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都道府県 病院名 施設URL 診療科URL

01北海道 札幌医科大学附属病院 http://web.sapmed.ac.jp/ http://web.sapmed.ac.jp/hohsyasen/index.html

01北海道 北海道大学病院 http://www.huhp.hokudai.ac.jp https://rad.med.hokudai.ac.jp

01北海道 JA北海道厚生連帯広厚生病院 http://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/index.html http://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/guide/section/vt1bv70000001749.html

01北海道 砂川市立病院 http://www.med.sunagawa.hokkaido.jp/

01北海道 市立札幌病院

01北海道 製鉄記念室蘭病院 http://www.nshp-muroran.or.jp/

01北海道 国家公務員共済組合連合会　斗南病院 http://www.tonan.gr.jp http://www.tonan.gr.jp/diagnosis/medical-fee/radiology.html

01北海道 市立旭川病院

02青森県 青森労災病院

02青森県 青森県立中央病院 https://aomori-kenbyo.jp/

02青森県 弘前大学医学部附属病院 http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/ http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/~radio/index.html

03岩手県 岩手県立中央病院 http://www.chuo-hp.jp/

04秋田県 秋田大学医学部付属病院 http://www.hos.akita-u.ac.jp/departmentlist/diagnostic_radiology_radiation_oncology.html

05宮城県 東北大学病院 https://www.hosp.tohoku.ac.jp/ http://www.radiol.med.tohoku.ac.jp/Diagnostic_radiology/

05宮城県 仙台医療センター http://www.snh.go.jp

06山形県 山形大学医学部付属病院

07福島県 竹田綜合病院 http://www.takeda.or.jp

08新潟県 魚沼基幹病院 http://www.uonuma-kikan-hospital.jp

08新潟県 長岡赤十字病院 http://www.nagaoka.jrc.or.jp http://www.nagaoka.jrc.or.jp/contents/departments/hoshasen-chiryoka/

09茨城県 水戸医療センター https://www.hosp.go.jp/~mito-mc/

09茨城県 筑波大学附属病院 http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/ http://tsukuba-radiology.info/

09茨城県 総合病院土浦協同病院 http://www.tkgh.jp/

10栃木県 済生会宇都宮病院 http://www.saimiya.com/ http://www.saimiya.com/consult/clinical/radiology/rad-zisseki.html

10栃木県 足利赤十字病院 http://www.ashikaga.jrc.or.jp

10栃木県 那須赤十字病院

11群馬県 国立病院機構高崎総合医療センター http://www.tnho.jp/

12千葉県 国立がん研究センター東病院 https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/index.html https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/diagnostic_radiology/index.html

12千葉県 東京歯科大学市川総合病院 http://www.tdc.ac.jp/hospital/igh/ http://www.tdc.ac.jp/hospital/igh/department/radiation/index.html

12千葉県 千葉大学医学部附属病院

12千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 http://www.jikei.ac.jp/hospital/kashiwa/

13東京都 聖路加国際病院 http://hospital.luke.ac.jp/

13東京都 東海大学医学部付属八王子病院 http://www.hachioji-hosp.tokai.ac.jp http://www.hachioji-hosp.tokai.ac.jp/sinryo-annai/sinryobu/xp/

13東京都 国立病院機構  東京医療センター

13東京都 日本医科大学付属病院 https://www.nms.ac.jp/hosp/ http://www2.nms.ac.jp/radio/

13東京都 慶應義塾大学病院 http://www.hosp.keio.ac.jp/annai/shinryo/diagnost/

13東京都 東京女子医科大学病院

13東京都 国立がん研究センター中央病院 https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/index.html https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/diagnostic_radiology/index.html

13東京都 東京都保健医療公社大久保病院

13東京都 都立駒込病院

13東京都 がん研有明病院 http://www.jfcr.or.jp

13東京都 東京北医療センター https://www.tokyokita-jadecom.jp

13東京都 三井記念病院

13東京都 東邦大学医療センター大森病院 https://www.omori.med.toho-u.ac.jp/

13東京都 東大和病院 http://www.yamatokai.or.jp/higasiyamato/section/department/home/radiology.html

13東京都 武蔵野赤十字病院 http://www.musashino.jrc.or.jp/

13東京都 医療法人財団 荻窪病院 https://www.ogikubo-hospital.or.jp/

13東京都 東京大学医学部附属病院 http://www.h.u-tokyo.ac.jp http://www.ut-radiology.umin.jp

13東京都 日本赤十字社医療センター http://med.jrc.or.jp http://med.jrc.or.jp

13東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 https://www.juntendo.ac.jp/hospital/ https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/hoshasenka/

13東京都 東京都済生会中央病院

13東京都 都立墨東病院

13東京都 国家公務員共済組合連合会立川病院

14埼玉県 防衛医科大学校病院 http://www.ndmc.ac.jp/hospital/
http://www.ndmc.ac.jp/hospital/section/2hp_2dep29%E6%94%BE%E5%B0
%84%E7%B7%9A%E7%A7%91/

