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概要
定款等

年次報告書にもとづき下記の機関は平成13年4月1日より平成16年3月

What's New

31日まで放射線科専門医
会員向けの情報

組織・役員

修練協力機関として承認を継続します。
事務局・連絡先

（尚、平成12年5月に新しく承認された機関も組入れてあります。）

学会からの情報・ガイドラ
イン

（＊は申請された機関の名です。）

安全に関する情報

市民の皆様へ

会報・会告
医療における放射線被曝

地区名 承認番号 協力機関名 修練機関名＊ 承認部門

学会誌・出版物

放射線科の紹介

学術大会（春・秋）

北日本
放射線・原子力関連情報

91 市立酒田病院 山形大学医学部附属病院 放射線診断学、放射線治療

放射線医学の歴史

学（密封小線源を除く）、核医学

地方会案内
国際交流

108 宮城県立瀬峰病院 東北大学医学部附属病院 放射線診断学、核医

関連学会集会

レントゲンの日

利益相反

学
医学生・若手医師へ
若手医師・学生の皆様へ

109 （財）竹田綜合病院 東北大学医学部附属病院 全部門

専門医制度

111 山形県立河北病院 山形大学医学部附属病院 放射線診断学、核医

医学物理士制度
リンク集

学

112 山形県立新庄病院 山形大学医学部附属病院 放射線診断学、核医
学

139 仙台社会保険病院 東北大学医学部附属病院 放射線診断学、核医
学

167 （社）北海道勤労者医療協会中央病院 北海道大学医学部附属病院
放射線診断学、核医学

279 （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

280 長岡赤十字病院 新潟大学医学部附属病院 全部門
301 鶴岡市立荘内病院 新潟大学医学部附属病院 放射線診断学、放射
線、治療学（密封小線源を除く）、核医学

302 新潟県厚生連長岡中央綜合病院 新潟大学医学部附属病院 全部門
303 （医）社団日鋼記念病院 北海道大学医学部附属病院 全部門
304 総合病院北見赤十字病院 北海道大学医学部附属病院 全部門
335 盛岡赤十字病院 岩手医科大学附属病院 放射線診断学、放射線治
療学（密封小線源を除く）、核医学

336 済生会山形済生病院 山形大学医学部附属病院 放射線診断学、核
医学

366 （財）星総合病院 東京慈恵会医科大学附属病院 放射線診断学、核
医学

367 新潟県立中央病院 新潟大学医学部附属病院 全部門
392 （財）脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県立医科大学医
学部附属病院 全部門

393 米沢市か病院 山形大学医学部附属病院 放射線診断学、核医学
394 石巻赤十字病院 東北大学医学部附属病院 放射線診断学、核医学
395 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道大学医学部附属病院 全部門
396 医療法人徳洲会札幌束徳洲会病院 旭川医科大学附属病院 放射線
診断学、核医学

411 市立室蘭総合病院 札幌医科大学医学部附属病院 放射線治療学、
核医学

電子放射線診療用語集

関東

55 （財）博慈会記念総合病院 日本医科大学付属病院 全部門
61 長野赤十字病院 信州大学医学部附属病院院 全部門
71 国立小児病院 慶応義塾大学病院 放射線診断学、核医学
78 越谷市立病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 全部門
83 聖母病院 東京大学医学部附属病院 放射線診断学
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・共済事業団下谷病院共 日本医科大学付属病院
放射線診断学

292 公立学校共済組合関東 千葉大学医学部附属病院 全部門
中央病院

294 青梅市立総合病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 全部門
308 上都賀総合病院 千葉大学医学部附属病院

放射線診断学、放射線

治療学

309 国立病院東京災害医療センター 聖マリアンナ医科大病院学 放射線
診断学

310 町田市民病院 聖マリアンナ医科大学病院 放射線診断学
311 横浜栄共済病院 聖マリアンナ医科大学病院 放射線診断学・核医学
312 （株）日立製作所日立総合病院

筑波大学附属病院 全部門

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属病院 放射線診断学、核
医学

339 国立沼田病院 群馬大学医学部附属病院 全部門
340 諏訪赤十字病院 信州大学医学部附属病院 全部門
341 横須賀市立市民病院 日本大学医学部附属板橋病院 全部門
342 社会保険中央総合病院

