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第１０１回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告 

                     
平成２６年３月２３日(日)１３：３０より 神戸市勤労会館にて第１０１回通常総会が執り行われた。 

今総会では下記についての審議であった。 

１．平成２６年度事業計画（案） 

２．平成２６年度予算（案） 

３．その他 

清水会長による会長挨拶のあと、第１号議案 「平成２６年度事業計

画案」 を清水会長が、第２号議案 「平成２６年度予算案」 を会計

担当 山本理事が説明した。また、その他として第３号議案では同

じく山本理事より 「資金調達及び設備投資の見込みについて」 の

説明があった。 

出席状況は会員数１２８０名中、出席者数４３名、委任状提出者

数６６６名、計７０９名であった。 

 １・２号議案は全員賛成にて可決された。また、第３号議案も 

承認された。 

  

平成２５年度 第２回支部連絡協議会報告 

平成２６年３月２３日(日)１０：００～１２：００、神戸市勤労会館において

第１０１回総会に先立ち、標記協議会が開催された。 

今回は各支部役員・理事・監事の３７名の出席となった。 

清水会長より挨拶・日本放射線技師会の動向・平成２６年度事業計画

案及び予算案についての説明がなされた。続いて各理事からの報告及

び支部への協力依頼、各支部からの報告と質疑応答が行われた。 

支部からはホームページ上の記載間違いの指摘やより見やすいＨＰ 

にしてほしいとのご意見があった他、会員であることのメリットをよりアピ

ールするなどの会員減に対する対応策、給与調査の回収率の少なさと 

ＪＡＲＴでの給与調査との重複、会費の誤請求の問題、会員名簿がない

ことの不便さ、など活発なご意見・要望があった。執行部にて検討できる

ものは今後検討を重ねていくとともに、県に確認するべきこと、ＪＡＲＴへ

要請することはそれぞれに対応していくものとした。また、本部・支部事

業へより多くの会員が参加できるよう、お互いに重複しないため、ＨＰ等を活用してより早く事業計画を公表していくこととなった。 

   

Ｓｃｈａｕｋａｓｔｅｎ 
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－厚生委員会－ 

第20回新入会員歓迎交流会報告 

 

 みだしの交流会を２月２２日～２３日にはりま日時計の丘公園

（西脇市）で予定どおり開催しました。 

 参加者数は１４名（内訳：入会５年未満の会員４名、入会後５年

以上の会員１０名）でした。 

 今回は、複数の研修会やセミナーの開催と重なったことが影

響してか、参加者数がこれまでより少なくなりました。しかしなが

ら、半蔀副会長に参加いただき、技師会関連や診療放射線技

師法改正の動向など、とても興味深いお話をゆっくり聞ける大変

有意義な交流会となりました。 

 参加されました皆様、本当にありがとうございました。 

 次回は、本年夏頃（場所未定）に開催する予定です。詳細は

今後の兵放技ニュースでお知らせします。 

                             （厚生委員 原） 

 

-調査委員会- 

給与実態調査集計結果について 

 

 会員の皆様におかれましては、本会事業に対し格段のご協力
を賜り厚くお礼申し上げます。 

現在、｢平成２５年度給与実態調査｣集計結果を本会ホームペ

ージ、メンバーズサイトにて公開しております。今回は、兵庫県

放射線技師会会員データベースの調査も同時に行いましたの

で合わせてご覧下さい。閲覧には個人用ログイン IDとパスワー

ドが必要となっておりますので、これを機に IDとパスワードを取

得して下さい。 

 

お問い合わせ 

兵庫県立尼崎病院 検査・放射線部 水口健二郎 

ＴＥＬ ０６－６４８２－１５２１（２８０）  

 

-医療サービス向上特別委員会- 

原稿募集のご案内 
 

 医療サービス向上特別委員会は、我々診療放射線技師の患
者様に対する説明責任を果たすことへの啓発活動を目的として、

平成１８年度兵庫県放射線技師会総会にて承認を受けて以来

継続して活動を行っている特別委員会です。 

  

