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第２７回兵庫県放射線技師会学術大会のご案内 
 

第２７回兵庫県放射線技師会学術大会 演題募集締め切りました。 

ご応募ありがとうございました。 

詳細は１０月発行の予稿集をご覧ください。 

今回の市民公開講座は、肺疾患をテーマに、講師をお招きします。 

職場の方、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いただけたらと

思います。 

【学術大会開催内容】 

日 時：平成２７年１０月２５日（日）９：３０～１７：００ 

会 費：会員１，０００円 会員以外５，０００円 

大会テーマ：「価値への創造」 

場 所：三田市総合福祉保健センター      〒６６９-１５１４ 兵庫県三田市川除６７５番地 

 

【一般演題】ＡＭの部（10：10～11：00） ＰＭの部（15：10～16：30）（予定） 

【特別講演】11：10～  「急性腹症の画像診断」（仮） 

                  講師：田中 秀憲  三田市民病院 消化器内科 部長 

【ランチョンセミナー】12：20～  １４０名 ２会場予定しています。（参加希望者には、当日チケット

を配布します。） 内容未定 

      １）シーメンス・ジャパン株式会社 ７０名 

      ２）富士フィルムメディカル株式会社 ７０名 

【市民公開講座】13：20～  「肺疾患の画像検査と診断」（仮） 

１）肺疾患の画像検査  ～診療放射線技師の役割～ 

                 講師：上垣 友里  柏原赤十字病院 放射線技術課 

２）肺疾患について  ～検査から診断まで～ 

                 講師：三村 令児  柏原赤十字病院 総合診療部長 

 

お問い合わせ：神戸大学医学部附属病院 放射線部 ０７８-３８２-５１１１内線６３８３ 

          学術理事 神澤 匡数 gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
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平成２７年８月１７日、大規模広域災害時の広域避

難に備え、放射線被ばくの防止のため、近畿２府８県

（福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県）並びに関西広域

連合と近畿２府８県放射線技師会（１０団体）並びに

日本診療放射線技師会との間で「原子力災害時の放射

線被ばくの防止に関する協定」を締結しました。 

 この協定は、府県、広域連合、府県放射線技師会及

び日本診療放射線技師会が相互に協力して、原子力災

害時の汚染スクリーニング等を円滑に実施することに

より、住民等の放射線被ばくを防止し、住民等の安全

を確保することを目的としています。 

 主な内容として、①府県放射線技師会は、原子力災

害時において、府県からの要請に基づき、住民等の汚

染スクリーニング及び除染業務の指導・実施等に協力 

②他府県への協力を要請する必要がある場合は、広域

連合が応援調整を実施 ③その際、日本診療放射線技

師会は府県放射線技師会間の調整等を実施とされてい

ます。 

 本会では毎年、「原子力災害等に関する緊急被ばく医

療の初期対応研修会」を開催し、スクリーニング活動

に対応できる技師の育成に努めてきました。福島第一

原子力発電所事故の際にも現地へ会員を派遣し、周辺

住民へのスクリーニング活動を行ってきた経験が協定

に反映されています。 

 すでに本会と兵庫県との間で締結されている兵庫県

民を対象とした「緊急時モニタリングの実施等におけ

る協力に関する協定」は、従前どおりの適用となりま

す。 

会長 清水 操 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し

上げます。平素は日本診療放射線技師会に格別のご高

配を賜わり厚く御礼申し上げます。 さてこの度、下記

の如く一般撮影基礎講習会を開催致します。 

つきましてはご多忙中とは存じますが講習会参加、お

願い申し上げます。 

日 時： 平成２７年９月２７日(日）  9：30～18：00（予定） 

場 所：兵庫医科大学病院 ９-３講義室（９号館５階） 

受講料：３０００円（非会員１００００円）  

検定料込み 

申込みは ≫JARTホームページ(JART会員情報システ

ム)より 

【講習内容】 

1 診断用Ｘ線装置・画像処理装置  

兵庫医科大学  中村 満 

2 泌尿器・生殖器系(造影を含む)  

