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第２７回兵庫県放射線技師会学術大会 演題募集締め切り迫る
今年度は、丹有支部の協力のもと、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。
皆様のご応募お待ちしております。
演題募集：一般演題「自由演題」
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【抄録原稿の書式】をご覧ください。（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２７年７月１日～平成２７年８月７日まで
【学術大会開催内容】
日 時：平成２７年１０月２５日（日）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：三田市総合福祉保健センター
〒669-1514 兵庫県三田市川除 675 番地
お問い合わせ先：神戸大学医学部附属病院 放射線部 ０７８－３８２－６３８３
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以降でお願いします）。
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ください。
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 を使用してください。
５）句読点は、「、」と「。」を使用。
６）上段に、中央揃で、題名、演者の施設、氏名を書いてください。題名のみ１２pt 太字にしてください。
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○１００名山シリーズ
紅秋の剣山（徳島県）と石槌山（愛媛県）登山
日 時：平成２７年１０月３１日（土）～
１１月１日（日）
参加費：お問い合わせください

日本診療放射線技師会より

ネパール震災支援募金のお願い

先日開催されました臨時理事会にて、ネパール震災
支援募金活動を行うことが決定いたしました。それに伴
い、下記の口座を JART にて開設いたしました。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げま
す。
尚、この募金により集められた寄付金は、日本赤十字
社を通じてネパール災害復興のために使用されます。

その他、１０月中旬 曽爾高原ハイキング
１１月中旬 兵庫の紅葉ハイキング
を計画しています。
お問い合わせ先：兵放ハイキングクラブ
赤松 暁
Tel・Fax： ０７９―４３８－２４６１
Mail: wasurenagusa@mtc.biglobe.ne.jp

記
-----------------------------------------------りそな銀行 芝支店
普通口座
口座番号 １５６９２２３
口座名
公益社団法人日本診療放射線技師会支援金受付
-----------------------------------------------受付開始：７月７日
受付終了：８月８日
以上

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ＰＡＳＳＷＯＲＤ」
をお送りします。
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）。

厚生委員会
兵放ハイキングクラブからのご案内
○日本第２高峰・北岳と第４高峰・間ノ岳登山
日 時：平成２７年８月７日（金）２０時発～８月１０日（月）
２０時帰予定
参加費：お問い合わせください

パスワード
配送シャウカステン記載
兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/

○１００名山シリーズ
岩手山（岩手県）と鳥海山（秋田・山形県境）登山
日 時：平成２７年１０月９日（金）～
１０月１２日（祭）
参加費：お問い合わせください
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神戸西支部

淡路支部

総会・第 4 回研修会 （報告）

「平成２７年度第３回学術勉強会」

神戸西支部 総会および研修会の報告です。
平成２７年６月１９日
（金）
１９時から、
神戸市立 兵
庫県勤労市民センターで、支部の総会と研修会（内容：
救急撮影）を開催致しました。
５０席の研修室で、７６名の参加者でした。
東西会に引き継き、神戸総合医療専門学校と新たに
鈴鹿医療大学の生徒さんの合計２７名（３６％）が参
加してくださいました。これからも誰もが参加しやす
い環境作りに努めて参りますと共に、今後大きめの会
場を検討致しますので、これからもご参加下さいます
ようよろしくお願い申し上げます。
この度はご参加下さいましてありがとうございまし
た。

標記について、下記のとおり勉強会を開催します。
皆様お誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願
いします。
内 容：１．Ｘ線ＣＴ装置が植込み型心臓ペースメーカ等
へ及ぼす影響について
兵庫県立淡路医療センター 高田尚紀
２．診療放射線技師法の改正と業務拡大に伴う
統一講習会について
兵庫県放射線技師会 会長 清水 操
日 時：平成２７年８月１８日（火）１９：００～２０：００
場 所：兵庫県立淡路医療センター 2F 小会議室
参加費：会員無料、会員以外５００円
お問い合わせ先：兵庫県立淡路医療センター
放射線部 金山
TEL ０７９９－２２－１２００（内線３８２）

神戸西支部
「第９６回こうべ胃検診の会」
平成２７年７月については、掲載が間に合わず申し
訳ありませんでした。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 誤嚥の対応

