部門
修-182 関西電力病院 京都大学医学部附属病院 全部門

修-183
地方独立行政法人奈良県立病院機構　奈良県総合
医療センター

奈良県立医科大学附属病院 全部門

修-184 独立行政法人地域医療機能推進機構　大阪病院 大阪市立大学医学部附属病院 全部門

修-186 滋賀県立成人病センター 京都大学医学部附属病院 全部門

修-187 淀川キリスト教病院 大阪市立大学医学部附属病院 全部門

修-188 市立長浜病院
京都大学医学部附属病院、滋賀医科
大学医学部附属病院

全部門

修-190 奈良県立西和医療センター 奈良県立医科大学附属病院 画像診断・IVR
修-191 東大阪市立総合病院 奈良県立医科大学附属病院 全部門
修-192 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院 大阪市立大学医学部附属病院 全部門

修-193 宇治徳洲会病院 滋賀医科大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-194
地方独立行政法人神戸市民病院機構　神戸市立医
療センター西市民病院

神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-195 社会医療法人若弘会若草第一病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-196 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 奈良県立医科大学附属病院 全部門
修-197 独立行政法人　国立病院機構　姫路医療センター 神戸大学医学部附属病院 全部門

修-199 大津市民病院 京都大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-200 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院
神戸大学医学部附属病院、京都大学
医学部附属病院

全部門

修-201 独立行政法人　市立吹田市民病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-202 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院 京都大学医学部附属病院 全部門

修-205 国家公務員共済組合連合会　大手前病院 大阪市立大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-206 近江八幡市立総合医療センター 滋賀医科大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-207 国立病院機構　大阪南医療センター 大阪市立大学医学部附属病院 全部門
修-210 大阪府済生会野江病院 滋賀医科大学医学部附属病院 全部門
修-211 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院 奈良県立医科大学附属病院 全部門
修-212 済生会中和病院 奈良県立医科大学附属病院 全部門

修-213 長浜赤十字病院 京都大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-214 市立豊中病院 大阪大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-215 一般財団法人甲南会　甲南病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-216 市立伊丹病院 大阪市立大学医学部附属病院 全部門

修-217 和泉市立病院 大阪市立大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-218 社会医療法人愛仁会　千船病院 神戸大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-219 明石市立市民病院 神戸大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-220 公立豊岡病院 滋賀医科大学医学部附属病院 全部門

修-222 済生会滋賀県病院 京都府立医科大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-223 医療法人医仁会武田総合病院 滋賀医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-224 大阪府済生会富田林病院 近畿大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-225 地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療センター 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR
修-228 医療法人宝生会　ＰＬ病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-229 綾部市立病院 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR

修-230 公立南丹病院 京都府立医科大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-231 愛仁会　高槻病院 神戸大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-233 大阪府済生会泉尾病院 関西医科大学附属病院 画像診断・IVR

修-234 独立行政法人　国立病院機構　南京都病院 滋賀医科大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-235 北播磨総合医療センター 神戸大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-236 泉大津市立病院 関西医科大学附属病院 画像診断・IVR



認定番号 修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定部門
修-237 医療法人福冨士会　京都ルネス病院 滋賀医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-238 南和広域医療企業団　南奈良総合医療センター 奈良県立医科大学附属病院 画像診断・IVR

修-239 三菱京都病院 滋賀医科大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-240 近畿大学医学部堺病院 近畿大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-243 大和高田市立病院 京都大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-245 医療法人仙養会　北摂総合病院 大阪医科大学附属病院 画像診断・IVR
修-249 医療法人財団康生会武田病院 滋賀医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-250 近江草津徳洲会病院 滋賀医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-251 公立甲賀病院 滋賀医科大学医学部附属病院 全部門
修-253 草津総合病院 滋賀医科大学医学部附属病院 全部門

修-254 市立池田病院 大阪大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-255 社会医療法人岡本病院　第二岡本総合病院 滋賀医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-256 独立行政法人労働者健康福祉機構神戸労災病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-258 藤井会石切生喜病院
近畿大学医学部附属病院、関西医科
大学附属病院

