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第１０２回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告
平成２６年６月２２日(日)１３：３０より 神戸市勤労会館にて第１０２回通常総会が執り行われた。
今総会では下記についての審議であった。
１．平成２５年度庶務報告
２．平成２５年度事業報告
３．平成２５年度決算の承認
貸借対照表及び正味財産増減計算書等の承認について
４．平成２５年度監査報告
５．その他
総会に先立ち功労表彰・会長感謝彰・近畿地域学術大会 学術奨励
賞について、表彰の儀が執り行われた。
総会では、清水会長による会長挨拶に続き、上記の報告がなされ、
審議の後、各議案について採決がなされた。
１～４号議案は全員賛成をもって承認された（会員数１２３８名中、
出席者数５０名、委任状提出者数６０９名、計６５９名）。
５号議案（その他）はなかった。

平成２６年度 第１回 支部連絡協議会報告
平成２６年６月２２日１０：００～１２：００、午後からの総会に先立ち、
標記協議会が開催された。
会長からは挨拶に続き、総括と日本診療放射線技師会の動向に
ついて、各担当理事からは委員会の報告・連絡事項がなされ、その後
各支部より活動報告が行われた。
支部からのご意見として、「支部事業費の支払時期について」・「会費
値下げへの検討要請」があった。また、会費の誤請求に関するクレームが
あったが、ここ数年、日放技の会員情報システムの不具合が報告されて
おり、会費の誤請求についてのトラブルも続いている。今年度新システム
へ更新された後も解消されていないこと、また、会員からの問い合わせに
対してもなかなか返答がない、という現状もあり、日放技への抗議とともに、
本会として現状の把握に努め、会員からの信頼を回復するため、あらゆる
改善策を講じていくこととした。

1

兵放技ニュース

第 74 回日本診療放射線技師会
定期総会報告

平成２６年７月１日発行

初心者も大歓迎です。近隣にコインパーキング多数。
日 時 ： 平成２６年７月５日（土） １５：００～１８：００
場 所 ： 元町 SUN
ＴＥＬ ０７８－３２１－５１３５

６月７日、東京にて第７４回日本診療放射線技師会定期総会
が行われ、兵庫県より９名の代議員が出席した（委任状１名含
む）。 全出席者は１８４名（委任状１７名含む）。
総会議事は以下の通り。 １．報告事項（平成２５年度事業・決
算） ２．議案（平成２６年度事業計画案・予算案、平成２６・２７年
度役員選出） 事業計画案・予算案は全員賛成で可決された。
役員選出は代議員の投票によって行われ、即時開票により役員
が決定した。その後引き続き行われた理事会にて中澤会長及
び小川副会長、佐野副会長が選定された。役員一覧について
は JART のホームページ参照。
また事業計画案の追加として、環境省委託業務「平成２６年度
原子力災害影響調査等事業（福島県外における住民の個人被
ばく線量把握事業）」があったが、一般競争入札による受託決定
が５月１２日であったため、総会までに詳細な資料を作成できな
かったことから７月に臨時総会を行い、その場にての予算審議
を予定している旨の説明があった。

問い合わせ先
神戸労災病院 中央放射線部 木村・興津
ＴＥＬ ０７８－２３１－５９０１

-学術委員会-

第 25 回医用画像学術講演会のご案内
今年も、医用画像学術講演会を開催いたします。
この度は特別講演として、神戸大学大学院医学研究科 内科
系講座放射線医学分野 特命講師 北島一宏 先生をお招きし
ます。基礎講演は婦人科領域のＭＲＩの話題を企画しました。
多数のご参加よろしくお願いします。
日 時 ： 平成２６年７月１９日（土）１４：３０～１７：３０
場 所 ： チサンホテル神戸２Ｆ『あじさいの間』
〒６５０－００２７ 神戸市中央区中町通２－３－１
TEL ０７８－３４１－８１１１
会 費 ： 下記にお問い合わせください
基礎講演 「女性骨盤領域におけるＭＲＩ撮像の考え方」
明石市立市民病院 放射線技術課 平山 春樹
神戸大学医学部附属病院 放射線部 上田 優
特別講演 『婦人科疾患の画像診断』
神戸大学大学院医学研究科 内科系講座放射線医学分野
特命講師
北島 一宏
お問い合わせ
神戸大学医学部附属病院 神澤 匡数（学術担当）
ＴＥＬ ０７８－３８２－６３８３ email : gakujutsu25th@yahoo.co.jp