ひとことに「医療サービス」と言いましても患者様への説明責任

だけではなく、国の医療施策のような大規模なものから、現場ス

タッフ１人１人の心がけのようなものまで、その言葉が指し示す

ものは多種多様にわたっています。 

当委員会では、個人の意識改革もしくは業務や環境改善の

参考としてお役立ていただけるよう、「医療サービス向上 ～

我々の取り組み～」と称し、各施設における医療サービス向上

のための取り組みについて情報をお寄せいただき、随時会誌

に掲載させていただいております。 

 現在、会員みなさまからの「医療サービス向上」に関する情報

を募集しております。どんな小さなことでも構いません、医療サ

ービス向上を目指したご自身の取り組みを是非お寄せ下さい。  

また、患者として他院を受診した際に印象が良かった施設や

役立つ書籍・記事等の耳寄り情報など、「医療サービス向上」に

関する情報がありましたら是非ご紹介下さい。 

お寄せいただく情報および原稿について 

原則として電子メールをご利用下さい。 

原稿については下記要領で作成したファイルを電子メール 

に添付してお送り下さい。 

なお、画像については、あらかじめ本文中にレイアウトの 

うえ、高精細画像が必要な場合はＪＰＧ等の画像データとし

て別ファイルにてお送り下さい。 

使用ソフト：Microsoft Word   

使用フォント：MSP明朝11ポイント 

ページ設定：A4縦、余白上37mm、下38mm、右20mm、 

左20mm、2段組、文字数23字、行数48行 

宛先・お問い合わせ 

E-mail ： hart@tiara.ocn.ne.jp 

〒６５０－００２２ 

神戸市中央区元町通５丁目２－３－１０１１ 

（公社）兵庫県放射線技師会 

医療サービス向上特別委員会 水口健ニ郎宛 

ＴＥＬ ０６－６４８２－１５２１  

ＦＡＸ ０６－６４８２－７４３０ 

（兵庫県立尼崎病院 検査・放射線部） 

 

  －広報委員会－ 

会員専用サイト（member's site） 

入室用ＩＤとパスワードの発行 

本会ホームページの「ＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤ発行」をクリック！！ 

入力後、ご登録いただいたメールアドレスへ「ＩＤとＰＡＳＳＷＯＲ

Ｄ」を発信します。これを用いて、「member's site」へ入室下さい。

一度取得されたＩＤとＰＡＳＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室で

きます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷＯＲＤは自由に変更できます）。 

 現在、「会員専用サイト」では「求人・求職情報」・「調査報告」等

が閲覧できます。 
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４月パスワード 

  シャウカステンをご覧ください 

 
 

 

 

 

 

 

第260回神戸頭部研究会のお知らせ 

 

冷え込んだ日々も落ち着き、ようやく春らしい暖かい日が感じら

れるようになってまいりました。頭部研究会も元気いっぱいで躍

進中です!! 前回の定例会では今年のシリーズ企画の「ガイドラ

インからみる脳疾患」でくも膜下出血を取り上げました。発症の

予防から各種診断法、初期治療、治療法の選択とほぼテーマを

網羅する内容となりました。画像診断では様々な「sign」も出され、

重症度を判断する読影も盛り込まれました。多くの画像の説明

によりまさに「みて学ぶ」ことが出来ました。更に、先端的な手術

支援システムの動画もあり、ハイブリッドな手術室には本当に驚

きました。ガイドラインと合わせた進行で、くも膜下出血の知識を

より一層深めることが出来ました。後半は seri.「こんな症例…」で

内頚動脈狭窄症を行いました。その原因、症状、画像所見、治

療法を一連で追いかけ、疾患の全体像を知ることが出来ました。

頭蓋外病変の検出が重要でしたね。さて、今回の定例会は下記

の通りで行います。やや難解なガイドライン、頭研流に分かり易

くひもといてゆきたく思います。 

（田上修二） 

題 目 ： 1. Seri. 「ガイドラインからみる脳疾患」 

       2. Seri. 「今さら聞けない…」 

       3. Seri. 「こんな症例ありました」 

       ～現在企画中!! はがきにてお知らせいたします～ 

日 時 ： 平成２６年４月９日（水） １９：００～２１：００ 

会 場 ： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室  

JR兵庫駅北 TEL ０７８－５７６－０９８１ 

会 費 ： 会員・会員以外 ： ５００円  

連絡先 ： 吉田病院 放射線科 森 勇樹 

             ＴＥＬ ０７８－５７６－２７７３ 

第280回はりまＣＴ研究会のご案内 

テーマ ： 認知症状を引き起こす疾患 

日 時 ： 平成２６年４月１８日（金）１９：００～ 

場 所 ： 明舞中央病院 西館１Ｆ会議室（駐車場有） 

会 費 ： 会員・会員以外 ５００円（軽食付き） 

              

