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事 務 連 絡

平成30年4月2日
診療放射線技師法改正に関する法律の一部改正に伴う講習会の実施について

――「業務拡大に伴う統一講習会」――
主催公益社団法人日本診療放射線技師会

共催一般社団法人島根県診療放射線技師会

業務拡大に伴う統一講習会の島根県開催（第 6回）のご案内

診療放射線技師法が平成26年6月18日に一部改正され、翌年4月1日に施行されました。具体的

には、①CT･MRI検査等での自動注入器による造影剤の注入や造影剤注入後の針の抜針・止血、

②下部消化管検査の実施（肛門にカテーテルを挿入する行為も含めて）、③画像誘導放射線治療

時の腸内ガス吸引のためのカテーテル挿入であり、診療放射線技師の業務内容が拡大しました。

以上の拡大業務を行うための絶対条件として、医療の安全を担保することが求められています。

そこで、この業務拡大に伴う必要な知識、技能を習得することを目標とし、“業務拡大に伴う

統一講習会”と称し、厚生労働省の後援で、島根県において2日間にわたり実施することとしま

した。

なお、本講習会は、厚生労働省と公益社団法人日本診療放射線技師会が検討したカリキュラム

に従い、各都道府県診療放射線技師会が講習会を運営し、一定レベルの講習会を全ての診療放射

線技師が受講できる環境を提供することを目的としています。

記

講習会名 6/23－24 業務拡大に伴う統一講習会（島根県）

日 時 平成 30 年 6 月 23 日㈯ ～ 24 日㈰

会 場 松江市立病院 がんセンター 3階 講堂

受講料 会員 15,000円 非会員 60,000円
※ ここでの会員とは、日本診療放射線技師会の会員のことで、県技師会の

みの入会の方は非会員扱いとなります。

定 員 60名
申込方法 JARTホームページ内の情報システム内のメニュー

「生涯教育･イベント参加のお申込み」から申し込んでください。

※ JART情報システムに利用登録していない非会員の方は、まず、JARTホー

ムページより、新規利用登録を行ってください。お申し込み後、払込用紙

をお送り致しますので、その用紙をご利用の上、参加費を払い込みくださ

い。払込票記載の支払期限までにお支払いいただけない場合、自動的に

キャンセルとなりますのでご注意ください。

申込期間 平成 30 年 5 月 7 日㈪ ～ 平成 30 年 6 月 8 日㈮

お問合せ 一般社団法人島根県診療放射線技師会 総務部まで

E-mail：officesart@fuga.ocn.ne.jp

（過去に開催した講習会の受講実績による割引があります）

①静脈注射静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会修了者

会員 13,000円 非会員 50,000円
②注腸X線検査臨床研修統一講習会修了者

会員 5,000円 非会員 35,000円
①+②の講習会修了者

会員 3,000円 非会員 15,000円
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平成30年5月吉日

平成30年度
主催 ：公益社団法人日本診療放射線技師会
共催 ：一般社団法人島根県診療放射線技師会

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー開催のご案内

島根県診療放射線技師会では、日本診療放射線技師会と共催し、新人診療放射線技師を対象とし
たフレッシャーズセミナーを開催することとなりました。

本セミナーは、医療者として必要な医療安全学、医療感染学、エチケット･マナーを学ぶだけで
はなく、診療に対応できる新人診療放射線技師として知っておくべき基礎知識の習得を目的として
開催します。

対 象 入職後 1～3 年目の診療放射線技師（会員の有無は問いません）
日 時 平成30年8月11日㈯ 12:30～18:30（12:00 受付開始）
会 場 えだクリニック整形外科リハビリテーション科

PICTORU いずも画像診断室 2階 休憩室
（〒693-0001 出雲市今市町藤ヶ森2074 出雲メディカルモール西隣 TEL 0853-25-8511）

参加費 無料（修了証を発行します）
受付期限 平成30年7月27日㈮
申込方法 以下のいずれかの方法でお申込ください。

① 総務部（事務局）へのメール（氏名、所属施設名、連絡先電話番号）
② 同封の返信ハガキ

【お問い合せ･申込先】
（事務局）一般社団法人島根県診療放射線技師会 総務部長 松井 賢
（総務部mail）officesart@fuga.ocn.ne.jp
〒693-8555 島根県出雲市姫原４丁目1-1 島根県立中央病院 放射線技術科内
TEL 0853-22-5111（内線7716） FAX 0853-21-2975

