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第３１回兵庫県放射線技師会学術大会が令和元年１１月１７日(日)に兵庫医科大学 平成記念会館にて

開催されました。会員１２０人、賛助会員７人、講師１人、市民２９人、合計１５７人の参加がありました。開催に

ご尽力いただいた阪神支部の役員、兵放技理事会および学術委員の皆様、そしてご協力いただいた会員の

皆様ありがとうございました。  

来年の学術大会は神戸西支部の担当にて開催されます、今後とも兵庫県放射線技師会学術大会の運営

にご協力を宜しくお願い致します。                            学術担当理事 酒井 敏行 
 

 

 

 

本年も例年同様「給与実態調査」を実施いたします。この

「給与実態調査」は、社会情勢の変化や診療報酬改定 

等による医療環境の変化が、私たち診療放射線技師の処 

遇面へ及ぼす影響を把握することを目的としており、会員

の皆様にご報告することで今後の活動における指針として、

ご利用頂けるよう実施しております。何卒、趣旨をご理解 

のうえ、ご協力の程お願い申し上げます。 同封のアンケ

ート用紙、もしくは QR コードを読み取って兵庫県放射線

技師会ホームページからも回答できますので、パスワード

『2020』を半角入力のうえご利用ください。ご回答の締め

切りは、令和２年１月１０日（金）とさせて頂きます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２２日（祝）に開催予定の第６６回近畿地域放射線技

師会野球大会は前日の天気予報で雨だったので中止とな

りました。 

参加を予定していた選手の皆さんには残念なこととなりま

した。来年度は滋賀県が担当で行います。来年度も参加

をよろしくお願いします。 
 

 

 

 延期しておりました第３０回医用画像研究会のお知らせ

です。この度、特別講演にて日本一忙しいドクターヘリで

有名な公立豊岡病院 但馬救命救急センター・センター

長の小林誠人先生をお招きし開催することになりました。

救急医師の求める画像とは何か？技師は何を求められて

いるのか？常に救急医療の最前線におられる小林先生

の答えに非常に興味が湧きます。 

師走の忙しい時期でありますが皆様お誘い合わせの上、

多数の参加をお願いいたします。 

日 時： 令和元年１２月１４日（土）１４：３０～１６：４０（予定） 

第３１回兵庫県放射線技師会学術大会 開催報告 

情報委員会 令和元年度 
給与実態調査アンケートにご協力ください 

 
 

第６６回近畿地域放射線技師会野球大会 報告 

 

第３０回医用画像研究会のご案内 
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場 所： ラッセホール 

〒６５０-０００４ 神戸市中央区中山手通４-１０-８  

TEL ０７８-２９１-１１１７ 

https://www.lassehall.com/access/ 

会 費： 会員５００円 非会員２，０００円 

【基礎講演】 

「Hybrid ERを用いた救命医療 ～チーム医療における診

療放射線技師の役割～」 神戸赤十字病院 上江 孝典 

【特別講演】 

「多職種でつなぐ seamlessな画像診断 ～Time is Lifeの

実践～」   公立豊岡病院 但馬救命救急センター  

センター長 小林 誠人 先生 

                               他  

＊本会は、日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構(３ポイント)、

日本診療放射線技師会の生涯教育カウントの単位付与対

象となります。 

お問い合わせ：兵庫医科大学病院 放射線技術部  

酒井 敏行  TEL ０７９８-４５-６２５９ 

 ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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、「令和２年賀詞交換会」

を下記要領で催すこととなりました。今年度は会場を変更

して新しい体制にて皆様をお迎えいたします。ご多用のと

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： 令和２年１月１０日（金）１８：３０ 開宴予定 

場 所： ホテルクラウンパレス神戸“ザ・マーカススクエア”  

      JR神戸駅から地下通路にて徒歩２分 

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） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「オリンピック・パラリンピックイヤーを迎えて」 

