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・2019 年度 鳥取県診療放射線技師学術大会・がん検診研究会報告    

 

会長 岡村 章仁 
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2019年 12月 8日（日）に倉吉病院「アゼリアホール」において開催されました。内容は一般研究発表 15

演題、教育講演 2演題、特別講演 1演題、ランチョンセミナー 2演題及びCSFRT2020鳥取大会開催に

ついてでありました。 

一般演題は、日頃の診療への工夫や改善、診療技術の評価など、身近な課題への発表が多くあり、各

施設で直ぐに役立つ内容で質疑応答にも熱が入っていました。災害への備えや放射被ばく相談の発表も

あり、診療以外の視点の重要性も認識できました。 

教育講演では、ＤＲＬ（診断参考レベル）指標並びに自施設の線量評価のお話しがあり、患者、医師等

へ自施設の線量を正しく情報提供することが、診療放射線技師の役割であることを認識できたと思います。

診療用放射線の安全利用指針作成についての留意点の講演では、日本診療放射線技師会、日本医学放

射線学会から出されている指針を検討され、追加事項を含めて鳥取県診療放射線技師会案としてお話が

ありました。2020年 4月からの法令施行に向けて、各施設で指針を作成する必要がありますので、参考とし

て、県技師会から会員メールで配信されました。 

特別講演では、新潟手の外科研究所病院 放射線科科長 風間清子先生から「頑張る技師を応援した

い！ Woman Serendipityを通してつながる笑顔」と題してお話しをいただきました。各スタッフの能力を引き

出し、組織としての成果やスタッフのキャリア形成につながるには、職場の環境が基本であることを改めて認

識できました。相互尊厳・尊重は、常に心に宿したいものです。 

 

 

特別講演 風間清子先生 

CSFRT2020 鳥取大会 

田中拓郎大会実行委員長 一般演題 発表者 一般演題 発表者 
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・業務拡大に伴う統一講習会について  

主催（公社）日本診療放射線技師会    

 

＊ 診療放射線技師法改正に関する法律の一部改正に伴う国（厚生労働省）の通知に 

基づく講習会です。 

 

鳥取県での講習会は、昨年８月、１２月の開催分で終了しました。本年度で地方開催の講習会は最後です。 

近県では、岡山 2月 23日、24日開催があります。 

  

詳細は、日本診療放射線技師会ホームページのＪＡＲＴ情報システム内を参照してください。 

 

法律改正された業務内容に対応している研修を修了した診療放射線技師として、 

研修修了者籍に登録されていますか？ 

 

＊統一講習会の「修了証書」 について 

厚生労働省医政局長 並びに 公益社団法人日本診療放射線技師会長から研修修了者番号が記載され

た修了証書が交付されます。 当該番号は、研修修了者籍として登録、管理されています。 

 

ランチョンセミナーでは、シーメンスヘルス株式会社 吉田博和先生から「低線量胸部ＣＴによる肺がん

検診を始めとしたがん検診の有用性」、同じくシーメンスヘルス株式会社 金澤康史先生から「teamplay が

もたらす画像診断サポートについて」のお話をいただきました。CT の低線量化への技術進歩も著しく、胸

部X線撮影レベル線量へ近づいており、肺がん対策への低線量胸部CT撮影の進展が期待できます。画

像診断サポートでは、DICOM データを自動解析し、適正な線量で検査が行われているか分析できること

で、患者単位の累積被ばく線量の確認，放射線検査、診断に寄与するものです。クラウドサービスも含め

て今後の発展に期待できます。 

CSFRT2020鳥取大会開催については、田中拓郎大会実行委員長からお話がありました。2020年 11月

7日（土）・8日（日）に米子コンベンションセンター（BIG SHIP）での開催となりますので、会員皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。 

最後に、今回の大会では、特に一般演題が 15 演題あり、参加者は 68 名となりました。若い会員が多く

参加されたことに感謝いたします。各施設においては、自らの診療への工夫、改善や評価、診療科からの

要望など、身近な取り組みに尽力されていると思います。これらを身近な県技師学術大会で発表していた

だき、ヒントや疑問点の解消につながり、引いては中四国、全国、世界へつながっていくことを望みます。

一般演題が中心となり、会員皆様のキャリア形成につながる鳥取県診療放射線技師学術大会・がん検診

研究会であってほしいと思います。よろしくお願いいたします。 

 



