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第４回兵庫県放射線技師会
読影セミナーのご案内

組織委員会
平成２９年賀詞交歓会のご案内

この度、第４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。
今回は医療画像情報精度管理士部会との開催となりま
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２８年１２月１７日(土)１４：００～１７：００
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７F 会議室
※会場が変更になっています
会 費： 会員５００円 非会員２，０００円
※医療画像情報精度管理士更新カウントの対象となりま
す。
【情報提供】
『非イオン性造影剤 イオメロン 350 注シリンジ 350ml の
有用性について』 講師： エーザイ株式会社 安田 祐二
【講演】
『モニター管理について』 講師： EIZO 株式会社
『VNA 規格について』
講師： 富士フィルム株式会社
『呼吸器領域の画像解剖と症例』
講師： 兵庫医科大学病院 放射線医学教室
学内講師 小林 薫 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 TEL ０７９８-４５-６１５０

冷気日ごとに加わり、会員の皆様におかれましては、ま
すますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、兵庫県放射線技師会では、「平成２９年賀詞交歓
会」を下記要領で催すこととなりました。ご多忙のところ恐
縮ではございますが、万障お繰合わせのうえご参集下さ
いますよう、よろしくお願い申し上げます。
日 時： 平成２９年１月６日（金）１８：３０ 開宴
場 所： ANA クラウンプラザホテル神戸
１０階 “The Ballroom”
山陽新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」直結
会 費： １０，０００円
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
ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com
TEL ０７８-３０２-４３２１（代表）

業務拡大に伴う統一講習会のご案内
診療放射線技師法が一部改正されました。具体的には、
CT・MRI 検査等での自動注入器による造影剤の注入、造
影剤注入後の抜針・止血、下部消化管検査の実施（ネラト
ンチューブ挿入も含めて）、画像誘導放射線治療時の腸
内ガスの吸引のためのチューブ挿入であり、診療放射線
技師の業務内容が拡大に伴い、以上の業務を行うための
条件として、医療の安全を担保することが求められていま
す。この業務拡大に伴う必要な知識、技能、態度を習得
することを目標とし、“業務拡大に伴う統一講習会”と称し、
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２日間にわたり実施することとしました。
本講習は厚生労働省と公益社団法人日本診療放射線
技師会が検討したカリキュラムに従い、全ての診療放射
線技師が受講できる環境を提供することを目的としていま
す。
開催日時： 平成２９年２月４日（土）９：００～１７：４０
（受付開始８：３０から）
平成２９年２月５日（日）９：００～１７：５０
（受付開始８：３０から）
場 所： 三田市民病院
受講料： 会員 １５，０００円 非会員 ６０，０００円
申込方法： JART情報システム内のイベント申込メニュー
から申し込んでください
＜申込み期間：１２月初旬ごろ（先着順）（定員４０名）＞
＜定員になり次第、受付終了となります。ご容赦下さい。＞

ができました。試合のほうは、６-３で勝利しました。近畿大
会に向け、良い練習ができました。
参加人数 会員１３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。
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
近畿地域放射線技師会野球大会報告

但し、各種講習受講者減免として
会員
静脈受講者： １３，０００円
注腸受講者： ５，０００円
静脈注腸受講者： ３，０００円
非会員 静脈受講者： ５０，０００円
注腸受講者： ３５，０００円
静脈注腸受講者： １５，０００円
※全ての講義が終了後に確認試験があります。
※受講申し込みはＪＡＲT ホームページの会員情報シス
テムのみとなります。
※受講終了者には、厚生労働省医政局長からの終了証
書が授与されます。
問合せ： 大久保病院 内藤 祐介
MAIL: yusuke09230419@yahoo.co.jp
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
MAIL: yoshihirogotoh@yahoo.co.jp

