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第２７回兵庫県放射線技師会学術大会 報告
第２７回兵庫県放射線技師会学術大会が平成２７年１０月２５日（日）に三田市総合福祉保健センターで開催され
ました。
１４８名と多数の参加者で実りある会となりました。
一般演題では、１１名の会員からの発表があり、日頃の工夫や検討結果を報告していただきました。特別講演
は三田市民病院消化器内科部長の田中 秀憲先生に「消化器内科にとっての画像診断の活用法」で講演いただ
き、臨床に生きる知識を得ることができました。
市民公開講座では、肺疾患をテーマに柏原赤十字病院放射線技術課の上垣 友里先生、柏原赤十字病院総合
診療部長の三村 令児先生の講演があり、
市民の皆様もお越しいただき、盛会のうちに終了しました。
１１月２１日から日本診療放射線技師会学術大会が京都で開催されます。
今回同様、盛大な会になるように皆様のご協力よろしくお願いします。
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情報委員会
平成２７年度 給与実態調査
アンケートご協力のお願い
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平成２７年１１月１日発行
ＳＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳ
ＳＷＯＲＤは自由に変更できます）。

11 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

本年も例年同様「給与実態調査」を実施する運びとなり
ましたのでご案内いたします。
この「給与実態調査」は、社会情勢の変化や診療報酬改
定等による医療環境の変化が、我々診療放射線技師の
処遇面へ及ぼす影響を把握することを目的としており、
その現状を正確に捉え、会員の皆様にご報告することで
今後の活動における指針としてご利用頂けるよう例年実
施しております。何卒、趣旨をご理解のうえ、ご協力の
程お願い申し上げます。
兵庫県放射線技師会ホームページからも回答できます
ので、兵放技ニュース｢Schaukasten｣に記載の１１月の
パスワードを入力のうえご利用ください。
ご回答の締め切りは、平成２８年１月１２日（火）までとさ
せて頂きます。
問い合わせ： 兵庫県立尼崎総合医療センター
放射線部 水口健二郎 TEL ０６-６４８０-７０００

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

第１１回兵庫県学術研修フォーラム
のご案内
今年もエーザイ株式会社さまとの共催にて、開催いたし
ます。 多数のご参加お待ちしています。
日 時： 平成２７年１２月５日（土）１４：００～１６：４５
場 所： エーザイ神戸コミュニケーションオフィス会議室
兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目７－４
ハーバーランドダイヤニッセイビル１７階
TEL ０７８-２３２-００８１
参加費： 会員５００円 会員以外：２，０００円
［情報提供］１４：００～
情報提供：アクトネル 骨粗鬆症ガイドラインについて
エーザイ株式会社
桜井 隆宏
［基礎講演］１４：２０～
高齢化社会における慢性疾患を対象とした整形領域
の撮影法 -教科書に載っていない下肢荷重撮影によ
る足関節・足撮影法奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部
安藤 英次
［特別講演］１５：３０～
骨折・骨折後合併症の診断と治療に必要な画像検査
神戸大学医学部付属病院 整形外科
講師 新倉 隆宏
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 学術担当 神澤 匡数
MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
１２月１日発行の兵庫県放射線技師会会誌（HART）に掲
載する新入会員紹介「技師会に輝く新星」に掲載する原
稿を募集中です。
氏名・生年月日・出身校・所属支部・勤務先・抱負・趣味と
お写真を下記アドレスまで送信して下さい。

MAIL：hyogoradiotech@gmail.com

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「Ｉ
Ｄ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ＰＡ

