兵放技ニュース

平成２８年４月１日発行
公益社団法人 兵庫県放射線技師会
神戸市中央区元町通 ５-２-３－１０１１
ＴＥＬ ： ０７８－３５１－５１７２
ＦＡＸ ： ０７８－３５１－２３０９
http://www.hyogo-rt.org/
発 行 者／清水 操
編集責任者／阪本 正行

兵放技ニュース

Ｓｃｈａｕｋａｓｔｅｎ
No.388

第１０５回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告
平成２８年３月２０日(日) １３：３０より 神戸市勤労会館にて第１０５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２８年度事業計画（案）
２．平成２８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２８年度事業計画案」 を清水会長が、第２号議案 「平成２８
年度予算案」 を財務担当 山本理事が説明した。その他として、清水会長より診療放射線技師の代表を国政に送
り出すため、あぜもと氏の擁立のお願いがあった。
出席状況は会員数 1,298 名中、出席者数４１名、委任状提出者数６５３名、計６９４名であった。
１・２号議案は全員賛成にて可決された。
総会後は、バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 ストラテジー＆プロジェクト 部長 松坂雄二氏より
「平成２８年度 診療報酬改定について」の研修があり、活発な質問が飛び交い盛会のうちに終了となりました。
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３．感染対策講座 ６０分
４．理解できる気管支解剖講座 １２０分
５．その他
場 所： 宮野医療器株式会社 大倉山別館 ６階ホール
神戸市中央区楠町２丁目３-１
神戸市営地下鉄大倉山駅すぐ
受講料： 無料
問合せ： 神戸市立医療センター中央市民病院
放射線技術部 岡田雄基
TEL ０７８-３０２-４３２１ ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com

厚生委員会
第 36 回支部対抗ソフトボール大会のお知らせ
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２８年５月１５日（日）９：１５集合
場 所： 篠山総合スポーツセンター （下記地図参照）
篠山市郡家４５１-４ TEL ０７９-５５２-８６８１
舞鶴若狭道 丹南篠山口ＩＣを降りて１０分ほどの場所です
開会式： ９：３０
空模様が悪い場合は、前日（１４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。
問い合わせ先： 小田 兵庫県立加古川医療センター
ＴＥＬ ０７９-４９７-７０００

舞鶴若狹自動車道

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集

「丹南篠山口 IC」

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
写真を下記アドレスまで送信して下さい。

組織委員会
フレッシャーズセミナーのご案内

MAIL： hyogoradiotech@gmail.com

本年度も、日本診療放射線技師会との共催で 『診療放
射線技師のためのフレッシャーズセミナー』を開催いたし
ます。
日 時： 平成２８年５月２１日(土）１３：３０～１８：３０
内 容： １．エチケット・マナー講座 ３０分
２．医療安全講座 ６０分

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
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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
神戸西支部
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 を お 送り し ま す 。 こ れ を 用い て 、
第 102 回こうべ胃検診の会
「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
平成２７年度については、誤嚥の対応等、実地訓練も実
ＯＲＤは自由に変更できます）。
施しました。平成２８年度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 時： （予定）平成２８年 4 月２２日（金） 18：00～
場 所： 兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室
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）

４月パスワード
送付シャウカステン記載
兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/

「神戸西支部」 の恒例行事
酒蔵にて新酒を楽しむ会
神戸西支部の好例？行事である酒蔵見学を行います。
また、打ちたての蕎麦や甘党の方のために、甘酒も出して
いただける予定ですので、他支部や会員以外の方でも結
構です！皆様、奮って、ご参加ください。
日 時： 平成２８年４月９日（土） １４：３０集合
集合場所： 山陽電鉄魚住駅浜側改札口
（ＪＲではありませんお間違えなく！）
開催場所： 茨木酒造
〒６７３-８６８６明石市中崎１-５-１
申込・問合せ方法： 電話にて申込・問合せ下さい
※平成２７年４月６日までに申込み願います！
神戸西・小林（健康財団０８０-１４９０-９７２９）

