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診　療　科 施設指定及び認定事項 認定期間

内科 内科領域専門研修プログラム認定施設 2023.4.1～2028.3.31

外科 日本がん治療認定医機構認定研修施設 2019.4.1～2024.3.31

外科、乳腺・内分泌外科 日本乳癌学会認定施設 2022.1.1～2023.12.31

外科、乳腺・内分泌外科
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会エキスパ
ンダー実施施設

2023.4.1～2024.3.31

消化器外科 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設 2021.1.1～2023.12.31

消化器外科 日本消化器病学会認定施設 2019.1.1～2023.12.31

消化器外科 日本外科学会外科専門医制度修練施設 2021.1.1～2023.12.31

消化器外科 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 2020.4.1～2023.3.31

消化器外科 日本消化管学会胃腸科指導施設 2018.11.1～2023.10.31

消化器外科 日本食道学会食道外科専門医準認定施設 2021.1.1～2025.12.31

消化器外科 日本胃癌学会認定施設A 2023.4.1～2026.3.31

心臓血管外科 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設 2023.1.1～2027.12.31

心臓血管外科 胸部ステントグラフト実施施設 2020.6.2〜2025.12.31

心臓血管外科 腹部ステントグラフト実施施設 2021.1.1〜2025.12.31

呼吸器外科 呼吸器外科専門医合同委員会認定専門研修連携施設 2020.1.1～2024.12.31

呼吸器外科 日本外科学会外科専門医制度修練施設 2021.1.1～2023.12.31

呼吸器外科 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度認定施設 2022.1.1～2026.12.31

循環器内科 日本心血管インターベンション治療学会研修施設 2020.1.1～2022.12.31

循環器内科 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 2022.4.1～2024.3.31

循環器内科 日本高血圧学会専門医研修施設Ⅰ 2021.4.1～2026.3.31

循環器内科 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設 2023.4.1～2025.3.31

循環器内科 日本動脈硬化学会専門医認定教育施設 2023.4.1～2028.3.31

循環器内科
日本不整脈心電学会経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術
に関する施設基準

2022.6.21～2023.6.30

脳神経内科 日本神経学会専門医制度教育施設 2022.4.1～2025.3.31

学会等からの認定状況



診　療　科 施設指定及び認定事項 認定期間

血液内科 日本血液学会専門研修認定施設 2021.4.1～2026.3.31

血液内科 日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設 2019.4.1～2024.3.31

血液内科 日本輸血・細胞治療学会Ｉ＆Ａ制度認定施設 2019.4.1～2024.3.31

血液内科
日本骨髄バンクおよび日本造血・免疫細胞療法学会　非
血縁者間骨髄採取認定施設

2022.4.1～2023.3.31

血液内科
日本造血・免疫細胞療法学会非血縁者間造血幹細胞移
植認定診療科

2022.4.1～2023.3.31

糖尿病・内分泌内科 日本糖尿病学会認定教育施設Ⅰ 2023.4.1～2028.3.31

糖尿病・内分泌内科 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医制度認定教育施設 2019.4.1～2024.3.31

糖尿病・内分泌内科 日本甲状腺学会認定専門医施設 2019.12.1～2024.11.30

腎臓内科、リウマチ科 日本透析医学会専門医制度認定施設 2021.4.1～2026.3.31

腎臓内科、リウマチ科 日本リウマチ学会教育施設 2022.9.1～2025.8.31

腎臓内科、リウマチ科 日本腎臓学会研修施設 2019.4.1～2024.3.31

消化器内科 日本消化器病学会認定施設 2019.1.1～2023.12.31

消化器内科 日本消化器内視鏡学会認定指導施設 2020.12.1～2023.11.30

消化器内科 日本肝臓学会認定施設 2023.4.1～2028.3.31

消化器内科 日本カプセル内視鏡学会指導施設 2021.8.1～2026.7.31

消化器内科 日本胆道学会認定指導医制度指導施設 H29.7.1～R4.6.30

消化器内科 日本消化管学会胃腸科指導施設 2018.11.1～2023.10.31

呼吸器内科 日本臨床腫瘍学会認定研修施設 2023.4.1～2028.3.31

呼吸器内科 日本感染症学会認定研修施設 2023.3.1～2028.2.28

呼吸器内科 日本ｱﾚﾙｷﾞｰ学会認定ｱﾚﾙｷﾞｰ専門医教育研修施設 2020.4.1～2025.3.31

呼吸器内科 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度認定施設 2022.1.1～2026.12.31

呼吸器内科 呼吸器内科領域専門研修制度基幹施設 2019.4.1～

緩和ケア内科 日本緩和医療学会認定研修施設 2019.4.1～2024.3.31

整形外科 日本整形外科学会専門医制度研修施設 H25.3.1～

整形外科 日本手外科学会研修施設 2022.11.13～2025.1.31

脳神経外科 日本脳神経血管内治療学会専門医研修施設 2022.4.1〜2023.3.31
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泌尿器科 日本泌尿器科学会専門医教育施設（拠点教育施設） 2021.4.1～2026.3.31

