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－会告－ 

第１０３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１０３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２７年３月２１日（土・祝）  １３：３０～１５：００  

場 所 ： 神戸市勤労会館 ４０４・４０５号室   神戸市中央区雲井通５丁目１－２   

※総会終了後に研修会を予定しております（詳細は次号報告いたします）。 

近畿地域放射線技師会学術大会のお知らせ 

日 時 ： 平成２７年２月１５日（日） 

場 所 ： 奈良県社会福祉総合センター 

参加費用 ： 会員１，０００円 非会員２，０００円 学生無料 

テーマ ： 「新時代への潮流 ～医療 innovationに応えるために～」 

○教育講演 『新時代への潮流 期待される診療放射線技師』（仮題） 

 （公益社団法人日本診療放射線技師会 中澤靖夫 会長） 

○特別講演 『近未来の放射線医療 ～画像診断＆IVR～ 』 

（奈良県立医科大学 放射線医学教室 吉川公彦 教授） 

○ランチョンセミナー 

 ①画像解析ソリューション 

          ②FPＤ搭載型回診用撮影装置導入のポイント 

 ③新時代の病診連携 ～クラウドによる画像連携～ 
            ④最新放射線治療装置の実力 

       ○シンポジウム 

 『読影補助の実際』～施設規模の違いでの取り組みの実際と課題～ 
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 第１回兵庫県放射線技師会読影セミナーの

お知らせ 

 第1回兵庫県放射線技師会読影セミナーを下記の通り開催い

たします。当会主催の最初の読影セミナーになります。 

多数の参加をお待ちしております。 

    記 

日 時 ： 平成２７年２月２８日（土） １４：００～ 

会 場 ： エーザイ株式会社 神戸コミュニケーションオフィス  

〒６５０－００４４  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  FAX ０７８－３６０－５６３８ 

