
学会等認定制度による施設認定一覧
No. 学 会 等 名 事　項

1 日本内科学会 認定医制度教育病院

2 日本血液学会 血液研修施設

3 日本臨床腫瘍学会 認定研修施設

4 日本臨床薬理学会 認定医制度研修施設

5 日本感染症学会 専門医制度認定研修施設

6 日本リウマチ学会 専門医制度認定研修施設

7 日本神経学会 専門医制度教育施設

8 日本認知症学会 専門医制度教育施設

9 日本脳卒中学会 専門医制度教育施設

10 日本頭痛学会 准教育施設

11 日本消化器病学会 専門医制度認定施設

12 日本肝臓学会 専門医制度教育施設

13 日本消化器内視鏡学会 専門医制度指導施設

14 日本消化管学会 胃腸科指導施設

15 日本カプセル内視鏡学会 認定制度指導施設

16 日本内分泌学会 内分泌代謝科認定教育施設

17 日本糖尿病学会 認定教育施設

18 日本高血圧学会 高血圧専門医制度認定施設

19 日本老年医学会 認定医認定施設

20 日本内科学会 専門医制度認定施設

21 日本呼吸器学会 専門医制度認定施設

22 日本呼吸器内視鏡学会 専門医制度認定施設

23 日本アレルギー学会 専門医教育研修施設

24 日本腎臓学会 専門医制度研修施設

25 日本透析医学会 専門医制度認定施設

26 日本循環器学会 循環器専門医研修施設、左心耳閉鎖システム実
施施設、ビンタゲル導入施設

27 日本不整脈心電学会 不整脈専門医研修施設／植込型除細動器（ICD）
／心臓再同期療法（CRT）専用器植込み施設

28 日本超音波医学会 認定専門医研修施設

29 日本心血管インターベンション治療学会 研修施設

30 厚生労働省 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル（ロー
タブレーター）による経皮的冠動脈形成術実施施設

31 経カテーテル的心臓弁治療関連学会 経カテーテル的大動脈弁置換術 実施施設

32 日本外科学会 外科専門医制度修練施設

33 日本消化器外科学会 専門医修練施設

34 日本大腸肛門病学会 専門医修練施設

35 日本肝胆膵外科学会 高度技能医修練施設

36 オンコプラスティックサージャリー学会 乳房再建用エキスパンダー実施施設認定

37 オンコプラスティックサージャリー学会 乳房再建用インプラント実施施設認定

38 日本乳癌学会 専門医制度認定施設

39 心臓血管外科専門医認定機構 専門医認定修練施設（基幹施設）

40 日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医認定機構　専門医基幹施設

41 日本呼吸器外科学会 指導医

42 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医教育施設（基幹教育施設）

43 日本皮膚科学会 認定専門医主研修施設

44 日本アレルギー学会 認定専門医教育研修施設

45 日本形成外科学会 認定施設

46 日本整形外科学会 専門医制度研修施設

47 日本リウマチ学会 新リウマチ専門研修認定教育施設

48 日本眼科学会 専門医制度研修施設

49 日本耳鼻咽喉科学会 専門医制度研修施設

50 日本鼻科学会 鼻科手術認可研修施設

51 日本耳科学会 耳科手術認可研修施設

52 日本気管食道学会 気管食道科専門医研修施設（咽喉系）

53 日本頭頸部外科学会 認定教育施設

54 日本アレルギー学会 認定教育施設

55 日本口腔外科学会 認定研修施設

56 日本顎関節学会 認定研修施設

No. 学 会 等 名 事　項
57 日本顎顔面インプラント学会 認定研修施設

58 日本口腔科学会 認定研修施設

59 日本小児科学会 小児科専門医研修施設

60 日本アレルギー学会 認定教育施設（小児）

61 日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医基幹研修施設

62 日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児）専門医基幹研修施設

63 日本小児神経学会 小児神経専門医研修施設

64 日本小児血液・がん学会 小児血液・がん専門医研修施設

65 日本産科婦人科学会 専門医制度卒後研修指導施設

66 日本婦人科腫瘍学会 専門医制度指定修練施設

67 婦人悪性腫瘍化学療法研究機構 登録参加施設

68 日本生殖医学会 認定研修施設

69 日本婦人科内視鏡学会 認定研修施設

70 日本女性医学会 専門医制度認定研修施設

71 日本精神神経学会 精神科専門医制度研修施設

72 日本総合病院精神医学会 専門医研修施設

73 日本総合病院精神医学会 ECT研修施設

74 子どものこころ専門医機構 子どものこころ専門医研修施設

75 日本脳神経外科学会 専門研修プログラム基幹施設

76 日本脳卒中学会 認定研修教育病院・一次脳卒中センター

77 日本麻酔科学会 麻酔科認定病院

78 日本東洋医学会 研修指定病院

79 ペインクリニック学会 指定研修施設

80 日本医学放射線学会 放射線科専門医　総合修練機関

81 日本専門医機構 機構認定放射線科領域専門医プログラム基幹
施設

82 日本核医学会 専門医教育病院

83 日本放射線腫瘍学会 認定施設

84 日本IVR学会 指導医修練施設・専門医修練施設

85 日本臨床検査医学会 臨床検査専門医制度認定研修施設

86 日本臨床微生物学会 認定臨床微生物検査技師制度研修施設

87 マンモグラフィー検診精度管理中央委員会 デジタルマンモグラフィー検診施設画像認定

88 全国労働衛生団体連合会 胸部X線画像　評価Ａ判定

89 日本救急医学会 救急科専門医指定施設

90 日本プライマリ・ケア学会 認定医研修施設

91 日本集中医療医学会 専門医研修施設

92 日本輸血・細胞治療学会 認定輸血検査技師制度指定施設

93 日本輸血・細胞治療学会 認定臨床輸血看護師制度指定研修施設

94 日本輸血・細胞治療学会 認定医制度指定施設

95 日本病理学会 病理専門医制度研修認定施設Ａ

96 日本臨床細胞学会 教育研修施設・認定施設

97 日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリ
ング学会

臨床遺伝専門医制度研修施設（臨床遺伝専門医
制度委員会）

98 日本医療薬学会 認定薬剤師制度研修施設・がん専門薬剤師研修
施設

99 日本臨床薬理学会 認定薬剤師制度研修施設

100 日本薬剤師研修センター 薬剤師養成事業実務研修生受入施設

101 日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師研修事業認定研修施設

102 日本栄養療法推進協議会 NST稼働施設

103 日本静脈経腸栄養学会 NST専門療法士実施修練認定教育施設、NST
稼働施設

104 日本栄養士会 臨床管理栄養士初任者研修指定病院

105 日本栄養士会 TNT-D研修会・栄養サポートチーム担当者研
修会認定教育施設

106 日本がん治療認定医機構 認定医制度認定研修施設

107 日本緩和医療学会 認定研修施設

108 日本臨床腫瘍学会 認定研修施設

109 日本食道学会 食道外科専門医準認定施設

110 日本臨床栄養代謝学会 認定教育施設
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