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「告 示 研 修 」 に つ い て の ご 案 内
会員の皆様におきましては、平素より会務へのご理解ご協力いただきありがとうございます。ご存じとは思わ
れますが、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改めて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」（オンデマンド型）と「実技研修」（対面実技型講習：最大４８名/１回開催に
つき）に分かれて実施されます。「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い
ることをご案内させて頂いておりましたが、コロナ禍におきまして第５波が発生したことにより、開催予定が全国
的に遅れております。基礎研修をすでに受講済の会員の方々におかれましては、兵庫県での「実技研修」の
案内をお待ちされているかと思いますが、現状は、来年２月に開催する方向で準備をしておりますが、まだ詳
細なご案内ができない状態ですので、しばらくお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。
今後につきましては、１２月中か来年１月中には、実技研修の開催のご案内が出来ると思われますが、毎月
初めに発行されるシャウカステン記事のご連絡では申し込み開始日とのタイムラグが生じる可能性があるため、
「兵庫県放射線技師会ホームページ」にてご案内させて頂きます。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」からの申し込みしか受け付けておりませんので、ご注意ください。
このような状況ですが、出来るだけたくさんの方に受講して頂けるよう準備してまいりたいと思っておりますの
で、会員の皆様におかれましては、しばらくお待ちいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
お問合せ： 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
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お問い合わせ：
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人
第４回医療機関に於ける放射線管理研修会
MAIL： morihito585@gmail.com
「医療放射線安全管理責任者の育成に向けて」
２０２０年の４月に医療法省令の一部改正が施行され１年
が経ちました。各施設では新型コロナウイルス対策をとりつ
つ、日常業務に追われて厳しい日々を送られていることと
思われます。
今回「医療放射線安全管理責任者育成」のテーマで勉強
会を webinar で執り行います。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３年１２月５日（日）１３：００～１５：００
場 所： zoom を使用した webinar
会 費： 無料（兵庫県放射線技師会の会員を優先させて
いただきます。）
定 員： １００名（定員になりしだい締め切ります。）
＊申し込みは事前登録制になっております。
下記の URL か QR コードより参加登録をお願いします。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bXyxM
JNmTc6cj_jyAOtb2A

トラブル回避のための
ワンポイントアドバイス（４）！
＜バタハラにも注意を＞
ハラスメントとは、「それぞれの理由で、他者に対して行わ
れる言動が、その意図にかかわらず相手を不快な思いに
させる、不利益を与える、尊厳を傷つける、不安や脅威に
陥れるような場合のこと」と定義されています。近年、パタ
ニティハラスメント（通称、パタハラ）もマタハラの男性版と
して問題視されつつあります。今年の６月、育児・介護休
業法が改正され、育休取得の意向確認を義務化されるこ
とになりました。しかし実際の職場では、育休取得を認めら
れなかったり、育休を取ったら嫌がらせを受けたりしたなど
のパタハラが生じており、新たなハラスメントとして問題視
されることになっています。基本的な考え方として「お互い
様」の精神を持ってハラスメントの無い環境整備に心がけ
ましょう。

情報委員会
会員専用サイトへのログインパスワード
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。

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
姫路赤十字病院 岩見 守人
２．診療用放射線の安全利用のための指針作成例
姫路赤十字病院
細岡 裕之
神戸労災病院
大鳥 武志
市立川西病院
山崎 一樹
３．水晶体の被ばくについて
姫路赤十字病院 細岡 裕之
４．患者への説明
JCHO神戸中央病院 入江 潤一
ご登録後、ウェビナー参加の確認メールが届きます。
この事業は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。

