
                           兵放技ニュース             平成２７年３月１日発行 

1 

 

 

 

 

－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今月のシャウカステンおよび同封の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。皆様、ご参加下さい。 

 

日 時 ： 平成２７年３月２１日（土・祝）１５：００～（開始時間は総会進行により前後します。） 

場 所 ： 神戸市勤労会館 

テーマ ： 読影補助のための学習システム 「画像診断ｅラーニング」 

「画像診断ｅラーニングの開発経緯」  笹井 浩介  ＮＰＯ法人メディカル指南車 副理事長 

                                      コニカミノルタ株式会社ヘルスケアカンパニー 

「診断支援Ｎａｖｉの利用について」    橋本 尊久 コニカミノルタ株式会社ヘルスケアカンパニー 

         「読影指南Ｌの利用について」       阿部 信吉   ＮＰＯ法人メディカル指南車 

 

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 
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-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。 

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 7回 原子力災害や放射線災害に関する 

緊急被ばく医療の初期対応研修会 

  原子力災害やテロを含む放射線災害発生時に迅速かつ適

確な対応が図れるように、被災者に対するサーベイメータを用

いた汚染のスクリーニングを中心とした訓練講習会を開催しま

す。皆様多数ご参加御願いします。  

日  時 ： 平成２７年３月１５日（日） １３：００～１７：００ 

場  所 ： 神戸市防災コミュニティセンター 

         〒６５３－００１６ 神戸市長田区北町３－４－８  

ＴＥＬ ０７８－５７８－０１９０（代表）  

参加費 ： 無料 （ 医療関係者 消防関係者 学生 ） 

 １．講演 

  「放射線と人体への影響について」 

  「サーベイの仕方 セグメント法」 

   「福島県原発事故の実際、除染とGMサーベイメータの取り 

扱いと数値の見方」 

「兵庫県災害対策局と兵庫県放射線技師会における緊急時 

連絡訓練」 

 ２．訓練 

   「タイベックスーツの着方」 

   「被災者へのモニタリング模擬訓練デモンストレーション」

「除染について」 

   「ＧＭサーベイを使用した参加者モニタリング訓練」 

    ※ＧＭサーベイメータを数台使用して測定実習をします。 

 アドバイザー  三菱神戸病院 顧問医師 衣笠 達也 先生 

  ・当日参加も可能ですが、修了書も発行しますので、事務所 

FAX ： ０７８－３５１－２３０９に ①氏名、②所属、③連絡先電

話番号、“災害訓練参加希望”と書いて申し込んでください。 

 ※メールの場合は下記の半蔀まで（先着５０名まで 参加多数の 

場合は連絡します）また、ホームページからの登録も可能です。 

問い合わせ  兵庫県放射線技師会事務局  

TEL ０７８－３５１－５１７２  

   半蔀  gakujyutu8403@yahoo.co.jp    

第6回 放射線安全管理測定講習会の 

お知らせ 

◎ご注意！ 開催場所が兵庫医大になりました。 

 放射線測定器の基礎と特性を理解し、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。 

日 時 ： 平成２７年３月２２日（日） １４：００～１８：００ 

場 所 ： 兵庫医科大学 １０号館３Ｆ 第３会議室 

募集人数 ： ４０名 （定員になりましたら締め切ります） 

mailto:gakujutsu25th@yahoo.co.jp
mailto:gakujyutu8403@yahoo.co.jp
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参加費 ： 会員 ５００円   非会員 ３，０００円 

＜講習＞  IVRに関する被ばく 

『PHILIP 最新システムでのDose Management』 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 中井 正敏 氏 

『簡易的な IVR被ばく線量測定と被ばく線量の考え方について』 

   兵庫医科大学病院 放射線技術部  松本 一真 技師 

 ＜実習＞ 急性医療総合センター IVRセンター 血管造影室２  

『IVR基準点における患者入射皮膚線量の測定』 

兵庫医科大学病院 放射線技術部  松本 一真 技師 

前田 勝彦 技師 

※ 実習にて線量計算のため電卓を使用する可能性あり  

希望者は ①氏名 ②連絡先（TEL or E-mail）  

③【線量測定講習会参加希望】と書いて 

FAX・メール・ホームページ にてお申込み下さい 

 兵庫県放射線技師会 事務所hart@tiara.ocn.ne.jp 

FAX ０７８－３５１－２３０９  

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。

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。 

 

３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/ 

 

 

 

