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締め切り延長しました 
 

昨年、コロナウイルス感染拡大のため中止とした学術大会を神戸西支部の協力のもと開催致します。つきましては、会

員の皆様の研究発表を募集します。また、日常業務の工夫や最新装置の検討等も受け付けています。 

開催は演者と少数の共同演者が集まり発表を行いWeb配信するハイブリッドでの開催を予定していますが、その時の感

染の状況によっては集合せず Web 配信のみで行う場合があることをご了承ください。また、集まることが職場の規定等で

難しい方はご自宅などで発表をしていただくことも可能です。 

 

大会テーマ： 「 価値への創造 ～ラジエーション テクニック～ 」 

募集演題： 一般演題 

演題募集期間： 令和３年７月１０日～９月１５日（←延長しました） 

申込み方法： 前抄録としてワード形式 A４サイズ１枚を下記のアドレスに送ってください。抄録原稿の書式については下記

の【抄録原稿の書式】をご覧ください。  

《メール》 ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp  

 

日 時： 令和３年１１月２１日（日） 

場 所： 神戸市産業振興センター（JR神戸駅すぐ） ９０４＋９０５会議室 

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  

 

【抄録原稿の書式】  

１） A４版ワープロ入力(office Word２０１０以降でお願いします)。  

２） 原稿は１，０００～１，５００字程度、横書き入力。図等がある場合は１ページに収まるよう調整してください。  

３） 余白は、上３５mm、下３０mm、右３０mm、左３０mmでお願いします。  

４） 本文は明朝体１０．５pt を使用し、英数字は半角 times系 (望ましい)もしくはCenturyを使用してください。  

５） 句読点は、「、」と「。」を使用。  

６） 上段に、中央揃で、 題名、 演者の施設、氏名（ふりがな）を書いてください。題名のみ１２pt太字にしてください。 

(出来るだけ、ご発表内容がわかるようにお願いします。) 

第３２回兵庫県放射線技師会学術大会 演題募集 
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「告示研修」が開始されました 

 

会員の皆様にはご案内が遅れまして申し訳ありません

が、技師法改正に伴う「告示研修」が７月３１日よりスタート

していますことをご案内させていただきます。この研修の

詳細については、日本診療放射線技師会ホームページ

の「診療放射線技師法改正に伴う告示研修特設サイト」

（ http://www.jart.jp/activity/kokujikousyuu_2021.html ）

をご覧頂きますよう、お願い致します。なお、今回の「告示

研修」の受講は、「２０１５業務拡大に伴う統一講習会」の

努力義務とは異なり、会員非会員に関わらず義務研修と

なっております事も合わせてご案内させていただきます。 

今回の告示研修は、「基礎研修」と「実技研修」に分か

れて実施されます。基礎研修はオンデマンドにより７００分

の在宅研修、実技研修は３８５分の会場型の講習となって

おります。 

７月３１日より開始されているのは基礎研修のみで、実

技研修は１０月以降に全国の都道府県にて開催される予

定となっております。実技研修を受講するためには、基礎

研修を完了していただく必要があるため、スムーズに実技

研修を受講するためにも、事前に基礎研修の受講をお願

いいたします。実技研修の兵庫県での開催日時に関しま

しては、後日、当シャウカステンか兵庫県放射線技師会の

ホームページでご案内させていただく予定をしております。

なお、告示研修の受講には日本診療放射線技師会の会

員情報システム「JARTIS」からの申し込みが必須となるた

め、事前に JARTISにログインできるようにご準備をお願い

致します。 

 会員の皆様におかれましては、本講習会の必要性をご

理解いただき、たくさんの方に受講していただきますよう、

お願い申し上げます。 

 

お問い合わせ： 兵庫県放射線技師会 生涯学習理事 

大久保病院 放射線科 内藤 祐介 

          MAIL： yusuke09230419@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

「肝臓の画像診断と治療」 

第３１回医用画像学術講演会の開催をお知らせします。

テーマは「肝臓の画像診断と治療」です。技師を対象とし

た勉強会・講演会で肝臓はよく取り上げられるテーマであ

りますが、今回は CTの Dual Energy技術を用いた造影剤

低減技術について、また肝臓の検査においてなくてはなら

ない技術である超音波検査を取り上げました。特別講演

は兵庫医科大学病院 消化器内科学・超音波センター(肝

胆膵内科)講師の西村貴士先生にお願いしております。

我々が検査を行った後、現場の医師が肝癌の治療方針

をどのように決めておられるのかをご講演いただきます。

色々と行事も増えて忙しくなる時期かと存じますが皆様の

ご参加を心よりお待ちしております。 

日 時： 令和３年１０月１日（金）１８：３０～２０：３５ 

会 場： オンライン開催（ZOOMウェビナー） 

（下記 URL もしくは二次元コードよりご参加登録して下さい。

登録完了後、視聴用URLが記載されたメールが送信され

ます。兵庫県放射線技師会Web サイトからも登録が可能

です。） 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g7LnX

QhaTqWgdaU_rvw6vA 

 

