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新年あけましておめでとうございます
（公社）兵庫県放射線技師会会長

清水 操

会員の皆様におかれましては、健やかに新しい年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
旧年中は会務運営に多大なるご支援、ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。
まずご報告としまして、昨年第 186 回通常国会において「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた
めの関係法律の整備等に関する法律」（医療介護総合確保推進法）が成立し、平成 26 年 6 月 25 日に公布されました。
この法律には診療放射線技師の業務範囲拡大に関する診療放射線技師法の改正が含まれており、ようやくグレーゾー
ンであった業務について、法律の下に診療放射線技師の業務であることが明らかとなりました。技師法改正に至るまで、
日本診療放射線技師会をはじめ全国の地方技師会が連携し、精力的に厚生労働省への働きかけを行ってきたことが
功を奏したのだと思います。
ただし、技師法改正がゴールではなく、この業務範囲拡大などを通じて「診療放射線技師」という職業をさらに発展さ
せなければなりません。造影剤の血管内投与に関する業務、下部消化管検査に関する業務への対応として、来年度以
降「業務拡大に伴う統一講習会」を開催いたします。実施計画につきましては、現在日本診療放射線技師会が準備を進
めており、開催要領等が決定しましたら会員皆様へご案内させていただきます。どうか会員皆様におかれましては本統
一講習会を受講していただきますようお願いいたします。
さて、公益社団法人へ移行し早や 2 年半が経過しました。実感として、会務運営において事業バランスの難しさを感じ
ています。公益、共益事業の割合だけでなく、本部で開催すべきか支部に任せるべきか。ここ数年、日放技からの委託
事業（基礎技術講習等）等が増える傾向にあり、本部役員をはじめ関係委員会委員、支部役員の負担が大きくなってき
ております。そこで、来年度は理事を若干名増やすとともに少し事業を整理することを検討しています。
「兵放技」の歴史と伝統を守り、さらなる発展を！ これは会長の使命であると認識しています。その使命を果たすため、
日頃から多くの方に事業遂行に際し、ご尽力いただいていることに心から感謝を申し上げます。
役員一同、会員の皆様とともに“県民から見える職業”への歩みを着実に進めることをお願いしまして年頭のご挨拶と
いたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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あけましておめでとうございます
阪神支部 支部長

平成２７年１月１日発行
謹んで新春のお慶びを申し上げます
神戸西支部 支部長

前田 勝彦

皆様におかれましては、健やかに新しい年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。旧年中は支部行事にご支援、ご協力を
賜り誠にありがとうございました。
時が経つのは早いもので、私が支部長になって２年半が経過
しました。１年目は右も左も分からず、支部役員や県理事の
方々、兵庫県会員の皆様に助けられ、年４回の学術勉強会を柱
とした支部活動の体制を構築しました。２年目は会則の見直しと
役員の補充をすることで、より充実した支部活動を目指しました。
３年目は学術勉強会以外の新たな催しを企画することを目標と
し、夏にバーベキュー大会を開催しました。若い方の技師会離
れが問題となっている昨今ですが、１人でも多くの方に会員に
なっていただけるように、今年度も気軽に参加でき、知識や親
睦を深められる活動を企画、運営していきたいと考えておりま
す。
最後に会員の皆様の益々のご健康とご多幸をお祈りし、年
頭のご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお願いいたし
ます。

高井 夏樹

新年明けましておめでとうございます。昨年は新体制で不慣
れではありますが研修会や親睦会を無事に開催することが出来
ました。これも小林前支部長を始めとする前役員様ならびに新
役員様、他支部の皆様、研修会にご参加下さいました会員の皆
様の御力添えのおかげでございます。心より御礼申し上げま
す。
神戸西支部は、“垣根を越えた交流”を念頭におき、近年で
は研修会が少なくなりました“一般撮影”をテーマにした研修会
を進めて参りました。その結果、多数の若い方々、匠の域の
方々、他県の方々までご参加下さり大盛況となりました。皆様の
真剣に学ぶ姿勢に胸が熱くなる思いを致しました。
新年度には、 “一般撮影”の魅力をさらに感じて頂けるように
企画を進めつつ、他にも大切な項目であります“日々の機器管
理”や“救急撮影”や“胸部 X 線の被ばく線量と画質”などもテー
マに取り入れて参りますので、ぜひ足を御運び下さいます様よ
ろしくお願い致します。
未熟な所が多々ございますが、これからも努力して参ります
ので、引き続き皆様のご指導とお力添えをよろしくお願い申し上
げます。
皆様のご健康と更なるご活躍を祈念致しまして、年頭のあいさ
つとさせて頂きます。