第 26 回 技師のひろば
～東西会～ のご案内
皆様のお蔭で、東西会は 第２６回を迎えることができま
した。御礼申し上げます。
今回は、救急診療における診療放射線技師の役割につ
いての研修会です。
私たちの多くの施設が２次救急に関わっており、時に緊
急度の高いケースに遭遇する場面もあります。
そんな時、我々診療放射線技師は現場でどのように貢
献することができるのか、迅速かつ正しい判断をしなけれ
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ばなりません。
そこでこのたびは、３次救急の最前線でご活躍されてお
られる高度救命救急のスペシャリストのお一人であります
川崎医科大学附属病院（岡山県）の黒住 晃先生に、救
急医療チームの一員としてどう機能を果たすべきなのか
を御教授いただきます。
皆様、お誘い合わせの上ご参加下さいませ。
（神戸西支部 支部長 高井 夏樹）
内 容： 救急撮影
〈情報提供〉
『イオメロン 350 注シリンジ 135ｍL のご紹介』
エーザイ株式会社 武内 久典
〈〈 講演 〉〉
（題目） 『救急診療における
診療放射線技師としての貢献とは？！』
（講師） 川崎医科大学附属病院 中央放射線部
（高度救命救急センター） 黒住 晃 先生
日 時： 平成２８年５月２７日（金）
受付開始 １８：３０～
講演開催 １８：５０～２０：２０
※ 御注意： 開催地変更 ※
会 場： エーザイ（株）神戸支店 ハーバーランドダイヤ
ニッセイビル １７階 神戸市中央区東川崎町１
丁目７番４号
０７８-３６０-５６３０
参加費： 会員 ５００円
非会員 １，０００円
学生 無料（要学生証）
他職種 ５００円
お問い合わせ先：
・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

平成２８年４月１日発行

第 299 回 はりまＣＴ研究会のご案内
テーマ： 胆のうをたんのうしよう ～final～
日 時： 平成２８年４月８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
「胆のうをたんのうしよう」シリーズも今回で最後です。今ま
で解剖・生理・症例と様々な角度からアプローチしてきまし
た。今まで知らなかった事もスッキリしたのではないでしょ
うか。終わり良ければすべて良し！シリーズ締めくくりを聞
いて、あなたも胆のうマスターになろう！
＜お知らせ＞
はりまＣＴ研究会３００回記念講演
日 時： 平成２８年７月１６日（土）
場 所： ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
詳細が決まり次第お知らせ致します
※５月、６月のはりまＣＴ研究会は、３００回記念講演の準
備の為、お休みとさせて頂きます。
内容・講師： 「今日からあなたも胆のうマスター」
明石医療センター 久森 克利 技師
「症例検討」
複数施設より
※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

