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定款第１４条・１５条に基づき第１１９回通常総会を下記の通り開催致します。 

総会の詳細につきましては同封いたします会誌に掲載されている議案書をご参照下さい。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ少人数での開催を予定しています。 

委任状での参加にご協力ください。 

また、欠席される場合にも委任状の提出をお願いいたします。 

記 

日 時： 令和５年３月１９日（日）１３：３０～１５：００ 

会 場： 神戸市中央区文化センター（１１Ｆ）１１０３、１１０４ 

〒６５０-００３１ 神戸市中央区東町１１５番地 

最新の情報はホームページでご確認ください。 

 

※総会終了後に総会後研修会をｗｅｂ開催します。（会場での講演はありません。） 

１５：３０～１７：００（予定） 

テーマ：「診療放射線技師における検査説明について」 

会 告    第１１９回通常総会のお知らせ 
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 今年度も、通常総会後研修会として下記の要領にて研

修会を開催いたします。人数把握も兼ねてＱＲコードから

事前お申込のご協力をお願いいたします。 

日 程： 令和５年３月１９日(日)１５：３０～１７：００  

会 場： ＷＥＢ配信のみ（ｚｏｏｍウェビナー利用） 

会 費： 無料 

内 容：  

テーマ「診療放射線技師における検査説明について」 

座長：兵庫県放射線技師会副会長 半蔀 英敏 

講演①：「検査説明の重要性・将来に向けての必要性」 

     江端 清和 先生 

      公益社団法人日本診療放射線技師会 理事 

講演②：「検査説明の取り組み」 

        池本 達彦 先生 りんくう総合医療センター 

申 込： ＱＲコードより事前ご登録をお願いします 

 

 

 

 

 

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

ZQXm1QVquAglRbqjO9A 

お問い合わせ： 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 （内線６５０９） 

y.oka1o1o@gmail.com  ＴＥＬ ０７８-３０２-４３２１ 
 

 

 

 

このたび、公益社団法人兵庫県放射線技師会元副会

長である大川 渡さまに令和４年秋、栄誉ある「瑞宝双光

章」が授与されました。本会 会長 後藤吉弘 を代表発起

人とし、下記内容にて祝賀会を開催する運びとなりました。

ご存じの方は多いかと思いますが、平成７年から兵庫県放

射線技師会理事職を８年間、そして平成１５年から平成２

１年まで３期６年間副会長職を務められ、また日本診療放

射線技師会教育委員・医療安全対策委員会副委員長を

歴任され、多年にわたる放射線医療技術の発展ならびに

診療放射線技師のスキル向上に貢献されました。 

政府の発表では、COVID-１９を５月８日に今の「２類相

当」から季節性インフルエンザなどと同じ「５類」に移行し、

マスク着用も緩和する方針を決定いたしました。 

まだまだ完全に安心とは言えませんが、感染対策に十

分注意し開催いたします。皆様どうぞよろしくお願いしま

す。  

記 

開催日： 令和５年５月１３日（土曜日）１７：００～ （予定） 

場 所： ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 １０階 ボールルーム  

会 費： １６，０００円  

＊その他、詳細が決まり次第、追って報告させていただき

ます。 

以上 

 (公社)兵庫県放射線技師会  

副会長 表彰委員長 半蔀 英敏 
 

 

 

 

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。 

 

３月パスワード 

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

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナが流行して以来、活動停止となっていました。 

これからは、ぼちぼち活動は出来そうかと思います。今回

組織委員会 

第１１９回通常総会 総会後研修会 

 
 

大川 渡 氏 瑞宝双光章受章の 

ご報告及び祝賀会のご案内 

 
 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 

 

厚生委員会 

ビリヤード同好会活動予定 
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は様子をみながら、１回開催したいと思っております。興

味のある方はどなたでもお誘いいただき、ご参加をお願い

いたします。 

日 時： 令和５年３月３日(金)１８：００～２０：００まで 

場 所： 元町SUN（０７８-３２１-５１３５） 

お問い合わせ先： 

 神戸労災病院 中央放射線部 木村・興津 

                    TEL ０７８-２３１-５９０１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOMを使用したWEBセミナーのご案内 

