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－会告－
第１０５回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会のお知らせ
定款第１４・１５条に基づき、第１０５回総会を下記のとおり開催する予定となりました。
ご多忙中とは存じますが、万障お繰合わせの上、ご出席下さいますよう、謹んでご案内申し上げます。
総会の詳細につきましては来月のシャウカステンおよび同封いたします議案書をご参照下さい。
なお、欠席される場合には委任状の提出をお願いいたします。
記
日 時： 平成２８年３月２０日（日） １３：３０～１５：００
場 所： 神戸市勤労会館 ３０８号室 神戸市中央区雲井通５丁目１－２
※総会終了後に研修会を予定しております（詳細は次号にて報告いたします）。

第７回放射線安全管理測定講習会の案内

日 時： 平成２８年２月６日（土）１４：００～１９：００
場 所： 神戸市立医療センター中央市民病院 １F 講堂
募集人数： ４０人 （定員になりましたら 〆切します）
参加費： ５００円 会員外 ３，０００円
【講習会内容】
放射線測定器の基礎と特性を理解し、患者被ばく線量の測定ができることを目的とした講習会を開催します。 法改正
や最近の被ばく低減での DRL、実習では測定方法を基礎から学び、病院での診療放射線技師の役割でもある、被ばく低
減を目的としています。
＜ 講習 ＞
『 線量管理の最新動向～DRL のエトセトラ：できるだけ、X 線量を、低くしよう！～』
（Dekirudake） (X Ray) （Low）
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 Diagnostic X-ray モダリティスペシャリスト
北中 康友 先生

1

兵放技ニュース
平成２８年 2 月１日発行
『平成２７年度医療法施行規則の一部を改正する省令に関して』
兵庫県立健康生活科学研究所 健康科学研究センター
西下 重樹 技師
『簡易的な IVR 被ばく線量測定と被ばく線量の考え方について』 兵庫医科大学病院 放射線技術部 松本 一真 技師
＜ 実習 ＞ 装置を使用して実習します
IVR 基準点における患者入射皮膚線量の測定
兵庫医科大学病院 放射線技術部 松本 一真 技師
(日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師認定機構にポイント申請中)
希望者は ①氏名 ②連絡先（TEL or E-mail） ③【線量測定講習会参加希望】を書いて、FAX・メール・ホームページ
により申込んでください。
兵庫県放射線技師会 事務所
MAIL： hart@tiara.ocn.ne.jp FAX 078‐351‐2309
問い合わせ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
MAIL： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp

管理士委員会
第８回 原子力災害や放射線災害に関す
る 緊急被ばく医療の初期対応研修会

アドバイザー： 三菱重工 神戸造船所 顧問医師
衣笠 達也 先生
３： 講評と閉講式 16：30～
当日参加も可能ですが、修了書も発行しますので、
兵庫県放射線事務所 FAX ： 078-351-2309 に
①氏名②所属③連絡先電話番号 “災害訓練参加希望”
と書いて申し込んでください。
※メールの場合 兵庫県放射線技師会
MAIL： hart@tiara.ocn.ne.jp
先着５０名まで 参加多数の場合は連絡します
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科
TEL 078-917-2020（代）
半蔀（はしとみ） MAIL： gakujyutu8403@yahoo.co.jp

毎年恒例となりましたが、放射線災害発生時を想定したサ
ーベイメータによる汚染のスクリーニング訓練講習会を開
催します。皆様多数ご参加御願いします。
日 時： 平成２８年３月６日（日） １３：００～１７：００
（受付 30 分前より）
場 所： 明石消防署本部庁舎 3F 多目的ホール
〒673-0044 明石市藤江 924 番地の 8
ＴＥＬ 078-921-0119（代表）
参加費： 無料
１： 講 義 １３：00～
「放射線と人体への影響について」Q＆A
「サーベイの仕方 セグメント法」
「福島県原発事故の実際・除染とGMサーベイメータの取
り扱いと数値の見方」
「兵庫県災害対策局と兵庫県放射線技師会における緊
急時連絡訓練」
２： 訓 練 １５：００～
「タイベックスーツの着方」
「被災者へのモニタリング模擬訓練」デモンストレーション
「除染について」
「GM サーベイを使用した参加者モニタリング訓練」実習形
式

