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第１０７回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告
平成２９年３月１９日(日) １３：３０より 神戸市勤労会館にて第１０７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２９年度事業計画（案）
２．平成２９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２９年度事業計画案」 を清水会長が、第２号議案 「平成２９
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、清水会長より兵庫県放射線技師会の会費納入規
程についての報告があった。
出席状況は会員数 1,３１０名中、出席者数３９名、委任状提出者数６５８名、計６９７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、株式会社ベネスト ビジネスアドミングループ 益田 敏治氏より「標準スキル・モラルクラウドシステムに
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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神戸西支部主催 研修会の報告です。
平成２９年２月１７日（金）１８時５５分～２０時４５分 神
広報委員会
戸市立 兵庫県勤労市民センター第３会議室にて、メディ
会員専用サイト（member's site）
カル指南車 笹井 浩介氏による『画像診断のスキルアッ
入室用ＩＤとパスワードの発行
プに役立つシステム』と、信原病院の 森岡 重敏先生に
よる一般撮影 『非外傷疾患 肩関節仰臥位ルーチン撮
本会ホームページの「ＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤ発行」をクリッ
影』を開催致し、参加者は４１名でした。多数ご参加下さり
ク！！ 入力後、ご登録いただいたメールアドレスへ「ＩＤと
ありがとうございました。
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 を お 送り し ま す 。 こ れ を 用い て 、
次回は、平成２９年６月１６日（金）神戸西支部の総会後
「member's site」へ入室下さい。一度取得されたＩＤとＰＡＳ
に、神戸リハビリテーション病院の 松尾 佳展 先生と、川
ＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷ
崎病院の 伊藤 寿之 先生によります一般撮影・股関節
ＯＲＤは自由に変更できます）。
の研修を予定しております。
今後も一般撮影に限らず色々なテーマで研修会を企
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し
４月パスワード
ます。
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
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
第１１２回こうべ胃検診の会のお知らせ
春の日差しが心地よく、過ごしやすい季節となりました。
皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し
上げます。さて、神戸西支部では、平成２９年度より年間
プログラムを決めて勉強会を開催（基本第３金曜日）いた
します。どうぞ、皆様のご参加をお待ちしております。
以下、年間プログラム （①～⑥を各２回ずつ開催いたし
ます）
① 胃部Ｘ線撮影について（胃下部・中部 撮影）
② 胃部Ｘ線撮影について（胃上部 撮影）
③ 胃部Ｘ線読影について（陥凹性病変）
④ 胃部Ｘ線読影について（隆起性病変）
⑤ 食道 X 線撮影・読影について
⑥ 胃部Ｘ線撮影の危機管理について
（偶発事故・副作用など）
日 時： 平成２９年４月２１日（金）１８：００～
場 所： 公益財団法人 兵庫県健康財団（荒田町）
３階特別会議室
内 容： ①胃部Ｘ線撮影について（胃下部・中部 撮影）
と症例検討
参加費： 会員無料・非会員１００円

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
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

