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第１１１回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告 
 

 

平成３１年３月１７日(日)１３：３０より神戸市勤労会館にて第１１１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があった。 

１．平成３１年度事業計画（案） 

２．平成３１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３１年度事業計画案」 を清水会長が、第２号議案 「平成３１

年度予算案」 を財務担当 山本理事が説明した。 

 

出席状況は会員数1,３２２名中、出席者数３５名、委任状提出者数６４６名、計６８１名であった。 

１・２号議案は全員賛成にて可決された。 

３号議案として、選挙管理委員の立候補があり、採決の結果可決された。 

 

総会後研修会は、ひょうご仕事と生活センター外部相談員 入江 佳一郎 氏より「有給義務化でどうなる!? 社員

の働き方と職場風土」・神戸大学医学部附属病院 放射線部 主任 京谷 勉輔 氏より「如何にしてモチベーショ

ンを維持するか!?」の２演題があり、ロールプレイも取り入れられ笑いの絶えない研修会となりました。 
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テレビドラマ 『ラジエーションハウス』 

４月放送開始！ 

診療放射線技師が主役です！ 

放送は月曜日午後９時から。平成最後の「月９」ドラマです。

主人公の診療放射線技師役は窪田正孝さんで、ヒロイン

の放射線科医役は本田翼さん。新人放射線技師役には

広瀬アリスさんなど豪華キャストが出演する、診療放射線

技師と放射線科医に焦点を当てた作品です。みんなで応

援しましょう。 
 

 

 

 

この度、第１３回臨床学術講演会を下記の通り開催致しま

す。例年３月に行われていた本会でありますが、今年より

５月開催とさせていただきます。今回は特別講演に兵庫

医科大学 放射線科 児玉大志先生をお招きし胸部画像

診断について基礎からご講演いただきます。 

諸事ご多忙のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、

是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。 

日 時： 平成３１年５月１１日（土）１４：００～１６：３０  

場 所： 三宮コンベンションセンター 

神戸市中央区磯辺通２-２-１０  

ワンノットトレーズビル５F TEL ０７８-２９１-５０２５ 

参加費：  兵庫県放射線技師会会員 ５００円 

       新人および技師会入会予定者 ５００円 

会員以外 ２，０００円 

【講演】 

講演Ⅰ １４：１０～１５：００ 

「被曝線量管理の必要性について(Radimetricsの有用性)」                   

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 山内 宏祥氏 

講演Ⅱ １５：００～１５：３０ 

「演題名 未定」 

兵庫県リハビリテーション病院 放射線科 松尾 佳展 先生 

【特別講演】１５：３０～１６：３０ 

「胸部画像診断（仮）」 

兵庫医科大学 放射線医学教室 児玉 大志 先生 

問い合わせ： （公社）兵庫県放射線技師会 学術担当 

兵庫医科大学病院 酒井 敏行 

TEL ０７９８-４５-６２５９ 

技師会カードをご持参下さい。カウント加算がございます。 
 

 

 

 

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３１年５月１２日（日）９時１５分集合 

場 所： 四季の森運動公園グランド（別紙地図参照） 

      篠山市網掛３４０番地 

TEL ０７９-５９６-０７１１（市立川代体育館） 

舞鶴若狭道 丹南篠山口ＩＣを降りてすぐの場所です 

開会式： 午前９時３０分 

空模様が悪い場合は、前日（１１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 

 

 

 

会員専用サイトでは、読影セミナーでご講演いただきまし

たプレゼンデータを公開しています。 

その他、給与実態調査のアンケート結果や診療報酬改定

厚生委員会 
第３９回支部対抗ソフトボール大会のお知らせ 

 
 

第１３回臨床学術講演会ご案内 

 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード発行 
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に関する情報も掲載しています。 

「今月のパスワード」を入力して、会員専用サイトへログイン

してください。 

 

 

４月パスワード 

「 sakura 」 
兵庫県放射線技師会HP 

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

 

 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

神戸西支部主催 第１５回 「神戸西支部 研修会」の報

告です。 

平成３１年２月２２日（土）１８時５０分～２０時４０分 ハ

ーバーランドダイヤニッセイビル１７階にて、牧田 明三 

先生による 『画像から病態を読み取る考え方、わたしの

流儀』と、六心会 法人本部 恒生病院 前田 実夫 先

生による『技師の外を覗いてみましょう！～医療環境の変

化と、これからの技師を考える～』 を開催致しました。 

牧田先生からは病理とMRIなどのモダリティーの原理を

深く学ぶ事によってシーケンスの組み方や描出方法を知

り、それが病態と連動して理解できるようになり、日々の仕

事に自信がつくようになるという事を教えて頂きました。前

田先生からは人口減少に向かっている日本の今後の医療

の在り方や、診療放射線技師がもっと外に向けて働きかけ

て存在価値を見出していかないといけない事についてお

教え頂きました。 

参加者は３３名でした。多数ご参加下さいまして誠にありが

とうございました。 

今後も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ます。 

神戸西支部 支部長  高井 夏樹 
 

 