 

 

 

 

 

参加費： 無料（JART非会員の方はご遠慮下さい） 

プログラム 

【Zoom入場開始】 １８:１５～ 

【開会挨拶】 １８：３０～１８：３５ 

（公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

【情報提供】 １８：３５～１８：５０ 

GEヘルスケアファーマ株式会社 

【講演Ⅰ】 １８：５５～１９：２５  

「DECTは患者侵襲低減に寄与できるのかー肝臓検査編ー」           

尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲 先生 

第３１回医用画像学術講演会ご案内 
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【講演Ⅱ】 １９：２５～１９：５５ 

「造影超音波による肝腫瘍診断～診断のポイント～」 

兵庫医科大学病院  臨床検査技術部 超音波センター 

東浦 晶子 先生 

【特別講演】 ２０：００～２０：３０  

「肝癌診療ガイドライン改定を踏まえた肝細胞癌の治療戦略」 

兵庫医科大学 消化器内科学/超音波センター 

西村 貴士 先生 

【閉会挨拶】 ２０：３０～２０：３５  

（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 中野 大            

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 放射線技術部 酒井 敏行 

MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp  

本会は技師会カウント加算及び CT 認定技師単位認定講

習(Ⅱ-３)半日以下・１単位への登録をしています。 

受講証明書の発行は講演時間の２/３以上ログインしてい

ることを条件とさせて頂きます。 

 

 

 

 

テーマ： 肺がんの診断と治療－update－ 

日 時： 令和３年１０月３０日（土）１４：００～１７：００ 

(開場１３：３０) 

会 場： 兵庫県民会館１１階 パルテホール 

 (会場：定員７５名) 

〒６５０-００１１ 兵県神戸市中央区下山手通４-１６-１３ 

TEL ０７８-３２１-２１３１ 

※会場での講演と同時に ZOOM を用いた Web セミナー

（ハイブリッド方式）で開催。 

医療関係者はできればWeb視聴をお願いいたします。 

肺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、呼

吸器内科・外科医師から肺がんの画像検査・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

って理解を深めたいと思います。                           

第一部：診断（１４：１５～１４：５５） 

「肺がんのミカタ！～それぞれの画像の成り立ちと特徴～」 

宝塚市立病院 医療技術部 放射線治療室 中村 憲治 

「肺がんの治療薬選択に役立つ画像とAIについて」 

神戸大学医学部附属病院 放射線診断・ＩＶＲ科  

西尾 瑞穂 

第二部：治療（１５：０５～１６：４５） 

「元気に長生きしてる患者さんが増えてるなあ  

～延命効果を実感できるようになった進行非小細胞肺癌

に対する全身化学療法～」 

神戸低侵襲がん医療センター 呼吸器腫瘍内科部長 

秦 明登 

「肺癌治療における手術の役割、ほんとに手術が今でも 

一番？～集学的治療と低侵襲手術～」 

姫路医療センター 呼吸器外科医長 今西 直子 

「切らずに治そう、肺がんの放射線治療」 

兵庫県立がんセンター 放射線治療科部長 辻野 佳世子 

Web セミナーの登録は下記の URL もしくは QR コードから

お願い致します。 

登録用URL： https://onl.tw/3r6SF3p 

必要項目を入力し登録すると入力したメールアドレスに返

信が届きます。 

当日は返信メールの URLよりご参加ください。 

兵庫県放射線技師会ウェブサイトからも登録が可能です。 

コロナウイルス感染拡大や台風など悪天候により中止・延

期する場合があります。その場合は兵庫県がん診療連携

協議会のウェブサイトにその旨を掲示いたします。 

兵庫県がん診療連携協議会ウェブサイト： 

http://www.hyogo-ganshinryo.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回放射線セミナー 
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<モラルのある行動で誤解を招かないように> 