１２月パスワード

「 xmas 」
兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/
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腸というのは、私たちの食の好みやある部分の性格なども
左右するとも言われている臓器で、特に腸内細菌は人間
第１６回兵庫県学術研修フォーラムのご案内
の影の支配者とも言えるほど、私たちに大きな影響を与え
約２年ぶりに兵庫県学術研修フォーラムを開催いたしま
ています！そんな腸疾患は病院に罹らなくても良いレベ
す。今回は特別講演に北播磨総合医療センター リウマ
ルから、緊急の処置が必要なレベルまで様々な病態をと
チ・膠原病内科 診療科長 三崎健太先生にお迎えしご
るのが特徴です。平常時間・救急時間問わず、多くの患者
講演をいただきます。北播磨総合医療センターに技師さ
さんに遭遇するのではないでしょうか？
んと夜な夜な CT を使って実験をされているリウマチ・膠原
そのポピュラーだけど、分かりにくいところを皆様と一緒に
病内科の先生がおられるという話をききまして興味を持ち、 理解を深めていきたいと思います。
当フォーラムでの講演をお願いしたところ快諾していただ
《明日から使える・生涯使える》知見に出会えるチャンスで
きました。研究中でまだ発表できない話もあると伺ってい
す！！一緒に 「？？」 を 「！！」 に変えましょう！
ますが、非常に興味深い講演となるのではないかと期待し
質疑応答では、堅苦しくせず、ざっくばらんに色々な話が
ております。皆様のご参加をお待ちしています。
出来ればと思っております。
日 時： 令和４年２月２５日（金）１８：３０～
阪神支部以外の会員の方も是非ご参加ください。
場 所： Zoom ウェビナーによる配信
日 時： 令和３年１２月９日１８：３０～１９：４５前後
参加登録開始は１２月末を予定しております。
会 費： 無料
参加費： 無料（JART 会員の方限定）
定 員： １００名
内 容：
（定員に達した場合ご参加いただけないことがあります）
【特別講演】
プログラム：
「ここまで変わった関節リウマチの診断アプローチとアウトカ
１、支部長挨拶
ム！〜令和時代に実践したいリウマチ医目線の Imaging
２、「症例紹介 ～使用造影剤の適切な選択～」
modality への挑戦〜」
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲
北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科
３、「押さえてほしい腸疾患～急性腸疾患中心に～」
診療科長 三崎 健太先生
はりま C T 研究会 明舞中央病院 放射線部 須賀 俊夫
その他、１講演を予定しています。
下記の google form の URL よりご登録し、ご参加していた
問い合わせ： （公社）兵庫県放射線技師会 学術担当
だきますようよろしくお願い致します。
兵庫医科大学病院 放射線技術部 酒井 敏行
Zoom ミーティングの URL は google form の登録の際にお
MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
知らせいたします。また勉強会が近づきましたら、ご登録
本会は技師会カウント加算及び CT 認定技師単位認定
のメールアドレスにも Zoom ミーティングの URL を送信させ
講 習(Ⅱ-３)半日以下・１単位への登録をしています。
ていただきます。
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
また当日は、下記日時に Zoom に接続し、ご参加ください。
ることを条件とさせて頂きます。
（１０分前から開場致します）
Googleform：
令和３年度 第４回阪神支部
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh34tbZ
web セミナーのお知らせ
BY80_OGoXiTwAi1d7ndfm_UQO1UxJHu7cKG8QJfsg/vi
ewform?usp=sf_link
「コラボ企画の２回目」 も前回大好評をいただいた『はりま
C T 研究会』とコラボをさせていただきます！！
内 容：
今回のテーマは、「押さえてほしい腸疾患～急性腸疾患
中心に～」です。
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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
開催説明 １５：４５～
daisukeabe1230@gmail.com
講演開催 １６：１５～１７：５０
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲
会 場： Web 開催（Zoom のソフトを使用）
teruaki_kamata@yahoo.co.jp
（※事前に必ず Zoom のソフトをパソコン・スマートフォン等
にダウンロードして下さい）
第３１回技師のひろば
参加費： 無料
参加申込み： 事前登録制
～神戸東西会～Web 開催 （ご案内）
定員： 先着４５０名
皆様のお蔭で、神戸東西会は、第３１回を迎えることが
以下の URL か参加登録用 QR コード にて登録