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
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 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ＰＡＳ
ＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷ
ＯＲＤは自由に変更できます）。
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射線技師会学術大会でようやく研修会の開催にたどりつき
ました。私達は単なる女子会ではなく、女性目線で企画し
女性技師がリーダーシップをとった“放射線技師が集うき
2 月パスワード
っかけ”を作ること、女性技師限定ではなく男性技師も含
シャウカステン紙面をごらんください
めた多くの方々に参加して一緒に考えていただけるような、
兵庫県放射線技師会 HP
今までの研修会とは違った“資質を高め合える場”を提供
http://www.hyogo-rt.org/
したいと考えています。
今回は、昨年度の近畿地域学術大会in奈良で実施した女
性サミットに関するアンケート調査の結果報告と、働き盛
り・子育て世代・次世代リーダーのパネリストたちによる、病
広報委員会
院による職場環境の違いについてパネルディスカッション
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
を行います。ぜひこの機会にあなたの「働き方」について
一緒に考えてみませんか？
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。
学術委員会
氏名・生年月日・出身校・所属支部・勤務先・抱負・趣味と
第１０回臨床学術講演会のご案内
写真を下記アドレスまで送信して下さい。

MAIL：hyogoradiotech@gmail.com
第１０回臨床学術講演会を下記日程で開催します。
今回は耳鼻科領域をテーマに企画しています。
皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。
日 時： 平成２８年２月２７日（土）１４：００～１７：００
場 所： 神戸東急ＲＥＩホテル ３Ｆ 神戸市中央区
雲井通 6-1-5 ＴＥＬ ０７８-291-0109
参加費： 会員５００円 非会員２，０００円
講 師
「頭頚部癌の粒子線治療（仮）」
兵庫県立粒子線医療センター 西田 佳史 先生
「頭頚部の画像診断のポイント」 兵庫県立がんセンター
放射線診断科医長 野上 宗伸 先生
「がん対策加速化プラン」
兵庫県立がんセンター 院長 足立 秀治 先生
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

日本診療放射線技師会 人材育成委員会
女性活躍推進班 －近畿地域－
関西 collection

関西の技師さん集まんなはれ！
近畿地域診療放射線技師会 学術大会
日 時： 平成２８年２月１４日（日） ９：３０～１１：００
場 所： ピアザ淡海 ３階 ３０５会議室
テーマ： 「職場環境をよくするために他施設の
状況を知ろう」～おたくどうしてはります？～
１．女性サミットに関するアンケート結果報告
（於：H２６年度学術大会 in 奈良）
２．パネルディスカッション
大阪市立大学医学部附属病院 先端予防医療部附
属クリニック MedCity２１ 坂本 真理子
京都第二赤十字病院 山添 元士
草津総合病院 岡田 裕貴
国保中央病院 藤谷 明子
日本診療放射線技師会では、平成２３～２５年度の３回に
わたり女性サミットが開催されました。その後は各地域の
女性技師による企画開催へと移行し、関西 collection がで
きました。約２年間の準備を経て今回の近畿地域診療放

淡路支部
第９回淡路支部学術勉強会のお知らせ
標記について、下記のとおり開催します。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。
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新須磨病院 放射線科 山口 健司
日 時： 平成２８年２月１０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

日 時： 平成２８年２月１７日（水）１９：１５～２０：１５
場 所： 兵庫県立淡路医療センター ２F 小会議室
内 容： CT 検査における脳梗塞の診断及びプロトコール
について
兵庫県立淡路医療センター 高田尚紀 中野裕貴
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）

