
関　東 (東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県)

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-204 日本医科大学千葉北総病院

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-22 ★ 東邦大学医療センター大森病院
総-23 NTT東日本関東病院

総-24 ★ 国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院

総-25 ★ 国立国際医療研究センター病院
総-26 国家公務員共済組合連合会虎の門病院
総-27 がん研究会有明病院
総-28 ★ 学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院
総-29 ★ 横浜市立大学附属病院
総-30 ★ 東京慈恵会医科大学附属病院
総-31 ★ 日本大学医学部附属板橋病院
総-32 ★ 慶應義塾大学病院
総-33 ★ 東京医科大学病院
総-34 ★ 東京大学医学部附属病院
総-35 ★ 順天堂大学医学部附属順天堂医院
総-36 ★ 東京女子医科大学病院
総-37 ★ 国立大学法人　信州大学医学部附属病院
総-38 ★ 神奈川県立がんセンター
総-39 ★ 昭和大学病院
総-40 国立がん研究センター中央病院
総-41 ★ 日本医科大学付属病院
総-42 ★ 国立大学法人　千葉大学医学部附属病院
総-43 横浜市立市民病院
総-44 ★ 北里大学病院
総-45 ★ 帝京大学医学部附属病院
総-46 ★ 自治医科大学附属病院
総-47 ★ 自治医科大学附属さいたま医療センター
総-48 ★ 聖マリアンナ医科大学病院
総-49 埼玉医科大学総合医療センター
総-50 ★ 群馬大学医学部附属病院
総-51 ★ がん・感染症センター都立駒込病院
総-52 ★ 東海大学医学部付属病院
総-53 ★ 筑波大学附属病院
総-54 ★ 杏林大学医学部付属病院
総-55 ★ 獨協医科大学病院
総-56 群馬県立がんセンター
総-57 ★ 防衛医科大学校病院
総-58 ★ 日本赤十字社医療センター
総-59 藤沢市民病院
総-60 ★ 山梨大学医学部附属病院
総-61 ★ 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院
総-62 武蔵野赤十字病院
総-64 独立行政法人　国立病院機構　相模原病院
総-65 ★ 栃木県済生会宇都宮病院
総-66 東京都立多摩総合医療センター
総-67 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院
総-68 埼玉県立がんセンター
総-69 川口市立医療センター
総-70 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
総-71 ★ 千葉県がんセンター
総-72 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院
総-73 横浜市立大学附属市民総合医療センター
総-75 川崎市立川崎病院
総-76 昭和大学横浜市北部病院
総-77 東京医科大学八王子医療センター
総-81 ★ 埼玉医科大学国際医療センター
総-191 ★ 独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター



総-192 独立行政法人国立病院機構災害医療センター
総-193 ★ （医）沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院

総合修練機関(認定期間:平成29年4月～平成32年3月)

認定番号 総合修練機関名
総-213 東邦大学医療センター佐倉病院
総-214 社会福祉法人　三井記念病院

修練機関(認定期間:平成27年4月～平成30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-579 公益財団法人　東京都保健医療公社　大久保病院 聖マリアンナ医科大学附属病院 画像診断・IVR

修-580 公立福生病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR
修-581 つくばセントラル病院 筑波大学附属病院 画像診断・IVR

修-582 横浜旭中央総合病院 昭和大学病院
画像診断・IVR、
核医学

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-46 昭和大学　江東豊洲病院 昭和大学病院 全部門
修-47 昭和大学藤が丘病院 昭和大学病院 全部門
修-48 日本医科大学多摩永山病院 日本医科大学付属病院 全部門

修-49 日本医科大学武蔵小杉病院 日本医科大学付属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-50 独立行政法人　労働者健康福祉機構　関東労災病 東京大学医学部附属病院 全部門

修-52 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 聖マリアンナ医科大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-53 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学国際医療センター 全部門
修-54 山梨県立中央病院 山梨大学医学部附属病院 全部門
修-55 東京都立広尾病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR

修-57 小田原市立病院 横浜市立大学附属病院
核医学、放射線
治療

修-58 済生会横浜市南部病院 横浜市立大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-59 国立病院機構埼玉病院 慶應義塾大学病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-61 JCHO埼玉メディカルセンター 慶應義塾大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-62 伊勢崎市民病院 群馬大学医学部附属病院 全部門
修-63 総合病院 国保旭中央病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 全部門
修-64 さいたま市立病院 慶應義塾大学病院 全部門

