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過去5年間でのIVR研
修受け⼊れ者数．

北海道 医療法⼈徳洲会　札幌東徳洲会病院 札幌東徳洲会病院 齋藤　博哉 放射線科 画像･IVRｾﾝﾀｰ 600 170 70 0

北海道 国家公務員共済組合連合会　⽃南病院 国家公務員共済組合連合会　⽃南病院 清⽔　匡 放射線診断科 200 5 0

北海道 砂川市⽴病院 砂川市⽴病院 ⾼⽥　延寿 放射線診断科 246 41 11 0

⻘森県 ⻘森県⽴中央病院 ⻘森県⽴中央病院 澁⾕　剛⼀ 放射線部 483 418 79 0

⻘森県 国⽴⼤学法⼈ 弘前⼤学医学部附属病院 弘前⼤学 掛⽥　伸吾 放射線診断科 350 70 0

茨城県 ⽔⼾済⽣会総合病院 ⽔⼾済⽣会総合病院 千葉　義郎 循環器内科 20 341 15 2

茨城県 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構⽔⼾医療センター ⽔⼾医療センター ⼟⾕　⾶⿃ 救命救急センター 100 60 50 5

栃⽊県 ⾃治医科⼤学附属病院 ⾃治医科⼤学 ⽊島　茂喜 放射線科 2 400 100 1

栃⽊県 栃⽊県済⽣会宇都宮病院 栃⽊県済⽣会 宇都宮病院 ⾕村　慶⼀ 放射線科 500 400 120 3

群⾺県 国⽴⼤学法⼈群⾺⼤学医学部附属病院 群⾺⼤学医学部附属病院 徳江　浩之 放射線診断核医学 50 2

千葉県 帝京⼤学ちば総合医療センター 帝京⼤学ちば総合医療センター 村⽥　智 放射線科　IVRセンター　 246 187 65 4

千葉県 国⽴研究開発法⼈　国⽴がん研究センター東病院 国⽴がん研究センター東病院 荒井保典 放射線診断科 1000 200 50 0

千葉県 東邦⼤学医療センター佐倉病院 東邦⼤学医療センター佐倉病院 粕⾕　秀輔 放射線科 130 98 28 2

東京都 ⽇本医科⼤学付属病院 ⽇本医科⼤学付属病院 杉原　史恵 放射線科 762 517 173 0

東京都 東京都済⽣会中央病院 東京都済⽣会中央病院 塩⾒　英佑 放射線科 30

東京都 国⽴研究開発法⼈　国⽴国際医療研究センター病院 国⽴国際医療研究センター病院 ⽥嶋　強 放射線診断科 30

東京都 帝京⼤学医学部附属病院 帝京⼤学医学部 近藤　浩史 放射線科 900 600 300 8

東京都 ⽇本⾚⼗字社医療センター ⽇本⾚⼗字医療センター ⻄村　潤⼀ 放射線⾎管内治療科 390 293 50 1

神奈川県 北⾥⼤学病院 北⾥⼤学医学部 松永　敬⼆ 放射線科 430 330 50 1

神奈川県 平塚市⺠病院 平塚市⺠病院 屋代　英樹 放射線科診断科　部⻑ 450 300 25 1

神奈川県 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 ⽇本医科⼤学武蔵⼩杉病院 安井　⼤祐 放射線科

神奈川県 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 横浜市⽴みなと⾚⼗字病院 ⾼橋　哲也 救急部 200 150 40 2

神奈川県 横浜市⽴⼤学附属病院 横浜市⽴⼤学附属病院 寺内　幹 放射線科 200 120 40 0

⼭梨県 ⼭梨⼤学医学部附属病院 ⼭梨⼤学医学部附属病院 荒⽊　拓次 放射線科 600 500 60 1

北⽇本

関東

https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/24yamanashi.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/23yokohamashiritsu.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/22yokohama_jrc.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/21nms_musashikosugi.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/20hiratsuka.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/19kitasato.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/18jrc.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/17teikyo.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/16ncgm.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/15saiseikaichuou.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/14nms.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/13tohosakura.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/12kokugan_e.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/11teikyochiba.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/10gunma.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/9utsunomiya.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/8jichi.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/7mitoiryo.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/6mitosaiseikai.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/5hirosaki.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/4aomori.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/3sunakawa.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/2tonan.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/1sapporo.pdf
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静岡県 浜松医科⼤学医学部附属病院 浜松医科⼤学附属病院 棚橋　裕吉 放射線診断学・核医学講座 250 200 15