-厚生委員会＆阪神支部共催-

新入会員歓迎交流会のご報告
見出しの交流会を６月１５日（日）に芦屋市総合公園バーベキ
ューサイトで予定どおり開催しました。
好天に恵まれ、参加者数は過去最多の４７名（内訳：免許取得
１年目１６名、免許取得２年以上５年未満会員１０名、その他会員
１５名、知人・家族６名）で、盛大に終えることができました。
これは、共催させていただいた阪神支部の前田支部長をは
じめとした役員の方々の多大なご協力のおかげであり、深く感
謝申し上げます。また、清水会長もご多忙の中、かけつけてい
ただき本当にありがとうございました。
今回は、いつも以上に２０歳代のフレッシュな方が多く、女性
の参加者も多かったので、エネルギッシュかつ華やかな理想の
交流会に、参加者の皆様方に作り上げていただきました。 参
加いただいた皆様に重ねてお礼申し上げます。
次回は、本年秋頃に開催する予定です。詳細は今後の兵放
技ニュースでお知らせします。
（厚生委員 原）

-厚生委員会-

ハイキング同好会からのお知らせ
○夏山「白馬三山縦走と白馬鑓温泉」
日本を代表する、山と高山植物の咲き乱れる山に登ります。
日 程 ： 平成２６年７月３１日（木）
ＪＲ神戸駅南発 ２０：３０～
帰り ８月３日（日）２０：００ 帰神予定
コース ： ８月１日（金） 長野栂池高原～天狗平～白馬大池～
白馬頂上～山頂小屋 （走行時間８時間）
８月２日（土） 山頂小屋～白馬三山縦走～
鑓温泉（走行時間６時間）
８月３日（日） 鑓温泉～猿倉（バス）～神戸

-厚生委員会-

ビリヤード同好会からのお知らせ
初夏の候、汗ばむ陽気に夏の訪れを感じる日々ですが、皆様
いかがお過ごしでしょうか？
今回は梅雨真只中の開催となります。快適な環境でビリヤード
をしませんか？
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※ 山行トレーニング ７月１３日（日）
阪急六甲～油コブシ～六甲～有馬（走行７時間）

第１次受付 ： 平成２６年６月１５日～ ７月１３日 先着順
第２次受付 ： 平成２６年７月１４日～ ７月３１日 先着順
会員受付対象者 ： （公社）兵庫県放射線技師会会員
（公社）日本診療放射線技師会会員
上記入会手続き中の方も受付可能
申込み方法 ： 当会ホームページから Web 登録

○富士山に登りませんか！
登山者が少ない「須走りコース」を登ります。
９月５日（金） ＪＲ神戸駅南 ２１：００発（バス）
９月６日（土） 須走り登山口 １１：００～本八合目
江戸屋 泊（走行６時間）
９月７日（日） 八合目～（３時間）～頂上～（３時間）～
須走登山口～２０：００ 神戸着

お問合せ ： 兵庫県立がんセンター 伊関恵美子
TEL ０７８-９２９-１１５１
※詳細についてはホームページをご覧ください。

第 26 回兵庫県放射線技師会学術大会の
お知らせ

参加・問い合わせ
小林 誓 （健康財団 ０８０－１４９０－９７２９）
赤松 曉 （厚生連 ０９０－４９０４－４４０７）

今年度は、東播支部の協力のもと、学術大会を開催致しま
す。
つきましては、会員の皆様の演題を募集しますので、奮って
ご応募下さい。
（応募の期間、書式等は次号お知らせします。）

電離箱式サーベイメータ比較校正実習の
お知らせ
今年も比較校正方法を理解し測定器による実習を行います。
皆様の施設にある比較校正したい線量計がありましたら持参く
ださい。
線量計が無くても参加可能です。

日 時 ： 平成２６年１１月２４日（月・祝）
場 所 ： 加古川市民会館

-医療サービス向上特別委員会-

※校正台数が多く、今年から申込み順に２０台とします。
申込みが多くて台数オーバーの場合は連絡いたします。

原稿募集のご案内

日 時 ： 平成２６年８月２日（土） １０：００～
場 所 ： 京都医療科学大学
現地集合
申込み方法 ： 下記の内容を HP か FAX で連絡ください。
① 氏名
② 所属（病院）
③ 連絡先
④ 線量計タイプ