－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  

○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 

    「造影剤用耐圧ポート（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） 

http://amity.nishi.or.jp/amity/access.html
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－西播支部－ 

第 50回西播支部学術講演会・総会のご案内 

謹啓  会員の皆様方には益々御清祥のことと御慶び申し上

げます。下記の通り、第50回兵庫県放射線技師会 西播支部 

学術講演会を開催いたします。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。       謹白 

                  記 

日 時 ： 平成２７年３月７日（土）１３：３０～ 

場 所 ： 姫路商工会議所 本館６Ｆ ６０５会議室 

          姫路市下寺町４３ ＴＥＬ ０７９－２２２－６００１ 

会 費 ： 会員５００円 会員以外１，０００円 

☆講演Ⅰ『CT画像を診る！（シリーズNo.５） 

～虚血性腹部疾患～』 

  兵庫県立がんセンター 放射線部     前田 啓明 技師 

☆講演Ⅱ『最新CT技術の紹介 

－RSNA2014報告と今後の動向－』 

  東芝メディカルシステムズ（株） ＣＴ営業部アプリケーション

グループ西日本地区担当     泉井 宏介 氏 

☆講演Ⅲ『子宮癌に対する放射線治療 

～外部放射線治療から小線源治療まで～』 

  兵庫県立がんセンター 放射線部    小坂 賢吾 技師 

☆特別講演 

『患者体験から学んだ診療放射線技師のあり方  

                 ～装置管理から読影補助まで～』 

昭和大学大学院保健医療学研究科 教授  

昭和大学藤が丘病院放射線部 技師長  加藤  京一 先生  

【認定ポイント】日本救急撮影技師認定機構２ポイント 

日本X線CT専門技師認定機構３ポイント 

※学術講演会終了後、総会を行います。 

問合せ 兵庫県立がんセンター 放射線部 前田 啓明まで 

ＴＥＬ ０７８－９２９－１１５１ 

第269回神戸頭部研究会のお知らせ 

前回の定例会では seri.「頭部救急のみかた」～くも膜下出血を

行いました。本シリーズは一つの疾患を画像のみでなく発症時

の状況、臨床症状や血液データなどを併せて総合的に判断し

理解してゆきます。その初回はチーム吉田病院!!の救急救命士、

看護師、診療放射線技師の 3名で進めました。くも膜下出血の

発症機序、症状から各種検査法、画像所見、手術、合併症と一

連の流れを詳細に、各職務の立場から多くの症例を用いて説明

いただきました。実際の救急搬入された現場の画像もあり、緊迫

した状況も感じられました。特に急性期の対応は重要であり技

師としてすべきことが良く理解できました。後半は続けて seri.「こ

んな症例ありました」を行いました。2件の実症例で共にシャント

バルブに関する内容でした。くも膜下出血後に留置される器具

で、その取り扱いと注意点を説明いただきました。脳疾患の専

門でない施設にも来院された際に役立つ内容でしたね。さて、

今回の定例会はもう一度「くも膜下出血」で進めてまいります。も

う少し踏み込んで本疾患を究めてゆきましょう。 

詳細は案内はがきでお知らせいたします。    （田上修二） 

題 目 ： 1.seri.「頭部救急のみかた」～くも膜下出血 その２ 

2.seri.「こんな症例ありました」 ～検索中!! 

日 時 ： 平成２７年３月１１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 

第49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４９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２７年３月１１日（水） １８：３０～ 

場所 ： 西神戸医療センター 地域医療ホール 東１０２ 

      神戸市西区糀台５－７－１ 

 （西神戸医療センターの東隣の建物です） 

     ※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 】 

「当院におけるシャントバルブシンチの経験」 

JCHO神戸中央病院 放射線部 藤原 孝一 先生 

【 教育講演 】 

「もう一度 画像処理を見直そう 第３回 各種補正編」 

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） 

 第 289回はりまＣＴ研究会のご案内 

テーマ ： 肝臓を吟味する！～疾患から学ぶ～ 

日 時 ： 平成２７年３月１３日（金）１９：００～ 

場 所 ： 明舞中央病院 西館１Ｆ会議室（駐車場有） 
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皆さん、肝臓をいたわっていますか？肝臓は沈黙の臓器と言

