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今年もエーザイ株式会社さまとの共催にて、開催いたします。   

多数のご参加お待ちしています。 

 

日 時 ： 平成２６年１２月６日（土）１４：００～１６：４５ 

場 所 ： 三宮研修センター ６階 ６０５号室 

            神戸市中央区八幡通４丁目２－１２ 

              TEL ０７８－２３２－００８１ 

参加費 ： 会員５００円  会員以外 ： ２０００円 

 

［情報提供］ １４：００～ 

    アリセプト レビー小体型認知症について 

 

［基礎講演］ １４：２０～ 

１） 画像からみる脳の解剖  

三菱神戸病院 画像技術科 山田 達也 技師 

２） 実践！頭部造影ＭＲＩ ～技師にできるひと工夫～ 

北播磨総合医療センター 中央放射線室 末廣 克義 技師 

 

［特別講演］ １５：３０～ 

      脳腫瘍における診断と最新治療 

             神戸大学大学院医学研究科外科系講座脳神経外科 

 篠山 隆司 先生 

 

 
 

お問い合わせ ： 神戸大学医学部附属病院 放射線部 ０７８－３８２－５１１１ 内線 ６３８３ 

                     学術理事 神澤 匡数 gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

「第１０回 兵庫県学術研修フォーラム」のご案内 

Ｓｃｈａｕｋａｓｔｅｎ 
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-厚生委員会- 

ビリヤード同好会のご案内 

今年最後の活動です。年末ぎりぎりになりましたが年末にふさ

わしい活動にしたいと思います。活動後には忘年会もしたいと

思います。 

初心者も大歓迎です。近隣にコインパーキング多数。 

日 時 ： 平成２６年１２月２７日（土） １５：００～１８：００ 

場 所 ： 元町 SUN  

ＴＥＬ ０７８－３２１－５１３５  

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 

           

－組織委員会－ 

賀詞交歓会のご案内 

 初冬の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清栄の

こととお喜び申しあげます。 

 さて、兵庫県放射線技師会では恒例の賀詞交歓会を下記要

領で催すこととなりました。ご多忙のところ恐縮でございますが、

万障お繰合わせのうえご参集下さいますようお願い申し上げま

す。   

  

日 時 ： 平成２７年１月９日（金） １８：３０開宴 

場 所 ： ANAクラウンプラザホテル神戸 

 ３５階Sky Banquet Floor “アーバンウインド”  

 山陽新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」直結 

 

会 費 ： １０，０００円 

 

問い合わせ  

 兵庫県立がんセンター 放射線部 伊関恵美子 

 TEL ０７８－９２９－１１５１ 

 

 
 

-学術委員会- 

第2回放射線セミナーのご案内 

兵庫県がん診療連携協議会、兵庫県放射線医会との共催で

第２回放射線セミナーを開催します。 

先月号で開催日に誤りがありましたので、お詫び申し上げます

と共に、下記日程に訂正します。皆様お誘い合わせの上、ご参

加ください。 

今回は消化管がんをテーマに企画しています。詳細は次号で

報告いたします。 

 

日 時 ： 平成２７年１月３１日（土）１４：００～１７：００ 

場 所 ： 神戸市教育会館 大ホール 

         〒６５０－０００４  

神戸市中央区中山手通４丁目１０番５号   

ＴＥＬ ０７８－２２２－４１１１ 

神戸市営地下鉄「県庁前」より徒歩５分 

参加費 ： 無料 

共催 兵庫県がん診療連携協議会 兵庫県放射線医会 

お問い合わせ 

神戸大学医学部附属病院 放射線部  

０７８－３８２－５１１１ 内線６３８３ 

学術担当 神澤 匡数  gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
 

100万＄の夜景をご一緒に・・・ 

mailto:gakujutsu25th@yahoo.co.jp


                              兵放技ニュース           平成２６年１２月１日発行 

3 

  －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」・

「研修会資料」等が閲覧できます。 

 

 

1２月パスワード 

 

シャウカステン紙面を 
ご覧ください。 

 

 

 

 

第 48回 Ｒ175 ＲＩ技術談話会開催のご案内 

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48回 R175 RI技術談話会を開催い

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 

日 時 ： 平成２６年１２月１１日（木） １８：３０～ 

場 所 ： 西区民センター 会議室３ 

               神戸市西区糀台５－６－１  

      ※前回と開催場所が異なりますのでご注意下さい！ 

会 費 ： ５００円 （軽食あり） 

内 容 

【 施設発表 】 

「 脳脊髄減少症における脳槽シンチの必要性  

～症例から学ぶ撮像条件の検討～ 」 

明舞中央病院 放射線科 半蔀 英敏 先生 

【 教育講演 】 

「 もう一度 画像処理を見直そう 第2回：画像再構成編 」 

日本メジフィジックス株式会社  関西画像センター 

             成田 篤 氏 

 