医療サービス向上特別委員会は、我々診療放射線技師の患
者様に対する説明責任を果たすことへの啓発活動を目的として、
平成１８年度兵庫県放射線技師会総会にて承認を受けて以来
継続して活動を行っている特別委員会です。
ひとことに「医療サービス」と言いましても患者様への説明責任
だけではなく、国の医療施策のような大規模なものから、現場ス
タッフ１人１人の心がけのようなものまで、その言葉が指し示す
ものは多種多様にわたっています。
当委員会では、個人の意識改革もしくは業務や環境改善の
参考としてお役立ていただけるよう、「医療サービス向上 ～
我々の取り組み～」と称し、各施設における医療サービス向上
のための取り組みについて情報をお寄せいただき、随時会誌
に掲載させていただいております。
現在、会員みなさまからの「医療サービス向上」に関する情報
を募集しております。どんな小さなことでも構いません、医療サ
ービス向上を目指したご自身の取り組みを是非お寄せ下さい。
また、患者として他院を受診した際に印象が良かった施設や
役立つ書籍・記事等の耳寄り情報など、「医療サービス向上」に
関する情報がありましたら是非ご紹介下さい。

兵庫県放射線技師会 事務局
ＴＥＬ ０７８－３５１－５１７２ ＦＡＸ ０７８－３５１－２３０９
担当

平成２６年７月１日発行

北播磨総合医療センター 後藤吉弘
yoshihirogotoh@yahoo.co.jp

-組織委員会-

第 10 回マンモグラフィ技術講習会のご案内
日 時 ： 平成２６年１０月１８日(土）～１９日（日）
場 所 ： 医療法人 社団 慈恵会 神戸総合医療専門学校
定 員 ： ５０名
受講料 ： 会員 ２９，０００ 円
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平成２６年７月１日発行
－神戸西支部－

お寄せいただく情報および原稿について
原則として電子メールをご利用下さい。
原稿については下記要領で作成したファイルを電子メール
に添付してお送り下さい。
なお、画像については、あらかじめ本文中にレイアウトの
うえ、高精細画像が必要な場合はＪＰＧ等の画像データとし
て別ファイルにてお送り下さい。

総会・研修会報告
神戸西支部 総会および研修会の報告です。
平成２６年６月２０日（金）１９：００より、神戸市立兵庫県勤労市
民センターにおいて、支部の総会と研修会（一般撮影：肘関節４
方向（前編）・肩関節）を開催致しました。
５０席の研修室で、５９名の参加者でした。皆様の学習意欲の
高さに頭が下がります。
一般撮影の研修会を９月２７日（土）、平成２７年２月２０（金）に
予定しておりますので、よろしく御願い致します。
この度はご参加有難うございました。

使用ソフト ： Microsoft Word
使用フォント ： MSP 明朝 11 ポイント
ページ設定 ： A4 縦、余白上 37mm、下 38mm、右 20mm、
左 20mm、2 段組、文字数 23 字、行数 48 行
宛先・お問い合わせ
E-mail ： hart@tiara.ocn.ne.jp
〒６５０－００２２
神戸市中央区元町通５丁目２－３－１０１１
（公社）兵庫県放射線技師会
医療サービス向上特別委員会 水口健ニ郎宛
ＴＥＬ ０６－６４８２－１５２１
ＦＡＸ ０６－６４８２－７４３０
（兵庫県立尼崎病院 検査・放射線部）

神戸西支部 支部長 高井 夏樹

－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。

７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/
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第 47 回 R175 ＲＩ技術談話会開催のご案内

お問い合せ

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４７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２６年７月３日（木） １８：３０～
場 所 ： 西神戸医療センター 西館 ２０１会議室
神戸市西区糀台５－７－１
（西神戸医療センター駐車場内の会議室です）
※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】
「当院における日常検査について
～骨シンチ画像経過観察 Viewer～ 」
西神戸医療センター 放射線技術部 鈴木 順一 技師
【教育講演】
「もう一度 画像処理を見直そう 第 1 回：フィルター編」
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、当院の駐車場をご利用いただき、
駐車券をお持ち下さい。

平成２６年７月１日発行
神戸市立医療センター西市民病院
放射線技術部 古川 宗
TEL ０７８－５７９－１９２８

-神戸西支部-

第 9・10 回マラソン・ハイク部練習のご案内
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。
梅雨が長引くようですが、怪我、体調不良等には充分注意し
てください。