第 11７回 大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内
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、今回から、新たな年度となり、開催
場所もすぐお隣の大阪梅田に位置する健保連大阪中央
病院へと移ることとなりました。これまで同様、皆様の、ご
指導、ご鞭撻を賜りながら共に消化管Ｘ線検査の楽しさを、
探求し学んで行きたいと思います。
今年度も、はじめはＮＰＯ精管構が構築致しました『手技
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が簡明で、診断に必要な最低限の画質が得られる、精度
知識が深まりましたね。次に「こんな症例…」では最近の
管理の基盤となり、成果を期待できる』基準撮影法の再確
認知症として、認知症の症状、種類、症例を。症例では経
認、新たな知見のご紹介からスタート致します。『読影のい
時的に追ったものもあり、その変化に驚きました。また画像
ろは』も昨年度に引き続き、実際の症例を題材とし、日々
診断技術の進歩により、従来とは異なる仕組みで認知機
の業務に生かせるよう、ひとつひとつ、実践的に学んで行
能が低下する嗜銀顆粒性認知症も新たな知見として興味
きたいと思います。どうぞ、みなさんのご参加お待ちしてお
を引きました。最後に「ここがポイント」で頭部外傷と脳ヘ
ります。
ルニアのみかたを行いました。脳ヘルニアのおこり方と画
代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師
像では多くの意見が飛び交い、活気ある内容となりました。
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
会場より多くのレーザーポインタを用いてスクリーンを示す
日 時： 平成２８年４月９日（土）１４：３０～１７：３０
手法も斬新で良かったですね。また、会場後方には関連
場 所： 健保連大阪中央病院 １３階 大会議室
のある参考図書の陳列もあり、書店に行かなくとも情報を
ＪＲ大阪駅から神戸方面へ歩いて７分ぐらいです。
得ることが出来ました。今後も様々な手法を用いて、定例
＊なお、駐車場は確保しておりませんので、公共の交通
会を活性したく考えております。どうぞ宜しくお願いいたしま
機関をご利用ください。
す。さて、4 月は下記の要項で進めてゆきます。多数のご
参加費： １，０００円
参加をお待ちしております。
（田上修二）
内容： 講座Ⅰ 『ＮＰＯ精管構による基準撮影法１・２ 』
題 目： 1・seri「頭部領域のベーシック」〜前頭葉
講師： ＮＰＯ精管構基準撮影法指導員
三菱神戸病院 画像技術科 沖本 一輝
神戸大学医学部付属病院 拜原 正直
2・seri「こんな症例ありました」
講座Ⅱ『読影のいろは』
合志病院 放射線科 竹井 文彦
－ 所見用語の使い方（症例を題材に）－
3・seri「ここがポイント」
講師： 合志病院 中川 好久
松原メイフラワー病院 放射線科 田上 浩
症例検討会
日 時： 平成２８年４月１３日（水）１９：００〜２１：００
許諾頂いた馬場塾症例を使用し、X 線、内視鏡、切除標
会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室
本、切除後病理組織写真、それぞれの対比など、非常に
（JR 兵庫駅北） ＴＥＬ ０７８-５７６-０９８１
充実した内容となっております。
会 費： 会員・会員以外 ５００円
お問い合わせ：合志病院 放射線科内 担当 中川 好久
連絡先： 吉田病院 放射線科 森 勇樹
ＴＥＬ ０６-６４８８-１６２９ (放射線科直通)
ＴＥＬ ０７８-５７６-２７７３
＊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
第109 回 いちょう会（斎暢会）開催のご案内
ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.com
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。
日 時： ４月１４日（第２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 ～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

第 280 回神戸頭部研究会のお知らせ
すっかり春らしい温かい季節がやってまいりました。新年
度を迎え色々と忙しくなってきそうですね。前回の定例会
ではシリーズ企画３本立てで進めてゆきました。はじめに
「頭部領域のベーシック」では側頭葉を行いました。断層
画像での区分を示し、脳溝・脳回の名称と機能解剖、栄養
血管、働きと症候学を多くの図譜を用い示しました。中でも
聴覚と言語機能、視覚認知の領域は重要で、あらためて
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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
ＭＡＩＬ： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆
HP: http://ichokai.kenkyuukai.jp/

平成２８年４月１日発行

第４回 心血管 MR 画像研究会のご案内
今回は、冠動脈にターゲットを絞りさらに MRI 撮像を深めた
いと考えています。
基本的には初歩的な内容から、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。諸
事ご多忙のことと存じますが、ご参加お願いいたします。
日 時： 平成２８年４月２３日（土） １４：００～１７：００
場 所： チサンホテル神戸 ３F 六甲

神戸総合医療専門学校 診療放射線科 学友会

平成 28 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
☆《Google 神戸総合医療 学友会 検索↵》☆
この度、平成 28 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。今回は、3 施設の会員による
施設紹介・就職体験談と教育講演では、一般撮影法で立
位撮影法を推奨されている奈良県立医科大学附属病院
の安藤英次先生をお招きしています。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、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。
会員皆様の参加をお待ちしています。
日 時： 平成２８年４月２３日（土） １４：００～１７：１０
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 １４：００～１４：４０
・講演会 １４：５０～１７：１０
・懇親会 １７：２０～（バイキング形式・飲み放題）
《講演会内容》
☆施設紹介・就職体験談：
座長 前畠 早希氏（済生会兵庫県病院）
1）こやまクリニック：石田 美紀氏
2）北播磨総合医療センター：山本紗耶加氏
3) 神戸大学医学部附属病院：光岡 奈穂氏
☆教育講演：座長 森岡 重敏氏（信原病院）
テーマ：『一般撮影は変わる！！』
講師： 奈良県立医科大学附属病院
副技師長 安藤 英次先生
※ 講演会参加費： 会員・非会員 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）