できました。御礼申し上げます。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NGUEO
新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き Web 開催と
yJJSByBq-Nb9WR7-w
なりました。今回の研修会は、“胸部一般撮影と胸部 CT”
をテーマにした内容です。
今、世界に大きな影響を及ぼしている COVID-１９を題
材にして、東京医科大学病院の 吉田 和則 先生が“胸
部読影”を解説して下さいます。
吉田先生は、日本診療放射線技師会（JART）の読影分
科会と骨関節分科会の両方の副会長をされており、現在、
お問い合わせ先：
JART で Web 開催されている Master's eye seminar でご
・甲南医療センター（０７８-８５１-２１６１）
講演をされています。これまでも JART 会誌や多くの参考
神戸東支部 支部長 井本 正彦
書に執筆されている先生です。
・三菱神戸病院（０７８-６７１-７７０５）
＜講師メッセージ＞
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
２０１９年に遭遇した新型コロナウイルス感染症(COVID-１
９)は世界中でパンデミックを引き起こしました。この為、
令和３年度 第５回阪神支部
我々の呼吸器感染症への関心も高まっているものと思わ
web セミナーのお知らせ
れます。本講演では、これから胸部(呼吸器)について学ぼ
うとする方や、さらに知識を深めようとしている方のために
内 容：
COVID-１９を題材に呼吸器疾患の特徴や画像所見の定
今回は「コラボ企画」第４弾として、なんと「神戸頭部研究
義や成因について This and that(あれやこれや)解説を加
会」とコラボさせていただきます！
えたいと思います。
技師会雑誌の連載・アジアでの活躍など多方面で活躍さ
情報提供： 「造影剤のジェネリック医薬品について」
れている神戸頭部研究会が阪神支部とのコラボを実現し
光製薬（株） 大辻 暢之
ました。詳細は現在思考中のため、詳しくお知らせできま
〈〈 講演 〉〉
せんが、是非ご参加いただき、一緒に《明日から使える・
講演内容： 胸部 X 線撮影・CT
生涯使える》知見を得て、明日からの診療に活かしましょ
座長：こやまクリニック 田上 修二
う！！詳細・日程は、１月分のシャウカステンにてお知ら
（題目）
せさせていただきます。
「COVID-１９から学ぶ！呼吸器疾患の This and that」
定員がございますので、googleform での受付が始まりまし
（講師）
たら、お早めに参加登録よろしくお願い致します。
東京医科大学病院 画像診断部 吉田 和則 先生
日 時： 令和４年１月 某日 １８：３０～（１時間程度）
日 時： 令和３年１２月１１日（土）
会 費： 無料
接続開始 １５：００～
定 員： １００名
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（定員に達した場合ご参加いただけないことがあります）
柄について、あえて提案いたします。
プログラム：
明日からの診療に役立つ知識になるかもしれませんので、
１、支部長挨拶
奮ってご参加ください。
１． CT「CT 腫瘍相造影についてちょっとだけ考える」
２、「症例紹介 ～使用造影剤の適切な選択～」
神戸赤十字病院 新井 純一
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲
２． CT「頸部 CT 撮影時、甲状腺に対するストリークアー
３、「未定」
神戸頭部研究会 未定
チファクトの画質検討」
参加登録用の google form の URL・QR コードについては、
りんくう総合医療センター 近藤 幹大
来月分（１月）のシャウカステンに掲載したいと思います。
３．
RI「その定量値、大丈夫？？」
問合せ： 尼崎総合医療センター 放射線部 阿部 大佑
神戸赤十字病院 岸本 義幸
daisukeabe1230@gmail.com
４． IVR「使用しているデバイス、視えていますか？
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲
～医師が変わればデバイスも変わる？～」
teruaki_kamata@yahoo.co.jp
神戸市立医療センター 中央市民病院 吉原 宣幸
５． MRI「MRI の常識 / 非常識」
医用画像の活用をクロスモダリティで考える会
神戸大学医学部附属病院 島田 隆史
問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一
TEL ０７８-２３１-６００６
第１０回研究会
テーマ： 「 ちょっとした事を伝える会」
日 時： 令和３年１２月３日（金）１９：００～２１：００
Zoom ウェビナーを用いて開催いたします。
下記の QR コードもしくは URL にアクセスし、事前登録をお
願いいたします。
ZOOM ウェビナー
【視聴登録 URL】
https://fujifilm-group.zoom.us/webinar/register/WN_Mg
TjqUpuQb2sw71PLuCfJw
【ミーティング ID】922 8128 1918
【パスコード】061649

