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第２７回兵庫県放射線技師会学術大会のご案内 
 

 

第２７回兵庫県放射線技師会学術大会 詳細は予稿集をご覧ください。 

今回の市民公開講座は、肺疾患をテーマに、講師をお招きします。 

職場の方、ご近所の方にもお声かけいただき、出来るだけ多くの一般市民の皆様にご参加いただけたらと思います。 

 

【学術大会開催内容】 

日 時： 平成２７年１０月２５日（日）１０：００～１７：００ （９：３０受付開始） 

会 費： 会員１，０００円 会員以外５，０００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 

【一般演題】 ＡＭの部（１０：１０～１１：００） ＰＭの部（１５：１５～１６：３０）（予定） 

【特別講演】 １１：１０～ 

       「消化器内科にとっての画像診断の活用法」 

           講 師： 田中 秀憲  三田市民病院 消化器内科 部長 

【ランチョンセミナー】１２：２０～  １２０名 ２会場予定しています。（参加希望者には、当日チケットを配布します。） 

１）ポータブルＸ線撮影領域での最新技術紹介 

（富士フィルムメディカル株式会社） ６０名 

２）シーメンス社製 MRI装置 最新プラットフォーム   ”syngo VE11”の技術紹介ならびに使用経験 

（シーメンス・ジャパン株式会社） 60名 

 

【市民公開講座】 １３：２０～ 

１）肺疾患の画像検査  ～診療放射線技師の役割～ 

           講 師： 上垣 友里  柏原赤十字病院 放射線技術課 

２）肺癌について  ～症状から検査・診断まで～ 

           講 師： 三村 令児  柏原赤十字病院 総合診療部長 

 

お問い合わせ： 神戸大学医学部附属病院 放射線部 ０７８-３８２-５１１１内線６３８３ 

                 学術理事 神澤 匡数 gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
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診療放射線技師法が一部改正されました。具体的に

は、CT・MRI 検査等での自動注入器による造影剤の注

入、造影剤注入後の抜針・止血、下部消化管検査の実施

（ネラトンチューブ挿入も含めて）、画像誘導放射線治療

時の腸内ガスの吸引のためのチューブ挿入であり、診

療放射線技師の業務内容が拡大しました。以上の業務

を行うための条件として、医療の安全を担保することが

求められています。この業務拡大に伴う必要な知識、技

能、態度を習得することを目標とし、 “業務拡大に伴う統

一講習会”と称し、2 日間にわたり実施することとしまし

た。 

本講習は厚生労働省と公益社団法人日本診療放射線

技師会が検討したカリキュラムに従い、全ての診療放射

線技師が受講できる環境を提供することを目的としてい

ます。 

日 時： 平成２７年１２月１９日（土）～１２月２０日（日） 

場 所： 兵庫県立加古川医療センター 

受講料： 会員 １５，０００円 非会員 ６０，０００円 

申込方法： JART 情報システム内のイベント申込メニュ

ーから申し込んでください 

 

※今年度は静脈注射の抜針講習会を受けた方が優先し

て受講可能となります。 

 

但し、各種講習受講者減免として 

会 員 

静脈受講者：１３，０００円 注腸受講者：５，０００円 

静脈注腸受講者：３，０００円 

非会員  

静脈受講者：５０，０００円 注腸受講者：３５，０００円 

静脈注腸受講者：１５，０００円 

 

問合せ  

大久保病院  内藤 祐介  yusuke.n@circus.ne.jp 

北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

９月１２日（土）に三木総合防災公園にてナイターで姫路

赤十字病院チームと練習時試合を行ないました。試合

の結果は０-６で負けはしましたが、大変内容の濃いゲ

ームでした。 

１０月の近畿大会では３連覇を目指し、頑張ります。応援

よろしくお願いします。 

参加人数  会員１１名  

参加していただいた選手の皆さんお疲れ様でした。また、

姫路赤十字病院チームの皆さんありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

近畿地域放射線技師会野球大会が開催されます。昨年

は台風の影響で中止となりました。兵庫県放射線技師会

は現在２連覇中です。今年も優勝できるよう多くの会員

の参加をお待ちしています。よろしくお願いします。 

日 程： 平成２７年１０月１８日（日）８：４５受付 

場 所： 桜井芝運動公園 

奈良県桜井市三輪６８６ TEL ０７４４-４５-０６０９ 

対戦相手： 大阪府放射線技師会 

問い合わせ：  

明石市立市民病院  雑喉  TEL ０７８-９１２-２３２３ 

兵庫県健康財団    恵美   TEL ０７８-７９３-９３３３ 
 

 

 

 

 

 