東京大学医学部附属病院 全部門

344 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 山形大学医学部附属病院 全部
門

368 佐野厚生総合病院 東京医科歯科大学医学部附属病院

放射線診断

学

369 神奈川リハビリテーション病院 東京慈恵会医科大学附属病院 放射
線診断学、核医学

370 社会保険大宮総合病院 東京慈恵会医科大学附属病院 放射線診断
学

371 神奈川県衛生看護専門学校付属病院 東京慈恵会医科大学附属病院
放射線診断学

372 東京都立荏原病院 東京慈恵会医科大学附属病院 放射線診断学、
核医学

373 東京都職員共済組合青山病院 東京慈恵会医科大学附属病院 放射
線診断学

374 筑波記念病院 筑波大学附属病院 放射線診断学
375 長野県厚生連佐久総合病院 信州大学医学部附属病院 全部門
376 （医）財団石心会狭山病院 杏林大学医学部附属病院 放射線診断学
377 東京都多摩老人医療センター 埼玉医科大学附属病院 全部門
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 慈生会野村病院 杏林大学医学部附属病院 放射線診断学
397 東京厚生年金病院 帝京大学医学部附属病院 放射線診断学、放射
線治療学（密封小線源を除く）、核医学

398 埼玉県済生会栗橋病院 東京女子医科大学附属病院 放射線診断学
408 （医）愛友会上尾中央総合病院 佐賀医科大学医学部附属病院 放射
線診断学

412 済生会前橋病院 群馬大学医学部附属病院 放射線診断学
413 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 放射

線診断学

414 （財）結核予防会複十字病院 杏林大学医学部附属病院 全部門
中部

1 公立陶生病院 名古屋大学医学部附属病院 放射線診断学、放射線治療
学（密封小線源を除く）、核医学

72 名古屋第一赤十字病院 名古屋大学医学部附属病院 放射線治療学、
核医学

79 福井県済生会病院 金沢大学医学部附属病院 放射線診断学、核医学
92 豊橋市民病院 名古屋大学医学部附属病院 放射線治療学、核医学
98 掛川市立総合病院 浜松医科大学医学部附属病院 放射線診断学、核
医学

107 小牧市民病院 名古屋大学医学部附属病院 放射線診断学、放射線
治療学（密封小線源を除く）、核医学

116 榛原総合病院

干葉大学医学部附属病院

放射線診断学、核医

学

127 富士宮市立病院 浜松医科大学医学部附属病院 放射線診断学、放
射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

150 高岡市民病院

金沢大学医学部附属病院

放射線診断学、核医

千葉大学医学部附属病院

放射線診断学、放射

学

166 沼津市立病院

線治療学（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

282 金沢社会保険病院 金沢大学医学部附属病院

放射線診断学、核

医学

295 中部労災病院 名古屋大学医学部附属病院

放射線診断学、放射線

治療学（密封小線源を除く）、核医学

296 碧南市民病院 名古屋大学医学部附属病院

放射線診断学、放射線

治療学（密封小線源を除く）、核医学

307 共立蒲原総合病院 群馬大学医学部附属病院

放射線診断学、放

射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

313 清水市立病院 聖マリアンナ医科大学病院

放射線診断学、放射線

治療学（密封小線源を除く）、核医学

314 加茂病院

名古屋大学医学部附属病院

放射線診断学、放射線

治療学（密封小線源を除く）、核医学

315 岐阜県立岐阜病院 岐阜大学医学部附属病院 放射線診断学、放射
線治療学（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院

