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第１０３回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告 

平成２７年３月２１日(土・祝)１３：３０より 神戸市勤労会館にて第１０３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２７年度事業計画（案） 

２．平成２７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２７年

度事業計画案」 を清水会長が、第２号議案 「平成２７年度

予算案」 を会計担当 山本理事が説明した。また、その他

として清水会長より、「原子力災害時の放射線被ばくの防

止に関する協定」について、近畿府県および関西広域連

合と日放技・近畿各府県放射線技師会との間で包括的な

協定締結を予定していることが報告された。また今年は任

期満了に伴う役員改選が予定されているが、選挙管理委

員会には３名の委員立候補者があった。 

出席状況は会員数１２７３名中、出席者数４５名、委任状

提出者数６７３名、計７１８名であった。 

 １・２号議案は全員賛成にて可決された。また、選挙管理委員会委員も承認され、６月の役員選挙に向けての準備を進めていただく

こととなった。 

 平成２６年度 第２回支部連絡協議会報告 

平成２７年３月２１日(土・祝)１０：００～１１：４５、神戸市勤労会館において第１０３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３３名の出席となった。 

清水会長より挨拶・連絡不備のおわび・日本診療放射線技師会

の動向・平成２７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。 

支部からは勉強会等の会場がとりづらい件、公益比率の関係で

厚生事業などの経費が使いにくい点、業務拡大に伴う講習会につ

いて、より詳細で早い広報の要望などについて意見があった。ま

た、予算案にも関係するが、従来３月・６月の総会に合わせて年２

回行われている支部連絡協議会を年１回にすることで了解を得

た。 
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-厚生委員会- 

近畿地域放射線技師会 囲碁大会報告 

 ２月１日（日）に和歌山県勤労福祉会館で行われました第２６回

近畿地域放射線技師会囲碁大会は、１回戦は滋賀県との対戦

で幸先よく勝利を収め、その後連勝して大阪府との対戦となりま

した。勝てば優勝の可能性もありましたが、残念ながら負けてし

まい３位という結果となりました。 

出場選手の高齢化のため、選手の若返りを図っていきたいと

思いますので、初心者の方にも親切に指導していきますので、

囲碁をやってみたいという会員の皆様の参加をお待ちしていま

す。 

最終結果： 優勝：大阪府  準優勝：和歌山県  ３位：兵庫県 

        ４位：京都府    ５位：奈良県     ６位：滋賀県 

-厚生委員会- 

野球同好会からのお知らせ 

練習を予定しています。新しく技師会に入会された方、これ

から入会しようという方でも OK！ 皆さん奮ってご参加くださ

い。 

野球を通して親睦を深めましょう。連絡お待ちしています。 

日  時 ： 平成２７年４月２５日（土） １４：３０～１７：００ 

場  所 ： 播磨中央公園 野球場  加東市下滝野１２７５－８ 

   問い合わせ ： 明石市立市民病院  雑喉 

               ＴＥＬ ０７８－９１２－２３２３ 

             兵庫県健康財団    恵美 

               ＴＥＬ ０７８－７９３－９３３３ 

-厚生委員会- 

第 35回支部対抗ソフトボール大会開催に 

ついて 

毎年恒例であります、支部対抗ソフトボール大会を下記の日程

で開催致します。 

一人でも多くの会員に参加していただけるよう、よろしくお願い

申し上げます。 

日  時 ： 平成２７年５月１７日（日）９：００集合 

場  所 ： 四季の森運動公園グランド （下記地図参照） 

             篠山市網掛３４０番地   

TEL ０７９－５９６－０７１１（市立川代体育館） 

舞鶴若狭道 丹南篠山口ＩＣを降りてすぐの場所です 

開 会 式 ： ９：３０ 

 空模様が悪い場合は、前日（１６日土曜日）の２１時頃に開催

するかどうか決定し、ホームページでお知らせしますので、確

認をお願いいたします。また、各支部には担当者にメールにて

報告します。 

お問い合わせ  

  兵庫県立加古川医療センター 小田 敏彦 

ＴＥＬ ０７９－４９７－７０００ 

 

 

 

 

  －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」・

「研修会資料」等が閲覧できます。 
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４月パスワード 

    送付のシャウカステンをご覧ください 

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

 

 

 

 