令和 2年 2月１日発行              鳥取放技ニュース                第 515 号3 

 

  

 

 第 35 回日本診療放射線技師学術大会の参加補助について  

 

   2019年 9月 14日～16日に埼玉で開催された学術大会参加費への補助（3,000円）があります。 

  対象は、参加費を自己負担された会員です。 

 ※締め切りは 2020年 2月 29日までです。未申請の方は、torihougi@gmail.com へお知らせください。 

 

 部門別助成金申請について  

 

 部門別助成金申請を受け付けています。鳥取県診療放射線技師会ホームページより「助成金申請書」から

記載し、事務局まで申請してください。  

※締め切りは 2020年 2月 29日までです。申請先 torihougi@gmail.com 

 

・第１１回放射線治療機器及び医療機器の安全使用のための 

研修会の開催について   

 

１ 日時 ： 令和２年２月１５日 (土) ９：３０～１２:００ 

２ 場所 ： 鳥取県立厚生病院 外来棟 ５階 大会議室 

３ 会費 ： 会員 無料    非会員 3,000円 

司会 鳥取県立厚生病院   金光 太郎 氏   

９：３０ ～  

『ＱＡツールの最新動向 ３Ｄ水ファントム 』        東洋メディック株式会社    江崎 昌宏 先生 

ユーロメディテック株式会社  城所 明生 先生 

『ＢＥＡＭＳＣＡＮの使用経験 ～ビームデータ測定を中心に～ 』  鳥取県立中央病院   小谷 怜 氏 

１０：４５ ～ 

『ハイドロゲルスペーサーを使用した前立腺がんの放射線治療 臨床使用編』 

鳥取大学医学部附属病院   松本 純 氏 

１１：３０ ～ 

『電離箱校正前後での画像評価の重要性』              鳥取県立中央病院  砂川 知広 氏 

総合討論 

 

本研修会は、放射線治療品質管理機構 カテゴリー２に単位認定されています。 

共催（一社）鳥取県診療放射線技師会・鳥取県東部放射線治療技術研究会 

問合せ： 鳥取県立厚生病院 中央放射線室 朝倉 顕一 

mailto:torihougi@gmail.com
mailto:torihougi@gmail.com
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・第 9 回 鳥取県消化管撮影研究会の開催について  

 

１ 日 時 ： 2020年 3月 14日（土） 13:30～17:00 （開場 13:00） 

２ 会 場 ： 倉吉病院 アゼリアホール （倉吉市 山根 43） 

３ 会 費 ： 診療放射線技師会員：無料  非会員：3,000円 

４ 内 容                                                               

総合司会 鳥取県保健事業団 三宅 二郎 氏   

13:30～14:30  特別講演   座 長：博愛病院 上野 裕介 氏 

「撮影法ブラッシュアップ ～十二指腸に流出させないローリング法を中心に～」 

講 師：広島県 日本鋼管福山病院   石川 祐三 先生    

    

14:40～15:50    進 行：鳥取生協病院  小西 哲生 氏 

   「実践カテゴリー分類！ ～アンサーパッドでやってみよう～」 

   カテゴリー分類についての解説：中国労働衛生協会 大槙 隆行 氏   

   

16:00～17:00    進 行：鳥取県保健事業団 三宅 二郎 氏 

「クイズ なるほど！ザ・消化管」 

 

主 催:一般社団法人 鳥取県診療放射線技師会   

協 力:カイゲンファーマ㈱・伏見製薬㈱・堀井薬品工業㈱  

                        

問合せ：小西 哲生（鳥取生協病院）  TEL：0857-25-0620（ダイヤルイン）  

E-Mail：tetsu.k524@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 研修会報告 

・令和元年度第２回東部地区研修会について  

 

１ 日時 ： 令和 2年 2月 14日（金）18：30～20：00 

２ 場所 ： 鳥取赤十字病院 1階 多目的ホール 

３ 内容  

発表「慢性肺塞栓症例に対する LungSubtractionの使用経験（肺血流シンチと比較して）」 

鳥取赤十字病院 放射線技術課 山根 晴一 氏 

発表「治療戦略を支援する核医学〜当院の症例から〜」 

鳥取県立中央病院 中央放射線室 赤島 啓介 氏 

講演「改めて考えよう！造影 MR検査プロトコル」 

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 シニアアプリケーションスペシャリスト 水内 宣夫 先生 
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● 研修会報告 