第３回放射線セミナーのご案内
がん診療連携協議会、兵庫県放射線医会との共催で第
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３回放射線セミナーを開催します。
平成２７年９月２６日（土）１８：００～２０：００ 神戸市勤
皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。
労会館にて、特別講演 奈良県立医科大学附属病院 安
今回は肺がんをテーマに企画しています。詳細は次号
藤英次先生による一般撮影 『理解して撮る一般撮影シ
で報告いたします。
リーズ』（第２弾）～ 人工股関節（THA）撮影技術と画像
日 時： 平成２８年１月３０日（土） ← 訂正
読影 ～を開催致しました。
１４：００～１７：００
参加者は７５名で、遠方の他支部の方や神戸総合医
場 所： 神戸市教育会館 大ホール
療専門学校の生徒さんや他職種の方まで参加してくださ
〒６５０-０００４ 神戸市中央区中山手通４丁目１０
いました。多数ご参加くださり、垣根を越えた研修会とな
番５号 TEL ０７８-２２２-４１１１
りました。このたびも６７ページのフルカラー資料の配布
神戸市営地下鉄「県庁前」より徒歩５分
は大好評でした。
参加費：無料
今後も一般撮影に限らず色々なテーマで研修会を企
基礎講演
画致しますのでご参加くださいますようよろしくお願い致
１・「低線量肺がん CT の撮影技術」
します。
兵庫医科大学病院 放射線技術部 名定 敏也
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
２・「肺癌の CT 診断」（仮）
静岡県立静岡がんセンター 画像診断科部長
淡路支部
遠藤 正浩
第６回淡路支部学術勉強会のお知らせ
特別講演
標記について、下記のとおり勉強会を開催します。皆
１・「最新の外科的治療－鏡視下手術も含め」（仮）
様お誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願いし
神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器外科部長
ます。
高橋 豊
日 時： 平成２７年１１月１８日（水）１９：１５～２０：１５
２・.「肺癌の放射線治療の進歩（粒子線治療も含め）」（仮）
場 所： 兵庫県立淡路医療センター２F 小会議室
兵庫県立粒子線医療センター院長 沖本 智昭
内 容： MRI 検査におけるスライス厚について
共催 兵庫県がん診療連携協議会 兵庫県放射線医会
兵庫県立淡路医療センター 藤田達也
（公社）兵庫県放射線技師会
参加費：
会員無料
会員以外５００円
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 学術担当 神澤 匡数
MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp

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）

神戸西支部
特別講演 報告

第１９回 兵庫県ＭＲＩテクニカル
カンファレンスのご案内
黄葉鮮やかな季節、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あげます。
この度、頚部撮影における各種メーカーの脂肪抑制や
アーチファクト対策を含む、喉や呼吸の動きに着目し、
各施設の画像を検討したいと思います。
諸事ご多忙のことと存じますが、是非ご参加賜りますよ
うお願い申しあげます。
日 時： 平成２７年１１月７日（土） １５：００～１８：００