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）

－神戸東・神戸西支部－

「第９回マラソン・ハイク部練習（六甲縦走トレラン）」
練習日 平成２６年７月６日（日）９：００
阪急王子公園駅東側改札集合～ 長峰谷、
大池地獄谷

神戸東・西支部合同研修会

第７回「Ｒテクノロジーミーティング」
のお知らせ

「第１０回マラソン・ハイク部練習」
練習日 平成２６年７月１３日（日）９：００
兵放技ハイキング同好会と合同です。
阪急六甲駅山側改札集合
六甲油こぶし～紅葉谷
参加費
会員、非会員、一般
無料
準備
お風呂セット

日 時 ： 平成２６年７月４日（金）１８：３０～２０：３０
会 場 ： 神戸市立兵庫勤労市民センター 講習室
TEL ０７８－５７６－０９８１ （JR 兵庫駅山側）
テーマ ： 「救急医療における読影補助の実際
～現場でどうするか？～」
神戸市立医療センター西市民病院
放射線技術部主査
酒井 慎治
りんくう総合医療センター
放射線技術科参事
坂下 惠治
参加費 ： 無料 （会員・会員以外）
（研修会終了後、情報交換会を開催します。）

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）
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第 263 回神戸頭部研究会のお知らせ

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
【一般演題】
１．造影剤の製品説明
第一三共株式会社
２． MRI対応ペースメーカ留置患者の検査ワークフローの構築
姫路赤十字病院 放射線技術部 天川 善晃 氏
３．当院における MRI 画像検像の取り組み
姫路赤十字病院 放射線技術部 藤岡 護 氏
【特別講演】
MRI 検査の用語説明
（株）フィリップス エレクトロニクスジャパン
望月 智広 氏
【症例検討＆ディスカッション】
頭部領域
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 氏
頭部 MRA の最適条件
（株）フィリップス エレクトロニクスジャパン
濱島 俊太 氏
参加費 ： 会員５００円、非会員１，０００円
尚、当日は軽食をご用意させていただきます。

海山の恋しい季節はもう間近!! ですが、あとしばらくは、じめじ
めした日々が続くのでしょうか。
前回の定例会ではシリーズ企画「ガイドラインからみる脳疾患」
で『脳梗塞その 2』と「こんな症例ありました」で進めてゆきました。
前半のガイドライン…では急性期脳梗塞治療の実際として専門
病院で行われる流れを知ることが出来ました。t-PA の適応・適
応外、また評価方法である ASPECTS-DWI の詳細を。更に引き
続き行われることがある、血管内治療の最先端まで勉強してゆ
きました。各デバイスの特徴と治療法にはとっても興味を引かれ
ましたね。後半はこんな症例…で「鎖骨下動脈盗血症候群」を
取り上げました。一般の医療施設ではなかなか見ることが出来
ない疾患なのですが、その病変・病態・症状を詳細に知ることが
出来ました。閉塞部位の末梢へ血流を確保するための側副血
行路の見解は解剖学的にも勉強になりましたね。共に次の日か
ら実践出来る内容となりました。さて、今回は下記の要項で行い
ます。『脳ドック』〜この検査でも様々な指針が存在しております。
疾患からは少し離れますが、臨床で役立つことも多いようです!!
多数のご参加をお待ちしております。
（田上修二）

問い合わせ
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人

題 目 ： 1. Seri.「ガイドラインからみる脳疾患」〜脳ドック編
こやまクリニック 画像技術科
田上修二
2. Seri.「こんな症例ありました…」

共催

日 時 ： 平成２６年７月９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

テーマ ： 認知症への挑戦！～撮影から診断まで～
日 時 ： 平成２６年７月１１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）

－西播支部－

これまでに認知症状を引き起こす疾患などについて、概論や
各種診断方法など学んできました。今回は画像診断に焦点を
当てて、シリーズ総集編として特別講演を行います。まずは撮
影するにあたり、撮影時における注意点や画像処理について
学んでいきましょう。
また、特別講演として認知症の日常診療における画像診断に
ついて、診療医の立場からお話をいただきますので、どうぞ皆
様ご参加いただきますよう、よろしくお願い致します。

第 79 回 西播支部画像研究会のご案内
謹啓 深緑の候、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、この度下記の要領にて「第７９回西播支部画像研究会」
を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。諸事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。
謹白
代表世話人

第一三共株式会社

第 283 回はりまＣＴ研究会のご案内

連絡先 ： 吉田病院 放射線科 森 勇樹
ＴＥＬ ０７８－５７６－２７７３

西播支部画像研究会

平成２６年７月１日発行

講師・演題
明舞中央病院
基礎講演
「認知症の画像検査における注意点」

岩見 守人

記
日 時 ： 平成２６年７月１０日（木）１９：００～
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特別講演
「認知症の画像診断」

