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－会告－
第１０５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１０５回総会を下記のとおり開催いたします。
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議案書をご参照下さい。
なお、欠席される場合には委任状を３月１３日までに必着するようにご提出下さい。
記
日 時： 平成２８年３月２０日（日） １３：３０～１５：００
場 所： 神戸市勤労会館 ３０８号室 神戸市中央区雲井通５丁目１－２

～総会後研修会のお知らせ～
日 時： 平成２８年３月２０日（日）１５：００～
「平成２８年度 診療報酬改定について」
バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部
ストラテジー＆プロジェクト 部長 松坂雄二
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兵庫県放射線事務所 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”
管理士委員会
と書いて申し込んでください。
第８回 原子力災害や放射線災害に関
ホームページからでも登録できます。
する 緊急被ばく医療の初期対応研修
http://www.hyogo-rt.org/event/genshiryoku.html
会
※メールの場合 兵庫県放射線技師会
お詫び：アドバイザーの衣笠 達也 先生ですが、ご都合
MAIL： hart@tiara.ocn.ne.jp
により、ご参加いただけなくなりました。当日、医師にご質
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科
問等ございましたら、後日になりますが、必ずご回答させ
TEL ０７８-９１７-２０２０（代）
ていただきますので、ご了承の程お願いいたします。
半蔀（はしとみ） MAIL： gakujyutu8403@yahoo.co.jp
日 時： 平成２８年３月６日（日） １３：００～１７：００
（受付３０分前より）
場 所： 明石市消防本部 防災センター ３F
多目的ホール
〒６７３-００４４ 明石市藤江９２４番地の８
ＴＥＬ ０７８-９２１-０１１９（代表）
参加費： 無料
駐車場： 無料 （限りがありますので、出来るだけ公共機
関をご利用ください）
１：講 義 １３：００～
「放射線と人体への影響について」Q＆A
講師： JCOH 神戸中央病院 亀井 秀樹 先生
「福島県原発事故の実際・除染と GM サーベィメータの取
り扱いと数値の見方」
講師： 三田市民病院 田中 悟 先生
「サーベイの仕方 セグメント法」
講師： 六甲アイランド病院 有元 直史 先生
「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」
講師： 神戸市立医療センター西市民病院
中野 大 先生
２：訓 練 15：00～
「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」
実習形式
進行：北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 先生
３：講評と閉講式 16：30～
当日参加も可能ですが、修了書も発行しますので、

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
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 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ＰＡＳ
ＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷ
ＯＲＤは自由に変更できます）。

3 月パスワード
「送付シャウカステンに記載」
兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
兵庫県放射線技師会会誌（HART）に掲載する新入会員
紹介「技師会に輝く新星」に掲載する原稿を募集中です。
氏名・生年月日・出身校・所属支部・勤務先・抱負・趣味と
写真を下記アドレスまで送信して下さい。