参加費 ： 会員 ５００円  非会員 ２，０００円 

内容 ： 専門医が伝えて欲しいこと（頭部領域） 

講師 ： 医療法人 榮昌会 吉田病院脳血管研究所 

副院長 山浦 生也 先生 

問い合わせ先  兵庫医科大学放射線技術部  尾崎 隆男 

                     ＴＥＬ ０７９８－４５－６７４９ 

-組織委員会- 

組織研修会のご案内 

 今年度の組織研修会は、診療放射線技師法改正に伴う様々

な変化について、統一講習会の開催等、日本診療放射線技師

会の動向を交えながら最新の情報をお届けいたします。 皆様

お誘い合わせのうえ、是非ご参加下さい。 

 なお、プログラムについては、ホームページをご覧下さい。 

  ※準備の都合上、事前申し込み登録をお願いいたします。 

日 時 ： 平成２７年３月７日（土） １４：３０～１６：３０ 

場 所 ： 神戸市立兵庫勤労市民センター 会議室 ３ 

         神戸市兵庫区羽坂通４－１－１ 

              ＴＥＬ ０７８－５７６－０９８１ 

参加費 ： 無料 

申込先 ： 技師会事務所まで電話もしくは FAX 

ＴＥＬ ０７８－３５１－５１７２  ＦＡＸ ０７８－３５１－２３０９ 

 ①会員番号②氏名③勤務先をお知らせ下さい。 

 ※ホームページからも申し込み可能です。 

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9回臨床学術講演会のご案内 

第９回臨床学術講演会を下記日程で開催します。今回は乳が

んをテーマに企画しています。皆様お誘い合わせの上、ご参

加ください。詳細は次号で報告致します。 

日 時 ： 平成２７年３月１４日（土）１４：００～１７：００ 

場 所 ： チサンホテル   神戸市中央区中町通２－３－１ 

ＴＥＬ ０７８－３４１－８１１１ 

参加費 ： 会員５００円 非会員２，０００円 

講 師 ： 

 「乳腺MRI検査の変遷」  

姫路赤十字病院 画像処理科長    岩見 守人 先生 

「治療戦略から乳癌画像診断を考える」 

兵庫県立がんセンター 乳腺外科  高尾 信太郎 先生 

「兵庫県におけるがん対策と肺がん検診の話題」 

兵庫県立がんセンター 院長      足立 秀治 先生 

共催  バイエル薬品株式会社 

後援  兵庫県がん診療連携協議会 

お問い合わせ：神戸大学医学部附属病院 放射線部  

ＴＥＬ ０７８－３８２－５１１１ 内線６３８３ 

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

第6回 放射線安全管理測定講習会の 

お知らせ 

日 時 ： 平成２７年３月２２日（日） １４：００～１８：００ 

場 所 ： 神戸市立医療センター中央市民病院 

募集人数 ： ３０名 （定員になりましたら締め切ります） 

参加費 ： 会員 ５００円   非会員 ３，０００円 

 ≪講習会内容≫ 

  講習と実習を行い、放射線測定器の基礎と特性を理解し、病

院での患者被ばく線量の測定ができることを目的とした講習

会です。 測定方法を基礎から学び、病院での診療放射線技

師の役割でもある、被ばく低減を目的としています。 

 ※詳細はホームページにて 

 ≪申し込み方法≫ ＥメールまたはＦＡＸにて 

兵庫県放射線技師会 事務所hart@tiara.ocn.ne.jp 

FAX ０７８－３５１－２３０９ に ①～③を記入し送信ください 

① 第６回放射線安全管理測定講習会 参加希望 

② 氏名  

③ 施設名 または 連絡先 

問い合わせ 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘  

yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

  －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。
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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。 

 

 

２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/ 

 

 

 

-神戸西支部- 

第21・22回マラソン・ハイク部練習の 

ご案内 

１/１９の六甲最高峰は、雪の中のハイクとなりました。 

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２１回マラソン部ハーフ」 

レース日 ： 平成２７年２月１日（日）８：００ 

播磨中央公園（参加者３名） 

「第２２回マラソン・ハイク部練習」 

練習日 ： 平成２７年２月１４日（土）８：００ 

山陽須磨浦公園駅改札集合 

六甲縦走路から新神戸 

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10回近畿救急撮影セミナーのご案内 

日 時 ： 平成 ２７年 ２月 １１日（水・祝）１４：３０～ 

（１４：００ 受付開始） 

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単位 

※日本救急撮影技師認定機構との共催のため、更新資格の（４）

に該当（日本救急撮影技師認定機構ＨＰ参照） 

※荒天時にはやむを得ず、セミナーを中止にすることもあります。

その場合はホームページにて掲載致します。 

http://kinkiqqsatsueiseminar.kenkyuukai.jp/about/ 

第１０回プログラム： テーマ「救急放射線技師の今とこれから」    

１４：３０～１５：００【技術講演１】 

「救急撮影技師認定を取得して」 

医療法人財団済美会 昭和病院 放射線部 須賀 龍也 先生 

１５：００～１５：３０【技術講演２】 

「救急撮影技師に必要なスキルと取り組み」 

  名古屋第二赤十字病院 医療技術部 放射線科 第二係長 

大保  勇 先生 

１５：４０～１６：４０【基調講演】 

「今日の救急放射線技術と次代に望むこと」 

  地方独立行政法人りんくう総合医療センター 放射線技術科  

参事 坂下 惠治 先生 

１６：５０～１７：５０【特別講演】 

「救急撮影認定技師制度の発足が救急医療に与えたインパクト」 

            市立堺病院 副院長 横田 順一朗 先生 

事務局 ：神戸赤十字病院 放射線科部内 

〒６５１－００７３  兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－３－１  

ＴＥＬ ０７８－２３１－６００６   担当 ： 宮安孝行 

－西播支部－ 

第 81回西播画像研究会のご案内 

向春の候、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、西播画像研究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。 

 また、今回は研究会直前に製薬説明会を予定しています。 

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。      西播画像研究会 代表幹事  岩見 守人 

                 記 

日 時 ： 平成２７年２月１２日（木）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 

症例報告会  

１ 男性骨盤腔領域       

製鉄記念広畑病院 放射線科     山本 英孝 氏 

２ 女性骨盤腔領域 

   姫路赤十字病院 放射線技術部    藤岡  護  氏 

   明石市立市民病院 放射線科     平山 春樹 氏 

【特別講演】 

「空間エンコードの勘所」 

大迎整形外科     牧田 明三 氏 
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参加費として会員は５００円、非会員は１，０００円を徴収させてい

