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今年度は、神戸西支部の協力のもと、学術大会を開催致します。今回の開催はコロナウイルス感染拡大のこともあり、

演者、座長、実行委員のみ現地に集まりZoomウェビナーによる配信を行う形式で行います。また今回の市民公開講座は

明舞中央病院 田中日出樹先生、神戸常磐大学 木村英里先生に講演をお願いしています。市民の方は現地での視聴

を受け入れますが、Web での視聴も可能です。職場の方、お身内及びご近所の方にもお声かけいただき、出来るだけ多く

の一般市民の皆様にご参加及びご視聴いただければと存じます。 

 

大会テーマ： 「価値への創造 ～ラジエーション テクニック～」 

〇日 時： 令和３年１１月２１日(日) １０：００～１６：４５ 

〇会 費： 会員無料 

〇場 所： Zoomウェビナーによる配信 

※市民公開講座の参加の市民の方に限り神戸市産業振興センター 

９０４+９０５会議室(定員６６人)で視聴できます。（入場は４０人まで） 

〇学術大会と市民公開講座はそれぞれ別URLになります。 

〇会員の皆様には兵庫県放射線技師会ウェブサイトの登録フォームから 

登録をお願い致します。（開設令和３年１０月２３日予定） 

 

【一般演題】 

【ランチョンセミナー】 AIによる診断について（仮） 

【特別企画】 神戸頭部研究会による講演 

【市民公開講座】 １３：００～１５：００頃を予定  

演題： 『人の心に寄り添える診療放射線技師の育成を目指して － ときわだからできること －』 

講師： 神戸常盤大学 保健科学部 診療放射線学科 木村 英理 先生  

 

演題： 『変形性手関節症～手を中心に～』 

講師 ：明舞中央病院 副院長兼整形外科部長 田中 日出樹 先生  

 

お問い合わせ： 兵庫医科大学病院 放射線技術部 酒井 敏行 

TEL ０７９８-４５-６２５９  MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

第３２回兵庫県放射線技師会学術大会のご案内 
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テーマ： 肺がんの診断と治療－update－ 

日 時： 令和３年１０月３０日（土）１４：００～１７：００ 

(開場１３：３０) 

会 場： 兵庫県民会館１１階 パルテホール 

 (会場：定員７５名) 

〒６５０-００１１ 兵県神戸市中央区下山手通４-１６-１３ 

TEL ０７８-３２１-２１３１ 

※会場での講演と同時に ZOOM を用いた Web セミナー

（ハイブリッド方式）で開催。 

医療関係者はできればWeb視聴をお願いいたします。 

肺がんの診断と治療をテーマに、最先端の医療現場で活

躍中の診療放射線技師、放射線診断科・治療科医師、呼

吸器内科・外科医師から肺がんの画像検査・診断から治

療について、わかりやすくご講演いただき、意見交換を行

って理解を深めたいと思います。                           

第一部：診断（１４：１５～１４：５５） 

「肺がんのミカタ！～それぞれの画像の成り立ちと特徴～」 

宝塚市立病院 医療技術部 放射線治療室 中村 憲治 

「肺がんの治療薬選択に役立つ画像とAIについて」 

神戸大学医学部附属病院 放射線診断・ＩＶＲ科  

西尾 瑞穂 

第二部：治療（１５：０５～１６：４５） 

「元気に長生きしてる患者さんが増えてるなあ  

～延命効果を実感できるようになった進行非小細胞肺癌

に対する全身化学療法～」 

神戸低侵襲がん医療センター 呼吸器腫瘍内科部長 

秦 明登 

「肺癌治療における手術の役割、ほんとに手術が今でも 

一番？～集学的治療と低侵襲手術～」 

姫路医療センター 呼吸器外科医長 今西 直子 

「切らずに治そう、肺がんの放射線治療」 

兵庫県立がんセンター 放射線治療科部長 辻野 佳世子 

Web セミナーの登録は下記の URL もしくは QR コードから

お願い致します。 

登録用URL： https://onl.tw/3r6SF3p 

必要項目を入力し登録すると入力したメールアドレスに返

信が届きます。 

当日は返信メールの URLよりご参加ください。 

兵庫県放射線技師会ウェブサイトからも登録が可能です。 

コロナウイルス感染拡大や台風など悪天候により中止・延

期する場合があります。その場合は兵庫県がん診療連携

協議会のウェブサイトにその旨を掲示いたします。 

兵庫県がん診療連携協議会ウェブサイト： 

http://www.hyogo-ganshinryo.jp/ 

 