皆様方におかれましては、益々御清祥のことと御喜び申し

上げます。 

今回、『ガイドライン研修会』 として新たに研修会を立ち上

げ、第３８回日本診療放射線技師学術大会の開催県企画

モーニングセミナーとして開催いたしました。今回第１回

目の研修会として下記内容でWEBにて開催いたします。 

多数のご視聴を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

日 時： 令和５年３月１３日 (月) １８：００～１９：００  

【講演内容】 

『 肺がん診療ガイドラインについて 』 

演者： 神戸大学医学部附属病院 石川 和希 先生 

参加者登録用 URL と QR コードです。下記より参加申し込

みをお願いします。 

URL： 

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

qOkQRa4UGiZjFMTaQ 

ご登録いただきましたメールアドレスに運営事務局から当

日視聴用の URL、ID、パスワードを転送させていただきま

す。 

お問い合わせ：神戸大学医学部附属病院 曽宮 雄一郎 

MAIL： somiya13@med.kobe-u.ac.jp 

 

 

 

謹啓 時下、皆様におかれましては益々ご健勝のことと

お慶び申し上げます。 

第１６回兵庫県学術研修フォーラムを開催致します。今

回の整形外科領域で第一部が“手関節”をテーマに加古

川中央市民病院の金田和則先生の臨床画像についての

ご講演と明舞中央病院 整形外科 田中日出樹先生に

我々が質問を投げかける Q＆A コーナーとしました。業務

中に生じた手関節・手領域についてのご質問があれば下

記のアドレスに送って頂ければと思います。 

第２部は“腰痛”について田中先生が経験された診断と

治療に困難をきたした症例についてご講演して頂きます。 

ご多忙中の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案

内申し上げます。 

日 時： 令和５年３月１６日（木）１８：３０～ 

開催形式： Zoomウェビナーによる配信 

参加費： 無料 

参加方法： QRコードもしくは下記の URLから 

参加登録をお願い致します。登録後ウェビナー参加に関

する確認メールが届きます。 

ここ 

第１回ガイドライン研修会 

 

第１７回兵庫県学術研修フォーラムのご案内 
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NzL-z

1YXSm-roZsuZkxHWQ                              

 

 

 

 

 

 

プログラム 

【Zoomウェビナー入場開始】 １８：１５～ 

【開会挨拶】 １８：３０～       

公益社団法人 兵庫県放射線技師会会長 後藤 吉弘 

【第１部】基調講演・Q＆A １８：３５～１９：２０ 

座長 兵庫医科大学病院 放射線技術部 藤川 慶太先生 

「日常診療でよく見る手関節症例」  

    加古川中央市民病院 放射線室 金田 和典先生 

・整形外科医によるQ＆A（手関節・手領域） 

明舞中央病院 副院長・整形外科部長 田中 日出樹先生 

【第２部】特別講演 １９：２５～２０：１０                 

座長 兵庫医科大学病院 放射線技術部 藤川 慶太先生  

「下肢痛を伴う腰痛 

～診断と治療が困難であった症例について～」 

明舞中央病院 副院長・整形外科部長 田中 日出樹先生 

【閉会挨拶】 ２０：１０～      

公益社団法人 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： tsakai@hyo-med.ac.jp 

 

 

 

放射線安全管理測定研修会は、放射線測定器の基礎か

ら特性を理解でき、患者被ばく線量の測定ができる技師の

育成を目的とした研修会です。今回は実習形式ではあり

ませんが、診療放射線技師の役割である医療被ばく低減

を考慮した web セミナーとさせていただきます。万障繰り

合わせの上、多数のご参加をお待ちしております。 

日 時： 令和５年３月１７日（金）１９：００～２０：３０ 

場 所： webセミナー 

参加費： JART会員 無料 、会員以外 ５００円 

１９：００～１９：３０ 

講演１ 『IVR領域の線量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、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  

１９：３０～２０：３０  

講演２ 「IVR領域における安全管理を目的とした 

線量測定とその活用法」  

   兵庫医科大学病院 放射線技術部 松本 一真氏  

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。 

参加用URL https://14housyasen.peatix.com 

 

