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地区だより 



　西湘放射線技師会　会長
　　　　　　　　　　宗像　達也

若鮎の便りが聞かれるこの頃、会員の皆さまに於かれましては益々ご健勝のことと思われます。

私たちが活動を行っている西湘地域は、箱根外輪山と丹沢山系に囲まれています。山々から湧き

出す研ぎ澄まされた清らかな水が、酒匂川・早川・千歳川へと流れ相模湾に注がれ、肥沃な土地を

形成しています。緑と水、自然の恩恵を存分に受けた豊かな地域です。

この時期は鮎釣りが解禁となり、あちらこちらの河川で糸を垂れる太公望の光景が見られ、初夏が

来たのだと感じられます。

その太公望の熱い視線を一新に受けている「鮎」は、香魚とも呼ばれ独特の芳香を持ち、スイカの

香りに似ていると言われています。生息域は日本固有であると思いきや、北海道南部からベトナム

北部までの東アジア帯の広い範囲に亘るそうです。

幼魚の産地として有名な滋賀県の琵琶湖では、全国の河川に放流されています。琵琶湖の鮎は、

琵琶湖を海の代わりに利用しているために、海水では生活できなくなっていると言われています。

この鮎を河川に放流し、その川に本来生息している鮎と交配すると、その稚鮎も海では耐えられ

ないそうです。

２０１４年６月１８日に可決された、診療放射線技師法の一部改正に伴い、業務拡大に必要な知識・

技能を習得することが努力義務となりました。現在、日本診療放射線技師会がそのスケールメリット

を活かし、会員の教育と研修のために「業務拡大に伴う統一講習会」を行っています。

具体的な内容としましては、関連法規、倫理、自動注入器による造影剤の注入、造影後の抜針・

止血、下部消化管検査の実施、IGRT時の腸内ガス吸引のためのチューブ挿入、等が挙げられます。

講習カリキュラムの中では、アナフィラキシーを含む副作用が発生した場合、速やかに医師等に連絡

し、自らが一次救命処置を実施できるシュミレーション演習等もあり、医療安全を担保しなければなら

ない私たちにとって学ぶ事が望ましいと思われます。

琵琶湖の鮎は大海を望むことは難しいですが、
私たちが「業務拡大に伴う統一講習会」を受講
することは、業務拡大という大海原に漕ぎ出して
いく事のできる「一漕ぎ」だとも考えられるのでは
ないでしょうか。

私も先日、北里大学病院の会場に於きまして
講習会を受講する機会を得ました。
実習では、神奈川県診療放射線技師会副会長の
田島　隆人先生を始め学術委員の皆さまに、親身に
なって、大変分かりやすくご指導頂きました。
この場をお借りいたしましてお礼申し上げます。
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巻頭言 



　　 日時：平成29年3月17日（金）　18：30より
場所：小田原市立病院　看護宿舎

1.開会宣言（総会資格審査）　　　長岡氏　（小田原市立病院）

　　平成29年3月17日現在の会員数91名中、総会出席有権者数84名（会場出席者18名、委任状提出者66名）で
　　有権者数の過半数45名を満たし、総会成立を宣言。

2.会長挨拶（開会の辞）　　　 宗像氏　（小田原市立病院）

3.議長選出　　　　　　　　　　　荒木氏　（小澤病院）

4.書記任命　　　　　　　　　　　橋本氏　（山近記念総合病院）　富田氏（小田原市立病院）

5.議題

○平成28年度事業報告　地区委員活動報告　　　　長岡氏（小田原市立病院）

　・平成28年度組織委員会　
　第1回平成28年5月12日　第2回平成28年7月1日　第3回平成28年7月16日　
　第4回平成28年9月8日　第5回平成28年11月10日　第6回平成29年3月9日　第7回平成29年3月26日
　・平成28年度　公益社団法人神奈川放射線技師会定時総会　平成28年5月27日
　・平成29年　公益社団法人神奈川放射線技師会　新春情報交換会　平成29年1月13日