修-65 那須赤十字病院
東京慈恵会医科大学附属病院、聖マ
リアンナ医科大学病院、岩手医科大
学附属病院、自治医科大学附属病院

画像診断・IVR

修-66 東京労災病院 東京慈恵会医科大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-67 日本赤十字社　成田赤十字病院 千葉大学医学部附属病院 全部門

修-68 長野県厚生連農業協同組合連合会北信総合病院 藤田保健衛生大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-69 東京歯科大学市川総合病院 東京慈恵会医科大学附属病院 全部門
修-70 横浜南共済病院 横浜市立大学附属病院 全部門
修-71 桐生厚生総合病院 東京女子医科大学病院 放射線治療
修-72 東京慈恵会医科大学附属柏病院 東京慈恵会医科大学附属病院 全部門
修-73 東京慈恵会医科大学附属第三病院 東京慈恵会医科大学附属病院 全部門

修-74 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京慈恵会医科大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-76
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立
循環器呼吸器病センター

横浜市立大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-78 公益財団法人　長野市保健医療公社　長野市民病 信州大学医学部附属病院 全部門

修-79 公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-80 諏訪赤十字病院 信州大学医学部附属病院 全部門
修-81 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 埼玉県立がんセンター 全部門
修-82 獨協医科大学越谷病院 獨協医科大学病院 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-83 東京都立大塚病院 がん感染症センター　都立駒込病院
画像診断・IVR、
核医学

修-84 東京都済生会中央病院 慶應義塾大学病院 全部門

修-86
神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病
院

聖マリアンナ医科大学病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-87 東京女子医科大学東医療センター 東京女子医科大学病院 画像診断・IVR
修-88 土浦協同病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 全部門
修-89 東京医療生活協同組合　新渡戸記念中野総合病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-90 東京医科大学茨城医療センター 東京医科大学病院 全部門
修-91 北里大学メディカルセンター 北里大学病院 全部門

修-92 国保直営総合病院　君津中央病院 千葉大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-93 JAとりで総合医療センター 東京医科歯科大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-94 市立甲府病院 山梨大学医学部附属病院 全部門
修-95 国際親善総合病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR

修-96 独立行政法人　国立病院機構　千葉医療センター 千葉大学医学部附属病院
核医学、放射線
治療

修-97 日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 全部門

修-100 JCHO東京新宿メディカルセンター
帝京大学医学部附属病院、筑波大学
附属病院

全部門

修-101 博慈会記念総合病院 日本医科大学付属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-103 川崎市立多摩病院 聖マリアンナ医科大学病院 画像診断・IVR
修-104 平塚市民病院 慶應義塾大学病院 全部門
修-105 横浜市立みなと赤十字病院 聖マリアンナ医科大学病院 全部門
修-106 越谷市立病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 全部門
修-107 公立学校共済組合　関東中央病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 全部門
修-108 上都賀総合病院 千葉大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-109 ㈱日立製作所日立総合病院 筑波大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-112 東京都保健医療公社荏原病院 東京慈恵会医科大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-113 筑波記念病院 筑波大学附属病院 画像診断・IVR
修-114 済生会前橋病院 群馬大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-115 長野県厚生連　小諸厚生総合病院 信州大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-116 東京都立墨東病院 東京大学医学部附属病院 全部門
修-117 飯田市立病院 信州大学医学部附属病院 全部門
修-119 JCHO船橋中央病院 千葉大学医学部附属病院 核医学
修-120 筑波メディカルセンター病院 筑波大学附属病院 全部門

修-121 社会福祉法人　同愛記念病院 東京医科歯科大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-122 大森赤十字病院
武蔵野赤十字病院、東京医科歯科大
学医学部附属病院

画像診断・IVR、
核医学

修-123 独立行政法人　地域医療機能推進機構　群馬中央 群馬大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-124 日野市立病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR

修-125 国保松戸市立病院 群馬大学医学部附属病院 全部門
修-126 (社)地域医療振興協会　東京北医療センター 東京大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-128 医療法人社団こうかん会日本鋼管病院 慶応義塾大学病院 画像診断・IVR
修-129 聖隷横浜病院 聖マリアンナ医科大学病院 画像診断・IVR
修-131 公立富岡総合病院 群馬大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-132 社会福祉法人恩賜財団　済生会横浜市東部病院 慶應義塾大学病院 全部門

修-134
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療
センター

順天堂大学医学部附属順天堂医院 核医学

修-135 東海大学医学部付属八王子病院 東海大学医学部付属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-136 東京警察病院 東京大学医学部附属病院 全部門