画像診断・IVR、
放射線治療

修-259 医療法人橘会　東住吉森本病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-260 社会医療法人　阪南医療福祉センター阪南中央病 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-261 市立奈良病院 奈良県立医科大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-262 箕面市立病院 大阪大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-298
社会医療法人財団聖フランシスコ会　姫路聖マリア
病院

岡山大学病院 画像診断・IVR

修-387
独立行政法人　地域医療機能推進機構　神戸中央
病院

京都府立医科大学附属病院 全部門

修-397
地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立呼
吸器・アレルギー医療センター

大阪市立大学医学部附属病院 全部門

修-407 公益財団法人日本生命済生会附属日生病院 大阪大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-460 独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療セン 和歌山県立医科大学附属病院 全部門
修-461 製鉄記念広畑病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-462 兵庫県立西宮病院 神戸大学医学部附属病院 全部門
修-463 独立行政法人国立病院機構　神戸医療センター 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-464 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院 和歌山県立医科大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-465 神戸赤十字病院 神戸大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-466 公立学校共済組合近畿中央病院 大阪大学医学部附属病院 全部門
修-467 大阪鉄道病院 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR

修-468 赤穂市民病院 神戸大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-469 兵庫県立　加古川医療センター 神戸大学医学部附属病院 全部門
修-470 高砂市民病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-472 KKR 枚方公済病院 大阪医科大学附属病院 画像診断・IVR

修-473 社会医療法人景岳会　南大阪病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-474 西宮市立中央病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-475 三田市民病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-476 西脇市立西脇病院 神戸大学医学部附属病院 放射線治療
修-478 市立貝塚病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-486 公立八鹿病院 鳥取大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-522 多根総合病院 大阪市立大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-545 NTT西日本大阪病院 大阪大学医学部附属病院 全部門

修-546 堺市立総合医療センター 大阪大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-547 市立加西病院 神戸大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-548 宝塚市立病院 兵庫医科大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-549 明和病院 兵庫医科大学病院 画像診断・IVR
修-600 パナソニック健康保険組合　松下記念病院 京都府立医科大学附属病院 全部門



認定番号 修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定部門
修-628 社会医療法人　高清会　高井病院 奈良県立医科大学附属病院 全部門
修-629 京都きづ川病院 滋賀医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-630 東近江総合医療センター 滋賀医科大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-631 兵庫県立尼崎総合医療センター 京都大学医学部附属病院 全部門

修-632 紀南病院 大阪医科大学附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-633 宇治武田病院 京都府立医科大学附属病院 放射線治療

修-634 近畿中央胸部疾患センター 大阪大学医学部附属病院 放射線治療

修-654
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央
病院

神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

特殊修練機関(認定期間:平成27年4月～平成30年3月)

認定番号 特殊修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定部門

特-15 医療法人社団　神戸低侵襲がん医療センター 神戸大学医学部附属病院
放射線治療(高
精度放射線治
療)

特-16 兵庫県立粒子線医療センター 神戸大学医学部附属病院
放射線治療(粒
子線)

特殊修練機関(認定期間:平成28年4月～平成31年3月)

認定番号 特殊修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定部門

特-2 先端医療センター病院
神戸大学医学部附属病院、神戸市立
医療センター中央市民病院

ＰＥＴ、放射線治
療(高精度放射
線治療)

特-10 社会医療法人大道会　森之宮病院 大阪医科大学附属病院 画像診断

特-11 医療法人新明会　都島放射線科クリニック 大阪大学医学部附属病院
放射線治療（高
精度放射線治
療）

特-19 兵庫県立こども病院 神戸大学医学部付属病院
特殊疾患(小児)
全部門

特-22 大阪府立母子保健総合医療センター 大阪大学医学部附属病院
特殊疾患(小児)
全部門

特-28 (医)龍志会　ゲートタワーIGTクリニック 大阪大学医学部附属病院 IVR
特-32 医療法人財団康生会武田病院 滋賀医科大学医学部附属病院 PET