第３０回兵庫放射線治療研究会のご案内
霜秋の候、皆様いかがお過ごしでしょうか？
さて、第３０回兵庫放射線治療研究会を下記の通り開
催いたします。今回のテーマは、前回頂いたアンケート結
果から『セットアップと皮膚マーク』を取り上げさせて頂きま
した。近年、多くの施設で IGRT を用いた放射線治療が実
施されていますが、マーキングの手法や管理方法はどの
ように変遷していますでしょうか？かたろう会から発刊され
た『マーキングの標準化へ向けた Working group report』
をもとに、皆様と一緒に学んでいきたいと思います。さらに
研究会の後半では、兵庫県放射線治療施設の実態調査
アンケートの結果報告をさせて頂きます。２０１６年に実施
した内容のアップデートになります。他施設の動向などに
ついて、御参考になれば幸いと存じます。
皆様お誘い合わせの上、御参加いただきますよう何卒
宜しくお願いいたします。
日 時： 令和３年１２月１７日（金）１９：００～２０：３０頃
開催形式： ZOOM ウェビナーを用いた WEB セミナー
プログラム
１９：００～１９：０５ 開会挨拶 神鋼記念病院 三好 進
１９：０５～１９：３０ 当院における皮膚マーキングの再考

新型コロナウイルス感染症（COVID-１９）が猛威を振るった
ために、我々が関わる多くの研究会や研修会がオンライン
化されました。これは参加しやすいという大きなメリットを
生み出しましたが、逆にデメリットとして小さな発見や提案
はオンラインで語られることなく個人の中に埋もれていき
ます。
今回の研究会は学会などでは語らないであろう小さな事
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～マーキングの標準化へ向けた Working group report
を持つ」広い知識を得られましたね。さて、１２月の「はが
をもとに～ 神戸市立西神戸医療センター 大政 亘
きで定例会」は「突然の発症･･･顔面の痛み」を行います。
１９：３０～１９：５０
１枚の MR 画像で示されるものは? 是非ご覧下さいね。
新しいマーク保護シールの検証と初期使用経験
（田上 修二）
神戸市立医療センター中央市民病院 田邊 裕朗
休憩
第９３回西播画像研究会のご案内
１９：５５～２０：２５ 兵庫県下放射線治療施設 実態調査
西播画像研究会を下記の要領を web にて開催させてい
アンケート報告 ２０２１
ただきます。今回は骨盤腔をテーマに技師、医師の立場
兵庫県立がんセンター 西出 泰久
から特別講演をお願いしております。
２０：２５～２０：３０ 閉会挨拶
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
兵庫放射線治療研究会 代表 岡田 亘
申し上げます。
Zoom ウェビナーへの登録リンク先は、下記を御参照願い
日 時： 令和４年２月５日（土）１４：００～１６：００
ます。
開催方式： web 開催（Zoom Webinar）にて無料
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QbFSE
「内容」
9nxQXGLzdhXYqPYtA
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
【特別講演１】
『骨盤部 MRI の基礎と実践（仮）』
神戸大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門
曽宮 雄一郎技師
【特別講演２】
担当世話人：
『婦人科領域の画像診断』
神戸市立医療センター中央市民病院 田邊 裕朗
日本赤十字社 姫路赤十字病院 放射線科 副部長
神鋼記念病院 三好 進
正岡 佳久先生
神戸市立西神戸医療センター 伊藤 崇晃
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。
神戸頭部研究会からのお知らせ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Wsef
早いもので今年も師走を迎える時期となりました。コロナ禍
WVgRSeiEeOi45WB4Uw
における県内の感染者も徐々に減少し、まだまだ安心す
ることは出来ませんが、以前のような生活様式に戻りつつ
あります。早く収束するよう更なる感染予防に努めたく思っ
ております。さて、前回の「はがきで定例会」は HP の作成
を遅滞し誠に申し訳ありませんでした。Web 上での打ち合
わせで取りまとめに時間を要しておりました。その症例は
＊申し込み時には所属と日本診療放射線技師会の会
「若年者の頭痛」でした。くも膜下出血でもない、腫瘍性病
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
変もみられない･･･その他に考えられる疾患は? 「下垂体
ただきます。尚、記入されていない場合はカウント申請で
病変」でした。注意深く観察しなければ見落としてしまいそ
きませんのでご了承ください。
うな所見でしたね。しかし、その特徴のある症状である程
＊本会は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研
度予測がつくことが理解出来ました。また、生理・解剖や
