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放射線科専門医資格更新単位取得制度学術集会単位数 

 
必須単位 

15 単位 

  日本医学放射線学会 総会   日本医学放射線学会 秋季臨床大会

 

10 単位 

  日本放射線科専門医会・医会ミッドウィンターセ

ミナー 

  日本放射線科専門医会・医会ミッドサマーセミナー

 

５単位 

 日本医学放射線学会北日本地方会 

  日本医学放射線学会関東地方会 

  日本医学放射線学会中部地方会 

  日本医学放射線学会関西地方会 

  日本医学放射線学会中国・四国地方会 

  日本医学放射線学会九州地方会 

 

 

＊更新に必要な 60 単位のうち，40 単位以上を上記の学術集会出席で必ず取得すること。 

 

 

その他の学術集会 

５単位 

  胸部放射線研究会（日医放） 

  頭頸部放射線研究会（日医放） 

  腹部放射線研究会（日医放） 

  骨軟部放射線研究会（日医放） 

  心臓血管放射線研究会（日医放） 

  断層映像研究会（日医放） 

  救急放射線研究会（日医放） 

  放射線による制癌シンポジウム（日医放） 

  日本医学物理学会 

  日本医学放射線学会・生物部会 

  日本 IVR 学会 

  日本核医学会 

  日本画像医学会 

  日本磁気共鳴医学会 

  日本小児放射線学会 

  日本超音波医学会 

  日本脈管学会 

  日本消化器がん検診学会 

  日本放射線腫瘍学会 

 日本放射線腫瘍学会夏季セミナー 

  日本癌治療学会 

   

  日本癌学会 

 日本肺癌学会 

  日本ハイパーサーミア学会 

  日本頭頸部癌学会 

  日本乳癌学会 

  日本放射線影響学会 

  日本 ME 学会 

  日本医用画像工学会 

  日本神経放射線学会 

  日本脳神経 CI 学会 

  日本食道学会 

  日本 Metallic Stents＆Grafts 研究会 

  放射線治療談話会 

  日本肝癌研究会 

  日本胃癌学会 

  大腸癌研究会 

  三次元 CT・MRI 研究会 

 日本がん検診・診断学会 

  日本医学会総会講演会 

  日本脳神経血管内治療学会 

 日本婦人科腫瘍学会
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５単位 国際学会 

 International Congress of Radiology (ICR)  

 Asian-Oceanian Congress of Radiology (AOCR)  

 European Congress of Radiology (ECR) 

 Radiological Society of North America (RSNA) 

 American Roentgen Ray Society (ARRS) 

 International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) 

 World Federation of Nuclear Medicine & Biology (WFNMB) 

 Society of Nuclear Medicine (SNM) 

 American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) 

 International Congress of Radiation Oncology (ICRO)  

 American Society of Therapeutic Radiation & Oncology (ASTRO) 

 European Society of Therapeutic Radiation & Oncology (ESTRO) 

 Society of Interventional Radiology (SIR) 
 