○学術事業報告　　　　　　柳川氏　（湯河原胃腸病院）

　・平成28年度秋季学術講演会　　平成28年11月18日　小田原市立病院　　参加者30名
　①ヨード造影剤副作用に対応する　　　　　谷口氏　富士製薬工業株式会社
　②乳房専用PET装置による新しい乳がん診断　　　　　佐藤氏　株式会社島津製作所
　③総合画像ストレージ（VNA）の動向　　　　　福田氏　PSP株式会社
　④業務拡大に伴う統一講習会受講報告　　　　　岩﨑　豊氏　小田原循環器病院
　⑤一回息止め3DTrueFISP腎動脈描出の有用性　3T編　　　　　渡邉　智彦氏　小田原市立病院

○福利厚生事業報告　　　　名塚氏　（JCHO　湯河原病院）

　・平成28年夏季レクリエーション　平成28年7月15日 じんりき厨房　小田原駅前店　参加者51名
　・平成29年新年会　　　　　　　　平成29年2月10日 料亭　門松　　　　　　　　　参加者43名
　・平成28年度慶弔費　平成28年5月　　御結婚祝い　　笹尾　忠弘氏　（県立足柄上病院）
　　　　　　　　　　　　　　　平成28年8月　　お見舞い　　　中静　恒氏　（名誉会員）
　　　　　　　　　　　　　　　平成28年11月　御結婚祝い　　糸見　陽平氏　（西湘病院）
　　　　　　　　　　　　　　　平成28年12月　御結婚祝い　　松原　俊文氏　（小田原市立病院）
　　　　　　　　　　　　　　　平成29年2月　　瑞宝双光章　　中根　精氏　（小田原市立病院）

○渉外事業報告　　　　　　長岡氏（小田原市立病院）

　・子育て支援フェスティバル　　平成28年5月29日　川東タウンセンターマロニエ
　・子育て支援フェスティバル実行委員会　　第1回平成28年11月8日　第2回平成28年12月6日
                       　　　　　　　　　             　第3回平成29年2月1日　第4回平成29年2月28日

○WEB事業報告　　　　　　大久保氏（大内病院）

　・お知らせの掲載　・スケジュール掲載　・学術発表会資料の掲載　・神奈川県西部の自然放射線量報告
　・地区だより、各種報告等の掲載　・HPバージョンアップ　・プラグイン更新　・スパム処理　　　　　　　　　　
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平成28年度西湘放射線技師会定期総会  



○編集委員活動報告　　　　　杉山氏　（JCHO　湯河原病院）

　・地区だより発行　平成28年6月14日87号　平成28年10月18日88号　平成29年2月1日89号　　　　　　　　　　　

○平成28年度会計報告　　糸見氏（西湘病院）

　簡易会計内訳　1.収支残高
　　　　　　　 　　   2.会費内訳　　会員　88名　（名誉会員3名を除く）　　賛助会員　21社、1名   ※会員費3名未納

○平成28年度会計監査報告　磯貝氏（小澤病院）　平田氏（JCHO湯河原病院）

　平成28年度の会計監査を実施した結果、適正に処理されたことを認めた。

○平成29年度事業計画

　[地区委員活動計画]　　・定期組織委員会への参加
　[学術活動計画]　　　　　・年1回以上の講演会、研究会の実施
　[福利厚生事業計画]　　・夏季レクリエーション、新年会の実施
　[渉外活動計画]　　　　　・子育て支援フェスティバルへの参加、及び実行委員会への参加
　[ＷＥＢ活動計画]　　　　・地区だよりの定期掲載、活動予定と内容の更新、リンク先の充実等
　[編集活動計画]　　　　　・地区だより　年3回（6月、10月、2月）の発行

○平成29年度予算

○その他

　・会員異動報告・他
　　会員　91名（名誉会員3名）　　賛助会員　20社1名
　　入会　　　会員　　　山田　太一　氏　　　　山近記念総合病院
　　　　　　　　　　　　　　瀧　美佐紀　氏　　　　県立足柄上病院
　　　　　　　　　　　　　　亀山　桂也　氏　　　　県立足柄上病院
　　　　　　　　　　　　　　小林　潤弥　氏　　　　　 小澤病院
　　　　　　　賛助会員　PSP株式会社
　　退会　　　会員　　　深井　正隆　氏　　　　県立足柄上病院
　　　　　　　　　　　　　　和田　幸男　氏　　　　県立足柄上病院
　　　　　　　賛助会員　池田　諒三氏　株式会社池田医療電気
　・雑費について　　　宗像氏　（小田原市立病院）
　平成28年度会計報告の雑費が、予算より決算が多くなっている理由として、事務局の通信費が
　含まれている為。　役員業務における費用が実費となっている為、賛助会員の協力を頂き、
　役員の負担を減らすことを検討している。
　以上、質疑応答なく賛成多数にてすべて可決された。