神戸西支部
第９回神戸西支部主催 研修会 報告
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問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾
皆様、お誘い合わせの上ご参加下さいませ。
放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０
（神戸西支部 支部長 高井 夏樹）
内 容： 救急撮影
〈情報提供〉
神戸東支部
『ヨード造影剤イオメロンについて』
神戸東支部総会・勉強会のお知らせ
エーザイ株式会社 鈴木 亮
〈〈 第一講演 〉〉
支部会員の皆様へ
（座長） 川崎病院 伊藤 寿之
まだまだ寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。
（題目） 『ICLS コースで磨きをかける急変対応』
皆様にはご多忙のことと存じますが、下記の通り支部総会
（講師） 市立大洲病院 放射線室 大下 友昭 先生
および勉強会を開催いたします。
〈〈 特別講演 〉〉
総会時には役員改選も行いますので多数参加くださるよう
（座長） 川崎病院 伊藤 寿之
お願いします。
（題目） 『骨盤骨折を見抜く
日 時： 平成２９年４月２７日（木）１８：００～
…その時に要するリーダーの能力とは』
場 所： 神戸市勤労会館４０３号
（講師） 今治第一病院 放射線部 飯田 譲次 先生
１．勉強会 テーマ：循環器疾患中心に
日 時： 平成２９年５月１９日（金）
講師：中川裕太先生(神戸大学附属病院)
受付開始 １８：３０～
２．エコー実習
講演開催 １８：５０～２０：３０
３．総会
会 場： エーザイ（株）神戸支店
問い合わせ： 住吉川病院 岸本勝見
ハーバーランドダイヤニッセイビル １７階
TEL ０７８-４５２-７１１１ FAX ０７８-４５２-７０９２
神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号
ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０
講演への参加費：
第２７回 技師のひろば
会員 ５００円
非会員 １，０００円
～ 東西会 ～ （ご案内）
学生 無料（要学生証）
他職種 ５００円
お問い合わせ先：
皆様のお蔭で、東西会は 第２７回を迎えることができま
・住吉川病院 （ＴＥＬ ０７８-４５２-７１１１）
した。御礼申し上げます。
神戸東支部 支部長 岸本 勝見
今回は、第一講演と致しまして、診療放射線技ならでは
・三菱神戸病院 （ＴＥＬ ０７８-６７２-２６１０）
の視点で学べる ICLS。
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
さらに第二講演となります特別講演では、高齢者の転
倒による見落としてはいけない骨盤骨折についての研修
会です。
高齢者の転倒では、比較的に低エネルギー外傷にも関
わらす、あたかも高エネルギー外傷のごとく見落としては
いけない危険な骨折が潜んでおります。その微細な変化
の存在を示すサインをこの度の研修会で学んでいただけ
たらと思います。
そこでこのたびは、NTRT の地区世話人であり、JART の
骨関節撮影分科会の副会長であります今治第一病院（愛
媛県）の飯田譲次先生に御教授いただきます。
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第２９０回神戸頭部研究会のお知らせ

第１２８回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内

日増しに暖かくなり、春風が心地よい季節となってまいりま
した。自然と元気が湧いてくる感じがしますね。前回の定
例会ではシリーズ企画で進めております、「続・脳細胞増
殖講座」で「高血圧性脳出血」と「共同偏視～眼の症状」を
行いました。まずは高血圧の仕組みをおさえ、脳出血の原
因と好発部位をみてゆきました。誌上講座の流れに沿っ
た様式で進められたので、非常に分かりやすい内容でした。
更に掲載出来なかった多くの図譜によりに理解が深まりま
したね。特に基底核の解剖はこれでばっちり!! 次に共同偏
視では、難解な領域を 1 項ずつまとめ眼筋や脳神経の解
剖、運動、症状、疾患を行いました。臨床では非常に重要
となる症状で、注意深く観察する事を再確認しました。最
後は「ここがポイント」で「脳内の石灰化」を取り上げました。
日常の検査ではよく目にする石灰化ですが、生理的なも
のと思われる中に「ファール病」の存在を勉強しました。指
定難病とされる本疾患の病因・病態、症状、画像所見、治
療と流れ、まさに多くのポイントをとらえることが出来ました
ね。まだまだ知らないことが沢山ありそうです。さて、今月
の定例会は下記の内容で進めてまいります。途中参加の
方も大歓迎です!!
是非ご参加願います。また、JART 誌上講座のご意見、ご
質問もお待ちしています。
（田上修二）
日 時： 平成２９年４月１２日（水）１９：００～２１：００
題 目：
serｉ．「続・脳細胞増殖講座解説」
１・ 非高血圧性脳出血
吉田病院 放射線科 森 勇樹
大西脳神経外科病院 放射線科 橋本 真輔
seri．「ここがポイント」内容は案内はがきにてお知らせします!!