～スポーツ活動を通じて県民が豊かな生活を送っていた

だくために医療専門職としてできること～ 

日 時： 令和２年１月１９日（日）１２：００～１６：４５ 

（受付開始１１：３０～） 

会 場： 兵庫県看護協会 ハーモニーホール 

第１部 １２：００～１４：２０ 

医療職団体報告  

外傷予防と治療・スポーツ活動支援の取組み 

放射線技師会  

スポーツ外傷に対する画像検査  

関西電力病院 今村 光宏 

第２部 １４：３０～１６：１５ 

  特別講演 「スポーツ外傷の予防と治療について」 

  神戸大学大学院整形外科学 教授 黒田 良祐先生 

兵庫県医療職団体協議会は、現在兵庫県下１１の医療職

団体で構成されている日本中でも類をみない多種な医療

職種間の連携をとっていこうとしている団体です。同じテ

組織委員会 

令和２年賀詞交換会のご案内 

 
 

第４７回兵庫県医療職団体協議会合同研修会 
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ーマで他職種の話が聞ける機会はあまりありません。 

この機会にどうぞ参加ください。（同封チラシ参照） 

お問い合わせ： 兵庫県放射線技師会 渉外担当理事 

松崎 博貴 

ＭＡＩＬ： hattori_hp_x_ray_matsuzaki@yahoo.co.jp 

 

 

 

日 時： 令和２年２月１日（土）１３：００～１７：００ 

場 所： 神戸大学医学部附属病院  

第一会議室、 ANGIO室 

募集人数： ３０人（定員になりましたら〆切します） 

参加費： 会員５００円 会員以外３，０００円 

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研修会を開催します。医

療法の改正や最近の被ばく低減の考え方、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医

療被ばく低減を目的としています。多数のご参加をお待ち

しております。 

＜講 習＞ ４F 第一会議室 

「医療法施行規則の一部を改正する省令に関して」 

講師： 兵庫県北播磨県民局 加東健康福祉事務所  

健康管理課 寺川 仁人先生 

「IVR領域における被ばく線量管理を目的とした線量測定と

その活用法」 講師： 兵庫医科大学病院 放射線技術部 

                        松本 一真 先生 

＜実 習＞ ANGIO室 

「患者照射基準点における患者入射皮膚線量の測定とそ

の特性」   講師： 兵庫医科大学病院 放射線技術部 

                        松本 一真 先生 

申し込み方法： 兵庫県放射線技師会のホームページか

ら申し込んでください。申し込み開始日は１２月１０日としま

す。 

インターネット環境がない場合は、①氏名、②所属、③連

絡先電話番号、④安全管理測定参加希望 を記入の上、

FAXをお願いします。 

兵庫県放射線技師会事務所 http://www.hyogo-rt.org/ 

FAX ０７８-３５１-２３０９ 

お問い合わせ： 姫路赤十字病院 放射線技術部  

岩見 守人  TEL ０７９-２９４-２２５１（３６８４） 

ＭＡＩＬ： morimori@hrc-hp.com 

 

 

 

「医療放射線安全管理責任者の育成に向けて」 

２０２０年の４月に施行される医療法省令の一部改正をス

ムーズに行うため、「医療放射線安全管理責任者育成」の

テーマで２回目の勉強会を行うこととしました。内容につき

ましては前回とほとんど同じですが、新しい情報を入手次

第、講演に取り入れていきます。万障繰り合わせの上、多

数のご参加をお願いします。 

日 時： 令和２年２月１１日（火）１３：００～１７：００ 

場 所： 神戸大学医学部附属病院 第一会議室 

会 費： 会員１，０００円  非会員３，０００円 

定 員： ８０名（定員になりしだい締め切ります。） 

開会挨拶：（公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

１．医療法改正の経緯と概要（日放技の取組） 

姫路赤十字病院 岩見 守人氏 

２．医療法施行規則および関連通知 

３．診療用放射線の安全利用のための指針の作成 

兵庫県北播磨県民局 加東健康福祉事務所 

健康管理課 寺川 仁人氏 

４．正当化とリスク、放射線障害への対応 

 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘氏 

 

