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－会告－

第１０２回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会のお知らせ
定款第１４・１５条に基づき、第１０２回総会を下記のとおり開催する予定となりました。
ご多忙中とは存じますが、万障お繰合わせの上、ご出席下さいますよう、謹んでご案内申し上げます。
総会の詳細につきましては来月のシャウカステンおよび同封いたします議案書をご参照下さい。
なお、欠席される場合には委任状の提出をお願いいたします。
記
日 時 ： 平成２６年６月２２日（日） １３：３０～１５：００
場 所 ： 神戸市勤労会館 ４０３・４０４号室
神戸市中央区雲井通５丁目１－２
※総会に先立ちまして１０：００より同会場にて支部連絡協議会を行います。関係役員の方はご出席のほど
お願いいたします。

―学術委員会―

総会後研修会のご案内
総会終了後に研修会を開催します胸部の画像診断についての内容を予定しています。（開催の詳細は、次号報告い
たします。）
皆様、ご参加ください。
日 時 ： 平成２６年６月２２日（日）１５：００～１７：００（開始時間は総会の進行により前後します。）
場 所 ： 神戸市勤労会館
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－厚生委員会－

-厚生委員会-

第 34 回支部対抗ソフトボール大会
開催について

野球同好会からのお知らせ
練習試合（or 紅白戦）を予定しています。新しく技師会に入会
された方、これから入会しようという方でも OK！ 気軽に参加し
てください。
野球を通して親睦を深めましょう。連絡お待ちしています。

毎年恒例であります、支部対抗ソフトボール大会を下記の日
程で開催致します。
一人でも多くの会員に参加していただけるよう、よろしくお願い
申し上げます。

日 時 ： 平成２６年５月３１日（土） １８：３０～２０：３０
場 所 ： 三木山総合公園 野球場 三木市福井２４７４－５

日
場

時 ： 平成２６年５月１１日（日） ９：００集合
所 ： 四季の森運動公園グランド （下記地図参照）
篠山市網掛３４０番地
TEL ０７９－５９６－０７１１（市立川代体育館）
舞鶴若狭道 丹南篠山口ＩＣを降りてすぐの場所です
開 会 式 ９：３０

問い合わせ ： 明石市立市民病院 雑喉
ＴＥＬ ０７８－９１２－２３２３
兵庫県健康財団
恵美
ＴＥＬ ０７８－７９３－９３３３

空模様が悪い場合は、前日（１０日土曜日）の２１時頃に開催
するかどうか決定し、ホームページでお知らせしますので、確
認をお願いいたします。また、各支部には担当者にメールにて
報告します。

-厚生委員会-

平成 26 年度 健康ひょうご 21 県民運動推進
フォーラムのご案内

お問い合わせ
兵庫県立加古川医療センター 小田 敏彦
ＴＥＬ ０７９－４９７－７０００

日 時 ： 平成２６年６月３日（火）１３：３０～１６：００
（開場１３：００）
場 所 ： （公社）兵庫県看護協会２F ハーモニーホール
内 容：
・健康ひょうご２１県民運動について
・講演会「食・栄養面からの健康づくり」
講師 由田 克士氏
（大阪市立大学大学院生活科学研究科教授）
※参加される方は事務所までご連絡ください。
（締め切り５月１２日）
お問い合わせ
兵庫県立加古川医療センター 小田 敏彦
ＴＥＬ ０７９－４９７－７０００

-医療サービス向上特別委員会-

原稿募集のご案内
医療サービス向上特別委員会は、我々診療放射線技師の患
者様に対する説明責任を果たすことへの啓発活動を目的として、
平成１８年度兵庫県放射線技師会総会にて承認を受けて以来
継続して活動を行っている特別委員会です。
ひとことに「医療サービス」と言いましても患者様への説明責任
だけではなく、国の医療施策のような大規模なものから、現場ス
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タッフ１人１人の心がけのようなものまで、その言葉が指し示す
ものは多種多様にわたっています。
当委員会では、個人の意識改革もしくは業務や環境改善の
参考としてお役立ていただけるよう、「医療サービス向上 ～
我々の取り組み～」と称し、各施設における医療サービス向上
のための取り組みについて情報をお寄せいただき、随時会誌
に掲載させていただいております。
現在、会員みなさまからの「医療サービス向上」に関する情報
を募集しております。どんな小さなことでも構いません、医療サ
ービス向上を目指したご自身の取り組みを是非お寄せ下さい。
また、患者として他院を受診した際に印象が良かった施設や
役立つ書籍・記事等の耳寄り情報など、「医療サービス向上」に
関する情報がありましたら是非ご紹介下さい。

