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謹んで新春のお慶びを申し上げます 

 

（公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

 

 当会の運営および多くの活動につきまして、旧年中に賜りましたご理解とご支援、ご協力に深く感謝申

し上げます。 

昨年はコロナのため、県内の研修会をはじめ JART や近畿地域での多くの事業が中止となり、皆様には

ご迷惑をおかけした年となりました、また自粛生活が続き、大きく生活の変化があったと思います。 

新年恒例の、賀詞交歓会は残念ですが感染拡大防止のため中止となりましたが、これからの事業は、10

月に行った放射線セミナー同様にWeb企画を中心とした講習会を考えています。1月にはＣＴ安全管理測

定研修会、2 月には炎症性肺疾患をテーマとした学術研修会、3 月には原子力災害医療研修会を始めます。 

今年からは Web セミナーとして「ウェビナー」「オンラインセミナー」という形で気持ちを新たに全力で

取り組んでまいります。リアルタイムで配信するライブ配信の場合、配信時刻に合わせて、パソコンやタ

ブレット、スマートフォンからWeb上で参加する必要がありますが、録画した動画を視聴する場合は、い

つでもどこでもWeb上から視聴できるメリットもあり、チャット機能やアンケート機能にて、皆様のご意

見を広く頂けると非常に期待しています。 

また、このような状況の中、感染拡大をしないよう消毒や換気、ソーシャルディスタンスを考え、会場で

のセミナーも、考えていきたいと思い、サーマルカメラや体温計、除菌デバイスも技師会にてそろえまし

た、貸し出しは無料ですので、技師会事務所までとりに来ていただければ、講習会や勉強会に使用してい

ただければと考えます。 

今年は、進めてきました業務範囲の拡大の波が新たな業務拡大と法令改正として施行されます、つまり、

さらに厚生労働大臣が指定する研修を受講することを業務実施の要件とすることとなり研修の受講が義務

化されると考えられます。皆様のもとに、すばらしい革新の波をお届けし、皆様と共に診療放射線技師の

新時代へと進みたいと考えています。 

最後に、一日も早く落ち着いた生活を取り戻せるよう、皆様、皆様の家族、皆様の病院のスタッフが感

染をしないよう、本年でのコロナ収束を祈り、本年もこれからも兵庫県放射線技師会をよろしくお願い申

し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。 
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新年あけましておめでとうございます 

 阪神支部 支部長 阿部 大佑  

 

会員の皆様におかれましては健やかに新年を迎えら

れたこととお慶び申し上げます。 

旧年中は新型コロナウイルスの対応でお忙しい中、支

部活動にご理解を賜り誠にありがとうございました。

また前期は新型コロナウイルスの影響により支部活動

が行えず、会員の皆様に大変ご迷惑をおかけしました

ことをお詫び申し上げます。 

秋から開始したWebセミナーにおきましては、所

属支部を問わず、多くの方にご参加頂きましたこと心

より感謝申し上げます。今後もWebの利点を活かし、

支部の垣根を越え、幅広い交流を目指して企画・開催

致しますので、皆様のご支援とご協力を賜りますよう

よろしくお願い致します。また例年の行事の開催方法

も模索していきます。会員の皆様と直接笑顔で会話で

きる日を目指して、本年の支部活動を進めていきたい

と思います。もうしばらく『3密』に注意し、感染予

防策を講じながら耐えていきましょう。 

最後に会員皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念致し

まして、年頭の挨拶とさせて頂きます。本年もどうぞ

よろしくお願い致します。 

 

新年 あけましておめでとうございます 

神戸東支部 支部長 井本 正彦  

 

会員の皆様におかれましては健やかに新しい年をお

迎えのこととお慶び申し上げます。 昨年は、コロナ禍

の中でも支部勉強会・東西会をWEB開催することが

出来ました。これから、支部としても新しい事柄に挑

戦しつつ、今まで築き上げてきた事柄も継続しながら

邁進して参ります。近年、人と人の交流の幅が少なく

なっている中で、世代を超え、施設間を超えた交流の

場の一つとして、魅力のある支部活動が出来ればいい

と思っています。本年も皆様のご期待に応えられるよ

う頑張りますので、積極的な意見や感想を頂ければ幸

いです。本年も昨年同様、役員一同頑張りますので、

理事及び会員の皆様のご支援賜りますようお願い申し

上げます。最後に、皆様のますますのご健勝、ご多幸

をお祈り申し上げて、年頭のご挨拶とさせていただき

ます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

謹んで新春のお慶びを申し上げます 

         神戸西支部 支部長 高井 夏樹 

 