５．患者への説明  JCOH神戸中央病院 入江 潤一氏 

６．医療被ばく低減施設認定 市立川西病院 後藤 和久氏 

７．講演者による指針作成のワンポイトアドバイス 

＊申し込みは事前登録制となっております。（１２月１０日

より登録の開始を致します。） 兵庫県放射線技師会のホ

ームページより登録をお願いします。 

＊日本診療放射線技師会の生涯教育カウント単位付与の

対象となる予定です。    主催 兵庫県放射線技師会 
 

 

 

台風１９号の接近により延期となっておりました第７回放

射線セミナーを下記の日程で開催します。食道がんの診

断と治療をテーマに、最先端の医療現場で活躍中の診療

放射線技師、放射線診断科・治療科医師、消化器内科・

外科医師から食道がんの画像検査・診断から治療につい

てわかりやすくご講演いただき、意見交換を行っていただ

第１１回放射線安全管理測定研修会のご案内 

 

第３回医療機関に於ける放射線管理研修会 

 

第７回放射線セミナーの開催について 
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きます。 

※以前お知らせしていた開催場所とは異なります。 

日 時： 令和２年２月２９日(土)１４：００～１７：００ 

 （開場１３：３０） 

会 場： 神戸市教育会館 大ホール 

〒６５０-０００４ 神戸市中央区中山手通４丁目１０番５号 

TEL ０７８-２２２-４１１１ 

参加費： 無料 

テーマ： 「食道がんの診断と治療 - update -」 

講演１） 「食道造影検査の重要性」 

～X線とバリウムだからこそわかること～ 

北播磨総合医療センター 診療放射線技師 末廣 克義 技師 

講演２） 「食道がんと診断されたら」 

～どんな画像検査をするの?何のために?～ 

甲南医療センター放射線科 PETセンター長 鈴木 加代 先生 

講演３） 「食道がんの内視鏡診断、内視鏡治療の最前線」 

兵庫県立がんセンター 消化器内科部長 山本 佳宣 先生 

講演４） 「食道がんの手術」 

姫路赤十字病院上部消化管外科部長 信久 徹治 先生 

講演５） 「食道がんの放射線治療の現状と今後の展望」 

神戸大学放射線癌科 特命講師 宮脇 大輔 先生 

共催：兵庫県がん診療連携協議会 兵庫県放射線医会 

兵庫県放射線技師会 

お問い合わせ：兵庫医科大学病院 放射線技術部  

TEL ０７９８-４５-６２５９  

学術担当 酒井敏行 MAIL: gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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

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。 

 

 

１２月パスワード 

「 xmas 」 
兵庫県放射線技師会HP 

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

 

 

 

 

 

 

神戸西支部主催の研修会のご案内です。 

このたびは、一般撮影によります膝関節をテーマに、尼崎

だいもつ病院の山田友也先生と明石市立市民病院の岩

井良太先生のお二人の講師にご解説いただきます。 

 山田先生から、膝の機能解剖を基に撮影時のポジショ

ニングや読影についてお話しいただき、岩井先生からは、

人工膝関節（TKA）の X 線撮影時のテクニックについてお

話しいただきます。 

膝関節を徹底的に学んでいただき、明日からの撮影業

務に役立てていただけたらと思います。 

≪講師：山田先生からのメッセージ≫ 

診療放射線技師の視点から膝の機能解剖に焦点をあ

て、膝関節の骨・軟部解剖がどのように機能し関連してい

るのか、それらがポジショニング・撮影・読影にどのように

影響するのかを解説させて頂きます。 

≪講師：岩井先生からのメッセージ≫ 

TKA後のX線撮影は、超高齢化社会にともない需要が

更に増大してくる事が予測される一方、非常に難易度が

高い撮影でもあります。 

その難問である TKA 撮影のコツなど、明日から使える

実践的なポイントを解説させて頂きます。 

お誘い合わせの上、どなたでもご来場下さい。 

内 容 ： 

〈情報提供〉 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 

 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

神戸西支部 

第１８回「神戸西支部 研修会」 
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『ヨード造影剤イオメロンについて』   エーザイ株式会社 