１１月３日、和歌山県貴志川スポーツ公園にて、第６３回
近畿地域放射線技師会野球大会が開催されました。当日
は良い天気で行われました。昨年は１回戦敗退だったの
で初戦に勝利しようと臨みました。
１回戦は滋賀県放射線技師会で、２回に１点を先制しまし
たが４回に２ランホームランを打たれ逆転を許しましたが、
５回に相手投手の乱調もあり２点を取り逆転し６回にもダメ
押しの２点タイムリーヒットで初戦を５-２で勝利しました。
続く準決勝では昨年優勝した京都府放射線技師会が相手
でした。初回に１点を取られたがすぐ裏に先頭が出塁し、
４番のタイムリー３ベースで同点にした後、５番がレフトに
逆転の２ランホームランで追加し、４回から６回まで得点
を重ね８-２で勝利しました。
決勝戦は大阪府放射線技師会で両チーム無得点のまま

厚生委員会
野球同好会 活動報告
１０月２２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。天候が心
配されましたが、なんとか時間いっぱいまでプレーすること

2

３回に四球の後、３ベースヒットとエラーで２点を先制しま
したが５回に大阪府に同点とされたが、すぐに１点を勝ち
越し、そして６回にダメ押しとなる２点を追加し６-３で２年
ぶりに優勝をすることができました
朝早くから参加していただいた選手の皆さん、理事、応援
してくれた会員には心からお礼申し上げます。来年も優勝
できるように頑張りましょう。
結果： 優勝：兵庫県 準優勝：大阪府 ３位：和歌山県
４位：京都府
５位：奈良県 ６位：滋賀県

日 時： 平成２８年１２月３日（土）１５：００～１８：００
場 所： 元町 SUN
TEL ０７８-３２１-５１３５
問い合わせ先： 神戸労災病院 中央放射線部
木村・興津 TEL ０７８-２３１-５９０１

厚生委員会
新入会員歓迎交流会のご報告
みだしの交流会を１１月１２日・１３日に淡路市の「民宿
サンビーチさつき」で開催しました。
今回は兵庫県放射線技師会学術大会に併せた日程と
場所を設定させていただいた上で、淡路支部会員及び学
術委員の方々の多大なご協力により開催することができ、
大いに盛り上げていただきました。
参加人数は総勢２９名で、その内１０名が診療放射線技
師免許取得５年未満の若手技師であり、新入会員歓迎交
流会の主旨にも沿う大変有意義な会にしていただきまし
た。
この交流会に参加いただいた方々が翌日の学術大会で
発表者、座長、スタッフとして大活躍されている姿を拝見
させていただき、勝手にすごくうれしい気分になりました。
川俣支部長をはじめとする淡路支部会員の皆様と神澤
理事をはじめとする学術委員の皆様に深く感謝申し上げま
す。
重ねて参加いただいた皆様、お一人お一人に厚くお礼
申し上げます。
厚生委員 原

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）。

12 月パスワード

「送付シャウカステンをご覧ください」
兵庫県放射線技師会 HP

厚生委員会
ビリヤード同好会からのお知らせ

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

今年、最後の活動になります。年末ぎりぎりになりましたが
年末にふさわしい活動にしたいと思います。活動後には忘
年会もしたいと思います。
初心者も大歓迎です。近隣にコインパーキング多数。

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
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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。
MAIL： hyogoradiotech@gmail.com

今後も皆様の撮影のご参考となるような研修を企画し
ますので、奮ってご参加ください。
内 容 （予定）： 症例検討
日 時 （予定）： 平成２８年１２月１６日（金）１８：００～
場 所 （予定）： 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）

