
FOR THE MEMBERS ONLY 

日本医学放射線学会 板井研究奨励賞募集要領 

 

理事長  栗林 幸夫 

 
趣旨： 

日本医学放射線学会では，平成 15 年 1 月 19 日逝去された板井悠二先生の御遺志により放射線診断学

の発展を願って寄付された基金を元に，先生を追悼記念するため板井研究奨励賞を設けて，腹部画像

診断に業績のあった若い研究者を顕彰する．  

 

応募資格： 

日本医学放射線学会員であり，平成 26 年 4 月 1日現在 40 歳未満のもの． 

対象： 

腹部画像診断領域の研究者 2名程度を対象とする． 

 

応募方法と提出書類： 

１．履歴書 

２．研究成果の要約：2000 字以内に研究主題に関する業績を要約 

３．業績目録 

４．研究主題に関係した主たる論文の別冊（最重要の一編に丸印をつける） 

 

応募書類送付先： 

〒113-0033 東京都文京区本郷 5 丁目 1 番 16 号 ＮＰ－Ⅱビル 7 階 

      公益社団法人 日本医学放射線学会 

締め切り： 

平成 25 年 10 月 31 日（木）必着 

 

選考方法： 

腹部放射線研究会から候補者の推薦を受け日本医学放射線学会理事会で決定する． 

 

選考発表： 

日本医学放射線学会総会において，選考結果を公表し，賞の贈呈を行う． 

賞：表彰盾および副賞 25 万円 

 

会告 Ⅰ 

 

 



会告 Ⅱ 

 

 

日本医学放射線学会 第 26 回優秀論文賞について 

 

理事長  栗林 幸夫 

 

下記の如く第 26 回優秀論文を募集します． 

 
記 

 

Ⅰ． 応 募 資 格： 

1. 日本医学放射線学会会員歴 5年以上の研究者 

2. 応募締め切り時，満 45 歳未満の者 

 

Ⅱ． 応 募 方 法： 

1. 過去 1 年間（今回は平成 24 年 9 月より平成 25 年 8 月まで）の放射線医学関係の雑誌（国内外を

問わない）に掲載された論文を代議員が推薦する（但し，日本国内において実施した研究に限る）． 

2. 推薦書および応募論文の別冊またはコピーを各 10 部学会事務局に書留にて送付する．但し，提出

された資料はいかなる理由があっても返却しない． 

（推薦用紙は所定のものがあり，学会事務局に請求してください．） 

 

Ⅲ． 締 め 切 り： 平成 25 年 9 月 30 日（月）必着 

 

Ⅳ． 選 抜 方 法： 

理事会において，受賞者 3 名以内を選抜する．少なくとも 1 名は日本医放会誌掲載論文より選ぶ

（選抜決定は平成 26 年 1 月上旬の予定）． 

 

Ⅴ． 受賞者は日本医学放射線学会優秀論文賞の表彰楯，賞金 10 万円が贈呈され，本学会総会において

受賞講演を行う． 

 

 

学会事務局： 〒113-0033 東京都文京区本郷 5丁目 1番 16 号 NP-II ビル 7階 

 公益社団法人 日本医学放射線学会事務局 

 TEL: 03-3814-3077 

 FAX: 03-5684-4075 



地区 認定番号 総合修練機関名

北日本 総-1 福島県立医科大学附属病院

北日本 総-2 岩手医科大学附属病院

北日本 総-3 札幌医科大学附属病院

北日本 総-4 弘前大学医学部附属病院

北日本 総-5 東北大学病院

北日本 総-6 北海道大学病院

北日本 総-7 新潟大学医歯学総合病院

北日本 総-8 新潟県立がんセンター新潟病院

北日本 総-9 秋田大学医学部附属病院

北日本 総-10 山形大学医学部附属病院

北日本 総-11 仙台医療センター

北日本 総-12 旭川医科大学病院

北日本 総-13 市立札幌病院

北日本 総-14 宮城県立がんセンター

北日本 総-15 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院

北日本 総-16 長岡赤十字病院

北日本 総-17 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

北日本 総-18 岩手県立中央病院

北日本 総-19 新潟市民病院

関東 総-22 東邦大学医療センター大森病院

関東 総-23 ＮＴＴ東日本関東病院

関東 総-24 国立大学法人　東京医科歯科大学医学部附属病院

関東 総-25 国立国際医療研究センター病院

関東 総-26 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

関東 総-27 がん研究会有明病院

関東 総-28 聖路加国際病院

関東 総-29 横浜市立大学附属病院

関東 総-30 東京慈恵会医科大学附属病院

関東 総-31 日本大学医学部附属板橋病院

関東 総-32 慶應義塾大学病院

関東 総-33 東京医科大学病院

関東 総-34 東京大学医学部附属病院

関東 総-35 順天堂大学医学部附属順天堂医院

関東 総-36 東京女子医科大学病院

関東 総-37 国立大学法人　信州大学医学部附属病院

関東 総-38 地方独立行政法人神奈川県立病院機構　神奈川県立がんセンター

関東 総-39 昭和大学病院

関東 総-40 国立がん研究センター中央病院

関東 総-41 日本医科大学付属病院

関東 総-42 国立大学法人　千葉大学医学部附属病院

関東 総-43 横浜市立市民病院

関東 総-44 北里大学病院

関東 総-45 帝京大学医学部附属病院

（Ⅰ）放射線科専門医総合修練機関の認定

会告 Ⅲ

理事長　栗林　幸夫

放射線科専門医総合修練機関，修練機関および特殊修練機関の認定

研修施設申請書（平成23年4月1日より平成24年3月31日まで）にもとづき下記の機関は平成25年4月1日より
平成28年3月31日まで放射線科専門医総合修練機関として認定します．