奈良県立医科大学付属病院  安藤 英次 

3 頭頸部・甲状腺  

和歌山労災病院  明神 敏昭 

4 胸部・ポータブル撮影  

上田病院  伊藤 誠司 

5 腹部・骨盤  

上田病院  伊藤 誠司 

6 歯科・顎骨・口腔  

長浜赤十字病院  三輪 和弥 

7 脊柱・関節・上下肢・軟部 

神戸大学医学部附属病院  村上 徹 

8 注意点および検像  

京都府立医科大学附属病院  中川 稔章 

問い合わせ   大久保病院 内藤祐介 

TEL：０７８-９３５-２５６３（代表） 

  e-mail：yusuke09230419@yahoo.co.jp 

「原子力災害時の放射線被ばくの 

防止に関する協定」を締結 

 

診療放射線技術基礎技術講習会 

「一般撮影」 

近畿地域開催のお知らせ 

 

http://www.jart.jp/news/h2504kaikoku02.html
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初秋の候、皆様にはますますご発展のこととお慶び申

し上げます 

さて、第2回兵庫県放射線技師会読影セミナーを下記

要領にて開催させて頂きます。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、

万障お繰り合わせの上、 

ご出席賜ります様お願い申し上げます。                 

日 時：平成２７年１０月１０日(土)  14:00～ 

場 所：エーザイ株式会社 神戸コミュニケーションオフ

ィス  神戸市中央区東川崎町1-7-4  

ハーバーランドダイヤニッセイビル 17F 

会 費：会員 ５００円   非会員 ２０００円 

【講演】 

『画像解剖と異常所見について（頭部領域）』 

講 師：兵庫医科大学病院 放射線科 

助教 若田 ゆき 先生 

問い合わせ先：兵庫医科大学病院  

放射線技術部  尾崎隆男 

TEL０７９８（４５）６２５９ 
 

 

 

 

 

 

 

６月２０日（土）に三木総合防災公園にてナイターで

明舞中央病院チームと練習時試合を行ないました。天

気にも恵まれ、時間いっぱいまでプレーすることがで

きました。試合のほうは、５-０で勝利しました。多く

の新メンバーの参加もあり、有意義な時間が持てまし

た。これからが楽しみです。 

参加人数  会員１８名  

参加していただいた選手の皆さんお疲れ様でした。ま

た、明舞中央病院チームの皆さんありがとうございま

した。 

尚、今年度の近畿地域放射線技師会野球大会は、平成

２７年１０月１８日（日） 担当県は奈良県です。 

問い合わせ：明石市立市民病院  雑喉（ざこう） 

TEL ０７８-９１２-２３２３ 

兵庫県健康財団   恵美（えみ） 

TEL ０７８-７９３-９３３３ 

 
 

 

 

 

 

 

 

練習試合を予定しています（対戦相手は調整中）。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！ 気軽に参加してください。 

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９月１２日（土） 18：00～20：00 

場 所：三木総合防災公園 野球場  

三木市志染町三津田１７０８ 

問い合わせ：明石市立市民病院  雑喉（ざこう） 

          TEL ０７８-９１２-２３２３ 

      兵庫県健康財団   恵美（えみ） 

          TEL ０７８-７９３-９３３３ 

 

 
 

 

 

 

 

 

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ＰＡＳＳＷＯＲＤ」をお送りします。

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）。 

 
 

厚生委員会 

野球同好会 活動報告 

 

厚生委員会 

野球同好会からのお知らせ 

 

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 
 

第 2回兵庫県放射線技師会 

読影セミナーの案内 
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9月パスワード 

「配送シャウカステン記載」 
兵庫県放射線技師会HP 

http://www.hyogo-rt.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もボーリングと焼肉で親睦を深めましょう。 

皆様お誘い合わせの上、多数のご参加をお待ちしてお

ります。 

日 時：平成２７年９月１２日（土）  

場 所：1次会 ニッケパークボウル 16：00～ 

       参加費 １０００円 

     2次会 焼肉 牛庵 加古川店 18：00～ 

       参加費 ２０００円 

（どちらの会場もJR加古川駅から徒歩10分程度の場

所です） 

1次会のみ、2次会のみの参加も歓迎いたします。 

なお、参加ご希望の方は、９月４日（金）までに下記

にご連絡をお願いします。 

問合せ先：明石市立市民病院  

放射線技術課 大内裕充 

TEL ０７８－９１２－２３２３  内線２１５０ 
 

 