究会です。（更新点数５単位）
ホルモンの働きを復習し、関連する病変を挙げ、「みる目
後日、ご視聴時間が９０％以上の方にメールにて出席証
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明書を送付いたします。
申込締切後に参加のご注意、解説に用いる過去問題番
申し込み時に証明書発行＜●希望する＞を必ず選んでく
号（注３）、webinar 招待状を pass market 経由でお送りい
ださい。
たします。
お問い合わせ： 姫路赤十字病院 放射線技術部
注１） ZOOM は Zoom Video Communications, Inc.の米国
藤岡 護まで MAIL： m.fujioka.hrc@gmail.com
およびその他の国における登録商標または商標です。
注２） pass market 経由でご連絡するため、登録するメー
磁気共鳴（MR）専門技術者認定試験
ルアドレスはお間違えの無いようお願いします。また、登
直前対策 on the web のご案内
録したお名前で Zoom に入室してください。
注３） 日本磁気共鳴専門技術者認定機構ホームページ
急に寒さが厳しくなりましたが、新型コロナ感染症の緊急事
の認定試験過去問をご参照ください。
態宣言が解除され、みなさまにおかれましてはご健勝の
電話でのお問い合わせは固くお断りします。
ことと存じます。
お問い合わせは、件名を質問として下記メールアドレスに
２０２２年３月６日に行われる第１７回磁気共鳴（MR）専門
お問い合わせください。 qa.taisaku.jmrts@gmail.com
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
主 催： 磁気共鳴専門技術者認定試験勉強会
す。ワクチンの効果も大きく、緊急事態宣言は解除されて
代表世話人： 京都府立医科大学附属病院 池野 寛康
おりますが、感染およびみなさまの安全性を最優先に考
徳島文理大学 山村 憲一郎
え、ZOOM webinar を用いて直前対策を開催することにな
り、準備させていただいております。
直前対策の内容は昨年同様 MRI の基礎から応用まで網
第２３回近畿救急撮影セミナーのお知らせ
羅された問題を解説します。受験される方、受験されない
方も是非ご登録いただき、ご参加ください。
日 時： 令和４年３月５日（土）１３：００～１６：００
開催日時： 令和４年２月１３日（日）
場 所： Web 開催（Medinar にて配信）※事前登録制
９：００～１８：３０ （８：４５入室開始）
参加費： １，０００円（クレジット決済のみ）
開催形式： ZOOM による Webinar 方式（注１）
日本救急撮影技師認定機構対象セミナー ２単位
費 用： １，０００円
※参加登録方法、参加証発行に関する注意事項につい
ては HP をご確認ください
参加方法： 事前登録制
（http://kinkiqqsatsueiseminar.kenkyuukai.jp）
申し込み期間 ２０２２年１月６日（木）正午〜２０２２年２月
全体テーマ「循環器救急 up to date ～基礎を学び世界
６日（日）正午
の潮流を知る～」
費用の徴収にpass market を使用します（注２）。参加ご希
１３：００～１３：０５ 開会の挨拶 注意事項説明
望の方は下記 URL または QR コードからお申し込みくださ
１．１３：０５～１３：３５ 情報提供
い。
「循環器領域におけるキヤノンの取り組み
なお、システムの都合上、キャンセルによる返金はできか
-CT/MR において-」
ねます。
CT: 関西支社 営業推進部 CT 担当 大坪 和義 先生
ご了承ください。
MR : 関西支社 営業推進部 MR 担当 林 宏行 先生
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02
２．１３：３５～１５：１０
8nt19d5k021.html
教育講演「胸痛患者に対する各検査のポイント」
①１３：４０～１４：０５「心電図の基礎と緊急性の見分け方」
枚方公済病院 検査科 技師長 藪 圭介 先生
②１４：０５～１４：３０
「救急胸痛 CT 検査 ～単純所見を見逃さない～」
公立豊岡病院組合立豊岡病院放射線技術科
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放射線技術科主任 綱 裕人 先生
休憩 １０分
③１４：４０～１５：０５
「緊急心臓カテーテルで放射線技師も大活躍！！」
医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院 診療支援部
放射線科 主任 川村 克年 先生
３．１５：０５～１５：５５ 特別講演
「The Role of Intravascular Imaging in ACS」
Cardiovascular Research Foundation Associate Director
of Intravascular Imaging, Physiology & MRI Core
Laboratories, Manager of CT Core Laboratory 松村 光章
先生
１５：５５～１６：００ 閉会の挨