３単位   

  日本核医学会北日本地方会 

  日本核医学会関東甲信越地方会 

  日本核医学会中部地方会 

  日本核医学会近畿地方会 

  日本核医学会中国・四国地方会 

  日本核医学会九州地方会 

  北日本放射線診断カンファレンス 

  日本 IVR 学会 北日本地方会 

  北日本放射線腫瘍学研究会 

  みちのく核医学の会 

  動態核医学研究会   

  東京レントゲンカンファレンス 

  頭頚部・胸部画像研究会 

  東京アンギオ IVR 会 

  Radiology Update 学術講演会（関東） 

  日本 IVR 学会 関東地方会 

  泌尿器画像診断研究会（東京） 

  日本医学放射線学会関東地方会セミナー 

  日本 IVR 学会中部地方会 

  中部地方会放射線医学講習会 

  東海総合画像医学研究会 

  東海神経放射線勉強会 

  東海放射線腫瘍研究会 

  東海核医学セミナー 

  東海脳神経核医学研究会 

 東海 IVR 懇話会 

  名古屋レントゲンカンファレンス 

  北陸 CT 研究会 

  北陸医学会放射線分科会 

  北陸画像診断勉強会 

  近畿肝癌談話会 

  JROG（関西放射線治療若手勉強会） 

  大阪府臨床放射線医会 

  関西レントゲンカンファレンス 

  日本 IVR 学会 関西地方会 

  関西 Barium Study 研究会 

  関西アンギオカンファレンス 

  関西 NR 勉強会 

  関西肝癌談話会 

  関西 MRI 講演会 

  関西 Cancer Therapist の会 

  関西 GUR 研究会 

  関西放射線治療研究会 

  関西 Radiology Update 

  核医学症例検討会（大阪） 

  先端医用画像研究会（関西）  

  山陰核医学講演会 

  山陰 MR 研究会 

  山陽 MR 研究会 

  山陽核医学カンファレンス 

  治療懇話会（岡山） 

  四国レントゲンカンファレンス 

  四国 MR 研究会 

  四国肺癌研究会 

  四国食道疾患研究会 

  日本 IVR 学会 中国四国地方会 

  中国・四国放射線治療懇話会 

  中・四国アンギオカンファレンス 

  九州放射線治療セミナー 

  九州 MRI 研究会 

  日本 IVR 学会九州地方会 

  福岡レントゲンアーベント 

  Radiology Update Fukuoka 

  九州神経放射線研究会 

  北部九州画像診断フォーラム 

  九州 PET 研究会 
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３単位 全 国     
 
  日本 MR アンギオグラフィ研究会 

  国際乳房超音波セミナー 

  日本乳癌画像研究会 

  日本定位放射線治療学会 

  日本放射線腫瘍学会小線源治療部会研究会 

  医用デジタル動画像研究会 

  肝動脈塞栓療法研究会 

  高線量率ラルス医療安全取扱講習会 

  日本消化器病学会 

  日本呼吸器学会 

  日本循環器学会 

  日本気管支学会 

  日本脳神経外科学会 

  日本救急医学会 

  日本大腸肛門病学会 

  日本膵臓学会 

  日本胆道学会 

   

  日本腹部救急学会 

  日本肝臓学会 

 日本消化管学会  

  日本老年医学会 

 早期胃癌研究会 

  日本骨軟部腫瘍研究会 

  子宮筋腫塞栓療法研究会  

  日本小児放射線学会教育セミナー 

 日本高精度放射線外部照射研究会 

  MRP-CTP 研究会 

Japanese Society for the Advancement of  

   Women's Imaging (JSAWI) 

  実践的臨床トレーニングコース 

  RFA 談話会 

  日本 CT 検診学会  

  ER セミナー  

  泌尿器腫瘍放射線研究会（GUTR）

 
２単位 北日本地区 
 

  

  北海道心臓核医学フォーラム 

  北海道画像診断カンファランス 

  北海道臨床画像診断セミナー 

  北海道動態診断セミナー  

北海道血管造影・Interventional Radiology 

研究会 

  北海道食道癌研究会 

  ライラックカンファレンス 

  道北循環核医学研究会 

  道北核医学セミナー 

  日本核医学会北海道地方会 

  旭川血管造影研究会 

  青森核医学研究会 

  青森県 MRI 研究会 

  青森呼吸器研究会 

  病理と放射線診断の夕べ（青森） 

  青森 CT・MRI 診断・技術研究会 

  青森がんと放射線治療研究会 

  北日本核医学談話会 

  北奥羽放射線治療懇話会 

  秋田脳神経画像研究会 

  秋田肺癌研究談話会  

  秋田核医学談話会 

  秋田 MRI 研究会 

  秋田県放射線科医会 学術講演会 

  秋田画像診断カンファランス   

   

