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（公社）兵庫県放射線技師会 第 104回通常総会 報告 

平成２７年６月２１日(日)１３：３０より 神戸市勤労会館にて第１０４回通常総会が執り行われた。議案は下記の通り。 

１．平成２６年度庶務報告   

２．平成２６年度事業報告   

３．平成２６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２６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１２４０名中、出席者

数４４名、委任状提出者数６６３名、計７０７名）。５号議案（その他）はなかった。 

また、選挙管理委員会 時委員長より役員選挙規程に基づき平成２７、２８年度の役員選挙があり、立候補の届け出はなく、信任投 

票になったことについての報告があり、その結果が示された。 開票日は６月１４日(日)、総投票数６５８票であり、有効投票の２分の１ 

以上の得票により全員が信任された。旧執行部からは岸井康則 総務担当理事、伊関恵美子 組織担当理事、日下亜起子 広報担当 

理事、堀 哲生監事が退任となった。新執行部による第４回臨時理事会は総会終了後開催され、下記の通り担当が決定した。 

役  職 氏  名 担       当 

会 長 清水  操 JART医療安全対策委員 

副 会 長   後藤 吉弘 表彰委員会・JART教育委員 

副 会 長    半蔀 英敏 管理士委員会 

管理主幹理事 中野  大 総務委員会・事務所管理・支部連絡業務 

理  事 山本 敏志 財務委員会 

理  事 小田 敏彦 厚生委員会 

理  事 尾﨑 隆男 企画委員会 

理  事 松崎 博貴 渉外委員会 

理  事 水口 健ニ郎 情報委員会 

理  事 神澤 匡数 学術委員会 

理  事 阪本 正行 広報委員会 

理  事 内藤 祐介 生涯学習委員会 

理  事 岡田 雄基 組織委員会 

監  事 前田 実夫  

監  事 大川  渡  

              【 上記新執行部役員一丸となって、本会事業の遂行に邁進してまいります。  

皆様におかれましては、なにとぞご協力賜わりますよう、よろしくお願いいたします。】 
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平成27年度 

第1回 支部連絡協議会報告 

平成２７年６月２１日１０：００～１１：５０、総会に先立ち、標記協

議会が開催された。 

最初に会長より日本診療放射線技師会の動向についての報

告がなされた。業務拡大に伴う講習会や平成２８年度予定の診

療報酬改定のことなどが報告された。 

また、常任委員会の報告・連絡事項の後、各支部長からの報

告があった。最後に支部のご意見として、支部と執行部のコミュ

ニケーションが不十分ではないかというご指摘があった。支部

連絡協議会が年２回から年１回になることも勘案すると、今まで

よりさらに密接な連絡・報告体制を整える必要があるということ 

で、意見交換が行われた。具体的な報告のフォーム等も必要に

応じて見直すこととなった。 

第76回日本診療放射線技師会 

定時総会報告 

６月６日、東京にて第７６回日本診療放射線技師会定時総会

が行われ、兵庫県より８名の代議員が出席した（委任状２名含

む）。全出席者は１７９名（委任状８名含む）。定時総会に先立ち

原口理事より業務拡大に伴う統一講習会（造影剤の血管内投与、

下部消化管検査、放射線治療（IGRT）に関する業務）の説明が

あった。総会議事は以下の通り。 

１．報告事項（平成２６年度事業報告、決算報告） 

２．議案（平成２７年度事業計画（案）、予算（案）、定款・諸規程 

改正（案）） 

事業計画（案）、予算（案）、定款・諸規程改正（案）は、賛成多

数で可決された。 

最後に平成２７年度テーマ 「国民と共にチーム医療を推進し

よう」を採択し閉会した。 

-厚生委員会＆阪神支部共催- 

新入会員歓迎交流会のご報告 

みだしの交流会を６月１４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。 

心配された天候も暑すぎないちょうど良い曇り空に恵まれました。 

参加者数も過去最多の４８名 （内訳：免許取得１年目技師１５名、 

免許取得２年以上５年未満会員技師５名、その他技師２０名、家族 

８名）で、盛大に終えることができました。予想以上の盛況により、 

途中、食材不足のため買い足しに奔走する場面もあり、うれしい悲 

鳴となりましたが、参加者の皆様には多大なご迷惑をおかけし、申 

し訳ございませんでした。 

この度も共催させていただいた阪神支部の役員の方々の多

大なご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

 また、参加いただいた皆様、お一人お一人に厚くお礼申し上

げます。 

                             （厚生委員 原） 

-学術委員会- 

第27回兵庫県放射線技師会学術大会 

演題募集のお願い 

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。 

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。 

※詳細は下記 【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）１０：００～１７：００（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 