第２９７回はりまＣＴ研究会のご案内
第２７８回神戸頭部研究会のお知らせ

テーマ： 胆のうをたんのうしよう ～part４～
日 時： 平成２８年２月１２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
まだまだ寒い日が続きますが、風邪などひいていません
か？前回の特別講演は盛りだくさんの内容でした。年始の
少しのんびりした（？）頭に喝！！が入ったところで、胆の
うシリーズの第四弾、いよいよ胆のう疾患におけるペナント
レースの始まりです。
普段目にする機会が多い炎症性疾患だからこそ再度見つ
め直し検査へのアプローチをより一層深め、解剖、撮影技
術、読影補助のトリプルスリーを目指しましょう。
内容・講師
「急性胆嚢炎の基礎知識」
明舞中央病院 岡田 陽子 技師
「急性胆嚢炎における MR の有用性」
北播磨総合医療センター後藤 吉弘 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
０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
半蔀英敏 羽田安孝

例年になく暖かい日が続いておりましたが、最近になりや
っと冬らしい寒さがよりいっそう厳しくなってまいりました。
前回の定例会では新春恒例のメーカー担当者様より 2 つ
のテーマで進めてゆきました。前半では「知っておきたい、
脳卒中薬物療法〜光製薬(株)」を行いました。まず疫学か
ら脳血管障害の分類、脳梗塞の種類と特徴、治療の流れ
をみてゆきました。以前にも研究会で取り上げてきた内容
でしたが、改めて復習することが出来ました。次に実際の
薬物療法として抗血小板薬と抗凝固薬の作用を詳細に話
していただきました。難解な機序も、多くの図譜による説明
で理解することが出来ました。脳出血の血圧管理の重要
性も要チェックでしたね。後半は「RSNA２０１５ REPORT〜
シーメンスヘルスケア(株)」で、MR/XR/CT の３つのモダリ
ティで先進的な技術やシステムをご紹介いただきました。
MR では新たなシーケンスや撮像手技、更に進んだ静音
技術を。XR では驚きのシステムの紹介があり、是非この
目で実物を見てみたく思いました。また CT では新たな被
ばく線量低減技術をお話しいただきました。それぞれの方
向性と最新情報を得ることができ、とっても役に立ちました。
さて、今回の定例会は下記の要項で進めてゆきます。あら
ゆる方向から頭部領域の「基本〜ベーシック」をシリーズ
企画で復習を兼ね更に知識を深めます。多数のご参加を
お待ちしております。
（田上修二）
題 目： １.seri. 「頭部領域のベーシック」〜脳葉概論編
王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科
大西 宏之
２.seri. 「こんな症例ありました」
吉田病院 放射線科 森 勇樹
２.seri. 仮題「ここがワンポイント」

第 83 回 西播画像研究会のご案内
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。
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
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日 時： 平成２８年２月１８日（木）１９：００～
馬場塾症例： Ｘ線、内視鏡、切除標本、切除後病理組織
場 所： 姫路商工会議所 ５階（５０２号室）
写真、それぞれの対比など、非常に魅力ある内容となっ
姫路市下寺町４３ TEL ０７９２-２２-６００１
ております。
【一般演題】
【お知らせ】
１．造影剤に関する情報提供
第一三共株式会社
次年度、平成２８年４月より会場と開催日が変更になりま
２．医療事故調査制度の概要について
す。
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 氏
会場： 健保連大阪中央病院 〒５３０-０００１大阪市
３．当院における Ai（死亡時画像診断）について
北区梅田３-３-３０ １３階 大会議室
姫路赤十字病院 放射線技術部 辻井 貴雄 氏
ＪＲ大阪駅から神戸方面へ歩いて７分ぐらいです。
【特別講演】
開催日時： 第２土曜日 １４：３０～１７：３０
「読影補助」の為の学習システム e ラーニングの紹介
お問い合わせ：合志病院 放射線科内 担当 中川 好久
NPO 法人 メディカル指南車 阿部 信吉 氏
ＴＥＬ ０６-６４８８-１６２９ (放射線科直通)
参加費として会員は５００円、非会員は１，０００円を徴収
＊お電話での、お問い合わせは１６：００～１７：００にお願
させていただきます。
い致します。
尚、当日は軽食をご用意させていただきます。
ＨＰ： http://www.osaka-ichokai.com
ＭＡＩＬ： ｉnfo@osaka-ichokai.com