新年 あけましておめでとうございます
神戸東支部 支部長 岸本 勝見
会員の皆様におかれましては健やかに新しい年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
旧年中は、技師会理事の皆様および支部会員皆様のご協力
のもと支部活動を終えることができました。
この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。
今の医療情勢におきまして、病院運営を行うのに大変厳しい
時代に入ってきました。すなわち、病院に勤務する私たちにと
って生活を脅かす時代になったのではないかと考えます。
これからの診療放射線技師にとっては、進歩し続ける技術の習
得と経営に関する知識の習得を余儀なく求められるのではない
かと思います。
今年度の支部活動の目標として上記の２項目を中心に会員
の皆様のスキルアップを目指して頑張っていきますので理事の
皆様、会員の皆様のお力添えを賜りますようにお願い申し上げ
ます。

明けましておめでとうございます
淡路支部 支部長

神戸東支部におきまして、役員一同、年を重ねてまいりました。
今後、技師会及び神戸東支部の発展のため参加、活躍していた
だきたい元気のある若い東支部会員の方々を募集しています。
もし、おられましたら支部長までご連絡ください。
連絡先：住吉川病院 ０７８－４５２－７１１１ 岸本まで
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明けましておめでとうございます。
昨年は、役員の皆様を始め、会員の皆様にご協力頂いたお
かげで、滞りなく淡路支部の活動が出来たこと、とても感謝して
います。
近年、人と人の交流の幅が少なくなっている中で、世代を超
え、施設間を超えた交流の場の一つとして、淡路支部も活動が
出来ればいいと思っていますので、積極的な意見、感想を頂け
ると、とても参考になります。
淡路支部は、会員数の少ない支部です。
その特徴を活かしながら、今年は、勉強会、レクリエーション
をはじめ、ソフトボール２連勝を目標に活動していこうと思いま
す。色々とご迷惑をおかけすると思いますが、どうぞよろしくお
願いします。
最後に、皆様が、健康で、幸多き一年となりますよう心よりお
祈り申し上げ、年始のあいさつとさせて頂きます。
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新春を迎え 謹んでお慶びを申し上げます
東播支部 支部長 深田 照明

明けましておめでとうございます。
但馬支部 支部長 田野 貞広

新年明けましておめでとうございます。旧年中は勉強会、ゴ
ルフ大会などの支部事業に多くの皆様に参加して頂き、本当に
有難うございました。
また11月の兵庫県放射線技師会学術大会を東播支部担当に
て開催しましたが、市民公開講座に60 名を超える皆様にご参加
頂き、会員の方々との交流も深まり盛会におえることが出来まし
た。これも参加して頂いた 160 名近くの会員、発表者並びに座
長、県学術委員、支部実行委員の皆様のご協力のおかげです。
ここに改めて厚くお礼申し上げます。この大会で技師会会員の
団結力や仲間を思う思いやりの心の強さ、そして運営・企画力
の高さなどを再認識でき本当に嬉しく思っています。
さて今年のトピックスとして、支部勉強会が30年近い年月を経
て、3 月19日開催の勉強会で通算150 回目を迎えます。記念的
な勉強会になるように企画を考えています。ぜひ多くの皆様に
ご参加頂き、先輩たちの活動の歴史を振り返って頂ければ幸い
です。
最後に皆様のますますのご健勝、ご多幸をお祈り申し上げて、
年頭のご挨拶と致します。