平成２６年７月１日発行

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①
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。

脳神経外科部長 中川 紀充 先生

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

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)

－丹有支部－

総会・勉強会のお知らせ

※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

日 時 ： 平成２６年７月１２日（土） １５：００～１７：００
場 所 ： 兵庫県立柏原病院 講義室（２階）
丹波市柏原町柏原５２０８－１
内 容 ：
勉強会 「乳腺疾患における MRI の位置づけ」
東芝メディカルシステムズ株式会社
営業本部 MRI 営業部
千葉 寿恵氏
丹有支部総会

臨床画像研究会（若葉会）
第 92 回定例会のご案内
今回は、単純 X 線の画像診断・撮影法について、キホンから
見直し学んでいくシリーズの第２弾、腹部領域の単純 X 線撮影
です。
前回の胸部単純 X 線撮影に続き、どこまで迫れるか分かりま
せんが、まず、キホンに立ち帰ってみようということで企画しまし
た。症例を交えながら、腹部単純X線像の読影や撮影について
学ぼうと考えています。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。

※総会終了後、懇親会を予定しています。

第 96 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、今回は、診療放射線技師として、長年にわたり、消化管
Ｘ線検査を探求し、数々の書籍の執筆、各地における講演活動
など実施しております、中村 信美先生に講義をお願い致しまし
た。内容は、『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』と題して、シリー
ズ化し、企画して頂きました。題名にありますように初心者から
上級者まで、読影の“いろは”から、これから学ぶべき事柄など、
日常の業務における“撮影と読影”に、大いに活用できる内容で
あることと思います。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
今里胃腸病院 中園 直幸

シリーズ『極める！～画像診断～』
１２．単純 X 線写真の撮影法・読影について ②腹部
１．腹部単純 X 線写真のキホン
担当 明舞中央病院 放射線科
須賀 俊夫（診療放射線技師）
２．イレウスにおける腹部単純Ｘ線画像診断
担当 兵庫県立加古川医療センター
検査放射線部 田中 陽（診療放射線技師）
３．腹部単純 X 線写真 ～泌尿器科・婦人科領域～
担当 北播磨総合医療センター 診療支援部
中央放射線室 世良 彩華（診療放射線技師）
４．小児腹部領域の画像診断について
担当 加古川東市民病院 放射線室
石飛 渉（診療放射線技師）

記
日 時 ： 平成２６年７月１９日（土）１４：３０～１７：３０
場 所 ： 尼崎中央病院 ４階会議室
兵庫県尼崎市潮江１－１２－１
ＴＥＬ ０６－６４９９－３０４５（代）

日 時 ： 平成２６年７月２３日（水） １９：００～
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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

平成２６年７月１日発行

日 時 ： 平成２６年７月２４日(木)１９：００～２１：００
（１８：３０受付）
場 所 ： 明石市民病院
２階 大会議室
明石市鷹匠町１－３３ TEL ０７８－９１２－２３２３

※ご注意 大会議室がスタッフエリア内にあり、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。本館東側
救急エリア横の『時間外入口』からでは入れません。
『時間外入口』でガードマンに問い合わせていただくか、案
内地図ご希望の方は下記へお問い合わせ下さい。

【支部長挨拶】１９：００～１９：０５
市立加西病院中央放射線科

深田 照明 支部長

【情報提供】１９：０５～１９：１５
可搬型 X 線フラットパネルディテクタについて
コニカミノルタヘルスケア株式会社
関西第二支店病院販売部

お問い合わせ 北播磨総合医療センター 診療支援部
中央放射線室 末廣 克義 まで
ＴＥＬ ０７９４－８８－８８００（代）
ＦＡＸ ０７９４－６２－９９２６（中放直通）

林 達也

【一般演題】１９：１５～２０：４５
(テーマ１) 「胸部写真の見方」
大久保病院 放射線科主任 内藤 祐介
(テーマ２) 「胸部 CT の見方」
明舞中央病院 放射線科 筧 翔

第 48 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、４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。

参加費 ： 会員・非会員５００円 （一般・他職種は無料）
※日本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下さい。
お問い合わせ
明舞中央病院放射線科