セクハラに関する言動の受け止め方は個人差があり、性

別・年齢・立場などでも変わってきます。全ての患者に同

じように接しているつもりでも患者の受け止め方でセクハラ

と判断されてしまいます。検査時に身体に触れる場合は

先に声掛けをしてから、衣服をずらす時は説明をしてタオ

ルをかけてから行うなど、コミュニケーションをしっかりとっ

て信頼関係を築きましょう！スタッフに対しても同じで

す！ 

 

 

 

 

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。 

 

９月パスワード 

「 cosmos 」 
兵庫県放射線技師会HP 
http://www.hyogo-rt.org/ 

 

 

 
 

 

 

 

内容 

ＣＴ検査に携わっている方々にご質問です。 

Q：「ＣＴ装置の原理・基礎・各パラメータの意味などを理解

していますか？」 

A：「・・・微妙、、」 

となっていませんか？ 

ただ撮影をするだけのスイッチパーソンになっていません

か？医療に携わる専門家の一人になっていますか？なる

ための努力をしていますか？ 

今回は若手技師の方々にＣＴの基礎（原理原則）について

お話ししていただきます。 

ＣＴ装置がある施設の方みんなにご視聴いただきたい内

容になっております。 

是非この機会に知識と知見、刺激を得て、皆さんの糧にし

ていただきたいと思っております。 

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。 

阪神支部以外の会員の方も是非ご参加ください。 

日 時： 令和３年９月１５日（水）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、「ＣＴの基礎～ＣＴ用語を理解しよう～」 

尼崎総合医療センター 放射線部 小笠原 成美 

４、「‐考えるＣＴ撮影‐診断に役立つ撮影技術」 

兵庫医科大学病院 放射線技術部 小泉 将司 

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： 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3mDvO

wIS3M4k6jVZFX-SMo92avNKb-l8zw5oi3X1_sZW4sw/

viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 
 

トラブル回避のための 

ワンポイントアドバイス（１）！ 

 
 

令和３年度 第２回阪神支部 

webセミナーのお知らせ 
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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 
 

 

 

 

内容 

今回は「コラボ企画」の一つとして淡路支部と合同で開催

したいと思います。 

兵庫県は他県に比べても地域性が大きく異なるところの一

つです。 

さまざまな地域性・施設の特色に合わした医療や機器運

用を我々も自然と行っているということがあります。 

今回の淡路支部と合同で行う中で、そのようなことも一緒

に考えることができればと思っております。 

一緒に様々な地域・施設を感じ、自施設を新たに捉えると

いうことを一緒に考えましょう！ 

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。 

阪神支部以外の会員の方も是非ご参加ください。 

日 時： 令和３年１０月２２日（金）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、「CALNEO AQROの使用経験」  

兵庫県立淡路医療センター 宮崎 直人 

「線量最適化支援ソリューション：Dose Watch（ドーズウ

ォッチ）の使用経験」 

兵庫県立淡路医療センター 吉岡 雄太 

  他１題 

参加登録用の google formの URL・QRコードについては、

来月分（１０月）のシャウカステンに掲載したいと思いま

す。 

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 

 

 

 

 

盛暑の候、貴会に於かれましては益々ご発展のことと

お慶び申し上げます。 

この度、下記の要領にて関西地区第２１回「放射線診療

学術講演会」を開催いたします。 

昨年度はコロナ禍にて中止となりました。皆さまのご参加を

お持ちしております。 

日 時： 令和３年９月２４日（金）１８：３０〜２０：００ 

会 場： Zoomウェビナーによるオンライン開催 

参加費： 無料 

視聴方法：下記のいずれかの方法でアクセス頂きウェビナ

ー登録（事前視聴申し込み）を行って頂きますようお願い

申し上げます。 

・下記URLにアクセス 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAsdOysq

TsiEtGkGszRi6G2Oqx1PNcxFdoR 

・右記二次元コードの読み取り

（スマートフォン等の方） 

 

 

 

 

講演内容 

講演１（技術講演）【１５分】       

「被ばく低減と造影剤低減に対するキヤノンの取組み」 

演者：千葉 雄高先生 

（キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 

講演２ (教育講演）【２０分】      

「放射線情報管理者による線量管理システムの 

構築と運用」 

     演者：五孝 大先生（大阪医科薬科大学病院） 

講演３（特別講演）【４０分】         

「診療放射線技師を取り巻く様々な法令改正」 

       演者：大野 和子先生（京都医療科学大学） 

問い合わせ先： 兵庫医科大学病院 放射線技術部  

琴浦 規子  TEL ０７９８-４５-６２５９ 
 

 