 

 

 

（これからオンラインイベントを企画される方へ） 

 

日頃は兵庫県放射線技師会事業にご協力いただき誠

にありがとうございます。 

コロナウイルスが蔓延している昨今、日常生活を送るう

えで多くの制約を受けたり、病院診療業務の負担が増す

など環境が一変しています。これらの現況を打開すべく兵

庫県放射線技師会では、他県よりいち早く web 研修会を

開催しております。 

今回は医療情報管理士の廣田氏をお招きしました。本

講演では、webinarとミーティング（会議）の違いといった基

本的な事柄から、参加費を徴収するイベントの企画や運

用例、イベント開催後の参加者アンケートの実施など、主

第８回放射線セミナー 

医療情報管理研修会のご案内 
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催者側の準備を中心に解説していただきます。 

ご多忙のことと存じますが、是非ご参加賜りますようお

願い申し上げます。 

日 時： 令和３年１１月２０日（土）１５：００～１６：００ 

開催方式： web開催（Zoom Webinar） 

会 費： 会員無料 非会員１，０００円 

【講演①】兵放技会員のためのwebinarの使用について 

姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 

【講演②】これからオンラインイベントを企画される方へ 

   製鉄記念広畑病院 放射線科 廣田 朝司 

１）申し込み時には所属と日本診療放射線技師会の会員

番号をご記入ください。こちらからカウント申請させていた

だきます。尚、記入されていない場合はカウント申請でき

ませんのでご了承ください。 

２）ご視聴時間が９０％以上の方にメールにて医療画像情

報精度管理士の出席証明書を送付いたします。申し込み

時に証明書発行＜●希望する＞を必ず選んでください。 

３）参加方法について 

webinar 視聴方法については，参加登録管理サービスの

Peatix 上に、詳細な説明がありますので、ご確認願います。 

https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutio

ns/articles/44001934587-オンラインイベントに参加す

る             

                 

      

 

   

 

 

４）Zoomアプリのインストールについて 

医療情報管理研修会では、Zoom Webinarを利用します。

事前にZoomのホームページから、ご利用のデバイスに合

った Zoom アプリのインストール をお願いいたします。

Zoomアプリ ダウンロードサイト URL  

   https://zoom.us/download#client_4meeting 

５）医療情報管理研修会で用いる Zoom Webinarでは、視

聴時に入力いただく参加者のお名前は、他の参加者の方

からは見えませんので、本名にてご登録お願いたします。 

お問い合わせ：兵庫県放射線技師会 管理士担当理事 

       姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 

MAIL： ｍorihito585@gmail.com 

 

 

 

「医療放射線安全管理責任者の育成に向けて」 

２０２０年の４月に医療法省令の一部改正が施行され１

年が経ちました。９月現在、新型コロナウイルスが蔓延して

おり、兵庫県にも緊急事態宣言が出ています。各施設で

は新型コロナウイルス対策をとりつつ、日常業務に追われ

て厳しい日々を送られていることと思われます。 

さて「医療放射線安全管理責任者育成」のテーマで勉

強会を webinar で執り行います。万障繰り合わせの上、多

数のご参加をお願いします 

日 時： 令和３年１２月５日（日）１３：００～１５：００ 

場 所： zoomを使用したwebinar 

開会挨拶 （公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

仮）１．医療法改正の経緯と概要、診療用放射線の安全

利用のための指針の作成 姫路赤十字病院 岩見 守人 

仮）２．患者への説明 JCHO神戸中央病院 入江 潤一 

仮）３．各病院による指針作成例 

市立川西病院   後藤 和久 

神戸労災病院   大鳥 武志 

神戸赤十字病院  辻居 賢一 

姫路赤十字病院  細岡 裕之 

＊１１月のシャウカステンに詳しい内容を載せます。 

  ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

お問い合わせ： 兵庫県放射線技師会 管理士委員会 

       姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 

               MAIL： m-iwami@himeji.jrc.or.jp 

 

 

 

 

<モラルのある行動で誤解を招かないように> 

 

【セクハラにならないための言い換え方法】 

よかれと思ったり、悪気がなかったりする場合のセクハラ

対処方法は以下の通りです。 

・容姿や服装についての意見や感想を言わない 

・性別を理由にした発言はしない 

・プライベートに踏み込まない 

ちなみに「スタイルがいい」「かわいい」「色っぽい」など、一

第４回医療機関に於ける放射線管理研修会 

 