【お知らせ】
・ 次のいずれかに該当する場合、修了とみなされません。

ア） 講習時間に対し、欠課の合計時間が1割を超えた場合
イ） 欠課が15分を超えたコマが1つでもあった場合

・ 本セミナー修了者には、生涯教育「学術研修」カウントが付与され、日本診療放射線技師会
より記念品を贈呈します。

・ 本セミナー終了後に、福利厚生事業とし「ボウリング大会」と「情報交換会（受講生会費
1,000円）」を開催しますので、ご参加ください。

以上

セミナープログラム・講師
12:00～12:30 受付
12:30～12:35 開会挨拶
12:35～13:05 エチケット･マナー えだｸﾘﾆｯｸ整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 内田 幸司
13:05～13:35 医療コミュニケーション 島根大学医学部附属病院 新藤 陽子
13:35～14:05 医療安全 島根大学医学部附属病院 宮原 善徳
14:15～15:15 胸部撮影 松江市立病院 南京 貴広
15:15～16:15 気管支解剖 島根県立中央病院 山根 慎士
16:25～17:25 感染対策 松江赤十字病院 古川 春美
17:25～17:55 医療被ばく低減 益田地域医療センター医師会病院 青木 早和
17:55～18:25 入会案内 島根県立中央病院 山田 正雄
18:25～18:30 閉会挨拶
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平成30年5月18日

一般社団法人島根県診療放射線技師会
会員各位

一般社団法人島根県診療放射線技師会
会 長 山田 正雄
企画部長 生田 浩司

＜平成30年度福利厚生事業＞

ボウリング大会開催のご案内

拝啓

晩春の候、会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は本会の運営に対し格
別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度本会では福利厚生事業の一環として、スポーツで爽やかな汗をかいて、会員の親睦
を深める目的でボウリング大会を下記の通り開催することとなりました。

また、大会終了後には会費制の情報交換会（同日開催のフレッシャーズセミナーとの合同）も開催
いたします。多忙中とは存じますが、会員の親睦を深めるためにも多くの皆様のご参加をお待ちし
ております。
なお、家族での参加も歓迎いたします。奮ってご参加ください。

敬具
記

日 時 平成 30 年 8 月 11 日㈯ 17:00 ～ 21:00
会 場 ○ボウリング大会

出雲会館センターボウル（出雲市渡橋町112 TEL 0853-22-5050）
○情報交換会
ラピタビアガーデン（出雲会館センターボウル隣）

申込先 officesart@fuga.ocn.ne.jpへメールで申込みをお願いします。
※ スポーツ保険に加入しますので、申込時に「氏名」「所属」「生年月日」
「大会当日連絡の付く電話番号」についてご連絡ください。
※ ボウリング大会・情報交換会のどちらか一方の参加でも大歓迎です。

〆 切 平成 30 年 7 月 31日㈫

◎スケジュール 17:00～開会式、チーム発表、ルール説明
17:10～ゲーム開始
18:30～閉会式、順位発表、表彰式
19:00～情報交換会

◎注意事項 ✔宿泊の必要な方は各自で対応をお願いします。
✔ゲーム代、シューズ代（参加者数による）を技師会で負担します。

以上
【お問い合わせ先】

生田浩司（一般社団法人島根県診療放射線技師会 企画部長）
〇事務所

〒690-0332 松江市鹿島町佐陀本郷133番地2
TEL 0852-33-7251 FAX 0852-33-7451
E-mail：officesart@fuga.ocn.ne.jp 

〇勤務先
松江市立病院 中央放射線科（〒690-8509 松江市乃白町32番地１）
TEL 0852-60-8000（内線1509）



一般社団法人 島根県診療放射線技師会 第２７４号 2018/6/1

理事会理事会

平成30年5月13日（日）島根県立中央病院 2階 大研修室（出雲市）において、第68回定時総会が開催

されました。

始めに永年勤続20年表彰が行われ、その後議事に入り、第1号議案

（平成29年度事業報告）、第2号議案（平成29年度決算報告）、第3号

議案（平成29年度監査報告）、第4号議案（平成30年度事業計画案）

第5号議案（平成30年度予算案）が審議され全議案が可決されました。

最後に新入・転入会員の紹介にて、閉会されました。

各理事会の議事録は、一般社団法人島根県診療放射線技師会のホームページ

（http://shimane-art.jp/）に掲載しておりますので、ご確認ください。
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○平成 30 年度 第１回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会