はりまＣＴ研究会４月例会中止のご案内 

平素は、はりまCT研究会にご参加頂きありがとうございます。 

現在、会場となる明舞中央病院 会議室が電子カルテ導入に伴

い使用できません。 

誠に勝手ではございますが４月開催予定のはりま CT研究会

は中止とさせて頂きます。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、今後とも宜しく

お願い致します。 

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270回神戸頭部研究会のお知らせ 

春の日差しが心地よく、過ごしやすい季節となりました。何か

色々と挑戦したくなるような時期でもありますね。前回の定例会

では seri.「頭部救急のみかた」でくも膜下出血その 2を行いまし

た。まずはおさえておきたい基本事項で病態・部位・症状を復

習し、次に初発症状で重要なminor leakを見逃がさないポイント

をまとめてゆきました。特に脳槽・脳溝の確認が重要で、CTで

はniko-niko signの確認を。MRでは適正な撮像条件を要するこ

とが理解出来ました。水頭症はもちろん、貧血には要注意でし

たね。 更に「解離性動脈瘤」もくも膜下出血の要因となり、嚢状

動脈瘤との違いや治療法までを説明いただきました。多くの症

例紹介もあり、また少し知識に拡がりが持てました。後半の seri.

「こんな症例ありました」では内頚動脈解離を取り上げました。症

状から推測し、つい脳実質に目を向けてしまうのですが、内頚

動脈の観察が非常に重要であることが理解出来ました。MRAの

観察に引き続き、MRA元画像の確認も忘れずに!! ですね。さ

て、今回の定例会ではシリーズは引き続き、脳梗塞ですすめて

まいります。今回も切り口を変えて頭研流にまとめてゆきたく考

えております。多数のご参加をお待ちしております。 

（田上修二） 

題 目 ： 1.seri.「頭部救急のみかた」～脳梗塞 その１ 

2.seri.「こんな症例ありました」 ～検索中!! 

日 時 ： 平成２７年４月８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 91回 いちょう会（斎暢会）のご案内 

謹啓 春陽の候、皆様におかれましてはますますご活躍のこ

ととお慶び申し上げます。 

４月度定例会を下記の内容にて開催いたします。ご多忙中とは

存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。   謹白 

記 

日 時 ： 平成２７年４月９日（木）１８：３０～２０：３０ 

         （第２木曜日） 

場 所 ： 三宮研修センター 

内 容 ：Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～基本的事項～ 

Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～基本的事項～ 

Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～ 

参加費 ： １，０００円/１回 

連絡先  恵生会アプローズタワークリニック 

TEL ０６－６３７７－５６２０ 担当/中川 

E-mail ： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆 

http://ichokai.kenkyuukai.jp/  

第159回神戸画像研究会のご案内 

三寒四温でようやく春めいてまいりました。新年度で心機一転

していきましょう。さて、今回は肝硬変について画像や組織につ

いて皆さんと勉強していきたいと思います。職種を問わず多数

のご参加をお待ちしています。 

※ 会場が神戸労災病院に変更になっているのでご注意くだ

さい。 

日 時 ： 平成２７年４月１６日（木）１８：３０～２０：３０ 

場 所 ： 神戸労災病院 ７階 大会議室 

ＴＥＬ ０７８－２３１－５９０１ 

演 題 ： 「肝硬変の組織と画像」 

演 者 ： 大西 氏 （田所病院）  

会 費 ： 会員、会員以外 ５００円 （飲み物あり） 

問い合わせ先 ： 北都病院 放射線科 稲葉  

ＴＥＬ ０７８－５８３－１７７１ 
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第 105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。 