地区 認定番号 総合修練機関名

関東 総-46 自治医科大学附属病院

関東 総-47 自治医科大学附属さいたま医療センター

関東 総-48 聖マリアンナ医科大学病院

関東 総-49 埼玉医科大学総合医療センター

関東 総-50 群馬大学医学部附属病院

関東 総-51 がん・感染症センター都立駒込病院

関東 総-52 東海大学医学部付属病院

関東 総-53 筑波大学附属病院

関東 総-54 杏林大学医学部付属病院

関東 総-55 獨協医科大学病院

関東 総-56 群馬県立がんセンター

関東 総-57 防衛医科大学校

関東 総-58 日本赤十字社医療センター

関東 総-59 藤沢市民病院

関東 総-60 国立大学法人　山梨大学医学部附属病院

関東 総-61 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

関東 総-62 武蔵野赤十字病院

関東 総-63 栃木県立がんセンター

関東 総-64 独立行政法人　国立病院機構　相模原病院

関東 総-65 栃木県済生会宇都宮病院

関東 総-66 東京都立多摩総合医療センター

関東 総-67 国立がん研究センター東病院

関東 総-68 埼玉県立がんセンター

関東 総-69 川口市立医療センター

関東 総-70 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

関東 総-71 千葉県がんセンター

関東 総-72 横浜労災病院

関東 総-73 横浜市立大学附属市民総合医療センター

関東 総-75 川崎市立川崎病院

関東 総-76 昭和大学横浜市北部病院

関東 総-77 東京医科大学八王子医療センター

関東 総-78 長野赤十字病院

関東 総-79 国家公務員共済組合連合会立川病院

関東 総-81 埼玉医科大学国際医療センター

関東 総-183 けいゆう病院

関東 総-191 独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター

関東 総-192 国立病院機構災害医療センター

関東 総-193 （医）　沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院

中部 総-82 国立大学法人三重大学医学部附属病院

中部 総-83 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院

中部 総-84 金沢大学附属病院

中部 総-85 愛知県がんセンター中央病院

中部 総-86 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院

中部 総-87 名古屋市立大学病院

中部 総-88 金沢医科大学病院

中部 総-89 浜松医科大学医学部附属病院

中部 総-90 石川県立中央病院

中部 総-91 国立病院機構 金沢医療センター

中部 総-92 国立大学法人　富山大学附属病院

中部 総-93 愛知医科大学病院

中部 総-94 藤田保健衛生大学病院



地区 認定番号 総合修練機関名

中部 総-95 国立大学法人　福井大学医学部附属病院

中部 総-96 福井県立病院

中部 総-97 名古屋第二赤十字病院

中部 総-98 富山県立中央病院

中部 総-99 福井赤十字病院

中部 総-100 聖隷三方原病院

中部 総-101 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

中部 総-102 総合病院　聖隷浜松病院

中部 総-103 三重県厚生連　松阪中央総合病院

中部 総-104 刈谷豊田総合病院

中部 総-105 福井県済生会病院

中部 総-106 静岡県立静岡がんセンター病院

中部 総-194 静岡県立総合病院

中部 総-195 社団医療法人　厚生会　木沢記念病院

関西 総-107 神戸大学医学部附属病院

関西 総-108 大阪医科大学附属病院

関西 総-109 京都府立医科大学附属病院

関西 総-110 関西医科大学附属滝井病院

関西 総-111 大阪大学医学部附属病院

関西 総-112 奈良県立医科大学附属病院

関西 総-113 国立大学法人京都大学医学部附属病院

関西 総-114 公益財団法人　天理よろづ相談所病院

関西 総-115 大阪市立大学医学部附属病院

関西 総-116 京都市立病院

関西 総-117 京都第一赤十字病院

関西 総-118 近畿大学医学部附属病院

関西 総-119 兵庫医科大学病院

関西 総-120 国立大学法人　滋賀医科大学医学部附属病院

関西 総-121 神戸市立医療センター中央市民病院

関西 総-122 兵庫県立がんセンター

関西 総-123 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

関西 総-124 大阪府立成人病センター

関西 総-125 和歌山県立医科大学附属病院

関西 総-127 大阪府済生会中津病院

関西 総-128 大阪市立総合医療センター

関西 総-129 大阪府立急性期・総合医療センター

関西 総-130 大阪赤十字病院

関西 総-131 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

関西 総-132 一般財団法人　住友病院

関西 総-133 独立行政法人　労働者健康福祉機構　大阪労災病院

関西 総-134 関西医科大学附属枚方病院

関西 総-186 西神戸医療センタ－

関西 総-187 姫路赤十字病院

関西 総-196 日赤和歌山医療センター

関西 総-197 独立行政法人国立病院機構京都医療センター

関西 総-198 パナソニック健康保険組合　松下記念病院

関西 総-199 関西労災病院

関西 総-200 市立岸和田市民病院

中・四国 総-136 徳島大学病院

中・四国 総-137 岡山大学病院

中・四国 総-138 山口大学医学部附属病院



地区 認定番号 総合修練機関名

中・四国 総-139 鳥取大学医学部附属病院

中・四国 総-140 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院

中・四国 総-141 川崎医科大学附属病院

中・四国 総-142 愛媛大学医学部附属病院

中・四国 総-143 広島大学病院

中・四国 総-144 島根大学医学部附属病院

中・四国 総-145 国立病院機構　四国がんセンター

中・四国 総-146 香川大学医学部附属病院

中・四国 総-147 高知大学医学部附属病院

中・四国 総-148 松山赤十字病院

中・四国 総-149 広島赤十字・原爆病院

中・四国 総-150 広島市立広島市民病院

中・四国 総-152 島根県立中央病院

中・四国 総-153 広島市立安佐市民病院

中・四国 総-154 市立宇和島病院

中・四国 総-155 独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター

中・四国 総-156 愛媛県立中央病院

中・四国 総-157 岡山済生会総合病院

中・四国 総-158 高知県高知市病院企業団立高知医療センター

中・四国 総-201 高松赤十字病院

九州 総-159 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院

九州 総-160 九州大学病院

九州 総-161 長崎大学病院

九州 総-162 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

九州 総-163 久留米大学病院

九州 総-164 国立大学法人　熊本大学医学部附属病院

九州 総-165 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター

九州 総-166 福岡大学病院

九州 総-167 独立行政法人　国立病院機構　長崎医療センター

九州 総-168 宮崎大学医学部附属病院

九州 総-169 産業医科大学病院

九州 総-170 佐賀大学医学部附属病院

九州 総-171 国立大学法人　大分大学医学部附属病院

九州 総-172 琉球大学医学部附属病院

九州 総-173 地方独立行政法人　佐賀県立病院　好生館

九州 総-174 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院

九州 総-175 北九州市立医療センター

九州 総-176 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

九州 総-177 飯塚病院

九州 総-178 熊本赤十字病院

九州 総-179 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院

九州 総-180 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院

九州 総-181 九州厚生年金病院

九州 総-202 (医）天神会新古賀病院・古賀病院21



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-1 青森県立中央病院 弘前大学附属病院 全部門

北日本 修-2 独立行政法人　国立病院機構　北
海道がんセンター

北海道大学病院 全部門

北日本 修-3 仙台市立病院 東北大学病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-4 山形市立病院済生館 東北大学病院 全部門