神戸西支部主催 特別講演の報告です。
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場 所： 第一三共㈱ 神戸支店 １１F
「胆道結石の治療について」
（神戸市中央区磯上通２-２-２１三宮グランドビル）
明石医療センター 羽渕 正樹 技師
会 費： ５００円 (会員・会員外)
皆さん、お誘いあわせの上ご参加ください (*^^)v
【情報提供】
新人の方もベテランさんも、また他職種の方々もお待ち
『安全な MRI 検査のために』
しております。
第一三共株式会社
橋本 賢一
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科内
『概要：頚部撮像に関する問題点と改善方法に関して』
０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
半蔀英敏 羽田安孝
【臨床講演】
『3T-MRI の頚部撮像に関する現状と考察』
第２７６回神戸頭部研究会のお知らせ
北播磨総合医療センター 診療支援部 中央放射線室
朝夕の冷え込む季節となり、いっそう秋が深まってまい
田中 智之
りました。前回の定例会では、seri,「頭部救急のみかた」
『当院における頚部撮像シーケンスについて』
で救急現場でのピットフォールを行いました。特に診療
順心病院
放射線課 西谷 竜也
時間外や当直時間帯では少人数の体制で急を要す場面
【特別講演】
もみられ、対応、検査の手順・手技などを適切に判断し
『頚部領域における脂肪抑制と動き対策』
なければなりません。実際にあった３例をもとにディスカ
兵庫医科大学病院 放射線技術部 城本 航
ッション形式!?で進めてゆきました。１例目のピットフォー
『より良い画像を得るための大切な因子 ～B0 と B1 の
ルは頭部 CT のみかたで Pseudo SAH を行いました。一
重要性～』
見くも膜下出血とみられる所見もよくよく観察するとやや
神戸大学医学部附属病院 医療技術部 京谷 勉輔
吸収値が低いものと。脳腫脹との関わりが理解できまし
問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤吉弘
た。２例目は MR 検査でみられたアーチファクトを取り上
TEL ０７９４-８８-８８００
げました。AVF や AVM などの血管異常を疑う所見も実
MAIL： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
はパラメータと体位が原因であったことが判明。原因は
折り返しによるものでした。特徴のある画像はもう忘れ
第２９５回 はりまＣＴ研究会のご案内
ませんね。最後は主に急性期脳梗塞の判断に用いられ
テーマ：胆のうをたんのうしよう ～part3～
る拡散強調画像を行いました。やや難解なこの領域も非
日 時： 平成２７年１１月１３日（金）１９：００～
常に分かり易く説明いただき、MPG、b 値、EPI の関係や
場 所： 明舞中央病院 西館１階 会議室 （駐車場有）
ADC-map の重要性も理解出来ました。まさに明日から
会 費： 会員・会員以外 ５００円
臨床で使える内容でしたね。今年進めてきましたシリー
今回は胆のうシリーズの第三弾です。前回は生理機能
ズ企画の集大成となりました。さて、今回は下記の通り、
から胆道系疾患をカバーしました。これからいよいよ胆
特別講演会を開催いたします。臨床を重視した内容で進
のう疾患の開幕戦です。今回は胆道系疾患において切
めてまいります。多数のご参加をお待ちしております。
っても切り離せない胆道に出来る石についてせめてい
（田上修二）
きたいと思います。よく目にする疾患で、たかが石と思
題 目： 「ここまでわかる頭部救急の CT/MRI 2 」
われるかもしれませんが、侮れないのが石です。今回
～臨床現場で見逃さないために～
で胆道系に出来る石の心髄をお見せします。
公益財団法人 東京都保健医療公社 荏原病院
１２月は忘年会を予定しております。奮ってのご参加、お
放射線科部長 井田 正博 先生
待ちしております。
日 時： 平成２７年１１月１４日（土）１４：３０～１６：３０
内容・講師
会 場： HDC 神戸５F HDC スタジオ
「石のおはなし」
明舞中央病院 須賀 俊夫 技師
（JR 神戸駅南側すぐ）
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会 費： 会員・会員以外 １，０００円
＊講演会終了後、情報交換会を行います。是非ご参加く
ださい。
連絡先： 吉田病院 放射線科 森 勇樹
ＴＥＬ ０７８-５７６-２７７３

平成２７年１１月１日発行

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、今回の『読影のいろは』胃上部領域、GIST、MALT
リンパ腫、進行癌様の急性胃潰瘍、早期胃癌類似の進
行癌などなど、胃粘膜表面の形態から粘膜下の状態ま
で、Ｘ線、内視鏡、切除標本写真、切除後病理組織像、そ
れぞれの視点から同じ病変を眺めてみましょう。１対１
対応が、どこまで成り立つでしょうか。『基準撮影法－病
変を拾い上げるために－』今回も経験豊富な講師による
病変の拾い上げ方について解説致します。透視下観察
において、如何にして異常陰影を認識するのか、その後
の追加撮影法は．．。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。
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
日 時： 平成２７年１１月２１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『読影のいろは』－ 所見用語の使い方（症例を
題材に）－その④
講師：合志病院 中川 好久
講座Ⅱ『 ＮＰＯ精管構による基準撮影法』－病変を拾い
上げるために－その③
講師：ＮＰＯ精管構基準撮影
法指導講師 恵生会病院 芳野 克洋
症例検討会 担当： 大阪中央病院 村上 渡
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 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
MAIL： info@osaka-ichokai.com