第４７回は、「PartⅡ 高速撮像法」
第１９章 高速スピンエコー法
（前回の進み具合により変更あり）

須賀俊夫
TEL ０７８－９１７－２０２０

－神戸西支部－

第 86 回こうべ胃検診の会のお知らせ

日 時 ： 平成 ２６年７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

今年も、撮影技法や認定・厚労省の見解についても質疑応答
や会員以外の参加等、支部間の交流を深めたいと思っておりま
す。今回は、誤嚥時対応のスペシャリストをお呼びしてハッフィ
ング、タッッピング等をご指導いただきますので、皆様奮ってご
参加ください。

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）

内 容(予定) ： １ 症例検討
２ 誤嚥時の対応
神戸赤十字病院リハビリテーション係長
高橋 研二 先生
日程及び場所 （予定） ： 平成２６年７月２５日（金）
兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室
開催時間 ： １８：００～

－東播支部－

第 148 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『第 148 回東播支部勉強会』を開催します。
御多忙とは存じますが、ぜひご出席頂いて支部会員相互の
親睦を深めるとともに知力と感性を深めて下さい。宜しくお願い
致します。

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）
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－西播支部－

平成２６年７月１日発行

日 時 ： 平成２６年７月３１日（木） １９：３０～
場 所 ： 姫路市医師会館 ５階 大ホール
姫路市西今宿３丁目７番２１号
TEL ０７９－２９５－３３３３
内 容 ： 集検胃 X 線間接フィルム読影の勉強会
主 催 ： 一般社団法人 姫路市医師会 集検（胃）委員会
参加費 ： 無料
※日本消化器がん検診学会認定 胃がん検診専門技師更新
単位２単位を取得することができます。

鮎狩りのご案内
清流とみどりに恵まれた大自然の中で遊びませんか!
鮎のつかみどりを体験されていない方、是非一度体験してみて
下さい。
アツアツの炭火焼・御造り・にぎり寿司などさまざまな鮎料理を
御賞味下さい。
日 時 ： 平成２６年７月２７日（日）１１：００～ 現地集合
場 所 ： 「藤原アユ狩り場」
姫路市夢前町山之内甲
ＴＥＬ０７９－３３８－０３３８
会 費 ： 大人 ５，０００円
子供 ２，４００円

第 9 回 近畿救急撮影セミナーのご案内
皆様方におかれましては、益々御健勝のこととお慶び申し上げ
ます。
今回は急性腹症をテーマにしました。シンポジウムでは各先
生方に画像検査のみならず理学所見、生化学検査など、撮影
前に知りうる情報にもスポットを当て、詳しく解説して頂く予定に
しております。我々がよく目にする急性腹症。撮影前にどのよう
なことを注意すべきか。皆様ともう一度深く考えていきたいと思
います。
近畿救急撮影セミナー代表 坂下惠治
（りんくう総合医療センター）

※参加ご希望の方は７月１８日までにご連絡ください。
お問い合わせ 公立宍粟総合病院 森高
ＴＥＬ・FAX ０７９０－６２－２４８１

神戸ＭＲの会 定例会のご案内
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、神戸 MR の会 定例会を下記の通り開催いたします。
今回は、MRI のアーチファクト対策について考えてみたいと思
います。
日頃、アーチファクトに悩まされて困っている方、アーチファクト
の対策について良いアイデアをお持ちの方、集まってみんな
でディスカッションしましょう。
敬具

日 時 ： 平成２６年８月２３日（土）１４：３０～１７：４０
（１４：００～ 受付）
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ポイント

記
日 時 ： 平成２６年７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

≪第９回プログラム≫
テーマ ｢基礎から学ぶ急性腹症
～当直時の目の付けどころ～｣

【タイトル】
「MRI のアーチファクト対策について」
北播磨総合医療センター
後藤 吉弘
甲南病院
吉崎 正哉

１４：３０～１６：３０ シンポジウム
「技師として知っておきたい勘どころ」
【セッション１】
大阪府済生会吹田病院 中央放射線科 青木 大悟先生
【セッション２】
近畿大学医学部附属病院 中央放射線部 角森 靖弘先生
【セッション３】
地域医療振興協会 市立奈良病院 医療技術部放射線室
葛和 剛先生

お問い合わせ先
神戸リハビリテーション病院 放射線科 松尾 佳展
TEL ０７８ －７４３－ ８２２５

平成 26 年度 第 1 回 集検胃 X 線間接読影の
勉強会ご案内
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１６：４０～１７：４０ 特別講演
「『急性腹症の画像所見』
～お腹の中で何が起こっているの？～」
近畿大学医学部 放射線医学教室
放射線診断学部門 柳生 行伸先生
事務局 ： 兵庫県災害医療センター 放射線課内
〒６５１－００７３
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－３－１
ＴＥＬ ０７８－２４１－３１３１
担当 ： 宮安孝行