14埼玉県 埼玉医科大学国際医療センター http://www.international.saitama-med.ac.jp/ http://www.saitama-rad.com/

15神奈川県 菊名記念病院 http://www.kmh.or.jp/

15神奈川県 日本鋼管病院 https://www.koukankai.or.jp/index.html

15神奈川県 海老名総合病院 http://ebina.jinai.jp/ http://ebina.jinai.jp/facilities/facility16.html

15神奈川県 横浜労災病院 https://www.yokohamah.johas.go.jp/

15神奈川県 川崎市立多摩病院

15神奈川県 平塚市民病院 http://www.hiratsuka-city-hospital.jp/

15神奈川県 昭和大学横浜市北部病院

15神奈川県 神奈川県立がんセンター http://kcch.kanagawa-pho.jp/

15神奈川県 済生会横浜市東部病院 https://www.tobu.saiseikai.or.jp/

15神奈川県 東海大学医学部付属病院 https://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/

15神奈川県 横須賀共済病院

15神奈川県 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 http://marianna-yokohama.jp/ http://marianna-yokohama.jp/archives/113

15神奈川県 川崎市立川崎病院 http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/index.html

16山梨県 山梨大学医学部附属病院 http://www.hosp.yamanashi.ac.jp/ http://yamarad.umin.ne.jp/

17長野県 信州大学医学部附属病院 http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/i-hosha/

17長野県 長野赤十字病院

18静岡県 中東遠総合医療センター http://chutoen-hp.shizuoka.jp/ http://chutoen-hp.shizuoka.jp/section/housyasen/index.html

18静岡県 静岡県立静岡がんセンター http://www.scchr.jp https://www.scchr.jp/division/ivr/index.html

18静岡県 聖隷浜松病院 http://www.seirei.or.jp/hamamatsu/

19愛知県 済衆館病院 https://saishukan.com/index.htm https://saishukan.com/sinryo/housyasen.htm#ivr
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19愛知県 愛知県がんセンター中央病院 https://www.pref.aichi.jp/cancer-center/hosp/ https://www.pref.aichi.jp/cancer-center/hosp/02shinryo/kakuka/hoshin.html

19愛知県 名古屋市立西部医療センター

19愛知県 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院 https://www.toyota-kai.or.jp

19愛知県 JA愛知厚生連海南病院 https://www.kainan.jaaikosei.or.jp/ https://www.kainan.jaaikosei.or.jp/department/guidance/housyasen_shindanka.html

21岐阜県 松波総合病院

22富山県 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 http://www.kouseiren-ta.or.jp

22富山県 市立砺波総合病院

22富山県 富山県立中央病院 http://www.tch.pref.toyama.jp/

23石川県 石川県立中央病院

23石川県 金沢大学附属病院 https://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/ http://radiology.w3.kanazawa-u.ac.jp/

24福井県 福井県立病院 http://fph.pref.fukui.lg.jp

24福井県 福井大学医学部附属病院 https://www.hosp.u-fukui.ac.jp/

24福井県 福井県済生会病院 https://www.fukui.saiseikai.com/

25滋賀県 公立甲賀病院 http://www.kohka-hp.or.jp/ http://www.kohka-hp.or.jp/patient/detail.php?no=63

25滋賀県 滋賀医科大学 http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/ http://www.shiga-med.ac.jp/~hqradio/

25滋賀県 大津赤十字病院 https://www.otsu.jrc.or.jp

25滋賀県 市立長浜病院

26京都府 市立福知山市民病院 http://www.fukuchiyama-hosp.jp/ http://www.fukuchiyama-hosp.jp/

26京都府 京都大学病院 https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/ http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~diag_rad/

26京都府 京都府立医科大学病院 http://www.h.kpu-m.ac.jp

26京都府 京都山城総合医療センター

26京都府 京都第一赤十字病院 http://www.kyoto1-jrc.org/

26京都府 京都市立病院

26京都府 医療法人財団康生会武田病院 https://www.takedahp.or.jp/koseikai/ https://www.takedahp.or.jp/koseikai/consultation/introduction/xray.html

26京都府 京都ルネス病院

27奈良県 市立奈良病院 http://www.nara-jadecom.jp/html/clinic/section22.html

27奈良県 近畿大学医学部奈良病院 http://www.kindainara.com/

27奈良県 南奈良総合医療センター http://nanwairyou.jp/minaminara/

27奈良県 奈良県総合医療センター

27奈良県 済生会中和病院

27奈良県 奈良県立医科大学 http://www.naramed-u.ac.jp/hospital/ http://www.nara-radiology.com

27奈良県 天理よろづ相談所病院 https://www.tenriyorozu.jp/

28三重県 済生会 松阪総合病院

28和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院

29大阪府 関西医科大学総合医療センター http://www.kmu.ac.jp/takii/ http://www.kmu.ac.jp/takii/visit/treatment/medical_section/radiation.html