兵庫県放射線管理士委員会主催
福井県原子力発電所、放射線管理区域内視察
の案内
国民保護法に基づく、関西広域連合（兵庫県）からの要
請により、地域住民のための放射線モニタリングに関する
協定を締結している。その協定に基づく役割に答えるべき、
毎年、原子力災害等に関する緊急被ばく医療の初期対応
訓練を実施しているが、今回はその一環として、関西電力
株式会社の協力の基、福井県原子力発電所内の視察が
可能となった。内容的には、一般の方の立ち入り禁止でも
ある管理区域へ視察、放射線管理状況と機器、ならびに
管理区域内の放射線のレベルも確認できる特別な視察内
容となっています。
日 時： 平成２８年１２月８日（木）
８：２０～１０：５０ 三宮周辺出発（集合場所は別途調整）
１０：５０～１１：３０ 昼食
１１：３０～１５：００ 大飯発電所
１５：００～１７：３０ 三宮周辺帰着（解散場所は別途調整）
参加費用： ２，０００円（バス交通費・昼食）
参加人数： 約２０人（定員に達しましたら〆きります）
参加希望者は①氏名 ②会員番号 ③施設名 ④連絡
先 電話またはアドレス を記載し連絡ください。
お問い合わせ：
ＭＡＩＬ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
FAX： （公社）兵庫県放射線技師会 事務局
FAX 078-351-2309

神戸西支部
第９回「神戸西支部 研修会」
神戸西支部主催の研修会のご案内です。
このたびは、“ 読影のスキルアップシステムの紹介 ”と
“ 一般撮影 肩関節 ”のお話です。
講師の森岡先生は、特に肩を専門とする信原病院の技師
長で、全国撮影技術読影研究会（NTRT）で地区の世話人
として活躍されておられます。前回の肩の基礎のお話から
一歩踏み込み、“ 肩の機能撮影 ”についてお話していた
だきます。
動きの加わった肩撮影の奥深さを知って頂き、日々の
撮影技術と読影力アップに活かして頂けたらと思います。
お誘い合わせの上、どなたでもご来場下さい。
内 容：

神戸西支部
第１１０回こうべ胃検診の会
前回は、撮影における安全を考慮したうえで、リスクマ
ネジメントについても検討しました。
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〈情報提供〉
『認知症診断支援システム VSRAD のご紹介』
エーザイ株式会社 武内 久典
≪研修会≫ 読影学習システム・一般撮影
座長：川崎病院 伊藤 寿之
１・ 『画像診断のスキルアップに役立つシステム』
メディカル指南車 阿部 信吉
２・ 『肩の専門病院における非外傷疾患の肩関節
（ルーチン）撮影法』 信原病院 森岡 重敏
日 時： 平成２９年２月１７日（金）１８：５５から
場 所： 神戸市立 兵庫県勤労市民センター第３会議室
神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１号
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：三菱神戸病院 ＴＥＬ ０７８-６７２-２６１０
神戸西支部 支部長 高井 夏樹

題し、乗り越えるべきハードルの数々、その現状と問題点、
これからの展望など、お聞かせ頂きました。初回ルーチン
検査、任意型検診、人間ドッグは、すでに胃Ｘ線検査から
胃内視鏡検査へと徐々にシフトしています。しかし、対策
型（市民健診など）となると、乗り越えるべき困難な壁は山
積みのようです。ここで、我々、消化管検査に携わる放射
線技師が取り組むべきことは，読影医の高齢化と次世代
を担う方々の育成不足対策と思われます。今回も“撮影と
読影”共に学んで行きましょう。どうぞ、皆様のご参加お待
ちしております。
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１２月１０日（土）１４：３０～１７：３０
場 所： 健保連大阪中央病院 １３階 大会議室
ＪＲ大阪駅から神戸方面へ歩いて７分ほどです。
＊なお、駐車場は確保しておりませんので、公共の交通
機関をご利用ください。
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）－
講師： 合志病院 中川 好久
講座Ⅱ 『銀杏会のルーチン撮影法』
－病変を拾い上げるために－
講師： 恵生会病院 芳野 克洋
症例検討会
許諾頂いた馬場塾症例を使用し、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、非常に充
実した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

第１２４回 大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内

はりまＣＴ研究会からのお知らせ

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。前回の第２回目となります銀杏会 特別
塾、阪本胃腸外科クリニック院長 阪本 康夫先生をお招
きしました。テーマは『対策型胃内視鏡検診導入の壁』と