ただきます。 

尚、当日は軽食をご用意させて頂きます。 

問い合わせ ： 姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 

TEL ０７９２－９４－２２５１（３６８４） 

        共催 兵庫県放射線技師会・第一三共株式会社  

 第288回はりまＣＴ研究会のご案内 

テーマ ： 知れば楽しい腹部！～壱から学ぶ！～ 

日 時 ： 平成２７年２月１３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） 

皆さん、もうお正月モードから切り替わり、新しい年の目標に

動き始めている事と思います。研究会も今回から腹部シリーズ

を開始し、まずは肝臓に焦点を当てて勉強します。 

知っているけど、意外とあやふやなところなどあったりしません

か？疾患を理解する為にもう一度基盤となる解剖を学んで基礎

固めをしていきましょう。 

講師・演題 

「腹腔内ってこんなところ」 

明石医療センター            久森 克利 技師 

「肝臓の解剖～肝臓理解の道しるべ～」 

明舞中央病院               筧   翔  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。 

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268回神戸頭部研究会のお知らせ 

新しい年を迎え、第1回目となる先月の定例会では2つのテー

マで進めてゆきました。まず前半は「造影剤の副作用マネージ

メント〜光製薬(株)」を行いました。最近ではヨード造影剤を使用

したCT検査も多様化し、手技や検査プロトコールにやや目を

奪われがちなのですが、忘れてはならない重要な副作用とそ

の発症時の対応を分かり易く話していただきました。昨年の技

師法改正でCT.MRI検査時の造影剤血管内投与、抜針・止血行

為が業務範囲に追加され、今一度、造影検査の復習と知識を深

めることが出来ました。後半は「RSNA2014 REPORT～シーメン

スジャパン株式会社」でCT/MR/AXと3つのモダリティを取り上

げ、先進的な技術やシステムをご紹介いただきました。CTでは

胸部X線撮影よりも少ない線量で同部位を撮像出来ること、MR

の本当に静かな「静音技術」、AXでは4D imageが印象に残りま

した。最近の技術は本当に凄い!! 施設では有さないモダリティ

の最新情報もとっても役に立ちました。さて、今回の定例会は下

記の要項で進めてゆきます。昨年ご講演いただきました、井田

正博先生の資料をもとに、疾患のみかたを発症時の状況、臨床

症状や血液データなど画像のみでなくあらゆる角度からとらえ

てゆきたく考えております。更なる読影力を身につけてゆきまし

ょう。多数のご参加をお待ちしております。（田上修二） 

題 目 ： 1.seri.「頭部救急のみかた」～くも膜下出血  

      吉田病院 放射線科 森 勇樹 率いる医療チームで!! 

       2.seri.「こんな症例ありました」 ～検索中!! 

日 時 ： 平成２７年２月１８日（水）（第３水曜日です）  

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 

第 157回神戸画像研究会のご案内 

年末年始の寒波はおさまりつつあるようですが、インフルエ

ンザその他感染症の猛威には充分に対策して冬をのりきりたい

ものです。さて、今回は肝疾患と生化学データについて皆さん

と勉強していきたいと思います。職種を問わず多数のご参加を

お待ちしています。 

※ 今回､会場が神戸労災病院に変更になっているのでご注意

ください。 

日 時 ： 平成２７年２月１９日（木）１９：００～２１：００ 

場 所 ： 神戸労災病院 ７階 大会議室 

ＴＥＬ ０７８－２３１－５９０１ 

演 題 ： ①「肝硬変の組織と画像」 

        ②「血液生化学検査で知っておきたい事」 

演 者 ： 大西 氏 （田所病院） → （①,②共に） 

会 費 ： 会員、会員以外 ５００円 

問い合わせ先 ： 北都病院 放射線科 稲葉  

ＴＥＬ ０７８－５８３－１７７１ 

－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。 
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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 