 新年明けましておめでとうございます。皆さまにお

かれましては、良い年をお迎えのことと存じます。 

旧年中は神戸西支部をご支援して下さいまして、誠

にありがとうございました。2020年は新型コロナウイ

ルスの影響で医療人である皆様は例年以上に大変なご

苦労をされたと思います。神戸西支部も影響を受け、

研修会の開催が出来ずにいましたが、10 月にやっと

Webで研修会を開催することが出来ました。 

これからは Web 研修会をさらに充実させるため、

参加者数を限定しながら直接会場に参加できる方法と

Web の両方を用いたハイブリッド式を検討致してお

ります。 

そのことにより、近隣の参加者には配布資料が会場

で受け取ることができ、より満足のいく方式になると

考えております。 

その他のイベントとしましては、今年は兵庫県放射

線技師会の学術大会を神戸西支部が担当させていただ

きます。新たな方式での開催に向け、準備を行って参

ります。 

さらに、6 月には全国 X 線撮影技術読影研究会

（NTRT）が兵庫県神戸市で開催されます。皆様の応

援とお力添えをどうぞよろしくお願い致します。 

皆様のご健康と更なるご活躍を祈念致しまして、年

頭のあいさつとさせて頂きます。 

 

新年あけましておめでとうございます 

淡路支部 支部長 村上 聡志 

  

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様 

におかれましては、健やかに新しい年をお迎えのこと 

とお慶び申し上げます。 

さて、去年の中国・武漢より発生した新型コロナウ

イルス（SARS-CoV-2）によって引き起こされたパン

デミックにより、全世界が感染症の危険に晒され、ロ

ックダウンや入国制限、オリンピック延期など、人類

が過去に経験していない事態に陥りました。 
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当支部においても、支部活動が困難な状況が続いて

おります、その中で最前線にて健康福祉に貢献されて

おられる会員様各位に、心より敬意と感謝を申し上げ

ます。罹患された方々、不便、不安な渦中の皆さまに

おかれましても、心よりお見舞い申し上げます。一日

も早い収束とご自愛を心よりお祈り申し上げます。 

最後に、会員の皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈

りし、年頭のご挨拶とさせて頂きます。本年もどうぞ 

宜しくお願い致します。 

 

新年あけましておめでとうございます 

東播支部 支部長 梅宮 清 

 

謹んで新春のお慶び申し上げます。旧年中は会員の

皆様をはじめ、兵放技理事、東播支部幹事と多くの皆

様方のご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げます。 

さて、昨年はCOVID-19の影響により相次ぐ行事の中

止・延期が余儀なくされ、当然のことながら支部活動

もほとんどできずに過ぎてしまった1年となりました。

生活環境も大きく変化してしまい、この先どうなって

いくのか不安が増すばかりです。外出機会も減り、人

と人とのコミュニケーションがとりづらくなった一方、

急速に普及したのがオンライン会議ツールです。今や

学会、各種研究会、会議等様々な場面で日常的に活用

されるようになりました。先日、当支部においても遅

ればせながらオンラインにて勉強会を開催させていた

だき多くの皆様に参加いただきました。この場をお借

りして御礼申し上げます。 

今後、東播支部ではこの状況が続く限り、オンライ

ンでの活動がやむを得ないと考えておりますが、早く

以前のように皆様にお会いし、対面での事業が企画で

きるようになることを心より願っております。そして

皆様にとりましても良い年になりますようお祈りいた

します。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

新年 あけましておめでとうございます 

西播支部 支部長 中村 真善 

 

会員の皆様におかれましては、健やかな新年を迎え

られました事と御慶び申し上げます。 

コロナに明け、コロナに暮れた令和2年が過ぎ、令

和 3年を迎えました。昨年は、東京 2020オリンピッ

クも1年延期（開催出来るか？）と成りました。支部

事業も例年通りに行えず、会員の皆様には申し訳なく

思う1年間でした。 

先の見通せない状況は、今年も続く事と思われます。

皆様方の家庭や職場・社会においても、新しい生活様

式が求められ、その対応に日々追われる事と思います。 

マスクや消毒アルコール等の不足（高騰）に因る医

療への影響だけに留まらず、日常生活に大きな制限（会

食・移動・イベント）が国民に求められる事は、これ

までは考えられない事でした。 

しかし乗り越えられない試練は無いと信じ、人類が

一丸と成って邁進する令和3年と成るでしょう。 

最後に成りますが、皆様のご健勝とご多幸を祈念し

つつ、兵放技執行部と一丸と成って、困難な時代を乗

り越えて生きたいと思っております。本年も宜しくお

願い致します。 

 

