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第２６回 兵庫県放射線技師会学術大会 演題募集のお願い
今年度は、東播支部の協力のもと、学術大会を開催致します。
つきましては、会員の皆様の研究発表等を募集しますので、奮ってご応募下さい。
演題募集 ： 一般演題「自由演題」
テーマ演題 「ＰＡＣＳ・医療安全・技師読影技術・放射線被ばく」
申込み方法 ： 前抄録としてワード形式Ａ４サイズ１枚を下記の方法にて申し込んで下さい。
詳細は下記 【抄録原稿の書式】 をご覧下さい。（出来るだけ、ご発表内容がわかるようにお願いします。）
≪メール≫Ｅ－mail：gakujutsu25th@yahoo.co.jp（神澤あて）
≪郵送≫ＣＤまたはＵＳＢメモリにて下記までお願いします。
〒６５０－００２２ 神戸市中央区元町通５丁目２-３-１０１１
公益社団法人 兵庫県放射線技師会 宛
演題募集期間：平成２６年８月１日～平成２６年９月６日まで
【学術大会開催内容】
日 時 ： 平成２６年１１月２４日（月・祝）９：３０～１７：００（終了予定）
会 費 ： 会員１,０００円
大会テーマ ： 「価値への創造」
場 所 ： 加古川市民会館
〒６７５－００３１ 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地
お問い合わせ：神戸大学医学部附属病院 放射線部 ０７８－３８２－６３８３
学術理事 神澤 匡数 gakujutsu25th@yahoo.co.jp
【抄録原稿の書式】
１）Ａ４版ワープロ入力（office Word２００７以下でお願いします）。
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下さい。
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）かCenturyを使用して下さい。
５）句読点は、「、」と「。」を使用。
６）上段に、中央揃で、題名、演者の氏名を書いて下さい。題名のみ１２pt太字にして下さい。
７）図表のサイズは１MB 以内でお願いします（メールで送受信可能な範囲）。
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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

第 75 回日本診療放射線技師会
臨時総会報告
７月１８日、東京にて第７５回日本診療放射線技師会臨時総会
が行われ、兵庫県より２名（小田・日下）の代議員が出席した。
全出席者は１２６名（委任状４６名含む）。
今回の臨時総会では６月の総会時に審議できなかった環境
省委託事業「平成２６年度原子力災害影響調査等事業（福島県
外における住民の個人被ばく線量把握事業）委託業務」につい
て、１．事業案 ２．事業に伴う補正予算案の２議案を審議した。
事業案・補正予算案ともに賛成多数で可決した。
代議員より測定結果の情報公開の方法についての質問があ
り、執行部より、説明会に加え、希望する住民には個別に説明し、
被ばく相談にも対応するとの回答があった。また、情報公開に
ついての要望や今回この事業のために購入する線量計等を事
後に有効活用するように等の要望もあげられた。

-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。

-厚生委員会-

ハイキング同好会からのお知らせ
○富士山に登りませんか！
登山者が少ない「須走りコース」を登ります。
９月５日（金） ＪＲ神戸駅南 ２１：００発（バス）
９月６日（土） 須走り登山口 １１：００～本八合目
江戸屋 泊（走行６時間）
９月７日（日） 八合目～（３時間）～頂上～（３時間）～
須走り登山口～２０：００ 神戸着

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

参加・問い合わせ
小林 誓 （健康財団 ０８０－１４９０－９７２９）
赤松 曉 （厚生連 ０９０－４９０４－４４０７）

-厚生委員会-

野球同好会 活動報告
６月２１日（土）に三木総合防災公園にてナイターで明舞中央病
院チームと練習時試合を行ないました。天気のほうが少し心配
でしたが、時間いっぱいまでプレーすることができました。試合
のほうは、４－１で勝利しました。新しいメンバーの参加もあり、
これからが楽しみです。
※ 参加人数

平成２６年８月１日発行

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）

会員１２名

参加していただいた選手の皆さんお疲れ様でした。また、明舞
中央病院チームの皆さんありがとうございました。
なお、今年度の近畿地域放射線技師会野球大会は、平成２６年
１０月５日（日）、担当県は滋賀県です。
詳細は９月のシャウカステンにてお知らせします。
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－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

平成２６年８月１日発行
平成２６年９月１５日（祝）
ノエビアスタジアム神戸 １０：３０集合
神戸市兵庫区御崎町１－２

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）

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」・
「研修会資料」等が閲覧できます。

第 156 回神戸画像研究会のお知らせ
日 時 ： 平成２６年８月２１日（木） １８：３０～２０：３０
場 所 ： ホクシンメディカル神戸本社営業部 １階会議室
TEL ０７８－８０６－６７７２
演 題 ： 「症例検討 ～肝細胞癌の発見から治療まで～」
～各モダリティ（CT､MRI､Angio 等）画像で検証～
演 者 ： 竹内 氏 （神鋼病院）
会 費 ： 会員、会員以外 ５００円