 

 

 

 

 

 

＊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 JARTISにカウント申請さ

せていただきます。 

また、日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線

技師認定機構のカウント申請事業です。 

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： morihito585@gmail.com 

 

 

 

 

新年迎え１カ月経ちましたがいかがお過ごしでしょうか？ 

阪神支部今年度３回目の勉強会は久しぶりの対面式です。

皆さん一人宿直で動けない患者さんの撮影で 

困った事や撮影画像について Dr.からコメントを求められた

りしたことは無いでしょうか？ 

今回のテーマは『救急撮影と読影補助』です。皆さんお誘

いあわせの上ご参加ください！！ 

①令和４年度 阪神支部総会（対面式） 

日 時： 令和５年３月１７日(金)１８：４５～１９：００ 

場 所： 西宮市民会館アミティホ－ル４F 中会議室４０１ 

第１４回放射線安全管理測定研修会のご案内 

 

令和４年度 阪神支部総会 

第１回阪神支部学術勉強会のお知らせ 
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（阪神西宮駅東出口より徒歩約１分 北東へ１００m） 

    〒６６２-０９１８ 西宮市六湛寺町１０番１１号  

TEL ０７９８-３３-３１１１ 

http://amity.nishi.or.jp/amity/access.html 

②第１回阪神支部学術勉強会（対面式） 

日 時： 令和５年３月１７日(金)１９：００～２０：４５  

場 所： 西宮市民会館アミティホ－ル４F 中会議室４０１ 

会 費： 診療放射線技師（会員）、診療放射線技師以外 

の方 ５００円 

診療放射線技師（非会員）１，０００円 

プログラム：座長：三田市民病院放射線科 西村 信也 

１．支部長挨拶  

兵庫県立尼崎総合医療センター 阿部 大佑 

２．「情報提供」  キャノンメディカルシステムズ株式会社                    

３．「当直での一般撮影」 

兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線部 阿部 大佑 

４．「CTで見る急性背部痛」 

尼崎中央病院 放射線科 中村 陵 

５．特別講演 「救急での症例と技師の読影補助」   

三田市民病院 救急部 特任部長 橋本 直樹 

問い合わせ先： 

尼崎総合医療センター 放射線部 阿部大佑 

MAIL： daisukeabe1230@gmail.om 

尼崎中央病院  画像診断部門  鎌田照哲 

MAIL： teruaki_kamata@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

コロナ禍におきましても、皆様におかれましては益々ご

清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は支部活動にご理

解ご協力を賜り誠に有難うございます。 

今回も、引き続き感染拡大の対策として Web（Zoom）に

て下記のとおり勉強会を開催させていただきます。多くの

皆様の参加お待ちしております。 

日 時： 令和５年３月２３日（木）１８：００～１９：３０ 

（入室開始１７：３０） 

参加費： 無料 

【司会進行】 大久保病院 内藤 祐介 

【支部長挨拶】(１８：００～１８：０５)  

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 梅宮 清 

内 容：（１８：０５～） 

１．「兵庫県立はりま姫路総合医療センターの紹介」 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター  

検査・放射線部 梅宮 清 

２．「Avant fitの使用経験」 

       明石市立市民病院 放射線技術課 中村 規 

３．「SIEMENSの非造影MRA撮像技術について」 

シーメンスヘルスケア株式会社 MR事業部 大村 祐一 様 

（事前登録制）申し込みは下記の URL か QR コードからお

願いします。 

参加登録用URL 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_em1u9

oKiR82vOqLTYGqPdw  

 

             

 

 

 

 

参加方法：申し込み後に届いたメールよりご視聴ください。

当日の参加は１７時半から入室可能です。 

当日の始まる前まで登録可能でとなっております。 

＊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。 

問い合わせ先：大久保病院 放射線科 内藤 祐介 

MAIL： yusuke09230419@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

東播支部 

第１７７回東播支部勉強会のご案内 

 
 