第 11５回 大阪胃腸会（銀杏会）
開催のご案内

第 65 回「MRI の基本」読書会のご案内

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。さて前回の、『読影のいろは』Ｂｏｒｒｍａｎｎ
４型のスキルス胃癌、遡及的追跡画像などをご覧いただ
きましたが、撮影と読影力の精度を高めたら、救命の可能
性もあったであろう、悔やまれる症例もあったと思われま
す。今回も『読影のいろは』、『撮影法－ワンランク上を目
指して』各講座におきまして、地道に学んで行きたいと思
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。
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２８年２月２０日（土） １４：３０～１７：３０
場 所： 尼崎中央病院 ４階講義室
参加費： １，０００円
内容：
講座Ⅰ『読影のいろは』 － 胃Ｘ線検査読影の基本的事
がら－
講師： ＮＰＯ精管構基準撮影法指導員
神戸大学医学部付属病院 拜原 正直
講座Ⅱ『撮影法－ワンランク上を目指して』－カテーテル
法（簡易的精密検査法）－ 講師： 合志病院 中川 好久
症例検討会

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６５回は、「PartⅠ MRI の基本概念」
第３版 第２章 MRI の基本原理
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２８年２月２５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

5

兵放技ニュース

平成２８年 2 月１日発行

平成２７年度第２回姫路市乳癌検診研修会
（マンモグラフィ読影勉強会）
日 時： 平成２８年２月２５日（木） １９：００～
場 所： 姫路市医師会館 ５階 大ホール
姫路市西今宿三丁目７番２１号
TEL ０７９-２９５-３３３３
内 容： 姫路市乳癌検診研修会
１９：００～１９：５０ 「姫路市医師会及び精検施設での
症例を使った読影大会」（５０例・５０分）
１９：５０～２０：０５ 解答配布及び自由閲覧
２０：１０～２１：００ がん検診検討(乳)部会委員等によ
る解説（希望者）
【筆記具・ルーペは各自ご持参ください】
参加費： 無料

第 21 回兵庫乳房画像研究会のご案内
軽暖の候、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。
この度、第２１回研究会を下記のとおり開催いたします。
今回は、精中機構の講習会および更新講習会の読影試
験を想定して、マンモグラフィのフィルムリーディングを行
います。皆さまのスキルアップに繋がる症例を準備いたし
ますので、奮ってご参加下さい。
明石市医師会の協力のもと、会場にて行いますのでご
注意ください。
日 時： 平成２８年３月１２日(土) ９：３０～受付
９：３０～１２：３０
会 場： 明石市医師会館２階
(http://www.akashi.hyogo.med.or.jp/)
〒６７４-００６３ 明石市大久保町八木７４３-３３
JR 大久保駅から徒歩１５分・山陽電車八木駅から
徒歩８分
JTaco(たこ)バスも利用可
【明石市医師会館には駐車場がありませんので、公共交
通機関を利用ください】
参加費： ５００円
プログラム：
９：３０～１１：００ 「マンモグラフィ フィルムリーディング
(５０症例)」
１１：００～１２：００ 「症例解説」
兵庫県立がんセンター 乳腺外科部長 広利 浩一先生