MAIL： hyogoradiotech@gmail.com
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６)急性動脈解離・大動脈瘤でのfollow up CTAにおける患
者侵襲低減 尼崎中央病院 鎌田 照哲
阪神支部
７)１．５T-MRI 装置を用いた DTI （Diffusion Tensor
平成２７年度阪神支部総会
Imaging）による腰部神経線維描出のための基礎的検討
第４回阪神支部学術勉強会のお知らせ
兵庫医科大学病院 中川 英雄
８)脳血流定量検査における撮像時間短縮が定量値に及
浅春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶
ぼす影響
兵庫医科大学病院 槌谷 達也
び申し上げます。平成 27 年度阪神支部の総会・第４回学
４．特別講演
座長
市立川西病院放射線科
北野 映
術勉強会を下記の通り開催いたします。今回の勉強会は
「血管エコーによる深部静脈血栓症の評価」
昨年、京都で開催された全国学術大会において、阪神支
市立川西病院 臨床検査科 技師長 天野 幾司
部から発表のあった演題をもう一度講演してもらいます。
問い合わせ先：
尼崎中央病院 画像診断部門
是非この機会にご参加いただきますようお願い申し上げま
鎌田 照哲 ＴＥＬ ０６-６４９９-３０４５ 内線３０５
す。
平成２７年度 阪神支部総会
日 時： 平成２８年３月１０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２７年度 第４回阪神支部学術勉強会
日 時： 平成２８年３月１０日(木) １９：１５～２１：１５
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 「非イオン性造影剤イオメロンの最近の話題」
エーザイ株式会社 安田 祐二
３．発表 座長 宝塚市立病院 放射線科 小原 知大
晴風園 今井病院 放射線科 西田 成弘
１）読影補助用肋骨展開ソフト（BoneReading）における
適切な再構成条件の検討
兵庫医科大学病院 真鍋 綾夕奈
２）DXA 装置における１０秒 SCAN の体厚依存性について
市立芦屋病院 前田 桃世
３) ラージモニターの表示サイズが画質におよぼす影響
兵庫医科大学病院 藤川 慶太
４)当院における CT 被ばく線量の推移
尼崎中央病院 宮地 和明
５)心臓 CT でのβ-blocker 追加投与におけるプロプラノロ
ールとランジオロールの併用投与とランジオロールの倍
量投与の有用性の比較検討
尼崎中央病院 野間本 剛士

西播支部
第５１回西播支部学術講演会
総会のご案内
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５１回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。
日 時： 平成２８年３月１２日（土）１３：３０～１７：４５
場 所： 姫路商工会議所 新館２階 ２０１研修室
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 『 X線線量情報の一元管理システム
〜 Radimetrics 〜 』
日本メドラッド株式会社/バイエル薬品株式会社
医療機器アプリケーションスペシャリスト 上村しづ香氏
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講演Ⅱ 『 CT 画像を診る！Vol.８ ～ IVR につなげる
を開催します。
急性腹症の読影補助 ～ 』
御多忙とは存じますが、是非ご出席頂いて支部会員相
兵庫県立がんセンター 放射線部 前田 啓明 技師
互の親睦を深めるとともに知力と感性を深めてください。宜
講演Ⅲ 『 必見! 東芝 最新アンギオグラフィシステム
しくお願いします。
～ 被曝低減・管理技術を集約した DoseRite
日 時： 平成２８年３月２４日（木） １９：００～２１：００
＋ Rite Edition ～ 』
(１８：３０受付)
東芝メディカルシステムズ株式会社 関西支社
場 所： 明石市立市民病院 ２階 講義室Ａ
X 線技術担当 稲澤 宏之氏
兵庫県明石市鷹匠１-３３
特別講演
内 容：
『診療放射線技師における CT 領域の研究とスキルアップ
1．定期総会
の実践 ～通信制大学院の活用と研究活動への応用～』
2．FPD 導入時の基礎的画像評価と Virtual Grid 処理の初
社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院
期検討 明石市立市民病院 中村 規
診療関連部 放射線課 水井 雅人 先生
3．最新の画像処理 Virtual Grid について
【認定ポイント】日本救急撮影技師認定機構２ポイント、
富士フィルムメディカル株式会社 高橋 輝泰
日本 X 線 CT 専門技師認定機構３ポイント
参加費： 会員・非会員５００円（一般・他職種は無料）
※学術講演会終了後、総会を行います。
※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。
問合せ： 兵庫県立がんセンター 放射線部 前田 啓明
問い合わせ：
明石市立市民病院 放射線技術課 大内
ＴＥＬ ０７８-９２９-１１５１
TEL ０７８-９１２-２３２３

淡路支部
第１０回淡路支部学術勉強会のお知らせ

第２６回 技師のひろば
～ 東西会 ～ （ご案内）

標記について、下記のとおり開催します。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。
日 時： 平成２８年３月１６日（水）１９：１５～２０：１５
場 所： 兵庫県立淡路医療センター ２F 小会議室
内 容： MR 検査における脳梗塞の診断及びプロトコール
について 兵庫県立淡路医療センター 藤田達也
参加費： 会員無料、会員以外５００円
問合せ先：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）