北日本 修-5 山形県立中央病院 山形大学医学部附属病院 全部門

北日本 修-6 東北薬科大学病院 東北大学病院 放射線治療、核医学

北日本 修-7 社会医療法人　母恋　日鋼記念病
院

北海道大学病院 全部門

北日本 修-8 （財）太田綜合病院附属太田西ノ
内病院

福島県立医科大学附属病院 全部門

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-10 市立旭川病院 北海道大学病院 全部門

北日本 修-11 竹田綜合病院 東北大学病院 全部門

北日本 修-13 市立函館病院 北海道大学病院 全部門

北日本 修-14 旭川赤十字病院 旭川医科大学病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-15 秋田県立脳血管研究センター 東北大学病院 核医学

北日本 修-16 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 旭川医科大学病院 画像診断・IVR

北日本 修-17 石巻赤十字病院 東北大学病院 全部門

北日本 修-18 山形県立河北病院 山形大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-19 山形県立新庄病院 山形大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-20 仙台社会保険病院 東北大学病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-21 北海道勤労者医療協会　勤医協中
央病院

北海道大学病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-22 北見赤十字病院 北海道大学病院 全部門

北日本 修-23 盛岡赤十字病院 岩手医科大学附属病院 全部門

北日本 修-24 済生会山形済生病院 山形大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-25 米沢市立病院 山形大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-26 JA北海道厚生連札幌厚生病院 北海道大学病院 全部門

北日本 修-27 市立室蘭総合病院 札幌医科大学附属病院 全部門

北日本 修-28 中通総合病院 秋田大学医学部附属病院 全部門

北日本 修-30 仙台赤十字病院 東北大学病院 画像診断・IVR

北日本 修-31 白河厚生総合病院 福島県立医科大学附属病院 全部門

北日本 修-32 秋田赤十字病院 秋田大学医学部附属病院 全部門

北日本 修-33 独立行政法人　労働者健康福祉機
構　青森労災病院

弘前大学医学部附属病院 画像診断・IVR

北日本 修-34 八戸市立市民病院 弘前大学附属病院 全部門

北日本 修-35 大崎市民病院 東北大学病院 画像診断・IVR

北日本 修-36 札幌社会保険総合病院 北海道大学病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-37 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 北海道大学医学部附属病院 画像診断・IVR

北日本 修-38 一般財団法人　厚生会　仙台厚生
病院

東北大学病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-41 独立行政法人　国立病院機構　旭
川医療センター

旭川医科大学病院 全部門

北日本 修-42 苫小牧市立病院 北海道大学病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-169 社会医療法人　北斗　北斗病院 名古屋市立大学病院 放射線治療

北日本 修-388 社会福祉法人　函館厚生院　函館
五稜郭病院

札幌医科大学附属病院 全部門

北日本 修-393 （財）星総合病院 東京慈恵会医科大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-401 （財）大原綜合病院 福島県立医科大学附属病院 画像診断・IVR

北日本 修-402 社会医療法人　恵佑会札幌病院 北海道大学病院 全部門

北日本 修-403 KKR札幌医療センター 札幌医科大学附属病院 画像診断・IVR、放射線治療

北日本 修-411 地方独立行政法人　山形県・酒田
市病院機構　日本海総合病院

山形大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-412 新潟県立新発田病院 新潟大学医歯学総合病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-413 新潟県厚生連　長岡中央綜合病院 新潟大学医歯学総合病院 画像診断・IVR、核医学

（Ⅱ）放射線科専門医修練機関の認定

研修施設申請書（平成23年4月1日より平成24年3月31日まで）にもとづき下記の機関は平成25年4月1日より平成28
年3月31日まで放射線科専門医修練機関として認定いたします．



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-414 公立置賜総合病院 山形大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-415 東北労災病院 東北大学病院 画像診断・IVR、核医学

北日本 修-530 医療法人　立川メディカルセン
ター立川綜合病院

東京慈恵会医科大学附属病院 画像診断・IVR

北日本 修-531 鶴岡市立荘内病院 山形大学医学部附属病院 画像診断・IVR

北日本 修-532 KKR札幌医療センター　斗南病院 北海道大学病院 画像診断・IVR

北日本 修-533 砂川市立病院 旭川医科大学病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-43 東邦大学医療センター佐倉病院 東邦大学医療センター大森病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-46 昭和大学附属豊洲病院 昭和大学病院 画像診断・IVR

関東 修-47 昭和大学藤が丘病院 昭和大学病院 全部門

関東 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

関東 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

関東 修-50 独立行政法人　労働者健康福祉機
構　関東労災病院

東京大学医学部附属病院 全部門

関東 修-51 北里大学東病院 北里大学病院 全部門

関東 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

関東 修-53 埼玉医科大学病院 埼玉医科大学国際医療センター
放射線科

全部門

関東 修-54 山梨県立中央病院 山梨大学医学部附属病院 全部門

関東 修-55 東京都立広尾病院 慶応義塾大学病院 画像診断・IVR

関東 修-57 小田原市立病院 横浜市立大学附属病院 放射線治療、核医学

関東 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

関東 修-59 独立行政法人国立病院機構　埼玉
病院

慶応義塾大学病院 画像診断・IVR、放射線治療

関東 修-60 埼玉県立小児医療センター 筑波大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-61 埼玉社会保険病院 慶応義塾大学病院 画像診断・IVR

関東 修-62 伊勢崎市民病院 群馬大学医学部附属病院 全部門

関東 修-64 さいたま市立病院 慶應義塾大学病院 全部門

関東 修-65 那須赤十字病院 東京慈恵会医科大学、聖マリアン
ナ医科大学、自治医科大学、岩手
医科大学

画像診断・IVR、核医学

関東 修-66 独立行政法人　労働者健康福祉機
構　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

関東 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

関東 修-68 長野県厚生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

関東 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

関東 修-70 横浜南共済病院 横浜市立大学附属病院 全部門

関東 修-71 桐生厚生総合病院 東京女子医科大学 放射線治療

関東 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

関東 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

関東 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

関東 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 全部門

関東 修-78 長野市民病院 信州大学医学部附属病院 全部門

関東 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

関東 修-80 諏訪赤十字病院 信州大学医学部附属病院 全部門

関東 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

関東 修-82 獨協医科大学越谷病院 獨協医科大学病院 全部門

関東 修-83 東京都立大塚病院 東京都立多摩総合医療センター 画像診断・IVR、核医学

関東 修-84 東京都済生会中央病院 慶應義塾大学病院 全部門

関東 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

関東 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

関東 修-88 総合病院土浦協同病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 全部門

関東 修-89 東京医療生活協同組合　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

関東 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



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-91 北里大学北里研究所メディカルセ
ンター病院

北里大学病院 全部門

関東 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 全部門

関東 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

関東 修-94 市立甲府病院 山梨大学医学部附属病院 全部門

関東 修-95 国際親善総合病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR

関東 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 全部門

関東 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

関東 修-100 東京厚生年金病院 帝京大学医学部附属病院 全部門

関東 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

関東 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

関東 修-104 平塚市民病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-105 横浜市立みなと赤十字病院 横浜市立大学附属病院 全部門