現在認知症はアルツハイマー型やレビー小体型で多くを占め

ますが、鑑別のため頭蓋内占拠性病変の除外は必要です。 

今回は認知症を引き起こす疾患をテーマとして脳外科的疾患を

中心に学んでいきたいと思います。認知症診療において、早期

診断・早期介入の必要性が認識されている今、画像診断の役割

は重要です。日常業務で遭遇する疾患と認知症の関連性を一

緒に学んでいきましょう。 

 

※今回は通常の開催日と異なり、第３金曜日の開催となります。

お間違いのないよう、よろしくお願い致します。 

 

講師・演題 

「慢性硬膜下血腫との関連」    

明舞中央病院   須賀 俊夫 技師 

「水頭症との関連」   明舞中央病院    筧  翔  技師 

 

皆さん、お誘いあわせの上ご参加ください (*^ )̂v 

新人の方もベテランさんも、また他職種の方々もお待ちしてお

ります。 

問い合わせ ： 明舞中央病院 放射線科内 

            ＴＥＬ ０７８－９１７－２０２０  内線１２６ 

半蔀英敏 羽田安孝 

第 93回大阪胃腸会（銀杏会）開催の 

ご案内 

 

拝啓 皆様方におかれましては、ますます御健勝のこととお慶

び申し上げます。 

昨年度から尼崎中央病院におきまして、研究会を開催しており

ます。また、4月より新年度を迎えることとなります。当研究会は

消化管Ｘ線検査の『撮影と読影』の基礎を学び、時代の流れに

対応すべく、他のモダリティとの対比・共存をはかりながら、技能

を修得して行く方針です。基準撮影法が加わった、がん検診の

新・X線撮影法が全国的に浸透しつつある今日、読影精度も高

まるものと期待されています。本年度も前半期は胃がん検診領

域に焦点をあて企画しています。今回も以下の内容でお待ちし

ております。どうぞ、みなさん、奮ってご参加ください。 敬具 
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代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師  

今里胃腸病院 中園 直幸 

日 時 ： 平成２６年４月１９日（土）１４：３０～１７：３０ 

場 所 ： 尼崎中央病院 ４階会議室 

       兵庫県尼崎市潮江１－１２－１   

ＴＥＬ ０６－６４９９－３０４５（代） 

参加費 ： １,０００円  
内 容 ： 

  講座 Ⅰ 

   ＮＰＯ日本消化器がん検診精度管理評価機構による  

① 『 基準撮影法について 』 

NPO精管構指導講師 恵生会病院   芳野 克洋 

② 『 被曝について 』  

NPO精管構指導講師 今里胃腸病院 中園 直幸 

③ 『 統計について 』  

NPO精管構指導認定技師 合志病院  中川 好久 

 症例検討会 

  馬場塾症例 ： Ｘ線、内視鏡、切除標本、切除後病理組織写

真、それぞれの対比など、非常に魅力ある内容となっており 

ます。 

お問い合わせ  合志病院 放射線科内  

担当 中川 好久 

       ＴＥＬ ０６－６４８８－１６２９ (放射線科直通)   

        ※お電話でのお問い合わせは１６：００～１７：００に 

お願い致します。 

       ＨＰ ： http://www.osaka-ichokai.com   

mail :  info@osaka-ichokai.com 

近畿医療技術専門学校 放射線科学友会より 

兵庫支部総会・講演会のご案内 

兵庫支部 第１１回学友会総会ならびに講演会を開催いたした

く、ご案内申し上げます。 

日 時 ： 平成２６年４月１９日（土）  １４：００～１７：００ 

場 所 ： 第一三共株式会社 神戸支店 会議室 

（ＪＲ三ノ宮駅より東へ１２分） 

神戸市中央区磯上通２－２－２１  三宮グランドビル１１階 

        ※会場が変更となっております 

会場費 ： ５００円 

支部総会 １４：００～１４：１５ 

講演会  １４：１５～１７：００ 

（なお、会終了後、懇親会を企画しております。学友会員にこだ

わらず皆様ご参加ください。） 

 