皆様のお蔭で、東西会は 第 26 回を迎えることができ
ました。御礼申し上げます。
今回は、救急診療における診療放射線技師の役割につ
いての研修会です。
私たちの多くの施設が２次救急に関わっており、時に緊
急度の高いケースに遭遇する場面もあります。
そんな時、我々診療放射線技師は現場でどのように貢
献することができるのか、迅速かつ正しい判断をしなけれ
ばなりません。
そこでこのたびは、３次救急の最前線でご活躍されてお
られる高度救命救急のスペシャリストのお一人であります
川崎医科大学附属病院（岡山県）の黒住 晃先生に、救
急医療チームの一員としてどう機能を果たすべきなのか
を御教授いただきます。
皆様、お誘い合わせの上ご参加下さいませ。
（神戸西支部 支部長 高井 夏樹）
内 容： 救急撮影
〈情報提供〉

東播支部
東播支部定期総会
第１５４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『東播支部定期総会＆第１５４回東播支部勉強会』
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『イオメロン 350 注シリンジ 135ｍL のご紹介』
神戸西支部主催 特別講演 2 の報告です。
エーザイ株式会社 武内 久典
平成２８年１月２９日（金）１８時４５分～２０時２５分 神
〈〈 講演 〉〉
戸市勤労会館にて、NTRT 副代表 NTT 西日本松山病
（題目）『救急診療における
院 矢野 雅昭 先生による一般撮影 『高齢者外傷をどう
診療放射線技師としての貢献とは？！』
撮影するか』を開催致しました。
（講師） 川崎医科大学附属病院 中央放射線部
参加者は４２名で、中には他県の方まで参加してくださり、
（高度救命救急センター） 黒住 晃 先生
垣根を越えた研修会となりました。
日 時： 平成２８年５月２７日（金）
次回は、平成２８年０６月１７日（金）神戸西支部の総会
受付開始 １８：３０～
後に、倉敷成人病センターの 蘆原 友里 先生によります
講演開催 １８：５０～２０：２０
最新の BLS の研修を予定しております。
会 場： 神戸市勤労会館 神戸市中央区雲井通 5-1-2
今後も一般撮影に限らず色々なテーマで研修会を企
０７８-２３２-１８８１
画致しますのでご参加くださいますようよろしくお願い致し
講演への参加費：
ます。
(会員)５００円
(非会員)１，０００円
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
(学生）無料（要学生証） (他職種) ５００円
お問い合わせ先：
・住吉川病院 TEL ０７８-４５２-７１１１
第２７９回神戸頭部研修会のお知らせ
神戸東支部 支部長 岸本 勝見
・三菱神戸病院 TEL ０７８-６７２-２６１０
冷え込む日が続いておりましたが、そろそろ春の訪れる季
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
節となりました。前回の定例会では、今年のシリーズテー
マ「頭部領域のベーシック」と「こんな症例ありました」の２
本立てで進めてまいりました。ベーシックでは「脳葉概論
編」とし、脳の区分、脳葉の分類や大脳の機能、皮質・髄
質をまとめてゆきました。中でも脳葉の分類はWSで処理し
たCT画像を用い、目で見て理解し機能局在も確かめるこ
とが出来ました。更に脳溝の同定が脳葉を分類する上で
重要な手掛かりとなり、豊富な画像と丁寧な説明で、教書
では得られない一歩進んだ手法で理解することが出来ま
した。まさに明日から使える臨床直結の内容でしたね。後
半ではこんな症例でAVFを取り上げました。症状から病態、
画像所見、治療法までを多くの画像を参照し、知識を深め
ました。その中で、CT検査で得られる出血像も様々な形
態があり注意を要すること。MRではSWIの必要性を詳細に
説明いただきました。血管走行によりMRAの画像処理にも
一考ありましたね。知っておくべき症例!! また一つ増えま
したね。さて、今回の定例会は下記の要項で行います。頭
部領域に関する基礎知識（ベーシック）を分かりやすい切
り口で勉強してゆきます。
多数のご参加をお待ちしております。
題 目：
１．seri「頭部領域のベーシック」〜側頭葉編