 

・令和元年度 第２回業務拡大に伴う統一講習会 開催報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務拡大に伴う統一講習会を令和元年１２月１４日（土）、１２月１５日（日）の９時より「伯耆しあわせの郷」

で開催しました。 

鳥取県で行う最後の業務拡大に伴う統一講習会でした。参加者は３６名でした。実習指導者は４名でし

た。長時間ですが、DVD視聴、実習、確認試験と忙しい２日間を受講生は講習されました。 

お忙しい中、実習指導者の方々に丁寧にご指導いただきました。また、実習指導者を講師として、派遣し

ていただきました各施設の御協力により、統一講習会を開催することができました。御礼を申し上げます。 

修了証書は各自に後日、JART から郵送されます。もし、不合格以外で届かないようなら厚生病院の深田

に御連絡をお願いします。 

業務拡大に伴う統一講習会は来年度以降の開催は東京都のみの開催予定です。来年度、基礎技術講

習のＣＴ講習を島根県と合同で場所は松江市で７月頃に開催予定です。 

また、ご案内しますので、参加をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

報告者 

JART教育委員 

厚生病院 深田 尚洋 
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・第 5 回 鳥取マンモグラフィ研修会 開催報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  ： 令和 2年 1月 19日（日） 13：00～16：00 

会 場  ： 倉吉病院 アゼリア小ホール  （鳥取県倉吉市山根 43） 

参加者 ： 36名 （ 東部：11名 中部：3名 西部：13名 非会員：2名 島根県：7名 ） 

 

【特別講演】 座長 ： 鳥取赤十字病院 川口 智子 

「乳がんの診断と治療」  講師 ： 鳥取赤十字病院 第 2外科部長 山口 由美 先生  

【一般演題】 座長 ： 藤井政雄記念病院 松井 英里子  

「安来市立病院の施設画像評価への取り組み」  演者 ： 安来市立病院  髙井 薫 先生       

「ソフトコピー施設認定のポイントと AMULET Innovalityの最新技術」   

   演者 ： 富士フイルムメディカル MS事業部 販売推進部 西日本 MSセンター 北 真希子 先生     

【質疑応答・情報交換会】 進行 ： 鳥取生協病院 森 美映子 

 

特別講演では、「乳がんの診断と治療」というタイトルで、乳がん検診後に乳がんと診断され治療までの

流れを詳しくわかりやすく教えていただきました。最近よく話題にあがる検診による利益と不利益、高濃度乳

房問題、昨年発行された「乳がん検診精検報告書マニュアル」での診断カテゴリーの新設のこと、乳房構成

の評価方法などの新しい情報、また、乳がんの最新治療の知識も得ることができました。 

一般演題では、マンモグラフィ施設画像評価において、ソフトコピーでの A 評価を取得することが難しい

と言われている中、A 評価を取得された安来市立病院の受審への準備、画像選択の苦労、トラブル発生対

応など経過も含め、取り組みについてお話を聞きました。また、その時に提出された画像も供覧しました。メ

ーカーからも、ソフトコピー施設認定受審時の注意事項、変更点などポイントについてお話を聞きました。 

質疑応答では、事前にいただいた施設画像評価に関する質問をもとに、活発に意見が交わされ、県内

外の方々と情報交換を行うことができました。 

アンケートより「今年施設認定の更新があるので大変勉強になった」「他施設の提出画像を見ることがで

き、また多くの情報を得ることができよかった」とあり、これから受審される施設は参考にしていただけると嬉

しいです。 

今回も皆様の積極的な参加と協力をいただき、充実した研修会を行うことができました。これからも皆様

の要望に応え、参加して良かったと思っていただけるような研修会を企画していきたいと思います。最後

に、今回お話をしていただきました講師の皆様、画像表示用のモニターの準備をいていただきました富士

フイルムメディカルの皆様にお礼を申し上げます、ありがとうございました。 
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令和元年度 第 5回鳥取県診療放射線技師会理事会 議事録(抄) 