第５回救急撮影オープンカンファレンス
開催のお知らせ
診療放射線技師の業務拡大の一つに、画像診断の読影
補助が言われている。
救急医学において画像診断の適応と情報量が拡大して
おり救急診療における診療放射線技師の役割は、従来
からあった「医師の指示の下に人体に放射線を照射し撮
影を行う」という範疇にとどまらず、画像情報の読影補助
としての画像所見の報告業務が求められている。
画像所見の読影にかかわる知識や技能は高度に多様
化しており、救急診療に従事する診療放射線技師により
高い専門性が求められている。
そこで、今回の救急オープンカンファレンスでは当病院
の放射線診断科の清水先生による講演をお願いしてい
ます。
放射線科医の視点から、救急医療に携わる技師に必要
とされる撮影技術、読影の知識やポイントを講演して頂
き、参加して頂いた方々が病院に戻って現場ですぐに役
立てる情報を提供できれば幸いです。
日 時： 平成２７年１１月２０日（金）１９：００～２１：００
場 所： 神戸市立医療センター 中央市民病院
１階講堂（ファミマ向かい）
内 容： ①「（仮）救急 CT 読影チェックシート試用経験」
②「（仮）救急医療に携わる技師に必要な撮影技
術、読影の知識やポイント」
講 師 ① 森永技師（診療放射線技師）
② 清水医師（放射線診断科医師）
※救急撮影認定技師ポイント２ポイント付与されます
問い合わせ先： 神戸市立医療センター中央市民病院
放射線技術部 布垣和也
ＴＥＬ ０７８-３０２-４３２１（※２７４）

