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会長　平松京一

（I）放射線科専門医修練機関年次報告結果

　年次報告書（平成9年1月1日より同年12月31日まで）にもとづき下記の機

関は平成11年4月1

日の時点で放射線科専門医修練機関としての認定を継続します。

地区名

認定番号　　　　　　修練機関名　　　　　認定部門

北日本

3　　　　福島県立医科大学医学部附属病院　全部門

13　　　　岩手医科大学附属病院　　　全部門

29　　　　札幌医科大学医学部附属病院　　全部門

33　　　　弘前大学医学部附属病院　　全部門

58　　　　東北大学医学部附属病院　　全部門

76　　　　北海道大学医学部附属病院　全部門

88　　　　新潟大学医学部附属病院　　全部門

91　　　　新潟県立がんセンター新潟病院　　　　　　　　全部門

114　　　　秋田大学医学部附属病院　　全部門

119　　　　青森県立中央病院　　　　　全部門

138　　　　山形大学医学部附属病院　　全部門

146　　　　国立仙台病院　　　　　　　全部門

152　　　　旭川医科大学附属病院　　　全部門

182　　　　新潟市民病院　　　　　　　全部門

209　　　　秋田県立脳血管研究センター　　放射線診断学・核医学

212　　　　国立札幌病院・北海道地方がんセンター　　　　全部門

237　　　　市立札幌病院　　　　　　　全部門

244　　　　仙台市立病院　　　　　　　全部門

255　　　　山形市立病院済生館　　　　全部門

258　　　　山形県立中央病院　　　　　全部門

276　　　　北海道厚生農業協同組合連合会総合病院　　　　全部門

　　　　　旭川厚生病院

277　　　　宮城県立がんセンター　　　全部門

285　　　　厚生連総合病院帯広厚生病院全部門

319　　　　立川綜合病院　　　　　　　全部門

関東

2　　　　東京逓信病院　　　　　　　全部門

5　　　　東邦大学医学部附属大森病院全部門

　　　　　　〃　　　〃　付属大橋病院

　　　　　　〃　　　〃　付属佐倉病院

8　　　　関束逓信病院　　　　　　　全部門

11　　　　東京医科歯科大学医学部附属病院　　　　　　　全部門

　

地区名　　　　認定番号　　　　　　修　練　機　関　名認定部門

12　　　　国立国際医療センター　　　全部門

16　　　　国家公務員等共済組合連合会虎の門病院　　　　全部門

17　　　　財団法人癌研究会附属病院全部門

18　　　　財団法大聖路加国際病院　　全部門
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19　　　　横浜市立大学医学部附属病院全部門

20　　　　東京慈恵会医科大学附属病院全部門

21　　　　JR東京総合病院　　　　　　全部門

22　　　　日本大学医学部附属板橋病院全部門

　　　　駿河台日本大学医学部附属病院

　　　　日本大学医学部附属練馬光が丘病院

23　　　　慶応義塾大学病院　　　　　全部門

24　　　　東京医科大学病院　　　　　全部門

26　　　　東京大学医学部附属病院　　全部門

　　　　　　〃　　〃　附属分院

31　　　　自衛隊中央病院　　　　　　全部門

46　　　　順天堂大学医学部附属順天堂医院　全部門

　　　　　　〃　　　〃　附属浦安病院

　　　　　　〃　　　　〃　附属順天堂伊豆長岡病院

57　　　　東京女子医科大学病院　　　全部門

65　　　　信州大学医学部附属病院　　全部門

67　　　　神奈川県立がんセンター　　全部門

74　　　　昭和大学病院　　　　　　　全部門

　　　　　〃　　藤が丘病院

　　　　　〃　　附属豊洲病院

77　　　　国立がんセンター中央病院　全部門

80　　　　日本医科大学付属病院　　　全部門

　　　　　　　〃　　付属第二病院

　　　　　　　〃　　付属多摩永山病院

81　　　　干葉大学医学部附属病院　　全部門

92　　　　労働福祉事業団関東労災病院全部門

　　　　　　　　101　　　　横浜市立市民病院　　　　　全部門

　　　　　　　　110　　　　北里大学病院　　　　　　　全部門

　　　　　　〃　東病院

　　　　　　　　118　　　　帝京大学医学部附属病院　　全部門

　　　　　　〃　　〃　附属溝口病院

　　　　　　〃　　〃　附属市原病院

　　　　　　　　123　　　　自治医科大学附属病院　　　全部門

　　　　　　〃　　　附属大宮医療センター

　　　　　　　　125　　　　聖マリアンナ医科大学病院全部門

　　　　　　　〃　　　　〃　横浜市西部病院

　　　　　　　〃　　　　〃　東横病院

　　　　　　　　126　　　　埼玉医科大学附属病院　　　全部門

　　　　　　　〃　　総合医療センター

　