トラブル回避のための 

ワンポイントアドバイス（２）！ 
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見褒め言葉に思えますが、性的な表現でもあるため避け

たほうが良い言葉です。しかし、外見を褒めることは相手

のモチベーションアップにもなる時もあるので、可能であ

れば上手に取り入れたいものです。 

ちなみに、上手い言い換えは「さわやかですね」「上品で

すね」「清潔感ありますね」といったように、雰囲気を褒め

ると性的な表現から離れた言葉になります。 

 

 

 

 

会員専用サイトでは、読影セミナーでご講演いただきまし

たプレゼンデータを公開しています。 

その他、給与実態調査のアンケート結果や診療報酬改定

に関する情報も掲載しています。 

「今月のパスワード」を入力して、会員専用サイトへログイン

してください。 

 

 

１０月パスワード 

「 halloween 」 
兵庫県放射線技師会HP 
http://www.hyogo-rt.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

下記の通り、研修会を開催します。 

内容は２０１９年７月の夏季研修会で行った「PACS」の後

編と、一般演題を予定しています。 

日 時： 令和３年１０月２２日（金）１８：３０～ 

（１時間程度）  

参加費： 会員無料  

内 容： 

Ⅰ．講演 

「医療用画像情報システム PACS 後編」 

講師：富士フィルムメディカル株式会社 

Ⅱ．演題 

「ＣＴ装置の開口径が線量に及ぼす影響」 

演者：公立出石医療センター 橋本 大将 技師 

Zoom によるオンライン開催の予定です。申し込みは下記

アドレスまでお願いします。 

Zoom のＵＲＬは但馬支部の広報誌「えっくすれい」に掲載

します。また支部外、非会員の方には勉強会が近付きまし

たら、申し込み時にご登録のメールアドレスに送信させて

いただきます。 

問い合わせ、申し込み先： 

公立八鹿病院 画像診断科 上仲彰洋まで 

TEL ０７９-６６２-５５５５（内線１４５０番） 

MAIL： xsen@hosp.yoka.hyogo.jp 
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、皆様の施

設におかれましても大変な毎日をお過ごしのことと拝察い

たします。 

今回、北播磨総合医療センターより２名講師をお招きし、

バイエル薬品株式会社様ならびに(公社)兵庫県放射線技

師会様とともに、Zoom ウェビナー形式で特別講演会を開

催いたします。 

診療支援部 中央放射線室 安居克真 先生には、CT

造影検査時の急変対応を含め、造影CTでの安全管理を

中心にご講演いただきます。また、循環器センター長 循

環器内科部長 山田愼一郎 先生には、循環器内科医の

お立場から、コロナ禍での循環器診療・心血管イメージン

グを中心に最新の話題を含めご講演いただきます。 

スタッフ皆様お誘い合わせの上、多数ご参加くださいま

すようお願い申し上げます。なお、(公社)日本診療放射線

技師会、日本X線CT専門技師認定機構、日本救急撮影

技師認定機構の各認定単位・カウント付与申請していま

す。 

最後に、講演テーマの変更に伴い、技師の講師が当初

の予定から変更になりました。この場をお借りしてお詫び

致します。 

日 時： 令和３年１０月２５日（月）１８：３０開会 

場 所： オンライン開催(Zoom ウェビナー) 

（開会１５分前に開場予定） 

参加費： 無料 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 
 

但馬支部 

令和３年度秋季研修会のお知らせ 

 
 

第１１５回臨床画像研究会－若葉会－ 

特別講演会のご案内 
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事前登録URL： 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nw7Yp

34KTWyBIePqYefxSQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Zoom 視聴登録は、上記 URL もしくは二次元コードより

登録して下さい。(公社)兵庫県放射線技師会 Web サイト

からも登録が可能です。登録完了後、視聴用 URL が記

載されたメールが送信されます。 

テーマ： 『COVID-１９時代の画像診断』 

座長： 北播磨総合医療センター 診療支援部  

中央放射線室 室長 谷口 慎二 先生 

１．『あなたは対応できますか？  

明日から役に立つ造影CTの安全管理』 

    北播磨総合医療センター 診療支援部  

中央放射線室 安居 克真 先生 

２．『ウィズコロナ時代の心血管イメージング：最新の話題』 

北播磨総合医療センター 循環器センター長  

循環器内科部長 山田 愼一郎 先生 

お問い合わせ：北播磨総合医療センター 診療支援部 

 中央放射線室 末廣 克義 

TEL ０７９４-８８-８８００（代）  

FAX ０７９４-６２-９９２６（中放直通） 

 
 