【会議方法】 メール会議

【会議期間】 平成30年4月17日㈫ ～ 平成30年4月23日㈪

【構 成】 20名（理事18名、監事2名）

○平成 30 年度 第２回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会

【開催日時】 平成30年5月13日㈰ 14:45 ～ 16:30
【会 場】 島根県立中央病院 放射線控室（出雲市姫原4丁目1-1）
【構 成】 20名（理事18名、監事2名）

定時総会定時総会
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平成30年3月4日㈰、松江市立病院 がんセンター3階講堂にて、平成29年度一般社団法人島根県診療放射

線技師会｢春季学術大会｣が開催されました。会員より12演題もの研究発表があり、活発な質疑応答が交わ

されました。またランチョンセミナーとしてGEヘルスケア・ジャパン株式会社様より最新機器の情報提供

があり、その後市民公開講座として松江市立病院放射線科部長 森山正浩 先生をお招きし、｢放射線治療の

お話｣としてご講演をいただきました。質疑応答では一般市民から切実な質問もあり、大変有意義な市民公

開講座となりました。

～会員研究発表１～ 座長：宮井純平（島根県済生会江津総合病院）、北昌宣（島根大学医学部附属病院）

１．｢USによるアキレス腱計測をもとにしたX線撮影の検討｣ 松江市立病院 井田早春

２．｢超軽量移動型デジタルX線撮影装置の使用経験｣ 島根県立中央病院 曽田 葵

３．｢低格子グリッドを併用した散乱線補正処理の基礎検討｣ 島根県立中央病院 塩谷 葵

４．｢当院の倍プレーン血管造影装置における散乱線線量分布図の作成｣ 松江市立病院 岩坂 徹

５．｢当院でのDWIBS検査の取り組み｣ 松江生協病院 白石悠輔

６．｢Flex Small 4chコイルにおける感度分布計測について｣ 島根大学医学部附属病院 小西翔子

～会員研究発表２～ 座長：甲斐功一（島根県立中央病院）、藤原秀司（松江赤十字病院）

７．｢電子治療における皮膚－ボーラス間の空気層が線量分布に与える影響の基礎的検討｣

島根県立中央病院 小嶋菜摘

８．｢当院における前立腺画像誘導放射線治療の現状｣ 松江市立病院 中村浩人

９．｢VMATのコミシショニング｣ 松江市立病院 南京貴広

10．｢当院における223Ra内用療法の現状｣ 島根大学医学部附属病院 上部星雄

11．｢新規PET装置で画像はどのようにかわったのか‐Bodyファントムを用いた従来装置との比較‐｣

松江赤十字病院 陰山真吾

12．｢高度外傷センターにおける診療放射線技師の役割｣ 島根大学医学部附属病院 山根孝弥

～ランチョンセミナー～

｢最新機器情報｣ GEヘルスケア・ジャパン株式会社

～市民公開講座～ 司会：古川春美（島根県診療放射線技師会 副会長）

座長：山田正雄（島根県診療放射線技師会 会長）

｢放射線治療のお話｣ 松江市立病院 放射線科部長 森山 正浩 先生
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島根県立中央病院 大塚世津子