さて、今回から、新たな年度となります。ここ２年間、ＮＰＯ精

管構が構築致しました基準撮影法の普及を目指し、継続して取

り上げてまいりました。ここで、今年度は病変を発見した時、追

加撮影を実施する折などに、情報量の多い写真が得られますよ

う、銀杏会の撮影テクニックを紹介し、更なる上の技術収得を目

指し取り組んでみます。一人でも多くの方に継承して頂ければ

と思います。また、昨年度（平成２６年９月２０日）開催した大阪特

別講演におきまして馬場 保昌先生に講演して頂いた貴重な症

例画像等が含まれた資料（“読影のいろは”胃癌Ｘ線診断の取り

組み方）を大いに活用し、読影の“いろは”を企画しました。実際

の症例を題材に、簡明な所見用語を用い、その使い方など確認

しながら手順を追って学んでいきたいと思います。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                                                                                                                                                                          

代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師  

大阪府信用金庫健康保険組合健康管理センター  

中園 直幸 

                  記 

日 時 ： 平成２７年４月１８日（土） １４：３０～１７：３０ 

場 所 ： 尼崎中央病院 ４階講義室    

         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精管構による基準撮影法１・２ 』  

      講師 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導員 

神戸大学医学部附属病院  拜原 正直 

講座Ⅱ 『読影のいろは』 

～所見用語の使い方（症例を題材に）その①～ 

   講師   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 

臨床画像研究会（若葉会） 

第 95回定例会のご案内 

 現在、シリーズ『極める！～画像診断～』と題し、単純X線の

画像診断・撮影法を中心に、キホンから見直し学んでいく内容

ですすめています。今回は第5弾、股関節です。症例やCT・

MRI画像を交えながら、単純X線像の読影や撮影について学

ぼうと考えています。また、股関節に特有の撮影法やその意味、

撮影のコツについても解説していきます。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～』１５．単純X線写真の撮影

法・読影を中心に ⑤股関節 

 １．股関節の単純Ｘ線撮影 

 ～各撮影体位のもつ意味と撮影のポイント～ 

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） 

 ２．CTから診る股関節骨折の画像診断 

加古川東市民病院 放射線室   

岸本 和輝（診療放射線技師） 

 ３．股関節疾患の画像診断 ～変形性股関節症を中心に～ 

加古川東市民病院 放射線室   

石飛 渉（診療放射線技師） 

 ４．関節唇損傷 ～撮影法と疾患の解説（仮）～ 

大久保病院 放射線科  内藤 祐介（診療放射線技師） 

 日 時 ： 平成２７年４月２２日（水） １９：００～ 

 場 所 ： 北播磨総合医療センター ２階 大会議室 

（〒６７５－１３９２ 小野市市場町９２６－２５０） 

※ご注意） 大会議室へは、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。  

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）  

ＦＡＸ ０７９４－６２－９９２６（中放直通） 

第56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、３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。 
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第５６回は、「PartⅡ 高速撮像法」 

第２５章 血流現象 

（前回の進み具合により変更あり） 

日 時 ： 平成２７年４月２３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） 

－加古川東市民病院より－ 

    「一般撮影勉強会」開催のお知らせ 

この度、一般撮影の勉強会を新たに発足させることになりまし

た。２か月に１回、偶数月の最終週金曜日に加古川東市民病院

で開催します。 

○４月２４日（金） 第１回目のテーマは「股関節」 

２名の演者による講義形式の後、皆さんでディスカッション 

できればと考えています。 

多くの方のご参加お待ちしています。       

【事務局】 

加古川東市民病院 放射線室    東元 ・ 中間 

                ０７９－４３７－３７５１ (放射線室直通) 

【顧問】牧田 明三 

－神戸西支部－ 

第92回こうべ胃検診の会のお知らせ 

平成２７年度始めは、２４日に会を開催する予定です。 

今後も胃部撮影の実務の参考になるよう考えていきますので

皆様奮ってご参加ください。 

内   容 （予定）    

１ 症例検討         

２ 撮影技術 

日程及び場所 （予定） 

 平成２７年４月２４日（金）  

兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室 

開催時間   １８：００～ 

申込・問合せ方法   電話にて申込・問合せ下さい 

神戸西・小林（健康財団０８０－１４９０－９７２９） 

 

 

 

第2回 心血管ＭＲ画像研究会のご案内 

『心臓・大血管』に重点をおいたMRI中心の研究会です。 

前回、皆様から他施設の実際の検査法や画像を知りたいとい

う意見を頂きました。 兵庫県下の数施設の実際と日本の標準

的検査法の紹介をしますので、皆様の施設の検査法を検討さ

れてはと考えます。 

初歩的な内容から、解りやすい検査の理解とより良い画像描

出を中心に検討したいと考えています。 

日 時 ： 平成２７年４月２５日（土） １５：００～１７：００ 

場 所 ： チサン ホテル 神戸 ３F 

神戸市中央区中町通２－３－１  

     TEL ０７８－３４１－８１１１ 

会 費 ： ５００円 

 『心臓MR：心筋をターゲットに』 

   シネ・遅延造影・T2脂肪抑制撮影を中心に各施設のルー

チンを紹介!! 