第６回 『一般撮影勉強会』 開催のお知らせ
第６回は「足部・足関節」をテーマに勉強したいと思いま
す。座学にて解剖やポジショニングを学びたいと思います。
また４月には足部・足関節の実践編として実際の撮影方
法を見せていただこうと考えています。多くの方のご参加
お待ちしております。
テーマ： 足部・足関節
日 時： 平成２８年２月２６日(金) １９：００～
場 所： 加古川東市民病院 ３階教室
加古川市平岡町一色７９７-２９５
内 容： １．「足部・足関節領域の解剖」
加古川東市民病院 藤田 雅大
2．「当院での足部・足関節(一般撮影)」
ひろクリニック 高倉 広基
会 費： ５００円 (車の方は駐車券配布します)
お問い合わせ： 加古川東市民病院 放射線室
TEL ０７９-４３７-３７５１(放射線室直通) 東元・中間
【顧問】牧田 明三
徒歩の方： 東加古川駅南口から南に進んで牛角がある
道を右に曲がって下さい
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主任診療放射線技師 松澤博明 先生
１６：４０～１６：５０ 休憩
１６：５０～１７：５０ 【特別講演】「私が考える救急初療室
での整形外科外傷に対する画像検査のあり方」
兵庫県災害医療センター
整形外科 副部長 矢形幸久 先生
１７：５０～ 閉会挨拶
問い合わせ： 神戸赤十字病院 放射線科部内
〒６５１-００７３兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１-３-１
ＴＥＬ ０７８–２３１-６００６
ＦＡＸ ０７８-２４１-７０５３
MAIL： t-miyayasu@kobe.jrc.or.jp 担当： 宮安 孝行

１２：００～１２：３０ 「質疑応答」
★なおフィルムリーディングは、１１：００開始の「症例解説」
までに終了できるよう９：３０～１１：００の時間帯で好きな
時間にお越しいただいて問題ありません。
事務局： 兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線部内
担当 坂本 瞳
〒６６０-８５５０ 兵庫県尼崎市東難波町二丁目１７番７７号

TEL ０６-６４８０-７０００ (代)
ＭＡＩＬ： hyogo_breast@yahoo.co.jp

第１２回 近畿救急撮影セミナー

第３回 乳房超音波セミナーのご案内

日 時： 平成２８年３月１９日（土）１４：３０～１８：００
（１４：００受付開始）
会 場： 国立病院機構大阪医療センター
緊急災害医療棟３F 講堂
〒５４０-０００６ 大阪府大阪市中央区法円坂２-１-１４
ＴＥＬ ０６-６９４２-１３３１（代表）
参加費： １，０００ 円
日本救急撮影技師認定機構対象セミナー ２単位
＊荒天時にはやむを得ず、セミナーを中止にすることもあ
ります。その場合はホームページにて掲載致します。
http://kinkiqqsatsueiseminar.kenkyuukai.jp/about/
第１２回プログラム： テーマ｢基礎から学ぶ外傷救急｣
１４：２５～１４：３０ 開会挨拶 注意事項
１４：３０～１５：３０
【技術講演】 ｢各施設における整形撮影の工夫｣
1．当院における外傷 X 線撮影の工夫
～ストレッチャーでの撮影を主に～
京都第二赤十字病院 山添元士 先生
2．外傷撮影における発想の転換と工夫
～段ボールと血管撮影装置～
兵庫県災害医療センター 放射線課 上江孝典 先生
3．trauma DIAGNOST を用いた初療撮影について
りんくう総合医療センター 放射線技術科
救命救急撮影担当主幹 相良健司 先生
１５：３０～１５：４０ 休憩
１５：４０～１６：４０ 【教育講演】｢単純撮影の知識を深め、
救急に活かす～四肢を中心に～」
大阪大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門

第３回 乳房超音波セミナーを下記の日程にて企画しま
した。今回は、超音波画像とマンモグラフィの症例を提示
し、勉強したいと思います。興味ある方は、是非参加してく
ださい。
日 時： 平成２８年２月２５日（木） １８：３０～
場 所： 公立八鹿病院 第一会議室
内 容： 「典型的な症例とその特徴」
講 師： 木村和代氏（公立八鹿病院 診療放射線技師）
問い合わせ先： 公立八鹿病院 画像診断科 村尾まで
ＴＥＬ ０７９-６６２-５５５５（内線１４５０）
※アンケート回答のお願い※
但馬支部では、支部内の施設に導入されている CT と
PACS 等に関するアンケート調査を実施します。どんな装
置が稼動しているのか、どんなシステムが構築されている
のかを知り、今後の勉強会や施設間の情報交換を行う資
料にしたいと考えています。
お忙しい時期ですが、アンケートに御協力頂きますよう
お願いします。
問い合わせ先： 公立八鹿病院 画像診断科 村尾まで
ＴＥＬ ０７９-６６２-５５５５（内線１４５０）