旧年中は支部活動に多くの会員の方の協力を賜り大変ありが
とうございました。
本年も昨年同様よろしくお願いします。
昨年は限られた人数で挑戦しましたソフトボール大会でした
が、無事最後まで参加できたことに感謝しております。但馬・丹
有合同研修会では支部独自の演題に取り組み、会員の方々より
応援の言葉をいただき、今後の励みになったことが忘れられま
せん。本年も会員の方の協力が自然と生まれるような魅力ある
企画を作り、より一層の会員の繋がりを築きたいと考えておりま
す。会員の方へは支部活動の中で学術を中心に多方面の分野
の研究を報告していただきたいと思います。みなさんの今後の
活躍に期待しております。
さて、本年は業務拡大に伴い多忙な１年が予想されます。会
員の方の講習会受講、医療現場での新しい取り組み、支部活動
も盛り沢山です。体調管理を怠らず、健康で楽しい年にしましょ
う。

あけましておめでとうございます
丹有支部 支部長 廣瀬 之衛

新年 明けましておめでとうございます
西播支部 支部長 前田 文彦

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、丹有支部会員の皆様には大変お世話になりありが
とうございました。
皆様のご支援・ご協力を賜り、無事に事業計画どおりに遂行で
きましたこと、感謝します。
今年度も引き続き、多くの会員様が参加できる活動を企画して
いきたいと思っておりますので、ご協力・ご指導を宜しくお願い
します。
特に、今年度の学術大会は丹有支部が担当であり、エックス
線が発見されて 120 年目の記念すべき年の大会がすばらしい
ものとなりますよう皆様のご協力を宜しくお願いします。
最後に会員様の益々のご健康とご多幸をお祈りして、年頭の
挨拶とさせていただきます。
今年もよろしくお願いします。

昨年の支部役員交代に伴い、支部長の大役を引き受けてか
ら約1 年、皆様のご支援・ご協力のもと、何とか支部行事を行うこ
とができ、心より感謝申し上げます。
昨年、診療放射線技師の業務拡大に関する法律が改正され
我々の業務が一段と幅広く行えるようになった事は喜ばしい事
と考えます。業務拡大に関しては各施設の中で、様々な考えが
あろうかと存じます。しかしながら、この事を前向きに捉え、いつ
でもこの業務拡大に対応できるよう知識を備えておく事も重要で
あると思います。
西播支部でも昨年日放技主催の静脈注射（針刺しを除く）講習
会を開催しました。今後も、日放技・兵放技と連携をとり、会員の
皆様のお役に立てる勉強会・講習会の開催を行っていきたいと
考えておりますので、ご支援・ご協力の程宜しくお願い致しま
す。
最後に、皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈りし、年頭のご
挨拶とさせて頂きます。
本年も宜しくお願い致します。
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－組織委員会－

平成２７年１月１日発行

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

賀詞交歓会のご案内
新春の候、会員の皆様におかれましては、つつがなく新年を
お迎えのこととお慶び申しあげます。
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
領で開催する運びとなっております。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。

≪基礎講演≫
「始めようＣＴ colonography ～準備から画像の基礎まで～」
尼崎中央病院
鎌田 照哲
≪特別講演１≫
「ＣＴ colonography を用いた大腸がんの画像診断」
国立がん研究センター中央病院
放射線診断科
三宅 基隆
≪特別講演２≫
「大腸がんにおける集学的治療」
明和病院 外科部長 木村 文彦

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

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

－企画委員会－

第 1 回 読影補助勉強会（仮）のお知らせ
読影補助についての勉強会を計画しています。
内容については今後変更の可能性があります。詳細につきまし
ては再度、次号シャウカステンでご確認下さい。

100 万＄の夜景をご一緒に・・・

日 時 ： 平成２７年２月２８日（土）１４：００ごろ～
場 所 ： エーザイ株式会社 神戸コミュニケーションオフィス
神戸市中央区東川崎町１－７－４
ハーバーランドダイヤニッセイビル １７Ｆ
ＴＥＬ ０７８－３６０－５６３０
講 師 ： 吉田病院 副院長 山浦 生也 先生
内 容 ： 「専門医が伝えて欲しいこと」≪頭部領域≫

-学術委員会-

第 2 回放射線セミナーのご案内
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。
今回のテーマは大腸がんの診断と最新治療です。
皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。
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-医療サービス向上特別委員会-

－広報委員会－

原稿募集のご案内

会員専用サイト（member's site）
入室用ＩＤとパスワードの発行

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。

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。

1 月パスワード
シャウカステン紙面をご覧ください

兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/

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

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）

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）

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）
にて詳細を掲載しています。
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［ 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