【情報提供】       

  『造影剤情報』           バイエル薬品株式会社 

【テクニカルレクチャー】  

『心筋MR検査の基礎 ＳＣＭＲ推奨撮像法 』  

     株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン MR 

Application Specialist 望月 智広 

【基礎講演：ディスカッション】  

  『加古川東市民病院の心臓ルーチン検査の実際と心筋撮像

のポイント』 

      加古川東市民病院   中間 康夫 
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  『当院での心臓検査』 

      三菱神戸病院 画像技術科   山田 達也 

  『六甲アイランド甲南病院での心臓ルーチン検査の実際  

～臨床画像も含めて～』 

      六甲アイランド甲南病院 中央放射線部  佐野 剛士 

  『当院での心臓検査の実際と 3T装置での撮像ポイント』        

北播磨総合医療センター 中央放射線室 末廣 克義 

 

問合せ 北播磨総合医療センター 後藤吉弘  

ＴＥＬ ０７９４－８８－８８００  

yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 神戸総合医療専門学校 診療放射線科学友会より 

平成27年度総会・講演会・懇親会の 

開催のご案内 

 この度、平成２７年度学友会の総会・講演会・懇親会を以下の

日程で開催します。この総会では、平成２７・２８年度の新理事の

役員改選を行います。新役員の立候補は、学友会HP「お問い

合わせ」より受け付けています（３月２７日まで）。今回の特別講

演は９月末で定年退職されます村山法幸先生にお願いしてい

ます。また教育講演は、災害医療の第一人者の中田正明先生

にお願いしました。さらに会員により兵庫県下で開催されている

研究会の紹介をして頂きます。今までの講演会・懇親会状況は、

学友会HPをご覧ください。 

なお、平成２７年度内に会員名簿を発行予定です。４月以降の 

勤務先・自宅住所変更は学友会HP「お問い合わせ」より連絡く

ださい。 

  ☆《Google 神戸総合医療 学友会 検索↵》☆  

                 記 

日 時 ： 平成２７年４月２５日（土） １４：００～１７：００ 

          懇親会 １７：２０～ 

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  １４：００～１４：５０ 

・講演会  １５：００～１７：００ 

・懇親会  １７：２０～（バイキング形式・飲み放題） 

 

≪講演会内容≫ 

研究会の紹介  座長 三菱神戸病院 高井夏樹氏 

1）「神戸頭部研究会」 

田上 修二氏 (ほくと記念こやまクリニック)  

   2)「はりまCT研究会」  羽田 安孝氏 （明舞中央病院） 

☆教育講演  座長 兵庫医科大学病院 源 貴裕氏 

テーマ 『災害医療における放射線技師の役割』 

講師 神戸赤十字病院 中田 正明先生 

☆特別講演 座長 兵庫県立尼崎病院 伊関 嘉一氏 

テーマ 『30年余りの学校教育を振り返って』 

      講師 神戸総合医療専門学校 村山 法幸先生 

※ 講演会参加費 ： 無料 

※ 懇親会参加費(事前登録不要) 