 

 

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、２０１９年度も月に一度勉

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。 

日 時： 平成３１年４月１９日（金）１８：００～ 

（健康財団へのすべての通用口は、１７時３０分以降入場

できなくなります。参加される方は、必ず前もって下記まで

ご連絡ください。） 

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： 症例検討 

参加費： 会員無料・非会員１００円 

問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾 

         放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０ 

 

 

神戸西支部 

第１３３回こうべ胃検診の会 

 
 

神戸西支部 

第１５回「神戸西支部 研修会」報告 

 
 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
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皆様のお蔭で、東西会は 第２９回を迎えることができま

した。御礼申し上げます。 

今回は、『 臨床に活かせる実践３D －３次元画像作

成法と応用はどこまで出来ている？－ 』と題しまして研修

会を行います。 

このたびは、広島大学病院 診療支援部 画像技術部

門 部門長 石風呂 実 先生に御教授いただきます。 

 石風呂先生は、日本のみならず、世界でも活躍される先

生で、全国展開の研修会のご運営や、多くの本を出版さ

れておられます。 

その御高名な石風呂先生から、３D ボリュームデータを

用いた３次元画像を扱うにあたり注意すべき点をご解説頂

き、求められる３次元画像について常に追求することの重

要性とそのポイントについて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。 

            （神戸西支部 支部長  高井 夏樹） 

内 容： CT・ワークステーション 

〈情報提供〉 

『非イオン造影剤イオメロンの情報提供』 

               エーザイ株式会社 緑川 伸義氏 

〈〈 講演 〉〉       座長：神戸掖済会病院 吉川 守 

（題目）『 臨床に活かせる実践 ３D －３次元画像作成法

と応用はどこまで出来ている？－ 』 

（講師） 広島大学病院 診療支援部 画像技術部門 

部門長 石風呂 実 先生 

日 時： 平成３１年５月１７日（金） 

受付開始 １８：３０～ 

講演開催 １８：５０～２０：４０ 

会 場： エーザイ（株） 神戸コミニュケーションオフィス 

          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 

講演への参加費： （カラー資料・飲み物付き） 

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： 

・神戸市保健所（TEL ０７８-３２２-６７９７） 

          神戸東支部 支部長  布垣 和也 

・三菱神戸病院（TEL ０７８-６７２-２６１０） 

          神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

 

 

 

すっかり春らしい温かい季節となりました。新たな年度を迎

え、また気が引き締まる思いですね。前回の定例会では

大好評の!! seri.「基礎疾患から考える…と脳疾患」で不整

脈を、基礎編と臨床編の２題で進めてゆきました。準備の

都合で順序が逆となりましたが、基礎編では不整脈の起こ

るメカニズムから原因、重要である心電図のみかたからそ

の種類と特徴、治療法までを広く取り上げました。カルテ

記載で日々目にする用語が理解でき、いくつか特徴のあ

る心電図波形で不整脈を特定することが出来ましたね。

刺激生成・伝導系!!まだまだとっても深いです。臨床編で

は「心原性脳梗塞」を取り上げ、その主な原因となる「心房

細動」を中心に進めてゆきました。原因から心電図のみか

た、また本疾患が引き起こす最も重要な血栓形成を詳細

にご説明いただきました。US/CTの左心耳血栓はインパク

トがあり、脳塞栓の機序も明らかになりましたね。定例会開

催日はちょうど「心房細動週間」にあたり、本当にタイムリ

ーな内容で行うことが出来ました。「脳・心の病のもとだ乱

れ脈…５/７/５」とってもすっきりしましたね!! さて、４月定

例会は下記の要項で進めてまいります。引き続き、基礎

疾患を丁寧に勉強したく考えております、そして、血管内

治療の最前線をみてゆきましょう。（田上修二） 

題 目： 

１. Seri.「基礎疾患から考える!! 不整脈と脳疾患」 

   急性期脳梗塞治療《血栓除去術》  

吉田病院 放射線科 森 勇樹 

第２９回技師のひろば 

～ 東西会 ～（ご案内） 

 
 

第３０８回神戸頭部研究会のお知らせ 
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２. Seri.「基礎疾患から考える!!…と脳疾患」…企画中です!! 