※ 認定単位 ： 日本核医学専門技師認定機構 3単位 

※ お車でお越しの際には、西神戸医療センターの駐車場を 

ご利用いただき、駐車券をお持ち下さい。 

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 ２０００） 

－神戸西支部－ 

第 91回こうべ胃検診の会のお知らせ 

1２月は、月初めの１２日に会を開催する予定です。今後も胃

部撮影の実務の参考になるよう考えていきますので、皆様奮っ

てご参加ください。 

内  容 （予定） ： １ 症例検討 

２ 撮影技術 

日程及び場所 （予定） ： 平成２６年１２月１２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 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸頭部研究会からのお知らせ 

寒気いよいよ厳しく、今年もあと僅かとなってまいりました。こ

の時期、そろそろ年賀状の作成を…と思いながらついつい先

延ばして、気がつけば年末!! 慌ててしまう自身です。前回は特

別講演会を行いました。テーマは「ここまでわかる頭部救急の

CT/MRI」と題し、数多くの医学教書をご執筆され、全国でもご高
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名な放射線科医師 井田正博先生を講師としてお招きしました。

講演では多数の症例を元に画像のポイントを簡潔にまとめられ、

頭に滑り込むように理解することが出来ました。更に理論的な画

像のみかたを修得し、診断価値の高い撮像技術を身につける

意識も高まりました。また、多種多様な数多くの質問にもテンポ

良くご回答いただき、日常業務の疑問解消へ結びつきましたね。

まさに多くの知識を得る臨床直結型の講演会となりました。先生

のお話の中に「放射線科は立って仕事をする部門」とありました。

常に緊張を持ち、動きのある業務に心掛けてゆこうと思いました。

さて、今月の定例会はお休みとさせていただきます。今回は下

記の通り忘年会を開催しますので、お誘い合わせのうえ是非ご

参加願います。また、来年定例会の内容は後日お知らせいたし

ますので、宜しくお願いします。              （田上修二） 

 

題 目 ： 年末だよ!! 恒例の大忘年会  

日 時 ： 平成２６年１２月１３日（土）１７：３０～ 

会 場 ： BAR&RESTAURANT NOMIENA (ノミーナ)  

         神戸市中央区下山手通２－１１－３０ TN-Ⅱビル１

F 東急ハンズ西の路地  

ＴＥＬ ０７８－３３３－６５４４ 

会 費 ： 問い合わせください。 

※ コース料理 もちろん飲み放題で!!  

ここのピザがまた美味しい！ 

連絡先   吉田病院 放射線科 森 勇樹  

ＴＥＬ ０７８－５７６－２７７３ 

-淡路支部- 

勉強会および意見交換会のお知らせ 

下記の通り、勉強会を予定しております。また勉強会終了後、

意見交換会も予定しておりますので、皆様お誘い合わせの上

振るってご参加ください。 

                   記 

【勉強会】 

日 時 ： 平成２６年１２月１３日（土）１５：００～１７：００ 

場 所 ： 兵庫県立淡路医療センター 大会議室 

講演１ ： 「放射線撮影業務における感染対策」 

講 師 ： 兵庫県立淡路医療センター  

感染管理認定看護師   正司 貴美子 

講演２ ： 「ガドリニウム造影剤 最近の動向」 

講 師 ： 兵庫県立淡路医療センター  

検査・放射線部       藤田 達也 

【意見交換会】 

日 時 ： 平成２６年１２月１３日（土）１８：００ ～  

場 所 ： 竹一（たけいち） 送迎バスあり 

※会場予約都合のため、意見交換会参加申し込みの締め切り

は１２/８（月）とさせていただきます。 

 

【申込み・問い合わせ先】 

兵庫県立淡路医療センター 検査・放射線部 藤田  

ＴＥＬ ０７９９－２２－１２００（内線３７５） 

第 85回 いちょう会（斎暢会）のご案内 

謹啓 晩秋の候、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。 

１２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 

記 

日 時 ： 平成２６年１２月１８日（木）１８：３０～２０：３０ 

場 所 ： 三宮研修センター 

内 容 ：Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～胃上部（Ｕ領域）撮影～ 

Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～隆起性病変～ 

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 100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、今回は『内視鏡検査のみかた』について企画しました。