平成２６年５月１日発行

５月パスワード
シャウカステンをご覧ください
兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/

-組織委員会-

お寄せいただく情報および原稿について
原則として電子メールをご利用下さい。
原稿については下記要領で作成したファイルを電子メール
に添付してお送り下さい。
なお、画像については、あらかじめ本文中にレイアウトの
うえ、高精細画像が必要な場合はＪＰＧ等の画像データとし
て別ファイルにてお送り下さい。
使用ソフト：Microsoft Word
使用フォント：MSP 明朝 11 ポイント
ページ設定：A4 縦、余白上 37mm、下 38mm、右 20mm、
左 20mm、2 段組、文字数 23 字、行数 48 行

フレッシャーズセミナーのご案内
本年度も、日本診療放射線技師会との共催で 『診療放射線
技師のためのフレッシャーズセミナー』を開催いたします。
このセミナーは、新たに診療放射線技師として勤務するフレ
ッシャーズを対象とした基礎講習で、診療放射線技師、医療者
として必要な基礎知識と技術を身につけ、医療及び保健・福祉
の向上に努めることを目的としています。
すでに勤務している診療放射線技師への医療安全・感染対
策等の研修としてもご活用いただける内容となっておりますの
で、施設の新任職員や若手職員の皆さんに向けて、是非参加
をご勧奨いただきますようお願いいたします。
なお、本講習会は、診療放射線技師であれば、会員・非会員、
どなたでも無料でご参加いただけます。
日時 ： 平成 ２６年６月１４日(土） １３：３０～１８：３０
内容 ： １. エチケット・マナー講座 ３０分
２. 医療安全講座 ６０分
３. 感染対策講座 ６０分
４. 理解できる気管支解剖講座 １２０分
５. その他
場所 ： 神戸臨床研究情報センター ２階 第２研修室
神戸市中央区港島南町１丁目５番地４号
ポートライナー「医療センター（市民病院前）」駅すぐ
受講料 ： 無料
申込み ： 『 フレッシャーズセミナー受講希望 』 と記載し、
①氏名 ②所属 ③連絡先電話番号 ④卒業年度 を
明記して兵庫県放射線技師会事務所まで FAX にて
お申し込み下さい。（ＦＡＸ ： ０７８-３５１-２３０９ ）
※会員の方が引率される場合は、引率者の氏名と日
放技番号をお書き添え下さい。
締切り ：５月３０日（金）必着（定員を超える場合は先着順）
お問合せ ： 兵庫県立がんセンター 伊関恵美子
TEL：０７８-９２９-１１５１

宛先・お問い合わせ
E-mail ： hart@tiara.ocn.ne.jp
〒６５０－００２２
神戸市中央区元町通５丁目２－３－１０１１
（公社）兵庫県放射線技師会
医療サービス向上特別委員会 水口健ニ郎宛
ＴＥＬ ０６－６４８２－１５２１
ＦＡＸ ０６－６４８２－７４３０
（兵庫県立尼崎病院 検査・放射線部）

－広報委員会－

会員専用サイト（member's site）
入室用ＩＤとパスワードの発行
本会ホームページの「ＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤ発行」をクリック！！
入力後、ご登録いただいたメールアドレスへ「ＩＤとＰＡＳＳＷＯＲ
Ｄ」を発信します。これを用いて、「member's site」へ入室下さい。
一度取得されたＩＤとＰＡＳＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室で
きます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷＯＲＤは自由に変更できます）。
現在、「会員専用サイト」では「求人・求職情報」・「調査報告」等
が閲覧できます。
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～? から始まりました。もう忘れない画像になりましたね。本シリ
ーズも様々な場面を取り上げてゆきたく考えております。
さて、今回の定例会は下記の通り。少し広い領域となりそうで
すので何回かに分けて進めてゆきます。多数のご参加をお待
ちしております。
（田上修二）