３. Seri.「こんな症例ありました」 など 

日 時： 平成３１年４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 

 

 

 

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。

今年度も、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（胃がんＸ線検診技術部門Ｂ資格検定試験の

基準となる撮影法）のご紹介からスタート致します。胃がん

死亡率減少にむけ “撮影と読影”学んで行くことにします。

これから胃Ｘ線検査に取り組まれる方から指導的立場の

方々まで、皆様のご参加お待ちしております。 

代表世話人 ＮＰＯ精管構胃がんＸ線検診指導講師 

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３１年４月１３日（土）１４：３０～１７：３０ 

場 所： 新大阪丸ビル本館 ５１１号室 

＊ＪＲ新大阪駅東口から歩いて２分ほどです。 

参加費： １，０００円  

内容： 

講座Ⅰ『読影のいろは』－胃と腸（症例を題材に）－ 

 講師： 中川 好久 

講座Ⅱ『ＮＰＯ精管構による基準撮影法について 』  

 講師： 神戸大学医学部付属病院 拜原 正直 

症例検討 許諾頂いた馬場塾症例を使用しています。 

お問い合わせ：大阪府信用金庫健康保険組合  

担当 中園 直幸  TEL ０６-６９４２-７０７１ 

＊お電話での、お問い合わせは１５：００～１６：００にお願

い致します。 

H P： http://www.osaka-ichokai.com  

MAIL: info@osaka-ichokai.com 

 

 

 

平成最後の開催となる今回は、『胆嚢・胆道系』につい

て学んでいきたいと考え企画しました。胆嚢・胆道系の結

石は痛みを伴う事が多いですが、腫瘍はなかなか発見し

づらい領域でもあり、処置や治療につながるため画像診断

は重要です。症例・疾患をみながら各モダリティーの特徴

や活用法含め、画像が読めるように学んでいこうと考えて

います。 

診療放射線技師に限らず、医療に従事されているスタ

ッフ皆様お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますよう

お願い申し上げます。 

テーマ： 『極める！～画像診断～』３０  

胆嚢・胆道系の画像診断と症例解説 

【講演】 

１． 胆嚢・胆道系画像解剖と機能  

超音波画像検査について 

明石医療センター 技術部放射線科 

宮座 千絵（診療放射線技師） 

２．CT・内視鏡領域の胆嚢・胆道系画像診断と治療 

明石医療センター 技術部放射線科 

黒田 大輔（診療放射線技師） 

３．胆道系疾患におけるMRI・MRCPの役割 

加古川中央市民病院 放射線室 

田中 康晴（診療放射線技師） 

日 時： 平成３１年４月２４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） 

参加費： ５００円 

（会員・非会員とも、先着順で軽食ご準備します。） 

ご注意）大会議室へは、セキュリティーのため本館２階北

側『職員玄関』のみ出入り可能です。 

お問い合わせ： 北播磨総合医療センター  

診療支援部 中央放射線室 末廣 克義 まで 

TEL ０７９４-８８-８８００（代）  

FAX ０７９４-６２-９９２６（中放直通） 

 

 

 

日 時： 平成３１年４月２５日（木）１９：００～２０：４５ 

                 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 

第９９回「MRIの基本」～パワーテキスト～ 

読書会のご案内 

 
 

第１５０回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

 

臨床画像研究会－若葉会－ 

第１１１回定例会のご案内 
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会 費： １００円 

内 容： 「MRIの基本パワーテキスト」監訳 荒木力 

第９９回は、 

「PartⅠMRIの基本概念」RF波、T1、T2、データ空間 など 

「PartⅡ 高速撮像法」高速スピンエコー、グラジエントエコーなど 

第３版 MRIの基本 パワーテキスト 総まとめ  

＊第３版以外の方、テキストをお持ちでない方の参加もお

待ちしています。 

当会も今回で第９９回です。前回「MRIの基本」の最終章を

終え、９９回は「総まとめ」を企画しています。みなさん、聞

き逃したことはありませんか？ 

「わかったつもり」になってませんか。 

われわれは、単純な一方通行の座学ではなく参加者のみ

んながそれぞれわからないところ、疑問などディスカッショ

ンできる勉強会にしたいと心がけています。 

４月をむかえ新人の技師も増え、期待と不安でいっぱいで

しょう。こと MRI に関しては、当会で一緒に勉強しません

か。 

５月は１００回記念の勉強会を企画しています。みなさん

の参加をお待ちしています。 

＊悪天候などで開催中止になる場合がありますので、そ

のようなときは下記までお問い合わせください。 

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 放射線科 鳥居 
 

 