 

 

 

 

 

 

標記について、下記のとおり勉強会を開催します。皆

様お誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願い

します。 

記  

日 時：平成２７年９月１６日（水） 19:00～20:00 

場 所：兵庫県立淡路医療センター ２F 小会議室 

内 容：１．「読影補助」の為の学習システムｅラーニング

の紹介 

            ＮＰＯ法人メディカル指南車 阿部信吉 

２．ＭＲ検査の造影剤を見直してみる 

           兵庫県立淡路医療センター 藤田達也 

参加費：会員無料、会員以外５００円 

問合せ先：兵庫県立淡路医療センター  

放射線部 金山 

TEL ０７９９―２２―１２００（内線３８２） 
 

 

 

 

 

 

 

今年も一般撮影をテーマに、神戸西支部の特別講演

会を開催致します。 

去年に引き続き講師の先生に、NTRTの世話人であり、

一般撮影の本を数多く出版されております 奈良県立

医科大学附属病院 中央放射線部 副技師長 安藤英

次先生をお招き致します。 

今回は“人工股関節（THA）撮影”を御教授頂きます。

人工股関節において一般撮影は、CTやMRI検査よりも優

位な点が多くあります。読影医に最大限の情報を提供

するためにも、皆様に撮影法や読影について学んで頂

きたいと思っております。 

内 容 ：一般撮影 

〈情報提供〉『 MRI造影剤プロハンスの特性 』 

エーザイ株式会社 武内 久典 

≪特別講演会≫ 

『理解して撮る一般撮影シリーズ』（第2弾） 

～人工股関節（THA）撮影技術と画像読影～ 

 

講 師：奈良県立医科大学附属病院 

 中央放射線部 副技師長 安藤英次 先生 

日 時：平成２７年９月２６日（土） 

18：00～19：45 （受付17：30～） 

東播支部 

平成２７年度 親睦会のお知らせ 

 

淡路支部 

平成２７年度第４回淡路支部学術勉強会 

神戸西支部 

「神戸西支部 特別講演会」 
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場 所：神戸市勤労会館 ３階 （３０８号室） 

神戸市中央区雲井通５-１-２  078-232-1881 

講演参加費 ：（カラー資料・飲み物付き） 

日放技の 会 員・・・  ５００円 

非会員・・・ １，０００ 円 

学 生・・・ 無料（要学生証） 

他職種・・・ご相談のうえ会員価格 

お問い合わせ先： 三菱神戸病院 

（０７８－６７２－２６１０） 

            神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 
 

 

 

 

 

 

 

酷暑が続き、時折不安定な天気の多かった8月でした

が、もうそろそろ和らいでくる頃でしょうか。さて今

回の定例会は下記の要項で進めてゆきます。日々の臨

床で、特に救急時に役立つ内容を多くの画像を元に、

読解しながら勉強してゆきたく思います!! 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」〜その他の血管障害2 

        揖保川病院 放射線科 清水 敏男 

2.seri.「こんな症例ありました」  

        神鋼病院 放射線治療室 三好 進          

日 時：平成２７年９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 

＊特別講演会のお知らせ 

昨年に引き続き、放射線科領域では数多くの著書を出

され、大変ご高名な先生をお招きして開催いたします。 

講 師：公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院 

放射線科部長 井田 正博 先生 

題 目：「現在調整中!!」臨床を中心にした内容を考えて

おります。 

日 時：平成２７年１１月１４日（土） 14：30～16：30 

会 場：HDC神戸５F HDCスタジオ 

（JR神戸駅南側すぐ） 

会 費：会員・会員以外 １０００円 
 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ：胆のうを堪能しよう 