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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-学術委員会- 

第26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、ＴＡＶＲをテーマに特別講演として、倉敷中央病院 

循環器内科 部長 後藤 剛 先生をお招きします。多数のご参

加よろしくお願いします。 

開催日 ： 平成２７年７月２５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 ： 会員５００円 会員以外２０００円 

基礎講演 『TAVIの基礎知識～放射線技師の関わり～』 

神戸市立医療センター中央市民病院  

放射線技術部 増田 祥子 先生 

特別講演 『TAVIを安全に行うための画像診断』   

倉敷中央病院 循環器内科 部長 後藤 剛  先生  

お問合わせ  

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 

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、未校正線量計がありましたら持参ください。 

もちろん、線量計が無くても参加可能です。 

  ※校正台数が多く、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。 

※校正する機器の順番は実験室に持ってきた順ですが、ラド

カルタイプは最後になります。 

日 時 ： 平成２７年８月１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 

 兵庫県放射線技師会 事務局   

ＴＥＬ ０７８－３５１－５１７２ ＦＡＸ ０７８－３５１－２３０９ 

担当   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「調査報告」・「研修会資料」等が

閲覧できます。 

 

 

7月パスワード 

送付の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/ 

 

 

 

 

－神戸東・西支部－ 

第 25回技師のひろば～東西会～報告 

平成２７年５月２９日（金）１８：４０～２０：３０ 神戸市勤労会館

にて、京都医療科学大学 医療科学部 放射線技術学科 教授 

小田 敍弘 先生による演目「胸部Ｘ線撮影による被ばく線量と

画質について」を開催致しました。 

 
 

参加者は前回を更に上回り１１５名となり、遠方の他支部の方

も多数ご参加くださり、垣根を越えた研修会となりました。なかで
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も京都医療科学大学と神戸総合医療専門学校の生徒さん 合計

２２人（１９％）も参加して下さり、研修会を開催する者としては喜

びの極みでありました。 

今後も皆様が参加しやすい体制と興味を持っていただける内

容の研修会を目指して参りますので、引き続きご参加くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

報告者 ： 神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

第20回 兵庫PET技術研究会のご案内 

 本会は、PET/CT検査の撮像技術と臨床応用に重点を置いた

研究会です。現在、明石から赤穂にわたる 7施設から世話人を

選出、運営しています。第２０回研究会を、下記の内容で企画し

ました。ご興味のある方、奮ってご参加ください。 

 

日 時 ： 平成２７年７月１日（水） １９：００～２１：００ 

場 所 ： じばさんびる５階 

西播地域地場産業振興センター（じばさんびる） 

〒670－0962 兵庫県姫路市南駅前町１２３ 

ＴＥＬ ０７９－２８９－２８３２ 

(ＪＲ姫路駅南 西へ徒歩５分) 

参加費 ： ５００円 

内 容 ： 

 講演１．「PET/CT最新装置とその撮像・画像再構成技術」 

       ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 

講演２．「粒子線治療における放射化とPET撮像技術の応用」

兵庫県立姫路循環器病センター  

検査・放射線部 放射線科 坂井 洋登 

 