 

 

本講演会は、肝臓MRI領域における教育的な内容を先生

方にお届けすることを目的に企画致しました。 

ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加をお待ちしてお

ります。 

日 時： 令和３年１０月２１日（木）１８：３０～２０：００ 

開催方法： オンライン開催(Zoom Webinar) 

 ※１８：２０頃より入室をご案内予定です 

登録方法： 下記URLもしくは二次元コードよりご参加登録

して下さい。登録後、視聴用 URL が記載されたメールが

送信されます。 

 https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_1jiTdcQB

T-y15UGPL3WyTA 

 

  

 

 

 

 

 

参加費： 無料 

プログラム 

座長： 北播磨総合医療センター  

放射線診断科 部長 冨田 優先生 

１８：３０～１９：１０ 

「転移性肝腫瘍における EOB-MRI」 

神戸大学医学部附属病院 放射線診断・IVR科  

講師 祖父江 慶太郎先生 

１９：１０～２０：００ 

「肝臓MRI-最近の話題-」 

神戸大学大学院医学研究科放射線診断学分野 

教授 村上 卓道先生 

問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

 TEL ０７９４-８８-８８０ 
 

 

 

 

西播画像研究会を下記の要領を web にて開催させてい

ただきます。 

ご多忙のことと存じますが、是非ご参加賜りますようお願い

申し上げます。 

日 時： 令和３年１１月６日（土）１４：００～１６：００ 

開催方式： web開催（Zoom Webinar）にて無料 

「内容」 

造影剤に関する情報提供 GEヘルスケアファーマ株式会社 

【基礎講演】 

「MAGNETOM Vidaの使用経験」 

兵庫県立姫路循環器病センター 放射線部 

肝臓MRIセミナー紹介 

 

第９２回西播画像研究会のご案内 
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寳谷 俊洋 技師 

【特別講演】 

『ASLを活用した神経疾患の病態診断』 

    兵庫県立姫路循環器病センター 脳神経内科部長 

寺澤 英夫 先生 

申し込みは下記のURLかQRコードからお願いします。（事

前登録制） 

登録完了後、視聴用URLが記載されたメールが送信され

ます。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hroG-n

dqQ92rrVV2KEoX2g 

                  

 

 

 

 

 

 

＊申し込み時には所属と日本診療放射線技師会の会員

番号をご記入ください。こちらからカウント申請させていた

だきます。尚、記入されていない場合はカウント申請でき

ませんのでご了承ください。 

＊本会は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研

究会です（更新点数５単位） 

後日、ご視聴時間が９０％以上の方にメールにて出席証

明書を送付いたします。申し込み時に証明書発行＜●希

望する＞を必ず選んでください。 

お問い合わせ： 姫路赤十字病院 放射線技術部  

藤岡 護まで MAIL： m.fujioka.hrc@gmail.com 
 

 

 

 

第１０回研究会 

テーマ： 「 ちょっとした事を伝える会」 

日 時： 令和３年１２月３日（金）１９：００～２１：００ 

Zoomウェビナーを用いて開催いたします。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-１９）が猛威を振るった

ために、我々が関わる多くの研究会や研修会がオンライン

化されました。これは参加しやすいという大きなメリットを

生み出しましたが、逆にデメリットとして小さな発見や提案

はオンラインで語られることなく個人の中に埋もれていき

ます。 

今回の研究会は学会などでは語らないであろう小さな事

柄について、あえて提案いたします。 

明日からの診療に役立つ知識になるかもしれませんので、

奮ってご参加ください。 

１． ＭＲＩ関連「タイトル未定」 

三菱神戸病院 山田 達也 

２． ＭＲＩ関連「MRIの常識 / 非常識」 

神戸大学医学部附属病院 島田 隆史 

３．ＩＶＲ関連「便利ですか？自施設のＳＰＤ～血管像影室～」 

神戸市立医療センター 中央市民病院 吉原 宣幸 

４． ＲＩ関連「その定量値、大丈夫？？」 

神戸赤十字病院 岸本  

５． ＣＴ関連「ＣＴ腫瘍相造影についてちょっとだけ考える」 

神戸赤十字病院 新井 純一 

６． ＣＴ関連「タイトル未定」 

りんくう総合医療センター 近藤 幹大 

 問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一 

ＴＥＬ ０７８-２３１-６００６ 
 

 