≪研修会テーマ≫ 一般撮影 

       座長：神戸リハビリテーション病院 橋本 克己 

『膝関節Ｘ線撮影  

～膝のポジショニングと読影に役立つ機能解剖～』 

尼崎だいもつ病院 技術部放射線科 

技師長 山田 友也 先生 

『人工膝関節(TKA)X線撮影攻略テクニック』 

明石市立市民病院 放射線技術課 岩井 良太 先生 

日 時： 令和２年１月２４日（金）１８：５０～２０：３５ 

（受付１８：３０～） 

会 場： エーザイ（株） 神戸コミュニ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 

ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０ 

講演参加費： （カラー資料 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 

※ポイント申請のため、技師会カードをご持参ください。 

日本救急撮影技師認定機構 ２ポイント  

日本放射線技師会生涯教育ポイント  

お問い合わせ： 三菱神戸病院（０７８-６７２-２６１０） 

            神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

 

 

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、今回は１０月開催予定でしたが、台

風接近の予報を受けまして急遽開催を延期致しました銀

杏会の創設者、中村 信美先生の特別講義です。診療放

射線技師として、この分野では、常に、我々、消化管を志

す者の指標となっています。内容は『胃Ｘ線読影における

マクロ像，ルーペ像の重要性』です。また、当日は、講義

内容に係わらず、撮影テクニックに関する事、日頃より理

解できずに思い悩んでいる事などございましたら、お気軽

にご質問下さい。初心者から指導的立場の方々まで、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： 令和元年１２月１４日（土）１４：３０～１７：３０ 

場 所： 新大阪丸ビル本館 A７１１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： 特別講義  

講 師： ＮＰＯ精管構胃がんＸ線検診指導講師  

中村 信美 先生 

『胃Ｘ線読影におけるマクロ像，ルーペ像の重要性』 

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。 

＊悪天候などにより、急遽開催を中止する場合がござい

ます。ご面倒お掛けしますが下記の大阪胃腸会ホームペ

ージにおいて、中止の有無をご確認ください。 

H  P： http://www.osaka-ichokai.com 

 ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.com 

 

 

 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度「第２２回 Imaging Technical Conference」を開催す

る運びとなりました。 

当院では、昨年度より神戸市西区医療機関へ向けた脳卒

中ホットラインを拡充致しました。また脳卒中患者への早

期対応を目指した脳卒中チーム発足に向け現在準備中

です。そこで、今回は「脳梗塞の診断から治療まで」をテ

ーマに、診療放射線技師、専門医の立場より画像診断か

ら治療までの一連の流れを講演頂く予定です。 

ご多忙の折とは存じますが皆様のご参加を賜りますよう

お願い致します。 

第１５７回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

 

神戸市立西神戸医療センターオープンカンファレンス 

「第２２回 Imaging Technical Conference」のご案内 
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日 時： 令和元年１２月１９日(木)１８：３０～１９：３０ 

場 所： 神戸市立西神戸医療センター ４階 大会議室  

内 容： 「脳梗塞の診断から治療まで」 

演 者：  

放射線技術部 林 亮太 技師 

『急性期脳梗塞におけるMRIの役割』 

脳神経外科 医長 蘆田 典明 先生 

『救急対応が必要な脳血管内治療とは？ 

～脳梗塞における血栓回収療法の話題を中心に～』 

（日本脳神経血管内治療学会専門医、日本脳卒中専門医） 

＊なお会費は無料ですが駐車場は有料となります。 

＊日本救急撮影認定機構ポイント申請 ２ポイント 

お問い合わせ： 神戸市立西神戸医療センター  

放射線技術部 横尾 宏之 TEL ０７８-９９３-３７６０  

 

 

 

日 時： 令和２年１月１２日（日）１３：００～１７：１５ 

（受付開始 １２：３０） 

場 所： 神戸市立医療センター中央市民病院 講堂 

（普段と会場が異なります。ご注意ください） 

参加費： １，０００円 ※学生無料（社会人学生を除く） 

テーマ： 医療安全～レポート既読管理を含めて～ 

Ⅰ．開会挨拶１３：００～１３：０５ 

市立加西病院 白山 健一 

Ⅱ．話題提供１３：０５～１４：０５ 

座長：市立加西病院 白山 健一 

医療安全にブロックチェーンって使えるの?! 