われている通り、知らない内に病気が進行しているかも・・・気付

けば不可逆的に陥っていることもあるのです。 

今回は腹部シリーズの第二弾として、びまん性肝疾患について

勉強していきます。 

前回の解剖に続いて、より深く学んでいただけると思います。 

「何回も聞いたから大丈夫！」と思わずに、もう一度基本に戻っ

て肝臓を知り尽くしていきましょう。 

講師・演題       明舞中央病院 

「脂肪肝 ～ルーチンにもう一歩踏み込もう～」 

岡田 陽子 技師 

「肝炎から肝硬変へ  ～忍び寄る肝臓への脅威～」 

羽田 安孝 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 103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。 

今期の最後は中村 信美先生をお招きしまして、４回目となり

ます『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』の講義を行います。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、病変に応じた撮影テクニック、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。前回の症例検討では、経

験の浅い技師の方に読影をお願いし、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ご指導頂きまし

た。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３月１４日（土） １４：３０～１７：３０ 

※今回は第２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 ： 

特別講義 

 『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』 その④ 

  講師 ： ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師 中村 信美 先生 

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 

－兵庫県共催研修会－ 

兵庫県胃集団検診連絡協議会のお知らせ 

兵庫県胃集団検診連絡協議会は、兵庫県の健診機関等１３団

体が、１年毎に持ちまわりで兵庫県と共催で胃集団検診に関する

研修会を実施しております。 

今回は、一般社団法人 姫路市医師会が当番となり、姫路市医

師会の今城 吉成先生による講演を予定しております。講演後の

質疑応答や会員以外の参加等、交流を深めたいと思っております

ので、皆様奮ってご参加頂きますようよろしくお願いします。 

内 容 ： 背景粘膜と検診発見胃がん（予定）    

日 程 ： 平成２７年３月１８日（水）１８：００から 

場 所 ： 姫路市医師会館 ５階中ホール 

参加費用 ： 会 員・会員以外・一 般   無料 

申込不要 ⇒ 当日、直接会場へお越しください 

問い合わせ先 

    一般社団法人 姫路市医師会 

業務管理室 藤田 ０７９－２９５－３３２０ 

 

※駐車場はありますが、数に限りがありますので、出来るだけ公

共交通機関でお越しください。 

○JR 

姫路駅より姫新線 播磨高岡駅下車。東へ徒歩 約５分 

mailto:info@osaka-ichokai.com
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○神姫バス 

・姫路駅前より青山方面行 (約１５分 ) 

西今宿バス停下車  徒歩約３分  

・姫路駅前より今宿循環線 (約１５分 ) 

今宿バス停下車  徒歩約３分  

－東播支部－ 

総会＆第150回東播支部勉強会のお知らせ 

皆様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。日頃は支部活動にご理解ご協力を賜り誠に有難うございま

す。さて、標題のとおり、総会と勉強会を開催いたします。今回

は１５０回の節目の勉強会です。  

ご多忙とは存じますが、ぜひご出席いただき支部会員相互の

親睦を深めるとともに知力と感性を深めて下さい。よろしくお願

いいたします。 

日 時 ： 平成２７年３月１９日（木）１９：００～２１：００  

（１８：３０～受付） 

場 所 ： 兵庫県立加古川医療センター ２階 講堂 

        加古川市神野町神野２０３  

内 容： 

 １．総会 

 ２．支部長講演 

  「支部勉強会１５０回を振り返って」 

     市立加西病院 中央放射線科  深田 照明 支部長 

 ３．講演 

   「生活習慣病の運動療法  

（整形外科医はメタボとロコモの架け橋になりえるか？）」 

     兵庫県立加古川医療センター  

リハビリテーション科部長  柳田 博美 先生 

 参加費  無料 

 ※日本診療放射線技師会生涯教育 ２カウント申請中 

    会員カードをご持参ください 

お問い合わせ 

     県立加古川医療センター 検査・放射線部  梅宮 清 

                      TEL ０７９－４９７－７０００ 

第55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。 

第５５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３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29回 日本医学会総会２０１５関西 

 未来（医）ＥＸＰＯ‘１５ のお知らせ 

この度、第２９回日本医学会総会２０１５関西の一般公開展示

が神戸ポートアイランドで開催されます。最新の医学や医療を

楽しく体験できるほか、放射線医療に関連するイベントや当兵

庫県放射線技師会の協賛、後援イベントも開催されます。３月２

８日午後には神戸大学病院 放射線部のプレゼンも予定されて

います。また、ポートアイランドの医療施設（先端医療センター・

神戸低侵襲がん医療センターなど）・教育機関・ミュージアムな

どを見学するサイエンスツアーもあります。 

一般の皆様はもとより、我々も楽しめる博覧会です。皆様お

誘い合わせのうえぜひご参加ください。プログラムなど詳細は

ホームページでご確認ください。 

タイトル ：未来EXPO’１５ ～あなたの暮らしと医の博覧会～ 

                          URL : miraiexpo2015.jp 

日 時 ：平成２７年３月２８日(土)～４月５日(日)１０：００～１８：００ 

メイン会場 ：神戸国際展示場 

参加費 ： 無料 

※ 一部の見学には事前受付が必要なものがあります。 

お申し込みの詳細は上記ホームページをご参照下さい。 

－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 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） 

