
地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定
北日本 修-503 岩手県立中部病院 岩手医科大学附属病院 全部門
北日本 修-504 独立行政法人　国立病院機構　弘前病院 弘前大学医学部附属病院 画像診断・IVR
北日本 修-559 小樽市立病院 北海道大学病院 画像診断・IVR
北日本 修-655 社会医療法人　北斗　北斗病院 名古屋市立大学病院 核医学、放射線治療
北日本 修-656 市立秋田総合病院 秋田大学医学附属病院 画像診断・IVR
北日本 修-657 一般財団法人　温知会　会津中央病院 福島県立医科大学附属病院 全部門
北日本 修-658 JA新潟厚生連　上越総合病院 富山大学附属病院 画像診断・IVR、核医学
関東 修-506 独立行政法人　国立病院機構　まつもと医療セン 信州大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学
関東 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
関東 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

関東 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

関東 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
関東 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
関東 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
関東 修-560 館林厚生病院 群馬大学医学部附属病院 放射線治療
関東 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
関東 修-564 芳賀赤十字病院 自治医科大学附属病院 画像診断・IVR
関東 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
関東 修-566 新百合ヶ丘総合病院 日本医科大学付属病院 全部門
関東 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
関東 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

関東 修-659 日本大学病院 日本大学医学部附属板橋病院 全部門

関東 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

関東 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
関東 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
関東 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
中部 修-516 朝日大学附属病院 岐阜大学医学部附属病院 画像診断・IVR
中部 修-517 市立四日市病院 名古屋大学医学部附属病院 全部門

中部 修-518 小松市民病院 金沢大学附属病院 画像診断・IVR

中部 修-519 研究開発法人　国立長寿医療研究センター 名古屋大学医学部附属病院 核医学
中部 修-569 浜松医療センター 浜松医科大学医学部附属病院 全部門
中部 修-570 地方独立行政法人　桑名東医療センター 三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中部 修-665 公立西知多総合病院 名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、放射線治療

中部 修-666 江南厚生病院 名古屋市立大学病院 全部門
関西 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
関西 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
関西 修-572 社会医療法人愛仁会　明石医療センター 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR
関西 修-667 市立福知山市民病院 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR、放射線治療
関西 修-668 京都府立医科大学附属北部医療センター 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR
関西 修-669 社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会千里病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学
関西 修-670 育和会記念病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中四国 修-523 独立行政法人労働者健康安全機構　山陰労災病院 鳥取大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学
中四国 修-525 岡山旭東病院 岡山大学病院 核医学
中四国 修-573 国立病院機構　関門医療センター 山口大学医学部附属病院 全部門
中四国 修-574 愛媛県立今治病院 愛媛大学医学部附属病院 画像診断・IVR
中四国 修-575 徳島市民病院 徳島大学病院 放射線治療
中四国 修-672 医療法人社団　一陽会　原田病院 広島大学病院 画像診断・IVR
九州 修-526 佐世保市総合医療センター 長崎大学病院 画像診断・IVR
九州 修-528 大分県厚生連　鶴見病院 大分大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療
九州 修-529 九州大学病院別府病院 九州大学病院 放射線治療
九州 修-576 地方独立行政法人　那覇市立病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療
九州 修-577 JCHO久留米総合病院 久留米大学病院 画像診断・IVR、核医学
九州 修-674 沖縄協同病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR

地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定
北日本 修-607 能代厚生医療センター 秋田大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療
関東 修-86 神奈川県厚生農業協同組合連合　相模原協同病院 聖マリアンナ医科大学病院 画像診断・IVR
関東 修-109 日立製作所日立総合病院 筑波大学附属病院 全部門

地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名(指導管理責任) 認定

北日本 修‐713
岩手県立二戸病院

岩手医科大学附属病院 画像診断・IVR
北日本 修‐714 町立中標津病院 北海道大学病院 画像診断・IVR
関東 修‐715 医療法人社団　巨樹の会　新久喜総合病院 日本医科大学付属病院 画像診断・IVR、放射線治療
関東 修‐716 社会医療法人　熊谷総合病院 埼玉医科大学総合医療センター 放射線治療
関東 修‐717 医療法人社団保健会　谷津保健病院 東邦大学医療センター佐倉病院 画像診断・IVR
関東 修‐718 東京山手メディカルセンター 帝京大学医学部附属病院 画像診断・IVR
関東 修‐719 医療法人社団日高会　日高病院 群馬大学医学部附属病院 放射線治療
関東 修‐720 公益財団法人結核予防会複十字病院 杏林大学医学部付属病院 画像診断・IVR

修練機関:(認定期間:令和2年4月～令和5年3月）

新規修練期間:(認定期間:令和2年4月～令和5年3月）

　　下記の機関は放射線科専門医修練機関として部門追加申請、部門辞退申請が承認され、令和2年4月より令和4年3月まで以下の通
り認定致します。



中部 修‐721 南砺市民病院 国立大学　富山大学附属病院 画像診断・IVR
中部 修‐722 市立島田市民病院 浜松医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学
関西 修‐723 済生会京都府病院 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR
関西 修‐724 公立那賀病院 和歌山県立医科大学附属病院 放射線治療
関西 修‐725 社会医療法人三栄会ツカザキ病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR
関西 修‐726 吹田徳洲会病院 大阪大学医学部附属病院 放射線治療
関西 修‐727 市立芦屋病院 兵庫医科大学病院 画像診断・IVR
関西 修‐728 医療法人社団清和会　笹生病院 兵庫医科大学病院 画像診断・IVR

中国・四国 修‐729 阿南医療センター 徳島大学病院 画像診断・IVR

九州 修‐730
独立行政法人　国立病院機構　鹿児島医療センター

鹿児島大学病院
画像診断・IVR、放射線治療

九州 修‐731 九州労災病院門司メディカルセンター 産業医科大学病院 画像診断・IVR