お問い合わせ：兵庫県立姫路循環器病センター 坂井 洋登 

       ＴＥＬ ０７９－２９３－３１３１（５１１４）  

 第273回神戸頭部研究会のお知らせ 

梅雨明けも間近、日ごとに暑さが厳しくなる季節となりました。

前回の定例会ではシリーズ企画の前半で脳梗塞その3を、主に

「大血管病変」と「血管内治療」で進めました。今までの脳梗塞の

復習を含め、閉塞血管のみかたから、治療までを幅広く理解す

ることが出来ました。その中で最新デバイスの特徴や手技の詳

細も説明いただきました。ここでは進化し続ける血管内治療に

非常に関心が持たれました。また最近における血管内治療の

考え方では、発症から治療開始までの時間が回復に大きく関与

する実状を理解することが出来ました。各施設で虚血性脳疾患

の患者さんが搬入された場合、技師としての役目を深く考えさ

せられました。 

後半はこんな症例～で「OPLL」を取り上げました。比較的珍

しい症例を提示いただき、疫学、解剖、症状、画像所見、また計

測による治療方針、ガイドラインなど詳細を理解することが出来

ました。脳血管障害との鑑別も要チェックでしたね。さて、今回

の定例会は下記の要項で進めてゆきます。まだまだ奥が深い

脳梗塞ですが、多方向から知識を得てゆきたく思います。多数

のご参加をお待ちしております。        （田上修二） 

題 目：1.seri.「頭部救急のみかた」〜その他の血管障害 

         王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科  

大西 宏之 

     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 

         新須磨病院 放射線科       山口 健司 

日 時 ： 平成２７年７月８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292回はりまＣＴ研究会のご案内 

テーマ ： 症例検討会 

日 時 ： 平成２７年７月１０日（金）１９：００～ 

場 所 ： 明舞中央病院 西館地下 会議室（駐車場有） 

会 費 ： 会員・会員以外   ５００円 

今回は症例検討会です。一つの疾患を診断へと導くには、症状

から診る、画像から診るなど様々な視点から診る必要があります。

症状はもちろんのこと、画像から発信されているサインを見逃し

てはいけません。土台となる解剖、検査から、今回は『読む』力

を養っていきましょう。 

演 題 ： 

・情報提供 メディカル指南車 様 

読影補助の為の学習システムについて 

  ・症例検討会 

世話人施設より  

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 
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 －但馬支部－ 

夏期研修のご案内 

日 時 ： 平成２７年７月１０日（金曜日）１８：００ 受付   

１８：３０ 開始 

場 所 ： 公立豊岡病院 第４会議室 

     （但馬こうのとり周産期医療センター内） 

内 容 ： ①苦情・クレーム対応について 

       ②診療放射線技師になって 

       ③技師法改正に伴う放射線技師会の取り組みに 

ついて 

問い合わせ先 

朝来梁瀬医療センター 放射線技術科    辻北  

ＴＥＬ ０７９－６６７－３１５７  内線１５０ 

「ＣｏＣＩＴ2015夏」開催のご案内 

CoCIT（インターベンション治療コ･メディカル会議） 

初夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお

喜び申し上げます。この度、『CoCIT2015夏』を下記の予定で開

催する運びとなりました。 

皆様の参加をお待ち申し上げます。 

                  記 

日 時 ： 平成２７年７月１１日（土）１４：００～１７：００ 

場 所 ： 兵庫医科大学病院 ３号館１Ｆ、３－１講義室 

会 費 ： ５００円 （事前登録不要） 

 

プログラム 

◆レクチャー １４：００～１４：３０ 

テーマ「冷凍アブレーション」 

講師 岩井 謙典（神戸大学病院：CE） 

◆ディスカッション １４：３０～１６：００ 

テーマ「TAVI（経カテーテル大動脈弁治療）」 

座長 ： 佐々木 慶（県立姫路循環器病センター：RT） 

☆神戸市立医療センター中央市民病院のスタッフ  

      ・特別講演 江原 夏彦Dr.（循環器内科 医長） 

 ・講演  大畑 達哉（臨床工学技術部：CE） 

           小山 富美子（看護部：NS） 

           伊田 雄貴（放射線技術部：RT） 

◆施設見学 １６：００～ （希望者のみ） 

   兵庫医科大学病院 急性医療総合センター１Ｆ 

・インターベンションエキスパートナース（旧認定 IVR看護師） 

５単位 

・血管造影・インターベンション専門技師 １単位 

・救急撮影認定技師 ２単位 

 

