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概要
定款等

地区名 承認番号 協力機関名 修練機関名＊ 承認部門

What's New
会員向けの情報

組織・役員

中・四国
事務局・連絡先

5 綜合病院山口赤十字病院 九州大学医学部附属病院 全部門

学会からの情報・ガイドラ
イン

48 綜合病院社会保険 山口大学医学部附属病院 放射線診断学、核医学
安全に関する情報

市民の皆様へ
徳山中央病院

会報・会告
医療における放射線被曝

129 社会保険下関厚生病院 熊本大学医学部附属病院 放射線診断学
137 岡山労災病院 岡山大学医学部附属病院 全部門

学会誌・出版物

138 国立岩国病院 岡山大学医学部附属病院 全部門

学術大会（春・秋）

放射線・原子力関連情報

159 国立岡山病院 岡山大学医学部附属病院 全部門

地方会案内

161 宇部興産（株）中央病院 山口大学医学部附属病院 放射線診断学、

国際交流

放射線医学の歴史

放射線科の紹介

関連学会集会

核医学
レントゲンの日

162 マツダ（株）マツダ病院 広島大学医学部附属病院 放射線診断学、核

利益相反
専門医制度

医学生・若手医師へ
若手医師・学生の皆様へ

医学

164 JA厚生連阿南共栄病院

医学物理士制度

徳島大学医学部附属病院 放射線診断学

165 あかね会土谷総合病院 広島大学医学部附属病院 放射線診断学

リンク集

168 国立療養所東徳島病院 徳島大学医学部附属病院 放射線診断学

電子放射線診療用語集

170 健康保険鳴門病院 徳島大学医学部附属病院

全部門

172 香川県厚生連屋島総合病院 徳島大学医学部附属病院 放射線診断
学、核医学

173 高松市民病院 徳島大学医学部附属病院 全部門
174 国立福山病院 岡山大学医学部附属病院
175 （財）津山慈風会総合病院津山中央病院

全部門
岡山大学医学部附属病院

放射線診断学

178 高知県立中央病院属病院

高知医科大学医学部附

291 鳥取直立病院 鳥取大学医学部附属病院
298 下関市立中央病院

全部門

全部門

山口大学医学部附属病院

全部門

299 済生会下関綜合病院 山口大学医学部附属病院 全部門
323 尾道市立市民病院

岡山大学医学部附属病院

放射線診断学、

放射線治療学

324 国立療養所南岡山病院 岡山大学医学部附属病院

放射線診断

学

325 岡山市立市民病院

岡山大学医学部附属病院

放線診断学、

核医学

326 三豊総合病院 岡山大学医学部附属病院 全部門
327 岡山済生会総合病院

岡山大学医学部附属病院 全部門

328 長門総合病院

山口大学医学部附属病院 全部門

329 周東総合病院

山口大学医学部附属病院 全部門

330 呉市医師会病院 広島大学医学部附属病院 放射線診断学
351 公立学校共済組合中国中央病院 岡山大学医学部附属病院 全部門
386 国立大竹病院 広島入学医学部附属病院 放射線診断学
387 公立三次中央病院院 広島大学医学部附属病 放射線診断学、放射
線治療学

388 済生会山口総合病院 山口人学医学部附属病院 全部門
407 医療法人仁生会細木病院
診断学

高知医科大学医学部附属病院 放射線

427 国立療養所山陽病院

岡山人学医学部附属病院

全部門

九州

8 九州厚生年金病院 九州大学医学部附属病院 全部門
14 国立別府病院 九州大学医学部附属病院

全部門

50 佐世保市立総合病院院 長崎大学医学部附属病 全部門
54 国立小倉病院 九州大学医学部附属病院

放射線診断学、核医学

58 岡立療養所福岡東病院 九州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

67 （医）社団新ロ鎌八幡記念病院 産業医科大学病院

放射線診断学、放

射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

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中央病院 九州大学医学部附属病院 放射線診
断学

80 福岡赤七字病院院 九州大学医学部附属病 放射線診断学、放射線治
療学（密封小線源を除く）、核医学

86 熊本労災病院 熊本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

87 国立熊本病院 熊本大学医学部附属病院 全部門
88 唐津赤十字病院 九州大学医学部附属病 全部門
103 福岡県済生会八幡総合病院 九州大学医学部附属病院 放射線診断
学、核医学