地区名　　　　認定番号　　　　　　修　練　機　関　名認定部門

　　　　　　　　128　　　　群馬大学医学部附属病院　　全部門

　　　　　　　　130　　　　東京都立駒込病院　　　　　全部門

　　　　　　　　131　　　　東海大学医学部付属病院　　全部門

　　　　　　　　133　　　　筑波大学附属病院　　　　　全部門

　　　　　　　　135　　　　杏核大学医学部附属病院　　全部門

　　　　　　　　139　　　　山梨県立中央病院　　　　　全部門

　　　　　　　　143　　　　独砲医科大学病院　　　　　全部門

　　　　　　　　〃　　越谷病院

　　　　　　　　144　　　　群馬県立がんセンター　　　全部門

　　　　　　　　145　　　　防衛医科大学核病院　　　　全部門

　　　　　　　　156　　　　東京都立広尾病院　　　　　全部門

　　　　　　　　158　　　　日本赤十字社医療センター　全部門

　　　　　　　　167　　　　前核赤十字病院　　　　　　全部門

　　　　　　　　168　　　　国立病院東京医療センター　全部門



　　　　　　　　170　　　　藤沢市民病院　　　　　　　全部門

　　　　　　　　171　　　　国立大蔵病院　　核射線診断学・核医学

　　　　　　　　172　　　　小田原市立病院　　　　　　全部門

　　　　　　　　173　　　　山梨医科大学医学部附属病院全部門

　　　　　　　　177　　　　済生会横浜市南部病院　　　全部門

　　　　　　　　183　　　　国立埼玉病院　　　　　　　全部門

　　　　　　　　184　　　　（医）鉄蕉会亀田総合病院　　全部門

　　　　　　　　188　　　　埼玉県立小児医療センター　放射線診断学・核医学

　　　　　　　　190　　　　武蔵野赤十字病院　　　　　全部門

　　　　　　　　197　　　　社会保険埼玉中央病院　　　全部門

　　　　　　　　199　　　　伊勢崎市民病院　　　　　　全部門

　　　　　　　　203　　　　総合病院国保旭中央病院　　全部門

　　　　　　　　210　　　　（株）東芝、東芝病院　　　　核射線診断学

　　　　　　　　211　　　　栃木県立がんセンター　　　全部門

　　　　　　　　213　　　　国立療養所東京病院　核射線治療学・核医学

　　　　　　　　217　　　　国立相核原病院　　　　　　全部門

　　　　　　　　218　　　　放射線医学総合研究所重核子治療センター　核射線

治療学・核医学

　　　　　　　　222　　　　神奈川県立厚木病院　　　　全部門

　　　　　　　　236　　　　済生会宇都宮病院　　　　　全部門

　　　　　　　　238　　　　浦和市立病院　　　　　　　全部門

　　　　　　　　246　　　　総合病院大田原赤十字病院　全部門

　　　　　　　　247　　　　東京都立府中病院　　　　　全部門

　　　　　　　　249　　　　東京労災病院　　　　核射線診断学・核医学

　　　　　　　　251　　　　神奈川県立こども医療センター　　核射線診断学・核

医学

　　　　　　　　254　　　　立正佼成会附属佼成病院　　全部門

　　　　　　　　260　　　　総合病院成田赤十字病院放射線治療学・核医学

　　　　　　　　262　　　　三井記念病院　　　　放射線診断学・核医学

　　　　　　　　264　　　　長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院　　　

全部門

　　　　　　　　265　　　　国立がんセンター東病院　　全部門

　　　　　　　　266　　　　埼玉県立がんセンター　　　全部門

　