講師：蘇西厚生会松波総合病院 櫃石 秀信 

Ⅲ．構築事例紹介１４：１５～１５：５５ 

座長：兵庫県立尼崎総合医療センター 菅野 俊 

ⅰ）紙運用で始める読影レポート既読管理 

講師：市立加西病院 白山 健一 

ⅱ）放射線レポートシステムを用いた既読管理 

講師：兵庫県災害医療センター 小川 宗久 

ⅲ）０円で出来る！重要キーワード付き未読放射線・

病理レポート通知の自動化 

講師：市立大津市民病院 山中 理 

ＩＶ．特別講演１６：１０～１７：１０  

座長：製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

医療安全を支える実戦的 ICT～これから成すべき事～ 

講師：公立西知多総合病院 山田 篤人 

Ｖ．閉会挨拶１７：１０～１７：１５  

製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

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(１９-０９２)  

医療画像情報精度管理士５.０カウント(イベント番号：３１２２) 

医用画像情報専門技師６ポイント(K１９-０４１) 

医療情報システム監査人２ポイント（コード：C） 

事前参加受付登録期間は１２月３１日（火）までです。 

受付登録者多数の場合は期限前に受付を終了する場合

があります。 

各種認定ポイント申請の事務作業軽減のため、できるだけ

事前参加受付登録をお願いいたします。 

その他、詳細については研究会ホームページ 

（https://hmiisconference.wixsite.com/hmiis）、または研

究会FaceBookページをご参照ください。 

お問い合わせ：兵庫医用画像情報システム研究会 事務局 

ＭＡＩＬ： hmiisconference@gmail.com 

(事前受付担当:神戸労災病院 東山(０７８-２３１-５９０１)) 

 

 

 

テーマ： 新春特別講演 

日 時： 令和２年１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 

本年も、はりまＣＴ研究会に多数ご参加頂きありがとうござ

いました。 

多くの講師の先生方の熱のこもったご講演と、ご参加いた

だいた皆様のおかげをもちまして、活発な研究会を開催

することができました。 

新年最初の研究会は「新春特別講演」と題しまして、令和

２年度より始まる医療放射線安全管理について技師がや

るべきこと、ＣＴの進歩には欠かせない低電圧ＣＴや、や

るほど奥の深い肝臓ＭＲＩについてなど、どれも診療放射線

技師必聴の内容です。 

お聴き逃しのないように！引き続き、２０２０年も宜しくお願

い致します。 

内容・講師 

「診療放射線技師 必見！！医療放射線の安全管理指

第１２回兵庫医用画像情報システム研究会 

 

第３２２回はりまＣＴ研究会のご案内 
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針(仮) 」    株式会社 キュアホープ 島田 隆正 氏 

「低電圧ＣＴの有用性」神戸労災病院 大鳥 武志 技師 

「肝臓ＭＲＩのチェックポイント」 

明石市立市民病院 杉浦 一弘 技師 

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 単位申請中 

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 

 

 

 

 

２０２０年３月１日に行われる第１５回磁気共鳴（MR）専門

技術者認定試験の直前対策を下記のように開催いたしま

す。MRIの基礎から応用まで網羅された問題を解説します。

受験される方、受験されない方も是非ご参加ください。  

日 時： 令和２年１月１９日(日）９：００～１８：３０ 

 (８：３０受付開始） 

場 所： 京都大学医学部附属病院 第一臨床講堂 

（記載図：７８番） 

※会場へは第一臨床講堂の東側入り口よりお入りください。

（病院内からは入れません） 

参加登録が必要です。参加される方は 

entry.taisaku.jmrts@gmail.com まで件名を「受講希望」と

し,ご施設名・氏名を記載の上、２０２０年１月１０日(金)まで

にお送りください。 

 なお，資料準備費が必要になるため，１，０００円程度の

カンパをお願いいたします。 

主 催： 磁気共鳴専門技術者認定試験勉強会 

代表世話人： 大阪医科大学附属病院 山村 憲一郎 

お問合せ： 神戸大学医学部附属病院 曽宮 雄一郎 

MAIL：  somiya13@med.kobe-u.ac.jp 

 