6.  議長及び書記解任　　　　長岡氏（小田原市立病院）

7.  閉会の辞　　　　　　　　　平田氏（JCHO　湯河原病院）

8.　講評     　　　　　　　　　 徳安氏（メディカルテック）

　私が会長をやっていた頃より会員数も増え、活動も活発になり若いパワーを身に染みて感じました。
　現在は、装置や技術が進歩して、言うことがないほど皆様の頑張りを感じています。
　これからも会の発展の為に、私たちもサポートしていきますので、頑張っていただければと思います。

報告者 ： 書記　　橋本（山近記念総合病院）　富田（小田原市立病院）
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２月１６日 西湘放射線技師会役員会開催
２月２８日 子育て支援フェスティバル　実行委員会会議に大久保理事出席
３月９日 組織委員会に大塚理事出席
３月１７日 平成27年度西湘放射線技師会定期総会開催
３月１８日 横須賀三浦放射線技師会懇親会に宗像会長出席
３月１９日 子育て支援フェスティバル　実行委員会会議に大久保理事出席
３月２０日 神奈川県放射線技師会組織委員会に大塚理事出席
４月６日 子育て支援フェスティバル　実行委員会会議に大久保理事出席
５月１１日 神奈川県放射線技師会総会に宗像会長、大塚理事出席
５月１６日 子育て支援フェスティバル　実行委員会会議に大久保理事出席
５月１８日 西湘放射線技師会役員会開催
５月２６日 組織委員会に大塚理事出席
５月２７日 子育て支援フェスティバル準備に大久保実彦理事（大久保靖史理事、小栗理事、柳川理事）が出席
５月２８日 子育て支援フェスティバル　大久保実彦理事出席　（県技より金岩委員、鈴木委員、丸田委員、当会より

　　宗像会長、岩崎副会長、長岡事務局長、大久保靖史理事、名塚理事、柳川理事、山田氏が参加）
６月１５日 地区だより作成

平成29年2月3日（金）に、料亭門松にて参加者43名で新年会を開催いたしました。　
神奈川県放射線技師会より松本好正理事、松尾清邦理事にもご多用中にもかかわらず出席して頂き、
ありがとうございました。　また、平成28年秋の叙勲にて、瑞宝双光章を受章された中根先生より、天皇陛下
に拝謁された貴重な体験をお話頂きました。　インフルエンザが流行中にもかかわらず、出席して頂いた
会員の皆様にこの場をお借りして御礼を申し上げます。ありがとうございました。

福利厚生担当：樋口・名塚

　紫陽花の花が大輪の花を咲かせる頃となりましたが、
　会員の皆様におかれましてはますますご健勝のことと
　お慶び申し上げます。　今年も納涼会を下記のとおり
　企画させていただきました。職場を離れ、会員・賛助
　会員同士の交流を更に深める会にしたいと思ってお
　ります。ご家族やご友人もお誘い合わせの上、皆様の
　ご参加をお待ちいたしております。

　日時　平成29年7月7日(金) 18：30～20：30
　場所　じんりき厨房駅前店　0465-22-2979
　　　　　小田原市栄町1-3-12　6階
　会費　5,000円
　　お忙しいところ恐縮ですが、地区便りに同封してあるハガキにて6/30（金）までに出席の有無を
 　お知らせ下さいますよう、お願い申し上げます。
　期限を過ぎてからの申し込みは、会場整理の都合上お受けできません。あらかじめ
　ご了承頂きますようお願い申し上げます。　また、当日キャンセルの場合、実費を
　頂戴いたしますので、重ねてお願い申し上げます。
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　　本年度の学術講演会は、様々な分野について講演を行いました。 　どなたの発表も、大変興味深い内容でとても勉強になるものばかりでした。 　発表をしてくださった先生方、またご参加、ご協力頂きました会員の皆様には心より御礼申し 　上げます。

平成29年西湘放射線技師会納涼会のご案内 

平成29年新年会報告 

活動記録（2017/2/11～6/15) 
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 ２０１７ 子育て支援フェスティバル報告 