地区名

認定番号　　　　修練機関　　　　名認定部門

278　　　　川口市立医療センター　　　全部門

279　　　　東京歯科大学市川総合病院全部門

280　　　　国家公務員等共済組合連合会横浜南共済病院　　　全部門

281　　　　茨城県立中央病院・県地域がんセンター　　　　全部門

286　　　　国立水戸病院　　　　　　　全部門

287　　　　公立昭和病院　　　　　　　全部門

288　　　　桐生厚生総合病院　　　　　全部門

289　　　　東京慈恵会医科大学附属柏病院全部門

290　　　　東京慈恵会医科大学附属第三病院　　　　　　　全部門

291　　　　東京慈恵会医科大学附属青戸病院　　　　　　　全部門

299　　　　国立高崎病院　　　　　　　全部門

300　　　　けいゆう病院　　　　　　　全部門

301　　　　（医）徳洲会茅ケ崎徳洲会総合病院　　　　　　　　全部門

302　　　　国家公務員共済組合連合会総合病院　　　　　　全部門

　　　　　横須賀共済病院

303　　　　干葉県がんセンター　　　放射線治療学

320　　　　総合病院大森赤十字病院　放射線診断学

321　　　　（財）佐々木研究所附属杏雲堂病院　　　　　　　　全部門

322　　　　神奈川県立循環器呼吸器病センター　　　　　　全部門



323　　　　（医）社団仁愛会海老名総合病院　放射線診断学

〃　　　　附属東病院

324　　　　東京都立清瀬小児病院　　　全部門

中　　　部　　　　　32　　　　三重大学医学部附属病院　　全部門

37　　　　名古屋大学医学部附属病院全部門

53　　　　金沢大学医学部附属病院　　全部門

62　　　　愛知県がんセンター病院　　全部門

63　　　　岐阜大学医学部附属病院　　全部門

117　　　　国立東静病院　　　　　　　全部門

120　　　　名古屋市立大学病院　　　　全部門

137　　　　金沢医科大学病院　　　　　全部門

140　　　　浜松医科大学医学部附属病院全部門

141　　　　石川県立中央病院　　　　　全部門

142　　　　国立金沢病院　　　　　　　全部門

153　　　　富山医科薬科大学附属病院　全部門

154　　　　愛知医科大学附属病院　　　全部門

155　　　　藤田保健衛生大学病院　　　全部門

178　　　　富士市立中央病院　　　　　全部門

179　　　　岐阜県立多治見病院　　　　全部門

180　　　　厚生連高岡病院　　　　　　全部門

185　　　　福井医科大学医学部附属病院全部門

192　　　　静岡県立こども病院　　　　全部門

193　　　　福井県立病院　　　　　　　全部門

204　　　　名古屋第二赤十字病院　　　全部門

地区名

認定番号　　　修練機関　　　　名認定部門

208　　　　（医）大雄会総合大雄会病院　全部門

215　　　　山田赤十字病院　　　　　　全部門

219　　　　富山県立中央病院　　　　　全部門

224　　　　豊川市民病院　　　　　　　全部門

229　　　　市立島田市民病院　　　　　全部門

233　　　　福井赤十字病院　　　　　　全部門

256　　　　富山市立富山市民病院　　　全部門

261　　　　総合病院聖隷三方原病院　　全部門

267　　　　黒部市民病院　　　　　　　全部門

282　　　　済生会松阪総合病院　　　　全部門

292　　　　総合病院松阪市民病院　　　全部門

293　　　　市立砺波総合病院　　　　　全部門

294　　　　国立名古屋病院　　　　　　全部門

295　　　　藤枝市立総合病院　　　　　全部門

304　　　　静岡県立総合病院　　　　　全部門

305　　　　岐阜市民病院　　　　　　　全部門

306　　　　静岡市立静岡病院　　　　　全部門

307　　　　総合病院聖隷浜松病院　　　全部門

325　　　　三重県厚生連鈴鹿中央総合病院　　　　　　　　全部門

326　　　　厚生連松阪中央総合病院　　全部門

327　　　　市立伊勢総合病院　　　　　全部門

関西

40　　　　　神戸大学医学部附属病院　　全部門

47　　　　大阪医科大学附属病院　　　全部門

52　　　　京都府立医科大学附属病院　全部門

59　　　　関西医科大学附属病院　　　全部門

64　　　　大阪大学医学部付属病院　　全部門



70　　　　奈良県立医科大学附属病院全部門

93　　　　京都大学医学部附属病院　　全部門

107　　　　財団法人天理よろづ相談所病院全部門

109　　　　大阪市立大学医学部附属病院全部門

111　　　　京都市立病院　　　　　　　全部門

113　　　　京都第二赤十字病院　　　　全部門

115　　　　京都第一赤十字病院　　　全部門

116　　　　（財）日本生命済生会附属日生病院　全部門

129　　　　近畿大学医学部附属病院　　全部門

134　　　　兵庫医科大学病院　　　　　全部門

147　　　　滋賀医科大学医学部附属病院全部門

149　　　　国ダ循環器病センター放射線診断学・核医学

164　　　　神戸市立中央市民病院　　　全部門

174　　　　兵庫県立成人病センター　　全部門

175　　　　国立大阪病院　　　　　　　全部門

186　　　　兵庫県立姫路循環器病センター　放射線診断学・核医学

189　　　　大阪府立成人病センター　　全部門

　

地区名

認定番号　　　　　修練機関　　　名認定部門

191　　　　兵庫県立こども病院　　　放射線診断学

2肘　　　　兵庫県立淡路病院　　　　　全部門

207　　　　和歌山県立医科大学附属病院全部門

225　　　　日本赤十字社和歌山医療センター　　全部門

226　　　　大津赤十字病院　　　　　　全部門

227　　　　関西電力病院　　　　　　　全部門

228　　　　奈良県立奈良病院　　　　　全部門

230　　　　大阪逓信病院　　　　　　　全部門

231　　　　大阪府済生会中津病院　　　全部門

234　　　　大阪厚生年金病院　　　　　全部門

248　　　　国立京都病院　　　　　　　全部門

268　　　　済生会京都府病院　　放射線診断学・核医学

269　　　　滋賀県立成人病センター　　全部門

296　　　　淀川キリスト教病院　　　　全部門

297　　　　彦根市立病院　　　　放射線診断学・核医学

308　　　　星ケ丘厚生年金病院　　　　全部門

309　　　　市立長浜病院　　　　　　　全部門

310　　　　西神戸医療センター　　　　全部門

311　　　　奈良県立三室病院　　放射線診断学・核医学

312　　　　大阪市立総合医療センター　全部門

313　　　　大阪府立病院　　　　　　　全部門

314　　　　大阪赤十字病院　　　　　　全部門

315　　　　市立岸和田市民病院　　　　全部門

328　　　　京都桂病院　　　　　　　　全部門

中・四国

30　　　　徳島大学医学部附属病院　全部門

39　　　　岡山大学医学部附属病院　　全部門

44　　　　山口大学医学部附属病院　　全部門

78　　　　鳥取大学医学部附属病院　　全部門

97　　　　倉敷中央病院　　　　　　　全部門

132　　　　川崎医科大学附属病院　　　全部門

159　　　　愛媛大学医学部附属病院　　全部門

160　　　　広島大学医学部附属病院　　全部門

163　　　　島根医科大学医学部附属病院全部門

169　　　　国立病院四国がんセンター　全部門



181　　　　香川医科大学医学部附属病院全部門

196　　　　高知医科大学医学部附属病院全部門

200　　　　中国労災病院　　　　放射線診断学・核医学

202　　　　総合病院松山赤十字病院　全部門

205　　　　高松赤-|一字病院　　　　　　全部門

206　　　　広島赤十字・原爆病院　　　全部門

216　　　　社会保険広島市民病院　　　全部門

220　　　　総合病院松江赤十字病院　　全部門

221　　　　広島鉄道病院　　　　放射線診断学・核医学

　