全部門

399 名古屋記念病院 名古屋大学医学部附属病院 全部門
400 尾鷲総合病院

三重大学医学部附属病院

401 福井総合病院

福井医科大学医学部附属病院

放射線診断学、核医学
放射線診断学、核

医学

415 静岡済生会総合病院 浜松医科大学医学部附属病院 放射線治療
学、核医学

416 新城市民病院 浜松医科大学医学部附属病院 核医学
417 袋井市立袋井市民病院 浜松医科大学医学部附属病院 放射線診断
学、放射線治療学

418 高山赤十字病院

岐阜大学医学部附属病院

419 総合病院浜松赤十字病院
診断学、核医学

全部門

浜松医科大学医学部附属病院

放射線

420 大垣市民病院

名古屋大学医学部附属病院

421 土岐市立総合病院

全部門

名古屋大学医学部附属病院

全部門

関西

28 大阪労災病院

大阪大学医学部付属病院

43 公立学校共済組合近中央病院畿

全部門

大阪大学医学部付属病院

放射

線診断学、放射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

44 大阪鉄道病院

京都府立医科大学附属病院 放射線診断学、放

射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

74 松下電器健保組合松下記念病院

京都府立医科大学附属病院 放射

線診断学、放射線治療学（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院

放射線診断学、放射線

大阪大学医学部付属病院

放射線診断学、放射線

治療学

89 市立豊中病院

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院

放射線診断学、放射

線治療学（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

96 財団法人甲南病院

神戸大学医学部附属病院 放射線診断学

105 国立姫路病院 神戸大学医学部附属病院

放射線診断学、放射線治

療学（密封小線源を除く）、核医学

106 市立伊丹病院 大阪市立大学医学部附属病院 放射線診断学
110 松原市X松原病院 奈良県立医科大学附属病院

放射線診断学

113 和泉市立病院 大阪市立大学医学部附属病院 放射線診断学、放射
線治療学（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院

放射線診断学

120 兵庫県立加古川病院 神戸大学医学部附属病院

放射線診断学、

放射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

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院

124 医療法人愛仁会千船病院

放射線診断学

神戸大学医学部附属病院

放射線診断

学、核医学

133 市立小野市民病院 神戸大学医学部附属病院

放射線診断学

140 明石市立市民病院 京都府立医科大学附属病院 放射線診断学、放
射線治療学（密封小線源を除く）

142 国立大阪南病院

大阪市立大学医学部附属病院

144 市立加西病院

神戸大学医学部附属病院

163 （財）住友病院

大阪大学医学部付属病院

放射線診断学
放射線診断学

放射線治療学（密封

小線源を除く）、核医学

176 大阪府立母子保健総合医療センタ－

大阪大学医学部付属病院

放射線診断学、放射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

283 国家公務員共済組合連合会京阪奈病院

大阪医科大学附属病院

放射線診断学、核医学

284 公立豊岡病院

滋賀医科大学医学部附属病院 放射線診断

学、放射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

285 （医）景岳会総合病院南大阪病院

大阪市立大学医学部附属病院

放射線診断学、放射線治療学（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院 放射線診断学
287 市立堺病院

大阪大学医学部付属病院 放射線診断学、放射線

治療学（密封小線源を除く）、核医学

288 大阪船員保険病院 大阪大学医学部付属病院 放射線診断学
289 長浜赤十字病院

京都大学医学部附属病院 放射線診断学、核医学

297 済生会中和病院

奈良県立医科大学附属病院 放射線診断学、核医

学

317 済生会溢賀県病院 京都府立医科大学術属病院 放射線診断学
318 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

放

射線診断学

319 市立芦屋病院

兵庫医科大学病院

320 国立加古川病院

放射線診断学

神戸大学医学部附属病院

放射線診断学、放射

線治療学（密封小線源を除く）、核医学

321 姫路赤十字病院

岡山大学医学部附属病院

全部門

322 姫路聖マリア病院 岡山大学医学部附属病院

放射線診断学

345 大阪府済生会富田林病院 近畿大学医学部附属病院 放射線診断学
346 社会保険京都病院

京都府立医科大学附属病院 放射線診断学

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院

放射線診断学、

核医学

349 りんくう総合医療センター市立泉佐野病院

大阪大学医学部付属病院

放射線診断学

350 済生会兵庫県病院

神戸大学医学部附属病院

放射線診断学、

核医学

382 （医）宝生会PL病院

高知医科大学医学部附属病院 放射線診断

学

383 綾部市立病院

京都府立医科大学附属病院 放射線診断学

384 国立舞鶴病院

京都府立医科大学附属病院 放射線診断学、放射線

治療学（密封小線源を除く）、核医学

385 公立南丹病院

京都府立医科大学附属病院 放射線診断学、核医学

402 愛仁会高槻病院 神戸大学医学部附属病院

放射線診断学、放射線

治療学

403 関西労災病院

大阪大学医学部付属病院

全部門

404 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会泉尾病院

関西医科大学病院

放射線診断学、核医学

405 国立療養所南京都病院

滋賀医科大学附属病院

放射線診断

学、放射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

406 三木市立三木市民病院

神戸大学医学部附属病院

放射線診断

学、核医学

422 泉大津市立病院

関西医科大学病院

放射線診断学

423 西宮市立中央病院 大阪大学医学部付属病院

放射線診断学、放射

線治療学

424 （医）医誠会京都ルネス病院

滋賀医科大学附属病院

放

射線診断学

425 奈良県立五條病院 奈良県立医科大学附属病院 放射線診断学、核
医学

426 兵庫県立塚口病院 神戸大学医学部附属病院

放射線診断学、核医

学
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