日時：2020年 1月 14日（火） 午後 6時 10分～午後 8時 15分 

場所：WEB会議 

    東部：鳥取県立中央病院 中部：鳥取県立厚生病院 西部：鳥取大学医学部附属病院 

出席者  

理 事：岡村章仁 福光 忠 森美映子 木原康行 上山忠政 秋吉正史 朝倉顕一 中松裕輔 木村晃史 増田 大 

田中康隆 西尾貴浩 中山英俊 津川浩則 中西和宏 坪内 寛 前川慶太  

監 事：池原 準  

相談役：穐山恒雄 入川富夫 

欠席者：津田正樹 深田尚洋 松井英里子 大久保誠 

 

議 長：岡村章仁 

議事録作成人: 森美映子 

議事録署名人: 池原 準 上山忠政 

 

【報告事項】 

1. 男女共同参画事業について（松井理事欠席のため岡

村会長） 

・2019 年 11 月 16 日（土）、大山まきばみるくの里で BBQ

を行った。参加者は会員とその家族の 13名。 

・紅葉シーズンで大山での開催は良かったが、参加者が

少ない現状があり、研修会開催後の開催、研修会との共

同開催など次年度検討して行く。 

 

2. 鳥取県診療放射線技師学術大会・がん検診研修会に

ついて （津田常務欠席のため岡村会長） 

日時 2019年 12月 8日（日）9時 30分～16時 00分  

会場 倉吉病院「アゼリアホール」  

内容 一般演題 15 演題、特別講演 1 演題、教育講演 

2演題、ランチョンセミナー 2演題  

CSFRT2020 鳥取大会報告  

・会員 68 名の参加があり、学術研究、診療の工夫などの

発表や活発な質疑応答などで、盛会に開催された。  

 

3. 業務拡大に伴う統一講習会について （深田理事欠席

のため岡村会長） 

・2019 年 3 月末時点の受講者数は 69 名であり、本年度

の受講者数は 80名、合計 149名となり受講率は 72.3％と

なった。JARTの目標である会員受講率 70％を超えた。 

・鳥取県内での開催は終了するが、他県会場での受講予

定者あり。 

  

報告者 がん検診研究会 乳がん部会 鳥取生協病院 森 美映子 
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4. 医療被ばく線量適正管理委員会活動について （中

松常務理事） 

〖委嘱内容〗 

（１）期間 2019年 5月 12日から 2020年 3月 31日まで  

（２）内容 

・医療法施行規則改正の講習会の実施  

（7 月・8 月東中西部 78 名参加、鳥取島根合同セミナー 

87 名参加） 

・診断参考レベル（ＤＲＬ）の検証活動の実施  

・2019 年度鳥取県診療放射線技師学術大会・がん検診

研究会において、教育講演 2 演題を行った。 

・鳥取県診療放射線技師会「医療被ばく適正管理委員会

としての指針（案）」および策定時の留意点を会員向けに

案内を行った。 

 

5. 原子力災害支援委員会活動について （大久保監事

（委員長）欠席のため岡村会長） 

〖委嘱内容〗 

（１） 期間 2019年 5月 12日から 2020年 3月 31日まで  

（２） 内容  

・鳥取県並びに関西広域連合との連携推進  

・サーベイヤー会員の養成とリスト作成の実施  

・原子力災害支援教育訓練の実施  

 

災害支援診療放射線技師研修会修了者確認試験が

JART本部で 1月 25日（土）にあり、大久保監事が受験さ

れる。 

 

6. 第 5 回鳥取マンモグラフィ研修会について （森副会

長） 

日時：2020年 1月 19日（日） 13：00～16：00 

会場：倉吉病院 アゼリアホール 

参加費：会員無料・非会員 3,000 円  

内容：特別講演、一般演題、メーカ―からの講演 

・ニュース、HP および乳がん検診実施施設に案内を行っ

た。 

・1 月 7 日現在 24 名（非会員 2 名を含む）の参加申込み

があり、非会員の参加費の取り扱いについては領収書を

準備する。 

 

7. 第 11 回放射線治療機器安全使用研修会について 

（朝倉常務理事） 

日時：2020年 2月 15日（土） 9：30～12：00 

会場：鳥取県立厚生病院 ５F会議室 

参加費：会員無料・非会員 3,000 円 

内容：会員発表 3演題、メーカーからの講演 

・ニュース、HP で案内を行い、治療実施施設長宛に研修

会開催案内を郵送した。 

・参加証明書の準備を会長に依頼する。 

 