学友会会員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） 

-神戸西支部- 

平成27年度第１回マラソン・ハイク部練習 

２月は、須磨浦公園から菊水山までとなりました。 

マラソン・ハイク部の練習といっても、ハイキングの参加申込み

等、自己責任ですが、皆で楽しみながら（練習後のお風呂と懇

親会）行いますので、他支部や会員以外の方でも結構です！

皆様、奮って、入部してください。 

「第22回（平成２７年度第１回）マラソン・ハイク部練習」 

練習日    平成２7年４月２６日（日）８：３０ 

         神戸市営地下鉄妙法寺駅改札集合 

六甲縦走路から摩耶山 

入部・参加方法   電話にて問合せ下さい 

 神戸西・小林（健康財団０８０－１４９０－９７２９） 

－神戸東・神戸西支部－ 

神戸市立医療ｾﾝﾀｰ 西市民病院ｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧ 

第８回「Ｒテクノロジーミーティング」 

のお知らせ 

日 時 ： 平成２７年５月２２日（金）１８：３０～２０：３０ 

会 場 ： 神戸市立兵庫勤労市民センター 講習室 

TEL ０７８－５７６－０９８１  （JR兵庫駅山側）  

※ 地図は上記参照 

テーマ ： 「PACS更新における諸問題への対策  

～具体的な事例をもとに～」 

       神戸市立医療センター西市民病院 

                   放射線技術部主査 中野 大 

 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院   

情報管理課課長 藤井 友広 

参加費 ： 無料 （会員・会員以外） 

お問い合せ  神戸市立医療センター西市民病院 

         ＴＥＬ ０７８－５７９－１９２８（放射線技術部直通） 

            放射線技術部 古川 宗 
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－神戸東・神戸西支部－ 

第25回技師のひろば～東西会～ 

皆様のおかげで、東西会は 第２５回を迎えることができまし

た。御礼申し上げます。 

今回は、多くの方が携わる撮影であります胸部Ｘ線撮影につい

ての研修会です。 

現在多くのご施設が胸部を 120kvで撮影されているかと思いま

す。デジタル化が進んだ現在、120kvが本当に適切であるのか

再検討する必要があると思われます。 

この度、胸部Ｘ線撮影での被ばく線量と画質について解明し、

論文発表されました小田教授にご教授頂き最適化を図ります。 

講演後、情報交換会に小田先生も参加され、より深くお話を

聞く事が出来ます。お誘い合わせの上ご参加下さいませ。 

内 容 ： 一般撮影（胸部） 

（題目） 「胸部X線撮影による被ばく線量と画質について」 

（講師） 京都医療科学大学 医療科学部 

放射線技術学科 教授 小田 敍弘 先生 

日 時 ： 平成２７年５月２９日（金） 

受付開始 １８：３０～ 

講演開催 １８：５０～２０：２５ 

会 場 ： 神戸市勤労会館 ２階 （多目的ホール） 

神戸市中央区雲井通５－１－２ 

ＴＥＬ ０７８－２３２－１８８１ 

講演への参加費 ： (会員） ……５００円 

(会員以外） …１，０００円 

（学生・一般） … 無料（要学生証） 

情報交換会： ２１時～ 

 

お問い合わせ：電話にて申込・問合せ下さい 

    

・住吉川病院 （０７８－４５２－７１１１） 

       神戸東支部 支部長  岸本 勝見 

・三菱神戸病院（０７８－６７２－２６１０） 

       神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

第18回 兵庫県ＭＲＩテクニカルカンファレンス 

のご案内 

この度、MRI撮像のテクニカル研究会は、脊髄神経から分岐

し鎖骨・上腕・前腕・手へ繋がる神経叢である腕神経叢の撮像方

法や腰痛でも問題になる腰椎神経根を含めた、Neurographyや

myelographyにターゲットを絞り、その撮像の有用性や疾患を学

びたいと考えています。 

日 時 ： 平成２７年６月１３日（土） １５：００～１８：００ 

場 所 ： 第一三共（株） 神戸支店 １１F   

会員・会員外 ： ５００円 

テーマ ： ニューロ（神経根）イメージング 

 問合せ  北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

ＴＥＬ  ０７９４－８８－８８００ 

勤務先変更などはありませんか？ 

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」はホームページよりダウンロ

ードできます。変更があった場合はご記入・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。 

 

※「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。 
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会費納入について 

～早期納入のお願い～ 

本年も日本診療放射線技師会・兵庫県放射線技師会一

括の払込票が皆様のお手元に届いているかと存じます。 

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が、スムーズな

会務運営のため、できる限り早期での会費納入にご協力

いただきますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

  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 

○あんしん病院 

所在地 神戸市中央区港島南町１－４－１２ 
求人内容  正規職員 

○神戸掖済会病院 

所在地 神戸市垂水区学が丘１－２１－１ 
求人内容  正規職員 

○きょう整形外科・神経外科クリニック 

所在地 尼崎市御園町５４ カーム尼崎３Ｆ 
求人内容  正規職員 

○吉田病院 

所在地 神戸市兵庫区大開通９－２－６ 
求人内容  正規職員 

○隈病院 

所在地 神戸市中央区下山手通８－２－３５ 
求人内容  正規職員（任期付） 

○神戸平成病院 

所在地 神戸市中央区上筒井通６－２－４３ 
求人内容  正規職員・パート職員 

○中山クリニック 

所在地 明石市魚住町金ヶ崎３７０ 
求人内容  パート職員 
 

○大塚病院  

所在地 丹波市氷上町絹山５１３ 
求人内容  パート職員 

○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 

○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 

○神戸労災病院  

所在地 神戸市中央区籠池通４－１－２３ 
求人内容  嘱託職員 

 