地区名

認定番号　　　　修練機関　　　名認定部門

223　　　　広島総合病院　　　　　　　全部門

239　　　　住友別子病院　　　　　　　全部門

250　　　　広島県立広島病院　　　　　全部門

257　　　　徳島県立中央病院　　　　　全部門

259　　　　島根県立中央病院　　　　　全部門

271　　　　広島市立安佐市民病院　　　全部門

272　　　　鳥取県立中央病院　　　　　全部門

273　　　　総合病院岡山赤十字病院　全部門

274　　　　総合病院松江市立病院　　　全部門

275　　　　市立宇和島病院　　　　　　全部門

283　　　　国立呉病院　　　　　　　　全部門

284　　　　香川県立中央病院　　　　　全部門

298　　　　滝宮総合病院　　放射線診断学・核医学

316　　　　愛媛県立中央病院　　　　　全部門

317　　　　尾道総合病院　　　　　　　全部門

九州

14　　　　鹿児島大学医学部附属病院　全部門

34　　　　九州大学医学部附属病院　　全部門

69　　　　長崎大学医学部附属病院　　全部門

85　　　　国立病院九州医療センター　全部門

86　　　　久留米大学病院　　　　　　全部門

100　　　　熊本大学医学部附属病院　　全部門

112　　　　国立病院九州がんセンター　全部門

122　　　　福岡大学病院　　　　　　　全部門

124　　　　国立長崎中央病院　　　　　全部門

136　　　　宮崎医科大学医学部附属病院全部門

148　　　　産業医科大学病院　　　　　全部門

151　　　　長崎市立市民病院　　　　　全部門

161　　　　佐賀医科大学医学部附属病院全部門

162　　　　福岡市立こども病院・感染症センター　放射線診断学

166　　　　大分医科大学医学部附属病院全部門

176　　　　日本赤十字社長崎原爆病院　全部門

187　　　　琉球大学医学部附属病院　全部門

194　　　　佐賀県立病院好生館　　　　全部門

195　　　　国家公務員等共済組合連合会浜の町病院　　　　全部門

198　　　　沖縄県立中部病院　　　　　全部門

214　　　　大分市医師会立アルメイダ病院全部門

232　　　　鹿児島市立病院　　　　　　全部門

235　　　　北九州市立医療センター　　全部門

240　　　　（医）雪の聖母会総合病院聖マリア病院　　　　　　全部門

241　　　　国立南九州中央病院　　　　全部門

242　　　　（財）昭和会今給黎総合病院　全部門

245　　　　県立宮崎病院　　　　　　　全部門



252　　　　麻生セメント（株）飯塚病院　全部門

253　　　　社会保険小倉記念病院　　　全部門

318　　　　医療法人徳洲会福岡徳洲会病院　　放射線診断学・核医学

　

（II）放射線科専門医修練協力機関年次報告結果

　下記の機関は（平成11年4月1日より平成13年3月31 日まで）放射線科専

門医修練協力機関とし

て承認されましたのでお知らせします。

　（＊は申請された機関の名です。）

地区名

承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

北　日　本

91　　　市立酒田病院　　　　　　山形大学医学部附属病　　放射線診断学、核

医学

　　　　院

　　　　　　　108　　　宮城県立瀬峰病院　　　　東北大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　院

　　　　　　　109　　　（財う竹田綜合病院　　　　東北大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　111　　　山形県立河北病院　　　　山形大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　院

　　　　　　　112　　　山形県立新庄病院　　　　山形大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　院

　　　　　　　139　　　仙台社会保険病院　　　　東北大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　院

　　　　　　　167　　（社）北海道勤労者医療　　北海道大学医学部附属　　放

射線診断学、核医学

　　協会中央病院　　　　　　病院

　　　　　　　279　　　（財）太田綜合病院附属　　福島県立医科大学附属　　　　

全部門

　　太田西ノ内病院　　　　　病院

　　　　　　　280　　　長岡赤十字病院　　　　　新潟大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　院

　　　　　　　301　　　鶴岡市立荘内病院　　　　新潟大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　302　　　長岡中央綜合病院　　　　新潟大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　303　　　（医）社団日鋼記念病院　　北海道大学医学部附属　　放

射線診断学、放射線

　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　304　　　総合病院北見赤十字病　　北海道大学医学部附属　　放

射線診断学、放射線



　　院　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　335　　　盛岡赤十字病院　　　　　岩手医科大学附属病院　　放射

線診断学、核医学

　　　　　　　336　　　済生会山形済生病院　　　山形大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　　　院

　　　　　　　366　　　（財）星総合病院　　　　　東京慈恵会医科大学附　　放射

線診断学、核医学

　　　　属病院

　　　　　　　367　　　新潟県分］中央病院　　　　新潟大学医学部附属病　　　　

全部門

　　　　院

　

　地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

関　　　東　　　55　　　（財）博慈会記念総合病　　日本医科大学付属病院　　

　　全部門

　　院

　　　　　　　　肘　　　長野赤十字病院　　　　　信州大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　院

　　　　　　　　75　　　国立小児病院　　　　　　慶応義塾大学病院　　　　　　全部

門

　　　　　　　　78　　　越谷市立病院　　　　　　順天堂大学医学部附属　　放射

線診断学、放射線

　　　　順天堂医院　　　　　　　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）

　　　　　　　　83　　　聖母病院　　　　　　　　東京大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　　院

　　　　　　　115　　　済生会神奈川県病院　　　慶応義塾大学病院　　　　放射

線診断学

　　　　　　　118　　　川崎市立川崎病院　　　　慶応義塾大学病院　　　　　　全

部門

　　　　　　　158　　　日本私立学校振興・共　　日本医科大学附属病院　　放

射線診断学

　　済事業団下谷病院

　　　　　　　292　　　公立学校共済組合関束　　千葉大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　　中央病院　　　　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　293　　　群馬県立小児医療セン　　群馬大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　　ター　院