子どもたちがハッピーだったら・・・・世界はもっとよくなる！ 

小田原市子育て支援実行委員になって３年目、毎年使われるこのキャッチフレーズが大好です。  

実行委員は小田原市の子育てを支える団体有志で構成されていて 

昨年１１月より開催日に向けいろいろな議論を重ねフェスティバルを楽しみにしている子供たち、 

子どもたちを支える保護者、保護者を支えたい！！団体が一緒になって楽しめる 

そんな１日を目指して準備をしてきました。 

私たち西湘放射線技師会と神奈川県放射線技師会もお母さんの笑顔が続くよう 

“乳がん”の情報提供などを通して親子とふれあいながら活動してまいりました。 

当日は天候にも恵まれ西湘放射線技師会ブースに訪れる親子連れがたくさん参加していただき 

骨密度測定 男性５７名 女性１６７名 合計２２４名 

乳房ファントム・マンモグラフィー説明 合計２１７名 

と、大盛況で無事終えることが出来ました。 

これも技師会役員皆様１０名のアイデアと熱いハートに支えられた結果だと思っております。 

この場を借りて骨密度測定器のご協力を頂きました日本光電工業㈱様、会員の皆様に改めて 

お礼申し上げます。 
 

乳がん検診について考える。２０年前、東北大学教授 大内憲明先生の講演に出席した日は 

漠然と仕事をしていた私の生涯の転機となった日でもあります。 

“母親が乳がんで亡くなった家族、何よりも母親のいない子供のことを考えてみてください” 

“だから、マンモグラフィーの精度管理を進めていかないといけない”、、、、、 

あれから２０年、マンモグラフィー撮影認定技師が当たり前のように各病院にいる時代へと変わ 

りましたが会場でママに甘えている子供たちを見るとまだまだ変わる必要があります。 

デンスブレストの告知、乳腺超音波の精度管理、トモシンセシスの保険対応など 

実現できればもっともっとハッピーな子供が増えることと信じています。 
 
                                                       渉外理事 大久保 実彦 



名前：　梶村　昂平
所属：　山近記念総合病院・山近記念クリニック　放射線室
年齢：　２２歳
趣味：　サッカー観戦、スノーボード

今年の４月から山近記念総合病院・山近記念クリニックに就職することとなりました梶村 昂平です。
学生の立場から社会人として責任のある立場へ、環境が変わることへの不安もありましたが、優しい
先輩方に支えられて日々精進しております。
この度このようにご挨拶する機会をいただきましたので、自己紹介をさせていただきたいと思います。

生まれは両親の実家のある広島ですが、辻堂で育ちました。
最近ではテラスモール湘南や湘南T-SITEもでき、活気づいてきました。

趣味のサッカー観戦は、幼いころ祖父が好きだったJリーグについて見に行っていたことから始まり、
2012年の誕生日にサンフレッチェ広島の優勝した試合を見に行ったことがきっかけで、サッカー観戦
に行くようになりました。
やはり幼いころから見に行っているサンフレッチェ広島を応援しているので、見に行ける範囲の関東
での試合は予定が合えば応援しに行っています。

もう一つの趣味であるスノーボードは高校時代友達と始めたのがきっかけで
最近では友達と2人で行くのが毎年の行事のようになっています。
山近記念総合病院にはスノーボードが上手な先輩がたくさんいるので
趣味の方も指導してもらいながら上手くなりたいなと思っています。

以上で自己紹介とさせていただきます。最後まで読んでいただきありがとうございました。
診療放射線技師として誇りを持ち、西湘放射線技師会の一員として活躍できるよう頑張りたいと思います。
顔を合わせた際にはご指導のほどよろしくお願いいたします。
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会員紹介① 



今年から小澤病院で働くことになりました、今村　郁哉です。
放射線技師一年目の新人なので、多くのことを学び日々精進して
スキルアップに励んでいこうと思います。よろしくお願い致します。

僕は、動物が好きでペットを飼っているのですが
つい先日念願のヤモリを迎い入れました！
僕が飼いはじめたヤモリはヒョウモントカゲモドキ
という種類のもので爬虫類のなかでは
ペットとしてとても飼いやすくメジャーで人気な種類です。
その為、ここ最近、飼い始める人が増えています。