講師の先生は昨年度、参加されました方々より、大変、ご好評を

頂きました日本消化器がん検診学会の評議員をされています、

阪本胃腸・外科クリニック院長の阪本 康夫 先生にお願い致し

ました。放射線技師を問わず，消化器内視鏡技師、また、内視

鏡検査に携わっておられる看護師の皆様にも，ぜひ，お声をか

けて頂き、一緒に、ご参加下さい。今回も以下の内容でお待ち

しております。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  

大阪府信用金庫健康保険組合健康管理センター  

中園 直幸 

                  記 

日 時 ： 平成２６年１２月２０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  

http://ichokai.kenkyuukai.jp/
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内容 ： 

症例検討  １４：３０～１５：３０ 

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。 

特別講義  １５：４５～１７：３０ 

『内視鏡検査のいろは～最新技術まで』その② 

       阪本胃腸・外科クリニック院長   阪本 康夫先生 

 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 

第 2回 兵庫医用画像情報システム研究会

開催のご案内 

この度、「第２回兵庫医用画像情報システム研究会」を下記の

通り開催させていただくことになりました。 

 今回の研究会では DICOM 規格を基礎から学ぶことに重点を

おいています。DICOM規格の中でも昨今の医用画像連携で用

いられるPDIに関する内容を中心に、聴講・ハンズオンを取り入

れた内容の構成を企画しています。実例に触れながら DICOM

規格の中でも DICOM TAG について、皆様と共に理解を深め

たいと考えています。 

（兵庫県立加古川医療センター 菅野 俊） 

                 記 

日 時 ： 平成２７年１月１０日（土）１３：３０～１７：５５ 

場 所 ： 兵庫県災害医療センター ２階 研修室 

参加費 ： １，０００円 

当研究会ホームページ（http://hmiisconference.wix.com/hmiis）

にて事前登録受付中です。 

詳細につきましては上記ホームページを御覧ください。 

［ プログラム ］ 

総合司会：市立加西病院 白山 健一 

Ⅰ．開会挨拶 １３：３０－１３：３５ 

     製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

Ⅱ．システム構築事例紹介 １３：３５－１４：１５ 

     製鉄記念広畑病院のシステム 

      ～放射線診療分野を中心に～ 

      講師 ： 廣田 朝司 

Ⅲ．基礎から学ぶDICOM規格 

    1. (仮)DICOM規格の基礎編 １４：１５－１５：１５ 

      講師 ： 山中 誠一 

◇ 休 憩 １５：１５－１５：３０ ◇ 

    2. PDIから学ぶDICOMとPACS １５：３０－１６：３０ 

      講師 ： 医学研究所 北野病院 高峰 景敏 

 3. (仮)DICOM規格の実践編 １６：３０－１７：５０ 

   講師 ： 山中 誠一 

Ⅳ．閉会挨拶  １７：５０－１７：５５ 

  姫路赤十字病院 大塚 義修 

※本研究会はつぎの認定学術集会です。 

・医療情報技師 （3ポイント） 

・医療画像情報精度管理士（4.5カウント） 

・医用画像情報専門技師 （6ポイント） 

申し込み・お問い合わせ   

      兵庫医用画像情報システム研究会 

         HP : http://hmiisconference.wix.com/hmiis 

         mail : hmiisconference@gmail.com 

－神戸東支部－ 

神戸東支部勉強会のお知らせ 

新年早々ですが、大腸検査について勉強会を下記の通り開催

いたします。 

勉強会終了後、情報交換会も執り行う予定にしていますので、 

多数ご参加くださるようお願いします。 

                記 

日時 ： 平成２７年１月１６日（金） １８：３０～ 

場所 ： 神戸市勤労会館 ４０３号室 

講師 ： 中院クリニック院長 中院達也先生 

      伏見製薬学術 

       問い合わせ先 ： 住吉川病院 岸本勝見 

                   ＴＥＬ ０７８－４５２－７１１１ 

 

―会費納入― 

お忘れないでしょうか？ 

本会は皆様の会費によって運営されています。会費納

入期限が毎年９月３０日となっております。 

事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の方は発

刊物の停止を１２月１日以降より行っています。 

申し訳ありませんが、ご了承いただきますようお願いい

たします。 

 

mailto:info@osaka-ichokai.com
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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 