 

 

秋も徐々に深まり過ごしやすい気候となりました。食欲、運

動、勉強!?の季節ですね!! 県内ではワクチン接種が拡充

し、陽性者の減少が徐々にみられ、このまま消退すればと

願うばかりです。さて、頭研「はがきで定例会」は元気で活

動中です。前回の症例は比較的大きな頭蓋内占拠性病

変が確認されましたが、背景に認知機能低下があり、症状

と画像の対比、更に鑑別疾患をみてゆく必要がありました

ね。考えられる疾患の脳膿瘍、脳出血、転移性脳腫瘍、

それぞれの特徴が簡潔にまとめられ、理解することが出

来ました。関連のメトロニダゾール脳症!?初めて聞きました

が、また新しい知見が増えましたね。少しずつ「読影力」を

つけてゆきたく思います。さて、今月のテーマは先月に引

き続き「腫瘍性病変」を行います。これもまた鑑別が難し

い症例で、画像所見を一つずつ紐解いてゆきたく考えて

おります。是非、ご覧になってくださいね!! （田上 修二） 
 

 

医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

神戸頭部研究会からのお知らせ 
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     < １０月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 < １１月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０/１ （金） 第３１回医用画像学術講演会 

１０/２ （土）  

１０/３ （日）  

１０/４ （月）  

１０/５ （火）  

１０/６ （水）  

１０/７ （木）  

１０/８ （金）  

１０/９ （土）  

１０/１０ （日）  

１０/１１ （月）  

１０/１２ （火）  

１０/１３ （水）  

１０/１４ （木）  

１０/１５ （金）  

１０/１６ （土）  

１０/１７ （日）  

１０/１８ （月）  

１０/１９ （火）  

１０/２０ （水）  

１０/２１ （木） 肝臓MRIセミナー 

１０/２２ （金） 
令和３年度 淡路＆阪神支部合同webセミナー 

但馬支部 令和３年度秋季研修会 

１０/２３ （土）  

１０/２４ （日）  

１０/２５ （月） 第１１５回臨床画像研究会－若葉会－特別講演会 

１０/２６ （火）  

１０/２７ （水）  

１０/２８ （木）  

１０/２９ （金）  

１０/３０ （土） 第８回放射線セミナー 

１０/３１ （日）  

１１/１ （月）  

１１/２ （火）  

１１/３ （水）  

１１/４ （木）  

１１/５ （金）  

１１/６ （土） 第９２回西播画像研究会 

１１/７ （日）  

１１/８ （月）  

１１/９ （火）  

１１/１０ （水）  

１１/１１ （木）  

１１/１２ （金） 第３７回日本診療放射線技師学術大会 

１１/１３ （土） 第３７回日本診療放射線技師学術大会 

１１/１４ （日） 第３７回日本診療放射線技師学術大会 

１１/１５ （月）  

１１/１６ （火）  

１１/１７ （水）  

１１/１８ （木）  

１１/１９ （金）  

１１/２０ （土） 医療情報管理研修会 

１１/２１ （日） 第３２回兵庫県放射線技師会学術大会 

１１/２２ （月）  

１１/２３ （火）  

１１/２４ （水）  

１１/２５ （木）  

１１/２６ （金）  

１１/２７ （土）  

１１/２８ （日）  

１１/２９ （月）  

１１/３０ （火）  
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【 兵庫県放射線技師会事務所について 】 

対応時間は月～金 の１０：００～１６：３０ です。  

時間厳守およびおかけ間違いのないようお願いし

ます。      TEL ０７８-３５１-５１７２ 

 

ニュース原稿等の宛先 

ニュース・ご意見は、下記いずれかの方法でお送りください。  

FAXご利用の方は送信元の FAX番号並びに送信者氏名の記入をお願いします。 

なお、電子メールをご利用の方は、悪質なウィルスメールとの鑑別のため、お手数ですが件名の一部に 

「シャウカステン○月号」の記入をお願いいたします。 

（不明なメールに関しては、開封せずに消去することがあります。）  

                 ◎ 原稿締切日は 前月の第３木曜日です。厳守ください。 

E-mail： hyogoradiotech@gmail.com (添付ﾌｧｲﾙ形式 Microsoft Word) 