神戸西支部
特別講演２ 報告
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こやまクリニック 画像技術科 田上修二
ととお慶び申し上げます。
２．seri「こんな症例ありました」〜アルツハイマー病
この度、第２１回研究会を下記のとおり開催いたします。
揖保川病院 放射線科 清水敏男
今回は、精中機構の講習会および更新講習会の読影試
３．seri「ここがポイント」〜頭部外傷
験を想定して、マンモグラフィのフィルムリーディングを行
新須磨病院 放射線科 山口健司
います。皆さまのスキルアップに繋がる症例を準備いたし
日 時： 平成２８年３月９日（水）１９：００〜２１：００
ますので、奮ってご参加下さい。
会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室
明石市医師会の協力のもと、会場にて行いますのでご
（JR兵庫駅北） TEL ０７８-576-０９８１
注意ください。
会 費： 会員・会員以外 ５００円
日 時： 平成２８年３月１２日(土) ９：３０～ 受付
連絡先： 吉田病院 放射線科 森 勇樹
９：３０～１２：３０
TEL ０７８-５７６-２７７３
会 場： 明石市医師会館３階「多目的ホール」
(http://www.akashi.hyogo.med.or.jp/)
〒６７４-００６３ 明石市大久保町八木７４３-３３
第２９８回はりま CT 研究会のご案内
JR 大久保駅から徒歩１５分・山陽電車八木駅か
ら徒歩８分 JTaco(たこ)バスも利用可
テーマ： 胆のうをたんのうしよう ～part５～
【明石市医師会館には駐車場がありませんので、公共交
日 時： 平成２８年３月１１日（金）１９：００～
通機関を利用ください】
場 所： 明舞中央病院 西館１階 会議室 （駐車場有）
参加費： ５００円
会 費： 会員・会員以外 ５００円
プログラム：
最近インフルエンザやノロウィルスが流行っていますが、
９：３０～１１：００ 「マンモグラフィ フィルムリーディング
体調お変わりないでしょうか？前回は急性胆嚢炎を知るう
(４０症例)」
えで土台となる基礎的なことや具体的な撮影法といった、
１１：００～１２：００ 「症例解説」 兵庫県立がんセンター
普通の検査に必要な知識を学んでいただけたかと思いま
乳腺外科部長 広利 浩一先生
す。今回は慢性胆嚢炎や隆起性病変について取り組んで
１２：００～１２：３０ 「質疑応答」
いきます。見慣れた疾患が新たな視点で見えてくるかもし
★なおフィルムリーディングは、１１：００開始の「症例解説」
れません。胆のうシリーズも残すところあと僅かですので、
までに終了できるよう９：３０～１１：００の時間帯で好きな
これを機に胆嚢の全てを知り尽くしましょう！！
時間にお越しいただいて問題ありません。
内容・講師：
事務局： 兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線部内
「慢性胆嚢炎を知る」
明舞中央病院 筧 翔 技師
担当 坂本 瞳
「胆のう隆起性病変を考えてみる」
〒６６０-８５５０
明舞中央病院 羽田 安孝 技師
兵庫県尼崎市東難波町二丁目１７番７７号
皆さん、お誘いあわせの上ご参加ください (*^^)v
TEL ０６-６４８０-７０００ (代)
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
MAIL： hyogo_breast@yahoo.co.jp
ております。
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科内
０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
第１２回 近畿救急撮影セミナー
半蔀英敏 羽田安孝
日 時： 平成２８年３月１９日（土）１４：３０～１８：００
（１４：００受付開始）
第２１回兵庫乳房画像研究会のご案内
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
軽暖の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこ
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〒５４０-０００６ 大阪府大阪市中央区法円坂２-１-１４