日 時：平成２７年９月１１日（金） 19：00～ 

場 所：明舞中央病院 西館１階 会議室 （駐車場有）  

会 費： 会員・会員以外   ５００円 

今回からは胆のうをテーマにシリーズ化します。みな

さんは胆のうの事をどこまでご存知ですか？知ってい

るようで知らないことがまだあるかもしれません。や

はり最初は解剖ですが・・・今更なんてお思いの方も

いらっしゃるかと思いますが、されど解剖です。まず

は土台となる解剖を固め、胆のうを堪能していきまし

ょう。 

内容・講師 

「胆道系の解剖～エコーの視点から～」 

明舞中央病院       岡田 陽子 技師 

「胆道系の解剖～CT・MRIの視点から～」 

大久保病院        中沢 直矢 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

第 274回神戸頭部研究会 

のお知らせ 

第２９３回  

はりまＣＴ研究会のご案内 
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ちしております。 

問い合わせ ： 明舞中央病院 放射線科内 

       ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６ 

半蔀英敏 羽田安孝 
 

 

 

 

 

初秋の候、先生方におかれましては益々ご清祥のこ

ととお慶び申し上げます。                     

さて、西播画像研究会を下記の要領にて開催させて

頂きます。本会は、診療放射線技師の撮影技術・医療

知識の向上を目的としております。 

また、研究会直前に製薬説明会を予定しています。 

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。    代表幹事 岩見 守人                                                                 

           記 

日 時：平成２７年９月１７日（木） 19：00～ 

場 所：姫路商工会議所 ５階（５０２号室） 

  姫路市下寺町４３ TEL０７９２-２２-６００１ 

「乳腺領域のMRI撮像法について」  

姫路赤十字病院 放射線技術部 藤岡 護氏   

症例報告会  

乳腺領域    

姫路聖マリア病院 放射線技術課 豊島 将吾氏 

姫路赤十字病院 放射線技術部 萩原 紗弓氏  

【特別講演】 

「乳腺領域の外科治療」 

 姫路赤十字病院 乳腺外科部長 渡辺 直樹 先生    

参加費として会員は５００円、非会員は１０００円を

徴収させていただきます。 

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

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、今年度も前半は『 ＮＰＯ精管構による基準撮影

法』の収得を目指し、各撮影体位画像の理解と実際の

撮影の流れにおいて様々な角度からポイントを押さえ

ながら実践的に学んできました。ここで、前半最後は

３回目となりますＣＴＣ（CT colonography，大腸Ｃ 

Ｔ）につきまして学ぶことに致します。今回も、尼崎

中央病院の宮地 和明 技師長さんに講義をお願い致し

ました。下部消化管についての基本的事がらをはじめ、

昨年度、診療放射線技師法の一部改正が行われ“下部

消化管の実施－肛門からのカテーテルの挿入”に関連

する臨床現場における解釈などご紹介頂けることと思

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９月１９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『下部消化管について 』-基本的事がら‐ 

講師：阪本胃腸・外科クリニック 平松 佐和子 

講座Ⅱ『 当院のCT-colonographyについて 』 

講師：尼崎中央病院 宮地 和明 技師長 

症例検討会 担当：神戸大学医学部付属病院  

 拜原 正直 

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。 

H P:http://www.osaka-ichokai.com  

Mai : info@osaka-ichokai.com 

第 82回 西播画像研究会のご案内 

 

第１１０回 大阪胃腸会（銀杏会） 

開催のご案内 
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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。 

第６１回は、「PartⅡ 高速撮像法」 

第３版 第２９章 脳のＭＲスペクトロスコピー 

第２版の方、テキストをお持ちでない方の参加もお待

ちしております。 

（前回の進み具合により変更あり） 

日 時：平成２７年９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 

        tel ０７８-９２７-２７２７（代表） 

放射線科 鳥居 

 
 

 

 

 

 

 

 

拝啓 皆様方におかれましては益々ご健勝のことと

お喜び申し上げます。 

さて、神戸MRの会 定例会を下記の通り開催いたしま

す。 

ご多忙中とは存じますが、多数のご参加をお待ちして

おります。                 敬具                           

           記 

日 時：平成２７年９月２９日(火)  19:00〜21:00 

場 所：神戸リハビリテーション病院２階会議室 

会 費：会員・会員以外 ５００円 

第１部  「MRI最新撮像技術について」 

GEヘルスケア・ジャパン株式会社  

MR営業推進部  池田浩太郎 

第２部   各施設の脂肪抑制の画像提供 

お問い合わせ先 

神戸リハビリテーション病院 放射線科 

TEL：０７８ （７４３） ８２２５   松尾 佳展 
 

 