FAX： 078-351-2309 （兵庫県放射線技師会事務所宛） 

郵送： 〒659-8502 芦屋市朝日ヶ丘町39-1 市立芦屋病院 放射線科  阪本 正行宛 

 

≪ 求 人 情 報 ≫ 
 

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで 

○姫路中央病院 

所在地 姫路市飾磨区三宅２丁目３６ 

求人内容 正規職員 

○兵庫県立リハビリテーション中央病院 

所在地 神戸市西区曙町１０７０  

求人内容 任期付職員 

○兵庫県立淡路医療センター 

所在地 洲本市塩屋１丁目１-１３７  
求人内容 会計年度任用職員 

○兵庫県立粒子線医療センター 

所在地 たつの市新宮町光都１丁目２−１ 
求人内容 会計年度任用職員 

 

 

 

 

 

本会は皆様の会費によって運営されています。 

会費納入期限は毎年９月３０日となっております。 

事務手続き上、１０月末日時点にて会費未納の方へは発

刊物発送の停止を１２月１日以降より行います。 

申し訳ございませんが、ご了承頂きますようお願い致し

ます。 

※ご注意ください！ 

９月３０日時点にて会費未納の方には、１１月発刊物の

宛名シールへ未納表示を行っております。 

払込票の期限切れや紛失された場合は、日本診療放

射線技師会ホームページの JART 情報システムより、再

発行の申請が可能です。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

会費納入状況 （令和３年９月１０日現在） 

会 員 数 ： １，２６７名 

会費納入率 ： ６３．８５％ 

会費未納者数 ： ４５８名 
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庶 務 報 告
《新入会員》  

大傍 有真    ＜  東播支部  ＞  順心病院     京都医療科学大学 

廣見 友紀    ＜  西播支部  ＞  ツカザキ病院     神戸総合医療専門学校 

上野 雅史    ＜  阪神支部  ＞  兵庫医科大学病院    広島国際大学 

宮宇地 初美  ＜  阪神支部  ＞  兵庫県立西宮病院    神戸総合医療専門学校 

前田 翔汰    ＜  西播支部  ＞  ツカザキ病院    神戸総合医療専門学校 

角谷 和俊    ＜  西播支部  ＞  ツカザキ病院     徳島大学 

二之宮 琴香  ＜  阪神支部  ＞  兵庫医科大学病院    大阪大学 

西村 沙希子  ＜  東播支部  ＞  北播磨総合医療センター    神戸総合医療専門学校 

伊藤 理恵子  ＜  阪神支部  ＞  兵庫医科大学病院    大阪大学 

井上 優衣    ＜  阪神支部  ＞  兵庫県立尼崎総合医療センター 神戸総合医療専門学校 

高山 雄一郎  ＜  阪神支部  ＞  兵庫医科大学病院    九州大学大学院 

《転入会員》   

眞鍋 璃帆    ＜  阪神支部  ＞  笹生病院  ←  大阪府より 

薮田 和利    ＜  阪神支部  ＞  株式会社日立製作所 ライフ事業統括本部  ←  東京都より 

《転出会員》  

成田 篤      ＜  阪神支部  ＞  日本メジフィジックス株式会社  →  東京都へ 

《県内異動》  

藤田 雅利   ＜  東播支部  ＞  自宅  →  ＜  東播支部  ＞  ふくやま病院 

諸根 隆行   ＜  東播支部  ＞  兵庫県立がんセンター  →  ＜  阪神支部  ＞  兵庫県立西宮病院 

黒川 晶央   ＜ 神戸東支部 ＞ 神戸市立医療センター中央市民病院  →  ＜ 神戸東支部 ＞  自宅 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

      （所在地変更） 令和３年４月１日より「営業拠点のホームオフィス化」 

         ※支店・営業所の組織は、従来通り継続 

              日本メジフィジックス株式会社 

                〒１３６-００７５ 東京都江東区新砂３-４-１０ 

                   TEL ０３-５６３４-７４４７  FAX ０３-５６３４-５１７４ 

      （所在地変更） 令和３年８月１８日より 

         （公社）福島県診療放射線技師会 

                〒９６３-０２０１ 福島県郡山市大槻町字原ノ町３番１ 

                   TEL・FAX ０２４-９５４-７５９５  

（姓名変更） 

辻 祥子    ＜  但馬支部  ＞  →  新竹 祥子  ＜  但馬支部  ＞ 

 
 

 

 

 

 