主催 CoCIT事務局 http://cocit.web.fc2.com/ 

お問い合わせ  神戸赤十字病院   古東 正宜  

TEL ０７８－２４１－９２５９（ダイヤルイン） 

－淡路支部－ 

 平成27年度 第2回淡路支部学術勉強会の

お知らせ 

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。 

記 

日 時 ： 平成２７年７月１５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 ： ＭＲＩ検査を安全に行うために  

兵庫県立淡路医療センター 兼岡 慶豪 

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） 

 

 －但馬支部－ 

乳房超音波セミナー（基礎）のご案内 

乳房超音波検査の入門として下記の日程にてセミナーを企

画しました。ファントムでの実技も組み込んでいます。興味の有

る方は、是非参加してください。 

日 時 ： 平成２７年７月１６日（木曜日）１８：３０～ 

場 所 ： 公立八鹿病院 １階 画像診断科内 

内 容 ： 超音波の基礎知識とファントムでの実技 

講 師 ： 木村和代（公立八鹿病院 診療放射線技師） 

       田中規恵（公立八鹿病院 診療放射線技師） 

※使用ファントム ： 

京都科学（株）乳房超音波診断ファントム 

“BREAST FAN” 

                 

問い合わせ先 

公立八鹿病院 画像診断科 村尾友和 

TEL ０７９－６６２－５５５５  内線１４５０ 
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第 108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、今回も『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。更には二重造影法の２

法（模様・凹凸像）の先に未知なる影像が…！ 

『読影のいろは』所見用語の使い方、食道領域後半から胃領域

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７月１８日（土） １４：３０～１７：３０ 

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 ： 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 

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② 

講師 合志病院 中川 好久 

症例検討会 

 担当 恵生会病院 桑田 英樹 

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 

臨床画像研究会（若葉会） 

第96回定例会のご案内 

 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6弾、膝関節です。外傷・変形性疾患を中心に、

症例やCT・MRI画像を交えながら、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。 

シリーズ『極める！～画像診断～』 

１６．単純X線写真の撮影法・読影を中心に  

⑥膝関節 

 話題提供：新発売製剤のご紹介    バイエル薬品株式会社 

 １．膝関節のＸ線像 ～画像の解説と撮影のポイント～ 

担当 北播磨総合医療センター 中央放射線室   

世良 彩華（診療放射線技師） 

 ２．膝関節を対象にしたCT活用法  

－当院でのルーチンと人工関節術前CTの紹介－ 

担当 大久保病院 放射線科  

川嶋 咲由（診療放射線技師） 

 ３．膝関節のMRI 

 －前十字靱帯と半月板の画像診断を中心に－ 

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） 

日 時 ： 平成２７年７月２２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。 

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） 

第59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５９回は、「PartⅡ 高速撮像法」 

第２８章 ＭＲＩにおけるパルスシーケンスの多様な組み合 

わせ 

（前回の進み具合により変更あり） 

日 時 ： 平成２７年７月２３日（木）１９：００～２１：００ 

        毎月第４木曜日開催予定 

 

mailto:info@osaka-ichokai.com
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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） 

 －東播支部－ 

第151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151回東播支部勉強会』を開催します。 

御多忙とは存じますが、是非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ください。宜しくお願いしま

す。 

日 時 ： 平成２７年７月２３日（木）  

１９：００～２１：００ (１８：３０～受付) 

場 所 ： 市立加西病院  ２階講義室 

          加西市北条町横尾１－１３ 

内 容 ： 

1.一般撮影の画像処理の い・ろ・は  

～S値、L値、周波数処理、圧縮処理～  

市立加西病院 中央放射線科主任 白山 健一 

   2．症例検討  

～画像だけでなく採血データ・心電図などから 

みんなで考えてみましょう～ 

         市立加西病院 中央放射線科    辻・清水 

参加費 ： 会員・会員以外 ５００円 （一般・他職種は無料） 

     ※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。 

 問い合わせ   市立加西病院 中央放射線科 清水 良平 

TEL ０７９０－４２－２２００ 

 

－JARTより－ 

診療放射線技師基礎講習「MR検査」の 

お知らせ 

 