新年明けましておめでとうございます 

但馬支部 支部長 澤田 尚之 

 

 謹んで新春のお慶び申し上げます。旧年中は支部事

業に対し、会員の皆様はじめ多くの方々にご支援、ご

協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 昨年は、新型ウイルスの感染拡大で多くの方々が苦

しみ、頭を悩ませた一年であったと思います。新型ウ

イルスは我々の生活や仕事も大きく変えてしまいまし

た。研修会や学術大会など殆どの行事が中止に、職場

では見えないウイルスとの闘いの日々が続き日常とな

り、今まであたりまえ(通常)の生活の大切さあり難さ

を痛感した一年となりました。 

 本年もウイルスとの闘いは当分続くと思われますが、

感染予防を徹底することでまず自分を守り、周りの

人々を守り、今の厳しい現況を乗り越えて行きましょ

う。そして年度末には〝あたりまえの生活〟が戻って

くることを願い、今を頑張って行きましょう。研修会

や学術大会で会えることを楽しみにしています。 

 最後に、会員の皆様のご健康とご多幸を祈念して、

年頭の挨拶とさせて頂きます。 

 本年も宜しくお願いします。 
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新年明けましておめでとうございます 

丹有支部 支部長 山口 泰典 

 

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様

におかれましては、健やかに新春を迎えられたことと

お慶び申し上げます。 

旧年中は支部会員の皆様方には各施設におかれまし

てもコロナ禍で大変な中、活動にご理解ご協力を賜り

ましたこと、深くお礼申し上げます。 

丹有支部では近年、「施設の統合化」や「経営の統合

化」などが地元メディアで取り上げられることが多く

なり、また、高齢化も急速に進みつつある中、昨年は

「医療放射線に係る安全管理体制づくり」が求められ

るようになりました。丹有支部でもより一層、情報交

換を密にし、一歩前に進んでいくことを意識しながら

支部活動に取り組んでいきたいと思っております。 

今年はオリンピックも開催される予定です。一日も

早く明るい話題が共有できることを期待しながら支部

活動に取り組んでいきたいと考えております。 

新しい年が、会員の皆様にとって素晴らしい年とな

ることを祈念して、新年のご挨拶とさせて頂きます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

診療放射線技師の役割でもある医療被ばくの低減を目的

とした勉強会を下記の内容でWeb開催します。 

日 時： 令和３年１月１６日（土）１３：００～１７：００  

募集人数： １００人（定員になりましたら締め切ります） 

参加費： 会員無料 非会員３，０００円   

（一部）講演 １３：００～１３：３０ 

座長  姫路赤十字病院 岩本 起一志 氏 

「CTDI 測定に必要な線量計とは？」 ～線量計の取扱い

注意点、校正について、最新の線量計の紹介    

東洋メディック株式会社 大阪支店営業部 磯浜 隆宏 氏 

＜特別講演＞ １３：３５～１４：３５  

「CTDI概論」        神戸労災病院 小柳 宜紀 氏 

～   休  憩   ～ 

（二部） 講演 １４：５０～１５：２０ 

 座長 甲南医療センター 井本 正彦 氏 

「CT 検査の画像評価（ノイズ評価）」～SD だけで判断して

いませんか？ 実は簡単NPS測定～ 

 神戸労災病院 大鳥 武志 氏 

＜特別講演＞ １５：２５～１６：２５  

「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について」  

川崎医療福祉大学 竹井 泰孝 氏 

（三部） ＜実 習＞ １６：３０～１７：００   

CT室で「CTDIｗの測定実習」を行う予定です。（仮） 

* 場合によっては講演者による討論会になるかも知れま

せん。       

討論のテーマ「各病院で行う放射線防護について」です。   

申し込み方法 （事前登録制）  

下記QRコードか登録用アドレスから登録をお願いします。 

http://ptix.at/azEzgj 

 

 

 

 

 

 

 