  岩手県放射線科医会学術講演会   

  岩手 IVR 脈管画像研究会  

  山形県放射線科医会 

  山形県 IVR 研究会 

  山形 CT・MR 研究会 

 山形デジタル画像セミナー 

  東北内分泌画像研究会 

  東北胸部放射線研究会 

  宮城肝癌治療研究会  

  宮城神経放射線研究会  

  宮城県 CT 診断技術研究会 

  宮城県脳ドッグ研究会 

  宮城総合画像研究会 

  宮城インターベンション研究会   

青葉画像研究会（宮城） 

  画像診断カンファレンス（宮城） 

  腹部インターベンショナル勉強会（宮城） 

  心血管放射線カンファレンス（宮城）  

  骨軟部画像診断カンファレンス（宮城） 

  福島県核医学研究会 

  福島 MRI 研究会 

  福島県 Interventional Radiology 研究会 

  新潟臨床放射線学会 

  新潟画像医学研究会 

  新潟核医学懇話会 

  新潟 Radiology Update 学術講演会 

  新潟 MR 画像研究会 
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２単位 関東地区 
 

  

  茨城県画像診断研究会 

  茨城県臨床核医学研究会 

  茨城県放射線治療研究会 

  茨城画像セミナー 

  茨城県骨髄・脊椎研究会（茨城）  

  栃木県放射線科医の会 

  栃木 MR 医学研究会 

 那須画像セミナー      

  那須 IVR 

  群馬 MR 医学研究会 

  群馬血管造影 IVR 研究会 

  群馬県核医学研究会 

  群馬県 MDCT 研究会 

  オープンフィルムカンファレンス（群馬） 

  臨床画像診断懇話会（群馬） 

  埼玉画像フォーラム 

  埼玉核医学同好会 

  埼玉県放射線腫瘍研究会 

  埼玉県医師会放射線科医会 

  放射線診療研究会（東京） 

  小児放射線診断勉強会（東京） 

 東京 MRI 研究会 

  こまばイメージング研究会（東京） 

  乳腺画像診断勉強会（東京） 

  Radiology Ultrasound 研究会（東京） 

  NR Club Film Conference（東京） 

  つきじ放射線研究会（東京近郊） 

   

   

 関東 MR 画像研究会 

  Neuroradiology Club (関東) 

  末梢血管画像・血管内治療研究会(関東) 

  Tokyo Heart Imaging Club 

  Tokyo Contrast Enhanced Liver MR meeting  

 多摩画像医学カンファランス 

  小田急Ｘ線カンファレンス 

  神奈川県放射線医学会 

  神奈川ラジオロジーハイライト学術講演会 

  神奈川 IVR カンファレンス 

  横三らせん CT 研究会 

  横浜放射線治療懇話会 

  NR 懇話会（神奈川） 

  MRI 講習会（神奈川） 

  千葉核医学研究会 

  千葉ベイシティカンファランス 

  千葉 MR 研究会 

  千葉放射線画像診断研究会 

  千葉県放射線治療の会 

  画像診断の基礎と臨床 学術講演会（千葉） 

  山梨核医学診療研究会 

  Lake Fuji Radiology Forum（山梨） 

  甲信放射線医学研究会 

  信州核医学研究会 

  信州放射線談話会

 

２単位 中部地区 
  

  富山県放射線医会 

  富山 MR 研究会 

  北陸核医学カンファレンス 

  福井 MR 研究会 

  東海腫瘍核医学研究会 

  静岡県総合画像診断研究会 

  静岡県 MRI 研究会 

  岐阜頭頸部腫瘍懇話会 

  ニューロイメージングカンファランス（愛知） 

  三次元原体照射ワークショップ（愛知） 

  三重総合画像研究会
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２単位 近畿地区 

  和歌山画像医学研究会 

  和歌山 MRI セミナー 

  和歌山 Research and IVR カンファレンス 

  滋賀 MRI 研究会 

  大阪放射線医学研究会 

  北大阪放射線ミーティング 

  大阪放射線医学秋期セミナー  

  誰にでもわかる画像診断の会（大阪） 

  上方レントゲンカンファレンス 

  阪神画像診断研究会 

  播磨放射線医学研究会 

  胸部画像検討会（兵庫） 

  神戸放射線医学学術交流会 

  神戸放射線腫瘍懇話会 

  兵庫県磁気共鳴医学研究会 

   

   