テーマ：「医療制度の方向と放射線治療を考える」 

（１４：１５～１４：４５） 

【演題１】 

「平成２６年度診療報酬改訂ポイント 

～放射線科領域を中心に～」  

     第一三共(株) 神戸支店        千早 正光 先生 

（１４：４５～１５：１５） 

【演題２】 

「放射線技師の医療安全」 

     尼崎中央病院 医療安全管理部門  清水 義信 先生 

 

神戸低侵襲がん医療センター紹介 

（１５：３０～１６：１５） 

【演題３】 

「当院開院に至るまで～図面作成と人材確保～」 

神戸低侵襲がん医療センター  

医療技術部 部長       岡山 貴宣 先生 

（１６：１５～１７：００） 

【演題４】 

「当院で行う高精度放射線治療とは 

    神戸低侵襲がん医療センター 

 医療技術部放射線部門    宗友 良樹 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★学友以外の方のご参加も歓迎いたします。 

★会終了後に学友会主催の懇親会を別会場で 

  予定しております。(懇親会費は別途負担)  

★詳細お問い合わせ、懇親会出席の予定の方は 

 下記事務局まで御連絡お願いいたします。  

特定医療法人中央会 尼崎中央病院 画像診断部門 

Ｔｅｌ：０６－６４９９－０３４５   

   Ｆａｘ：０６－６４９９－８５６２ 

 

放射線科学友会のホームページ 

URL：http://www.yukioka-kinki-gakuyukai.net/     

E-mail ：gakuyukai@kagoya.net  

 

mailto:info@osaka-ichokai.com
http://www.yukioka-kinki-gakuyukai.net/
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  臨床画像研究会（若葉会） 

 第91回定例会のご案内 

 

 現在、『極める！～画像診断～』をメインテーマに、日常臨床

に役立つ画像診断を中心に『極める！』ための企画を考案中で

す。次回第91回からは、単純X線の画像診断、撮影法につい

て、キホンから見直し学んでいこうと考えています。その第1弾

として、胸部領域の単純X線撮影をとりあげます。 

 画像診断の第1歩として撮影される機会が多い単純X線画像

ですが、日頃撮影しているポジショニングを患者さまの視点から

見直したり、ルーチンどおりの撮影が困難な場合の工夫点、撮

影した画像をどう読み解くのか、などあいまいな部分は多いと感

じています。 

 どこまで迫れるか分かりませんが、まず、キホンに立ち帰って

みようということで企画しました。皆様お誘い合わせの上ご参加

下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

シリーズ『極める！～画像診断～』１１．単純X線写真の撮影

法・読影について  

①胸部 

 １．最低限知っておきたい胸部X線撮影のポイント 

担 当 ： 明石医療センター  

技術部放射線科  黒田 大輔（診療放射線技師） 

 ２．気胸・胸水の病態とX線画像 

担 当 ： 神戸リハビリテーション病院  

放射線科      松尾 佳展（診療放射線技師） 

  

 

  

３．小児胸部の単純Ｘ線画像診断について 

担 当 ： 加古川東市民病院  

放射線室        石飛 渉（診療放射線技師） 

 

 日 時 ： 平成２６年４月２３日（水） １９：００～ 

 場 所 ： 北播磨総合医療センター ２階 大会議室 

（〒９７５－１３９２ 小野市市場町９２６－２５０） 

 

※ご注意） 

大会議室がスタッフエリア内で、セキュリティーのため本館 

２階北側 『職員玄関』 のみ出入り可能です。 

本館東側救急エリア横の『時間外入口』からでは入れません。

『時間外入口』でガードマンに問い合わせていただくか、案

内地図ご希望の方は、４月１０日以降に下記へお問い合わせ

下さい。 

 