神戸西支部 支部長 高井 夏樹
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※ 前年度、好評の講師を予定しております
人工股関節において一般撮影は、
CTやMRI検査よりも優
位な点が多くあります。読影医に最大限の情報を提供
日 時：平成２７年８月２１日（金）１ ８：０ ０～
するためにも、皆様に撮影法や読影について学んで頂
きたいと思っております。
場 所：兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室（予定）
内 容 ：一般撮影
申込・問合せ方法
電話にて申込・問合せ下さい
〈情報提供〉『 MRI 造影剤プロハンスの特性 』
神戸西・小林（健康財団０８０－１４９０－９７２９）
エーザイ株式会社 武内 久典
≪特別講演会≫
『理解して撮る一般撮影シリーズ』（第 2 弾）
～人工股関節（THA）撮影技術と画像読影～
講 師：奈良県立医科大学附属病院
中央放射線部 副技師長 安藤英次 先生
日 時：平成２７年９月２６日（土）
１８：００～１９：４５ （受付 １７：３０ ～）
場 所：神戸市勤労会館 ３階 （３０８号室）
神戸市中央区雲井通５-１-２ 078-232-1881
講演参加費 ：（カラー資料・飲み物付き）
日放技の 会 員・・・ ５００円
非会員・・・ １，０００ 円
学 生・・・ 無料（要学生証）
他職種・・・ご相談のうえ会員価格
お問い合わせ先： 三菱神戸病院
（０７８－６７２－２６１０）
神戸西支部 支部長 高井 夏樹

神戸西支部
「神戸西支部 特別講演会」
今年も一般撮影をテーマに、神戸西支部の特別講演
会を開催致します。
去年に引き続き講師の先生に、
NTRTの世話人であり、
一般撮影の本を数多く出版されております 奈良県立
医科大学附属病院 中央放射線部 副技師長 安藤英
次先生をお招き致します。
今回は“人工股関節（THA）撮影”を御教授頂きます。
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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。

開催のご案内

お問い合わせ先：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。
H P ： http://www.osaka-ichokai.com
Mail ： info@osaka-ichokai.com

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、今回の『基準撮影法』さあ！異常陰影を発見し
たが、この後どうしよう？任意・追加撮影法の紹介。
撮影機会も限られ、学ぶ環境も希薄な時代にある経験
の浅い技師の方は必見です！『読影のいろは』所見用
語の使い方、
胃上部～中部領域へと進めてまいります。
実際の症例を題材に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共に学んでいます。
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 ８月２２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
お越し下さい。
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

第 60 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 60 回は、
「PartⅡ 高速撮像法」
第 3 版 第 28 章 心臓 MRI
第 2 版の方、テキストをお持ちでない方の参加もお待
ちしております。

内 容：
講座Ⅰ『 ＮＰＯ精管構による基準撮影法』－任意・追加
撮影法－その②
講師：ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師 中園 直幸

（前回の進み具合により変更あり）

講座Ⅱ『読影のいろは』－ 所見用語の使い方（症例を
題材に）－その③
講師：合志病院 中川 好久

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

日 時： 平成 27 年 8 月 27 日（木）19：0０～21：0０
毎月第 4 木曜日開催予定

会 費： 会員・会員以外

症例検討会 担当：恵生会病院 芳野 克洋
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お問い合わせ先：
兵庫県立リハビリテーション中央病院
tel ０７８―９２７－２７２７（代表）
放射線科 鳥居

第 3 回『一般撮影勉強会』
開催のお知らせ
第 2 回の勉強会も多くの方々に参加いただき誠にあ
りがとうございました。
さて第 3 回は部位を変えて「膝関節」をテーマに勉強
したいと思います。座学にて膝関節の解剖やポジショ
ニングを学びたいと思います。
また 10 月には膝関節の
実践編として第 2 回と同様にポジショニングなど実際
の撮影方法を見せていただこうと考えています。今回
は座学のみですが多くの方のご参加お待ちしておりま
す。

神戸頭部研究会から
お知らせ
大きな台風に見舞われた梅雨も終わり、夏真っ盛り
のシーズンとなってまいりました。今年もこの暑さ、
十分に応えそうです。前回の定例会では前半に seri
「頭部救急のみかた」で、もやもや病を取り上げまし
た。病態・症状から診断基準・画像所見、治療法など
一連を詳細な説明により、その正体を解き明かしてゆ
きました。新生血管の増生であること、MR 所見からの
病期分類も、とっても勉強になりました。まさに、も
やっとしていたことが一気に解決されましたね。後半
では「こんな症例ありました」で内頚動脈と腕頭動脈
の狭窄をみてゆきました。眼の症状が優位で内頚動脈
の病変が確認された後、実は腕頭動脈にもあり、重複
した症状を呈した症例でした。症状を分析し広く所見
を拾い上げることが重要となりました。これからも、
たくさんの症例をみて、知識をつけてゆきたく考えて
おります。さて、今月の定例会はお盆休みとさせてい
ただき、9 月は下記の内容で進めてゆきます。知って
おきたい頭部領域における救急疾患。まだまだありそ
うです。多数のご参加をお待ちしております。
（田上修二）

テーマ：膝関節
日 時：平成２７年８月２８日(金) １９:００～
場 所：加古川東市民病院 ３階教室
加古川市平岡町一色７９７―２９５
会 費：５００円(車の方は駐車券配布します)
お問い合わせ先：加古川東市民病院 放射線室
TEL ０７９－４３７－３７５１(放射線室直通)
東元・中間
【顧問】牧田 明三