 

 

 

 

 

謹啓 初秋の候、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。 

10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１０月８日（第２週木曜日） 

18：30～20：30 

場 所：三宮研修センター 

内 容： 

Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～前壁(M/L領域)撮影～ 

Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～辺縁の異常～ 

Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～ 

参加費：１０００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/              以上 

 

 

 

 

 

 

 

第 61回「MRIの基本」 

読書会のご案内 

 

神戸 MRの会  

定例会のご案内 

 

 

第100回いちょう会（第182回 斎暢会） 

開催のご案内 

臨床画像研究会－若葉会－  

第 97回定例会のご案内 

http://ichokai.kenkyuukai.jp/
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現在，単純X線の画像診断・撮影法を中心に，各モ

ダリティの診断画像を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7弾，肩関節です．詳

細は次回10月号に掲載予定です．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～』１７．単純X線写

真の撮影法・読影を中心に ⑦肩関節 

話題提供：バイエル薬品株式会社 

 １．肩関節のＸ線像 ～画像解剖と撮影技術・ポイ

ント～(仮)  担当：神戸リハビリテーション病院 

放射線科 

２．肩関節の MRI －ポジショニング・撮像方法・

症例－(仮)  担当：北播磨総合医療センター 中央

放射線室 

３．肩関節の代表的疾患と特殊検査について(仮) 

担当：大久保病院 放射線科 

日 時：平成２７年１０月２８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，セキュリティのため本館２階

北側『職員玄関』のみ出入り可能です． 

速報！：当会は２０１６年に第１００回を迎えます．

記念特別講演会を２０１６年７月開催予定で企画中で

す．詳細が決定次第お知らせいたしますので，ご参加

よろしくお願いいたします． 

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 

電話：０７９４-８８-８８００（代） 

FAX：０７９４-６２-９９２６（中放直通） 

 
 

 

 

 

 

 

平成２７年８月については、誤嚥の対応等、実地訓

練も実施しました。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９月２５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） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２７年９月１７日(木)  19:00～21:00 

場 所：尼崎市中小企業センター４０１号室 

内 容：①モダリティ別検査 

1.マンモグラフィ 2．乳腺病理 3．乳腺MRI 

②特別講演 

乳がんの FDG-PET/CT診断  

兵庫医科大学病院 核医学・PET診療部 准

教授 北島 一宏 先生 

        

問い合わせ先：兵庫医科大学病院 放射線技術部  

槌谷 達也 （０７９８）４５-６２５９ 

神戸西支部 

第９７回こうべ胃検診の会 

 

平成２７年度  

第２回阪神支部学術勉強会のお知らせ 
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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。 

 

 また、会費納入規定が改正され、会費納入期限の９月

３０日までに納入された会員数に乗じた業務委託料が、

日本放射線技師会より兵庫県放射線技師会に支払われ

るようになっています。期限内の会費納入にご協力下さ

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 

○こだま病院 

所在地 宝塚市御殿山１－３－２ 
求人内容  正規職員 

○松本クリニック 

所在地 神戸市須磨区北落合２－１０－４ 
求人内容  正規職員 

○にしはら乳腺クリニック 

所在地 姫路市南町５番 モルティひめじB－７ 

求人内容  正規職員 

○高田上谷病院 

所在地 西宮市山口町上山口４－２６－１４ 
求人内容  正規職員 

○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 

○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 

○西江井島病院 

所在地 明石市大久保町西島653 

求人内容  正規職員 

○酒井病院 

所在地 姫路市飾西４１２－１ 

求人内容  正規職員 

○順心病院 

所在地 加古川市別府町別府８６５－１ 

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 

○大迎整形外科 

所在地 明石市二見町東二見８９５－４ 

求人内容  パート職員 

○兵庫県立尼崎総合医療センター 

所在地 尼崎市東難波町２－１７－７７ 
求人内容  パート職員 

○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  パート職員 

○大寺整形外科 

所在地 神戸市北区藤原台中町１－２－１ 北神中央ビル３F 

求人内容  パート職員 

 

 

 

 

 