申し上げます。さて今年度も最後となりました。『読影のい
ＴＥＬ ０６-６９４２-１３３１（代表）
ろは』馬場 保昌先生ご提供による講演（大阪特別講演-２
参加費： １，０００ 円
０１４年９月２０日開催）ＣＤ資料『胃癌Ｘ線診断の取り組み
日本救急撮影技師認定機構対象セミナー ２単位
方』を教本としまして、一年間取り組んでまいりました。幾
＊荒天時にはやむを得ず、セミナーを中止にすることもあ
度もＣＤを開き、毎回、学ぶ症例の手引としました。その、
ります。その場合はホームページにて掲載致します。
はじめの項に『撮影や読影技術の習得に限らず、新たな
http://kinkiqqsatsueiseminar.kenkyuukai.jp/about/
技術や理論が生まれることを期待して、基本的な考え方
第１２回プログラム： テーマ｢基礎から学ぶ外傷救急｣
や取り組み方を学びましょう。』とあります。今回も次年度
１４：２５～１４：３０ 開会挨拶 注意事項
に希望を抱き、各講座におきまして、地道に学んで行きた
１４：３０～１５：３０
いと思います。どうぞ、みなさん、奮ってご参加ください。
【技術講演】 ｢各施設における整形撮影の工夫｣
代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師
1．当院における外傷 X 線撮影の工夫
大阪府信用金庫健康保険組合健康管理センター
～ストレッチャーでの撮影を主に～
中園 直幸
京都第二赤十字病院 山添元士 先生
日 時： 平成２８年３月１９日（土） １４：３０～１７：３０
2．外傷撮影における発想の転換と工夫
場 所： 尼崎中央病院 ４階講義室
～段ボールと血管撮影装置～
参加費： １，０００円
兵庫県災害医療センター 放射線課 上江孝典 先生
内容：
3．trauma DIAGNOST を用いた初療撮影について
講座Ⅰ 『読影のいろは』－ 所見用語の使い方（症例を
りんくう総合医療センター 放射線技術科
題材に）－
講師： 合志病院 中川 好久
救命救急撮影担当主幹 相良健司 先生
講座Ⅱ 『撮影法－ワンランク上を目指して』
１５：３０～１５：４０ 休憩
－ゾンデ使用による精密検査法－
１５：４０～１６：４０ 【教育講演】｢単純撮影の知識を深め、
講師： ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師 中園 直幸
救急に活かす～四肢を中心に～」
症例検討会
大阪大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門
馬場塾症例： Ｘ線、内視鏡、切除標本、切除後病理組織
主任診療放射線技師 松澤博明 先生
写真、それぞれの対比など、非常に魅力ある内容となっ
１６：４０～１６：５０ 休憩
ております。
１６：５０～１７：５０ 【特別講演】「私が考える救急初療室
【 お知らせ 】
での整形外科外傷に対する画像検査のあり方」
次年度、平成２８年４月より会場と開催日が変更になりま
兵庫県災害医療センター
す。
整形外科 副部長 矢形幸久 先生
・会 場： 健保連大阪中央病院 １３階 大会議室
１７：５０～ 閉会挨拶
〒５３０-０００１大阪市北区梅田３-３-３０
問い合わせ： 神戸赤十字病院 放射線科部内
ＪＲ大阪駅から神戸方面へ歩いて７分ぐらいです。
〒６５１-００７３兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１-３-１
・開催日時： 第２土曜日 １４：３０～１７：３０
ＴＥＬ ０７８–２３１-６００６
ＦＡＸ ０７８-２４１-７０５３
お問い合わせ：合志病院 放射線科内 担当 中川 好久
MAIL： t-miyayasu@kobe.jrc.or.jp 担当： 宮安 孝行
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
第１１６回大阪胃腸会（銀杏会）
MAIL： mail:info@osaka-ichokai.com
開催のご案内
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
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第１０９回いちょう会（斎暢会）開催のご案内