　　　　　　　294　　　青梅市え総合病院　　　　東京医科歯科大学医学　　　　

全部門

　　　　部附属病院

　　　　　　　305　　　飯田市立病院　　　　　　信州大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　院

　　　　　　　306　　　相模原協同病院　　　　　聖マリアンナ医科大学　　放射線

診断学

　　　　附属病院

　　　　　　　308　　　上都賀総合病院　　　　　千葉大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線



　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除い

　　　　　　　309　　　国立病院東京災害医療　　聖マリアンナ医科大学　　放

射線診断学

　　センター　　　　　　　　病院

　　　　　　　310　　　町田市民病院　　　　　　聖マリアンナ医科大学　　放射線

診断学

　　　　病院

　　　　　　　311　　　横浜栄共済病院　　　　　聖マリアンナ医科大学　　放射線

診断学＊核医学

　　　　病院

　　　　　　　312　　　（株）日立製作所日立総　　筑波大学附属病院　　　　　　

全部門

　　合病院

　　　　　　　334　　　日本医科大学付属千葉　　日本医科大学付属病院　　放

射線診断学、核医学

　　北総病院

　　　　　　　338　　　社会保険山梨病院　　　　山梨医科大学医学部附　　放射

線診断学、核医学

　　　　属病院

　　　　　　　339　　　国立沼田病院　　　　　　群馬大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　院

　　　　　　　340　　　諏訪赤十ト字病院　　　　　信州大学医学部附属病　　　　

全部門

　　　　院

　

　地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　　341　　　横須賀市在市民病院　　　日本大学医学部附属板　　　　

全部門

　　　　橋病院

　　　　　　　342　　　社会保険中央総合病院　　東京大学医学部附属病　　　　

全部門

　　　　院

　　　　　　　344　　　埼玉県立小原循環器病　　山形大学医学部附属病　　　　

全部門

　　センター　　　　　　　　院

　　　　　　　368　　　佐野厚生総合病院　　　　東京慈恵会医科大学附　　放射

線診断学

　　　　属病院

　　　　　　　369　　　神奈川リハビリテー　　東京慈恵会医科大学附　　放射線

診断学、核医学

　　ション病院　　　　　　　属病院

　　　　　　　370　　　社会保険大宮総合病院　　東京慈恵会医科大学附　　放

射線診断学

　　　　属病院

　　　　　　　371　　　神奈川県衛生看護専門　　東京慈恵会医科大学附　　放

射線診断学

　　学校付属病院　　　　　　属病院

　　　　　　　372　　　東京都立荏原病院　　　　東京慈恵会医科大学附　　放射

線診断学、核医学

　　　　属病院

　　　　　　　373　　　東京都職員共済組合青　　東京慈恵会医科大学附　　放

射線診断学

　　山病院属病院



　　　　　　　374　　　筑波記念病院　　　　　　筑波大学附属病院　　　　放射線

診断学

　　　　　　　375　　　佐久総合病院　　　　　　信州大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　院

　　　　　　　376　　　（医）財団石心会狭山病　　杏林大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　院　院

　　　　　　　377　　　束京都多摩老人医療セ　　埼玉医科大学附属病院　　　　

全部門

　　ンター

　　　　　　　378　　　川崎市立井田病院　　　　慶應義塾大学病院　　　　放射

線診断学、放射線

　　　　　　　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　379　　　（医）慈生会野村病院　　　杏林大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　　　院

中　　　部　　　1　　　公立陶生病院　　　　　　名古屋大学医学部附属　　放射

線診断学、放射線

　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　　72　　　名古屋第一赤十字病院　　名古屋大学医学部附属　　放

射線治療学、核医学

　　　　病院

　　　　　　　　79　　　福井県済生会病院　　　　金沢大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　院

　　　　　　　　92　　　豊橋市民病院　　　　　　名古屋大学医学部附属　　放射

線治療学、核医学

　　　　病院

　　　　　　　　98　　　掛川市立総合病院　　　　浜松医科大学医学部附　　放射

線診断学、核医学

　　　　属病院

　　　　　　　107　　　小牧市民病院　　　　　　名古屋大学医学部附属　　放射

線診断学、放射線

　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　

　地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　　116　　　榛原総合病院　　　　　　千葉大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　　院

　　　　　　　127　　　富士宮市立病院　　　　　浜松医科大学医学部附　　放射

線診断学、放射線

　　　　　属病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）

　　　　　　　150　　　高岡市民病院　　　　　　金沢大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　　院

　　　　　　　166　　　沼津市立病院　　　　　　干葉大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　281　　　愛知県厚生連更生病院　　名古屋大学医学部附属　　放



射線診断学、放射線

　　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　282　　　社会保険嗚和総合病院　　金沢大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　　　　　院

　　　　　　　295　　　中部労災病院　　　　　　名古屋大学医学部附属　　放射

線診断学、放射線

　　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　296　　　碧南市民病院　　　　　　名古屋大学医学部附属　　放射