静岡県 中東遠総合医療センター 中東遠総合医療センター 橋本　成弘 放射線科 180 70 50 1

愛知県 愛知県がんセンター 愛知県がんセンター　　 稲葉　吉隆 放射線診断・IVR部 1500 900 23 3

愛知県 愛知医科⼤学病院 愛知医科⼤学 鈴⽊　耕次郎 放射線科

愛知県 愛知県厚⽣農業協同組合連合会　海南病院 JA愛知厚⽣連　海南病院 ⻲井　誠⼆ 放射線科 180 130 30 1

岐⾩県 岐⾩⼤学医学部附属病院 岐⾩⼤学医学部附属病院 川⽥紘資 放射線科 400 110 0

岐⾩県 松波総合病院 松波総合病院 伊原　昇 放射線科 180 110 10 0

富⼭県 富⼭県⽴中央病院 富⼭県⽴中央病院 出町　洋 放射線診断科 280 200 150 1

富⼭県 富⼭県厚⽣農業協同組合連合会⾼岡病院 富⼭県厚⽣農業協同組合連合会⾼岡病院 野畠　浩司 放射線科 400 200 10 0

奈良県 奈良県⽴医科⼤学附属病院 奈良県⽴医科⼤学 吉川公彦、⽥中利洋 放射線医学教室・IVRセンター 1800 1200 84 1

奈良県 天理よろづ相談所病院 天理よろづ相談所病院 ⾕⼝　尚範 放射線部診断部⾨ 1200 800 25 0

奈良県 南奈良総合医療センター 南奈良総合医療センター 阪⼝　浩 放射線科 202 104 7 0

⼤阪府 医療法⼈⿓志会IGTクリニック 医療法⼈⿓志会ＩＧＴクリニック 堀　信⼀ 放射線科 1000 1000 10

⼤阪府 近畿⼤学医学部附属病院 近畿⼤学医学部附属病院 鶴﨑　正勝 放射線診断科 600 400 100 1

⼤阪府 関⻄医科⼤学　総合医療センター 関⻄医科⼤学総合医療センター ⽶⾍　敦 放射線科 400 300 30 5

兵庫県 神⼾⼤学医学部附属病院 神⼾⼤学医学部附属病院 ⼭⼝　雅⼈ 放射線診断・IVR科 1500 700 200 3

兵庫県 兵庫医科⼤学病院 兵庫医科⼤学病院 ⼭⾨　亨⼀郎 放射線医学講座 900 450 200 1

岡⼭県 岡⼭⼤学病院 岡⼭⼤学病院 松井裕輔 放射線科 1000 500 50 0

岡⼭県 川崎医科⼤学附属病院 川崎医科⼤学附属病院 ⼭本　亮 放射線科 323 199 42 0

⿃取県 ⿃取県⽴中央病院 ⿃取県⽴中央病院 中村　⼀彦 放射線科 180 5

⿃取県 ⿃取市⽴病院 ⿃取市⽴病院 橋本　政幸 放射線科

⾹川県 ⾹川⼤学医学部附属病院 ⾹川⼤学医学部附属病院 佐野村　隆⾏ 放射線診断科 500 300 50 0

⾼知県 ⾼知医療センター ⾼知医療センター 野⽥　能宏 放射線療法科 1000 830 100 5

徳島県 徳島⾚⼗字病院 徳島⾚⼗字病院 ⽊下　光博 放射線科 600 400 50 1

中部

関⻄

中四国

https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/51tokushima_jrc.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/47kouchi.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/46kagawa.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/45tottori.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/44tottorilg.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/43kawasaki.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/42okayama.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/41hyogo.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/40kobe.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/39kmu.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/38kinki.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/37igt.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/36minaminara.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/35yorozu.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/34naramed.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/33takaoka.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/32toyamachuou.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/31matsunami.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/30gifu.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/29aichikainan.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/28aichimed.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/27aichi_cancer.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/26chutoen.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/25hamamatsu.pdf
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熊本県 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構　熊本総合病院 熊本総合病院 中曽根　豊 放射線科 0

宮崎県 宮崎⼤学医学部附属病院 宮崎⼤学医学部 榮　建⽂ 放射線科 388 337 65 1

沖縄県 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター 我那覇　⽂清 放射線科 350 220 120 2

九州沖縄

https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/50okinawa_w.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/49miyazaki.pdf
https://www.jsir.or.jp/docs/2020_kyukyu50/48kumamoto.pdf