和歌山県にて日本診療放射線技師会の基礎講習会を開催致し

ます。 

 『 MR基礎講習 』 

日時 ： 平成２７年７月２６日(日）  

場所 ： 和歌山県ＪＡビル ２Ｆ 和ホール  

受講料 ： ３，０００円 （会員外１０，０００円）検定料込み  

 セミナー申込みは JART ホームページ http://www.jart.jp   

（登録が必要です。申込み〆切 ７月１２日 定員あり） 

問合せ：北播磨総合医療センター 後藤吉弘 

yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 －西播支部－ 

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２７年７月２６日（日）１１：００～現地集合 

場 所 ： 姫路市夢前町山之内甲 

「藤原アユ狩り場」   TEL ０７９－３３８－０３３８ 

会 費 ： お問い合わせください 

※参加ご希望の方は７月１７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 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７月２８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 

「MRI造影剤の最新情報 

 ～ガドブトロール（ガドビスト 1.0M）の特性と臨床的有用性～」 

テーマ：改めて思い出そう！MRIの用語とコントラスト 

１．「MRで使われる用語を正しく使っていますか？」 

２．「高速SE法で知っておきたいこと」 

 バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部 水内宣夫 

 

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 

http://www.jart.jp/
mailto:yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
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 平成２７年度第１回姫路市乳癌検診研修会の 

開催について（ご案内） 

日 時  平成２７年７月３０日（木） １９：００～ 

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 

参加費  無料 

内 容  姫路市乳癌検診研修会 

・１９：００～１９：５０ 

 「姫路市医師会が実施したH２６年度マンモグラフィ検診で 

発見された乳がん症例の検討」読影大会  

（５０例・５０分） 

・１９：５０～２０：０５  解答配布及び自由閲覧 

・２０：１０～２１：００   

がん検診検討(乳)部会委員等による解説（希望者） 

    【 筆記具・ルーペは各自ご持参ください 】 

第97回いちょう会（斎暢会）のご案内 

謹啓 向暑の候、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 

日 時 ： 平成２７年８月６日（第１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  

～ﾊﾞﾘｳﾑの流れ/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 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/ 

 第 3回 兵庫医用画像情報システム研究会 

開催のご案内 

  この度、「第３回兵庫医用画像情報システム研究会」を下記の

通り開催させていただくことになりました。 

 前回に引き続き、DICOM規格を基礎から学ぶことに重点を置

いています。 

DICOM規格に関して、前回研究会の復習的な内容を交えつつ、

さらに前回に取り上げることのできなかった内容について学び

を深めていきたいと考えております。 

 また、前回参加者からいただきましたアンケートを参考に、情

報処理の初学者向けの内容も盛り込み、DICOM 規格について、

より理解を深めていただけるようなプログラム構成としました。 

 他にも、画像情報システムを取り扱うスタッフが知っておくべき

知識である情報セキュリティに関する講演を予定しております。 

 皆様の積極的なご参加お待ちいたしております。 

          （兵庫県立加古川医療センター  菅野 俊） 

日 時 ： 平成２７年８月８日（土）１３：３０～１７：５５ 

 （受付開始 １３：００） 

場 所 ： 兵庫県災害医療センター ２階 研修室  

参加費 ： １，０００円  

 ※６/２０より事前登録を開始しております。詳細につきまして  

は当研究会HP(http://hmiisconference.wix.com/hmiis)を 

ご参照ください。 

プログラム 

総合司会：製鉄記念広畑病院 廣田 朝司  

 Ⅰ．開会挨拶    製鉄記念広畑病院 廣田 朝司  

 Ⅱ．テーマ：情報セキュリティ 

     座長：神鋼記念病院 櫃石 秀信 

      医用画像情報システムと情報セキュリティについて  

     講師：松山 征嗣  

 Ⅲ．テーマ：情報処理技術 

     座長：姫路赤十字病院 大塚 義修  

      DICOMを理解するための情報処理技術 

     講師：神戸赤十字病院 小川 宗久  

 Ⅳ．テーマ：DICOM規格 

     座長：医学研究所 北野病院 高峰 景敏  

      DICOMの基礎から実践について  

     講師：島西 聡  

 Ⅴ．閉会挨拶    市立加西病院 白山 健一 

 