線診断学、放射線

　　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　307　　　共立蒲原総合病院　　　　群馬大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　313　　　清水市立病院　　　　　　聖マリアンナ医科大学　　放射線

診断学、放射線

　　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　314　　　加茂病院　　　　　　　　名古屋大学医学部附属　　放射線

診断学、放射線

　　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　315　　　岐阜県立岐阜病院　　　　岐阜大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）

　　　　　　　380　　　富山赤十字病院　　　　　金沢大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　　院

　　　　　　　381　　　岐阜県立下呂温泉病院　　岐阜大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　　　　　院

関　　　西　　28　　　大阪労災病院　　　　　　大阪大学医学部付属病　　　　全

部門

　　　　　院

　　　　　　　　43　　　公立学校共済組合近畿　　大阪大学医学部付属病　　放

射線診断学

　　中央病院　　　－　　　　院

　　　　　　　　44　　　大阪鉄道病院　　　　　　京都府立医科大学附属　　放射

線診断学、放射線

　　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　　66　　　田附興風会医学研究所　　京都大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　　北野病院　　　　　　　　院

　

地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　　74　　　松下電器健保組合松下　　京都府立医科大学附属　　放

射線診断学、放射線

　記念病院　　　　　　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　除く）



　　　　　　　85　　　国立神戸病院　　　　　　神戸大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　除く）

　　　　　　　89　　　市立豊中病院　　　　　　大阪大学医学部付属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　除く）

　　　　　　　93　　　兵庫県立西宮病院　　　　神戸大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　94　　　社会保険神戸中央病院　　京都府立医科大学附属　　放

射線診断学、放射線

　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　96　　　財団法人甲南病院　　　　神戸大学医学部附属病　　放射

線診断学

　　　院

　　　　　　105　　　国立姫路病院　　　　　　神戸大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　除く）、核医学

　　　　　　106　　　市立伊丹病院　　　　　　大阪市立大学医学部附　　放射線

診断学

　　　属病院

　　　　　　110　　　松原市立松原病院　　　　奈良県立医科大学附属　　放射

線診断学

　　　病院

　　　　　　113　　　和泉市立病院　　　　　　大阪市立大学医学部附　　放射線

診断学、放射線

　　　属病院治療学（密封小線源を

　　　　　除く）

　　　　　　119　　　赤穂市民病院　　　　　　神戸大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　　　　　　120　　　兵庫県立加古川病院　　　神戸大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　除く）、核医学

　　　　　　121　　　大阪警察病院　　　　　　神戸大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　除く）、核医学

　　　　　　123　　　高砂市民病院　　　　　　神戸大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　　　　　　124　　　医療法人愛仁会千船病　　神戸大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　院　　院

　　　　　　133　　　市立小野市民病院　　　　神戸大学医学部附属病　　放射

線診断学

　　　院

　　　　　　134　　　蘇生会総合病院　　　　　近畿大学医学部附属病　　放射線

診断学、核医学



　　　院

　　　　　　140　　　明石市立市民病院　　　　京都府立医科大学附属　　放射

線診断学、放射線

　　　病院治療学（密封小線源を

　　　　　除く）

　

地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　142　　　国立大阪南病院　　　　　大阪市立大学医学部附　　放射線

診断学

　　　属病院

　　　　　　144　　　市立加西病院　　　　　　神戸大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　　　　　　163　　　財団法人住友病院　　　　大阪大学医学部付属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）

　　　　　　176　　　大阪府立母子保健総合　　大阪大学医学部付属病　　　　

全部門

　医療センター　　　　　　院

　　　　　　283　　　匡|家公務員等共済組合　　大阪医科大学附属病院　　放

射線診断学、核医学

　連合会京阪奈病院

　　　　　　284　　　公立豊岡病院　　　　　　滋賀医科大学医学部附　　放射線

診断学、放射線

　　　属病院治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）

　　　　　　285　　　（医）景岳会総合病院　　　大阪市立大学医学部附　　放射

線診断学、放射線

　南大阪病院　　　　　　　属病院治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）

　　　　　　286　　　社会保険滋賀病院　　　　京都大学医学部附属病　　放射

線診断学

　　　院

　　　　　　287　　　市立堺病院　　　　　　　大阪大学医学部付属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　288　　　大阪船員保険病院　　　　大阪大学医学部付属病　　放射

線診断学

　　　院

　　　　　　289　　　長浜赤十字病院　　　　　京都大学医学部附属病　　放射線

診断学、核医学

　　　院

　　　　　　297　　　済生会中和病院　　　　　奈良県立医科大学附属　　放射線

診断学、核医学

　　　病院

　　―　　　316　　　大阪府立羽曳野病院　　　大阪市立大学医学部附　　放

射線診断学、放射線

　　　属病院治療学（密封小線源を

　　　－　除く）

　　　　　　317　　　済生会滋賀県病院　　　　京都府立医科大学附属　　放射

線診断学

　　　病院

　　　　　　318　　　医療法人医仁会武田総　　滋賀医科大学医学部附　　放



射線診断学

　合病院属病院

　　　　　　319　　　市立芦屋病院　　　　　　兵庫医科大学病院　　　　放射線診

断学

　　　　　　320　　　国立加古川病院　　　　　神戸大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　院

　　　　　　321　　　姫路赤十字病院　　　　　岡山大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　院

　　　　　　322　　　姫路聖マリア病院　　　　岡山大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　　　　　　345　　　大阪府済生会富田林病　　近畿大学医学部附属病　　放