会費納入状況 （平成２７年８月１４日現在） 

会 員 数 ： １，２６５名 

会費納入率 ： ５６．２８％ 

会費未納者数 ： ５５３名 
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 < ９月スケジュール > 

 

 

 

 
 

 

 

       < １０月スケジュール > 

        
 

 

 

 

 

９/１ （火）  

９/２ （水）  

９/３ （木）  

９/４ （金）  

９/５ （土）  

９/６ （日）  

９/７ （月）  

９/８ （火）  

９/９ （水） 第274回 神戸頭部研究会 

９/１０ （木）  

９/１１ （金） 第293回 はりまCT研究会 

９/１２ （土） 東播支部親睦会 

９/１３ （日）  

９/１４ （月）  

９/１５ （火）  

９/１６ （水） 第4回 淡路支部学術勉強会 

９/１７ （木） 

シャウカステン１０月号原稿締め切り 

第82回 西播画像研究会 

第2回 阪神支部学術勉強会 

９/１８ （金）  

９/１９ （土） 第１１０回 大阪胃腸会（銀杏会） 

９/２０ （日）  

９/２１ （月）  

９/２２ （火）  

９/２３ （水）  

９/２４ （木） 第61回 「MRIの基本」読書会 

９/２５ （金） 第97回こうべ胃検診の会 

９/２６ （土） 神戸西支部 特別講演会  

９/２７ （日） 基礎技術講習会「一般撮影」  

９/２８ （月）  

９/２９ （火） 神戸MRの会 

９/３０ （水）  

１０/１ （木）  

１０/２ （金）  

１０/３ （土）  

１０/４ （日）  

１０/５ （月）  

１０/６ （火）  

１０/７ （水）  

１０/８ （木） 第100回 いちょう会（第182回 斎暢会） 

１０/９ （金）  

１０/１０ （土） 第2回兵庫県放射線技師会読影セミナー 

１０/１１ （日）  

１０/１２ （月）  

１０/１３ （火）  

１０/１４ （水）  

１０/１５ （木）  

１０/１６ （金）  

１０/１７ （土）  

１０/１８ （日）  

１０/１９ （月）  

１０/２０ （火）  

１０/２１ （水）  

１０/２２ （木）  

１０/２３ （金）  

１０/２４ （土）  

１０/２５ （日） 第２７回 兵庫県放射線技師会学術大会 

１０/２６ （月）  

１０/２７ （火）  

１０/２８ （水） 若葉会 第97回定例会 

１０/２９ （木）  

１０/３０ （金）  

１０/３１ （土）  
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庶 務 報 告 

 

 《新入会員》 山下 尚斗 ＜ 阪神支部 ＞ 尼崎中央病院 大阪物療専門学校 

         岡田 亘     ＜ 阪神支部 ＞ 多根総合病院 大阪大学 

         早崎 圭佑   ＜神戸東支部＞ あんしんクリニック 京都医療技術短期大学   

         岡田 穂菜美 ＜神戸西支部＞ 川崎病院  鈴鹿医療科学大学 

         山本 友紀実 ＜神戸西支部＞ 川崎病院  川崎医療短期大学  

         福岡 将臣   ＜ 淡路支部 ＞ 県立淡路医療センター 神戸総合医療専門学校 

         山内 尚也   ＜ 東播支部 ＞ 大久保病院 神戸総合医療専門学校 

         山本 悠介   ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院 京都医療科学大学 

         本村 壮司   ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院 神戸総合医療専門学校 

石塚 真悠   ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院 神戸総合医療専門学校 

        

                             

《県内異動》 上村 あかね ＜ 阪神支部 ＞ 西淀病院 → ＜神戸東支部＞神戸労災病院 

宮脇 由佳 ＜神戸東支部＞ 西記念画像検診クリニック → ＜神戸東支部＞西病院             

 

 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

    所在地変更  

一般社団法人 栃木県放射線技師会  

                       〒320-0032 栃木県宇都宮市昭和1-3-10栃木県庁舎西別館404号 

                                     TEL・FAX 028-625-7979 

 

        一般社団法人 兵庫県理学療法士会 

                     〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-5-22 4階 

                                     TEL078-367-7311 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