 兵庫県放射線医会 

  画像診断学術講演会（兵庫） 

  兵庫県核医学研究会 

  兵庫県 IVR 懇話会 

  兵庫県骨軟部画像診断研究会 

  播淡画像診断研究会 

  奈良県医師会放射線部会総会.学術講演会 

 奈良県核医学研究会 

  放射線診療安全向上研究会（関西） 

  救急放射線画像研究会（関西） 

  比叡山画像カンファレンス 

  関西 SKR 勉強会 

  京滋 IVR 懇話会 

  核医学定量診断研究会（関西） 

 

 

 

２単位 中国・四国地区 

  広島県放射線医会 

  広島レントゲンアーベント 

  広島県東部放射線医会 

  広島県 IVR 研究会 

  広島放射線治療懇話会 

  呉放射線医会  

  岡山画像診断懇話会 

 岡山放射線腫瘍学カンファレンス 

  岡山胸部画像カンファレンス 

岡山血管造影・インターベンショナル 

ラジオロジー症例検討会 

  骨・関節セミナー（岡山） 

  山口県放射線科医会 

  山陰デジタル画像研究会 

  山陰放射線腫瘍学研究会 

   

  ニューロイメージング宍道 

 徳島 IVR 研究会 

  徳島胃腸胆道疾患研究会 

  徳島呼吸器疾患研究会 

  徳島核医学研究会 

  徳島肺癌治療研究会 

  徳島乳腺疾患懇話会 

  徳島レントゲンアーベント 

  徳島県放射線科医会 

  徳島 CT 研究会 

  香川県放射線科医会 

  愛媛放射線科医会 

  松山胃腸疾患研究会 

  高知県放射線科医会 

  中国四国胸部画像カンファレンス 

  新居浜画像診断勉強会 
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２単位 九州地区  
  
  放射線影響懇話会（九州） 

  九州食道癌合併療法談話会 

  日本肺癌学会九州支部会 

 九州心臓核医学研究会 

日本脳神経血管内治療学会 九州・山口地方会 

 筑豊画像研究会 

  筑豊地区放射線科セミナー  

  北九州画像診断部会 

  北九州 IVR カンファレンス 

  福岡胸部放射線研究会 

  七隈 Body Imaging（福岡） 

  おりお放射線研究会（福岡） 

  大分県放射線科医の会 

  大分総合画像診断研究会 

  大分県最小侵襲治療法研究会  

  肥後放射線カンファレンス 

  熊本放射線腫瘍研究会 

  熊本県放射線科医会 

  熊本メディカルイメージング研究会 

  熊本核医学フォーラム 

 熊本画像診断研究会 

  熊本 MRI 研究会 

  熊本県血管造影 IVR 研究会 

  肥後循環核医学セミナー 

  熊本消化器病研究会 

  火の国 RI カンファランス 

  荒尾画像カンファレンス 

  筑後地区レントゲンアーベント 

 筑後・佐賀核医学研究会 

 佐賀 CT・MRI 研究会 

  Neuro-Imaging Conference 筑後・佐賀 

  宮崎 CT 研究会 

  宮崎 MRI 研究会 

  宮崎血管内治療 IVR 研究会 

  宮崎県放射線治療研究会 

  鹿児島県放射線科医会 

  鹿児島臨床核医学研究会 

  鹿児島 IVR 研究会 

  鹿児島総合画像診断研究会 

  鹿児島放射線治療研究会 

  鹿児島 RI カンファレンス 

  MRI アーベント（鹿児島） 

  沖縄県核医学懇話会 

  沖縄県 IVR 研究会 

  新沖縄放射線カンファレンス 

 

 

２単位 全 国 
  
  神経放射線ワークショップ 

  MR 実践講座 

  MR 基礎講座 

  オートプシー・イメージング学会 

  電子情報研究会（日医放） 

  IHE ワークショップ 

  遠隔画像診断部会 画像診断報告書研究会 

  日本脳循環代謝学会総会 
  京都放射線腫瘍研究会 

  京大病院高精度放射線治療ワークショップ 

  放射線治療計画にかかる研修

                     

 
 

◎日本医師会生涯教育講演会                      

  （但し，修了証コピー1枚につき 2単位，5年間で 10 単位まで認定） 

 

 

 

 