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、新たな年度となります。
これまで同様、皆様の、ご指導、ご協力を賜りながら共に
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日本消化器がん検診精度管
理評価機構が構築致しました手技が簡明で、精度管理の
基盤となる基準撮影法の再確認、新たな知見のご紹介か
らスタート致します。『読影のいろは－胃と腸－』昨年度に
引き続き、実際の症例を題材とし、日々の業務に生かせ
ますよう、ひとつひとつ、実践的に学んで行きたいと思いま
す。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２９年４月８日（第２土曜日）
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『ＮＰＯ精管構による基準撮影法１・２ 』
講師： 神戸大学医学部付属病院 拜原 正直
講座Ⅱ『読影のいろは』－胃と腸（症例を題材に）－
講師： 合志病院 中川 好久
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。
H P： http://www.osaka-ichokai.com
ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.co

王子会 神戸循環器クリニック 放射線技術科 大西 宏之

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
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内 容： ・総 会 １４：００～１４：５０
・講演会１５：００～１７：００
第１２７回いちょう会（斎暢会）開催のご案内
・懇親会１７：１０～（バイキング形式・飲み放題）
《講演会内容》
春陽の候、皆様におかれましてはますますご活躍のこ
☆会員発表 座長： 森 勇樹氏（吉田病院：１９８２年卒）
ととお慶び申し上げます。
テーマ：『私がこの病院を選んだ理由～後輩へのメッセージ』
４月度定例会を下記の内容にて開催いたします。ご多忙
１）新須磨病院 岸部 洋（１９８２年卒）
中とは存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。
木下 咲希（２０１６年卒）
日 時： 平成２９年４月１３日（第２木曜日）
２）明和病院 中村 あずさ（２０１４年卒）
１８：３０～２０：３０
３）県立淡路医療センター 源常 航（２０１５年卒）
場 所： 三宮研修センター
☆教育講演
内 容： Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～基本的事項～
座 長： 芦原 龍彦氏（県立こども病院；１９８２年卒）
Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～基本的事項～
テーマ：『県立病院における医療安全のための取組み』
Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～
講 師： 県立西宮病院 岸本 欣也先生（１９８２年卒）
参加費： １，０００円/１回
※ 講演会参加費： 会員・非会員 無料
連絡先： 恵生会アプローズタワークリニック
※ 懇親会参加費(事前登録不要)：
TEL ０６-６３７７-５６２０ 担当/中川
会員 ３，０００円
非会員 ５，０００円
ＭＡＩＬ： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆
お問い合わせ： 神戸赤十字病院 古東 正宜
Ｈ Ｐ： http://ichokai.kenkyuukai.jp/
ＴＥＬ ０７８-２４１-９２５９（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
神戸総合医療専門学校 診療放射線科 学友会
平成２９年度 総会・講演会・懇親会の開催のご案内

臨床画像研究会 -若葉会第１０３回定例会のご案内

神戸総合医療専門学校 学友会会長 古東 正宜
（神戸赤十字病院 １９８０年卒）
学友会会員の皆様へ
この度、平成２９年度学友会の総会・講演会・懇親会を
以下の日程で開催致します。この総会では、平成２９・３０
年度の新理事の役員改選を行います。教育講演は、リス
クマネージメントについて岸本欣也先生にお願いしました。
また、実習生受入れ病院の方々に施設紹介と後輩へのメ
ッセージをして頂きます。今までの講演会・懇親会状況は、
学友会 HP をご覧ください。
☆学友会 HP《Google 神戸総合医療 学友会 検索↵》☆
日 時： 平成２９年４月２２日（土）１４：００～１７：００
懇親会１７：１０～
場 所： 神戸商工貿易センタービル２６階 第１会議室
(三宮・貿易センター駅南）〈懇親会会場；同ビル２４階〉
ＴＥＬ ０７８-２５１-５４８９
☆今回は、会場が変更になっています☆

第１０１回より、『読影トレーニング』をテーマにすすめて
います。日常の撮影業務で気になる疾患や部位を取り上
げて、必要とされている画像を的確に撮影するための知
識を学んでいけたらと考えています。今回は『脳卒中』に
ついてです。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。
テーマ： 『極める！～画像診断～』
読影トレーニング（３）脳卒中
脳卒中の画像診断 脳梗塞、脳出血を中心に
疾患・画像の解説、治療対象になる
脳梗塞・脳出血の鑑別と治療の実際について
明舞中央病院