本研究会参加により、以下の認定更新ポイントを申請可能で

す。  

  医療情報技師(３ポイント)  

医療画像情報精度管理士(４．５カウント) 

医用画像情報専門技師(６ポイント)  

申し込み・お問い合わせ 

  兵庫医用画像情報システム研究会 

      HP：http://hmiisconference.wix.com/hmiis 

         mail：hmiisconference@gmail.com 
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 第11回 近畿救急撮影セミナーのご案内 

日 時 ： 平成 ２７年８月 ２２日（土）１４：３０～ 

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単位 

＊荒天時にはやむを得ず、セミナーを中止にすることもありま

す。その場合はホームページにて掲載致します。

http://kinkiqqsatsueiseminar.kenkyuukai.jp/about/ 

≪第１１回プログラム≫ テーマ「チーム医療で救命する」 

１４：３０～１５：００ 【技術講演１】  

｢チーム医療・イントロダクション｣ 

大阪府三島救命救急センター 放射線室 山本 浩司 先生 

１５：００～１５：３０ 【技術講演２】  

｢造影剤を用いた検査におけるリスクマネジメント 

～チームでの取り組み～｣ 

  兵庫県災害医療センター 放射線課 課長 新井 純一 先生 

１５：３０～１５：４０  休憩 

１５：４０～１６：４０ 【教育講演】 

「救急医療における感染対策 

～正しい対策、本当にできていますか？～」 

  大阪大学医学部附属病院  

感染制御部 副部長           鍋谷 佳子 先生 

１６：４０～１６：５０   休憩 

１６：５０～１７：５０ 【特別講演】 

「外傷診療における IVR －チーム医療で救命する－」 

  りんくう総合医療センター血管内治療部長 兼  

大阪府泉州救命救急センター 副所長 井戸口 孝二 先生 

【問い合わせ】 

  神戸赤十字病院 放射線科部内 

    〒６５１－００７３  兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－３－１ 

TEL ０７８－２３１－６００６ FAX ０７８－２４１－７０５３ 

E-mail t-miyayasu@kobe.jrc.or.jp 

担当：宮安 孝行 

会費納入について 

～早期納入のお願い～ 

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。 

 

 

 

 

≪ 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 

○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 

○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 

○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 

○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  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６月１２日現在） 
会 員 数 ： １，２４０名 

会費納入率 ： ４０．４８％ 

会費未納者数 ： ７３８名 

mailto:t-miyayasu@kobe.jrc.or.jp
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≪ ７月スケジュール ≫    

７/１ （水） 第20回兵庫PET技術研究会       p.４ 

７/２ （木）  

７/３ （金）  

７/４ （土）  

７/５ （日）  

７/６ （月）  

７/７ （火）  

７/８ （水） 第273回神戸頭部研究会           p.４ 

７/９ （木）  

７/１０ （金） 
第292回はりまＣＴ研究会          p.４ 

但馬支部 夏期研修               p.５ 

７/１１ （土） CoCIT夏                    p.５ 

７/１２ （日） 東播西播支部ゴルフ大会     先月号参照 

７/１３ （月）  

７/１４ （火）  

７/１５ （水） 淡路支部学術勉強会             p.５ 

７/１６ （木） 
シャウカステン８月号原稿締め切り 

但馬支部 乳房超音波セミナー       p.５ 

７/１７ （金）  

７/１８ （土） 第108回大阪胃腸会（銀杏会）        p.６ 

７/１９ （日）  

７/２０ （月）  

７/２１ （火）  

７/２２ （水） 臨床画像研究会（若葉会）          p.６ 

７/２３ （木） 
第59回「ＭＲＩの基本」読書会        p.６ 

第151東播支部勉強会            p.７ 

７/２４ （金）  

７/２５ （土） 医用画像学術講演会             p.３ 

７/２６ （日） 
診療放射線技師基礎講習「MR検査」   p.７ 

西播支部「鮎狩り」                  p.７ 

７/２７ （月）  

７/２８ （火） 神戸ＭＲの会                 p.７ 

７/２９ （水）  

７/３０ （木） 姫路市乳癌検診研修会           p.８ 

７/３１ （金）  

 