第 66 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６６回は、「PartⅠ MRI の基本概念」
第３版 第３章 RF 波
第３版以外の方、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。
（前回の進み具合により変更あり）
日 時： 平成２８年３月２４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
TEL ０７８-９２７－２７２７（代表）
放射線科 鳥居

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。
日 時： ４月１４日（第２木曜日）１８：３０～２０：３０
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
MAIL： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆
HP： http://ichokai.kenkyuukai.jp/
神戸総合医療専門学校 診療放射線科 学友会

平成２８年度 総会・講演会・懇親会
の開催のご案内
学友会会員の皆様へ
☆《Google 神戸総合医療 学友会 検索↵》☆
この度、平成２８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。今回は、３施設の会員による施
設紹介・就職体験談と教育講演では、一般撮影法で立位
撮影法を推奨されている奈良県立医科大学附属病院の
安藤英次先生をお招きしています。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、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。
会員皆様の参加をお待ちしています。
日 時： 平成２８年４月２３日（土） １４：００～１７：１０
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： １４：００～１４：４０
・講演会： １４：５０～１７：１０
・懇親会： １７：２０～（バイキング形式・飲み放題）
《講演会内容》

神戸 MR の会 定例会のご案内
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。
日 時： 平成２８年３月２９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
情報提供
「日立 ３T MRI TRILLIUM OVAL の最新技術紹介」
株式会社 日立メディコ MR システム本部
原田 邦明 様
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
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☆施設紹介・就職体験談；
た。
１）こやまクリニック；石田 美紀氏
２０１６年７月２日（土） １５：００～
２）北播磨総合医療センター；未定
明石市立産業交流センター ４階研修室
３） 神戸大学医学部附属病院；光岡 奈穂氏
テーマ： 救急診療の画像診断と治療
☆教育講演；座長 信原病院 森岡 重敏氏
詳細は来月シャウカステンでお知らせいたします。ご参加
テーマ： 『一般撮影は変わる！！』
よろしくお願いいたします。
講師： 奈良県立医科大学附属病院
お問い合わせ： 北播磨総合医療センター 診療支援部
副技師長 安藤 英次先生
中央放射線室 末廣 克義 まで
※ 講演会参加費： 会員・非会員 無料
ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００（代） FAX 0794-６２-９９２６
※ 懇親会参加費(事前登録不要)：
（中放直通）
会員３，０００円、非会員 ５，０００円
厚生委員会
お問い合わせ： 神戸赤十字病院 古東 正宜
ビリヤード同好会からのお知らせ
TEL ０７８-２４１-９２５９ （ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

臨床画像研究会 －若葉会－
第 99 回定例会 のご案内

日 時： ２０１６年３月５日（土）１５：００～１８：００
場 所： 元町 SUN
ＴＥＬ ０７８-３２１-５１３５
お問い合わせ： 神戸労災病院 中央放射線部 木村

現在、単純X 線の画像診断・撮影法を中心に、各モダリ
ティーの診断画像を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９弾『足関節・足部』です。
知っておきたい撮影体位のもつ意味や、ポジショニン
グ・画像診断のポイントについて解説します。また、撮影時
のコツや、臨床画像や疾患を踏まえ解説できたらと考えて
います。なにげなく撮影している方が多いかも知れません
が、日々の撮影を見直す機会にして頂けたらと考えていま
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～』１９
単純 X 線写真の撮影法・読影を中心に ⑨足関節・足部
話題提供： バイエル薬品株式会社
講 演： 各部位の撮影に関する基礎知識とポイント
～臨床画像・疾患を含めて～(仮)
１．足関節 担当：明石医療センター 技術部放射線科
下澤 秀輔
２．足部 担当：明舞中央病院 放射線科 須賀 俊夫
日 時： 平成２８年４月２７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）
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.
速報！：第１００回記念特別講演会 開催日が決定しまし

神戸東支部
神戸東支部勉強会・総会のお知らせ
神戸東支部勉強会および総会を下記にて開催いたしま
す。
支部会員の皆様におかれてはご多忙のこととは存じます
が多数参加ください。
場 所： 神戸市勤労会館 ４０６号室
日 時： ２０１６年３月１８日（金） １８：３０
一部 勉強会 エコーの沿革について
講師： 日立アロカ
読影のポイント（病気の形態から考える）
講師： メディカル指南車
二部 総会
問い合わせ先： 住吉川病院 岸本勝
TEL ０７８-４５２-７１１１
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○岡本クリニック
所在地 神戸市中央区三宮町１‐１０‐１
神戸交通センタービル６Ｆ
求人内容 正規職員 ・ パート職員