第 281 回はりまＣＴ研究会のご案内
テーマ ： 認知症状を引き起こす疾患
～脳血管障害との関連性～
日 時 ： 平成２６年５月９日（金）１９：００～
場 所 ： 明舞中央病院 西館１Ｆ会議室（駐車場有）
会 費 ： 会員・会員以外 ５００円（軽食付き）

題 目 ： 1. Seri. 「ガイドラインからみる脳疾患」
～脳梗塞 その１
神鋼病院 放射線治療室
三好 進
高橋医院 放射線科
永田 勝之
2. Seri. 「こんな症例ありました」

血管性認知症は脳血管障害に関連した認知症で、様々な臨
床病型を基盤とします。
診断の確定には背景にある脳血管障害の病態との因果関係を

日 時 ： 平成２６年５月１４日（水） １９：００～２１：００
会 場 ： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室
JR 兵庫駅北 TEL ０７８－５７６－０９８１
会 費 ： 会員・会員以外 ： ５００円

とらえるために、画像診断は不可欠です。認知症において「虚
血」と「出血」は脳にどのように影響を及ぼすか、そのメカニズム
を学んで行きましょう。
講師・演題

連絡先 ： 吉田病院 放射線科 森 勇樹
ＴＥＬ ０７８－５７６－２７７３

「虚血性脳血管障害～脳梗塞を中心に～」
恒生病院

三木 達也 技師

第 94 回大阪胃腸会（銀杏会）開催の
ご案内

「出血性脳血管障害～くも膜下出血を中心に～」
大西脳神経外科病院

平成２６年５月１日発行

橋本 真輔 技師

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。

拝啓 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、当研究会を開設し、また、診療放射線科技師とし
て、消化管Ｘ線検査を探求し、数々の書籍の執筆、各地におけ
る講演活動などを実施しております、中村 信美先生に講義を
お願い致しました。内容は、『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』
と題し、シリーズ５回に亘って、企画して頂きました。題名にあり
ますように、初心者から上級者まで、読影の“いろは”から、これ
から学ぶべき事柄など、日常の業務における“撮影と読影”に、
大いに活用できる内容であることと思います。どうぞ、みなさん、
奮ってご参加ください。
敬具
代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師
今里胃腸病院 中園 直幸
記

問い合わせ ： 明舞中央病院 放射線科内
ＴＥＬ ０７８－９１７－２０２０ 内線１２６
半蔀英敏 羽田安孝

第 261 回神戸頭部研究会のお知らせ
すがすがしい穏やかで過ごしやすい季節となりました。行楽
のシーズン到来!!ですね。頭部研究会も春らしく!? 活発に進行
中であります。
さて、前回の定例会ではシリーズ企画「ガイドラインからみる
脳疾患」で頭部外傷を行いました。頭部外傷に関するガイドライ
ンも多く存在し、推奨される検査法や手技、診断から治療法まで
を広く、分かり易くまとめていただきました。中でも頭部単純X線
撮影の意義、更に小児では被ばくの観点からも、重症度により
検査を選択する考えもよく理解することが出来ました。CT 検査
の際にはやや薄めのスライス厚を!! これは覚えておかないと。
後半は「こんな症例…」でパーキンソン病の脳深部刺激療法
(DBS)を行いました。ある当直時に依頼された胸部 XP。撮影す
ると、何と、胸郭にペースメーカーが 2 個写し出されていたので
す。よく見ると皮下のリード線が頭部に向かっており、これは何