今年も残りあと僅かとなりましたが、皆さんはどんな一年
だったでしょうか？２０１６年は、はりま CT 研究会にとって
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第３００回を迎えた記念の年であり、代表世話人交代の節
目の年にもなりました。第３００回記念講演会・祝賀会では
多くのご参加をいただきました事を、改めてお礼申し上げ
ます。
さて、来年１月より、定例会の開催日程を下記の通り変
更いたします。ご参加の際は、お間違えのないようお越しく
ださい。来年も活発な研究会になるよう、世話人一同頑張
ってまいりますので宜しくお願いいたします。
平成２９年１月より
隔月開催（１月、３月、５月、７月、９月、１１月）
曜 日： 第３木曜日 １９：００～２１：００
場 所： 明舞中央病院 西館１階 会議室
第３０４回はりま CT 研究会は、平成２９年１月１９日(木)に、
新春特別講演を開催予定です。詳細は後日お知らせいた
しますので、宜しくお願いします。多数のご参加をお待ちし
ています。また、今年も忘年会を開催致しますので、こち
らも皆さまお誘いあわせの上、気軽にご参加ください（ご参
加の方は、１２月９日までにご連絡ください）
テーマ： 忘年会
日 時： 平成２８年１２月１５日（木）１９：００～
会 場： 居酒屋 乱
（明石市本町１-５-６：明石駅より南へ徒歩５分）
会 費： ５，０００円
お問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科
羽田 安孝 ・ 須賀 俊夫
TEL ０７８-９１７-２０２０（内線 １２６）

多くの知識を得ることが出来ました。ユーモアのある口調
でお話をいただき、今回もとっても印象深い講演会でした
ね。また、質問コーナーのサプライズなドリンクはいかがだ
ったでしょうか。これからも頭研の特色を生かした講演会、
定例会を進めたく考えております。さて、今月の定例会は
お休みさせていただきます。来年の定例会は後日詳細に
お知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
（田上修二）
題 目： 現在企画中!!（メーカーによる最新情報を検討し
ています）
日 時： 平成２９年１月１１日（水）
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
お知らせ： 頭研大忘年会を１２月２日（金）に行います。
お問い合わせは事務局まで！！
＊現在、当研究会より日本診療放射線技師会雑誌へシリ
ーズ投稿しています。研究会の雰囲気をそのままに、臨
床現場で「きっと役に立つ内容」を分かりやすく執筆中で
す!! 次回は都合により１月号に掲載されます。世話人一
同、頑張ってまいりますので、是非、ご一読をお願い致し
ます。また質問や感想などがありましたら、お気軽にお問
い合わせ下さい。

救急撮影講習会のお知らせ
神戸頭部研究会のお知らせ

日本救急撮影技師認定機構主催
救急撮影講習会 in 兵庫
「診療放射線技師！
でもその前にみんな医療従事者やねん！！」
日 時： 平成２９年１月１５日(日) １０：００～１７：３０
場 所： 兵庫医科大学病院 ３号館１階 ３-１講義室
受講料： ５，０００円
参加申し込み： 日本救急撮影技師認定機構 HP より
(先着順 定員１５０名)
ＨＰ： http://www.jert.jp/index.html
救急撮影技師認定ポイント： ５ポイント
【プログラム】

