
FOR THE MEMBERS ONLY 

会告Ⅰ  

 

第 77回日本医学放射線学会総会案内（Ⅰ） 

 

      理事長  本田 浩 

第 77回日本医学放射線学会総会会長  今井 裕 

 

 第 77 回日本医学放射線学会総会・学術集会を下記の如く開催いたします。演題の申し込み要綱

は 35巻 8号（8月号）の会告、総会案内（Ⅱ）および本会ホームページでお知らせ致します。 

 

記 

 

メインテーマ： Innovative Science and Humanism in Radiology 

夢のような創造科学と人にやさしい放射線医学 

会場（学術発表）：パシフィコ横浜 

         〒220-0012 横浜市西区みなとみらい１－1－1 

         電話：045－221－2155 

  （機器展示）：同上 

 

理事会・代議員会（総会）・学術集会   

平成 30 年 4月 12 日（木）～4月 15日（日） 

    

１） 研究発表 

・ 口演 

・ 電子ポスター 

２） 合同シンポジウム 

３） 特別講演 

４） 教育講演 

５） イメージ・インタープリテーションセッション 

６） その他 

 

連絡先  

〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋 143 

  東海大学医学部専門診療学系画像診断学 

第 7７回日本医学放射線学会総会実行委員会 

担当：橋本 順 

TEL：0463-93-1121  FAX：0463-93-6827 





地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名 認定部門

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-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

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 朝日大学歯学部附属村上記念病院 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 画像診断・IVR、核医学
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
中部 修-666 江南厚生病院 名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、核医学

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

関西 修-671
社会医療法人医真会　医真会八尾
総合病院

奈良県立医科大学附属病院 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-524 川崎医科大学総合医療センター 川崎医科大学附属病院 画像診断・IVR
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-673
社会医療法人財団　池友会　新行
橋病院

産業医科大学病院 画像診断・IVR

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 認定部門
北日本 修-9 新潟県立中央病院 新潟大学医歯学総合病院 全部門
北日本 修-37 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 札幌医科大学附属病院 画像診断・IVR、放射線治療
北日本 修-403 KKR札幌医療センター 札幌医科大学附属病院 全部門
関東 修-46 昭和大学　江東豊洲病院 昭和大学病院 全部門

関東 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

中部 修-148 岡崎市民病院 名古屋市立大学病院 全部門
九州 修-357 医療法人社団高邦会　高木病院 久留米大学病院 全部門

　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が承認され，平成28年4月1日より平成29
年3月31日まで以下の通り認定いたします．



地区 認定番号 特殊修練機関名 総合修練機関名 認定

関東 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

関東 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

関東 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

横浜市立大学附属病院 画像診断センター

関東 特-33 東京都立小児総合医療センター
東京都立多摩総合医療セン
ター

特殊疾患センター（小児疾
患施設） ＜画像診断・
IVR、核医学＞

関東 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

関東 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

中部 特-36 医療法人　光生会　光生会病院 名古屋市立大学病院 PETセンター

（Ⅲ）放射線科専門医特殊修練機関の認定

　研修施設申請書（平成27年4月1日より平成28年3月31日まで）にもとづき，下記の機関は平成29年4
月1日より平成32年3月31日まで放射線科専門医特殊修練機関として認定いたします．
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