一般撮影勉強会のお知らせ 

テーマ 『 膝関節 』 
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新型コロナウイルスの影響で通常の勉強会開催がきびしく

なっております。今回はハイブリッドでの開催を計画してい

ます。講師に高井先生をお招きし、「徹底理解！膝関節Ｘ

線撮影ポジショニング理論」で講演をお願いしております。 

皆さんの日頃の業務での疑問や悩みに応えて頂ける勉強

会になると思いますので、新人からベテランまでの参加を

お待ちしています。 

※現地参加者には資料配布、会場は最大４０名まで 

現地参加の方は WEB での参加登録を行い、直接会場に

お越しください。 

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） 

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

EARr27noFHCEA6tA 

             

 

日 時： 令和５年３月１０日（金）１８：４５～２０：３０ 

場 所： 加古川市民交流ひろば 会議室１ 

加古川市加古川町篠原町２１番地の８  

カピル２１ビル５階 

ハイブリッド開催 

会 費： 現地・WEB無料 

講 演： 「徹底理解！膝関節Ｘ線撮影ポジショニング理論」 

        三菱神戸病院 高井 夏樹先生 

＊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。 

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） 

 

 

 

 

 

 

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、

兵庫の放射線治療の未来をかたる会の活動に格別のご

支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、この度、下記の日程で「第４回兵庫の放射線治療

の未来をかたる会」を開催致します。今回の研究会は「未

来の放射線治療の業務効率化・省略化を考える」というこ

とをテーマとしました。前半は、バリアンが提供できる業務

効率化、そして、IMRT 線量分布検証と治療計画プランチ

ェックの効率化を深層学習やスクリプトの使用経験につい

てお話いただきます。さらに、最近話題の進行肺癌に対す

るVMATやAIを用いた腫瘍の自動輪郭抽出など、肺癌に

対する放射線治療についてご解説いただきます。特別講

演では、東京ベイ先端医療センター・幕張クリニックの小

玉卓史先生を招聘し、スクリプトを利用した様々な業務効

率化と今後の展望についてお話しいただきます。会場には

治療計画装置Eclipseの実機を準備し、会場でスクリプト動

作の実演をお願いしております。ビギナーにも理解できる

内容も含めていただくようにお願いしておりますので、多く

の方に興味を持って聞いていただける内容かと思います。 

 皆様、お誘いあわせの上、積極的なご参加のほど、宜し

くお願い致します。 

 日 時： 令和５年３月１１日（土）１３：３０～１６：５０  

（受付は１３：００から行います） 

会 場： スペースアルファ三宮 ６F 特大会議室 

参加対象： 放射線治療に興味を持つ放射線技師・医学

物理士・医師など 

参加費： １，０００円（学生無料、社会人大学生は除く） 

参加方法： QRコードまたは下記URLより事前登録のご協

力お願いします。（事前登録なしでもご参加可能です。） 

https://docs.google.com/forms/d/1WkD22Ud2V4iCPFi

3bVH-MBqLaUQbNNnMaSoTN2eTLRs/edit 

 

 

 

 

 

 

第４回兵庫の放射線治療の 

未来をかたる会開催のご案内 
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プログラム： 

１３：３０～１３：３５ 開会挨拶 

１３：３５～１４：００  

バリアンが提供できる業務効率化  

バリアンメディカルシステムズ 木村 雅司 先生 

１４：００～１４：２５ 

深層学習を活用した線量分布検証業務の効率化  

神戸市立医療センター中央市民病院 山下 幹子 先生  

１４：４０～１５：０５  

【業務時間半減】スクリプトを用いたプランチェック  

兵庫県立がんセンター 江本 裕樹 先生 

１５：０５～１５：３０  

肺癌に対する放射線治療－III期肺癌に対するVMATと

AIを用いた腫瘍の自動輪郭－  

兵庫医科大学病院 冨士原 将之 先生 

１５：４５～１６：４５  

Scriptを利用した業務効率化  

～Eclipseを用いた実演と今後の展望～  

東京ベイ先端医療・幕張クリニック 小玉 卓史 先生 

１６：４５～１６：５０ 閉会挨拶 

本会に関する問い合わせ先：兵庫県立はりま姫路医療セ

ンター 検査・放射線部 小坂 賢吾 

TEL ０７９-２８９-５０７０ (内線：７０５２０３７)  