先月の特別講演会では「ここまでわかる頭部救急 CT/MRI
～完結編」を荏原病院 放射線科部長 井田正博先生に
ご講演をいただきました。本シリーズも３度目となりました
が、会場には多くの方が参加され、皆様熱心に聴講され
ていました。新しい数多くの症例をご提示され、画像をよ
むポイントを分かりやすく簡潔にご説明いただきました。テ
ンポ良く次々に進められるスライドには、初めて目にする
症例も多くあり、とっても興味を引かれましたね。低酸素脳
症の特徴ある画像所見や CV カテーテル抜去によって起
こった意識障害など、まさに臨床直結型の内容で非常に
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１０：００～１０：１０ 【開催の挨拶】
名古屋第二赤十字病院 JERT 大保 勇 理事
(教育委員長)
１０：１０～１１：００ 「災害時に診療放射線技師のすべき事
兵庫県災害医療センター センター長 中山 伸一
１１：００～１２：３０ 『災害対策マニュアル再検討』
「マニュアルに含めて欲しい急性期の患者受け入れ対応
～過去の事例をふまえて～」
兵庫医科大学病院 放射線技術部 主任技師 源 貴裕
「放射線部門における平時からの備え
～マニュアルからBCPへの進化～」
神戸赤十字病院 放射線科部
第三放射線係長 中田 正明
１２：３０～１３：３０ 休憩
★『災害対策マニュアル再検討』質問受付
１３：３０～１４：００ 『災害対策マニュアル再検討』
質問回答、ディスカッション
１４：１０～１４：４０ 「トリアージ入門編
～医療従事者として知っておくべき START 法～」
神戸赤十字病院 放射線科部 宮安 孝行
１４：４０～１５：１０ 「トリアージ実習編
～START 法をやってみよう～」
神戸赤十字病院 放射線科部 宮安 孝行
１５：２０～１６：１０ 「CT 画像を診る!
よく遭遇する急性腹症の読影補助ポイント!!」
兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部
課長補佐 前田 啓明
１６：２０～１７：１０ 「外傷診療におけるＸ線撮影リテラシー」
兵庫県災害医療センター 放射線課
放射線課長 新井 純一
１７：１０～ 【閉会の挨拶】
独立行政法人りんくう総合医療センター
教育研修企画調整監 坂下 惠治 先生

に参加者の皆さんと理解を深めていきたいと考えておりま
す。
１２月１日より事前参加登録受付を開始します。皆様の
ご参加を心よりお待ちしております。
第６回兵庫医用画像情報システム研究会
日 時： 平成２９年１月２１日(土)１３：００～１７：３０
( 受付開始 １２：００ )
場 所： 兵庫県災害医療センター ２階 研修室
参加費： １，０００円 ※学生無料
テーマ： PDI ～放射線検査画像の地域連携 はじめの一歩～
Ｉ． 開会挨拶
製鉄記念広畑病院 廣田 朝司
ＩＩ． 第４４回日本放射線技術学会秋季学術大会 優秀演題紹介
読影確定後に PACS に画像か格納される事例に対する
リスクマネジメント 講師： 神戸赤十字病院 小川 宗久
ＩＩＩ． PDI を理解するための基礎知識
座長： 神戸赤十字病院 小川 宗久
ｉ) 解説！ 患者紹介等に付随する医用画像についての
合意事項
講師： 兵庫県立西宮病院 菅野 俊
ｉｉ） PDIに関するDICOMの世界と医用画像情報管理につ
いて(仮)
講師： 北野病院 高峰 景敏
ＩＶ． 画像データ取り込みシステム構築事例紹介
座長： 北野病院 高峰 景敏
ｉ） 当院での一次サーバー導入紹介 ～１秒でも早く診
察室で画像を見せるために～
講師： 神戸赤十字病院 小川 宗久
ｉｉ） 京都第二赤十字病院における PDI 一次取込システ
ムの導入と運用について(仮)
講師： 京都第二赤十字病院 辻本 武志
Ｖ． PDI の現状と課題
座長： 製鉄記念広畑病院 廣田 朝司
PDI の現状と課題について、海外事例から考える
講師： GEMSS JAPAN 株式会社
尹 祥鎭 (ユン サンジン)
ＶＩ． 閉会挨拶
製鉄記念広畑病院 廣田 朝司
主催： 兵庫医用画像情報システム研究会
共催： 日本医用画像情報専門技師会
後援： 日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構
日本医用画像管理学会 日本医療情報学会 関西支部
関西医療情報処理懇談会(KMI) 関西医療情報技師会

兵庫医用画像情報システム研究会のお知らせ
第６回研究会の開催案内です。
今回はテーマを「PDI ～放射線検査画像の地域連携
はじめの一歩～」として、医用画像連携で広く用いられて
いる PDI(Portable Data for Imaging)についての話題を中心
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○姫路市医師会
所在地 姫路市西今宿三丁目７番２１号
求人内容 パート職員