日 時 ： 平成２６年５月１７日（土）１４：３０～１７：３０
場 所 ： 尼崎中央病院 ４階会議室
兵庫県尼崎市潮江１－１２－１
ＴＥＬ ０６－６４９９－３０４５（代）
参加費 ： １,０００円
内容：
特別講義
『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』 その①
講師 ： ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師 中村 信美 先生
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けでも結構ですので、是非ご参加ください。
症例検討会
馬場塾症例 ： Ｘ線、内視鏡、切除標本、切除後病理組織写
真、それぞれの対比など、非常に魅力ある内容となっており
ます。

第４６回は、「PartⅠ MRI の基本概念」
第１７章 撮像パラメータと画像の最適化
（前回の進み具合により変更あり）
日 時 ： 平成 ２６年５月２２日（木）１９：００～２１：００
毎月第４木曜日開催予定
場 所 ： 兵庫県立リハビリテーション中央病院 ２F
第２・第３研修室
会 費 ： 会員・会員以外 １００円
内 容 ： 「MRI の基本 パワーテキスト」監訳 荒木力

お問い合わせ

合志病院 放射線科内
担当 中川 好久
ＴＥＬ ０６－６４８８－１６２９ (放射線科直通)

※お電話でのお問い合わせは１６：００～１７：００に
お願い致します。
ＨＰ ： http://www.osaka-ichokai.com
mail : info@osaka-ichokai.com

お問い合わせ先
兵庫県立リハビリテーション中央病院 放射線科 鳥居
ＴＥＬ ０７８－９２７－２７２７（代表）

-神戸西支部-

－神戸西支部－

第 4・5 回マラソン・ハイク部練習のご案内

第 84 回こうべ胃検診の会のお知らせ

マラソン・ハイク部の練習といっても、ハイキングの参加申込
み等、自己責任ですが、皆で楽しみながら（練習後のお風呂と懇
親会）行いますので、他支部や会員以外の方でも結構です！
皆様、奮って、入部してください。
暖かくなってきておりますが、怪我、体調不良等には充分注
意してください。

今年も、撮影技法や認定・厚労省の見解についても質疑応答
や会員以外の参加等、支部間の交流を深めたいと思っておりま
す。また、胃がん認定技師の更新にカウントされますので、皆様
奮ってご参加ください。
内 容 （予定） ： １ 症例検討
２ 撮影法の基礎

「第４回マラソン・ハイク部練習」
練習日
平成２６年５月１８日（日）９：００
ＪＲ住吉駅改札前集合
西お多福山、有馬三山

日程及び場所 （予定） ： 平成２６年５月２３日（金）
兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室
※研修会後、神戸西支部情報交換会
開催場所は、神戸駅周辺
開催時間 ： １８：００～

「第５回マラソン・ハイク部練習（六甲縦走トレラン）」
練習日
平成２６年６月１日（日）７：００
神戸市営地下鉄妙法寺駅改札
妙法寺、摩耶山、宝塚
参加費 ： 会員、非会員、一般
準 備 ： お風呂セット

申込・問合せ方法
電話にて申込・問合せ下さい
神戸西・小林（健康財団０８０－１４９０－９７２９）

無料

入部・参加方法
電話にて問合せ下さい
神戸西・小林（健康財団０８０－１４９０－９７２９）

第 46 回「ＭＲＩの基本」読書会のご案内
当会は、「MRI の基本 パワーテキスト」を輪読形式で読む勉強
会です。重要な部分や理解しにくい部分は、スライドを使用した
り、ディスカッションをして理解を深めていきます。現在、三名の
方に司会進行役として参加していただいており、毎回趣向を凝
らした内容になっています。興味のある章、または知りたい章だ
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－阪神支部－

回帰で学びます。
愛媛県から講師として、NTRT（全国 X 線撮影読影研究会）の
副代表 矢野雅昭先生をお招きし、教科書に載っていない“患
者さんと撮影者に負担の少ないやさしい撮影法”と、“急性外傷
画像” を御教授頂きます。
講演後、情報交換会に矢野先生も参加され、より深くお話を聞
く事が出来ます。