 

アクセス 

 電車利用 

 京阪電車「神宮丸太町」駅下車 約１km 

 バス利用 

 京都市バス，３１，９３，２０２，２０３，２０４系統 

                        熊野神社前下車 

病院までのアクセス詳細は下記リンクを参照ください。 

http://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/access/index.html 
 

 

 

 

前回の特別講演会では、８０名を超える方々にご参加

いただき盛会となりましたこと、この場をお借りして皆様に

厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 

次回第１１４回は『腎臓』をテーマに学んでいきたいと考

え企画進行中です。内容詳細が決まり次第ご案内致しま

すので、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～』３２  

腎臓の画像解剖と画像診断(仮) 

日 時： 令和２年２月５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） 

磁気共鳴(MR)専門技術者認定試験 

直前対策のご案内 

 
 

臨床画像研究会-若葉会- 

第１１４回定例会のご案内 
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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 

 

ニュース原稿等の宛先 

◎ 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  
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 

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） 

≪ 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 

○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 

○合志病院 

所在地 尼崎市長洲西通１丁目８-２０ 

求人内容  正規職員 

○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  嘱託職員 

○神戸低侵襲がん医療センター 

所在地 神戸市中央区港島中町８丁目５-１ 
求人内容  正規職員 

○兵庫県立がんセンター 

所在地 明石市北王子町１３-７０ 
求人内容  パート職員・嘱託職員 

○広野高原病院 

所在地 神戸市西区北山台３丁目１-１ 

求人内容  正規職員 

○川崎病院 

所在地 神戸市兵庫区東山町３丁目３-１ 

求人内容  正規職員 

○こだま病院 

所在地 宝塚市御殿山１丁目３-２ 

求人内容  正規職員・パート職員 

○聖隷淡路病院 

所在地 淡路市夢舞台１-１ 

求人内容  正規職員 

 

 

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。 

なお、事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の方は発刊

物の停止を１２月１日以降より行います。申し訳 

ありませんが、ご了承頂きますようお願い致します。 

＊注意して下さい！ 

既にお送りしています会費納入票は９月３０日までの利用期限が

過ぎておりますので使用できません。１０月時点にて会費未納の

方には、１１月の発行物のタックシールへ未納表示を行っており

ます。１１月中頃に日本診療放射線技師会よりお送りします再請

求・年会費払込票をご使用下さい。 

 

 

 

 
 

 

 

 

会費納入状況 （令和元年１１月１５日現在） 
会 員 数 ： １，３２７名 

会費納入率 ： ８０．０３％ 

会費未納者数 ： ２６５名 

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x8479094&id=YN5286x8479094&q=%e8%81%96%e9%9a%b7%e6%b7%a1%e8%b7%af%e7%97%85%e9%99%a2&name=%e8%81%96%e9%9a%b7%e6%b7%a1%e8%b7%af%e7%97%85%e9%99%a2&cp=34.56938171386719%7e135.0169677734375&ppois=34.56938171386719_135.0169677734375_%e8%81%96%e9%9a%b7%e6%b7%a1%e8%b7%af%e7%97%85%e9%99%a2&FORM=SNAPST
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          < １２月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