第１１２回大阪胃腸会（銀杏会）
開催のご案内

神戸ＭＲの会 定例会のご案内
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皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申
当会は、平成２２年の第１回から、パワーテキストで読
し上げます。
書会を行ってきました。
さて、神戸 MR の会 定例会を下記の通り開催いたしま
第６３回は下記内容で開催いたします。
す。ご多忙中とは存じますが、多数のご参加をお待ちし
ＭＲＩの基本原理からフィリップス社の最新技術まで盛り
ております。
だくさんで行います。
日 時： 平成２７年１１月２４日(火) １９：００〜２１：００
皆様お誘い合わせの上ご参加ください。
場 所： 神戸リハビリテーション病院２階会議室
【MR 基礎講演】
会 費： 会員・会員以外 ５００円
「MRI 撮像の基礎 ～励起から信号収集まで～」
第１部 「DWI 撮像の基礎と最新技術」
株式会社 フィリップスエレクトロニクスジャパン
株式会社 フィリップスエレクトロニクスジャパン
IS ビジネスグループ MR アプリケーションスペシャリ
IS ビジネスグループ MR アプリケーションスペシャ
スト 望月 智広
リスト
上田 優
【PHILIPS/MR の最新情報】
第２部 「DWI から得られる情報」
「PHILIPS MRI 最新 Topics」
三菱神戸病院 画像技術科
山田 達也
株式会社 フィリップスエレクトロニクスジャパン
お問い合わせ先
IS ビジネスグループ MR モダリティスペシャリスト
神戸リハビリテーション病院 放射線科
廣瀬 加世子
TEL ０７８-７４３-８２２５ 松尾 佳展
日 時： 平成２７年１１月２６日（木）１９：００～２１：００
毎月第４木曜日開催予定
平成２７年度 第２回
場 所： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
胃部Ｘ線読影勉強会の開催について
２Ｆ 第２・第３研修室
会 費： 会員・会員以外 １００円
本会集検（胃）委員会では胃がん検診の新たな精度管
お問い合わせ先： 兵庫県立リハビリテーション中央病
理体制のため、日本消化器がん検診学会認定医及び認
院 TEL ０７８-９２７-２７２７(代表)
定放射線技師の取得を目指しています。
放射線科 鳥居
そこで、医師及び放射線技師の認定資格試験に備え
て、フィルム読影の勉強会を下記のとおり開催いたしま
第５０回 西播イメージング研究会
す。
のご案内
ご多忙中まことに恐縮ですが、多数の方々にご参加い
ただきますようご案内申し上げます。
皆様方におかれましては益々御清祥のことと御慶び
日 時： 平成２７年１１月２６日（木） １９：３０～
申し上げます。
場 所： 姫路市医師会館 ５階 大ホール
下記の通り、第５０回西播イメージング研究会を開催
姫路市西今宿三丁目７番２１号
致します。
TEL ０７９-２９５-３３３３
多忙な折、恐れ入りますが、皆様お誘い合わせの上、多
内 容： 胃部Ｘ線読影勉強会
数の御出席を賜りますようお願い申し上げます。
参加費： 無料
日 時： 平成２７年１１月２８日（土）１３：:３０～１７：４５
日本消化器がん検診学会認定の胃がん検診専門技師
場 所： 姫路商工会議所 ６F ６０５会議室
更新単位２単位を取得することができます。
姫路市下寺町４３ TEL ０７９-２２２-６００１
会 費： 会員５００円 会員以外１，０００円
第６３回 「ＭＲＩの基本」読書会
－ プログラム －
『ヨード造影剤イオメロンの適正使用情報』
特別講演会のご案内
エーザイ株式会社 中谷 泰之 氏
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講 演Ⅰ
* なお、参加費は無料、駐車場は有料です。（軽食あり）
『CT画像を診る！Vol.7 ～急性腹症のCT画像を統計学
問い合わせ先
的な観点から考える～』
西神戸医療センター 放射線技術部 山之内 真也
兵庫県立がんセンター 放射線部 前田 啓明 技師
TEL ０７８-９９７-２２００ （内線２３０５）
講 演Ⅱ
『Vantage Titan 3T の最新情報』
第１０３回いちょう会（第１８５回斎暢会）
東芝メディカルシステムズ株式会社 MRI 事業部
開催のご案内
MRI グローバルマーケティング 山本 貴雄 氏
謹啓 深秋の候、皆様におかれましてはますますご活
講 演Ⅲ
躍のこととお慶び申し上げます。
『シリーズ胸部 パートⅡ～非結核性抗酸菌症を中心に
１２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
姫路聖マリア病院 放射線技術課 松岡 巧 技師
す。
謹白
☆特 別 講 演☆
日
時：
平成２７年１２月１０日（第２週木曜日）
『能動的学習を支援する学習環境 Active Learning
１８：３０～２０：３０
-日本診療放射線技師養成課程心肺蘇生法普及委員会
場
所：
三宮研修センター
JASCA-』
内 容： Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～胃上部(U 領域)撮影～
日本診療放射線技師養成課程心肺蘇生法普及委員会
Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～隆起性病変～
代表 一般財団法人 倉敷成人病センター 放射線技
Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～
術科
蘆原 友里 先生
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
【認定ポイント】日本救急撮影技師認定機構 2ポイント
TEL ０６-６３７７-５６２０ 担当/中川
日本 X 線 CT 専門技師認定機構 3 ポイント
MAIL：
ichokai2000@yahoo.co.jp
担当/小豆
問合せ：県立がんセンター 放射線部 前田 啓明まで
H P： http://ichokai.kenkyuukai.jp/
TEL ０７８-９２９-１１５１
西神戸医療センター オープンカンファレンス

会費納入について

第１４回 Imaging Technical Conference
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、下記の日程にて『 第１４回 Imaging Technical
Conference 』を開催いたします。
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出
席賜りますようお願い申し上げます。
日 時： 平成 27 年 12 月 3 日（木） 18：30～
場 所： 西神戸医療センター 4 階 大会議室
テーマ： 『 結石破砕治療について 』
「 結石破砕の治療精度を担保するための工夫 」
西神戸医療センター 放射線技術部 チーフ 吉原 宣
幸 技師
「 当院における結石破砕治療の現状」
西神戸医療センター 泌尿器科 医長 金丸 聰淳 先生

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。
なお、事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の
方は発刊物の停止を１２月１日以降より行います。申し訳
ありませんが、ご了承頂きますようお願い致します。
＊注意して下さい！
諸事情により会費納入が９月３０日（水）を過ぎてしまう
場合、既にお送りしています会費納入票は利用期限が
過ぎておりますので使用できません。新たに会費納入
票をお送りいたしますので、お手数ですが日本診療放
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○尼崎中央病院
所在地 尼崎市潮江 1 丁目１２-１
求人内容 正規職員