関東 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

関東 修-107 公立学校共済組合関東中央病院 千葉大学医学部附属病院 全部門

関東 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

関東 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

関東 修-111 社会保険中央総合病院 東京大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関東 修-112 公益財団法人　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

関東 修-113 筑波記念病院 筑波大学附属病院 画像診断・IVR

関東 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

関東 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

関東 修-116 東京都立墨東病院 東京大学医学部附属病院 全部門

関東 修-117 飯田市立病院 信州大学医学部附属病院 全部門

関東 修-119 社会保険船橋中央病院 千葉大学医学部附属病院 核医学

関東 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

関東 修-121 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

関東 修-122 大森赤十字病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-123 群馬中央総合病院 群馬大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関東 修-124 日野市立病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR

関東 修-125 国保松戸市立病院 群馬大学医学部附属病院 全部門

関東 修-126 （社）地域医療振興協会　東京北
社会保険病院

東京大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関東 修-128 日本鋼管病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR

関東 修-129 聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院
放射線診断科

聖マリアンナ医科大学病院 画像診断・IVR

関東 修-130 社会保険山梨病院 山梨大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関東 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

関東 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

関東 修-134 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

関東 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

関東 修-136 東京警察病院 東京大学医学部附属病院 全部門

関東 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

関東 修-138 公益財団法人ライフ・エクステン
ション研究所 付属永寿総合病院

慶応義塾大学病院 画像診断・IVR

関東 修-139 北里大学北里研究所病院 北里大学病院 画像診断・IVR

関東 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

関東 修-141 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

関東 修-143 菊名記念病院 昭和大学病院 画像診断・IVR

関東 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

関東 修-390 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－

横浜市立大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 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

関東 修-392 横須賀市立市民病院 横浜市立大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 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



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-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

関東 修-405 独立行政法人　国立精神・神経医
療研究センター病院

埼玉医科大学国際医療センター 画像診断・IVR、核医学

関東 修-406 東京都健康長寿医療センター 東京大学医学部附属病院 全部門

関東 修-408 上尾中央総合病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-409 国立成育医療研究センター 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR、核医学

関東 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

関東 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

関東 修-418 駿河台日本大学病院 日本大学医学部附属板橋病院 画像診断・IVR、核医学

関東 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

関東 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

関東 修-421 前橋赤十字病院 群馬大学医学部附属病院 全部門

関東 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

関東 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

関東 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

関東 修-426 埼玉県済生会川口総合病院 東京女子医科大学病院 画像診断・IVR、核医学

関東 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

関東 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

関東 修-432 大和市立病院 慶應義塾大学病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-433 茅ヶ崎市立病院 横浜市立大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

関東 修-502 自衛隊中央病院 防衛医科大学校 全部門

関東 修-534 日本医科大学千葉北総病院 日本医科大学付属病院 全部門

関東 修-535 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-536 社会医療法人大和会　武蔵村山病
院

東京女子医科大学 画像診断・IVR

関東 修-537 社会福祉法人　聖隷福祉事業団
聖隷佐倉市民病院

千葉大学医学部附属病院 放射線治療

関東 修-538 JA長野厚生連佐久総合病院 信州大学医学部附属病院 核医学

関東 修-539 独立行政法人　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、
群馬大学医学部附属病院

全部門

関東 修-540 群馬県立心臓血管センター 群馬大学医学部附属病院 核医学

関東 修-541 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

関東 修-556 東京逓信病院 杏林大学医学部付属病院 全部門

中部 修-45 順天堂大学医学部附属静岡病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 全部門

中部 修-110 静岡市立清水病院 山梨大学医学部附属病院 全部門

中部 修-144 伊勢赤十字病院 三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-145 富山市立富山市民病院 金沢大学病院 全部門

中部 修-146 市立伊勢総合病院 三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療

中部 修-147 磐田市立総合病院 浜松医科大学医学部附属病院 全部門

中部 修-148 岡崎市民病院 名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-149 トヨタ記念病院 名古屋大学医学部附属病院 全部門

中部 修-152 社会医療法人蘇西厚生会　松波総
合病院

福井大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-153 掛川市・袋井市病院企業団立　中
東遠総合医療センター

浜松医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-154 公立松任石川中央病院 金沢大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-155 公立陶生病院 名古屋大学医学部附属病院 放射線治療、核医学

中部 修-156 豊橋市民病院 名古屋大学医学部附属病院 全部門

中部 修-157 小牧市民病院 名古屋大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中部 修-158 富士宮市立病院 浜松医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中部 修-159 愛知県厚生農業協同組合連合会
安城更生病院

名古屋大学医学部附属病院 全部門

中部 修-160 愛知県厚生農業協同組合連合会
豊田厚生病院

名古屋大学医学部附属病院 全部門

中部 修-161 岐阜県総合医療センター 岐阜大学医学部附属病院 全部門

中部 修-162 新田塚医療福祉センター　福井総
合病院

福井大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-163 静岡済生会総合病院 浜松医科大学医学部附属病院 核医学
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中部 修-165 三重県立総合医療センター 三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-168 藤田保健衛生大学坂文種報德會病
院

藤田保健衛生大学病院 画像診断・IVR

中部 修-170 医療法人　偕行会　名古屋共立病
院

名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、放射線治療

中部 修-171 岐阜市民病院 岐阜大学医学部附属病院 全部門

中部 修-172 一宮市立市民病院 名古屋大学医学部附属病院 放射線治療

中部 修-173 西尾市民病院 愛知医科大学病院 画像診断・IVR

中部 修-174 名古屋市立東部医療センター東市
民病院

名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-179 社会医療法人大雄会　総合大雄会
病院

奈良県立医科大学附属病院 全部門

中部 修-395 碧南市民病院 名古屋大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-410 市立砺波総合病院 金沢大学附属病院 全部門

中部 修-428 沼津市立病院 千葉大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-430 静岡赤十字病院 慶應義塾大学病院 全部門

中部 修-431 富士市立中央病院 東京慈恵会医科大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-434 静岡医療センター 浜松医科大学医学部附属病院 全部門

中部 修-435 富山県厚生農業協同組合連合会
高岡病院

金沢大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-436 豊川市民病院 名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-437 黒部市民病院 金沢大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-438 済生会松阪総合病院 三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-439 藤枝市立総合病院 浜松医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-440 三重厚生連　鈴鹿中央総合病院 三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-441 春日井市民病院 名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-442 津島市民病院 名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-443 名古屋第一赤十字病院 名古屋大学医学部附属病院 全部門