日本放射線技師会生涯教育ポイント申請中 

お問い合せ： 不明な点がありましたら下記へご連絡をお

願いします。  

兵庫県放射線技師会 管理士委員会  

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  
 

 

 

「肺の炎症性疾患について学ぼう」 

今年度、コロナウイルスの影響により臨床学術講演会、

医用画像学術講演会、兵庫県学術研修フォーラム等の

勉強会、兵庫県学術大会が中止となりました。この状況を

鑑みZoomによるWebセミナー(Webinar：ウェビナー)を開

催する運びとなりました。 

 第１回のテーマとして「肺の炎症性疾患について学ぼう」

としました。例年この時期は様々な肺炎症性疾患が増加

しますが、それに加えコロナウイルスによる COVID-１９が

全世界的に猛威を振るっています。これらにおける画像

第１２回放射線安全管理測定研修会のご案内 

Web開催 

 
 

第１回兵庫県放射線技師会 学術Webinar 
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診断の役割は重要であることは言うまでもありません、業

務における知識の向上に役立てば幸いです。 

今回解剖・画像解剖について大久保病院 内藤祐介 

生涯学習担当理事に、画像診断について市立芦屋病院

放射線科の児玉大志先生にご講演をいただきます。 

 また兵庫県の感染対策室の西下重樹先生よりコロナウイ

ルス対策についてのご講演を予定しております。 

開催日時： 令和３年２月２６日(金)１９：００～ 

（１８：４５より入室開始予定） 

視聴法： 下記のURL、QRコードもしくは兵放技HP・第１回

学術Webinarの頁から登録フォームに移動できます。 

会 費： 無料 

講演１ 

「医療機関でのコロナ対策」 

兵庫県健康福祉部 感染症対策室 感染症対策課 

課長  西下 重樹 先生 

講演２ 

「画像診断に必要な解剖について」 

大久保病院 放射線科 内藤 祐介 技師 

講演３ 

「肺炎症性疾患の画像診断」 

   市立芦屋病院 放射線科 児玉 大志 先生 

Zoomウェビナー登録フォームへの URL、QRコード 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n3t1k

QXkQzyFm6BXfw7HrA 

※日本放射線技師会の会員番号が必須項目となっており

ます 

 

 

 

 

 

問い合わせ： 兵庫医科大学病院 放射線技術部  

酒井 敏行 

            ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

近年全国で様々な災害が起こっており、これらに対応で

きる診療放射線技師の育成は重要な課題となっています。

また、原子力災害の対応についても技師の責務と考えら

れます。今回は原子力災害の対応についての研修会を

web開催します。 

日 時： 令和３年３月１４日（日）１３：００～１８：００ 

募集人数： １００人（定員になりましたら締め切ります。） 

参加費： 会員・非会員無料 

１３：００～１３：１５ 

開会挨拶 公益社団法人 兵庫県放射線技師会  

会長 後藤 吉弘 

１３：１５～１６：５０ 

講 演 

１・「原子力発電所の災害における現状と対策」 

関西電力株式会社 広報室 上山 逸平  

２・「原子力災害時の放射線被ばくへの理解」 

 ～ＪＣＯ事故と福島第１原子力発電所事故を踏まえて～  

神奈川県放射線技師会 放射線管理士部会 副部会長 

       川崎市立多摩病院 画像診断部 吉田 篤史 

３・「原子力災害時の広域避難について」 

関西広域連合 広域防災局課長補佐 西岡 武則 

４・「避難退域時検査等及び除染について」 

「放射線測定装置の使用方法及び測定方法」 

（公財）原子力安全技術センター              

５・放射線サーベイについての現状理解（福島県での取り組み）  

（公社）兵庫県放射線技師会 中村 真善 

１７：００～１７：３０                     

「ＧＭサーベイメータの使用方法について」  

（公社）兵庫県放射線技師会 管理士委員会 

１７：３０～ 

閉会挨拶  

関西広域連合 広域防災局広域企画課長 高崎 和則 

（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏 

申し込み方法： 事前登録制  

下記の QR コードから申し込んでいただくか、登録用アドレ

スから登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

第１３回原子力災害医療研修会 
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ypS0P

Ky2 

事前登録され web 視聴された方には、兵庫県放射線技

師会より修了書と放射線管理士部会活動の出席証明書を

PDFで取得出来るようにさせていただきます。 

日本放射線技師会生涯教育カウントの申請中です。 

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 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