ＭＡＩＬ： stealth050812@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

大寒の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。 

さて、この度兵庫県内の施設で勤務しておられる診療

放射線技師の皆様との情報共有を目的として、「兵庫県

立西宮病院オープンカンファレンス～県西放射線Webか

んふぁ～」 を開催する運びとなりました。 

つきましては、下記のとおり「第1回県西放射線Webか

んふぁ」を開催いたしますので、多くの皆様にご参加いた

だきますようご案内申し上げます。 

開催日時： 令和５年３月２０日（月）１８：００～１９：００ 

開催方式： Web（事前登録制） 

内 容： テーマ「小児の生殖腺防護を考える」 

司会 兵庫県立西宮病院 放射線技師長 伊関 恵美子 

講演 「小児股関節撮影における生殖腺防護の動向」 

日本放射線技術学会放射線防護部会 

小児股関節撮影における生殖腺防護に関する検討班 

検査・放射線部 主査 廣瀬 悦子 

登録方法： 下記QRコードからご登録ください 

（令和５年３月１７日金曜〆） 

問合せ先： 検査・放射線部 水口 健二郎  

TEL ０７９８-３４-５１５１ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

本会がん検診検討（胃）部会では胃がん検診の読影力

向上のため、胃部Ｘ線読影の勉強会を下記のとおり開催

いたします。 

胃がん検診専門資格更新単位は同一勉強会につき、2

単位/年のみの付与となっております。 

日 時： 令和５年３月２３日（木）２０：００～ 

会 場： オンラインＺｏｏｍ 

方 法： メールにて事前申込み（申込先着１００名とします） 

申込先： housyasen@himeji-med.or.jp 

申込内容： 

①メールの件名【令和４年度第２回胃部Ｘ線読影勉強

会申込み】と入力（異なる場合は、申込みされない場合

があります） 

②氏名（フリガナ） 

③区分：医師 ・ 診療放射線技師 ・ その他 

④所属（病院名または施設名） 

⑤メールアドレス 

上記の５項目を入力し、申込みアドレス先へメールを送信。 

申込期限： 令和５年３月１日（水）～３月１０日（金）１６時まで 

詳細案内： 令和５年３月１５日（水）～３月１７日（金）１７時 

（この期間内にメールで送信します） 

申込み頂いた方には、詳細案内期間にＺｏｏｍの参加ＩＤ

とパスワードをお送りします。ＩＤ・パスワードが届いていない

場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性

兵庫県立西宮病院オープンカンファレンス 

「第１回県西放射線Webかんふぁ」 

 
 

令和４年度第２回胃部Ｘ線読影勉強会 

の開催について（ご案内） 
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がありますので、ご確認ください。 

なお、３月２０日（月）１３時までに届かない場合は、お電

話にてご連絡ください。（※３月２１日は祝日のため電話で

の対応はしておりません） 

 日本医師会生涯教育講座1.5単位、胃がん検診専門技

師資格更新単位の参加証明については、申込み後の詳

細案内メールで取得方法をお知らせいたします。 

問い合わせ先：一般社団法人 姫路市医師会 事業推進部 

 技術管理課１課 担当：一橋・金澤  

     TEL ０７９-２９５-３３３４ （９：００～１７：００） 
 

 

 

    Web開催 事前登録必要 参加費無料 

今回のＢａｓｉｃＭＲＩのテーマは「撮像時間短縮のための技

術進化」としまして講演いただきます。基本的な SE法から

キヤノンの最新技術まで幅広い内容です。 

今年度最後のＢａｓｉｃＭＲＩ初学者の方々必見です。 

内容 

「撮像時間短縮のための技術の進化」 

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 林 宏行 

ＭＲＩの撮像時間短縮のために磁場強度の向上、傾斜磁

場コイル、受信コイルの進化、シーケンスの改良など様々

な開発がされてきました。本公演では、ＳＥ法から始まっ

た撮像シーケンスの発展やパラレルイメージングや近年

では圧縮センシング法に代表される高速撮像技術、さらに

は、AI技術であるディープラーニングを活用した再構成法

によるＳＮＲ向上技術による撮像時間短縮について解説い

たします。 

Ｗｅｂ開催 

日 時： 令和５年３月２５日（土）１４：００～１５：００頃 

   事前登録必要 

このウェビナーに事前登録する： 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7bIZEO

oWTdWqM6S-lECjPg 

ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きま

す。 

QRコードからもご登録できます。 

ご不明な点は下記にお問い合わせください 

 