中部 修-444 高岡市民病院 金沢大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-445 中部労災病院 名古屋大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-446 富山赤十字病院 金沢大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-447 名古屋記念病院 名古屋大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-448 大垣市民病院 名古屋大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-449 愛知県がんセンター愛知病院 名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-450 愛知県厚生農業協同組合連合会海
南病院

名古屋大学医学部附属病院 放射線治療

中部 修-451 名古屋掖済会病院 名古屋大学医学部附属病院 核医学

中部 修-453 社会保険中京病院 名古屋市立大学病院 全部門

中部 修-454 松阪市民病院 三重大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中部 修-455 半田市立半田病院 名古屋大学医学部附属病院 放射線治療

中部 修-456 成田記念病院 名古屋市立大学病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-457 医療法人社団　浅ノ川　浅ノ川総
合病院

金沢大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

中部 修-542 公立能登総合病院 金沢大学附属病院 画像診断・IVR

中部 修-543 名古屋市立西部医療センター 名古屋市立大学病院 全部門

中部 修-544 静岡市立静岡病院 京都大学医学部附属病院 全部門

関西 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

関西 修-175 京都第二赤十字病院 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

関西 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

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

関西 修-178 兵庫県立淡路医療センター 神戸大学医学部附属病院 全部門

関西 修-181 大津赤十字病院 京都大学医学部附属病院 全部門

関西 修-182 関西電力病院 京都大学医学部附属病院 全部門

関西 修-183 奈良県立奈良病院 奈良県立医科大学 画像診断・IVR、放射線治療

関西 修-184 大阪厚生年金病院 大阪市立大学医学部附属病院 全部門

関西 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

関西 修-187 淀川キリスト教病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

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

全部門

関西 修-190 奈良県立三室病院 奈良県立医科大学附属病院 画像診断・IVR、核医学
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関西 修-191 東大阪市立総合病院 奈良県立医科大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

関西 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

関西 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

関西 修-194 神戸市立医療センター西市民病院 大阪市立大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 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 画像診断・IVR、核医学

関西 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

関西 修-199 大津市民病院 京都大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

関西 修-200 医療法人社団　神鋼会　神鋼病院 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

関西 修-201 市立吹田市民病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 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

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

関西 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

関西 修-209 近畿大学医学部奈良病院 近畿大学医学部附属病院 全部門

関西 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 画像診断・IVR、核医学

関西 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 画像診断・IVR、核医学

関西 修-212 済生会中和病院 奈良県立医大附属病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 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

関西 修-215 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

関西 修-216 市立伊丹病院 大阪市立大学医学部附属病院 全部門

関西 修-217 和泉市立病院 大阪市立大学医学部附属病院 全部門

関西 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

関西 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

関西 修-220 公立豊岡病院 滋賀医科大学医学部附属病院 全部門

関西 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

関西 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

関西 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

関西 修-225 社会保険　京都病院 京都府立医科大学附属病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 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

関西 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

関西 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

関西 修-233 大阪府済生会泉尾病院 関西医科大学附属枚方病院 画像診断・IVR、核医学

関西 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

関西 修-235 三木市立三木市民病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

関西 修-236 泉大津市立病院 関西医科大学附属枚方病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 修-238 奈良県立五條病院 奈良県立医科大学附属病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 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

関西 修-241 医療法人 医誠会　医誠会病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-242 兵庫県立尼崎病院 京都大学附属病院 全部門

関西 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

関西 修-245 北摂総合病院 大阪医科大学 画像診断・IVR

関西 修-246 加古川東市民病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-248 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-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



地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名 認定部門

関西 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

関西 修-251 公立甲賀病院 滋賀医科大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

関西 修-252 八尾市立病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

関西 修-253 草津総合病院 滋賀医科大学医学部附属病院 全部門

関西 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

関西 修-255 社会医療法人岡本病院（財団）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

関西 修-256 神戸労災病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-257 地方独立行政法人加古川市民病院
機構加古川西市民病院

神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-258 藤井会石切生喜病院 関西医科大学附属枚方病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 修-260 阪南中央病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 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

関西 修-263 一般財団法人甲南会　甲南加古川
病院

神戸大学医学部附属病院 全部門

関西 修-298 医療法人財団姫路聖マリア会　総
合病院　姫路聖マリア病院

岡山大学病院 画像診断・IVR

関西 修-387 社会保険神戸中央病院 京都府立医科大学附属病院 全部門

関西 修-396 兵庫県立こども病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-397 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

関西 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

関西 修-458 彦根市立病院 京都大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

関西 修-460 独立行政法人国立病院機構　南和
歌山医療センター

和歌山県立医科大学附属病院 放射線治療

関西 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、核医学

関西 修-462 兵庫県立西宮病院 神戸大学医学部附属病院 全部門

関西 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

関西 修-464 医療法人　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

関西 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

関西 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

関西 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

関西 修-468 赤穂市民病院 神戸大学病院放射線科 全部門

関西 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 画像診断・IVR、核医学

関西 修-470 高砂市民病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-471 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 画像診断・IVR、核医学

関西 修-472 KKR枚方公済病院 大阪医科大学附属病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 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

関西 修-475 三田市民病院 神戸大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 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

関西 修-478 市立貝塚病院 大阪大学医学部附属病院 画像診断・IVR

関西 修-479 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-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

関西 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

関西 修-545 NTT西日本大阪病院 大阪大学医学部附属病院 全部門

関西 修-546 地方独立行政法人　堺市立病院機
構　市立堺病院

大阪大学医学部附属病院 全部門

関西 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

関西 修-548 宝塚市立病院 兵庫医科大学病院 画像診断・IVR、核医学

関西 修-549 明和病院 兵庫医科大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-264 独立行政法人　労働者健康福祉機
構　中国労災病院

広島大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-267 広島鉄道病院 広島大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-268 広島総合病院 広島大学病院 全部門



地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名 認定部門

中四国 修-269 住友別子病院 香川大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-270 県立広島病院 広島大学病院 全部門

中四国 修-271 徳島県立中央病院 徳島大学病院 画像診断・IVR、放射線治療

中四国 修-272 総合病院　岡山赤十字病院 岡山大学病院 全部門

中四国 修-273 松江市立病院 鳥取大学医学部附属病院 全部門

中四国 修-275 ＪＡ尾道総合病院 広島大学病院 全部門

中四国 修-276 独立行政法人　労働者健康福祉機
構　香川労災病院

香川大学医学部附属病院 全部門

中四国 修-277 国家公務員共済組合連合会　呉共
済病院

岡山大学病院 全部門

中四国 修-278 独立行政法人国立病院機構　福山
医療センター

岡山大学病院 全部門

中四国 修-279 独立行政法人国立病院機構　岡山
医療センター

岡山大学病院 全部門

中四国 修-280 中国電力（株）中電病院 広島大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-281 財団法人永頼会松山市民病院 愛媛大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-282 社会医療法人　近森会　近森病院 高知大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-283 津山中央病院 岡山大学病院 全部門