射線技師会までご連絡下さい。

会費納入状況 （平成２７年１０月１６日現在）
会 員 数 ： １，２８０名
会 費 納 入 率 ： ７１．８０％
会費未納者数 ： ３６１名

○芦屋セントマリア病院
所在地 芦屋市大原町５-２０
求人内容 正規職員
○兵庫県予防医学協会
所在地 神戸市灘区岩屋北町１丁目８-１
求人内容 正規職員

≪ 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

○井野病院
所在地 姫路市大塩町汐咲１-２７
求人内容 正規職員

○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

○佐用中央病院
所在地 佐用郡佐用町佐用３５２９番地３
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

○吉田アーデント病院
所在地 神戸市灘区原田通１-３-１７
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

【 兵庫県放射線技師会事務所について 】
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

○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

○順天厚生事業団
所在地 神戸市中央区楠町３丁目３番１３号
求人内容 パート職員

○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

○明石市立市民病院
所在地 明石市鷹匠町１-３３
求人内容 嘱託職員

○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
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１２/１
１２/２
１２/３
１２/４
１２/５
１２/６
１２/７
１２/８
１２/９
１２/１０
１２/１１
１２/１２
１２/１３
１２/１４
１２/１５
１２/１６
１２/１７
１２/１８
１２/１９
１２/２０
１２/２１
１２/２２
１２/２３
１２/２４
１２/２５
１２/２６
１２/２７
１２/２８
１２/２９
１２/３０
１２/３１

（火）
（水）
（木） 第１４回 Imaging Technical Conference
（金）
（土） 第１１回兵庫県学術研修フォーラム
（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 第１０３回いちょう会（第１８５回斎暢会）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

１１/６

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

１１/７

（土）

１１/１
１１/２
１１/３
１１/４
１１/５

平成２７年１１月１日発行

< １１月スケジュール >

< １２月スケジュール >

ニュース原稿等の宛先
FAX をご利用の方： 送信元の FAX 番号
並びに送信者氏名の記入を願います。
電子メールをご利用の方： 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。
◎ 原稿締切日 前月の第３木曜日
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）

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

CoCIT２０１５秋
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庶 務報告
《新入会員》
濱 康彦
＜ 阪神支部 ＞ 兵庫医科大学病院
金沢大学
萩原 祐
＜ 阪神支部 ＞ 兵庫医科大学病院
大阪大学
片岡 拓海 ＜ 阪神支部 ＞ 西宮市立中央病院
鈴鹿医療科学大学
杉正 敬大 ＜ 東播支部 ＞ 大山病院
神戸総合医療専門学校
金田 和典 ＜ 東播支部 ＞ 加古川西市民病院
岡山大学
杤尾 賢市 ＜ 西播支部 ＞ ツカザキ病院
岐阜医療技術短期大学
越乢 浩
＜ 西播支部 ＞ ツカザキ病院
川崎医療短期大学
塩崎 達也 ＜ 西播支部 ＞ ツカザキ病院
神戸医療技術専門学校
石原 光
＜ 西播支部 ＞ ツカザキクリニック
鈴鹿医療科学技術大学
秦 佑輔
＜ 西播支部 ＞ 兵庫県立姫路循環器病センター 徳島大学
《転入会員》
長井 俊彦 ＜ 東播支部 ＞ 医療法人社団薫風会緑駿病院 ← 大阪府より
政岡 優理香 ＜ 西播支部 ＞ 自宅 ← 栃木県より
《県内異動》
川戸 隆夫 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター → ＜神戸西支部＞自宅
山口 定男 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立西宮病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター
平松 良二 ＜ 阪神支部 ＞ 谷向病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 自宅
《施設 名称・所在地・電話番号等変更》
所在地変更
にしはら乳腺クリニック
〒６７０-０９１２ 姫路市南町 11 番地キャピタル i 姫路２階
TEL ０７９-２８３-６１０１ FAX ０７９９-７２-２５０７
名称・所在地変更 兵庫青野原病院 → 兵庫あおの病院
〒６７５-１３２７ 小野市市場町９２６-４５３
TEL ０７９４-６２-５５３３ FAX ０７９４-６２－５７５７
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