修-137 足利赤十字病院 慶應義塾大学病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-138 永寿総合病院 慶應義塾大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-139 北里大学北里研究所病院 北里大学病院 画像診断・IVR
修-140 順天堂大学医学部附属練馬病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 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-141
公益財団法人　東京都保健医療公社　多摩南部地
域病院

杏林大学医学部付属病院 全部門

修-143 菊名記念病院 昭和大学病院 画像診断・IVR
修-389 順天堂大学医学部附属浦安病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 全部門

修-391 横浜栄共済病院 聖マリアンナ医科大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-394 相澤病院 信州大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-404 町田市民病院 聖マリアンナ医科大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-406 地方独立行政法人　東京都健康長寿医療センター
東京大学医学部附属病院、帝京大学
医学部附属病院、埼玉医科大学国際
医療センター

全部門

修-408 上尾中央総合病院
埼玉医科大学国際医療センター、琉
球大学医学部附属病院

全部門

修-416 東邦大学医療センター大橋病院 東邦大学医療センター大森病院
画像診断・IVR、
核医学

修-417 JR東京総合病院 東京慈恵会医科大学附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-419 帝京大学ちば総合医療センター 帝京大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-420 帝京大学医学部附属溝口病院 帝京大学医学部附属病院 全部門
修-421 前橋赤十字病院 群馬大学医学部附属病院 全部門

修-422 東芝病院 東京大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-423 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 筑波大学附属病院 全部門

修-424 公立昭和病院 東京大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-426 埼玉県済生会川口総合病院 東京女子医科大学病院 全部門

修-427
公益財団法人東京都保健医療公社　多摩北部医療
センター

埼玉医科大学総合医療センター 全部門

修-429 青梅市立総合病院 東京医科歯科大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-432 大和市立病院 慶應義塾大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-502 自衛隊中央病院 防衛医科大学校病院 全部門
修-536 社会医療法人財団　武蔵村山病院 東京女子医科大学病院 画像診断・IVR
修-537 医療福祉法人　聖隷事業団　聖隷佐倉市民病院 千葉大学医学部附属病院 放射線治療

修-538
長野県厚生農業協同組合連合会　佐久総合病院佐
久医療センター

群馬大学医学部附属病院 放射線治療

修-539 国立病院機構　高崎総合医療センター 埼玉医科大学国際医療センター
画像診断・IVR、
核医学

修-541 公益社団法人東京都教職員互助会　三楽病院 東京大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-556 東京逓信病院 杏林大学医学部付属病院 全部門
修-578 栃木県立がんセンター 獨協医科大学病院 放射線治療
修-596 長野赤十字病院 信州大学医学部附属病院 全部門
修-597 国家公務員共済組合連合会立川病院 慶應義塾大学病院 全部門
修-599 けいゆう病院 慶応義塾大学病院 全部門

修-608 東京女子医科大学附属　八千代医療センター 東京女子医科大学病院
画像診断・IVR、
核医学

修-609 船橋市立医療センター 千葉大学医学部附属病院 放射線治療
修-610 千葉県済生会習志野病院 千葉大学医学部附属病院 核医学
修-611 翠明会　山王病院 千葉大学医学部附属病院 核医学
修-612 津田沼中央総合病院 千葉大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-613 公立藤岡総合病院 群馬大学医学部附属病院
核医学、放射線
治療

修-614 独立行政法人国立病院機構　栃木医療センター
自治医科大学附属病院、済生会宇都
宮病院

画像診断・IVR、
放射線治療

修-615
医療法人社団協友会　彩の国東大宮メディカルセン
ター

自治医科大学附属さいたま医療セン
ター

画像診断・IVR

修-616 東海大学医学部付属大磯病院 東海大学医学部付属病院 画像診断・IVR
修-617 社会医療法人大和会東大和病院 北海道大学病院、災害医療センター 画像診断・IVR
修-618 稲城市立病院 北里大学病院 画像診断・IVR
修-619 さいたま市民医療センター 日本大学医学部附属板橋病院 画像診断・IVR
修-620 伊那中央病院 信州大学医学部附属病院 全部門
修-621 JA長野厚生連　篠ノ井総合病院 信州大学医学部附属病院 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-622 医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院 (医）沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-623 (医)徳洲会　東京西徳洲会病院 (医)沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 全部門
修-648 国際医療福祉大学三田病院 東京大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-649 社会医療法人　河北医療財団　河北総合病院 東京女子医科大学病院 画像診断・IVR
修-650 医療法人財団　荻窪病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR

修練機関(認定期間:平成29年4月～平成32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-505 春日部市立医療センター 日本大学医学部附属板橋病院
画像診断・IVR、
核医学

修-506
独立行政法人　国立病院機構　まつもと医療セン
ター

信州大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-508 草加市立病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 画像診断・IVR

修-509 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院 昭和大学病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-511
国立研究開発法人国立国際医療研究センター国府
台病院

国立研究開発法人国立国際医療研
究センター病院

画像診断・IVR

修-512 社会福祉法人　仁生社　江戸川病院 日本大学医学部附属板橋病院 放射線治療

修-513 社会医療法人財団互恵会　大船中央病院 慶應義塾大学病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-514 獨協医科大学日光医療センター 獨協医科大学病院 画像診断・IVR
修-560 館林厚生病院 群馬大学医学部附属病院 放射線治療

修-561 医療法人沖縄徳洲会　湘南厚木病院
医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合
病院

核医学

修-562 医療法人社団　誠馨会　新東京病院 東京大学医学部附属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-563 とちぎメディカルセンターしもつが 自治医科大学附属病院 画像診断・IVR
修-564 芳賀赤十字病院 自治医科大学附属病院 画像診断・IVR
修-565 埼玉県済生会栗橋病院 東京女子医科大学病院 画像診断・IVR

修-566 新百合ヶ丘総合病院 日本医科大学付属病院
画像診断・IVR、
核医学

修-567 ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院 日本医科大学付属病院 画像診断・IVR
修-568 練馬光が丘病院 東京大学医学部附属病院 画像診断・IVR
修-659 日本大学病院 日本大学医学部附属板橋病院 全部門
修-660 聖マリアンナ医科大学　東横病院 聖マリアンナ医科大学病院 画像診断・IVR
修-661 一般財団法人　同友会　藤沢湘南台病院 聖マリアンナ医科大学病院 画像診断・IVR
修-662 特定医療法人　愛仁会太田総合病院 聖マリアンナ医科大学病院 画像診断・IVR

修-663 医療法人社団東光会　戸田中央総合病院 東京医科大学病院
画像診断・IVR、
放射線治療

修-664 株式会社　日立製作所　ひたちなか総合病院 筑波大学附属病院 放射線治療

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-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射
線医学総合研究所病院

放射線治療(高
精度放射線治
療、粒子線)

特-17 埼玉県立小児医療センター 筑波大学附属病院
特殊疾患(小児)
画像診断・IVR、
核医学

特-18
地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県
立こども医療センター

公立学校法人　横浜市立大学附属病
院

特殊疾患(小児)
画像診断・IVR、
核医学

特-20
独立行政法人　国立精神・神経医療研究センター病
院

東京大学医学部附属病院、埼玉医科
大学国際医療センター、自治医科大
学附属病院

特殊疾患(精神
神経)　 画像診
断、核医学

特-21 国立成育医療研究センター 慶應義塾大学病院
特殊疾患(小児)
全部門

特-24 群馬県立心臓血管センター 群馬大学医学部附属病院
特殊疾患(循環
器)　 画像診断、
核医学

特-26
学校法人　聖路加国際大学　聖路加国際病院附属ク
リニック　聖路加メディローカス

学校法人　聖路加国際大学　聖路加
国際病院

画像診断、ＰＥＴ

特-27 医療法人社団豊智会つくば画像検査センター 筑波大学附属病院 ＰＥＴ



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
特殊修練機関(認定期間:平成29年4月～平成32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-5 医療法人社団　ゆうあい会　ゆうあいクリニック 横浜市立大学附属病院
画像診断セン
ター、PETセン
ター

特-6 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院 信州大学医学部附属病院 PETセンター

特-13
公益財団法人　藤沢市保健医療財団　藤沢市保健
医療センター診療所

横浜市立大学附属病院
画像診断セン
ター

特-33 東京都立小児総合医療センター 東京都立多摩総合センター

特殊疾患セン
ター（小児疾患
施設） ＜画像診
断・IVR、核医学

特-34 立正佼成会附属佼成病院 杏林大学付属病院
画像診断セン
ター

特-35
聖マリアンナ医科大学　付属研究所ブレスト＆イメー
ジング先端医療センター附属クリニック

聖マリアンナ医科大学病院
画像診断セン
ター