8. 第 9回鳥取消化管撮影研修会について （岡村会長） 

日時：2020年 3月 14日（土） 13：00～16：00 

会場：倉吉病院 アゼリアホール 

参加費：会員無料・非会員 3,000 円  

内容：特別講演、カテゴリー分類トレーニング等を予定 

・講師依頼文書を本日（1月 14日）付で郵送した。 

  

9. 地区研修会・親睦会について 

〖研修会〗 

・2019 年度第 3回西部地区研修会 （坪内理事） 

日時：2020年 1月 23日（木）18：30～20：00 

場所：山陰労災病院 3 階会議室 

内容：CT装置についてメーカーより講演（3社） 

 

・2019 年度第 2回中部地区研修会 （中西理事） 

日時：2020年 1月 28日（火）18：30～20：00 

場所：鳥取県立厚生病院 5階大会議室 

内容：医療被ばくについてメーカーより講演（2社） 

 

・2019 年度第 2回東部地区研修会 （中山理事） 

日時：2020年 2月 14日（金）18：30～20：00 

会場：鳥取赤十字病院多目的ホール 

内容：会員発表 2演題、メーカー講演（1社） 

 

〖親睦会〗 

・東部地区 ボウリング大会の案内 （西尾理事） 

日時：2020年１月 30日（木）18：20 より 

場所：鳥取★スターボウル（鳥取市松並町 2-135） 

会費：0円（２ゲー ム無料・シューズ代金無料） 

賞品：あり 

 ◎現時点での参加申込みは 2 名、各東部地区理事に

自施設の出欠確認を依頼する。 

参加申込み：西尾理事まで（締め切り 1月 23日） 

 

・西部地区 ボウリング大会の案内 （前川理事） 

日時：2020年 2月 18日(火)19：30より （終了後、懇親会

あり） 

場所：YSPボウル(米子市博労町 3丁目 176) 

費用：無料 

賞品：あり 

◎参加申し込み：前川理事まで（締め切り 2月 10日）） 

・中部地区 検討中 

 

10. 会員動向について （上山常務理事） 

・転入 1名、転出 1名、入会申請中 1名あり、現在の会員
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数は JART206 名、TART213 名となる。 

（参考 4月1日時点での会員数 JART197名 TART205

名） 

 

11. 会費、賛助会費の納入状況について 田中理事） 

・2019年度会費未納者は 11名、2018年・2019年年度未

納者は 2名、納入依頼を行っていく。 

・賛助会員では、2019年度会費未納は 1社のみ、納入依

頼を行っていく。 

 

12. 鳥取県当初予算に向けた要望事項の説明について 

（岡村会長） 

日時：2019年 12月 20日（金）14：30～14：50 

場所：鳥取県議会棟別館 

対応者：鳥取県議会議員（公明党県議団）銀杏泰利氏、

濱辺義孝氏、澤紀男氏 

説明者：岡村章仁、森美映子 

理事会決定のとおり、本会からの予算要望事項について、

追加資料を含めて説明等を行った。職能団体として要望

を行うことが重要であることを改めて認識した。 

 

13. 中四国放射線医療技術フォーラム連絡会議につい

て （増田理事） 

日時：2019 年 12 月 22 日（日）13：00～16：00（13 時から

14 時 30分まで監査会） 

場所：岡山県岡山市北区桑田町 3－30岡山シティホテル

桑田町 306会議室 

参加者（鳥取県関係） 

大会長 岡村章仁、大会長 山下栄二郎、実行委員長 

田中拓郎、副実行委員長 小山亮 

学術委員長 増田大、会計 橋本伸夫、技術学会中国・

四国支部監事 平田吉春 

内容については、議事録をもとに高知大会での報告、鳥

取大会の進捗を説明される。 

 

14. その他 

（１）台風19号の災害における義援金の募集について（岡

村会長） 

JART より義援金募集の依頼があり、1月、2月に行う地区

研修会時に義援金の募集を行うことと 

する。集まった義援金は事務局から一括して JART に入

金をする。 

（２）第 9 回鳥取ピンクリボンフェスタ収支報告 （森副会

長） 

収支報告書をもとに、収入 220,000 円（技師会より

210,000円、協賛金 10,000円）、支出 200,425円（検診費

用 97,836 円含む）、残金は 19,575 円であったと説明す

る。 

 