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 

第20回兵庫乳房画像研究会のご案内 

拝啓 寒さ厳しき折、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申

し上げます。 

この度、第20回研究会を下記のとおり開催いたします。今回

は、精中機構の講習会でご活躍されております、大竹昌子先生

をお招きし、マンモグラフィの撮影技術についてご講演いただ

きます。大変好評であった第12回講演に沿った内容で、患者

の体型などで撮像に苦慮した場合の工夫やポジショニングに起

因するアーチファクトの改善方法など、日頃悩んでいることを解

消していただきたいと思っています。また、デジタル画像の基

礎として、画像処理の仕組みやソフトコピーとハードコピー時の

パラメータの違いなど解りやすくご講演していただきます。皆さ

ん奮ってご参加下さい。                   敬具 

                   記 

日 時 ： 平成２７年２月２０日(金)１８：３０～（１８：００開場） 

会 場 ： 神戸いきいき勤労財団 勤労会館２階 多目的ホール 

http://www.kobe-kinrou.jp/shisetsu/kinroukaikan/ 

〒６５１－００９６ 神戸市中央区雲井通１-２ 

市営地下鉄・JR・阪急・阪神・ポートライナー 

各三宮駅から徒歩５分  

参加費 ： ５００円 

講 演 ： 

１）１８：３０～ 「画像処理の基礎“パラメータを読む”」 

      富士フィルムメディカル(株)  北 真季子 

２）１９：００～ 「ちょっとだけ“マンモグラフィを科学する”」 

          上田外科          大竹 昌子先生 

事務局 

兵庫県立尼崎病院 放射線部内  担当 坂本 瞳 

   〒６６０－０８２８ 兵庫県尼崎市東大物町１丁目１番１号 

                 TEL ０６－６４８２－１５２１ 

（hyogo_breast@yahoo.co.jp） 

 

－ＪＡＲＴより－ 

診療放射線技師基礎講習 

「ＭＲ検査」「超音波検査」のお知らせ 

この度、大阪府・奈良県にて日本診療放射線技師会の基礎講習

会を開催致します。つきましてはご多忙中とは存じますが講習

会参加、お願い申し上げます。 

 『 MR基礎講習 』 

日 時 ： 平成２７年２月２２日(日）  

場 所 ： 島津製作所 関西支社（大阪 梅田） 

 『 超音波基礎講習 』 

日 時 ： 平成２７年３月８日(日）  

場 所 ： 奈良県社会福祉総合センター ５階研修室C 

受講料 ： ３，０００円 （会員外１０，０００円） 検定料込み  

 ※セミナー申込みは JART ホームページ http://www.jart.jp   

（登録が必要です。申込みの締切あり、お早目に！） 

問合せ  北播磨総合医療センター 後藤吉弘 

yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

平成26年度第2回姫路市乳癌検診研修会の

ご案内 

日 時 ： 平成２７年２月２６日（木） １９：００～ 

１８：００より会場を開放していますので、ご自由に 

症例検討のマンモグラフィをご覧ください。 

場 所 ： 姫路市医師会館 ５階 中ホール 

  姫路市西今宿３丁目７番２１号 

      TEL ０７９－２９５－３３３３ 

内 容 ： 姫路市乳癌検診研修会 

１９：００～１９：５０ 「姫路市医師会及び精検施設での症例を

使った読影大会」 （５０分・４０症例） 

１９：５０～２０：０５ 解答配布及び自由閲覧 

２０：１０～２１：００ がん検診検討(乳)部会委員等による解説 

（希望者） 

      【筆記具・ルーペは各自ご持参ください】 

参加費 ： 無料 

第54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、３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。 

 

mailto:hyogo_breast@yahoo.co.jp
http://www.jart.jp/
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第５４回は、「PartⅡ 高速撮像法」 

第２４章 組織抑制技術 

（前回の進み具合により変更あり） 

日 時 ： 平成２７年２月２６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） 

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 

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 

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 102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、年が明けましての２回目は、腹腔鏡手術について学ぶこと

に致します。講師の先生には兵庫医科大学 上部消化管外科講

師 竹村 雅至先生をお招きしました。これまでＸ線検査は撮影

技術、読影能を高めるための伝統的手法として、切除後標本肉

眼写真と繰り返し対比してきました。今後も、この位置づけは不

変で有ろうと思われます。今回、この基軸となる病巣を開腹せず

に、制約された視野の中において、如何にして摘出するのか、

また、リンパ節転移巣の郭清範囲の設定はなど。大変、興味の

尽きない世界であります。当日は我々にとりまして、まさしく、

“未知の世界を、のぞかせて頂く”講義となります。放射線技師

を問わず、手術室勤務の医療スタッフ（看護師、臨床工学技士

の方など）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２７年２月２８日（土） １４：３０～１７：３０ 