射線診断学

　院　院

　

　地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　　346　　　社会保険京都病院　　　　京都府立医科大学医学　　放射

線診断学

　　　　部附属病院

　　　　　　　347　　　社会保険紀南総合病院　　大阪医科大学附属病院　　放

射線診断学、核医学

　　　　　　　348　　　公立高島総合病院　　　　京都大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　院

　　　　　　　349　　　りんくう総合医療セン　　大阪大学医学部附属病　　放射

線診断学

　　ター市立泉佐野病院　　　院

　　　　　　　350　　　済生会兵庫県病院　　　　神戸大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　院

　　　　　　　382　　　（医）宝生会PL病院　　　高知医科大学医学部附　　放射

線診断学

　　　　属病院

　　　　　　　383　　　綾部市立病院　　　　　　京都府立医科大学付属　　放射

線診断学

　　　　病院

　　　　　　　384　　　国立舞鶴病院　　　　　　京都府立医科大学付属　　　　全

部門

　　　　病院

　　　　　　　385　　　公立南丹病院　　　　　　京都府立医科大学付属　　放射

線診断学、核医学

　　　　病院

中・四困　　　5　　　綜合病院山口赤十字病　　九州大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　　院　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　　48　　　綜合病院社会保険　　　　山口大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　徳山中央病院　　　　　　院

　　　　　　　129　　　社会保険下関厚生病院　　熊木大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　　　院

　　　　　　　137　　　岡山労災病院　　　　　　岡山大学医学部附属病　　放射



線診断学、放射線

　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　138　　　国分丿岩国病院　　　　　　岡山大学医学部附属病　　　　

全部門

　　　　院

　　　　　　　159　　　国立岡山病院　　　　　　岡山大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　院

　　　　　　　1肘　　　宇部興産（株）中央病院　　山口大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　162　　　マツダ（株）マツダ病院　　広島大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　院

　　　　　　　164　　　JA厚生連阿南共栄病　　徳島大学医学部附属病　　放射

線診断学

　　院　　院

　　　　　　　165　　　あかね会土谷総合病院　　広島大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　　　院

　　　　　　　168　　　国立療養所東徳島病院　　徳島大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　　　　　－　　　　　　　　院

　　　　　　　170　　　健康保険鳴門病院　　　　徳島大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　

地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　172　　　厚生連屋島総合病院　　　徳島大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　_。-　　　　　　　　院

　　　　　　173　　　高松市民病院　　　　　　徳島大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　174　　　国立福山病院　　　　　　岡山大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　175　　　（財）津山慈風会総合病　　岡山大学医学部附属病　　放

射線診断学

　院津山中央病院　　　　　院

　　　　　　178　　　高知県立中央病院　　　　神戸大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　院

　　　　　　291　　　鳥取市立病院　　　　　　鳥取大学医学部附属病　　　　全部

門

　　　院

　　　　　　298　　　下関市立中央病院　　　　山口大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学



　　　　　　299　　　済生会下関綜合病院　　　山口大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　323　　　尾道市立市民病院　　　　岡山大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　324　　　国立療養所南岡山病院　　岡山大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　325　　　岡山市立市民病院　　　　岡山大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　院

　　　　　　326　　　三豊総合病院　　　　　　岡山大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　―-　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　327　　　岡山済生会総合病院　　　岡山大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　328　　　長門総合病院　　　　　　山口大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線諒を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　329　　　周東総合病院　　　　　　山口大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　330　　　呉市医師会病院　　　　　広島大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　　　　　　351　　　公立学校共済組合　　　　岡山立学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　中国中央病院　　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　386　　　国立立竹病院　　　　　　広島大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　

　

　地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　　387　　　公立三次中央病院　　　　広島大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　　院　治療学

　　　　　　　388　　　済生会山口総合病院　　　山口大学医学部附属病　　　　

全部門

　　　　　院

九　　　州　　　8　　　九州厚生年金病院　　　　九州大学医学部附属病　　　　

全部門

　　　　　院

　　　　　　　　14　　　国立別府病院　　　　　　九州大学医学部附属病　　　　全

部門



　　　　　院

　　　　　　　　50　　　佐世保市立総合病院　　　長崎大学医学部附属病　　　　

全部門

　　　　　院

　　　　　　　　54　　　国立小倉病院　　　　　　九州大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　　　院

　　　　　　　　58　　　国立療養所福岡東病院　　九州大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　　67　　　（医）社団新日銀ハ幡記　　産業医科大学病院　　　　放射

線診断学、放射線

　　念病院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　　76　　　九州労災病院　　　　　　産業医科大学病院　　　　放射線

診断学、核医学

　　　　　　　　77　　　公立学校共済組合　　　　九州大学医学部附属病　　放射

線診断学

　　九州中央病院　　　　　　院

　　　　　　　　80　　　福岡赤十字病院　　　　　九州大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　　86　　　熊本労災病院　　　　　　熊木大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　　　87　　　国立熊本病院　　　　　　熊本大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　　院

　　　　　　　　88　　　唐津赤十字病院　　　　　九州大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　　　院

　　　　　　　　95　　　熊本市立熊本市民病院　　熊木大学医学部附属病　　　　

全部門

　　　　　院

　　　　　　　　99　　　大牟田市立総合病院　　　久留米大学病院　　　　　　　全

部門

　　　　　　　101　　　国家公務員等共済組合　　九州大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　連合会新小倉病院　　　　院