この種類のヤモリは爬虫類の中では丈夫で、日本の環境にも適しているので
初心者にも飼いやすいのも人気の理由の一つです。

またこのヤモリは体の色や模様、眼の色などが個体によって違うので見ているだけでも
楽しめます！こういったバリエーションの多いところも人気の一つです。
もし興味がありましたら爬虫類のイベントなども開催されていますので、良かったら
参加してみてください！

とりあえず好きなものの話をさせていただきましたが、私がどういった人間か少しでも
伝わればなと思います。

放射線技師として社会人としても一年目のため、分からないことだらけですが
これからお世話になることがあると思いますので、よろしくお願いします。
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会員紹介②  



　　　　氏名　安藤　汐璃

　　　　所属　小田原市立病院放射線科

　今年度から小田原市立病院放射線科に勤めさせて頂くことになりました、安藤汐璃と申します。

　昨年は東京女子医科大学病院で一年間お世話になった後、機会に恵まれ生まれ育った小田原市で

診療放射線技師として働かせて頂くことになりました。まだ出来ることが少なく、先輩方にご指導を受け

ながら早く技術を身に付けられる様、日々仕事に励んでおります。

　昔からこれと言った趣味がなく、特に社会人になってからはプライベートの時間が取れないでいました。

しかし最近の休日は、東京に出掛けたり日帰りで近場の温泉や観光に行くようになりました。また元々、

写真展や美術館等に興味があったので、これからそういったところにも足を運びたいと思っております。

数年前に興味を持っていた一眼レフカメラが購入したままの状態だったので、最近カメラも趣味に出来

るようになりたいとも考えています。

　まだまだ未熟ものですが、西湘地区の皆さんのように地域の医療に貢献できるプロフェッショナルな

診療放射線技師になれるように努力していきたいです。

簡単な自己紹介となりましたが、これからよろしくお願い致します。
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会員紹介③ 



平素より大変お世話になっております。富士製薬工業株式会社の谷口淳哉と申します。
この度は、賛助会員紹介というお話をいただきまして、誠にありがとうございます。
弊社ではX線、MRIの両分野において造影剤を扱わせていただいておりまして、

先発品のオプチレイ、マグネスコープ、後発品のオイパロミンとイオパークなど幅広く取り揃えております。

今後も、放射線科領域でお役に立てるよう努めて参ります。

《自己紹介》》
改めて自己紹介をさせていただきたく思います。
私は入社二年目で今年で24歳になります。
初めて担当する西湘地区は景色も良く道幅も広いので、
歩くのにも運転するのにも楽しいエリアだと思っております。
趣味は美術鑑賞で、中学時代からずっと油絵を描いてきたこともあり、
たまに美術館や展覧会に足を運んだりしています。
今の狭い自室では絵が描きにくいので美術室が欲しいこの頃です…
今後とも宜しくお願いいたします。

東芝メディカルシステムズ株式会社で営業を担当しております平田と申します。
平素CT,MRI装置をはじめとした画像診断機器では、大変お世話になっております。
この場をお借 りして厚く御礼申し上げます。
地域の医療に貢献し、『東芝メディカルシステムズ』に、そして『私』に愛着を持っていただけるよう、
精一杯頑張らせていただきますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

【自己紹介】

出身は東京都足立区の中でも限りなく埼玉県寄りの場所です。
趣味は、『食』です！
現在は焼鳥にはまっており、食べログの焼鳥ランキング
制覇を目指し、週末はもっぱら色々なところへ遠征を
しております。(ミーハーですみません)

また今後は『アウトドア』に力を入れていきたいと思います。
西湘地区のような豊かな自然に囲まれた場所で、
キャンプスキルを磨き、
登山なども行っていきたいと思います。
詳しい方、是非色々とお教えいただければと思います！

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
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賛助会員紹介  富士製薬工業株式会社 

賛助会員紹介  東芝メディカルシステムズ株式会社 



皆様、いつもお世話になっております。千代田テクノル横浜営業所の米田倫悟と申します。
弊社のサービスといえば、個人被ばく線量を測るガラスバッジや作業環境測定などをイメージ
して頂いている方も多いと思います。
最近のトピックスといえば、目の水晶体の線量測定が出来るDOSIRIS「ドジリス」という商品です。
まだ試験段階で、販売にはいたっておりませんが、
IAEAのガイドラインに対応して、眼の近傍にドジリス
を装着し3mm線量当量が測定出来ます。
ガラスバッジやドジリスのみならず、放射線施設のことで ドジリス装着
お困りのことがあればお声がけ頂ければ幸いです。