皮膚科 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 2022.4.1～2025.3.31

形成外科 日本形成外科学会認定施設 S60.4.3～

形成外科
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会エキスパ
ンダー実施施設

2023.4.1～2024.3.31

形成外科
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会インプラン
ト実施施設

2023.4.1～2024.3.31

耳鼻咽喉科
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 金沢大学耳鼻咽喉科・
頭頸部外科専門研修コース 耳鼻咽喉科専門医研修施設

2022.4.1～2023.3.31

眼科 日本眼科学会専門医制度研修施設 R3.10.1～R5.9.30

放射線診断科 日本医学放射線学会放射線科専門医総合修練機関 2019.4.1～2022.3.31

放射線診断科 日本IVR学会専門医修練施設 2022.１.1～2026.12.31

放射線治療科 日本放射線腫瘍学会認定施設 2020.4.1～2023.3.31

放射線治療科 日本医学放射線学会放射線科専門医総合修練機関 2022.4.1～2025.3.31

核医学科 日本核医学会専門医教育病院 2022.1.1～2024.12.31

麻酔科 日本ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ学会指定研修施設 2023.4.1～2028.3.31

麻酔科 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 2021.4.1～2026.3.31

救急科 救急科領域専門研修プログラム認定施設 2023.1.1～2028.12.31

救急科 日本航空医療学会認定施設 2023.1.1～2027.12.31

歯科口腔外科 日本口腔外科学会認定研修施設 1995.10.1～2025.9.30

歯科口腔外科 日本口腔診断学会認定研修機関 2012.1.1～2026.12.31

歯科口腔外科 日本小児口腔外科学会認定研修施設 2022.1.1～2026.12.31

歯科口腔外科 日本有病者歯科医療学会認定研修施設 2022.3.1～2026.2.28

歯科口腔外科 日本口腔内科学会研修施設 2020.10.1～2025.9.30

歯科口腔外科 日本口腔科学会研修施設 2021.6.1〜2026.5.31

病理診断科 日本病理学会研修認定施設B R4.4.1～R6.3.31

病理診断科 日本臨床細胞学会認定施設 2019.4.1～2024.3.31

病理診断科 日本臨床細胞学会教育研修施設 2018.4.1～2023.3.31

病理診断科 病理領域専門研修プログラム認定施設 2023.4.1～2028.3.31
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小児外科 日本小児外科学会専門医制度認定施設 2019.1.1～2023.12.31

小児内科 日本小児科学会小児科専門医研修支援施設 2021.4.1～2026.3.31

小児内科 日本小児科学会小児科専門医研修施設 2021.4.1～2026.3.31

新生児科
日本周産期・新生児医学会周産期専門医（新生児）暫定
認定施設（基幹施設）

2019.4.1～2024.3.31

新生児科
日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法（NCPR）トレー
ニングサイト施設

2012.12.1～

産科、婦人科
日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設（総合
型）

2018.4.1～2023.3.31

産科、婦人科 石川県医師会母体保護法指定医師研修機関 Ｒ3.11.1～Ｒ6.10.31

産科、婦人科
日本周産期・新生児医学会周産期専門医（母体・胎児）暫
定認定施設（基幹認定施設）

2021.4.1～2026.3.31

産科、婦人科 日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設 2021.5.1～2026.4.30

産科、婦人科 産婦人科領域専門研修プログラム認定施設 2023.4.1～2028.3.31

産科、婦人科 日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 2019.4.1～2024.3.31

産科、婦人科 婦人科悪性腫瘍研究機構登録参加施設 2022.10.1～2025.9.30

産科、婦人科 日本女性医学学会専門医制度認定研修施設 2017.9.1～2022.8.31

薬剤部
日本病院薬剤師会ＨＩＶ感染症薬物療法認定薬剤師養成
研修施設

2019.4.1～2024.3.31

薬剤部 日本医療薬学会がん専門薬剤師研修施設 2020.1.1～2024.12.31

薬剤部 薬学教育協議会薬学生長期実務実習受入施設 R5.4.1～R6.3.31

薬剤部 日本医療薬学会薬物療法専門薬剤師研修施設 2019.1.1～2023.12.31

薬剤部 地域薬学ケア専門薬剤師研修施設（基幹施設） 2022.1.1〜2026.12.31

放射線診断科・放射線室

日本医学放射線学会画像診断管理認証施設
「適切な被ばく管理に関する事項」
「MRI安全管理に関する事項」
「全身MRIに関する事項」

2022.4.1～2024.3.31

放射線室 日本救急撮影技師認定機構実地研修施設 2022.4.1〜2027.3.31

放射線室
日本乳がん検診精度管理中央機構施設・画像評価委員
会マンモグラフィ検診施設画像認定

2019.8.1〜2022.7.31

検査室 日本臨床衛生検査技師会精度保証認証施設 2021.4.1～2023.5.31

検査室 日本適合性認定協会ＩＳＯ15189：2012 2022.1.14～2026.1.31

栄養管理室 日本栄養療法推進協議会ＮＳＴ稼働施設 2016.9.1～2022.8.31

栄養管理室 日本臨床栄養代謝学会ＮＳＴ稼働施設 2019.4.1～2024.3.31