平成 26 年度 第 1 回学術勉強会のご案内
青葉繁れる好季節を迎え、皆様方におかれましてはますま
すご健勝のことと存じます。
さて、下記の通り平成２６年度第１回阪神支部学術勉強会を開催
いたします。今回は「読影補助」に焦点を置き、兵庫県立尼崎病
院の CT 部門とアンギオ部門における読影補助の実際につい
て皆様と一緒に考えていきたいと思います。
皆様お誘い合わせの上、多数の御出席を賜りますようお願い
申し上げます。

内 容 ： 一般撮影
（題目）
「どんどん使おう 教科書本に載っていない撮影法
…急性外傷をみのがすな！」
（講師） NTRT 副代表
久和会 立花病院 矢野 雅昭 先生

日 時 ： 平成２６年５月２９日(木) １９：００～２１：００
場 所 ： 尼崎市中小企業センター４０１号
（阪神尼崎駅より徒歩約５分 北東へ３５０m）
〒６６０－０８８１ 尼崎市昭和通２－６－６８
ＴＥＬ ０６－６４８８－９５０１

日 時 ： 平成２６年５月３０日（金）
受付開始 １８：３０～
講演開催 １８：５０～２０：１５
会 場 ： 神戸市勤労会館 ４階 （４０３・４０４会議室）
神戸市中央区雲井通５－１－２
ＴＥＬ ０７８－２３２－１８８１
講演への参加費 ：
(会員・会員以外・一般・学生） 無料

－プログラム－
総合司会
兵庫県立尼崎病院 伊関 嘉一
支部長挨拶
兵庫医科大学病院 前田 勝彦
１．情報提供
「非イオン性ヨード造影剤イオメロンの安全性情報について」
エーザイ株式会社
由肥 栄治

情報交換会： 白木屋三宮店（２０人で予約）

２．講演１
「Area Detector CT による冠動脈検査の実際」
兵庫県立尼崎病院
伊沢 一郎
座長 尼崎中央病院
鎌田 照哲

お問い合わせ：電話にて申込・問合せ下さい
・住吉川病院 （０７８－４５２－７１１１）
神戸東支部 支部長 岸本 勝見
・三菱神戸病院（０７８－６７２－２６１０）
神戸西支部 支部長 高井 夏樹

講演２
「アンギオ室における放射線技師の読影補助について
考える」
兵庫県立尼崎病院
中原 誠
座長 兵庫医科大学病院
前田 勝彦
共催 ： エーザイ株式会社
問い合わせ先
県立尼崎病院 検査・放射線部
ＴＥＬ ０６－６４８２－１５２１（２８０）

平成２６年５月１日発行

伊関 嘉一

－神戸東・神戸西支部－

第 24 回技師のひろば～東西会～
皆様のおかげで、東西会は 第２４回を迎えることができまし
た。御礼申し上げます。
今回は、診療放射線技師の基本である “ 一般撮影 ”を、原点
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平成２６年５月１日発行
－淡路支部－

第 16 回 兵庫県ＭＲＩテクニカルカンファレンス
のご案内

平成 26 年度 淡路支部勉強会＆総会の
お知らせ

MRI 撮像のテクニカル研究会を下記要領にて開催させていた
だきます。
今回は、膝関節撮影がターゲットです。興味ある方はぜひご
参加ください。

この度、恒例の勉強会及び総会を下記の通り開催致します。
万障お繰り合わせのうえ、ご参加下さいますようご案内申し上げ
ます。

日 時 ： 平成２６年５月３１日（土） １５：００～１８：００
場 所 ： 第一三共（株） 神戸支店 １１F
※会場が変更となっています。
（兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－２１
三宮グランドビル）
会員・会員外 ： ５００円

（１）勉強会
日 時 ： 平成２６年５月３１日（土）１５：００～１７：００
場 所 ： 兵庫県立淡路医療センター（２階 中会議室）
洲本市塩屋１－１－３７
ＴＥＬ ０７９９－２２－１２００
会 費 ： 会員 無料、会員以外 ５００円
内容：
① 講演「平成２６年 診療報酬改定について」
第一三共株式会社
橋本 賢一 先生
② その他 学術発表