 

今回は「足関節・足部」がテーマです。疾患、撮影の両方

からお話しいただきます。ポジショニング等も議論できれ

ばと思います。お時間ありましたら是非ご参加ください。 

内 容：  「足関節撮影における注意点」 

明石市立市民病院 清水 則善 

「足関節・足部疾患と撮影法の基礎」 

一般撮影勉強会世話人 村上 徹 

日 時： 平成３１年４月２６日(金)１９：００～  

受付１８：３０～予定 

場 所： 加古川中央市民病院 光ホール 

(きらりホール)A・B 

   〒６７５-８６１１ 加古川市加古川町本町４３９番地 

正面玄関横の光ホール(きらりホール)出入口からお入りく

ださい。  

病院までのアクセスはホームページをご参照ください。 

会 費： 無料（駐車場は有料です） 

お問い合わせ： 

  加古川中央市民病院 放射線室 東元・中間  

 TEL ０７９-４５１-５５００(代表) 
 

 

 

テーマ： 急性期脳梗塞 ～診断から治療へ～ 

日 時： 平成３１年５月１６日（木）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 

高齢化社会を迎えた現在、脳卒中の発症は減少したとは

いえず有病率は増加しています。 

脳梗塞と脳出血は全く違う病態ですが、現れる症状にあま

り大きな違いはなく、脳細胞が損傷を受けた部位で異なり

ます。急性期脳梗塞の初期診断は、病歴や神経学的所

見などからなされますが、確定診断に画像診断は必須で

す。画像所見は脳梗塞の臨床病型診断や病態評価はも

ちろん、治療法選択にも大きく貢献します。今回は、神戸

頭部研究会とのコラボ企画とさせていただき、脳卒中の診

かたから最新治療まで勉強していきたいと思います。新人

のみなさん、勉強会参加デビューしてみましょう！ 

内容・講師 

「脳卒中をみのがすな」（仮） 

明舞中央病院 須賀 俊夫 技師 

「急性期脳梗塞 最前線」（仮）  神戸頭部研究会より 

日本救急撮影技師認定機構 認定研究会 

日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構 申請中 

日本診療放射線技師会生涯学習カウント付与 申請中 

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。 

はりまCT研究会 

H P： http://harimact.wixsite.com/harima-ct 

  問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科 

TEL ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６ 

羽田 安孝  須賀 俊夫 
 

 

 

第２２回一般撮影勉強会のお知らせ 

 

第３１８回はりまＣＴ研究会のご案内 
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【 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 

 

 

≪ 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 

○神戸掖済会病院 

所在地 神戸市垂水区学が丘１丁目２１番１号 

求人内容  正規職員・嘱託職員・パート職員  

○三菱神戸病院 

所在地 兵庫区和田宮通６丁目１-３４ 

求人内容  嘱託職員（正社員への登用あり）  

○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  正規職員 

○たつの市民病院 

所在地 たつの市御津町中島１６６６-１ 

求人内容  嘱託職員・パート職員  

○大山記念病院 

所在地 西脇市黒田庄町田高３１３ 

求人内容  正規職員 

○河合医院 

所在地 神戸市兵庫区上沢通７丁目２-６ 

求人内容  正規職員 

○兵庫県立こども病院 

所在地 神戸市中央区港島南町１丁目６-７ 

求人内容  嘱託職員  

○高乳腺クリニック 

所在地 神戸市北区南五葉２丁目１-２９ 

求人内容  正規職員・パート職員  

○高砂市民病院 

所在地 高砂市荒井町紙町３３-１ 
求人内容  パート職員  

○製鉄記念広畑病院 

所在地 姫路市広畑区夢前町３丁目１ 
求人内容  パート職員  

○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  パート職員  

○神戸百年記念病院 

所在地 兵庫区御崎町１-９-１ 

求人内容  正規職員 

○高岡病院 

所在地 姫路市西今宿５丁目３番８号 

求人内容  正規職員 

○はすいけクリニック 

所在地 神戸市北区鈴蘭台東町１丁目７-２０ 
求人内容  パート職員  

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入状況 （平成３１年３月１１日現在） 

会 員 数 ： １，３２２名 

会費納入率 ： ９４．１８％ 

会費未納者数 ： ７７名 

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x3777941&id=YN5286x3777941&q=%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&name=%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&cp=34.797630310058594%7e134.63951110839844&ppois=34.797630310058594_134.63951110839844_%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN5286x3777941&id=YN5286x3777941&q=%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&name=%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&cp=34.797630310058594%7e134.63951110839844&ppois=34.797630310058594_134.63951110839844_%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&FORM=SNAPST
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     < ４月スケジュール > 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          < ５月スケジュール > 
 