須賀 俊夫（診療放射線技師）

明石医療センター

下澤 秀輔（診療放射線技師）

北播磨総合医療センター 萩原 裕基（診療放射線技師）

日 時： 平成２９年４月２６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）
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ご注意）大会議室へは、セキュリティーのため本館２階北
践も交え、実際の撮影に生かせる素晴らしい内容でした。
側『職員玄関』のみ出入り可能です。
今回の勉強会のテーマは、「整形領域における一般撮影
お問い合わせ： 北播磨総合医療センター 診療支援部
の基礎」です。
中央放射線室 末廣 克義 まで
解剖、基礎的撮影法ならびにチェックポイント等について
ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００（代）
解説していただきます。
FAX ０７９４-６２-９９２６（中放直通）
この機会に普段の疑問点を解決していきましょう。
テーマ： 「整形領域における一般撮影の基礎」
講 師： 神戸大学医学部附属病院
第７８回「MRI の基本」読書会のご案内
医療技術部 放射線部門 副技師長 村上 徹
日 時： 平成２９年４月２８日(金)１９：００～
当会は、「MRI の基本 パワーテキスト」を輪読形式で読
場 所： 加古川中央市民病院 光ホール
む勉強会です。重要な部分や理解しにくい部分は、スライ
(きらりホール)A・B
ドを使用して理解を深め、司会進行役を中心に毎回趣向
〒６７５-８６１１ 加古川市加古川町本町４３９番地
を凝らした内容になっています。今回の第13章「データ空
正面玄関横の光ホール(きらりホール)出入口から
間」は少し（かなり）骨のある章です。k-空間とデータ空間
お入りください
のどこがどう違うのか、空間エンコードとの関わりやその特
病院までのアクセスはホームページをご参照ください
質などが整理できれば MR のもやもやがスッッキリすると
会 費： 無料（駐車場は有料です）
思います｡これまで何度読んでも理解出来なかったことも
お問い合わせ：
みんなで discuss していけば一歩前進できるかもしれませ
加古川中央市民病院 放射線室 東元・中間
ん｡興味のある章、または知りたい章だけでも結構ですの
TEL ０７９-４５１-５５００(代表)
で、是非ご参加ください｡
第７８回は、「PartⅠ MRI の基本概念」
第３０６回はりまＣＴ研究会のご案内
第３版 第１３章 データ空間
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
ちしております。
テーマ：Focusing on Women’s Healthcare
（前回の進み具合により変更あり）
日 時： 平成２９年５月１８日（木）１９：００～
日 時： 平成２９年４月２７日（木）１９：００～２１：００
場 所： 明舞中央病院 西館１階 会議室 （駐車場有）
毎月第４木曜日開催予定
会 費： 会員・会員以外 ５００円
場 所： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
今、女性の健康の維持・増進は現代社会に求められる重
２F 第２・第３研修室
要な課題で、各方面で Women’s Healthcare の特集も組
会 費： 会員・会員以外 １００円
まれるほどです。婦人科疾患に対して適切な検査を行う
内 容： 「MRI の基本 パワーテキスト」監訳 荒木 力
ためには、個々の疾患についての撮影法や読影技術だけ
お問い合わせ先： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
でなく、女性に特有の解剖や生理学的特徴を理解するこ
ＴＥＬ ０７８-９２７-２７２７（代表）
とは必須です。基礎力をしっかり持つことで、婦人科特有
放射線科 鳥居
の疾患に対してワンステップ上の検査になるよう役立てて
いきましょう。
内容・講師
第１２回 一般撮影勉強会のご案内
「婦人科疾患における CT の役割」
明舞中央病院 筧 翔 技師
前回は肘関節について教科書の内容を凌駕する考え方
「当院における婦人科領域の MRI 撮像」
やポジショニングについて教えていただきました。また実
明石市民病院 平山 春樹 技師
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○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 嘱託職員