令和３年度 淡路＆阪神支部合同 

webセミナーのお知らせ 

 
 

関西地区第２１回 

放射線診療学術講演会のご案内 
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、昨年度よ

り開催を見合わせてまいりました。現在第５波が猛威を振

るい、皆様の施設におかれましても大変な毎日をお過ごし

のことと拝察いたします。 

ですが、毎日の業務は続いていますし前進し続けてい

ます。皆様のお役に立つため、何とか活動を再開できな

いかと悩んでいたところ、バイエル薬品株式会社と共催で、

技師会のZoomをお借りし特別講演会が開催できる運びと

なりました。  

臨床講演を、北播磨総合医療センター 診療支援部中

央放射線室 志田元太郎 技師に、特別講演を、北播磨

総合医療センター 循環器内科部長 循環器センター長 

山田愼一郎 先生にご講演いただくことになりました。 

テーマは、コロナ禍における循環器疾患の診療と

COVID-１９最新情報について予定しています。詳細は来

月ご案内致します。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、多数ご登

録いただきご参加くださいますようお願い申し上げます。ま

た、これを機に活動を再開できたらと考えています。皆様

のご支援・ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。  

日 時： 令和３年１０月２５日（月）１８：３０～ 

場 所： Zoom（参加登録詳細は次号シャウカステン、ダ

イレクトメールで案内予定） 

参加費： 無料 

講 師：  

北播磨総合医療センター 診療支援部 中央放射線室 

志田 元太郎 技師 

北播磨総合医療センター 循環器内科部長  

循環器センター長 山田 愼一郎 先生 

※なお、各種認定ポイントについても承認申請予定です。 

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 

TEL ０７９４-８８-８８００（代）  

FAX ０７９４-６２-９９２６（中放直通） 
 

 

 

 

 

 

 

西播画像研究会を下記の要領を web にて開催させてい

ただきます。 

ご多忙のことと存じますが、是非ご参加賜りますようお願い

申し上げます。 

日 時： 令和３年１１月６日（土）１４：００～１６：００ 

開催方式： web開催（Zoom Webinar）にて無料 

「内容」 

造影剤に関する情報提供 GEヘルスケアファーマ株式会社 

【基礎講演】 

「MAGNETOM Vidaの使用経験」 

兵庫県立姫路循環器病センター  

放射線部 寳谷 俊洋 技師 

【特別講演】 

「ASLを活用した神経疾患の病態診断」 

兵庫県立姫路循環器病センター 脳神経内科部長 

寺澤 英夫 先生 

申し込みは下記のURLかQRコードからお願いします。（事

前登録制） 

登録完了後、視聴用URLが記載されたメールが送信され

ます。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hroG-n

dqQ92rrVV2KEoX2g 

                  

＊申し込み時には所属と日本診療放射線技師会の会員

番号をご記入ください。こちらからカウント申請させていた

だきます。尚、記入されていない場合はカウント申請でき

ませんのでご了承ください。 

＊本会は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研

究会です（更新点数５単位）。後日、ご視聴時間が９０％

以上の方にメールにて出席証明書を送付いたします。申

第９２回西播画像研究会のご案内 

 

第１１５回臨床画像研究会－若葉会－ 

特別講演会のご案内 
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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 

 

し込み時に証明書発行＜●希望する＞を必ず選んでくだ

さい。 

お問い合わせ：  

姫路赤十字病院 放射線技術部 藤岡 護まで 

               MAIL： m.fujioka.hrc@gmail.com 
 

 

 

 

今夏は猛暑に続き長期間に及ぶ豪雨に見舞われ、各地

で大きな災害を引き起こした天候となりました。また、多く

の地域で緊急事態宣言も発令され状況は大変厳しくなっ

ておりますが、今できることを進めてゆきたく考えておりま

す。さて、「はがきで定例会」のご案内です。今月は頭蓋

内占拠性病変の鑑別を行います。腫瘍性病変と血管性

病変の違いや判別が困難な病変、身体症状と一致しない

病変など、臨床で遭遇する場面を想定し、読影のポイント

を分かりやすくまとめてゆきたく思います。「考える 1症例」

画像所見が物語っていることは･･･様々な方向から突き詰

め、「鑑別力」を身につけましょう!!  研究会ホームページ

も不定期ですが徐々に更新しておりますので、是非ご覧

下さいね。世話人おもしろ情報も満載です!?   