【議題】 

1. 第 69回通常総会内容について （岡村会長） 

日時：2020年 5月 24日（日） 14：00 より 

会場：倉吉病院「アゼリアホール」 

・令和 2.3 年度 総会運営委員、選挙管理委員の選出に

ついて、各地区組織運営理事に 1 月 24 日（金）までに各

1名ずつの推薦を依頼する。 

・総会資料の作成について、1月 27日（月）までに作成担

当者を連絡する。各担当者は 2 月 17 日（月）までに資料

を作成する。 

・特別講演について、講師の推薦があれば2月17日（月）

までに提案を依頼する。 

最終確認は次回理事会時に行う。（次回理事会：3月 3日

（火）） 

 

2. 2020 年（令和 2 年）度 事業計画について（岡村会

長） 

・2020 年（令和 2 年）度 度鳥取県診療放射線技師会事

業 スケジュール（案）をもとに説明をされる。今回は提案

のみとし、各理事に検討を依頼し、最終的に次回理事会

で決定する。 

3. 第 36 回日本診療放射線技師学術大会 座長推薦に

ついて （岡村会長） 

・開催県（宮城県）会長より、座長の推薦依頼があり、自薦

他薦を含め各理事に推薦を依頼される。最終的に次回

理事会で決定する。 

 

4. その他 

（１）診療放射線技師基礎講習「Ｘ線ＣＴ」について (深田

理事欠席のため岡村会長) 

日時：2020年 7月 4日（土） 8：50～17：10 

会場：松江赤十字病院 6階 講堂 

受講料：会員：3,000 円 非会員：10,000 円 

定員：50名   ※ 鳥取・島根合同開催 

 ・鳥取県から講師に津田正樹さん（（鳥取大学医学部附

属病院）、田中康隆さん（鳥取県立中央病院）に依頼し、

了承を得た。 

（２）鳥取県診療放射線技師連盟（仮称）の設立について 

（岡村会長） 

 「鳥取県診療放射線技師連盟（仮称）の設立にむけて」

の文章をもとに連盟設立に向け、その必要性を説明され

理解を求め、意見交換を行った。

 

       ※  第 6回 理事会 3月 3日（火）18：30～ 倉吉病院 ３F会議室 
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・2019年度 鳥取県診療放射線技師会事業 今後のスケジュール  

日 程 内      容 場    所 

2/14（金） 第 2回東部地区研修会 鳥取赤十字病院 

2/15（土） 放射線治療機器安全使用研修会 倉吉病院 会議室 

3/3（火） 第 6回理事会・表彰委員会 倉吉病院 会議室 

3/14（土） 第 9回鳥取県消化管撮影研究会（消化管部会） 倉吉病院「アゼリアホール」 

 

・2020年度 鳥取県診療放射線技師会事業 スケジュール  

日 程 内      容 場    所 

4/7（火） 監査会 県立中央病院 事務局 

5/24（日） 第 69回一般社団法人鳥取県診療放射線技師会通常総会 倉吉病院「アゼリアホール」 

5/24（日） 第 1回理事会 倉吉病院「アゼリアホール」 

5/30（土） 第 1回中四国地域責任者（会長）会議 鳥取市 

 

※ スケジュールは予定であり変更される場合があります。変更・事業の詳細な内容が決定の場合など随時 

案内いたします。 

 

 

● 会員の皆様へ 

会員個人のメールアドレスを広報担当へお知らせください。 

研修会、各種事業の案内が、速やかに確認できます。 

所属施設、自宅住所、登録アドレス等の変更がありましたら、事務局まで「変更届」の 

提出をお願いします。また、JARTの変更も速やかに HP よりお願いします。 

※ 変更届は鳥取県診療放射線技師会ホームページ（ http://torihougi.com/ ） 

よりダウンロードできます。 

皆様からの研修会の広報依頼等あれば下記までお願いいたします。 

広報担当メールアドレス publictart@gmail.com  

 

● 会員動向 

転入者：岩田 綾子さん（鳥取県済生会 境港総合病院）  島根県診療放射線技師会から 

転出者：溝口 季穂さん（広島県診療放射線技師会へ） 

  

http://torihougi.com/
mailto:publictart@gmail.com