中四国 修-284 鳥取市立病院 鳥取大学医学部附属病院 全部門

中四国 修-286 労働者健康福祉機構岡山労災病院 岡山大学病院 全部門

中四国 修-288 徳島赤十字病院 徳島大学病院 画像診断・IVR、放射線治療

中四国 修-289 三豊総合病院 岡山大学病院 全部門

中四国 修-290 山口県立総合医療センター 山口大学医学部附属病院 全部門

中四国 修-291 綜合病院社会保険 徳山中央病院 山口大学医学部附属病院 全部門

中四国 修-292 宇部興産株式会社中央病院 山口大学医学部附属病院 画像診断・IVR

中四国 修-293 医療法人あかね会　土谷総合病院 広島大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-294 健康保険　鳴門病院 徳島大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-295 香川県厚生連　屋島総合病院 徳島大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-296 鳥取県立中央病院 鳥取大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-297 下関市立市民病院 山口大学医学部附属病院 全部門

中四国 修-299 尾道市立市民病院 岡山大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-300 岡山市立市民病院 岡山大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-301 呉市医師会病院 広島大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-302 公立学校共済組合　中国中央病院 岡山大学病院 全部門

中四国 修-303 徳島県立三好病院 徳島大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-304 独立行政法人国立病院機構高知病
院

徳島大学病院 全部門

中四国 修-305 独立行政法人国立病院機構善通寺
病院

徳島大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-306 国立病院機構　東広島医療セン
ター

広島大学病院 全部門

中四国 修-307 麻植協同病院 徳島大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-308 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治
病院

愛媛大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-309 岡山中央病院 川崎医科大学附属病院 画像診断・IVR

中四国 修-310 益田赤十字病院 島根大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-312 倉敷成人病センター 岡山大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-313 放射線第一病院 岡山大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-314 大田市立病院 島根大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-315 鳥取県立厚生病院 鳥取大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-316 香川県立中央病院 岡山大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-335 綜合病院山口赤十字病院 九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-399 国立病院機構　山口宇部医療セン
ター

岡山大学病院 核医学、放射線治療

中四国 修-481 独立行政法人　国立病院機構　岩
国医療センター

岡山大学病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-482 高松市民病院 徳島大学病院 画像診断・IVR

中四国 修-483 周東総合病院 山口大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-484 市立三次中央病院 広島大学病院 全部門

中四国 修-485 済生会山口総合病院 山口大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学



地区 認定番号 修練機関名 総合修練機関名 認定部門

中四国 修-487 鳥取赤十字病院 鳥取大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-550 松江赤十字病院 鳥取大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-551 高知赤十字病院 高知大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

中四国 修-552 山口県済生会下関総合病院 山口大学医学部附属病院 全部門

中四国 修-553 医療法人財団　博仁会　キナシ大
林病院

香川大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-266 大分市医師会立アルメイダ病院 愛媛大学医学部附属病院 全部門

九州 修-317 地方独立行政法人　長崎市立病院
機構　長崎市立市民病院

長崎大学病院 全部門

九州 修-318 日本赤十字社長崎原爆病院 長崎大学病院 全部門

九州 修-319 鹿児島市立病院 鹿児島大学医学部・歯学部附属病
院

放射線治療

九州 修-320 公益財団法人　昭和会　今給黎総
合病院

鹿児島大学病院 全部門

九州 修-321 県立宮崎病院 宮崎大学医学部附属病院 全部門

九州 修-322 小倉記念病院 九州大学病院 全部門

九州 修-323 福岡徳洲会病院 福岡大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-324 済生会福岡総合病院 九州大学病院 全部門

九州 修-326 独立行政法人労働者健康福祉機構
熊本労災病院

熊本大学附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-327 国立病院機構　熊本再春荘病院 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-328 公立八女総合病院企業団 熊本大学医学部附属病院 全部門

九州 修-329 独立行政法人　国立病院機構　熊
本医療センター

熊本大学医学部附属病院 全部門

九州 修-330 鹿児島市医師会病院 鹿児島大学医学部歯学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-331 中頭病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-332 荒尾市民病院 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療

九州 修-333 沖縄県立南部医療センター・こど
も医療センター

琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療

九州 修-334 熊本市立熊本市民病院 熊本大学医学部附属病院 全部門

九州 修-336 国立病院機構 別府医療センター 九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-337 小倉医療センター 九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-338 独立行政法人国立病院機構　福岡
東医療センター

九州大学病院 全部門

九州 修-339 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 産業医科大学病院 画像診断・IVR

九州 修-340 九州労災病院 九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-341 公立学校共済組合　九州中央病院 九州大学病院 全部門

九州 修-342 唐津赤十字病院 九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-343 大牟田市立病院 久留米大学病院 放射線治療

九州 修-344 国家公務員共済組合連合会　新小
倉病院

九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-345 医療法人　原三信病院 九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-346 福岡県済生会八幡総合病院 九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-347 国家公務員　共済組合連合会　新
別府病院

大分大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-348 都城市郡医師会病院 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-349 健康保険　八代総合病院 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-350 静便堂白石共立病院 佐賀大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-351 大分県済生会日田病院 久留米大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-352 地方独立行政法人福岡市立病院機
構　福岡市民病院

九州大学病院 画像診断・IVR

九州 修-353 医療法人　創起会　くまもと森都
総合病院

熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-354 熊本市医師会熊本地域医療セン
ター

熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-355 国保水俣市立総合医療センター 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-356 天草地域医療センター 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-357 医療法人社団高邦会　高木病院 佐賀大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-358 宗像医師会病院 九州大学病院 画像診断・IVR

九州 修-359 独立行政法人　労働者健康福祉機
構　九州労災病院　門司メディカ
ルセンター

九州大学病院 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

九州 修-360 出水総合医療センター 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-362 北九州市立八幡病院 長崎大学病院 画像診断・IVR

九州 修-363 社会医療法人　同心会　古賀総合
病院

宮崎大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-365 社会福祉法人恩賜財団済生会唐津
病院

佐賀大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-366 特定医療法人祐愛会織田病院 佐賀大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-367 社会医療法人友愛会豊見城中央病
院

琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-368 南部徳洲会病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-369 医療法人聖峰会　田主丸中央病院 佐賀大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-370 社会医療法人財団　白十字会　白
十字病院

福岡大学病院 画像診断・IVR

九州 修-371 国家公務員共済組合連合会　佐世
保共済病院

久留米大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-372 福岡大学筑紫病院 福岡大学病院 画像診断・IVR