中村 規 技師
「婦人科疾患での MRI の診方～読影を中心に～」
明石医療センター 佃 将行 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
ＴＥＬ ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
羽田 安孝 須賀 俊夫

○北播磨総合医療センター
所在地 小野市市場町９２６-２５０
求人内容 パート職員
○堀整形外科
所在地 たつの市神岡町上横内３７９-３
求人内容 正規職員
○船員保険大阪健康管理センター
所在地 大阪市港区築港１丁目８-２２
求人内容 正規職員

会費納入について
～早期納入のお願い～

○東神戸病院
所在地 神戸市東灘区住吉本町１丁目２４-１３
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。

○小原病院
所在地 神戸市兵庫区荒田町１丁目９−１９
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

会費納入状況 （平成２９年３月１０日現在）
会 員 数 ： １，３１０名
会 費 納 入 率 ： ９３．２８％
会費未納者数 ： ８８名

○あんしん病院
所在地 神戸市中央区港島南町１丁目４-１２
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３-１３
求人内容 パート職員

≪ 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

○すずき脳神経外科・認知症クリニック
所在地 神戸市垂水区小東山本町３-１-２
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

○明石市役所
所在地 明石市中崎１丁目５-１
求人内容 正規職員

○私立稲美中央病院
所在地 加古郡稲美町国安１２８６-２３
求人内容 正規職員・パート職員
○伊川谷病院
所在地 神戸市西区池上２丁目４-２
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。
TEL ０７８－３５１－５１７２
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< ４月スケジュール >

< ５月スケジュール >
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５/１１

４/１２

（水）

第２９０回神戸頭部研究会

５/１２

４/１３

（木）

第１２７回いちょう会（斎暢会）

５/１３

４/１４

（金）

５/１４
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（土）
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（木）
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４/３０

（日）
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第１２８回大阪胃腸会（銀杏会）

５/８

５/２０
５/２１

神戸西支部 第１１２回こうべ胃検診の会
神戸総合医療専門学校 診療放射線科
学友会 平成２９年度 総会・講演会・懇親会

５/２２
５/２３
５/２４
５/２５
５/２６

臨床画像研究会-若葉会- 第１０３回定例会

５/２７

神戸東支部総会・勉強会
第７８回「MRI の基本」読書会
第１２回一般撮影勉強会

５/２８
５/２９
５/３０
５/３１
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（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 第３０６回はりまＣＴ研究会
（金） 第２７回技師のひろば ～東西会～
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
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庶務報告
《新入会員》
松浦 洋幸 ＜ 阪神支部 ＞ はくほう会セントラル病院 近畿医療技術専門学校
門田 一真 ＜ 阪神支部 ＞ 西宮渡辺心臓・血管センター 京都医療科学大学
《転入会員》
吉田 彩子 ＜ 阪神支部 ＞ 笹生病院 ← 大阪府より
小笹 健太郎＜神戸西支部＞ みどり病院 ← 島根県より
和田 健
＜ 淡路支部 ＞ 聖隷淡路病院 ← 静岡県より
《転出会員》
福士 美春 ＜ 阪神支部 ＞ 関西労災病院 → 北海道へ
瀧岩 由里菜 ＜神戸東支部＞ 神戸大学医学部附属病院 → 福岡県へ
《県内異動》
大山 博信 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫医科大学病院
→ ＜ 阪神支部 ＞ 三好病院
山本 英孝 ＜ 西播支部 ＞ 製鉄記念広畑病院
→ ＜ 西播支部 ＞ 相生市民病院
依藤 伸昭 ＜ 淡路支部 ＞ 兵庫県立淡路医療センター → ＜ 東播支部 ＞ 西脇市立西脇病院

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》
（社名変更） 平成２９年１月より事業統合
日本メドラッド株式会社 → バイエル薬品株式会社
（会社形態変更） 平成２９年４月１日より
キャタピラージャパン株式会社 → キャタピラージャパン合同会社

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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