（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 

○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 

○よねだ整形外科 

所在地 高砂市阿弥陀町北池３５  

求人内容 パート職員 

○姫路中央病院 

所在地 姫路市飾磨区三宅２丁目３６ 

求人内容 正規職員 

○兵庫県立リハビリテーション中央病院 

所在地 神戸市西区曙町１０７０  

求人内容 任期付職員 

○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 会計年度任用職員 

○滋賀県職員 

 受付締切  持参９/８まで    ネット９/６ １７時まで 
郵送９/６消印有効 

※詳細は滋賀県病院事業庁ホームページをご覧ください 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

神戸頭部研究会からのお知らせ 

 

 

会費納入状況 （令和３年８月１３日現在） 
会 員 数 ： １，２５８名 

会費納入率 ： ５７．６３％ 

会費未納者数 ： ５３３名 
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     < ９月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     < １０月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

９/１ （水）  

９/２ （木）  

９/３ （金）  

９/４ （土）  

９/５ （日）  

９/６ （月）  

９/７ （火）  

９/８ （水）  

９/９ （木）  

９/１０ （金）  

９/１１ （土）  

９/１２ （日）  

９/１３ （月）  

９/１４ （火）  

９/１５ （水） 令和３年度 第２回阪神支部webセミナー 

９/１６ （木）  

９/１７ （金）  

９/１８ （土）  

９/１９ （日）  

９/２０ （月）  

９/２１ （火）  

９/２２ （水）  

９/２３ （木）  

９/２４ （金） 関西地区第２１回放射線診療学術講演会 

９/２５ （土）  

９/２６ （日）  

９/２７ （月）  

９/２８ （火）  

９/２９ （水）  

９/３０ （木）  

１０/１ （金） 第３１回医用画像学術講演会 

１０/２ （土）  

１０/３ （日）  

１０/４ （月）  

１０/５ （火）  

１０/６ （水）  

１０/７ （木）  

１０/８ （金）  

１０/９ （土）  

１０/１０ （日）  

１０/１１ （月）  

１０/１２ （火）  

１０/１３ （水）  

１０/１４ （木）  

１０/１５ （金）  

１０/１６ （土）  

１０/１７ （日）  

１０/１８ （月）  

１０/１９ （火）  

１０/２０ （水）  

１０/２１ （木）  

１０/２２ （金） 令和３年度 淡路＆阪神支部合同webセミナー 

１０/２３ （土）  

１０/２４ （日）  

１０/２５ （月） 第１１５回臨床画像研究会－若葉会－特別講演会 

１０/２６ （火）  

１０/２７ （水）  

１０/２８ （木）  

１０/２９ （金）  

１０/３０ （土） 第８回放射線セミナー 

１０/３１ （日）  
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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。 

 

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 

 

庶 務 報 告
 

《新入会員》  

池上 実来    ＜ 神戸東支部 ＞  神戸大学医学部附属病院 帝京大学 

今村 瑛三郎  ＜  阪神支部  ＞  兵庫医科大学病院   九州大学 

西村 夏美    ＜  東播支部  ＞  加古川中央市民病院   神戸総合医療専門学校 

影山 未歩    ＜ 神戸東支部 ＞  神戸市立医療センター中央市民病院  東北大学 

坂本 尚紀    ＜  西播支部  ＞  赤穂中央病院    東海医療技術専門学校 

《再入会員》  

重永 裕      ＜  東播支部  ＞  兵庫県立がんセンター 

徳村 真那美  ＜ 神戸東支部 ＞  六甲病院 

石原 知典   ＜ 神戸西支部 ＞  神戸徳洲会病院 

《転入会員》  

長江 聖也    ＜  西播支部  ＞  姫路医療センター  ←  大阪府より 

多富 亮平    ＜  西播支部  ＞  井野病院  ←  徳島県より 

《転出会員》  

村尾 朋也    ＜  阪神支部  ＞  国家公務員共済組合連合会枚方公済病院  →  大阪府へ 

《県内異動》  

野垣 幸男    ＜  丹有支部  ＞  兵庫医科大学ささやま医療センター 

→ ＜  東播支部  ＞ あさぎり病院 

大野 健      ＜  阪神支部  ＞  自宅  →  ＜  阪神支部  ＞  協立病院 
 

 