＜テーマ＞
『膝関節 MRI のポジショニング・シーケンスの選び方』
～位置づけ？ スライス断面？ コントラスト？
良好な画像とは !! ～

（２）淡路支部総会 １７：００～１７：３０

「つけまつげ」などのアイメイクが MR 画像に及ぼす影響
第一三共株式会社
千早 正光
「概要：膝関節疾患について 」
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
「膝の十字靭帯の MRI について 」
市立加西病院 中央放射線科 白山 健一
「膝のシーケンス PD の有用性、TE の使い方」
北播磨総合医療センター 中央放射線室 末廣 克義
「MEDIC シーケンス（マルチエコー）の有用性・膝関節撮影の
ルーチンの紹介」
明石市立市民病院 放射線技術課
杉浦 一弘
「膝軟骨 MRI の撮像意義
～さまざまなアプローチ手法について」
神戸大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門
京谷 勉輔

（３）情報交換会
日 時 ： 平成２６年５月３１日（土）１８：３０～
場 所 ： 季節料理「かまくら」 洲本市本町４－４－５
ＴＥＬ ０７９９－２４－３１３８
会 費 ： お問い合わせください（当日徴収）
お問い合わせ
県立淡路医療センター 検査・放射線部 藤田 達也
ＴＥＬ ０７９９－２２－１２００

「ＣｏＣＩＴ2014 春」 開催のご案内
初春の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜
び申し上げます。この度、『CoCIT２０１４春』を下記の予定で開
催する運びとなりました。
皆様の参加をお待ち申し上げます。
記
日 時 ： 平成２６年５月３１日（土）１４：００～１７：００
場 所 ： 神戸国際会館 ９Ｆ大会場（三宮そごう南側）
会 費 ： ５００円 （事前登録不要）
プログラム
◆レクチャー １４：００～１５：００
『心内心電図(頻脈性不整脈の心内心電図の見方)（仮）』

7

兵放技ニュース
日本光電関西(株）兵庫支社
神戸循環器マーケティンググループ 中村 勝暁 氏
◆パフォーマンス １５：００～１５：３０
『肝 TACE における CT-AP と CT-A とは･･･？（仮）』
兵庫医科大学病院 中央放射線部
村上 雄一 氏
◆ディスカッション １５：４５～１６：４５
『医師が、PCI において看護師に望むこと』
兵庫県立姫路循環器病センター
循環器内科部長
山田 愼一郎 先生

平成２６年５月１日発行

問い合わせ先
西神戸医療センター 放射線技術部 山之内 真也
ＴＥＬ ０７８－９９７－２２００ （内線 ３０１０）

－神戸西支部－

総会・第 1 回研修会のご案内
平成２６年４月１日より、神戸西支部は新しいメンバーで活動
しております。
これからは、恒例の“胃勉強会”に加え、 新たに定期的な研
修会を開催致します。今回は第１弾として、“ 一般撮影 ”を学
びます。
“専門的な撮影法”や “患者さんと撮影者にやさしい撮影法”な
ど、教科書には載っていない撮影法を紹介します。（今後 三菱
神戸病院での実演も検討中です。）明日から一般撮影の仕事が
より一層楽しくなります。

・インターベンションエキスパートナース（旧認定 IVR 看護師）
５単位
・血管造影・インターベンション専門技師 １単位
・救急撮影認定技師 ２単位
主催 CoCIT 事務局 http://cocit.web.fc2.com/
お問い合わせ：神戸赤十字病院 古東正宜
ＴＥＬ ０７８－２４１－９２５９（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

内 容：
≪神戸西支部総会≫
新理事名の報告・年間の行事予定の報告
≪研修会≫
一般撮影・・・上肢の解剖・撮影法
① 肘関節 … 三菱神戸病院 高井 夏樹
② 肩関節 … 信原病院
森岡 重敏
日 時 ： 平成２６年６月２０日（金）１９：００～
場 所 ： 神戸市立兵庫勤労市民センター第３会議室
神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１号
参加費 ： 会員・会員以外・一般 無料