８月パスワード

シャウカステン

問い合わせ先

をご覧ください

北都病院 放射線科 稲葉
TEL ０７８－５８３－１７７１

－神戸西支部－

第 87 回こうべ胃検診の会のお知らせ
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。前回は、誤嚥時対応のスペシャリストをお呼びしてハッフィ
ング、タッピング等をご指導いただきました。

-神戸西支部-

第 11～13 回マラソン・ハイク部練習の
ご案内

内

１ 症例検討
２ 撮影法
日程及び場所 （予定）
平成２６年８月２２日（金）
兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室
開催時間 １８：００から

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。
「第１１回マラソン・ハイク部練習（摩耶山）」
練習日
平成２６年８月１０日（日）８：００
新神戸駅改札１階下集合
市が原、トゥエンティクロス、穂高湖
「第１２回マラソン・ハイク部練習」
練習日
平成２６年８月２４日（日）９：００
ＪＲ塩屋駅改札集合
旧六甲縦走路、大師道
参加費
会員、非会員、一般
無料
準備
お風呂セット
「第１３回マラソン・ハイク部練習」
第１回ベジタブルワンダフルラン３０km を各自ランネットで申
し込んでください。

3

容 （予定）

兵放技ニュース

平成２６年８月１日発行

第 9 回 近畿救急撮影セミナーのご案内

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）

皆様方におかれましては、益々御健勝のこととお慶び申し上げ
ます。
今回は急性腹症をテーマにしました。シンポジウムでは各先
生方に画像検査のみならず理学所見、生化学検査など、撮影
前に知りうる情報にもスポットを当て、詳しく解説して頂く予定に
しております。我々がよく目にする急性腹症。撮影前にどのよう
なことを注意すべきか。皆様ともう一度深く考えていきたいと思
います。
近畿救急撮影セミナー代表 坂下惠治
（りんくう総合医療センター）

第 97 回大阪胃腸会（銀杏会）開催の
ご案内
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、前回から、中村 信美先生による『初心者から上級者の
胃Ｘ線読影』と題した、読影の講義がはじまりました。そこで今回
は、検診領域において、NPO 日本消化器がん検診精度管理評
価機構が構築し、全国的に普及されてきた“基準撮影法”（撮影
手技が簡明、技術格差の解消、画質の向上が大いに期待でき
る ）を再度、取り上げることにしました。さらに、理解度を深め、
読影精度が、高まる胃X 線写真を目指したいと思います。また、
画質の向上に、大いに関与していますバリウム製剤についても、
高濃度造影剤の適正な使用方法など、再確認することにします。
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

日 時 ： 平成２６年８月２３日（土）１４：３０～１７：４０
（１４：００～ 受付）
会 場 ： 国立病院機構大阪医療センター
緊急災害医療棟３Ｆ講堂
〒５４０－０００６
大阪府大阪市中央区法円坂２－１－１４
ＴＥＬ ０６－６９４２－１３３１（代表）
参加費 ： １，０００円
日本救急撮影技師認定機構対象セミナー ２ポイント
≪第９回プログラム≫
テーマ ｢基礎から学ぶ急性腹症
～当直時の目の付けどころ～｣

記
日 時 ： 平成２６年８月２３日（土） １４：３０～１７：３０
場 所 ： 尼崎中央病院 ４階講義室
兵庫県尼崎市潮江１－１２－１
TEL ０６-６４９９-３０４５（代）
参加費 ： １，０００円
内容：
講座Ⅰ 『高濃度造影剤の品質について』
講師 伏見製薬（株）竹内 修平
講座Ⅱ 『胃 X 線検査の基本的事項と基準撮影法』
講師 神戸大学医学部附属病院 拜原 正直

１４：３０～１６：３０ シンポジウム
「技師として知っておきたい勘どころ」
【セッション１】
大阪府済生会吹田病院 中央放射線科 青木 大悟先生
【セッション２】
近畿大学医学部附属病院 中央放射線部 角森 靖弘先生
【セッション３】
地域医療振興協会 市立奈良病院 医療技術部放射線室
葛和 剛先生
１６：４０～１７：４０ 特別講演
「『急性腹症の画像所見』
～お腹の中で何が起こっているの？～」
近畿大学医学部 放射線医学教室
放射線診断学部門 柳生 行伸先生
事務局 ： 兵庫県災害医療センター 放射線課内
〒６５１－００７３
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－３－１
ＴＥＬ ０７８－２４１－３１３１
担当 ： 宮安孝行

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。
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
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（前回の進み具合により変更あり）