○金沢クリニック 

所在地 神戸市中央区加納町６－６－１ 
求人内容  正規職員 

○神戸掖済会病院 

求人内容  正規職員 

○あんしん病院 

所在地 神戸市中央区港島南町１－４－１２ 
求人内容  正規職員 

○にしはら乳腺クリニック 

所在地 姫路市南町５ モルティひめじＢ－７ 
求人内容  正規職員 

○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 

○田中病院 

所在地 尼崎市武庫川町２－２ 
求人内容  正規職員 

○宝塚エデンの園附属診療所 
所在地 宝塚市ゆずり葉台３－１－１ 
求人内容  正規・パート職員 

○伊川谷病院 
所在地 神戸市西区池上２－４－２ 
求人内容  正規・パート職員 
所在地 明石市北王子町１３－７０ 
求人内容  パート職員 

○兵庫県立加古川医療センター 

所在地 加古川市神野町神野２０３ 
求人内容  パート職員 

○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 

○福本クリニック 

所在地 神戸市中央区東川崎町１－７－４ 
       ダイヤニッセイビル７Ｆ 
求人内容  パート職員 

 

 
 
 
 
 

今年度の事業日程について 

 

今年度の事業日程について、平成２７年１月以降の予定をお知

らせします。日程変更となることもありますので、参加の際は直近

のシャウカステンやホームページをご確認ください。 

みなさまのご参加をお待ちしています！ 

 

≪平成２７年≫  

１／９（金）       賀詞交歓会 

１／１３（火）       給与調査回答締め切り 

１／１８（火）      JART第５回読影セミナー（兵庫医大） 

１／３１（土）      第２回放射線セミナー 

２／１（日）        近畿地域放射線技師会 囲碁大会  

（和歌山県） 

２／１５（日）      近畿地域放射線技師会学術大会 （奈良県） 

２月末頃        読影セミナー 

３月初旬        組織研修会 

３／１４（土）      臨床学術講演会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 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 

会費納入状況 （平成２６年１０月３１日現在） 
会 員 数 ： １，２６９名 

会費納入率 ： ７７．３８％ 

会費未納者数 ： ２８７名 

            (前年度会費未納者数 ４７名)  

詳細はメンバーサイトへログインしてください。 
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≪ １２月スケジュール ≫    

１２/１ （月）  

１２/２ （火）  

１２/３ （水）  

１２/４ （木）  

１２/５ （金）  

１２/６ （土） 第10回学術研修フォーラム        p.１ 

１２/７ （日）  

１２/８ （月）  

１２/９ （火）  

１２/１０ （水）  

１２/１１ （木） 第48回Ｒ１７５ ＲＩ技術談話会       p.３ 

１２/１２ （金） 第91回こうべ胃検診の会          p.３ 

１２/１３ （土） 
神戸頭部研究会 忘年会            p.３ 

淡路支部勉強会・意見交換会        p.４ 

１２/１４ （日）  

１２/１５ （月）  

１２/１６ （火）  

１２/１７ （水）  

１２/１８ （木） 
第85回いちょう会（斎暢会）         p.４ 

シャウカステン１月号原稿締め切り 

１２/１９ （金）  

１２/２０ （土） 第100回大阪胃腸会（銀杏会）        p.４ 

１２/２１ （日）  

１２/２２ （月）  

１２/２３ （火）  

１２/２４ （水）  

１２/２５ （木）  

１２/２６ （金）  

１２/２７ （土） ビリヤード同好会               p.２ 

１２/２８ （日）  

１２/２９ （月）  

１２/３０ （火）  

１２/３１ （水）  

 

 

 

 

 ≪ １月スケジュール ≫ 

 

 

 

 

 

１/１ （木）  

１/２ （金）  

１/３ （土）  

１/４ （日）  

１/５ （月）  

１/６ （火）  

１/７ （水）  

１/８ （木）  

１/９ （金） 賀詞交歓会               p.２ 

１/１０ （土） 第2回兵庫医用画像情報ｼｽﾃﾑ研究会 

                      p.５ 

１/１１ （日）  

１/１２ （月）  

１/１３ （火）  

１/１４ （水）  

１/１５ （木） シャウカステン２月号原稿締め切り 

１/１６ （金） 神戸東支部勉強会          p.５ 

１/１７ （土）  

１/１８ （日）  

１/１９ （月）  

１/２０ （火）  

１/２１ （水）  

１/２２ （木）  

１/２３ （金）  

１/２４ （土）  

１/２５ （日）  

１/２６ （月）  

１/２７ （火）  

１/２８ （水）  

１/２９ （木）  

１/３０ （金）  

１/３１ （土） 放射線セミナー           p.２ 