西神戸医療センター オープンカンファレンス

第 11 回 Imaging Technical Conference の
ご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、下記の日程にて『 第11回 Imaging Technical Conference 』
を開催いたします。
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席賜ります
ようお願い申し上げます。
敬具

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

日 時 ： 平成２６年６月１８日（水）１８：３０～
場 所 ： 西神戸医療センター ４階 大会議室
テーマ ： 『 肝切除に対するアプローチ 』
「 最新画像処理ワークステーション『 Ziostation2 』
について 」
アミン株式会社 大阪営業所 井上 浩史 氏
「 当院における CT 肝術前プロトコルとその工夫 」
西神戸医療センター 放射線技術部 島田 隆史 技師
「 肝切除術前処置としての経皮経肝門脈枝塞栓術 」
西神戸医療センター 放射線技術部 中島 正量 技師
「 肝臓外科画像支援システム －2 次元から 3 次元へ－ 」
西神戸医療センター
外科・消化器外科 医長
石井 隆道 先生
※なお、参加費は無料ですが、駐車場は有料です。（軽食あり）
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平成２６年５月１日発行

―会費納入について―

会費誤請求のお詫び
本年も日放技・兵放技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。
一部の会員の方より請求金額に誤りがある旨のご指摘があり、
日放技に確認しましたところ、会費の誤請求の事実が判明され
ました。内容としましては、日放技・兵放技ともに過年度（昨年等）
の会費を支払っていただいているにもかかわらず、日放技分し
か反映されていないというものでした。
現状、お申し出いただき、確認の上で過年度会費が納入済み
であることがわかりました方には日放技よりお詫びとともに正し
い金額の払込票を送付しております。
会員の皆様には昨年度に引き続いての会費請求における不
具合で大変ご迷惑をおかけしてしまい、まことに申し訳ありませ
ん。日放技に対しては今後もさらなる再発防止を求めてまいりま
す。

－神戸東・神戸西支部－

神戸東・西支部合同研修会
第７回「Ｒテクノロジーミーティング」
のお知らせ

勤務先変更などはありませんか？

会員情報の変更手続きについて

日 時 ： 平成２６年７月４日（金）１８：３０～２０：３０
会 場 ： 神戸市立兵庫勤労市民センター 講習室
TEL ０７８－５７６－０９８１ （JR 兵庫駅山側）
※ 地図は上記参照
テーマ ： 「救急医療における読影補助の実際
〜現場でどうするか？〜」
神戸市立医療センター西市民病院
放射線技術部主査 酒井 慎治
りんくう総合医療センター
放射線技術科参事 坂下 惠治
参加費 ： 無料 （会員・会員以外）
お問い合せ

氏名（改姓）・勤務先・自宅・連絡先など、会員情報に変更が
あった場合の「届出事項変更届書」を会誌 ｖｏｌ．７３－③に掲載
しています。変更があった場合は「届出事項変更届書」にご記
入・ご捺印の上、速やかに兵庫県放射線技師会事務所までご連
絡下さい。
なお、「届出事項変更届書」はコピーしてご使用いただくほか、
ホームページからダウンロードして使用することも可能です。
※「届出事項変更届書」送付方法
１．郵送 …… 〒６５０－００２２
神戸市中央区元町通５－２－３－１０１１
（公社）兵庫県放射線技師会 宛
２．ＦＡＸ …… ０７８－３５１－２３０９
３．メール … hart@tiara.ocn.ne.jp
上記アドレスへのメールにＰＤＦで添付
して下さい。
迷惑メールとの識別のため、メールの
件名に「変更届送付」とご記入下さい。

神戸市立医療センター西市民病院
放射線技術部 古川 宗

会費納入状況 （平成２６年３月３１日現在）
会 員 数 ： １，２１８名
会 費 納 入 率 ： ８９％
会費未納者数 ： １３１名
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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
○田所整形外科クリニック
所在地 神戸市灘区六甲町２－４－２５
求人内容 パート職員（月曜のみ）