平成２７年１月１日発行
２．RSNA２０１４レポート ～アンギオ・MRI・CTの
最新情報をいち早くお伝えします!!～

シーメンス・ジャパン株式会社
AXビジネスマネージメント部
矢野 喜照 氏
MRIビジネスマネージメント部 宇根田 宏徳 氏
ＣＴビジネスマネージメント部 佐々木 信治 氏
日 時 ： 平成２７年１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
連絡先

吉田病院 放射線科 森 勇樹
ＴＥＬ ０７８－５７６－２７７３

－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。

※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）

記

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

日
場
講
講
講

平成２７年１月１６日（金） １８：３０～
神戸市勤労会館 ４０３号室
中院クリニック院長
中院 達也 先生
「がんの発生動向と大腸検査あれこれ」
株式会社 伏見製薬所
開発推進室 安藤延夫 先生
演 題 ： 「大腸 CT における前処置及びタギングの現状から
未来」

第 267 回神戸頭部研究会のお知らせ
新年明けましておめでとうございます。昨年の定例会も多くの
方にご参加をいただき、有意義な定例会を行うことが出来ました。
また施設、メーカー間の交流もより一層深まり、様々な情報交換
が行われました。どうもありがとうございました。特別講演会では
放射線分野でご高名な先生をお招きし、１００名を超える参加者
のもと、盛大に開催することが出来ました。今年もまた話題に富
んだ活気のある研究会を進めてまいりますので、どうぞ宜しくお
願いいたします。
さて、今年第一弾の定例会は下記の要項で行います。おさえ
ておきたい造影剤の知識。知っておきたい最新の機器情報!!
今回は造影剤と検査モダリティを取り上げてゆきます。初めての
方も大歓迎です!! 是非、ご参加下さい!!
（田上修二）

時
所
師
題
師

：
：
：
：
：

問い合わせ先 ： 住吉川病院 岸本勝見
ＴＥＬ ０７８－４５２－７１１１

第 287 回はりまＣＴ研究会のご案内
テーマ ： 新春特別講演 ～CT 造影検査/MRI 非造影検査～
日 時 ： 平成２７年１月１６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）
新年あけましておめでとうございます。一年の計は元旦にあ
りと言います！
素敵な目標を掲げて今年一年も頑張りましょう！年初め恒例の
特別講演として『CT 造影検査/MRI 非造影検査』というテーマで
講演をしていただきます。今年も世話人一同、張り切っていきま

題 目 ： １．ここがポイント!! 造影剤副作用マネージメント
光製薬（株） 関西エリア 原島 誠 氏
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すのでよろしくお願いします。
多数のご参加をお待ちしております。

特別講義
『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』 その③
講師 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師 中村 信美先生

講師・演題
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
「CT 最新トピックス/造影検査について」
CT 営業技術
井下 裕行
「MR 最新トピックス/非造影 MRA 検査について
～心臓中心に～ 」
MR 営業技術
逸見 広治

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)

※今回は通常の開催日と異なり、第３金曜日の開催となりま
す。お間違いのないよう、よろしくお願い致します。

※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

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。
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 53 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。

第 101 回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内
拝啓 謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、当研究会に対しまして、ご支援、ご鞭撻を賜りました
ことを心より感謝申し上げます。さて、本年の第一回目は中村
信美先生による『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』の講義を行
います。シリーズ３回目となります。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、日常業務、認定技
師試験対策など、実践的で大いに活用できる内容です。前回、
参加されました方々からの熱心な質問にも、文献にもとづき理
論的に、分かり易く解説して頂きました。我々も、ご指導頂いて
おります“読影のイロハ”をお手本とし、簡明な所見用語を用い、
その使い方など、確認しながら手順を追って学んで行きたいと
考えています。新年を迎え、ご多忙とは存じますが、どうぞ、み
なさん、奮ってご参加ください。
敬具

第５３回は、「PartⅡ 高速撮像法」
第２３章 新しい撮像技術
（前回の進み具合により変更あり）
日 時 ： 平成 ２７年１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）

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２７年１月１７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：