（神戸市中央区中町通２-３-１ TEL ０７８-３４１-８１１１）

会 費： ５００円 （会員・会員外）
テーマ 『心臓 MR：コロナリーをターゲットに
臨床画像と最新撮像技術』
情報提供 『 MRI 造影剤ガドビストについて 』
バイエル薬品株式会社
『 冠動脈の解剖と疾患について 』
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
【臨床講演】
『 当院での冠動脈 MRA 』
三菱神戸病院 画像技術科 山田 達也
『 非造影！冠動脈 MRA ：症例とその撮影対策!! 』
王子会神戸循環器クリニック 大西 宏之
【特別講演】
『 冠動脈撮像法とトピックス 』
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
ヘルスケア事業部MR Application Specialist 望月 智広
問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤吉弘
ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００
ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp

臨床画像研究会 －若葉会－
第 99 回定例会のご案内
現在、単純X 線の画像診断・撮影法を中心に、各モダリ
ティー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９弾『足関節・足部』です。
知っておきたい撮影体位のもつ意味や、ポジショニング・
画像診断のポイントについて解説します。また、撮影時の
コツや、臨床画像や疾患を踏まえ解説できたらと考えてい
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ます。なにげなく撮影している方が多いかも知れませんが、 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
日々の撮影を見直す機会にして頂けたらと考えています． す。現在、３名の方に司会進行役として参加していただい
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
ており、毎回趣向を凝らした内容になっています。興味の
上げます。
ある章、または知りたい章だけでも結構ですので、是非ご
シリーズ 『極める！～画像診断～』１９
参加ください。
単純 X 線写真の撮影法・読影を中心に ⑨足関節・足部
第６７回は、「PartⅠ MRI の基本概念」
話題提供： バイエル薬品株式会社
第３版 第４章 T1、T2,および T2*
講 演： 各部位の撮影に関する基礎知識とポイント
第３版以外の方、テキストをお持ちでない方の参加もお待
～臨床画像・疾患を含めて～
ちしております。
１．足関節 担当：明石医療センター 技術部放射線科
（前回の進み具合により変更あり）
下澤 秀輔
日 時： 平成２８年４月２８日（木）１９：００～２１：００
２．足部 担当：明舞中央病院 放射線科 須賀 俊夫
毎月第４木曜日開催予定
日 時： 平成２８年４月２７日（水） １９：００～
場 所： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
場 所： 北播磨総合医療センター ２階 大会議室
２F 第２・第３研修室
（〒６７５-１３９２ 小野市市場町９２６-２５０）
会 費： 会員・会員以外 １００円
ご注意）大会議室へは、セキュリティーのため本館２階北
内 容： 「MRI の基本 パワーテキスト」 監訳 荒木 力
側『職員玄関』のみ出入り可能です。
お問い合わせ先： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
速報！ 【第１００回記念 特別講演会】 のご案内
放射線科 鳥居 ＴＥＬ ０７８-９２７－２７２７（代表）
当会は皆様のおかげをもちまして第 100 回を迎えること
ができました。ありがとうございます。これを記念し、下記
大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科学友会
の要領で特別講演会を開催致します。皆様お誘い合わせ
兵庫支部総会・講演会 案内
の上多数ご参加下さいますようお願い致します。
日 時： 平成２８年７月２日（土） １５：００～
兵庫支部第１３回学友会総会ならびに講演会を開催いた
場 所： 明石市立産業交流センター ４階研修室１
したく、ご案内申し上げます。
（〒６７４-００６８ 明石市大久保町ゆりのき通１-４-７）
日 時： 平成２８年５月１４日（土）１４：００～１７：００
テーマ： 救急診療の画像診断と治療について（仮）
場 所： 宮野医療器㈱ 大倉山別館６階ホール
特別講演１ 講師： 宮安孝行 先生
神戸市中央区楠町２丁目３-１１
（日本赤十字社 神戸赤十字病院 放射線科部）
会場費： ５００円
（※会場が変更となっております）
特別講演２ 講師： 山口雅人 先生
支部総会： １４：００～１４：１５
（神戸大学医学部附属病院 放射線科 准教授）
講演会： １４：１５～１７：００
※詳しい案内状が完成次第、順次ご案内させていただき
（なお、会終了後、懇親会を企画しております。学友会員
ますので、よろしくお願い致します。
にこだわらず皆様ご参加ください。）
お問い合わせ： 北播磨総合医療センター
テーマ： 「最新技術を知って考えよう！」
診療支援部 中央放射線室 末廣 克義
１４：１５～
ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００（代）
「医療安全と診療放射線技師」
FAX ０７９４-６２-９９２６ （中放直通）
社会医療法人中央会 尼崎中央病院
安全管理部門 清水 義信
「GE
社製
3T
の使用経験」
第 67 回「MRI の基本」読書会のご案内
社会医療法人中央会 尼崎中央病院
当会は、「MRI の基本 パワーテキスト」を輪読形式で読
画像診断部門 田中 伸
む勉強会です。重要な部分や理解しにくい部分は、スライ
「SOMATOM Force のもつ potential」～ルーチン検査でで
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きること～
神戸大学医学部附属病院 医療技術部
○すずらん病院
放射線部門 根宜 典行
所在地 神戸市北区鈴蘭台西町 2-21-5
求人内容 正規職員
「断層撮影」～見えないモノを見ようとして、トモシンセシス
で覗き込んだ～
大阪府立成人病センター
○多可赤十字病院
放射線診断科 伊泉 哲太
所在地 多可郡多可町中区岸上 280
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