※今回は第４土曜日です。 

お間違えのないようにお越しください。 

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 ： 

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。 

特別講演   １５：４５ ～１７：３０ 

   『のぞいてみよう、上部消化管疾患に対する腹腔鏡手術 』 

 講師  兵庫医科大学 上部消化管外科 講師  

竹村 雅至 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  

－阪神支部－ 

平成 26年度阪神支部総会・第 4回阪神支部

学術勉強会のお知らせ 

謹啓 春色のみぎり、皆様方におきましてはますますご健勝の

こととお喜び申し上げます。 

平成２６年度阪神支部総会ならびに第４回学術勉強会を下記の

通り開催いたします。お誘い合わせの上、ご参加くださいます

様、お願いいたします。                   謹白 

平成２６年度 阪神支部総会 

日 時 ： 平成２７年３月５日(木) １９：００～１９：１５   

場 所 ： 西宮市民会館アミティホ－ル ４F 中会議室４０１ 

（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  

http://ichokai.kenkyuukai.jp/
mailto:info@osaka-ichokai.com
http://amity.nishi.or.jp/amity/access.html
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平成２６年度 第４回阪神支部学術勉強会 

日 時 ： 平成２７年３月５日(木) １９：１５～２１：１５  

場 所 ： 西宮市民会館アミティホ－ル ４Ｆ 中会議室４０１ 

≪プログラム≫  

 1.支部長挨拶       兵庫医科大学病院   前田 勝彦 

 2.情報提供   「大腸用自動炭酸ガス送気装置 

プロトＣＯ2Ｌの有用性について」 

    エーディア株式会社（エーザイグループ） 浅井 尚人 

 3.発表         座長   県立西宮病院    竹鼻 宏明 

  1) 技術講演 

「パワーポート（パワーインジェクタブルポート）について」 

                株式会社メディコン    日野  亮 

2) 演題  

 「CT造影検査 IVナースを導入して -現状と今後の課題-」 

         県立西宮病院 がん化学療法看護認定看護師      

渋谷 はるみ 

    「造影剤耐圧用ポート（パワーポート）の使用経験」 

         県立西宮病院                   時  克志 

  3 ) 特別講演  「多発外傷におけるCT撮影手順と診断 

-迅速な一次読影手順(FACT)-」 

    県立西宮病院 救命救急センター部長   鵜飼 勲先生 

共催  エーザイ株式会社 

問い合わせ先   

兵庫県立西宮病院 検査・放射線部   時 克志 

ＴＥＬ ０７９８－３４－５１５１（内線 ２３８０. ２３８４） 

第5回救急撮影技師認定試験実施の 

お知らせ 

日 時 ： 平成 ２７年 ３月 １５日（日）１３：３０～（１４：００受付開始） 

会 場 ： 大阪会場 大阪市立大学医学部 阿倍野キャンパス 

      東京会場 東京医科歯科大学 

申し込み ： 平成２７年２月２８日締め切り（必着） 

※受験資格・申し込み方法などの詳細は 

日本救急撮影技師認定機構のホームページ 

http://www.jert.jp/index.html を参照下さい。 

救急撮影オープンカンファレンス 

（心肺蘇生講習会）開催のお知らせ 

 近年、日本救急撮影技師認定機構による救急撮影認定技師

の資格が発行されています。 

救急診療において、各種画像検査を安全かつ適切に実施し、

放射線診療の専門的な知識と技術を高め普及し、円滑に業務

が遂行されることが求められています。 

 この救急撮影認定技師申請の条件のひとつに、申請からさか

のぼり 1年以内に心肺蘇生法講習会を受講もしくは指導してい

る。もしくは有効期間内の心肺蘇生法講習会受講票を有すると

あります。 

今回、下記の要領で心肺蘇生講習会にあたるＢＬＳ（Basic Life 

Support）の講習会を開催いたします。受講者には受講証明証を

後日、発行いたします。 

 今後、救急撮影認定技師を取得しようとしている方や心肺蘇生

に興味がある方は是非、受講してみてはいかがでしょうか？ 

日 時 ： 平成２７年３月２９日（日）９：００～１３：００ 

場 所 ： 神戸市立医療センター中央市民病院 １階講堂 

参加費 ： 無 料 

募集人数 ： 先着３０名（会場整理準備の都合上）  

※受講希望される方は準備の都合上、２月末日までに下記の 

連絡先までメールでお願いします。 

メールには氏名、施設名の記載をお願いします。 

連絡先 ： nunogaki@kcho.jp 

神戸市立医療センター中央市民病院  

放射線技術部 布垣 和也まで 

－神戸西支部－ 

恒例行事 「酒蔵にて新酒を楽しむ会」 

神戸西支部の好例？行事である酒蔵見学を行います。 

また、打ちたての蕎麦や甘党の方のために、甘酒も出していた

だける予定ですので、他支部や会員以外の方でも結構です！

皆様、奮って、ご参加ください。 

日 時 ： 平成２７年３月２９日（日） １３：４５に集合 

集合場所 ： 山陽電鉄魚住駅 浜側改札口 

          （ＪＲではありませんお間違えなく！） 

開催場所 ： 茨木酒造 