－西播支部－

第 79 回 西播支部画像研究会のご案内

日 時 ： 平成 ２６年８月２８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

避暑の候、先生方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。
さて、先月台風の影響で中止になった勉強会を下記の要領に
て開催させて頂きます。本会は、診療放射線技師の撮影技術・
医療知識の向上を目的としております。
諸事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。
西播支部画像研究会
代表世話人 岩見 守人

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）

記

第 79 回 いちょう会（斎暢会）のご案内

日 時 ： 平成２６年８月２５日（月）１９：００～
場 所 ： 姫路商工会議所５階（５０２号室）
姫路市下寺町４３ ＴＥＬ ０７９２－２２－６００１

謹啓 初夏の候、皆様におかれましてはますますご活躍のこ
ととお慶び申し上げます。
８月度定例会を下記の内容にて開催いたします。ご多忙中とは
存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。
謹白

【一般演題】
１．造影剤に関する情報提供
第一三共株式会社
２．MRI 対応ペースメーカ留置患者の検査ワークフローの構築
姫路赤十字病院 放射線技術部 天川 善晃 氏
３．当院における MRI 画像検像の取り組み
姫路赤十字病院 放射線技術部 藤岡 護 氏
【特別講演】
MRI 検査の用語説明
（株）フィリップス エレクトロニクスジャパン
望月 智広 氏
【症例検討＆ディスカッション】
頭部領域
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 氏
頭部 MRA の最適条件
（株）フィリップス エレクトロニクスジャパン
濱島 俊太 氏
参加費 ： 会員５００円、非会員１，０００円
尚、当日は軽食をご用意させていただきます。
共催
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記
日 時 ： ８月２８日（木）１８：３０～２０：３０
場 所 ： 三宮研修センター
内 容 ：Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～バリウムの流れ
胃中部（Ｍ領域）撮影～
Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～形の異常～
Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～
参加費 ： １，０００円/１回
連絡先

恵生会アプローズタワークリニック
TEL ０６－６３７７－５６２０ 担当/中川
E-mail ： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆
http://ichokai.kenkyuukai.jp/

第 1 回 心血管ＭＲ画像研究会のご案内

第一三共株式会社

『心臓・大血管』に重点をおいた MRI 研究会を開催いたします。
初歩的な内容から、解りやすい検査の理解とより良い画像描出を
中心に検討したいと考えています。 諸事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あげます。

第 49 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、４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
だけでも結構ですので、是非ご参加ください。

日 時 ： 平成２６年８月３０日（土） １５：００～１７：００
場 所 ： チサン ホテル 神戸 ３F 六甲
神戸市中央区中町通２－３－１
TEL ０７８－３４１－８１１１
会 費 ： 無料 （会員･会員外）
＜テーマ＞
『心臓 MR 撮影のルーチンとガイドライン』
心臓撮像ルーチンに何をプラスするのがベストかを知る!!

第４９回は、「PartⅡ 高速撮像法」
第１９章 高速スピンエコー法
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『造影剤リスクマネジメント』
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求 人 情 報

バイエル薬品株式会社

【テクニカルレクチャー】
『心血管撮像の心電図 ABC と不整脈患者の対処法』
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
MR Application Specialist 望月 智広

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
○丸山病院
所在地 神戸市長田区丸山町３－４－２２
求人内容 正規職員

【特別講演】
『今日からはじめる心臓 MRI』
済生会松山病院 放射線科 医長 城戸 倫之 先生

○神戸マリナーズ厚生会病院
所在地 神戸市中央区中山手通７－３－１８
求人内容 正規職員

※当日、会終了後情報交換会を予定しております。
問合せ 北播磨総合医療センター 後藤吉弘
TEL ０７９４－８８－８８００
yoshihirogotoh@yahoo.co.jp

○西宮協立脳神経外科病院
所在地 西宮市今津山中町１１－１
求人内容 正規職員
○おおくまセントラル病院
所在地 尼崎市東園田町４－２３－１
求人内容 正規職員

神戸頭部研究会からのお知らせ
例年と比し空梅雨と思えるような時期も終え、既に夏真っ盛り
となってまいりました。やや暑さが応える年齢となってきました
が、しっかり頑張ってゆきたく思います!! 前回の定例会では、
シリーズ企画である「ガイドラインからみる脳疾患」で『脳ドック』
を取り上げました。脳ドックの意義、進め方、検査項目等を脳ドッ
クガイドラインから紐解いて、行うべき検査方法・手技を聴きまし
た。また脳 MR 検査では画像の評価方法をまとめ、加齢による
変化と病的所見の区別をまとめました。「疾患」からは少し離れ
た内容となりましたが、わが国独自の脳の健診システムが理解
できましたね。後半は seri,「こんな症例ありました」で『下垂体卒
中』を行いました。下垂体腫瘍の種類、症状や病態、画像所見
の拾い方を詳細に説明いただき、多くの画像で「みる力」を養う
ことが出来ました。巨大になりすぎた腫瘍、また鑑別疾患なども
含め、稀な本症例もしっかり知識として得ることが出来ました。頭
痛と目の症状!! これは忘れないようにしましょう。さて、今月の
定例会はお盆のためお休みとさせていただきます。また、９月
定例会の詳細は後日お知らせいたします。（田上修二）