徒歩の方：東加古川駅南口から南に進んで牛角がある
道を右に曲がって下さい
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≪ 求人情報 ≫

題 目：1.seri.「頭部救急のみかた」
〜その他の血管障害 2
揖保川病院 放射線科 清水 敏男
2.seri.「こんな症例ありました」
神鋼病院 放射線治療室 三好 進

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
○大寺整形外科
所在地 神戸市北区藤原台中町１－２－１ 北神中央ビル３F
求人内容 パート職員

日 時：平成２７年９月９日（水） １９時〜２１時
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
速報!! 特別講演会が１１月１４日（土）に決定しまし
た。またご高名な先生にお話をしていただく準備を進
めております。詳細は後日ご報告いたします。

○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
○神戸協同病院
所在地 神戸市長田区久保町２-４-７
求人内容 正規職員
○松本クリニック
所在地 神戸市須磨区北落合２－１０－４
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番 モルティひめじ B－７
求人内容 正規職員

会費納入について
～早期納入のお願い～

○高田上谷病院
所在地 西宮市山口町上山口４－２６－１４
求人内容 正規職員

本年も日本診療放射線技師会・兵庫県放射線技師会一
括の払込票が皆様のお手元に届いているかと存じます。
本会は皆様の会費によって運営されています。会費納
入期限は毎年９月３０日となっておりますが、スムーズな
会務運営のため、できる限り早期での会費納入にご協力
いただきますよう、お願いいたします。

○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
○隈病院
所在地 神戸市中央区下山手通８－２－３５
求人内容 正規職員

会費納入状況 （平成２７年７月１０日現在）
会 員 数 ： １，２５４名
会 費 納 入 率 ： ５１．００％
会費未納者数 ： ６１５名

○大迎整形外科
所在地 明石市二見町東二見８９５－４
求人内容 パート職員
○兵庫県立尼崎総合医療センター
所在地 尼崎市東難波町２－１７－７７
求人内容 パート職員

【 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

平成２７年 8 月１日発行

○神戸掖済会病院
所在地 神戸市垂水区学が丘１－２１－１
求人内容 パート職員

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

（土）

８/２
８/３
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< ９月スケジュール >

サーベイメータ比較校正実習

９/１

（火）

（日）

９/２

（水）

（月）

９/３

（木）

８/４

（火）

９/４

（金）

８/５

（水）

９/５

（土）

８/６

（木）

第 97 回いちょう会（斎暢会）

９/６

（日）

第 27 回兵庫県放射線技師会学術大会

９/７

（月）

―演題締め切り―

９/８

（火）

８/７

（金）

８/８

（土）

９/９

（水）

８/９

（日）

９/１０

（木）

８/１０

（月）

９/１１

（金）

８/１１

（火）

９/１２

（土）

８/１２

（水）

９/１３

（日）

８/１３

（木）

９/１４

（月）

８/１４

（金）

９/１５

（火）

８/１５

（土）

９/１６

（水）

８/１６

（日）

９/１７

（木）

８/１７

（月）

９/１８

（金）

８/１８

（火）

９/１９

（土）

８/１９

（水）

９/２０

（日）

８/２０

（木）

シャウカステン９月号原稿締め切り

９/２１

（月）

８/２１

（金）

９/２２

（火）

８/２２

（土）

第 96 回こうべ胃検診の会
第 11 回近畿救急撮影セミナー
第 109 回大阪胃腸会（銀杏会）

９/２３

（水）

９/２４

（木）

９/２５

（金）

９/２６

（土）

９/２７

（日）

９/２８

（月）

９/２９

（火）

９/３０

（水）

兵庫医用画像情報研究会

第３回淡路支部学術勉強会

p.3

p.3
p.5

８/２３

（日）

８/２４

（月）

８/２５

（火）

８/２６

（水）

８/２７

（木）

第 60 回 「MRI の基本」 読書会

p.5

８/２８

（金）

第 3 回 「一般撮影勉強会」

p.6

８/２９

（土）

８/３０

（日）

８/３１

（月）

神戸頭部研究会

シャウカステン１０月号原稿締め切り

神戸西支部 特別講演会

※１０月２５日（日）
第２７回兵庫県放射線技師会学術大会
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ニュース原稿等の宛先

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。厳守ください。
E-mail：hyogoradiotech@gmail.com (添付ﾌｧｲﾙ形式 Microsoft Word)
FAX：078-351-2309 （兵庫県放射線技師会事務所宛）
郵送：〒659-8502 芦屋市朝日ヶ丘町 39-1 市立芦屋病院 放射線科 阪本 正行宛
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