        〒６７３－８６８６ 明石市中崎１－５－１ 

会 費 ： お問い合わせ下さい 

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） 

 

 
 

http://www.jert.jp/index.html
mailto:nunogaki@kcho.jp
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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。）  

※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 

     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 

 

―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。 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 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 

○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 

○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 

○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 

○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 

○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 

○中山クリニック 

所在地 明石市魚住町金ヶ崎３７０ 
求人内容  パート職員 

○神戸労災病院  

所在地 神戸市中央区籠池通４－１－２３ 
求人内容  パート職員 

会費納入状況 （平成２６年１２月３１日現在） 
会 員 数 ： １，２７２名 

会費納入率 ： ８０．０３％ 

会費未納者数 ： ２５４名 

            (前年度会費未納者数 ４６名)  ホームページ 

会員サイトに 

ログインしてください 

mailto:hyogo_gishikai_koho@yahoo.co.jp
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≪ ２月スケジュール ≫    

２/１ （日） 第21回マラソン部ハーフ            p.３ 

２/２ （月）  

２/３ （火）  

２/４ （水）  

２/５ （木）  

２/６ （金）  

２/７ （土）  

２/８ （日）  

２/９ （月）  

２/１０ （火）  

２/１１ （水） 第10回近畿救急撮影セミナー       p.３ 

２/１２ （木） 第81回西播画像研究会              p.３ 

２/１３ （金） 第288回はりまＣＴ研究会          p.４ 

２/１４ （土） 第22回マラソン・ハイク部練習       p.３ 

２/１５ （日） 近畿地域放射線技師学術大会(奈良)    p.１ 

２/１６ （月）  

２/１７ （火）  

２/１８ （水） 第268回神戸頭部研究会           p.４ 

２/１９ （木） 
シャウカステン３月号原稿締め切り 

第157回神戸画像研究会             p.４ 

２/２０ （金） 
第3回神戸西支部研修会          p.４ 

第20回兵庫乳房画像研究会        p.５ 

２/２１ （土）  

２/２２ （日） 基礎講習「ＭＲ検査」（大阪）         p.５ 

２/２３ （月）  

２/２４ （火）  

２/２５ （水）  

２/２６ （木） 
姫路市乳癌検診研修会            p.５ 

第54回「ＭＲＩの基本」読書会        p.５ 

第88回いちょう会（斎暢会）           p.６ 

２/２７ （金）  

２/２８ （土） 
第1回兵放技読影セミナー          p.２ 

第102回大阪胃腸会（銀杏会）        p.６ 

 

 

 

 

 

 

 ≪ ３月スケジュール ≫ 

 

 

 
 
 

 

３/１ （日）  

３/２ （月）  

３/３ （火）  

３/４ （水）  

３/５ （木） 阪神支部総会・学術勉強会     p.６ 

３/６ （金）  

３/７ （土） 組織研修会               p.２ 

３/８ （日）  

３/９ （月）  

３/１０ （火）  

３/１１ （水）  

３/１２ （木）  

３/１３ （金）  

３/１４ （土） 第9回臨床学術講演会        p.２ 

３/１５ （日）  

３/１６ （月）  

３/１７ （火）  

３/１８ （水）  

３/１９ （木） シャウカステン４月号原稿締め切り 

３/２０ （金）  

３/２１ （土） 第103回通常総会           p.１ 

３/２２ （日） 放射線安全管理測定講習会      p.２ 

３/２３ （月）  

３/２４ （火）  

３/２５ （水）  

３/２６ （木）  

３/２７ （金）  

３/２８ （土）  

３/２９ （日） 
救急撮影オープンカンファレンス  p.７ 

神戸西支部「新酒を楽しむ会」    p.７ 

３/３０ （月）  

３/３１ （火）  