　　　　　　　102　　　医療法大原三信病院　　　九州大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　　　　　院

　　　　　　　103　　　福岡県済生会ハ幡総合　　九州大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　　病院院

　　　　　　　104　　　筑豊労災病院　　　　　　九州大学医学部附属病　　放射

線診断学

　　　　　院

　　　　　　　打4　　　国家公務員等共済組合　　大分医科大学医学部附　　放

射線診断学・核医学

　　連合会新別府病院　　　　属病院

　



地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　125　　　宮崎市郡医師会病院　　　宮崎医科大学医学部附　　放射

線診断学

　　　属病院

　　　　　　126　　　健康保険諌早総合病院　　長崎大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　　院

　　　　　　128　　　荒尾市民病院　　　　　　熊本大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　130　　　健康保険人吉総合病院　　熊本大学医学部附属病　　放

射線診断学

　　　院

　　　　　　131　　　都城市郡医師会病院　　　熊本大学医学部附属病　　放射

線診断学

　　　院

　　　　　　132　　　健康保険ハ代総合病院　　熊本大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　135　　　国立大分病院　　　　　　九州大学医学部附属病　　　　全部

門

　　　院

　　　　　　143　　　白石共立病院　　　　　　佐賀医科大学医学部附　　放射線

診断学

　　　属病院

　　　　　　147　　　大分県済生会日田病院　　久留米大学病院　　　　　放射線

診断学、核医学

　　　　　　148　　　福岡市民病院　　　　　　九州大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　　　　　　149　　　宮崎県立日南病院　　　　宮崎医科大学医学部附　　放射

線診断学、核医学

　　　属病院

　　　　　　151　　　天草中央総合病院　　　　熊本大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　152　　　NTT九州病院　　　　　熊本大学医学部附属病　　放射線

診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　153　　　医療法人社団熊本丸田　　熊本大学医学部附属病　　放

射線診断学

　会熊本整形外科病院　　　院

　　　　　　154　　　（社う熊本市医師会熊本　　熊本大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　地域医療センター　　　　院

　　　　　　155　　　国立療養所再春荘病院　　熊本大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除い、核医学

　　　　　　156　　　三井大牟田病院　　　　　熊本大学医学部附属病　　放射線

診断学



　　　院

　　　　　　157　　　国保水俣市立総合医療　　熊本大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　センター　　　　　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　1社　　　九州大学生体肪御医学　　九州大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　研究所附属病院　　　　　院　治療学

　　　　　　171　　　大分県立病院　　　　　　大分医科大学医学部附　　　　全部

門

　　　属病院

　

地区名　承認番号　　　協力機関名　　　　修練機関名＊　　　　承認部門

　　　　　　290　　　天草郡市医師会立天草　　熊本大学医学部附属病　　放

射線診断学

　地域医療センター　　　　院

　　　　　　300　　　医療法人社団高邦会高　　佐賀医科大学医学部附　　放

射線診断学

　木病院属病院

　　　　　　331　　　宗像医師会病院　　　　　九州大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　　　　　　332　　　労働福祉事業団門司労　　九州大学医学部附属病　　放

射線診断学、核医学

　災病院院

　　　　　　333　　　平和台病院　　　　　　　宮崎医科大学医学部附　　放射線

診断学

　　　属病院

　　　　　　352　　　熊本赤十字病院　　　　　熊本大学医学部附属病　　　　全

部門

　　　院

　　　　　　353　　　国家公務員共済組合連　　熊本大学医学部附属病　　放

射線診断学、放射線

　合会熊本中央病院　　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　354　　　公立八女総合病院　　　　熊本大学医学部附属病　　放射

線診断学、放射線

　　　院　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　355　　　出水市立病院　　　　　　熊本大学医学部附属病　　放射線

診断学、核医学

　　　院

　　　　　　356　　　佐世保中央病院　　　　　長崎大学医学部附属病　　放射線

診断学

　　　院

　　　　　　357　　　国立佐賀病院　　　　　　長崎大学医学部附属病　　放射線

診断学、核医学

　　　院

　　　　　　358　　　北九州市立八幡病院　　　長崎大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　院

　　　　　　359　　　福岡県済生会大牟田病　　久留米大学病院　　　　　放射線

診断学

　院

　　　　　　360　　　福岡県立柳川病院　　　　久留米大学病院　　　　　放射線



診断学、放射線

　　　　　　治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　362　　　野崎病院画像診断セン　　宮崎医科大学医学部附　　放射

線診断学

　ター属病院

　　　　　　363　　　宮崎社会保険病院　　　　宮崎医科大学医学部附　　放射

線診断学

　　　属病院

　　　　　　364　　　宮崎県済生会日向病院　　宮崎医科大学医学部附　　放

射線診断学

　　　属病院

　　　　　　365　　　古賀総合病院　　　　　　宮崎医科大学医学部附　　放射線

診断学、放射線

　　　属病院治療学（密封小線源を

　　　　　　除く）、核医学

　　　　　　389　　　済生会福岡総合病院　　　九州大学医学部附属病　　放射

線診断学、核医学

　　　院

　　　　　　390　　　福岡県社会保険浦之崎　　佐賀医科大学医学部忖　　放

射線診断学

　病院属病院

　　　　　　391　　　（医）天神会新古賀病　　九州大学医学部附属病　　　　全

部門

　院・古賀病院　　　　　　院
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