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第47回  加西市体育大会参加者募集

■総合開会式
　日　時／ 10 月 5 日（日）8:30 ～
　場　所／アラジンスタジアム
　※雨天時：市民会館文化ホール

■各種競技
　申込先／下表参照
　締　切／各競技大会の要項参照

【問合先】　文化スポーツ課（社会体育係）☎㊷8773　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

　各競技大会の要項と参加申込書は、市教育委員会、各公民館にあります。市ホームページにも掲載しています。

№ 大会名 開催日 場所 参加費。申込締切日など

1
市長旗争奪野球大会 9/28 ～ 10/19 アラジンスタジアム

市民グラウンド
協会未登録ﾁｰﾑは、
1 ﾁｰﾑ 3,000 円

申込先／参加申込書を 9/16 の 18:30 から 19:00 の間に加西市軟式野球協会事務所（アラジンスタジアム内）へ持参。

2
町対抗家庭バレーボール大会 10/5 富田小、九会小、西在田小、泉小、

泉中、特別支援学校体育館
１ﾁｰﾑ 1,000 円
締切 8/25

申込先／〒 675-2395（住所表記不要）加西市教育委員会  文化スポーツ課

3
親善サッカー大会 10/5、19 ぜんぼうグリーンパーク 小中学生 1 ﾁｰﾑ 1,000 円、

一般 1 ﾁｰﾑ 3,000 円
申込先／〒 679-0103　別府町 2664-315　西村　治　☎㊼ 0865　℻㊼ 0026　　締切 8/31（17:00 まで）

4
市民卓球大会 9/28 加西勤労者体育センター 締切 9/20

申込先／〒 675-2445　殿原町 906-1　大野隆司　☎㊹ 0662

5
市民ソフトテニス大会 10/5 加西テニスコート 雨天時は 10/11

締切 9/22
申込先／〒 675-2351　福居町 42-8　加西市ソフトテニス協会事務局　辻　康則　☎ 090-6974-9130

6
市民柔道大会 10/5 北条中武道館 締切 9/1

申込先／〒 675-2324　北条町東南 64-3　浅田　豊　☎㊷ 1029

7
市民剣道大会 10/13 北条小体育館 締切 9/13

申込先／〒 675-2345　西剣坂町 565-1　見上敏幸　☎・℻㊻ 0656

8
市民空手道大会 10/5 加西勤労者体育センター 締切 9/17

申込先／〒 675-2233　両月町 208-1　辻　正富　☎㊽ 2426

9
少林寺拳法演武大会 10/5 北条東小体育館 締切 9/1

申込先／〒 679-2154　姫路市香寺町相坂 770　川嶋保男　☎ 079-232-5853

10
市民バドミントン大会 10/5 北条中体育館 一般 1,500 円／ペア

ジュニア 500 円／ペア
申込先／〒 670-0981　姫路市西庄甲 573　 大塚　馨　☎ 079-292-1497　　締切 9/23

11
市民硬式テニス大会 10/12  加西テニスコート 雨天時は 10/13　1 ﾍﾟｱ 500 円

※ジュニアシングルス無料
申込先／〒 675-2404　油谷町 639-3　アオノテニスクラブ内　加西市テニス協会　℻㊺ 1848　　締切 9/26

12
市長杯地区対抗ゲートボール大会 10/5 すぱーく加西 参加資格：兵庫県連加盟団体登

録会員　　締切 8/30
申込先／〒 675-2463　広原町 358-1　深山幸雄　☎㊹ 1434

13
市長杯グラウンド・ゴルフ大会 10/5 多目的グラウンド 小雨決行

荒天時は 10/12
申込先／〒 675-2312　北条町北条 1044-2　大西庸雄　☎㊸ 0313（20:00 以降）　℻⑳ 7197
　　　　〒 675-2334　福住町 57-1　杉本文代　　☎・℻㊻ 0727　　募集期間：9/5 ～ 15（先着 200 人）

14
市民バウンドテニス大会 9/21 善防公民館（多目的ホール） 参加費 500 円

締切 9/9
申込先／〒 675-2312　北条町北条 639-17　加西市ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会事務局　福和　博　☎㊷ 3492