１月パスワード 

「 mutsuki 」 
兵庫県放射線技師会HP 

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

 

 

 
 

 

 

 

第３回の web セミナーにたくさんの方にご参加いただけま

したこと、心から御礼申しあげます。 

今後も会員の皆様ファーストの精神を忘れずに勉強会な

どを開催していきたいと思っております。今後ともよろしくお

願い致します。 

さて、第４回目のwebセミナーの日程が決まりましたので、

お知らせいたします。 

今回もたくさんの方と一緒に学び、情報・思いなど共有した

いと思います。 

内 容： 

今回の勉強会は、「脳梗塞」にターゲティングしました。特

にこの寒くなってくる季節での発症が多くなります。また日

本人の国民病の代表となっています。 

種類と機序をおさらいし、「症状」から見て予測をしていくと

いう視点を持ち、ただ撮影をこなすような技師になっては

いけない！を体現するような様々な知識と多様な視点を

持てる内容になっております。 

この機会に、皆様と「脳梗塞の今まで深く考えたことのない

内容」ついて、いろいろなことを学び・共有できればと思い

ます。 

質疑応答では、堅苦しくせず、ざっくばらんに色々な話が

出来ればと思っております。 

日 時： 令和３年１月１９日１８：３０〜（１時間程度） 

会 費： 無料 

プログラム： 

１・支部長挨拶 

２・「症例紹介 〜使用造影剤の適切な選択〜」  

    尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲 

３・「脳梗塞の種類と発生機序」 

兵庫医科大学病院 放射線技術部 飯塚 崇文 

  「症状から予想する脳梗塞 〜ラクナ梗塞を中心に〜」 

尼崎中央病院 画像診断部門 梅崎 大輔 

下記の google formの URLよりご登録し、ご参加していた

だきますようよろしくお願い致します。 

Zoomミーティングの URLは google formの登録の際にお

知らせいたします。また勉強会が近づきましたら、ご登録

のメールアドレスにもZoomミーティングのURLを送信させ

ていただきます。 

また当日は、下記日時にZoomに接続し、ご参加ください。

（１０分前から開場致します） 

Googleform： 二次元コード 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejh74V

ZWjnj0y3VbLEjqs14RKDkGYgQceGt2ffVbO9h14-zg/vi

ewform?usp=sf_link 

令和２年度 第４回阪神支部 

webセミナーのお知らせ 

 
 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 
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問合せ： 尼崎総合医療センター 放射線部 阿部 大佑 

   ＭＡＩＬ： daisukeabe1230@gmail.com 

尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲 

ＭＡＩＬ： teruaki_kamata@yahoo.co.jp 

 
 

 

 

皆様方におかれましては、益々御清祥のことと御慶び

申し上げます。下記の通り、私設研究会第４回イメージン

グぴぁをマイクロソフト Teams にて Web 開催を致します。

多数の御視聴を賜りますようお願い申し上げます。   

イメージングぴぁ代表世話人 前田 啓明 

日 時： 令和３年２月６日（土）１３：３０～１７：００  

参加費： 無料 

事前申込み： 参加証（後日に送信）・Webサイトの URLを

発行しますので、所属、氏名、アドレスを明記し 

hiroaki_maeda916@yahoo.co.jpまでお願い致します。なお

申込み〆切は、令和３年１月２０日とさせて頂きます。 

プログラム： 

講 演Ⅰ １３：３０～１５：００ 

「 頭部を見る! 診る!! そして語ろう!!! 」 

社会医療法人愛仁会 高槻病院 渡辺 博也 技師 

講 演Ⅱ １５：００～１６：００ 

「 頭部・胸部領域におけるCT/MR最新技術紹介 」 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

関西支社 営業推進部MR担当 林 宏行 氏                                                   

講 演Ⅲ １６：００～１７：００ 

「 造影剤の漏出について-ディスカッション（事前に視聴を

お願い致します）- 」  

 

 

 

県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

認定ポイント予定： 

日本救急撮影技師認定機構２ポイント、日本X線CT専門

技師認定機構３ポイント、肺がんＣＴ検診認定機構５ポイ

ント、日本診療放射線技師会ポイント付与 

問合せ： 県立こども病院 前田 啓明まで 

ＴＥＬ ０７８-９４５-７３００ 

 

 

 
 

 