○神戸アドベンチスト病院
所在地 神戸市北区有野台８－４－１
メンバーサイトへログインしてください
求人内容
正規職員
○田中病院
所在地 尼崎市武庫川町２－２
求人内容 正規職員
○大山病院
所在地 西脇市黒田庄町田高３１３
求人内容 正規・パート職員
○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
○久保みずき女性検診クリニック
所在地 神戸市西区糀台６－５－３
神戸西神オリエンタルホテル ３Ｆ
求人内容 パート職員
○加古川西市民病院
所在地 加古川市米田町平津３８４－１
求人内容 パート職員

速報!! 頭研恒例の特別講演会が１１月８日（土）に決定。
またご高名な先生にお話しいただく準備を進めております。

○兵庫県立淡路医療センター
所在地 洲本市塩屋１－１－１３７
求人内容 パート職員

会費納入状況 （平成２６年６月３０日現在）
会 員 数 ： １，２４６名
会 費 納 入 率 ： ４６．３１％
会費未納者数 ： ６６９名
(前年度会費未納者数 ６８名)

【 兵庫県放射線技師会事務所について 】
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
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≪ ８月スケジュール ≫
８/１
８/２
８/３
８/４
８/５
８/６
８/７
８/８
８/９
８/１０
８/１１
８/１２
８/１３
８/１４
８/１５
８/１６
８/１７
８/１８
８/１９
８/２０
８/２１
８/２２
８/２３

（金）
（土）

８/２４
８/２５
８/２６
８/２７
８/２８

（日）
（月） 第 79 回西播支部画像研究会
（火）
（水）
（木） 第 49 回「ＭＲＩの基本」読書会
第 79 回いちょう会（斎暢会）

８/２９
８/３０
８/３１

≪ ９月スケジュール ≫

（金）
（土） サーベイメータ比較校正実習 （先月号参照）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
p.３
（日） マラソン・ハイク部練習
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木） シャウカステン９月号原稿締め切り
第 156 回神戸画像研究会
第 87 回こうべ胃検診の会
第 9 回近畿救急撮影セミナー
第 97 回大阪胃腸会（銀杏会）
マラソン・ハイク部練習

（金）
（土） 第 1 回心血管ＭＲ画像研究会
（日）
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９/１
９/２
９/３
９/４
９/５
９/６
９/７
９/８
９/９
９/１０
９/１１
９/１２
９/１３
９/１４
９/１５
９/１６
９/１７
９/１８
９/１９
９/２０
９/２１

p.３
p.３
p.４
p.４
p.３

９/２２
９/２３
９/２４
９/２５
９/２６

p.５

９/２７
９/２８
９/２９

p.５
p.５

９/３０

p.５
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（月）
（火）
（水）
（木）
p.２
（金） ハイキング同好会
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
p.３
（月） マラソン・ハイク部練習
（火）
（水）
（木） シャウカステン１０月号原稿締め切り
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
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庶 務 報 告 (平成２６年７月１６日)
《新入会員》 安居
池田
山本
片山

克真
菜摘
滝人
綾香

＜東播支部＞
＜東播支部＞
＜神戸西支部＞
＜神戸東支部＞

北播磨総合医療センター
野木病院
神戸市立医療センター西市民病院
甲南病院

《再入会員》 前田 善裕 ＜阪神支部＞
谷口 慎二 ＜東播支部＞

兵庫医科大学病院
北播磨総合医療センター

《転入会員》 長屋 重幸 ＜淡路支部＞

聖隷淡路病院 ← 静岡県より

《転出会員》 西尾 孝司 ＜淡路支部＞

聖隷淡路病院 → 静岡県へ

《県内異動》 奥村

広島国際大学
神戸総合医療専門学校
岡山大学
神戸総合医療専門学校

徹 ＜東播支部＞ 兵庫県立加古川医療センター
→ ＜西播支部＞ 兵庫県立粒子線医療センター

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》
＜姓名変更＞
小形 朋子 ＜神戸西支部＞ 西神戸医療センター
→ 原田 朋子 （支部・勤務先変更なし）

ニュース原稿等の投稿について
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。
E-mail：hyogo_gishikai_koho@yahoo.co.jp (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
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日下 亜起子宛