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 克義まで 

TEL ０７９４－８８−８８００（代） 内線３２１０ 

０７９４－６２−９９２６（中放直通） 

 

第45回「ＭＲＩの基本」読書会のご案内 

 

当会は、「MRIの基本 パワーテキスト」を輪読形式で読む勉強

会です。重要な部分や理解しにくい部分は、スライドを使用した

り、ディスカッションをして理解を深めていきます。現在、三名の

方に司会進行役として参加していただいており、毎回趣向を凝

らした内容になっています。興味のある章、または知りたい章だ

けでも結構ですので、是非ご参加ください。 

第４５回は、「PartⅠ MRIの基本概念」 

第１６章 ｋ空間 …それは最後のフロンティア！ 

（前回の進み具合により変更あり） 

日 時 ： 平成 ２６年４月２４日（木）１９：００～２１：００ 

         毎月第４木曜日開催予定 

場 所 ： 兵庫県立リハビリテーション中央病院 ２F  

第２・第３研修室 

会 費 ： 会員・会員以外 １００円 

内 容 ： 「MRIの基本 パワーテキスト」監訳 荒木力 

 お問い合わせ先 

兵庫県立リハビリテーション中央病院 放射線科 鳥居 

              ＴＥＬ ０７８－９２７－２７２７（代表） 

 



                              兵放技ニュース           平成２６年４月１日発行 

6 

神戸総合医療専門学校 診療放射線科学友会より 

平成26年度総会・講演会・懇親会の 

開催のご案内 

 

学友会会員の皆様へ         

 時下、学友会会員各位におかれましては益々ご清栄のことと

お喜び申し上げます。さて、この度、平成26年度学友会の総会・

講演会・懇親会を以下の日程で開催致します。会員各位の参加

により、活発なご討議を賜わりたくご案内致します。 

今回の講演会では、メインテーマとして「核医学検査」を取り上

げ、県立こども病院 放射線技師長の芦原龍彦先生をお招きし

ています。学生（準会員）に対しては、就活体験談を取り上げま

した。講演会後は会員懇親会を行ないます。お陰様で回を重ね

る毎に参加者が増えています。同期の知人をお誘いの上、プ

チ同窓会の気分で参加されます様、宜しくお願い致します。今

までの講演会・懇親会の詳細情報は、学友会HPをご覧くださ

い。   

                 記 

日 時 ： 平成２６年４月２６日（土曜日） １３：３０～１８：３０ 

場 所 ： ホテルサンルートソプラ神戸 （三宮南側磯上公園近く）

ＴＥＬ ０７８－２２２－７５００  

内 容 : 

・総 会  １４：００～１４：３０ 

・講演会  １４：３０～１７：１０ 

・懇親会  １７：３０～（バイキング形式・飲み放題） 

 

≪講演会≫ 

☆特別講演 

座長 北播磨総合医療センター 

 診療支援部次長          平田 敏幸先生 

テーマ：『これでばっちり！核医学』 

講師: 兵庫県立こども病院 放射線技師長 芦原 龍彦先生 

 

☆学生向けセミナー:『就活体験談』 

座長 服部病院 放射線技師長        松崎 博貴先生 

１）明石市民病院        中村 規先生 

２）兵庫医科大学病院     田和 光先生 

３）揖保川病院         清水 敏男先生 

 

※ 講演会参加費:無料 

※ 懇親会参加費(事前登録不要):会員3,000円、非会員 5,000円 

 

お問い合わせ：神戸赤十字病院 古東 正宜  

ＴＥＬ ０７８－２４１－９２５９（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
 

「ＣｏＣＩＴ2014春」 開催のご案内 

 

初春の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜

び申し上げます。この度、『CoCIT２０１４春』を下記の予定で開

催する運びとなりました。 

皆様の参加をお待ち申し上げます。 

                   記 

日 時 ： 平成２６年５月３１日（土）１４：００～１７：００ 

場 所 ： 神戸国際会館 ９Ｆ大会場（三宮そごう南側） 

会 費 ： ５００円 （事前登録不要） 

 