県中OBの岩﨑一人さんから飯南病院の田部裕子さんを経由してバトンを受け取りました。お二人には大変お

世話になっておりますので、断るわけにはいきません。引退・退職が頭をよぎる身ではありますが、日頃思っ

ていることを書いてみようと思います。

今春から、自宅通勤をしていた娘の転勤により、何十年ぶりに夫婦水入らず(?)の生活になりました。ペット

もおりません。仕事・家事・育児にとバタバタしていた頃と比べ、時間が違った流れ方をしていると感じます。

穏やかな時間です。

岩﨑さんより、夫婦二人が熟年離婚などせずにうまく生活するコツは、「だんなにヤイヤイ言わないこと」

「お互いに関心を持たないこと」と教わりました。只今、忠実に守っています。

休日は、長い間育んだママ友達とランチしたり、お出かけしたり、だんなと図書館にせっせと通って本を読

んだり（月４冊を目指しています）、年に何度かは娘とジャニーズのドームコンサートに出かけたりとそれは

それは楽しいです。大学時代の友人とも何年ぶりに再会しました。

今、髪を振り乱して毎日を送っている人、もう少ししたら楽になるからね。

もうじき迫ってくる義母の介護の日々まで、もう少しゆったりとした時間とともに働きたいと思います。

（息子の学費が必要です）もちろん仕事はちゃんとやりますよ！

２年前に大きな病気をしてちょっと考え方が変わりました。今日解決できないことはそれ以上考えない。生

きていればいろいろあるけれど、考えても答えの出ないことは考えない。ナントカナルサ・ケセラ・セラ。

現実はなかなか難しいですが・・・・。

最後に ①性格は顔に出る ②生活は体型に出る ③本音はしぐさに出る ④感情は声に出る ⑤センスは

服に出る ⑥美意識は爪に出る ⑦清潔は髪に出る ⑧落ち着きのなさは足に出る 新聞に載っていたと知

人に教えてもらいました。みなさんどうでしょう。意識して毎日を送りたいものです。

次回は、私の中学・高校の後輩にあたります、（大学は到底及びません（笑））松江赤十字病院の佐藤知子

さんにバトンを渡します。頼もしい後輩です。お題がいりますか？県都松江の面白そうな場所・味・おすすめ

スポットなど紹介してください。

よろしくお願いします。
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Relay EssayRelay Essay

平成30年5月13日（日）に島根県立中央病院２階大研修室にて｢春の学術講演会｣が開催されました。

今年度は春の学術講演会の前にモーニングセミナーを設け、えだクリニック整形外科リハビリテーション科

尾崎史郎会員様より超基礎講座として｢膝関節のMR撮影方法 ～スポーツ外傷を中心に～｣というタイトルで

スポーツ外傷の症例を通して、撮影のポイントをご教示頂きました。その後GEヘルスケア・ジャパン株式

会社 法務本部 リーガル・カウンセル弁護士・ニューヨーク州弁護士 野末光章先生をお招きし、｢病院側か

ら見た医療訴訟のリスクとその対応について｣と題し、民事裁判、刑事裁判といった基本的な話から、医療

訴訟におけるリスクと対応について、医療裁判の判例を基にお話をされ、最後に訴訟紛争にならないための

注意点と、紛争になった場合の注意点をご教示いただきました。普段なかなか弁護士の話を聴く機会がない

我々にとって、今回の講演はとても良い企画になったのではないかと思います。
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第 34回 日本診療放射線技師学術大会

第 6回 アジア放射線治療シンポジウム 開催案内

1. 日 時 平成30年9月21日㈮～23日㈰

2. 会 場 海峡メッセ下関・下関市生涯学習プラザ

3. 大会テーマ 国民と共にチーム医療を推進しよう

―時代の潮流を見極める―
4. 参加登録期間 平成30年2月5日㈪～7月31日㈫終日

5. 参加費

6. 情報交換会

・日 時 平成30年9月21日㈮ 19:10より

・会 場 海峡メッセ下関 4階 イベントホール

・費 用 事前参加登録 7,000円、当日参加登録 10,000円

※ 詳細は大会HP（http://www.convention-w.jp/jcrt34/index.html）をご確認ください。

※ 事前参加登録はJART情報システムより行ってください。
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第 14回 中四国放射線医療技術フォーラム 開催案内

1. 日 時 平成30年11月3日㈯🎌・4日㈰

2. 会 場 公益財団法人広島市文化財団
JMSアステールプラザ

3. 大会テーマ ｢過去から未来への提言｣

4. 事前参加登録期間 （未定）

5. 演題募集期間 平成30年7月1日㈰～7月31日㈫

6. 情報交換会

・日 時 平成30年11月3日㈯ 18:30～20:30

・会 場 グランドプリンスホテル広島 2F「瀬戸内の間」

（〒734-8543 広島市南区元宇品町23-1）

※ 学会会場より無料送迎バスが出ます。

※ 詳細は大会ホームページ（http://csfrt2018.umin.jp/index.html）をご確認ください。

※ 島根県から多数の演題登録ならびに学会・情報交換会への参加を宜しくお願いします。

第34回 JCRT

正会員 非会員 学生

事前参加登録 10,000円 15,000円 2,000円

当日参加登録 14,000円 18,000円 2,000円

CSFRT2018
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 島根県第6回 業務拡大に伴う統一講習会