29大阪府 住友病院 http://www.sumitomo-hp.or.jp/

29大阪府 大阪国際がんセンター http://www.mc.pref.osaka.jp/

29大阪府 堺市立総合医療センター http://www.sakai-city-hospital.jp/ http://www.sakai-city-hospital.jp/medical/center/radiology.php

29大阪府 大阪府済生会中津病院

29大阪府 市立豊中病院 https://www.chptoyonaka.osaka.jp

29大阪府 国家公務員共済組合連合会　大手前病院 http://www.otemae.gr.jp/ http://www.otemae.gr.jp/treatment/ivr-center/

29大阪府 近畿大学医学部附属病院 http://www.med.kindai.ac.jp/ http://radiol.med.kindai.ac.jp/

29大阪府 大阪市立総合医療センター

29大阪府 淀川キリスト教病院

29大阪府 彩都友紘会病院 http://www.saito-yukoukai-hp.jp/

29大阪府 関西医科大学附属病院 http://www.kmu.ac.jp/hirakata/ http://www3.kmu.ac.jp/radiol/

29大阪府 八尾徳洲会病院

29大阪府 市立東大阪医療センター

30兵庫県 神戸市立医療センター中央市民病院

30兵庫県 公立八鹿病院 http://www.hosp.yoka.hyogo.jp/

30兵庫県 関西労災病院

30兵庫県 兵庫県立淡路医療センター http://awajimc.jp/
https://awajimc.jp/archives/category/%e5%8f%97%e8%a8%ba%e3%81%95%
e3%82%8c%e3%82%8b%e6%96%b9%e3%81%b8/%e8%a8%ba%e7%99%82%e7%a7
%91%e7%9b%ae/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e7%a7%91

30兵庫県 兵庫医科大学 https://www.hyo-med.ac.jp/ http://hcm-radiology.com/

30兵庫県 神戸赤十字病院 https://www.kobe.jrc.or.jp/ https://www.kobe.jrc.or.jp/kakuka_kakubu/s_housyasen/index.html

30兵庫県 姫路赤十字病院

30兵庫県 北播磨総合医療センター http://www.kitahari-mc.jp/

31岡山県 岡山市立市民病院

31岡山県 川崎医科大学附属病院 https://h.kawasaki-m.ac.jp/ http://www.kawasaki-m.ac.jp/diag-radiology/

31岡山県 岡山中央病院 https://www.kohjin.ne.jp/index.html

31岡山県 倉敷成人病センター http://www.fkmc.or.jp/

31岡山県 岡山大学病院 http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/hos/ http://www.ok-radiology.jp/

32広島県 広島市民病院

32広島県 国立病院機構 呉医療センター

32広島県 独立行政法人　労働者健康安全機構　中国労災病院

33山口県 山口大学医学部附属病院 http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/ http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~radiants/

34鳥取県 山陰労災病院

34鳥取県 鳥取赤十字病院 https://www.tottori-med.jrc.or.jp/

34鳥取県 鳥取県立中央病院 https://www.pref.tottori.lg.jp/chuoubyouin/

34鳥取県 鳥取市立病院 http://hospital.tottori.tottori.jp/

35島根県 島根県立中央病院 http://www.spch.izumo.shimane.jp/

35島根県 島根大学医学部附属病院 https://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/ https://www.med.shimane-u.ac.jp/radiology/

36香川県 香川県立中央病院 http://www.chp-kagawa.jp/

36香川県 独立行政法人　労働者健康安全機構　香川労災病院 https://www.kagawah.johas.go.jp/

37愛媛県 松山市民病院 https://www.matsuyama-shimin-hsp.or.jp

37愛媛県 愛媛県立中央病院

37愛媛県 住友別子病院 https://sbh.gr.jp/ https://sbh.gr.jp/bumon/ivrka.html

38徳島県 徳島県立中央病院

39高知県 高知医療センター http://www.khsc.or.jp https://www2.khsc.or.jp/info/dtl.php?ID=1089
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39高知県 近森病院 http://www.chikamori.com

39高知県 高知大学病院 http://www.kochi-ms.ac.jp/~fm_rdolg/

40福岡県 済生会八幡総合病院 http://www.yahata.saiseikai.or.jp/

40福岡県 飯塚病院

40福岡県 久留米大学病院 https://www.hosp.kurume-u.ac.jp/ http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/radio/

40福岡県 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 http://www.hamanomachi.jp/

40福岡県 国立病院機構　九州医療センター

40福岡県 九州大学病院

41長崎県 日本赤十字社長崎原爆病院

42佐賀県 佐賀県医療センター　好生館 http://www.koseikan.jp/

42佐賀県 NHO嬉野医療センター http://www.uresino.go.jp/

42佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

43大分県 国家公務員共済組合連合会　新別府病院

44熊本県 済生会熊本病院

45宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/ http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/radiology/

46鹿児島県 今給黎総合病院

47沖縄県 沖縄県立中部病院 https://chubuweb.hosp.pref.okinawa.jp

47沖縄県 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
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