      < １月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

１２/１ （日） 日本プライマリ･ケア連合学会第３３回近畿地方会 

１２/２ （月）  

１２/３ （火）  

１２/４ （水） 第９回他職種混合勉強会＜仮称＞脳の会 

１２/５ （木）  

１２/６ （金）  

１２/７ （土）  

１２/８ （日）  

１２/９ （月）  

１２/１０ （火）  

１２/１１ （水）  

１２/１２ （木）  

１２/１３ （金）  

１２/１４ （土） 
第３０回医用画像研究会 

第１５７回大阪胃腸会（銀杏会） 

１２/１５ （日）  

１２/１６ （月）  

１２/１７ （火）  

１２/１８ （水）  

１２/１９ （木） 
神戸市立西神戸医療センターオープンカンファレンス 

第２２回 Imaging Technical Conference 

１２/２０ （金）  

１２/２１ （土） 統一講習会（県立加古川医療センター） 

１２/２２ （日） 統一講習会（県立加古川医療センター） 

１２/２３ （月）  

１２/２４ （火）  

１２/２５ （水）  

１２/２６ （木）  

１２/２７ （金）  

１２/２８ （土）  

１２/２９ （日）  

１２/３０ （月）  

１２/３１ （火）  

１/１ （水）  

１/２ （木）  

１/３ （金）  

１/４ （土）  

１/５ （日）  

１/６ （月）  

１/７ （火）  

１/８ （水）  

１/９ （木）  

１/１０ （金） 令和２年賀詞交歓会 

１/１１ （土）  

１/１２ （日） 第１２回兵庫医用画像情報システム研究会 

１/１３ （月）  

１/１４ （火）  

１/１５ （水）  

１/１６ （木） 第３２２回はりまＣＴ研究会 

１/１７ （金）  

１/１８ （土）  

１/１９ （日） 
第４７回兵庫県医療職団体協議会合同研修会 

磁気共鳴(MR)専門技術者認定試験直前対策 

１/２０ （月）  

１/２１ （火）  

１/２２ （水）  

１/２３ （木）  

１/２４ （金） 神戸西支部 第１８回神戸西支部研修会 

１/２５ （土）  

１/２６ （日）  

１/２７ （月）  

１/２８ （火）  

１/２９ （水）  

１/３０ （木）  

１/３１ （金）  
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シャウカステン１０月号 誤植のお詫び 

 
シャウカステン１０月号 庶務報告欄（1４ページ）の県内異動欄に下記支部名称の間違いがありました。 
誤： 岸本 武司   ＜ 東播支部 ＞  甲南加古川病院  →  ＜神戸東支部＞   甲南病院 

↓ 
正： 岸本 武司   ＜ 東播支部 ＞  甲南加古川病院  → ＜東播支部固定＞  甲南病院 

 
関係者の皆様にご迷惑をおかけしました事を深くお詫び申し上げます。 

 

庶 務 報 告
《新入会員》  

齋藤 隆彦  ＜ 阪神支部 ＞  市立川西病院    神戸総合医療専門学校 

武田 征己  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫県立西宮病院    神戸総合医療専門学校 

吉村 颯斗  ＜ 阪神支部 ＞  笹生病院    神戸総合医療専門学校 

神田 雄祐  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫県立尼崎総合医療センター  神戸総合医療専門学校 

定永 優作  ＜神戸東支部＞  あんしんクリニック    神戸総合医療専門学校 

森谷 裕紀子＜神戸東支部＞  橋本クリニック    神戸総合医療専門学校 

《県内異動》  

長船 莉恵  ＜神戸東支部＞  六甲アイランド甲南病院 → ＜神戸東支部＞  甲南医療センター 

伊藤 寿之  ＜神戸西支部＞  川崎病院 → ＜神戸西支部＞  自宅 

福岡 将臣  ＜ 淡路支部 ＞  翠鳳第一病院 → ＜ 神戸西支部 ＞  医療法人社団 顕修会 すずらん病院 

福田 正輝  ＜神戸東支部＞  六甲アイランド甲南病院 → ＜神戸東支部＞  甲南医療センター 

川端 和彦  ＜神戸東支部＞ 神戸低侵襲がん医療センター → ＜神戸西支部＞ 医療法人甲風会 有馬温泉病院 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

（施設名 変更）令和元年１０月１日より 

                 一般財団法人甲南会 甲南病院 → 一般財団法人甲南会 甲南医療センター 
 

 

 

 

 

 