日 時 ： 平成２６年８月３０日（土） １５：００～１７：００
場 所 ： 神戸チサンホテル ３F 六甲の間
【情報提供】
仮）『MR 造影剤・MR 関連機器について』
バイエル薬品
【基礎講演】
『心血管撮像の心電図 ABC と不整脈患者の対処法』
フィリップスエレクトロニクスジャパン ヘルスケア事業部
MR Application Specialist 望月 智広
【特別講演】
仮）『虚血性心疾患と心臓 MR 撮影の現状と将来』
愛媛大学 城戸 倫之 先生

第 79 回 いちょう会（斎暢会）のご案内

問合せ ： 北播磨総合医療センター 後藤吉弘
０７９４－８８－８８００

謹啓 初夏の候、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。
８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

求 人 情 報

日 時 ： ８月２８日（木）１８：３０～２０：３０
場 所 ： 三宮研修センター
内 容 ：Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～バリウムの流れ
胃中部（Ｍ領域）撮影～
Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～形の異常～
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

平成２６年７月１日発行

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
○丸山病院
所在地 神戸市長田区丸山町３－４－２２
求人内容 正規職員
○石井病院
所在地 明石市天文町１－５－１１
求人内容 正規職員

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/

ホームページ
メンバーサイト
○神戸マリナーズ厚生会病院
所在地 神戸市中央区中山手通７－３－１８
求人内容 をご覧ください
正規職員

第 1 回 心血管ＭＲ画像研究会のご案内

○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 正規職員

この度、兵庫県にて皆様が撮影に苦慮されている、『心臓・大
血管』に重点をおいた MRI 中心の研究会を発足する事となりま
した。専門的な教育、質の確保や専門研修における標準基準
の策定が必要とされていますが、初歩的な内容から、解りやす
い検査の理解とより良い画像描出を症例中心に求めていきたい
と考えています。
また、初回には心臓 MR でご高名な城戸 倫之先生を迎え心
疾患について考えたいと思います。
諸事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
申しあげます。

○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
○わかば画像診断クリニック
所在地 神戸市中央区中町通４－２－１９
求人内容 正規職員
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平成２６年７月１日発行
-ＪＡＲＴより-

○西宮協立脳神経外科病院
所在地 西宮市今津山中町１１－１
求人内容 正規職員

第 30 回日本診療放射線技師学術大会
事前参加登録のご案内

○おおくまセントラル病院
所在地 尼崎市東園田町４－２３－１
求人内容 正規職員

今年度は大分県にて開催されます。事前参加登録はＪＡＲＴの
ホームページからのみとなっておりますので、参加される方は
お忘れなくお申込み下さい。
事前登録の受付は７月３１日（木）締め切りです。

○大山病院
所在地 西脇市黒田庄町田高３１３
求人内容 正規・パート職員

日 時 ： 平成２６年９月１９日（金）～２１日（日）
場 所 ： 別府国際コンベンションセンター
Ｂ－Ｃｏｎ Ｐｌａｚａ
テーマ ：
『国民・医療者と協働し、質の高い医療を提供しよう』
「調和がもたらす至極の業」

○兵庫県立リハビリテーション中央病院
所在地 神戸市西区曙町１０７０
求人内容 期限付職員
○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

※ プログラム等詳細についてはＪＡＲＴのホームページを
ご参照ください。

○久保みずき女性検診クリニック
所在地 神戸市西区糀台６－５－３
神戸西神オリエンタルホテル ３Ｆ
求人内容 パート職員
○加古川西市民病院
所在地 加古川市米田町平津３８４－１
求人内容 パート職員

ニュース原稿等の投稿について

○田所整形外科クリニック
所在地 神戸市灘区六甲町２－４－２５
求人内容 パート職員（月曜のみ）

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。
）

【 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

◎ 原稿締切日は 前月の第３木曜日です。
E-mail：hyogo_gishikai_koho@yahoo.co.jp
(添付ﾌｧｲﾙ形式 Microsoft Word)
FAX：０７８－３８２－６４２９
郵送：〒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