◎ 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。ご参加をお待ちしています！ 

≪平成２７年≫ 

５／１７（日） 支部対抗ソフトボール大会 

６月頃     フレッシャーズセミナー 

６月頃     2015長寿のまち 猪名川健康フェア 

６／２１（日） 兵放技 第１０４回総会・支部連絡協議会 

６月or秋   新入会員歓迎交流会 

７／２５     医用画像学術講演会 

８／１（土）  サーベイメータ比較校正実習 

９月頃     2015みき 健康づくりの集い 

９／６（日）  JART基礎技術講習会（一般撮影） 

１０／１８（日） 近畿地域放射線技師会野球大会 

１０／２５（日） 兵庫県放射線技師会学術大会（三田） 

１１月１４（土）・１５日（日） 兵庫県ふれあいの祭典 健康福祉まつり 

１１／２１（土）～２３（祝） 日本診療放射線技師学術大会（京都） 

１２月頃    兵庫県学術研修フォーラム 

≪平成２８年≫ 

１月頃     近畿地域放射線技師会 囲碁大会 

３月頃     兵庫県医療職団体協議会研修会 

３月頃     臨床学術講演会 

 

【 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２７年２月２８日現在） 

会 員 数 ： １，２７３名 

会費納入率 ： ９０．３４％ 

会費未納者数 ： １２３名 

            (前年度会費未納者数 ３３名)  

 

 

 

 

 

 

 

 

会員ページログインしてください 
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≪ 4月スケジュール ≫    

４/１ （水）  

４/２ （木）  

４/３ （金）  

４/４ （土）  

４/５ （日）  

４/６ （月）  

４/７ （火）  

４/８ （水） 第270回神戸頭部研究会          p.３ 

４/９ （木） 第91回いちょう会（斎暢会）          p.３ 

４/１０ （金）  

４/１１ （土）  

４/１２ （日）  

４/１３ （月）  

４/１４ （火）  

４/１５ （水）  

４/１６ （木） 
シャウカステン５月号原稿締め切り 

第159回神戸画像研究会          p.３ 

４/１７ （金）  

４/１８ （土） 第105回大阪胃腸会（銀杏会）        p.４ 

４/１９ （日）  

４/２０ （月）  

４/２１ （火）  

４/２２ （水） 臨床画像研究会（若葉会）          p.４ 

４/２３ （木） 第56回「ＭＲＩの基本」読書会        p.４ 

４/２４ （金） 
加古川東市民病院 一般撮影勉強会   p.５ 

こうべ胃検診の会               p.５ 

４/２５ （土） 
野球同好会                   p.２ 

心血管MR画像研究会            p.５ 

神戸総合医療専門学校 学友会       p.６ 

４/２６ （日） マラソン・ハイク部練習            p.６ 

４/２７ （月）  

４/２８ （火）  

４/２９ （水）  

４/３０ （木）  

 

 

 

 

 ≪ 5月スケジュール ≫ 

 

 

 

 

 

 

５/１ （金）  

５/２ （土）  

５/３ （日）  

５/４ （月）  

５/５ （火）  

５/６ （水）  

５/７ （木）  

５/８ （金）  

５/９ （土）  

５/１０ （日）  

５/１１ （月）  

５/１２ （火）  

５/１３ （水）  

５/１４ （木）  

５/１５ （金）  

５/１６ （土）  

５/１７ （日） 支部対抗ソフトボール大会        p.２ 

５/１８ （月）  

５/１９ （火）  

５/２０ （水）  

５/２１ （木） シャウカステン６月号原稿締め切り 

５/２２ （金） 第8回Rﾃｸﾉﾛｼﾞー ﾐｰﾃｨﾝｸ  ゙        p.６ 

５/２３ （土）  

５/２４ （日）  

５/２５ （月）  

５/２６ （火）  

５/２７ （水）  

５/２８ （木）  

５/２９ （金） 第25回技師のひろば～東西会～   p.７ 

５/３０ （土）  

５/３１ （日）  