令和３年１２月１日発行

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。
事務手続き上、１０月末日時点にて会費未納の方へは発
刊物発送の停止を１２月１日以降より行います。
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！
９月３０日時点にて会費未納の方には、１１月発刊物の
宛名シールへ未納表示を行っております。
払込票の期限切れや紛失された場合は、日本診療放
射線技師会ホームページの JART 情報システムより、再
発行の申請が可能です。

≪ 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
○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

会費納入状況 （令和３年１１月１２日現在）
会 員 数 ： １，２９２名
会 費 納 入 率 ： ７８．１７％
会費未納者数 ： ２８２名

○兵庫県立粒子線医療センター
所在地 たつの市新宮町光都１丁目２−１
求人内容 会計年度任用職員
○兵庫県立姫路循環器病センター
所在地 姫路市西庄甲５２０
求人内容 会計年度任用職員
○明石仁十病院
所在地 明石市魚住町清水１８７１-３
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。
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
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< １２月スケジュール >
１２/１
１２/２
１２/３
１２/４
１２/５
１２/６
１２/７
１２/８
１２/９
１２/１０
１２/１１
１２/１２
１２/１３
１２/１４
１２/１５
１２/１６
１２/１７
１２/１８
１２/１９
１２/２０
１２/２１
１２/２２
１２/２３
１２/２４
１２/２５
１２/２６
１２/２７
１２/２８
１２/２９
１２/３０
１２/３１

（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

ニュース原稿等の宛先
医用画像の活用をクロスモダリティで考える会

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。

第４回医療機関に於ける放射線管理研修会

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。

第４回阪神支部 web セミナー
第３１回技師のひろば～神戸東西会（Web）

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。）

第３０回兵庫放射線治療研究会

◎ 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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庶務報告
《新入会員》
里田 晃大
林 茉莉香
飯田 慎吾
岡田 早希
坂本 大将
浜口 侑大
福村 志寿
石飛 由美
坂根 静香
《転出会員》
平岡 拓真
《県内異動》
嵯峨山 理
坂井 洋登
京谷 勉輔

＜神戸東支部＞
＜神戸東支部＞
＜神戸西支部＞
＜神戸西支部＞
＜神戸西支部＞
＜ 東播支部 ＞
＜ 丹有支部 ＞
＜ 丹有支部 ＞
＜ 但馬支部 ＞

神戸市立医療センター中央市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院

明石市立市民病院
兵庫県立丹波医療センター
兵庫県立丹波医療センター
公立八鹿病院

大阪物療大学
大阪物療大学
近畿医療技術専門学校
神戸総合医療専門学校
川崎医療短期大学
京都医療科学大学
大阪物療大学
川崎医療短期大学
京都医療科学大学

＜神戸西支部＞ 川崎病院 → 広島県へ
＜ 西播支部 ＞ 嵯峨山外科 → ＜ 西播支部 ＞ 自宅
＜ 東播支部 ＞ 兵庫県立がんセンター → ＜ 西播支部 ＞ 県立姫路循環器病センター
＜ 阪神支部 ＞ 株式会社 日立製作所 ヘルスケア → ＜ 阪神支部 ＞ 富士フイルム株式会社
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