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「Ｉ

Ｄ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Ｐ

ＡＳＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡ

ＳＳＷＯＲＤは自由に変更できます）。 

厚生委員会 

野球同好会 活動報告 

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 

業務拡大に伴う統一講習会のご案内 

第６２回近畿地域放射線技師会 

野球大会のお知らせ 
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１０月パスワード       「配
「送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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋が到来しました。

地元但馬の海でみんなで釣りを楽しみましょう。アジの

さびき釣り、アオリイカの餌木釣り、波止釣り、ヒラメ・コ

チのルアー釣りなど、何でもありです。豪華賞品を用意

していますので、ご家族・恋人を誘ってご参加ください。 

日 時： 平成２７年１０月３日（土） １３：３０（現地集合） 

場 所： 柴山漁港（香美町香住区沖浦） 

内 容： 秋の釣り大会 

お願い 

・釣りエサ、道具は各自で準備して下さい 

・雨天の場合は中止します（連絡させて頂きます） 

・小さなお子様が参加される場合、ライフジャケットの着

用をお勧めします 

・参加される方は下記の役員へ連絡をお願いします 

朝来梁瀬医療センター 放射線技術科 辻北 則保 

      TEL  ０７９-６７６-３１５７  

公立豊岡病院 放射線技術科  村尾 守 

TEL  ０７９６-２２-６１１１  

公立八鹿病院 画像診断科    村尾 友和 

TEL  ０７９-６６２-５５５５ 

 

 

 

 

 

第２回 乳房超音波セミナーを下記の日程にて企画し

ました。乳房超音波検査を始めたい方、始めた方を対象

に行いますので、興味ある方は、是非参加してくださ

い。 

日 時： 平成２７年１０月２９日（木）１８：３０～ 

場 所： 公立八鹿病院 1階画像診断科 

内 容： １．画像の記録方法（病変を的確に記録する） 

      ２．所見の記載方法 

３．ハンズオン 応用編（病変を発見した時の

描出方法・走査方法） 

講 師： 木村和代氏（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） 乳房超音波ファントム

「BREAST FAN」 

連絡先：公立八鹿病院 画像診断科 村尾まで  

          TEL ０７９-６６２-５５５５（内線１４５０） 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

日 時： 平成２７年１０月２１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： CT検査における診断参考レベル（DRL）につい

て         兵庫県立淡路医療センター 高田尚紀 

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） 

 

 

 

 

 

 

謹啓 爽秋の候、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。 

第 100回 いちょう会 

（第182回 斎暢会）開催のご案内 

淡路支部 

第５回淡路支部学術勉強会のお知らせ 

 

 

但馬支部 

第２回 乳房超音波セミナーのご案内 

但馬支部 

親睦事業のお知らせ 
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10 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 

日 時： 平成２７年１０月８日（第２週木曜日） 

１８：３０～２０：３０ 

場 所： 三宮研修センター 

内 容：  Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～前壁(M/L領域)撮影～ 

Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～辺縁の異常～ 

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/ 

 

 

 

 

テーマ： 胆のうをたんのうしよう ～part2～ 

日 時： 平成２７年１０月９日（金）１９：００～ 

場 所： 明舞中央病院 西館１階 会議室 （駐車場有）  

会 費： 会員・会員以外   ５００円 

 

今回は胆のうシリーズの第二弾です。前回の研究会で

一般解剖および基礎固めをしたところで、今回は胆のう

の生理・機能解剖、胆道疾患の総論に続きます。胆汁の

生成の過程や作用など、生理機能の領域をカバーする

事は、胆のうを理解し、画像読影をする上でも不可欠な

知識です。さあ、あなたも胆のうマスターになりましょ

う！！ 

内容・講師 

「胆嚢の生理・機能解剖」 

明石医療センター       久森 克利 技師 

「胆道疾患の総論」 

明舞中央病院           筧  翔 技師 

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 

         ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６ 

半蔀英敏 羽田安孝 

 

 

 

秋晴れの心地よい季節がやってきました。何か一つ取り

組んでみよう、新たな気持ちが生まれてきそうです。前

回の定例会ではシリーズ企画で進めております、前半

「頭部救急のみかた」で血管障害2と後半では「こんな症

例ありました」を行いました。前半では脳動静脈奇形と

硬膜動静脈瘻を取り上げ、病因・病体生理から症状、画

像診断、治療までを分かりやすくまとめていただきまし

た。やや混乱しがちな 2 つの疾患ですが、多くの画像を

用い、機序・症状や所見のひろい方を理解することで区

別する事が出来ました。また、図譜と画像を照らし合わ

すことで更に理解が深まりましたね。後半は松果体実質

腫瘍で進めました。発生率は脳腫瘍全体の０．３%と非常

に目にすることの少ない症例でしたが、その特徴的な画

像所見が印象に残りました。現在行われている放射線

治療の手技の解説もあり、また一つ知識が深まりました

ね。これからもたくさんの画像をみてゆきたく思っており

ます。さて、今回の定例会は下記の要項で進めてゆきま

す。救急時に気をつけなければならない画像所見、手

技を広く勉強してゆきましょう。（田上修二） 

題 目： 

１.seri.「頭部救急のみかた」〜救急現場でのピットフォー

ル 

       三菱神戸病院 画像技術科 沖本 一輝 

       王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科 

大西 宏之 他 

２.seri.「こんな症例ありました」  

日 時： 平成２７年１０月１４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 

 