 

 

 

 

 

 

hattori_hp_x_ray_matsuzaki@yahoo.co.jp  松崎 

＊Ｗｅｂ開催のためＰＣトラブル等ご迷惑をかける場合が

ありますが、ご了承よろしくお願いいたします。 

 

 

 

題目：1.「会場版!!ハガキｄｅ定例会」その２～脳動脈瘤～ 

大西脳神経外科病院 放射線科 橋本 真輔  

     2.「会場版!!世話人数珠つなぎ」その２ 

～マイクロブリーズ:微小脳出血～  

新須磨病院 放射線科 山口 健司 

日 時： 令和５年３月８日（水）１９：００～２１：００ 

会 場： 兵庫区文化センター 第３会議室  

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 

 

≪ 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 

○高岡病院 

所在地 姫路市西今宿５-３-８ 
求人内容 正規職員 

○加東市民病院 

所在地 加東市家原８５ 

求人内容 正規職員 

○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 

神戸頭部研究会のお知らせ 

 
第１１７回 Basic MRI 
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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 

 

○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 会計年度任用職員 

○芦屋セントマリアクリニック 

所在地 芦屋市大原町５−２０ 

求人内容 正規職員 

○ふくやま病院 

所在地 明石市硯町２丁目５−５５ 
求人内容 正規職員 

○室井メディカルオフィス 

所在地 揖保郡太子町矢田部３３５−１ 

求人内容 パート職員 

○大阪社会医療センター 

所在地 大阪市西成区萩之茶屋１丁目１１−６ 
求人内容 正規職員 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 < ３月スケジュール > 
 

 

 

３/１ （水）  

３/２ （木）  

３/３ （金） 
但馬支部 令和４年度支部研修会 

ビリヤード同好会活動日 

３/４ （土） 第２５回近畿救急撮影セミナー 

３/５ （日）  

３/６ （月）  

３/７ （火）  

３/８ （水） 神戸頭部研究会 

３/９ （木）  

３/１０ （金） 一般撮影勉強会 

３/１１ （土） 
西播支部 第５７回西播支部学術講演会 

第４回兵庫の放射線治療の未来をかたる会 

３/１２ （日）  

３/１３ （月） 第１回ガイドライン研修会 

３/１４ （火）  

３/１５ （水）  

３/１６ （木） 第１７回兵庫県学術研修フォーラム 

３/１７ （金） 
第１４回放射線安全管理測定研修会 

阪神支部総会 第１回阪神支部学術勉強会 

３/１８ （土）  

３/１９ （日） 
第１１９回兵庫県放射線技師会通常総会 

組織委員会 総会後研修会 

３/２０ （月） 第１回県西放射線Webかんふぁ 

３/２１ （火）  

３/２２ （水）  

３/２３ （木） 
第１７７回東播支部勉強会 

令和４年度第２回胃部Ｘ線読影勉強会 

３/２４ （金）  

３/２５ （土） 第１１７回Basic MRI 

３/２６ （日）  

３/２７ （月）  

３/２８ （火）  

３/２９ （水）  

３/３０ （木）  

３/３１ （金）  

会費納入状況 （令和５年１月１３日現在） 
会 員 数 ： １，３３２名 

会費納入率 ： ９０．１６％ 

会費未納者数 ： １３１名 
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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。 

◎ 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： 〒659-0034 芦屋市陽光町3-84 芦屋クリニック のぞみ 阪本 正行宛 

 

 

庶 務 報 告
《新入会員》  

《県内異動》  

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

 

 

 