104 筑豊労災病院 九州大学医学部附属病院 放射線診断学
114 国家公務員共済組合連合会新別府病院 大分医科大学医学部附属病
院

放射線診断学、核医学

125 宮崎市郡医師会病院属病院 宮崎医科大学医学部附 放射線診断学
126 健康保険諌早総合病院 長崎大学医学部附属病院
128 荒尾市民病院 熊本大学医学部附属病院

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

130 健康保険人吉総合病院 熊本大学医学部付属病院 放射線診断学
131 都城市郡医師会病院 熊本大学医学部附属病院 放射線診断学
132 健康保険八代総合病院 熊本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

135 国立大分病院 九州大学医学部附属病院 全部門
143 白石共立病院 佐賀医科大学医学部附属病院 放射線診断学
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 九州大学医学部付属病院

放射線診断学

149 宮崎県立日南病院 宮崎医科大学医学部附属病院 放射線診断学、
核医学

151 天草中央総合病院 熊本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

152 NTT西日本九州病院 熊本大学医学部附属病院 放射線診断学
153 （医）社団熊本丸田会熊本整形外科病院 熊本大学医学部附属病院
放射線診断学

154 （社）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
放射線診断学、核医学

155 国立療養所再春荘病院 熊本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

156 三井大牟田病院 熊本大学医学部附属病院
157 水俣市立総合医療センタ―

放射線診断学

熊本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

169 九州大学生体防御医学研究所附属病院 九州大学医学部附属病院
放射線診断学

171 大分県立病院 大分医科大学医学部附属病院 全部門
290 天草郡市医師会立天草地域医療センター 熊本大学医学部附属病院

放射線診断学

300 （医）社団高邦会高木病院 佐賀医科大学医学部附属病院 放射線診
断学

331 宗像医師会病院 九州大学医学部附属病院 放射線診断学
332 労働福祉事業団門司労災病院 九州大学医学部附属病院 放射線診
断学、核医学

333 平和台病院 宮崎医科大学医学部附属病院 放射線診断学
352 熊本赤十字病院 熊本大学医学部附属病院

全部門

353 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 熊本大学医学部附属病
院

放射線診断学、放射線治療学（密封小線源を除く）、核医学

354 公立八女総合病院

熊本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

355 出水市立病院

熊本大学医学部附属病院 放射線診断学、核医学

356 佐世保中央病院 長崎大学医学部附属病院 放射線診断学
357 国立佐賀病院 長崎大学医学部附属病院

放射線診断学、核医学

358 北九州市立八幡病院 長崎大学医学部附属病院 放射線診断学、核
医学

359 福岡県済生会大牟田病院
360 福岡県立柳川病院

久留米大学病院

久留米大学病院

放射線診断学

放射線診断学

362 野崎病院画像診断センタ－ 宮崎医科大学医学部附属病院 放射線
診断学

363 宮崎社会保険病院

宮崎医科大学医学部附属病院 放射線診断学、

核医学

364 宮崎県済生会日向病院 宮崎医科大学医学部附属病院

放射線診

断学

365 古賀総合病院 宮崎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

389 済生会福岡総合病院 九州大学医学部附属病院 放射線診断学、核
医学

390 社会保険浦之崎病院 佐賀医科大学医学部附属病院 放射線診断学
391 （医）天神会新古賀病院・古賀病院 九州大学医学部附属病院 全部
門

409 国立療養所東佐賀病院 佐賀医科大学医学部附属病院 放射線診断
学

410 福岡和白病院 佐賀医科大学医学部附属病院 放射線診断学
428 済生会唐津病院 佐賀医科大学医学部附属病院 放射線診断学
429 （医）祐愛会織田病院 佐賀医科大学医学部附属病院 放射線診断学
430 （医）敬愛会中頭病院
431 那覇市立病院

琉球大学医学部附属病院

放射線診断学

琉球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

432 （医）友愛会豊見城中央病院

琉球大学医学部附属病院 放射線診

断学、核医学

433 （医）沖縄徳洲会南部徳洲会病院 琉球大学医学部附属病院 放射線
診断学
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