 

 

 

 ≪ ８月スケジュール ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

８/１ （土） サーベイメータ比較校正実習      p.３ 

８/２ （日）  

８/３ （月）  

８/４ （火）  

８/５ （水）  

８/６ （木） 第97回いちょう会（斎暢会）        p.８ 

８/７ （金）  

８/８ （土） 兵庫医用画像情報研究会         p.８ 

８/９ （日）  

８/１０ （月）  

８/１１ （火）  

８/１２ （水）  

８/１３ （木）  

８/１４ （金）  

８/１５ （土）  

８/１６ （日）  

８/１７ （月）  

８/１８ （火）  

８/１９ （水）  

８/２０ （木） シャウカステン９月号原稿締め切り 

８/２１ （金）  

８/２２ （土） 第11回近畿救急撮影セミナー      p.９ 

８/２３ （日）  

８/２４ （月）  

８/２５ （火）  

８/２６ （水）  

８/２７ （木）  

８/２８ （金）  

８/２９ （土）  

８/３０ （日）  

８/３１ （月）  
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庶 務 報 告 (平成２７年６月１７日) 

 

《新入会員》 菊池 圭祐  ＜阪神支部＞  兵庫医科大学病院        大阪大学 

谷 弥生   ＜淡路支部＞  兵庫県立淡路医療センター    清恵会第二医療専門学院 

今井 直子  ＜西播支部＞  赤穂市民病院          神戸総合医療専門学校 

奥村 圭祐  ＜神戸東支部＞ 神戸大学医学部附属病院     岡山大学 

           藤本 隆平  ＜神戸東支部＞ 神戸大学医学部附属病院     京都医療科学大学 

           井上 智博  ＜神戸東支部＞ 神戸大学医学部附属病院     京都医療科学大学  

           牧野 奈都美 ＜神戸東支部＞ 神戸大学医学部附属病院     金沢大学 

           末永 剛士  ＜神戸東支部＞ 神戸大学医学部附属病院     熊本大学 

           瀧岩 由里菜 ＜神戸東支部＞ 神戸大学医学部附属病院     九州大学 

           小西 祥汰  ＜但馬支部＞  公立八鹿病院          広島国際大学 

           竹内 美穂  ＜神戸西支部＞ 新須磨病院           神戸総合医療専門学校 

           尾谷 麻衣  ＜神戸西支部＞ 神戸百年記念病院        神戸総合医療専門学校 

           平田 裕介  ＜西播支部＞  IHI播磨病院          大阪行岡医療専門学校長柄校 

 

《県内異動》 田中 美帆  ＜西播支部＞  国立病院機構姫路医療センター 

   → ＜阪神支部＞ 国立病院機構奈良医療センター 

峰松 大造  ＜阪神支部＞  田中病院    →  ＜阪神支部＞   市立豊中病院 

東山 精吾  ＜阪神支部＞  昭和病院    →  ＜神戸東支部＞  神戸労災病院 

西川 雅行  ＜東播支部＞  たずみ病院   →  ＜神戸西支部＞  神出病院 

       髙田 麻衣  ＜西播支部＞  姫路赤十字病院 →  ＜神戸東支部＞  岡本クリニック 

 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

      新事務所  一般社団法人栃木県診療放射線技師会 

            〒３２０－００３２ 栃木県宇都宮市昭和１－３－１０栃木県庁舎西別館４号館４０４号室 

                   TEL/FAX ０２８－６２５－７９７９ 

 

            一般社団法人鳥取県診療放射線技師会 

            〒６８０－０８４５ 鳥取県富安２－９４－４鳥取県保健事業団健診センター内 

                   TEL ０８５７－２３－４８４１ FAX ０８５７－２３－４８９２   

           

            公益社団法人大分県放射線技師会 

            〒８７０－０８４４ 大分県大分市大字古国府１１５５－１（株）マイダスコミュニケーション内 

                   TEL/FAX 変更無し    
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～ご注意下さい～ 

ニュース原稿の宛先が変わりました！ 

 

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 

 