会費納入について
～早期納入のお願い～

○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

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。

○入江病院
所在地 姫路市飾磨区英賀春日町２-２５-２
求人内容 正規職員
○順心淡路病院
所在地 淡路市大町下６６-１
求人内容 正規職員 ・ パート職員

会費納入状況 （平成２８年２月１２日現在）
会 員 数 ： １，２９６名
会 費 納 入 率 ： ９０．２０％
会費未納者数 ： １２７名

○兵庫県立淡路医療センター
所在地 洲本市塩屋１丁目１-１３７
求人内容 嘱託職員 ・ パート職員

≪ 求人情報 ≫

○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丁目１７-７７
求人内容 パート職員

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
○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

○こくふブレストクリニック
所在地 宝塚市中山寺１-１０-６
中山寺メディカルセンター１０２
求人内容 正規職員

○ツカザキ病院
所在地 姫路市網干区和久 68-1
求人内容 正規職員

○すずらん病院
所在地 神戸市北区鈴蘭台西町 2-21-5
求人内容 正規職員

○兵庫県厚生農業協同組合連合会
所在地 神戸市中央区海岸通 1 番地
求人内容 正規職員

○多可赤十字病院
所在地 多可郡多可町中区岸上 280
求人内容 正規職員

○順心病院
所在地 加古川市別府町別府 865-1
求人内容 正規職員

○大西脳神経外科病院
所在地 明石市大久保町江井島 1661-1
求人内容 正規職員

○吉田アーデント病院
所在地 神戸市灘区原田通１-３-１７
求人内容 正規職員

【 兵庫県放射線技師会事務所について 】
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

○順天厚生事業団
所在地 神戸市中央区楠町３丁目３番１３号
求人内容 パート職員
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兵放技ニュース

< ３月スケジュール >

３/１１

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

３/１２

（土）

３/１３

３/１８

（日）
（月）
（火）
（水） 第１０回淡路支部学術勉強会
（木）
（金） 神戸東支部勉強会・総会

３/１９

（土）

３/２０

３/２３

（日）
（月）
（火）
（水）

３/２４

（木）

３/２５

（金）
（土）
（日）
（月）
（火） 神戸ＭＲの会
（水）
（木）

３/１
３/２
３/３
３/４
３/５
３/６
３/７
３/８
３/９
３/１０

３/１４
３/１５
３/１６
３/１７

３/２１
３/２２

３/２６
３/２７
３/２８
３/２９
３/３０
３/３１

平成２８年 3 月１日発行

< ４月スケジュール >
４/１
４/２
４/３
４/４

ビリヤード同好会活動日

４/５

第８回緊急被ばく医療の初期対応研修会

４/６
４/７
４/８

第２７９回神戸頭部研修会

４/９

第４回阪神支部学術勉強会・総会

４/１０

第２９８回はりまＣＴ研究会
第２１回兵庫乳房画像研究会
第５１回西播支部学術講演会・総会

４/１１
４/１２
４/１３
４/１４
４/１５
４/１６
４/１７
４/１８
４/１９

第１２回近畿救急撮影セミナー
第１１６回大阪胃腸会（銀杏会）
第１０５回兵庫県放射線技師会通常総会

４/２０
４/２１
４/２２
４/２３
４/２４
４/２５

第１５４回東播支部勉強会・総会
第６６回ＭＲＩの基本読書会

４/２６
４/２７
４/２８
４/２９
４/３０
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（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 第１０９回いちょう会（斎暢会）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 神戸総合医療専門学校学友会 総会
（日）
（月）
（火）
（水） 臨床画像研究会 若葉会 第９９回定例会
（木）
（金）
（土）