○石井病院
所在地 明石市天文町１－５－１１
求人内容 正規職員
○神戸掖済会病院
所在地 神戸市垂水区学が丘１－２１－１
求人内容 正規職員

ニュース原稿等の投稿について

○尼崎中央病院
所在地 尼崎市潮江１－１２－１
求人内容 正規職員

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。
）

○関西労災病院
所在地 尼崎市稲葉荘３－１－６９
求人内容 正規職員（勤務は７月から）
○こだま病院
所在地 宝塚市御殿山１－３－２
求人内容 正規職員
○わかば画像診断クリニック
所在地 神戸市中央区中町通４－２－１９
求人内容 正規職員

原稿締切日は 前月の第３木曜日です。
E-mail：hyogo_gishikai_koho@yahoo.co.jp

会員ページへログインしてください。
○パルモア病院
所在地 神戸市中央区北長狭通４－７－２０
求人内容 正規職員・パート職員

(添付ﾌｧｲﾙ形式 Microsoft Word)
FAX：０７８－３８２－６４２９
郵送：〒６５０－００１７
神戸市中央区楠町７－５－２
神戸大学病院 放射線部
日下 亜起子宛

○順天厚生事業団
所在地 神戸市中央区楠町３－３－１３
求人内容 正規職員・嘱託職員
○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 期限付職員
○兵庫県病院局管理課
所在地 神戸市下山手通５－１０－１
勤務先 県立病院（募集病院は要問合せ）
求人内容 嘱託職員

【 兵庫県放射線技師会事務所について 】

○兵庫県立尼崎病院
所在地 尼崎市東大物町１－１－１
求人内容 パート職員

お電話による対応時間は
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

○西神戸医療センター
所在地 神戸市西区糀台５－７－１
求人内容 パート職員
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５/１

（木）

６/１

（日）

５/２

（金）

６/２

（月）

５/３

（土）

６/３

（火）

５/４

（日）

６/４

（水）

５/５

（月）

６/５

（木）

５/６

（火）

６/６

（金）

５/７

（水）

６/７

（土）

５/８

（木）

６/８

（日）

５/９

（金）

５/１０

（土）

５/１１

（日）

５/１２

（月）

５/１３

（火）

５/１４

（水）

第 261 回神戸頭部研究会

５/１５

（木）

シャウカステン６月号原稿締め切り

５/１６

（金）

５/１７

（土）

大阪胃腸会（銀杏会）

p.４

５/１８

（日）

マラソン・ハイク部練習

p.５

５/１９

（月）

５/２０

（火）

５/２１

（水）

５/２２

（木）

第 46 回「ＭＲＩの基本」読書会

p.５

５/２３

（金）

こうべ胃検診の会

p.５

５/２４

（土）

５/２５
５/２６
５/２７

第 281 回はりまＣＴ研究会
ソフトボール大会

p.４
p.２

p.４

６/９

（月）

６/１０

（火）

６/１１

（水）

６/１２

（木）

６/１３

（金）

６/１４

（土）

６/１５

（日）

６/１６

（月）

６/１７

（火）

６/１８

マラソン・ハイク部練習

p.５

健康ひょうご 21 県民運動推進 F p.２

JART 総会

フレッシャーズセミナー

p.３

（水）

第 11 回 ITC

p.８

６/１９

（木）

シャウカステン７月号原稿締め切り

６/２０

（金）

神戸西支部総会・研修会

p.８

６/２１

（土）

６/２２

（日）

第 102 回通常総会

p.１

６/２３

（月）

６/２４

（火）

（日）

６/２５

（水）

（月）

６/２６

（木）

（火）

６/２７

（金）

６/２８

（土）

６/２９

（日）

６/３０

（月）

５/２８

（水）

５/２９

（木）

阪神支部勉強会

p.６

５/３０

（金）

５/３１

（土）

技師のひろば～東西会
野球同好会
ＣｏＣＩＴ2014 春
MRI テクニカルカンファレンス
淡路支部勉強会・総会

p.６
p.２
p.７
p.７
p.７
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