※平成２７年３月１９日までにお申し込み下さい！ 



                           兵放技ニュース             平成２７年３月１日発行 

7 

神戸MRの会 定例会のご案内 

拝啓 皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお 

喜び申し上げます。さて、神戸MRの会 定例会を下記の通

り開催いたします。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。                         敬具  

                記 

日 時 ： 平成２７年３月３１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 

【タイトル】 

「上腹部の撮像シーケンスのポイント」 

明石市立市民病院                  杉浦 一弘  

「腹部領域の最新撮像技術について」 シーメンス・ジャパン（株）

MRビジネスマネージメント部       宇根田 宏徳 

「２０１４ジャイロカップ Silver Award受賞報告と当院での

MRCPの紹介」 王子会神戸循環器クリニック 大西 宏之 

お問い合わせ先 

神戸リハビリテーション病院 放射線科  

TEL ０７８－７４３－８２２５  松尾 佳展 

第91回 いちょう会（斎暢会）のご案内 

謹啓 春陽の候、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。 

４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４月９日（木）１８：３０～２０：３０ 

         （第２木曜日） 

場 所 ： 三宮研修センター 

内 容 ：Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～基本的事項～ 

Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～基本的事項～ 

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/  

-神戸西支部 マラソン・ハイク部より- 

2015ユニセフカップ芦屋国際ファンラン 

２／１４の須磨浦公園から縦走路は、菊水山までとなりました。 

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。 

「２０１５ユニセフカップ芦屋国際ファンラン」 

レース日  平成２７年４月１２日（日） 

芦屋中央公園発着（各自、メールで申込みください） 

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） 

－加古川東市民病院より－ 

    「一般撮影勉強会」開催のお知らせ 

この度、一般撮影の勉強会を新たに発足させることになりまし

た。２か月に１回、偶数月の最終週金曜日に加古川東市民病院

で開催します。 

○４月２４日 第１回目のテーマは「股関節」（詳細は次号で） 

多くの方のご参加お待ちしています。       

【事務局】 

加古川東市民病院 放射線室    東元 ・ 中間 

                ０７９－４３７－３７５１ (放射線室直通) 

【顧問】牧田 明三 

心血管ＭＲ画像研究会のご案内 

『心臓・大血管』に重点をおいたMRI中心の研究会の２回目です。 

日 時 ： 平成２７年４月２５日（土） １５：００～１７：００ 

場 所 ： チサン ホテル 神戸 ３F  六甲 

会 費 ： ５００円 

 テーマ ： 『心筋をターゲットに』 

   シネ・遅延造影・T2脂肪抑制撮影を中心に各施設のルーチン 

撮影を紹介して頂き、問題点やメリットについて考える。 

 問い合わせ 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

                  yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

神戸総合医療専門学校 診療放射線科学友会より 

平成27年度総会・講演会・懇親会の 

開催のご案内 

 この度、平成２７年度学友会の総会・講演会・懇親会を以下の

日程で開催します。この総会では、平成２７・２８年度の新理事の

役員改選を行います。新役員の立候補は、学友会HP「お問い

合わせ」より受け付けています（３月２７日まで）。今回の特別講

演は９月末で定年退職されます村山法幸先生にお願いしてい

ます。また教育講演は、災害医療の第一人者の中田正明先生

にお願いしました。さらに会員により兵庫県下で開催されている

研究会の紹介をして頂きます。今までの講演会・懇親会状況は、

学友会HPをご覧ください。 

なお、平成２７年度内に会員名簿を発行予定です。４月以降の 

http://ichokai.kenkyuukai.jp/
mailto:yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
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勤務先・自宅住所変更は学友会HP「お問い合わせ」より連絡く

ださい。 

  ☆《Google 神戸総合医療 学友会 検索↵》☆  

                 記 

日 時 ： 平成２７年４月２５日（土） １４：００～１７：００ 

          懇親会 １７：２０～ 

場 所 ： ホテルサンルートソプラ神戸 （三宮南側磯上公園近く）

ＴＥＬ ０７８－２２２－７５００  

内 容 : 