会費納入について
～早期納入のお願い～

○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

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。

○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
○ツカザキ病院
所在地 姫路市網干区和久 68-1
求人内容 正規職員

会費納入状況 （平成２８年３月１１日現在）
会 員 数 ： １，２９８名
会 費 納 入 率 ： ９２．６０％
会費未納者数 ： ９６名

○兵庫県厚生農業協同組合連合会
所在地 神戸市中央区海岸通 1 番地
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
○高田上谷病院
所在地 西宮市山口町上山口４丁目２６-１４
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
○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

○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 正規職員・パート職員・嘱託職員
○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
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< ４月スケジュール >
４/１
４/２
４/３
４/４
４/５
４/６
４/７
４/８
４/９
４/１０
４/１１
４/１２
４/１３
４/１４
４/１５
４/１６
４/１７
４/１８
４/１９
４/２０
４/２１
４/２２

（日）
（月）
（火）
（水） 臨床画像研究会 若葉会 第９９回定例会
（木） 第６７回「ＭＲＩの基本」読書会
（金）
（土）

４/２６
４/２７
４/２８
４/２９
４/３０

（土）

５/１５

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） フレッシャーズセミナー
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 第２６回技師のひろば ～東西会～
（土）
（日）
（月）
（火）

５/３
５/４
５/５
５/６
５/７
５/８
５/９
５/１０
５/１１
５/１２

５/１６
５/１７
５/１８
５/１９
５/２０
５/２１
５/２２

神戸総合医療専門学校学友会 総会
第４回心血管 MR 画像研究会

４/２４

５/１４

５/２

（日）
（月）
（火）
（水） 第２８０回神戸頭部研究会
（木） 第１０９回いちょう会（斎暢会）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 第 102 回こうべ胃検診の会
（土）

５/１３

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

５/１

神戸西支部 酒蔵にて新酒を楽しむ会
第１１７回大阪胃腸会（銀杏会）

４/２３

４/２５

< ５月スケジュール >

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 第２９９回はりまＣＴ研究会
（土）

平成２８年４月１日発行

５/２３
５/２４
５/２５
５/２６
５/２７
５/２８
５/２９
５/３０
５/３１
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大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科
学友会 兵庫支部総会・講演会
第３６回支部対抗ソフトボール大会

兵放技ニュース

平成２８年４月１日発行

庶務報告
《転入会員》 三好 千彩 ＜ 阪神支部 ＞ 関西労災病院 ← 岡山県より
《県内異動》 西岡 敦子 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県芦屋健康福祉事務所 →
＜神戸西支部＞ 兵庫県健康財団 保健検診センター
西山 絵理 ＜ 東播支部 ＞ 服部病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 自宅
武村 俊生 ＜ 西播支部 ＞ 相生市民病院 → ＜ 東播支部 ＞ 自宅
足立 勝彦 ＜ 淡路支部 ＞ 川島病院 → ＜ 淡路支部 ＞ 平成病院
渡邊 慶彦 ＜神戸西支部＞ 協和病院 → ＜神戸西支部＞ 神戸ほくと病院

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
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