兵庫医療情報研究会 大阪医用画像情報システム研究
会 兵庫県放射線技師会(申請中) (順不同)
本研究会参加により、以下の認定更新ポイントを申請可能
です。
医療情報技師(３ポイント) 医療画像情報精度管理士(４．
５カウント) 医用画像情報専門技師(６ポイント)
事前登録がなくても、研究会・情報交換会いずれも当日
参加可能です。
ただし配布資料の数に限りがあります。事前登録の方へ優
先し配布しますので事前登録へのご協力をお願いしま
す。
詳細に つ き まし て は 、当研究会ホ ー ム ペ ー ジ
(http://hmiisconference.wix.com/hmiis)、Facebook ペー
ジをご確認下さい。お問い合わせは研究会メールアドレス
(ＭＡＩＬ： hmiisconference@gmail.com)までお願いいたしま
す。

○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
○こやまクリニック
所在地 神戸市北区山田町下谷上字梅木谷４２-４
求人内容 パート職員

【 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

会費納入について
～早期納入のお願い～

≪ 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
○國富胃腸病院
所在地 姫路市青山３丁目３３−１
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。

○王子会 神戸循環器クリニック
所在地 神戸市中央区楠町６丁目１１−５
求人内容 正規職員
○笹生病院
所在地 西宮市弓場町５−３７
求人内容 正規職員・パート職員

会費納入状況 （平成２８年１１月１１日現在）
会 員 数 ： １，２９７名
会 費 納 入 率 ： ８０．８０％
会費未納者数 ： ２４９名

○三田市民病院
所在地 三田市けやき台３−１−１
求人内容 パート職員

＊注意して下さい！
諸事情により会費納入が９月３０日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射線技師会まで
ご連絡下さい。

○兵庫県立加古川医療センター
所在地 加古川市神野町神野２０３
求人内容 パート職員・臨時職員
○たつの市民病院
所在地 たつの市御津町中島１６６６番地 1
求人内容 臨時職員
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< １２月スケジュール >

< １月スケジュール >

１２/９

（金）

１２/１０

（土）

１２/１１

（日）

１/１２

１２/１２

（月）

１/１３

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 賀詞交歓会
（土）
（日）
（月）
（火）
（水） 神戸頭部研究会
（木）
（金）

１２/１３

（火）
（水）

１/１４

１２/１４

（土）

１２/１５

（木）

はりま CT 研究会 忘年会

１/１５

１２/１６

（金）

第１１０回こうべ胃検診の会

１/１６

１２/１７

（土）

第４回兵庫県放射線技師会読影セミナー

１/１７

１２/１８

（日）

１/１８

１２/１９

（月）

１/１９

１２/２０

（火）

１/２０

１２/２１

（水）

１/２１

１２/２２
１２/２３

（木）

１/２２

（金）

１/２３

１２/２４

（土）

１/２４

１２/２５

（日）

１/２５

１２/２６

（月）

１/２６

１２/２７

（火）

１/２７

１２/２８

（水）

１/２８

１２/２９

（木）

１/２９

１２/３０

（金）

１/３０

１２/３１

（土）

１/３１

（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 第３０４回はりま CT 研究会
（金）
（土） 第６回兵庫医用画像情報システム研究会
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

１２/１

（木）

１２/２

（金）

神戸頭部研究会 忘年会

１/１
１/２

１２/３

（土）

ビリヤード同好会 活動日

１/３

１２/４

（日）

１/４

１２/５

（月）

１/５

１２/６

（火）

１/６

１２/７

（水）

１/７

１２/８

（木）

第１２１回いちょう会（斎暢会）

１/８

福井県原子力発電所、放射線管理区域内視察

１/９
１/１０

第１２４回大阪胃腸会（銀杏会）

１/１１
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兵庫県学術研修フォーラム
（詳細は次号報告）
救急撮影講習会 in 兵庫
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