日 時 ： 平成30年6月23日（土） ～ 24日(日）

会 場 ： 松江私立病院がんセンター 3階 講堂

＊詳細は島根県診療放射線技師会ホームページ（http://shimane-art.jp/）をご確認ください。

 平成30年 その他の予定

 6月 9日（土） 第14回 山陰乳房画像研究会 学術フォーラム （米子市）

 6月16日（土） 第2回 島根救急撮影技術フォーラム （出雲市）

 6月23日（土） 第8回 島根医療情報技術フォーラム （松江市）

 6月30日（土） 第90回 Informal  Meet ing in 益田 （益田市）

 7月 6日（土） 第84回 島根画像診断研究会 （出雲市）

 7月14日（土） 第22回 山陰アンギオ研究会 （出雲市）

 7月14日（土） 第40回 ひろしま乳房画像研修会 （広島市）

 7月27日（日） SUMMER SEMINAR IZUMO （出雲市）

 8月25日（日） 第20回 島根64CLUB （出雲市）

11月11日（日） 平成30年度 秋季学術大会 （松江市）

12月2日（日） 2018レントゲン週間｢あなたのための医療放射線展｣ （出雲市）

 平成30年度 福利厚生事業 「ボウリング大会」

日 時 ： 平成30年8月11日（土） 17:00 ～ 21:00

会 場 ： 〇 出雲会館センターボウル（出雲市渡場市町112） TEL：0853-22-5050

〇 情報交換会：ラピタビアガーデン（出雲会館センターボウル隣）

＊詳細は島根県診療放射線技師会ホームページ（http://shimane-art.jp/）をご確認ください。

 平成30年度 診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー

日 時 ： 平成30年8月11日（土） 12:30 ～ 18:30

会 場 ： えだクリニック整形外科リハビリテーション科 PICTORU いずも画像診断室 2階 休憩室

＊詳細は島根県診療放射線技師会ホームページ（http://shimane-art.jp/）をご確認ください。

 第34回 日本診療放射線技師学術大会

日 時 ： 平成30年9月21日（金）～23日（日）

会 場 ： 海峡メッセ下関 ／ 下関市生涯学習プラザ

 第14回 中四国放射線医療技術フォーラム

日 時 ： 平成30年11月3日（土）～４日（日）

会 場 ： 公益財団法人 広島文化財団JMCアステールプラザ

今後の予定

 平成30年度 緊急被ばく医療におけるスクリーニング測定及び、漏洩線量測定・散乱線測定講習会

日 時 ： 平成30年9月2日（日） 10:00 ～ 12:00

会 場 ： 大田市立病院 2階 第一会議室

＊詳細は島根県診療放射線技師会ホームページ（http://shimane-art.jp/）をご確認ください。
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平成 30 年 6月 1 日
一般社団法人島根県診療放射線技師会

会 員 各 位

一般社団法人島根県診療放射線技師会

会 長 山 田 正 雄

一般社団法人島根県診療放射線技師会 年会費の納入について（お願い）

謹 啓

入梅の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本会の運営に対し格別のご高配

を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このことについて、平成30年度会費を下記のとおりご請求申し上げておりますので、適正な会
務遂行のために納入期限までにご納入頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

謹 白
記

＊合算請求伝票で会費をお支払いただきますと、JART情報システムで会費納入済みと確認できます。
＊受領証は、JART情報システムで会費納入済みとなるまで大切に保管しておいてください。

【お問い合わせ先】

栗山靖之（一般社団法人島根県診療放射線技師会 財務部長）

E-Mail：officesart@fuga.ocn.ne.jp TEL：0856-22-1480
〒698-8501 益田市乙吉町イ103－1 益田赤十字病院 放射線科部