会費納入について
～早期納入のお願い～
本会は皆様の会費によって運営されています。会費納入
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期限は毎年９月３０日となっておりますが、スムーズな会
○あんしん病院
務運営のため、できる限り早期での会費納入にご協力い
所在地 神戸市中央区港島南町１-４-１２
ただきますよう、お願いいたします。
求人内容 正規職員
○入江病院
所在地 姫路市飾磨区英賀春日町２-２５-２
求人内容 正規職員

会費納入状況 （平成２８年１月１５日現在）
会 員 数 ： １，２９４名
会 費 納 入 率 ： ８５．１６％
会費未納者数 ： １９２名

○順心淡路病院
所在地 淡路市大町下６６-１
求人内容 正規職員 ・ パート職員

≪ 求人情報 ≫

○兵庫県立淡路医療センター
所在地 洲本市塩屋１丁目１-１３７
求人内容 嘱託職員 ・ パート職員

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
○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

○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丁目１７-７７
求人内容 パート職員

○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

○こくふブレストクリニック
所在地 宝塚市中山寺１-１０-６
中山寺メディカルセンター１０２
求人内容 正規職員

○道下クリニック
所在地 神戸市須磨区前池町２-８-１５グランパレ板宿１Ｆ
求人内容 正規職員 ・ パート職員

○すずらん病院
所在地 神戸市北区鈴蘭台西町 2-21-5
求人内容 正規職員

○大塚病院
所在地 丹波市氷上町絹山５１３
求人内容 正規職員 ・ パート職員

○多可赤十字病院
所在地 多可郡多可町中区岸上 280
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

○大西脳神経外科病院
所在地 明石市大久保町江井島 1661-1
求人内容 正規職員

○岡本病院
所在地 篠山市東吹１０１５-１
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

○協和病院
所在地 神戸市西区押部谷町栄１９１-１
求人内容 正規職員
○岡本クリニック
所在地 神戸市中央区三宮町１‐１０‐１
神戸交通センタービル６Ｆ
求人内容 正規職員 ・ パート職員
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< ２月スケジュール >

２/１７

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

２/１８

（木）

２/１９

（金）

２/１
２/２
２/３
２/４
２/５
２/６
２/７
２/８
２/９
２/１０
２/１１
２/１２
２/１３
２/１４
２/１５
２/１６

２/２０

（土）

２/２１

（日）
（月）
（火）
（水）

２/２２
２/２３
２/２４

３/２
３/３
３/４
３/５
第７回放射線安全管理測定講習会

３/８
３/９
第２７８回神戸頭部研究会
第２９７回はりまＣＴ研究会

３/１２
３/１３

関西ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（女性活躍推進班）

３/１４
３/１５
３/１６

第９回淡路支部学術勉強会
第１０６回いちょう会
第８３回西播画像研究会

３/１７
３/１８
３/１９
３/２０

業務拡大に伴う統一講習会
第１１５回大阪胃腸会（銀杏会）
業務拡大に伴う統一講習会

３/２１
３/２２
３/２３
３/２４
３/２５
３/２６

第６５回「ＭＲＩの基本」読書会
第２回姫路市乳癌検診研修会
第３回乳房超音波セミナー
第６回一般撮影勉強会

（金）
（土） 第１０回臨床学術講演会
（日）
（月）

２/２９

３/１０
３/１１

２/２６
２/２８

３/６
３/７

（木）

２/２７

< ３月スケジュール >
３/１

２/２５
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３/２７
３/２８
３/２９
３/３０
３/３１

9

（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

第８回緊急被ばく医療の初期対応研修会

第２１回兵庫乳房画像研究会

第１２回近畿救急撮影セミナー
第１０５回兵庫県放射線技師会通常総会