 

 

 

 

 

 

 

４/１ （月）  

４/２ （火）  

４/３ （水）  

４/４ （木）  

４/５ （金）  

４/６ （土）  

４/７ （日）  

４/８ （月）  

４/９ （火）  

４/１０ （水） 第３０８回神戸頭部研究会 

４/１１ （木）  

４/１２ （金）  

４/１３ （土） 第１５０回大阪胃腸会（銀杏会） 

４/１４ （日）  

４/１５ （月）  

４/１６ （火）  

４/１７ （水）  

４/１８ （木）  

４/１９ （金） 神戸西支部 第１３３回こうべ胃検診の会 

４/２０ （土）  

４/２１ （日）  

４/２２ （月）  

４/２３ （火）  

４/２４ （水） 臨床画像研究会-若葉会-第１１１回定例会 

４/２５ （木） 第９９回「MRIの基本」～パワーテキスト～読書会 

４/２６ （金） 第２２回一般撮影勉強会 

４/２７ （土）  

４/２８ （日）  

４/２９ （月）  

４/３０ （火）  

５/１ （水）  

５/２ （木）  

５/３ （金）  

５/４ （土）  

５/５ （日）  

５/６ （月）  

５/７ （火）  

５/８ （水）  

５/９ （木）  

５/１０ （金）  

５/１１ （土） 第１３回臨床学術講演会 

５/１２ （日） 第３９回支部対抗ソフトボール大会 

５/１３ （月）  

５/１４ （火）  

５/１５ （水）  

５/１６ （木） 第３１８回はりまＣＴ研究会 

５/１７ （金） 第２９回技師のひろば～東西会～ 

５/１８ （土）  

５/１９ （日）  

５/２０ （月）  

５/２１ （火）  

５/２２ （水）  

５/２３ （木）  

５/２４ （金）  

５/２５ （土）  

５/２６ （日）  

５/２７ （月）  

５/２８ （火）  

５/２９ （水）  

５/３０ （木）  

５/３１ （金）  
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庶 務 報 告
《新入会員》 

三宅 壱世   ＜ 東播支部 ＞  大山病院  川崎医療短期大学 

《再入会員》 

福永 美由紀 ＜ 阪神支部 ＞  自衛隊阪神病院 

《転入会員》  

清水 友也   ＜神戸東支部＞  神戸市立医療センター中央市民病院  ←  大阪府より 

今村 光宏   ＜ 阪神支部 ＞  関西電力病院  ←  大阪府より 

《転出会員》  

筏 由佳     ＜ 阪神支部 ＞  兵庫県立尼崎総合医療センター  →  東京都へ 

川見 朋子   ＜ 但馬支部 ＞  自宅  →  京都府へ 

木戸 義照   ＜神戸東支部＞  神戸労災病院  →  香川県へ 

春本 匠太   ＜神戸東支部＞  神戸大学医学部附属病院  →  大阪府へ 

小西 稔     ＜神戸東支部＞  神戸大学医学部附属病院  →  富山県へ 

《県内異動》  

田中 美帆   ＜ 阪神支部 ＞  奈良医療センター  →  ＜神戸西支部＞  国立病院機構神戸医療センター 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

      （姓名変更） 筏 由佳  ＜ 阪神支部 ＞  →  森脇 由佳 

（事務所移転） 

平成３１年２月２５日より 

コニカミノルタジャパン株式会社 神戸営業所 

〒６５０-００２７ 神戸市中央区中町通２-１-１８ ＪＲ神戸駅ＮＫビル三階 

TEL ０５７０-０１１２０１（業務センター受付）  FAX ０５７０-０１２２０７ 

平成３１年３月４日より 

カイゲンファーマ株式会社 大阪営業所 

〒５４１-００４７ 大阪市中央区淡路町２-５-９ タカクラビル８階 

TEL ０６-７１６７-８７７８  FAX ０６-７１６７-８７８４ 

平成３１年３月４日より 

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 神戸支店 

〒６５０-００４４ 神戸市中央区東川崎町１-３-３ 神戸ﾊｰﾊﾞー ﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ７階 

TEL ０１２０-２０２-０２１  FAX ０７８-３８６-２９５５ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