15
市民バスケットボール大会 10/19、25、26 北条小・北条高体育館 小学生 1 人 100 円、

中学・高校 1 ﾁｰﾑ 1,500 円、
一般（協会未登録ﾁｰﾑ）5,000 円申込先／参加申込書を 9/11（19:30）に市民会館 2 階視聴覚室（抽選会）へ持参。
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加西病院のコーナー　                             加西病院ホームページ http://www.hospital.kasai.hyogo.jp

臨床工学技士の紹介 性が高い場合もあります。
　治療法の一つとして加西病院では、カテーテルによる
治療を行っています。心臓カテーテル治療には、補助
循環装置（心臓の一部を補助する生命維持装置。IABP、
PCPS と呼ばれる）をはじめ、高度な医療機器を使用し
ています。臨床工学技士は、機器の操作・管理を行い、
医師や看護師、放射線技師と昼夜問わず対応しています。

■人工呼吸業務
　呼吸が停止してしまった場合や肺の機能が悪くなり十
分な呼吸ができなくなった場合には、呼吸を代行するた
めの人工呼吸器という機械が装着されます。
　臨床工学技士は、人工呼吸器に重大な事故やその引き
金となるような異常がないかなどを毎日チェックしてい
ます。また、人工呼吸サポートチーム（RST）を医師、
看護師、理学療法士と結成し、その中心として人工呼吸
療法が安全かつ最適に行われるよう推進しています。

　臨床工学技士は、現在 3 人体制で業務を行っています。
上記以外にも医療機器の管理などを行い、活動の場は多
岐にわたります。
　今後も、目まぐる
しいスピードで発展
していく先進医療に
対応し、患者の皆さ
んの命を守れるよう
高度な技術や知識を
身につけていきます。
　　　（中央検査科　糸口耕平　千石裕之　畑あゆみ）

　病院では、医師や看護師・薬剤師をはじめ、血液検査・
エコー検査などを行う臨床検査技師や X 線・CT といっ
た放射線を使った検査を行う診療放射線技師など、さま
ざまな職種の人が働いています。もちろん、臨床工学技
士も病院で働く医療職です。
　臨床工学技士制度ができたのは昭和 62 年で、他に比
べ新しい職種ですが、医療機器の進歩に伴い、医学的、
工学的な知識を必要とする専門技術者として、医療の重
要な一翼を担う医療職です。ドラマ「医龍」で臨床工学
技士の知名度は若干上昇しましたが、皆さんに臨床工学
技士を知っていただくため、仕事内容を紹介します。

■血液浄化療法
　血液浄化療法の一つに人工透析があります。人工透析
とは、尿として排泄される老廃物や余分な水分などを、
高度な医療機器を用いて、血液を体外に出してきれいに
し、再び体内に戻す治療です。
　臨床工学技士は、機器の準備や操作、血液を体から出
し入れするための針刺など、全ての治療行為をします。
その他、薬物中毒や敗血症性ショックなど、特に重傷な
疾患に対する血液浄化療法も、医師・看護師との連携の
下に 24 時間 365 日対応しています。 

■血管造影室業務
　狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患は、冠動脈の狭
窄や閉塞によって、心臓への血液の供給が不足し胸痛や
血圧低下などをきたす疾患です。命に関わるような緊急

平成27年度・加西病院職員採用試験の案内

【申込・問合先】　市立加西病院（総務課）☎㊷2200

　加西病院は、平成 27 年 4 月 1 日採用の職員を募集します。
■募集職種

職種 採用予定人数 受験資格

事務 1 名程度
昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた人で､ 学校教育法に基づく 4 年制大学を卒業、または
平成 27 年 3 月に卒業見込みの人

■受験申込・試験日程

受験申込

提出書類 加西病院所定の受験申込書、受験票など　※詳しくは募集要項をご覧ください。

受付期間
平成 26 年 8 月 27 日（水）まで　土日除く 8:30 ～ 17:15
持参または郵送により申し込みください。

申込先 〒 675-2393（住所表記不要）市立加西病院総務課（病院東館 2 階）

試験日程・
種目

1 次試験 平成 26 年 9 月 21 日（日）　教養試験、論文試験
2 次試験 平成 26 年 10 月 18 日（土）　面接試験

※募集要項や受験申込書は、加西病院ホームページからダウンロードできます（加西病院でも配布しています）。

左から千石、糸口、畑。
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