神戸ＭＲの会 定例会のご案内
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
致します。
さて、今回は「頭部MRA」をテーマに下記の通り定例会を開催し
ます。ご多忙中とは存じますが、多数のご参加をお待ちしてお
ります。
記
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日 時 ： 平成２７年１月２７日(火) １９：００～２１：００
場 所 ： 神戸リハビリテーション病院 ２階会議室
会 費 ： 会員・会員以外 ５００円

平成２７年１月１日発行
末廣 克義 まで
ＴＥＬ ０７９４－８８－８８００（代）
ＦＡＸ ０７９４－６２－９９２６（中放直通）

【タイトル】
１）「頭部 MRA の基礎と最新技術（サイレントスキャン等）[仮]」
GE アプリケーショントレーナー
２）各施設の頭部 MRA の工夫
宝塚市立病院 安藤厚志
順心病院 演者未定
王子会神戸循環器クリニック 大西宏之

第 149 回 東播支部勉強会のお知らせ
今回は脳外科で有名な西脇病院での脳血管障害の治療、特に
急性期虚血性脳梗塞に対する血流再開について勉強したいと
思います。
日 時 ： 平成２７年１月２９日（木）１９：００～２１：００
(１８：３０受付)
場 所 ： 西脇市立西脇病院 講堂（東面）
西脇市下戸田６５２番地の１
内容
１. 当院における血管内治療について
西脇市立西脇病院 放射線部 藤 勇介技師
２. ソリティア（血栓除去デバイス）の特徴と有用性
コヴィディエンジャパン株式会社 田中 信幸氏

お問い合わせ先
神戸リハビリテーション病院 放射線科 松尾佳展
ＴＥＬ ０７８－７４３－８２２５

臨床画像研究会（若葉会）第 94 回定例会の
ご案内
新年おめでとうございます。今年も世話人一同、臨床現場に
役立つ研究会をめざし頑張りますので、ご支援くださいますよう
よろしくお願い致します。
現在、シリーズ『極める！～画像診断～』と題し、単純 X 線の
画像診断・撮影法を中心に、キホンから見直し学んでいく内容
ですすめています。今回は第 4 弾、脊椎領域・胸腰椎です。症
例や CT・MRI 画像を交えながら、単純 X 線像の読影や撮影に
ついて学ぼうと考えています。皆様お誘い合わせの上ご参加下
さいますようお願い申し上げます。
シリーズ『極める！～画像診断～』１４．単純 X 線写真の撮影
法・読影を中心に ④胸・腰椎

問い合わせ 西脇市立西脇病院 放射線部 小林 美和
ＴＥＬ ０７９５－２２－０１１１

－神戸西支部－

第 3 回神戸西支部研修会のお知らせ
神戸西支部主催の研修会のご案内です。
“ 一般撮影 ”をシリーズで学びます。
第３弾は、① 肘関節（後編） ② 膝関節 です。 （お詫び：脊
椎から膝関節に変更）
肘関節では、「尺骨神経溝撮影の解明と新撮影法」、「tangential
撮影法」、「野球肘の成り立ちと撮影法」などです。肘のあらゆる
撮影に自信が持てるようになります。
膝関節では、立位と臥位の側面撮影のコツも学んで頂きたいと
思います。明日から一般撮影の仕事がより一層楽しくなります。
どなたでもご来場下さい。

１．胸腰椎の単純Ｘ線撮影について
～画像解剖・撮影法・神経症状を含めて～
担当：明舞中央病院 放射線科 須賀俊夫（診療放射線技師）
２．胸腰椎の CT
～よくみる疾患を中心に なにを診る？どう撮る？～
担当：明石医療センター 放射線科
下澤秀輔（診療放射線技師）
３．胸腰椎の MRI 画像診断 ～MR 画像を解剖する！～
担当：大久保病院 放射線科 川嶋咲由（診療放射線技師）

内 容：
≪研修会≫ 一般撮影
① 肘関節（後編）…三菱神戸病院
高井 夏樹
② 膝関節…ほくと記念こやまクリニック 田上 修二

日 時 ： 平成２７年１月２８日（水） １９：００～
場 所 ： 北播磨総合医療センター ２階 大会議室
〒６７５－１３９２ 小野市市場町９２６－２５０

日 時 ： 平成２７年２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）・・・・・・・・・５００円
（非会員）・・・・・・・１，０００円
（学生・一般）・・・・・・無料