九州 修-373 大分赤十字病院 大分大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-374 北九州総合病院 産業医科大学病院 画像診断・IVR

九州 修-375 五島中央病院 長崎大学病院 画像診断・IVR

九州 修-376 国立病院機構　嬉野医療センター 長崎大学病院 画像診断・IVR

九州 修-377 中部徳洲会病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-378 長崎県島原病院 長崎大学病院 画像診断・IVR、放射線治療

九州 修-380 福岡県済生会二日市病院 久留米大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-382 公立玉名中央病院 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-384 社団医療法人　共愛会　戸畑共立
病院

産業医科大学病院 放射線治療

九州 修-385 鹿児島県立大島病院 鹿児島大学医学部・歯学部附属病
院

画像診断・IVR

九州 修-386 ハートライフ病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-400 公益社団法人 鹿児島共済会　南風
病院

鹿児島大学医学部・歯学部附属病
院

画像診断・IVR、核医学

九州 修-488 福岡市立こども病院・感染症セン
ター

九州大学病院 画像診断・IVR

九州 修-489 沖縄県立中部病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療

九州 修-491 福岡赤十字病院 九州大学病院 画像診断・IVR

九州 修-492 独立行政法人　国立病院機構　大
分医療センター

九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-493 健康保険　天草中央総合病院 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-494 社会医療法人財団白十字会佐世保
中央病院

長崎大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-495 福岡県済生会大牟田病院 久留米大学病院 画像診断・IVR

九州 修-496 独立行政法人国立病院機構沖縄病
院

琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-497 社会医療法人仁愛会　浦添総合病
院

琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-498 中津市立中津市民病院 九州大学病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-499 健康保険　人吉総合病院 熊本大学医学部附属病院 画像診断・IVR、核医学

九州 修-500 社会福祉法人　恩賜財団　済生会
川内病院

鹿児島大学病院 放射線治療

九州 修-501 医療法人おもと会　大浜第一病院 琉球大学医学部附属病院 画像診断・IVR

九州 修-554 大分県立病院 大分大学医学部附属病院 画像診断・IVR、放射線治療

九州 修-555 聖フランシスコ病院 長崎大学病院 画像診断・IVR



※特殊修練機関は、主たる研修機関でなく、総合修練機関あるいは修練機関への協力機関としての位置づけとなります．

地区 認定番号 特殊修練機関名 総合修練機関名 認定部門

関東 特-1 独立行政法人放射線医学総合研究所重粒
子医科学センター病院

放射線治療（高精度
放射線治療）

関東 特-7 所沢PET画像診断クリニック 防衛医科大学校病院 PET

中部 特-8 名古屋セントラル病院 藤田保健衛生大学病院 画像診断、PET

中部 特-9 医療法人名古屋放射線診断財団　東名古
屋画像診断クリニック

名古屋市立大学病院 PET

関西 特-2 先端医療センター病院 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）

関西 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

関西 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)

中四国 特-12 医療法人聖比留会　セントヒル病院 山口大学医学部附属病院 PET

九州 特-3 社会医療法人大成会　福岡中央総合健診
センター

九州大学病院 PET

九州 特-4 （財）西日本産業衛生会　北九州健診診
療所　PET画像診断部門

九州大学病院 PET

研修施設申請書（平成23年4月1日より平成24年3月31日まで）にもとづき下記の機関は平成25年4月1日より平成28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．

（Ⅲ）放射線科専門医特殊修練機関の認定



平成 25 年 日本医学放射線学会総会議事録 

 

日 時：平成 25 年 4 月 11 日（木）14:00～16:30 

場 所：パシフィコ横浜 会議センター 301 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1

議 長：理事長 栗林 幸夫 

代議員 247 名中委任状を含めた 235 名で本総会が成

立することが確認された。第 20 条の規定により理事

長が議長となり、議事録署名人として、林宏光君と

粟井和夫君が指名された。会議に先立ち 33 名の物故

者に対して黙祷が捧げられ、本田会長の挨拶後、議

事の進行に入った。 

 

議  案 

第１号議案 平成２４年度事業報告および庶務報告

について 

第２号議案 平成２４年度会計書類承認について 

第３号議案 平成２５年度事業計画および収支予算

書の報告について 

第４号議案 名誉会員推薦について 

第５号議案 次々々期（第 75 回）会長選任について 

 

第１号議案 平成２４年度事業報告および庶務報告

について 

大友庶務理事より平成２４年度の事業報告及び庶務

報告について説明がなされた。 

Ａ．事業報告 

１． 学術講演会の開催 

第 71 回総会を会長栗林幸夫主宰のもとに平成

24 年 4 月 12 日～15 日の 4日間、パシフィコ横

浜（横浜市）において開催。第 48 回秋季臨床大

会を大会長上谷雅孝主宰のもとに平成24年9月

28，29，30 日の 3日間、長崎ブリックホール、

（長崎市）において開催。 

２． 医学放射線に関する学術図書等の刊行 

日本医学放射線学会雑誌 Japanese Journal of 

RadiologyVol.30 No.1 より逐次刊行した。 

３． 第 23 回放射線科認定医認定試験を施行（平成

24 年 8 月 17 日）した。 

第 21 回放射線診断専門医認定試験を施行（平成

24 年 8 月 17 日 18 日）した。 

第 21 回放射線治療専門医認定試験を施行（平成

24 年 8 月 17 日 18 日）した。 

第 1回放射線科専門医認定試験を施行（平成 24

年 8 月 17 日）した。 

４． 関連学術集会 

地方会（各地方毎に年 2回～4回）、第 41 回断層

映像研究会、第 26 回胸部放射線研究会、第 25

回頭頸部放射線研究会、第 26 回腹部放射線研究

会、第 24 回骨軟部放射線研究会、第 22 回救急

放射線研究会、第 25 回電子情報研究会、第 75、

76 回心臓血管放射線研究会、第 17 回三次元Ｃ

Ｔ・ＭＲＩ研究会、第14回医用画像認知研究会、

第 42 放射線による制癌シンポジウム、第 32 回

神経放射線ワークショップ、平成 24 年日英放射

線医学協会例会、第 49 回理工学における同位元

素放射線研究発表会、第 51 回原子力総合シンポ

ジウム等を開催あるいは共催した。 

Ｂ．庶務報告 

１． 平成 24 年定期総会（代議員会）開催月日および

場所 

第 71回総会（代議員会）は平成 24年 4月 12日、

パシフィコ横浜会議センター301 号室で行った。 

２． 理事会、監事会、委員会開催 

理事会は平成 24 年 3 月 26 日、平成 24 年 4 月 12

日、4月 15 日、5月 14 日、7月 2日、8月 18 日・

19 日、9 月 28 日、12 月 17 日、平成 25 年 1 月

28 日、監事会は平成 25 年 3 月 25 日、計理事会

9回、監事会 1回を行った。 

専門医制度委員会 5 回、教育委員会 2 回、編集

委員会 2 回、保険委員会 4 回、放射線防護委員

会 2回、電子情報委員会 2回、広報委員会 2回、

造影剤安全性委員会 2 回、倫理委員会 2 回、医

療事故防止委員会 2 回、将来計画委員会 2 回、

用語委員会 2 回、国際交流委員会 1 回、画像診

断ガイドライン 4回を行った。 



３． 現在会員数（平成 25 年 2 月末日現在） 

平成 23 年度末会員  8610 名 

  平成 24 年度末会員数 8723 名（新入会員数含む） 

  平成 24 年度新入会員 253 名 

  平成 24 年度退会者  109 名 

       物故会員  31 名 

平成 24 年度団体会員 103 社(購読会員含む) 