プログラム 

◆レクチャー １４：００～１５：００  

『心内心電図(頻脈性不整脈の心内心電図の見方)（仮）』 

日本光電関西(株）兵庫支社  

神戸循環器マーケティンググループ  中村 勝暁 氏 

◆パフォーマンス １５：００～１５：３０     

『肝TACEにおけるCT-APとCT-Aとは･･･？（仮）』 

  兵庫医科大学病院 中央放射線部    村上 雄一 氏 

◆ディスカッション １５：４５～１６：４５ 

『医師が、PCIにおいて看護師に望むこと』 

  兵庫県立姫路循環器病センター 

 循環器内科部長         山田 愼一郎 先生 

 

・インターベンションエキスパートナース（旧認定 IVR看護師） 

５単位 

・血管造影・インターベンション専門技師 １単位 

・救急撮影認定技師 ２単位 

 

主催 CoCIT事務局 http://cocit.web.fc2.com/ 

お問い合わせ：神戸赤十字病院 古東正宜  

ＴＥＬ ０７８－２４１－９２５９（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
 

―会費納入― 

お忘れないでしょうか？ 

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

が毎年９月３０日となっております。事務手続き上、１０月末時点

にて会費未納の方は発刊物の停止を１２月１日以降より行って

います。申し訳ありませんが、ご了承いただきますようお願いい

たします。 

 

http://cocit.web.fc2.com/
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  会員情報の変更手続きについて 

 

氏名（改姓）・勤務先・自宅・連絡先など、会員情報に変更が 

あった場合の「届出事項変更届書」を会誌 ｖｏｌ．７３－③に掲載

しています。変更があった場合は「届出事項変更届書」にご記

入・ご捺印の上、速やかに兵庫県放射線技師会事務所までご連

絡下さい。 

なお、「届出事項変更届書」はコピーしてご使用いただくほか、 

ホームページからダウンロードして使用することも可能です。 

 

※「届出事項変更届書」送付方法 

   １．郵送 ……  〒６５０－００２２ 

              神戸市中央区元町通５－２－３－１０１１ 

                 （公社）兵庫県放射線技師会 宛 

   ２．ＦＡＸ ……  ０７８－３５１－２３０９ 

   ３．メール …   hart@tiara.ocn.ne.jp  

              上記アドレスへのメールにＰＤＦで添付 

して下さい。 

迷惑メールとの識別のため、メールの 

件名に「変更届送付」とご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

○石井病院 
所在地 明石市天文町１－５－１１ 
求人内容  正規職員 

○みどり病院 
所在地 神戸市西区枝吉１－１６ 

求人内容  正規職員 

○春日病院 
所在地 神戸市北区大脇台３－１ 

求人内容  正規職員 

 

 

○尼崎中央病院 
所在地 尼崎市潮江１－１２－１ 

求人内容  正規職員 

○関西労災病院 
所在地 尼崎市稲葉荘３－１－６９ 

求人内容  正規職員（勤務は７月から） 

○パルモア病院 
所在地 神戸市中央区北長狭通４－７－２０ 
求人内容  正規職員・パート職員 

○順天厚生事業団 

所在地 神戸市中央区楠町３－３－１３ 
求人内容  正規職員・パート職員・嘱託職員 

○宝塚メディカルスクエア谷村病院 

所在地 宝塚市南口１－８－２６ 
求人内容  パート職員 

○兵庫県立がんセンター 

所在地 明石市北王子町１３－７０ 
求人内容  パート職員 

○兵庫県病院局管理課 

所在地 神戸市下山手通５－１０－１ 
勤務先 県立病院（募集病院は要問合せ） 
求人内容  嘱託職員 

○兵庫県立こども病院 

所在地 神戸市須磨区高倉台１－１－１ 
求人内容  嘱託職員 

○兵庫県立尼崎病院 

所在地 尼崎市東大物町１－１－１ 
求人内容  パート職員 

○西神戸医療センター 

所在地 神戸市西区糀台５－７－１ 
求人内容  パート職員 
 

 
 
 

【 兵庫県放射線技師会事務所について 】 

お電話による対応時間は  

  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 

会費納入状況 （平成２６年２月２８日現在） 

会 員 数 ： １，２８０名 

会費納入率 ： ８６．９５％ 

会費未納者数 ： １６７名 

            (前年度会費未納者数 ３５名)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員ページへログインしてください 
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≪ ４月スケジュール ≫    
 