私が米田です。
プライベートの話をします。私は日本酒やビールが 水晶体の線量
好きで、旅行先では地酒を飲んだり、お土産に 　測りませんか？
買って帰ったりして、休日は楽しんでおります。
今年、会社の同期で行った山梨旅行ではワインの工房に
行って、試飲会を楽しんできました。一般にワインは渋くて
苦手なイメージを持っていたのですが、山梨ワインは飲みやすく
試飲なのに何杯も飲んでしまいました。
お土産はワインではないのですが、山梨のうめ酒です。
ゴールデンウィークで実家に久々に帰ったときに、両親と一緒に
飲みました。うめ酒もとても美味しかったです。
今後とも何卒宜しくお願い致します。
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エーザイ株式会社 

平素は大変お世話になっております！ 
エーザイ株式会社の山本和誠と申します！  

この度は、賛助会員紹介という貴重な場を 
頂きまして、感謝申し上げます。イオメロン、 

プロハンス等の造影剤と肝がんの塞栓物質 
ディーシービーズを取り扱っております。 

今後とも、より質の高い情報提供を心がけ、 

医療と皆様の健康に貢献してまいります。          

《自己紹介》  
岡山県倉敷市出身、岡山大学工学部卒業し、 
 初めての配属地が神奈川県でした。現在 
社会人3年目となりました。趣味は、アウト 
ドアと旅です。学生時代は、ヒッチハイクや 
海外を一人旅していました。最近は、サーフ 

ィンや一人でカフェに行く趣味が増えました。 
こんな私ですが、責任感と熱い気持ちをもっ 

て日々精進して参りますので、 今後とも 

ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

 

賛助会員紹介  株式会社千代田テクノル 

賛助会員紹介  エーザイ株式会社 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成29年6月15日　現在
　 本会会員数　94名　（うち名誉会員　3名）　 　賛助会員20社と1名

★入会 会員 梶村　昂平　様 （山近記念総合病院）
泉　浩将　様 （小澤病院）
今村　郁哉　様 （小澤病院）
平野　恵里香　様 （足柄上病院）
高根　信明　様 （足柄上病院）
安藤　汐璃　様 （小田原市立病院）
大村　國喜　様 （小田原市立病院）

★退会 会員 相原　弘行　様 （山近記念総合病院）
小林　潤弥　様 （小澤病院）
坂久保　正美　様 （足柄上病院）
北川　藍　様 （足柄上病院）
池田　諒三　様 （株式会社池田医療電機）

賛助会員 テルモ株式会社　様

　　　訃報
　　　　小田原市立病院の長岡　敏　様のご尊父　長岡　克則　様におかれましては
　　　　　　平成29年4月25日にご逝去されました。
　　　　　　　　　　　　　　ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

　☆西湘放射線技師会は会員の皆様からの大切な年会費によって運営されています。
　　会費の未納は、適正な会運営に支障を来たしますので、皆様のご理解とご協力を
　　お願い致します。

　☆今後郵送先等の変更がございましたら、お手数ですが事務局までご連絡頂くよう
　　お願い致します。

　☆現在、西湘放射線技師会　http://westpoint.sakura.ne.jp/www/のホームページが
　　開設されております。活動報告や行事等を随時更新して参りますので是非ご覧下さい。

　☆地区だよりの表紙のスナップ写真は随時受け付けております。会員の皆様が撮られた
　　風景写真や珍しい写真等がありましたらお近くの役員、または事務局までご連絡
　　お願い致します。

今年も、富士ヒルクライムに参加してきました。結果は、昨年の記録を更新できず、散々なものでした。
富士山五合目までを自転車で登るのは苦しくて、走りながら参加した事を後悔していましたが、
登り切った時の達成感は大きく、途中のつらさも忘れてまた来年も参加したいと思っています。

たかぎん

　　　　　　　　　　　　編集担当　：　高木　敬紀　・　稗田　洋二郎　・　杉山　正和
　　　　♢事務局♢
　　　　　　🏣250-8558　　小田原市久野４６番地　小田原市立病院　放射線科内
　　　　　　　「西湘放射線技師会　事務局」　℡：0465-34-3175　（内線5020）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　：　長岡　敏
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会員の移動 

掲示板 

お知らせ 

編集後記 