４． 第２５回優秀論文賞授賞者の選定を行った。 

５． 板井研究奨励賞、日本医学放射線学会 Bayer 研

究助成、班研究の選定を行った。 

６． 関連学術団体との連絡協調 

日本医学会、内保連、外保連、日本医師会疑義

解釈委員会、日本専門医認定制機構、放射線治

療品質管理機構に連絡員を派遣すると共に、医

学発展のための各種問題につき相互に連絡をと

った。 

 

第２号議案 平成２４年度会計書類承認について 

A.会計書類（貸借対照表、正味財産増減計画書、財

産目録）承認について（別表１） 

本田会計担当理事より、公益社団法人日本医学放射

線学会定款第45条第2項により、計算書類のうち「貸

借対照表」「正味財産増減計算書」「財産目録」につ

いては、代議員会の承認を受けなければならない旨

の説明があり、「貸借対照表」「正味財産増減計算書」

「財産目録」について説明がなされた。続いてこれ

らの平成24年度の事業内容について監査を行った件

について、小川監事より事業内容、会計等問題なく

行われている旨監査報告がなされた。議長栗林理事

長は平成 24 年度の「貸借対照表」「正味財産増減計

算書」「財産目録」の承認について議場に諮ったとこ

ろ、一同異議なくこれを承認した。 

B. 収支計算書について（別表２） 

本田会計担当理事より、収支計算書については公益

社団法人化に伴い、作成が義務付けられている会計

書類からは除外されているが、以前からの会計報告

との連続性にかんがみ、平成 24 年度についても作成

している旨および収支計算書の説明がなされた。 

第３号議案 平成 25 年度事業計画および収支予算

書の報告について 

議長栗林理事長より、当法人は平成 24 年 3 月 1日よ

り公益社団法人となり、事業計画および予算につい

て、公益社団法人日本医学放射線学会定款第 43 条に

より理事会の承認を受けたのち、内閣府に事業年度

開始の日の前日までに報告しなければならないこと

となっているため、平成 25 年度の事業計画および収

支予算については平成 25 年 1 月 28 日開催の理事会

で承認され、平成 25 年 2 月 16 日に内閣府に提出し

ている旨の報告がなされた。続いて大友庶務担当理

事より平成25年度事業計画について説明がなされた。 

Ａ．事業計画 

１． 学術講演会の開催 

第 72 回総会を会長本田浩主宰のもとに平成 25

年4月11日～14日の4日間、パシフィコ横浜（横

浜市）において開催。第 49 回秋季臨床大会を大

会長石口恒男主宰のもとに平成 25 年 10 月 12，

13，14 日の 3 日間、名古屋国際会議場（名古屋

市）において開催。 

２． 医学放射線に関する学術図書等の刊行 

名称   Japanese Journal of Radiology 

（Vol. 31） 

型  Ａ4 

頁数  約 1200 頁 / 年 

刊行回数  毎月 25 日発行 （年 12 回） 

部数  約 9,000 

３． 第 24 回放射線科認定医認定試験を施行（平成

25 年 8 月 23 日） 

第 22 回放射線診断専門医認定試験を施行（平成

25 年 8 月 23 日 24 日） 

第 22 回放射線治療専門医認定試験を施行（平成

25 年 8 月 23 日 24 日） 

第 2 回放射線科専門医認定試験を施行（平成 25

年 8 月 23 日） 

４． 優秀論文賞受賞者の選定、板井研究奨励賞受賞

者の選定、日本医学放射線学会 Bayer 研究助成

金の選定、日本医学放射線学会班研究の選定を



行う。 

５． 関連学術集会 

地方会（各地方毎に年 2回～4回）、第 42 回断層

映像研究会、第 27 回胸部放射線研究会、第 26

回頭頸部放射線研究会、 第 27 回腹部放射線研

究会、第 25 回骨軟部放射線研究会、第 23 回救

急放射線研究会、第 26 回電子情報研究会、第 77，

78 回心臓血管放射線研究会、第 18 回三次元Ｃ

Ｔ・ＭＲＩ研究会、第15回医用画像認知研究会、

第 43 回放射線による制癌シンポジウム、第 33

回神経放射線ワークショップ、平成 25 年日英放

射線医学協会例会、第 50 回理工学における同位

元素放射線研究発表会、第 52 回原子力総合シン

ポジウム等を開催あるいは共催する。 

６． その他 

 

Ｂ．収支予算書の報告について（別表３） 

本田会計担当理事より平成25年度の収支予算書につ

いて説明がなされた。 

 

第４号議案 名誉会員推薦について 

栗林理事長より平成 24 年度名誉会員として、石垣武

男君、海外から Dr.Guy Frija (Hopital Europeen 

GeorgesPompidou,France),Dr.Edmund 

A.Franken,Jr.(University of Iowa,USA), Dr.N.Reed 

Dunnick (University of Michigan,USA)を推薦した

い旨提案がありこれを承認した。 

 

第５号議案 次々々期（第７5 回）総会会長選任に

ついて 

栗林理事長より、第 75 回会長候補として 2名の立候

補があったが、1名辞退されたため、1名の立候補者

となった旨報告され、第 75 回会長として玉木長良君

（北海道大学）を推薦する旨の報告があり、これを

承認した。なお平成 26 年度開催予定の秋季臨床大会

は関西地方会から推薦された廣田省三君（兵庫医科

大学）に大会長をお願いする旨報告があり、これを

承認した。 

・その他 

今年度開催される第49回秋季臨床大会長の石口恒男

君（愛知医科大）、次期総会（第 73 回）会長の金澤

右君（岡山大）から開催にあたり挨拶があった。 

 

以上を持って本日の議案の全てを終了したので、議

長は閉会を宣言した。 
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