４/１ （火）  

４/２ （水）  

４/３ （木）  

４/４ （金）  

４/５ （土）  

４/６ （日）  

４/７ （月）  

４/８ （火）  

４/９ （水） 第260回神戸頭部研究会         p.３ 

４/１０ （木）  

４/１１ （金）  

４/１２ （土）  

４/１３ （日）  

４/１４ （月）  

４/１５ （火）  

４/１６ （水）  

４/１７ （木） シャウカステン５月号原稿締め切り 

４/１８ （金） 第280回はりまＣＴ研究会         p.３ 

４/１９ （土） 
大阪胃腸会（銀杏会）                p.３ 

近畿医療技術専門学校学友会      p.４ 

４/２０ （日）  

４/２１ （月）  

４/２２ （火）  

４/２３ （水） 臨床画像研究会（若葉会）         p.５ 

４/２４ （木） 第45回「ＭＲＩの基本」読書会        p.５ 

４/２５ （金）  

４/２６ （土） 神戸総合医療専門学校学友会      p.６ 

４/２７ （日） 
 

 

４/２８ （月）  

４/２９ （火）           

４/３０ （水）  

 

 

 

 

 

 

≪ ５月スケジュール ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

５/１ （木）  

５/２ （金）  

５/３ （土）  

５/４ （日）  

５/５ （月）  

５/６ （火）  

５/７ （水）  

５/８ （木）  

５/９ （金）  

５/１０ （土）  

５/１１ （日） ソフトボール大会 

５/１２ （月）  

５/１３ （火）  

５/１４ （水）  

５/１５ （木） シャウカステン６月号原稿締め切り 

５/１６ （金）  

５/１７ （土）  

５/１８ （日）  

５/１９ （月）  

５/２０ （火）  

５/２１ （水）  

５/２２ （木）  

５/２３ （金）  

５/２４ （土）  

５/２５ （日）  

５/２６ （月）  

５/２７ （火）  

５/２８ （水）  

５/２９ （木）  

５/３０ （金）  

５/３１ （土） ＣｏＣＩＴ2014春             p.６ 
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ニュース原稿等の投稿について 

 
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。 

 

E-mail：hyogo_gishikai_koho@yahoo.co.jp 

   

   (添付ﾌｧｲﾙ形式 Microsoft Word) 

FAX：０７８－３８２－６４２９ 

郵送：〒６５０－００１７   

    神戸市中央区楠町７－５－２ 

      神戸大学病院  放射線部  

             日下 亜起子宛 

 
 

今年度の事業日程について 
 

今年度の事業日程について、現在の予定をお知らせし

ます。日程変更となることもありますので、参加の際は直近

のシャウカステン・ＨＰをご確認ください。 

 みなさまのご参加をお待ちしています！ 

 

≪平成２６年≫ 

５／１１（日） ソフトボール大会 

６／ ７（土）  JART総会 

６／１４（土） フレッシャーズセミナー 

６月頃     2014長寿のまち 猪名川健康フェア 

６／２２（日） 兵放技 第１０２回総会＆研修会 

６～７月    新入会員歓迎交流会 

７月頃     医用画像学術講演会 

８／２（土）  サーベイメータ比較校正実習 

９月頃     2014みき 健康づくりの集い 

９／１９（金）～２１（日） 

        日本診療放射線技師学術大会（大分） 

１０／５（日） 近畿地域放射線技師会野球大会 

１０月頃    JART基礎技術講習会（CT）兵庫医大 

１０／１８（土）～１９（日） 

        マンモグラフィ技術講習会 

１０～１１月  兵庫県ふれあいの祭典 健康福祉まつり 

１１／２４（祝） 兵庫県放射線技師会学術大会 

１２月頃    兵庫県学術研修フォーラム 

 

≪平成２７年≫ 

１月頃     近畿地域放射線技師会 囲碁大会 

２月頃     JART基礎技術講習会（MR）大阪府 

３月頃     兵庫県医療職団体協議会研修会 

３月頃     JART基礎技術講習（超音波）奈良県 

３月頃     臨床学術講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hyogo_gishikai_koho@yahoo.co.jp