新年おめでとうございます。 

２０２０年は、新型コロナウイルスの感染拡大により、多方

面が大きな影響を受けた一年でした。 

まだ不安定な状況の中、研究会の開催の自粛を余儀なく

されておりますが、再開の折には改めてご案内致しますの

で、多数のご参加を宜しくお願い致します。 

２０２１年も何卒よろしくお願い致します。 

はりまCT研究会 代表世話人 羽田 安孝 

 
 

 

 

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。新型コロナウイルス

の感染が依然止まりません。生活への影響も多大でまだ

先が見通せない状況ですが、日常で気を抜くことなく感染

拡大の防止に念を入れ、自らも早期の終息に向け努力し

たく思っております。 

さて、大好評の!?「はがきで定例会」も軌道に乗ってまいり

ました。対面式の定例会が長い間中断されておりますが、

今、出来ることを考え研究会活動を頑張っております。今

回の症例は「高齢者の頭痛」で進めてまいります。関連す

る頭蓋内病変や頚椎疾患をまとめ、その鑑別点などを勉

強してゆきます。詳細は後日研究会 HP に掲載致します。

また、HP では「世話人数珠つなぎ」も進めております。

各々が経験した稀な症例などを提示し、完結に分かり易く

まとめた学術的な内容や、趣味や夢中になっていることな

どプライベートな個性溢れる記載もあり、楽しんでいただけ

るかと思っております。週ごとに更新しておりますので、是

非ご覧下さい。（田上修二） 
 

 

≪ 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 

第４回イメージングぴぁのご案内 

 

はりま CT研究会 

神戸頭部研究会からのお知らせ 
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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 

 

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 

○神戸アドベンチスト病院 

所在地 神戸市北区有野台８丁目４番１号 
求人内容  有期常勤（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日） 

○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 

○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 

○小国病院 

所在地 姫路市南条２丁目２３番地 
求人内容 正規職員・パート職員 

○IHI播磨病院 

所在地 相生市旭３丁目５-１５  
求人内容 正規職員・パート職員 

○入江病院 

所在地 姫路市飾磨区英賀春日町２丁目２５ 
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、お願い致します。 

なお、事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の方

へは発刊物の停止を１２月１日以降より行っております。 

申し訳ございませんが、ご了承頂きますようお願い致しま

す。 

※ご注意ください！ 

８月下旬にお送りしております会費納入票は、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。 

会費未納の方へは、１１月下旬に、日本診療放射線技師

会よりメール（８月１０日以降に JARTIS へログインした方）、

または、会費納入票（JARTIS ログイン未確認の方）が発送

されておりますので、ご確認の上、お支払いをお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入状況 （令和２年１２月１１日現在） 

会 員 数 ： １，３１１名 

会費納入率 ： ８７．１９％ 

会費未納者数 ： １６８名 
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     < １月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < ２月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１/１ （金）  

１/２ （土）  

１/３ （日）  

１/４ （月）  

１/５ （火）  

１/６ （水）  

１/７ （木）  

１/８ （金）  

１/９ （土）  

１/１０ （日）  

１/１１ （月）  

１/１２ （火）  

１/１３ （水）  

１/１４ （木）  

１/１５ （金）  

１/１６ （土） 第１２回放射線安全管理測定研修会（Web） 

１/１７ （日）  

１/１８ （月）  

１/１９ （火） 第４回阪神支部webセミナー 

１/２０ （水）  

１/２１ （木）  

１/２２ （金）  

１/２３ （土）  

１/２４ （日）  

１/２５ （月）  

１/２６ （火）  

１/２７ （水）  

１/２８ （木）  

１/２９ （金）  

１/３０ （土）  

１/３１ （日）  

２/１ （月）  

２/２ （火）  

２/３ （水）  

２/４ （木）  

２/５ （金）  

２/６ （土） 第４回イメージングぴぁ 

２/７ （日）  

２/８ （月）  

２/９ （火）  

２/１０ （水）  

２/１１ （木）  

２/１２ （金）  

２/１３ （土）  

２/１４ （日）  

２/１５ （月）  

２/１６ （火）  

２/１７ （水）  

２/１８ （木）  

２/１９ （金）  

２/２０ （土）  

２/２１ （日）  

２/２２ （月）  

２/２３ （火）  

２/２４ （水）  

２/２５ （木）  

２/２６ （金） 第１回兵庫県放射線技師会 学術Webinar 

２/２７ （土）  

２/２８ （日）  