・総 会  １４：００～１４：５０ 

・講演会  １５：００～１７：００ 

・懇親会  １７：２０～（バイキング形式・飲み放題） 

 

≪講演会内容≫ 

研究会の紹介  座長 三菱神戸病院 高井夏樹氏 

1）「神戸頭部研究会」 

田上 修二氏 (ほくと記念こやまクリニック)  

   2)「はりまCT研究会」  羽田 安孝氏 （明舞中央病院） 

☆教育講演  座長 兵庫医科大学病院 源 貴裕氏 

テーマ 『災害医療における放射線技師の役割』 

講師 神戸赤十字病院 中田 正明先生 

☆特別講演 座長 兵庫県立尼崎病院 伊関 嘉一氏 

テーマ 『30年余りの学校教育を振り返って』 

      講師 神戸総合医療専門学校 村山 法幸先生 

※ 講演会参加費 ： 無料 

※ 懇親会参加費(事前登録不要) 

学友会会員３，０００円、非会員 ５，０００円 

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） 

 

 

 

 

 

 

―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。 

※ 今月は総会議案書同封のため、会費未納の方にも送付し

ております。 

また、会費未納が２年に渡る方については３月末にて除籍と

なってしまいます（１月３１日現在で４２名該当者あり）。 

まだの方はお急ぎください！ 

  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 

○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 

○神戸平成病院 

所在地 神戸市中央区上筒井通６－２－４３ 
求人内容  正規職員・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 

○大塚病院  

所在地 丹波市氷上町絹山５１３ 
求人内容  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 

○兵庫県立がんセンター 

所在地 明石市北王子町１３－７０ 
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  嘱託職員 

【 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２７年１月３１日現在） 
会 員 数 ： １，２７１名 

会費納入率 ： ８６．９４％ 

会費未納者数 ： １６６名 

            (前年度会費未納者数 ４２名)  
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≪ 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.３ 

３/６ （金）  

３/７ （土） 
組織研修会                   p.２ 

第50回西播支部学術講演会・総会    p.４ 

３/８ （日）  

３/９ （月）  

３/１０ （火）  

３/１１ （水） 
第269回神戸頭部研究会           p.４ 

第49回R175RI技術談話会         p.４ 

３/１２ （木）  

３/１３ （金） 第289回はりまＣＴ研究会          p.４ 

３/１４ （土） 
第9回臨床学術講演会            p.２ 

第103回大阪胃腸会（銀杏会）        p.５ 

３/１５ （日） 放射線災害に関する対応研修会      p.２ 

３/１６ （月）  

３/１７ （火）  

３/１８ （水） 兵庫県胃集検連絡協議会          p.５ 

３/１９ （木） 
シャウカステン４月号原稿締め切り 

東播支部総会＆第150回勉強会       p.６ 

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） 第54回「ＭＲＩの基本」読書会        p.６ 

３/２７ （金）  

３/２８ （土） 未来（医）EXPO‘１５              p.６ 

３/２９ （日） 
救急撮影ｵｰﾌﾟﾝｶﾝﾌｧﾚﾝｽ (先月号掲載分) 

神戸西支部「新酒を楽しむ会」         p.６ 

３/３０ （月）  

３/３１ （火） 神戸ＭＲの会                  p.７ 

 

 

 

 ≪ 4月スケジュール ≫ 

 
 
 
 
 
 
 

４/１ （水）  

４/２ （木）  

４/３ （金）  

４/４ （土）  

４/５ （日）  

４/６ （月）  

４/７ （火）  

４/８ （水）  

４/９ （木） 第91回いちょう会（斎暢会）       p.７ 

４/１０ （金）  

４/１１ （土）  

４/１２ （日） マラソン・ハイク部            p.７ 

４/１３ （月）  

４/１４ （火）  

４/１５ （水）  

４/１６ （木） シャウカステン５月号原稿締め切り 

４/１７ （金）  

４/１８ （土）  

４/１９ （日）  

４/２０ （月）  

４/２１ （火）  

４/２２ （水）  

４/２３ （木）  

４/２４ （金） 加古川東市民病院 一般撮影勉強会 p.７ 

４/２５ （土） 
心血管MR画像研究会         p.７ 

神戸総合医療専門学校 学友会    p.７ 

４/２６ （日）  

４/２５ （月）  

４/２５ （火）  

４/２９ （水）  

４/３０ （木）  