ご注意）大会議室へは、セキュリティーのため本館２階北側
『職員玄関』のみ出入り可能です。
お問い合わせ
北播磨総合医療センター 診療支援部 中央放射線室
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お問い合わせ： 三菱神戸病院 ＴＥＬ ０７８－６７２－２６１０
神戸西支部 支部長 高井 夏樹

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
○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
○入江病院
所在地 姫路市飾磨区英賀春日町２－２５
求人内容
正規職員
会員ページにログインしてください
○カーム尼崎健診プラザ
所在地 尼崎市御園町５４ カーム尼崎２Ｆ
求人内容 正規職員

第 88 回 いちょう会（斎暢会）のご案内
謹啓 新春の候、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。
２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

○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

日 時 ： 平成２７年２月２６日（木）１８：３０～２０：３０
場 所 ： 三宮研修センター
内 容 ：Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～胃下部（Ｌ領域）撮影～
Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～陥凹性病変～
Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～
参加費 ： １，０００円/１回

○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

連絡先

○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

○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

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/

○いわくら脳神経外科頭痛クリニック
所在地 神戸市須磨区中落合３－１－１０
ＬＵＣＣＡ名谷３Ｆ
求人内容 パート職員
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【 兵庫県放射線技師会事務所について 】

―会費納入―

お電話による対応時間は

お忘れないでしょうか？

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

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。

お願いします。
TEL（０７８）３５１－５１７２

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。

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。

会費納入状況 （平成２６年１１月３０日現在）
会 員 数 ： １，２７１名
会 費 納 入 率 ： ７８．４４％
会費未納者数 ： ２７４名
(前年度会費未納者数 ４７名)

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。
）

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）
１／１３（火）
１／１８（火）
１／３１（土）
２／１（日）
２／１５（日）
２／２８（土）
３月初旬
３／１４（土）
３／２２（日）

※メール受領後、受領確認メールを返信しています。
数日たっても返信がない場合はお手数ですが
お電話にてご確認ください。

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)

賀詞交歓会
給与調査回答締め切り
JART 第５回読影セミナー（兵庫医大）
第２回放射線セミナー
近畿地域放射線技師会 囲碁大会
（和歌山県）
近畿地域放射線技師学術大会 （奈良県）
読影補助勉強会（仮）
組織研修会
臨床学術講演会
兵庫県放射線技師会第１０３回通常総会

FAX：０７８－３８２－６４２９
郵送先および問い合わせ：
〒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
ＴＥＬ ０７８－３８２－６３８３
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≪ １月スケジュール ≫
１/１
１/２
１/３
１/４
１/５
１/６
１/７
１/８
１/９

（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 賀詞交歓会

≪ ２月スケジュール ≫
２/１
２/２
２/３
２/４
２/５
２/６
２/７
２/８
２/９

p.４

第 2 回兵庫医用画像情報ｼｽﾃﾑ研究会

１/１０

（土）

１/１１
１/１２
１/１３
１/１４
１/１５

（日）
（月）
（火）
（水） 第 100 回神戸頭部研究会
（木） シャウカステン２月号原稿締め切り

１/１６

（金）

１/１７
１/１８
１/１９
１/２０
１/２１
１/２２
１/２３
１/２４
１/２５
１/２６
１/２７
１/２８
１/２９
１/３０
１/３１

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

２/１０
p.５

神戸東支部勉強会
第 287 回はりまＣＴ研究会
第 101 回大阪胃腸会（銀杏会）

２/１１
２/１２
２/１３
２/１４

p.６

２/１５
２/１６

p.６
p.６
p.７

２/１７
２/１８
２/１９
２/２０
２/２１
２/２２

「ＭＲＩの基本」読書会

２/２３

p.７

２/２４
２/２５
２/２６
２/２７
神戸ＭＲの会

p.７

臨床画像研究会（若葉会）

p.８

第 149 回東播支部勉強会

p.８

第 2 回放射線セミナー

p.４

２/２８
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（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）
（土）

シャウカステン３月号原稿締め切り
第 3 回神戸西支部研修会

p.８

第 88 回いちょう会（斎暢会）

p.９

第 1 回読影補助勉強会

p.４