会費納入状況 （平成２６年５月３１日現在）
会 員 数 ： １，２３７名
会 費 納 入 率 ： ３３．４７％
会費未納者数 ： ８２３名
(前年度会費未納者数 ７７名)
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≪ ７月スケジュール ≫
７/１
７/２
７/３
７/４
７/５
７/６
７/７
７/８
７/９
７/１０
７/１１
７/１２
７/１３

７/１４
７/１５
７/１６
７/１７
７/１８
７/１９

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

≪ ８月スケジュール ≫
８/１
８/２

第 47 回Ｒ１７５ ＲＩ技術談話会

p.５

８/３

第 7 回Ｒテクノロジーミーティング

p.５

８/４

ビリヤード同好会

p.２

８/５

マラソン・ハイク部練習

p.５

８/６
８/７
８/８

第 263 回神戸頭部研究会

p.６

８/９

第 79 回西播支部画像研究会

p.６

８/１０

第 283 回はりまＣＴ研究会

p.６

８/１１

丹有支部総会・勉強会
p.７
ハイキング同好会
p.２
マラソン・ハイク部練習
p.５
東播西播支部ゴルフ大会（先月号掲載分）

８/１２
８/１３
８/１４
８/１５

（月）
（火）
（水）
シャウカステン８月号原稿締め切り
（木）
（金）
（土） 第 25 回医用画像学術講演会
p.２
第 96 回大阪胃腸会（銀杏会）

７/２０
７/２１
７/２２
７/２３
７/２４

（日）
（月）
（火）
（水） 第 92 回臨床画像研究会（若葉会）
（木） 第 48 回「ＭＲＩの基本」読書会

７/２５
７/２６
７/２７
７/２８
７/２９
７/３０
７/３１

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

平成２６年７月１日発行

８/１６
８/１７
８/１８
８/１９
８/２０
８/２１

p.７

８/２２
８/２３
８/２４

第 148 回東播支部勉強会
第 86 回こうべ胃検診の会

p.７
p.８
p.８
p.８

西播支部鮎狩り

p.９

８/２５
８/２６
８/２７
８/２８
８/２９
８/３０
８/３１

神戸ＭＲの会

p.９

ハイキング同好会
集検胃Ｘ線間接読影勉強会

p.２
p.９
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（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

サーベイメータ比較校正実習

p.３

シャウカステン９月号原稿締め切り
第 9 回近畿救急撮影セミナー

p.９

第 79 回いちょう会（斎暢会）

p.１０

第 1 回心血管ＭＲ画像研究会

p.１０

兵放技ニュース

平成２６年７月１日発行

―会費納入について―

会費誤請求のお詫び・新入会手続きについて

シャウカステン５月号にて標記の件についてお詫びを掲載しましたが、その後、新たに新入会手続き時の誤請
求が判明いたしましたので併せて状況のご報告とお詫びをさせていただきます。
１．一部の会員の方より請求金額に誤りがある旨のご指摘があり、日放技に確認しましたところ、会費の誤請求の
事実が判明いたしました。内容としましては、日放技・兵放技ともに過年度（昨年等）の会費を支払っていただ
いているにもかかわらず、日放技分しか反映されていないというものでした。現状、お申し出いただき、確認
の上で過年度会費が納入済みであることがわかりました方には日放技よりお詫びとともに正しい金額の払込
票を送付しております。なお、このトラブルに関しましては期限を過ぎ、年度末に会費を納入された方に多く
発生するようです。スムーズな事務処理のため、早期の会費納入にご協力下さい。
２．新入会申込み時に、兵放技にお申込みいただいた方につきましては、兵放技に会費を納入していただいた
にもかかわらず、日放技からも請求書が送付されるという二重請求が判明しました。これは日放技の新情報シ
ステムと本会との事務手続き上の不具合ですが、現時点では修正のめどが立っておりません。対策としまして
は兵放技からでなく、日放技のホームページから直接入会手続きをしていただくしかない状況です。現時点
で兵放技に新入会の申込みをされた方には二重請求のお詫びをさせていただいております。もし今後、会
員の皆様のお知り合いの方で入会希望の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが日放技からの手続きをご
案内いただきますようお願いいたします。
度重なる会費請求における不具合で大変ご迷惑をおかけしてしまい、まことに申し訳ありません。日放技に対
しては今後もさらなる再発防止を求めていくとともに、必要に応じて本会の事務手続きの改善も行ってまいりま
す。
また、会費請求についてご不審なことがございましたら、本会ホームページに専用の問い合わせフォームを
ご用意しております。そちらからご相談・お問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
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