一般社団法人島根県診療放射線技師会・公益社団法人日本診療放射線技師会 両会に加入されている会員

1.会費納入期間 平成 30 年 3 月 11 日～平成 30 年 9 月 30 日

2.会費納入額 22,000 円（平成 30 年度合算会費額）

島根県診療放射線技師会会費 7,000円＋日本診療放射線技師会会費 15,000円
島根県診療放射線技師会会費、日本診療放射線技師会会費を合算しての納入

3.会費請求 日本診療放射線技師会から納付書を送付

納付書はゆうちょ銀行かコンビニにて支払いが可能
銀行振替による支払いも手数料本人負担で可能、口座引き落としも合算請求に対応

4.手数料 ゆうちょ銀行、コンビニ、口座引落（本人無料；日放技負担）、銀行振替（本人負担）

5.請求時期 平成 30 年 3 月納付書発送済み

一般社団法人島根県診療放射線技師会 のみに加入されている会員（県会員）

1.会費納入期間 平成 30 年 6 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日

2.会費納入額 7,000 円（平成 30 年度島根県診療放射線技師会会費）

3.納入口座 銀行名 山陰合同銀行 本店営業部 口座番号 （普通） 2471947

店番号 001 口座名 一般社団法人島根県診療放射線技師会会長山田正雄

4.推奨納入方法 山陰合同銀行ATM扱いで、キャッシュカードによる山陰合同銀行本支店からの振込。
（振込手数料は金額に関わらず無料）

【ご注意】
ATM扱いの現金による振込、窓口からの振込、他銀行からの振込等は振込手数料が必要
となります。

5.振替口座による
納入方法

払込取扱票をご利用ください（振込手数料は利用者負担です）

銀行名 ゆうちょ銀行 松江店 口座番号 01350－3－97978

加入者名 ｼｬ）ｼﾏﾈｹﾝｼﾝﾘｮｳﾎｳｼｬｾﾝｷﾞｼｶｲ（一般社団法人島根県診療放射線技師会）

6.請求時期 平成 30 年 6 月請求書発送済み
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事 務 連 絡
平成 30年6月1 日

一般社団法人島根県診療放射線技師会

会 員 各 位

一般社団法人島根県診療放射線技師会

会長 山 田 正 雄

年会費の口座自動振替手続きのご案内

拝啓 入梅の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて日本診療放射線技師会では、毎年の年会費を会員様のご指定金融機関預金口座より自動振替にて納入

いただくことを推奨しております。

自動振替では、金融機関、コンビニの窓口での面倒な支払い作業が不要な上、自動振替による手数料もあり

ません。うっかり未払いによる会員資格停止や除籍処分の心配がありません。この機会に是非「年会費の口

座自動振替」への切り替えをご検討ください。

お申し込みを希望される方は、手続きの詳細および預金口座振替依頼書をお送りしますので、島根県診療

放射線技師会総務部までご連絡いただきますようお願いいたします。

なお、今回のお申し込みによる会費の引き落としは、平成31年度以降分からとなり、今年度の会費は従来通
り、お手元に郵送された払込書によりご納入ください。

敬具

事 務 連 絡

平成 30年6月1 日
一般社団法人島根県診療放射線技師会

会 員 各 位
一般社団法人島根県診療放射線技師会

総務部長 松 井 賢

総務部より会員情報把握のためのお願い

平素より会務運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。総務部では円滑な会務運営のため正確

な会員情報の把握に努めております。つきましては会員情報（転入・転出、氏名、勤務先、自宅住所、連絡

先、メールアドレスなど）に変更がありましたら、JARTホームページ（http://www.jart.jp）内のJART情
報システムにログインしていただき、速やかに変更手続きをお願いいたします。

ただし、退会される場合は、変更届（退会）を島根県診療放射線技師会まで、ご提出していただく必要が

ありますのでご注意ください。

島根県診療放射線技師会としましては、インターネット環境のある会員様にはJART情報システムを積極
的にご利用いただきたいと考えておりますが、インターネット環境の無い会員様や手続きについてご不明な

点がある会員様は、ご遠慮なく総務部までご連絡ください。

なお、県技師会にのみ登録しておられます会員の皆様で、会員情報に変更がありましたら、従来通り変更

届を総務部までご郵送いただきますようお願いいたします。

今年度も島根県診療放射線技師会ならびに日本診療放射線技師会へのご理解ご協力を宜しくお願いします。

【お問い合わせ先】

松井 賢（一般社団法人島根県診療放射線技師会 総務部長）
E-mail ：officesart@fuga.ocn.ne.jp 事務所TEL : 0852-33-7251 事務所FAX : 0852-33-7451

〇総務事務局／勤務先 島根県立中央病院 放射線技術科内
〒693-8555 島根県出雲市姫原 4丁目 1-1
TEL : 0853-22-5111（内線7716） FAX : 0853-21-2975（代表）
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