＊特別講演会のお知らせ＊ 

昨年に引き続き、放射線科領域では数多くの著書を出さ

れ、大変ご高名な先生をお招きして開催いたします。 

講 師： 公益財団法人 東京都保健医療公社  

荏原病院 放射線科部長 井田 正博 先生 

第 294回 はりまＣＴ研究会のご案内 

第 275回神戸頭部研究会のお知らせ 
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題 目： 「現在念入りに調整中!!」臨床を中心にした内容

を考えております。 

日 時： 平成２６年１１月１４日（土）１４：３０～１６：３０ 

会 場： HD神戸５FHDCスタジオ（JR神戸駅南側すぐ） 

会 費： 会員・会員以外 １，０００円 
 

 

 

 

 

 

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、今年度の後半最初は中村 信

美先生による『初心者から上級者の胃Ｘ線読影』, の特

別講義を行います。我々も先生にご指導を受けるまで

は記憶画像に基づいた読影が主 でした。その後、先生

のご指導により“Ｘ線、肉眼、組織所見の相互比較、癌組

織型を基本 とした系統的な読影法”を学ぶことが出来、

読影精度も徐々に向上してきたものと思われます。当日

は、これから胃Ｘ線読影を担ってゆくであろう放射線技

師の方々にとり、良き指標となるお話をお聞かせ頂ける

ことと思います。また、素朴な質問にも文献にもとづき理 

論的に分かり易く解説して頂けることと思います。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                                                       

日 時： 平成２７年１０月１７日（土）１４：３０～１７:３０    

場 所： 尼崎中央病院 ４階講義室   

尼崎市潮江１-１２-１ TEL０６‐６４９９‐３０４５（代）  

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』    

講 師 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。      

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 

 

 

 

 

 

 

 今回は、ご高名な兵庫県立姫路循環器病センター 谷

口泰代先生をお招きし、多くの症例と疾患の特徴から、

さらにMRI撮像を深めたいと考えています。基本的には

初歩的な内容から、解りやすい検査の理解とより良い画

像描出を中心に検討したいと考えています。 

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。 

テーマ 『 心臓 MR：心筋をターゲットに臨床画像と最新

撮像技術 』 

日 時： 平成２７年１０月１７日（土）１４：００～１６：３０ 

場 所： チサン ホテル 神戸 ３F 六甲 

神戸市中央区中町通２-３-１  TEL ０７８-３４１-８１１１ 

会 費： ５００円     

一般演題     

『当院におけるガドビスト®静注1.0mol/L臨床症例』     

北播磨総合医療センター  後藤 吉弘 技師 

【テクニカルレクチャー】  

『心臓MR検査における最新撮像技術』 

   シーメンス・ジャパン株式会社  

MRビジネスマネージメント部 宇根田 宏徳 先生 

【特別講演】         

『心臓MRIの現状 -心筋症から虚血性疾患まで-』 

   兵庫県立姫路循環器病センター  

循環器内科 部長  谷口 泰代 先生 

問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤吉弘 

TEL ０７９４-８８-８８００ yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

第 62回「MRIの基本」読書会 

特別講演会のご案内 

 

第３回 心血管MR画像研究会 

のご案内 第 １１１回 大阪胃腸会（銀杏会） 

開催のご案内 
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 当会は、平成２２年の第１回から、パワーテキストで読

書会を行ってきました。今回、初めて第３版の内容も含

めて進行し、平成２７年９月で２巡目を終えました。 

第６２回は、ＭＲＩメーカーに講演を依頼し、ＧＥ社製ＭＲＩ

の最先端撮像技術と原理について講演していただきま

す。内容としては、1回の撮像を行うことで、T1強調画像

や T2強調画像を含む、6つの異なるコントラスト画像を

取得できる『MAGiC』や、金属アーチファクトを低減させ

る『MAVRIC-SL』等、最新の話題からDixon法や SSFP

法まで幅広くお話していただく予定です。興味がある方

は是非ご参加ください。 

日 時： 平成２７年１０月２２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 

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 

 

 

 

 

 

 

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７弾、肩関節です。 

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、MRIでは代表的な疾患ごとに外せないシー

クエンスについても解説したいと考えています。さらに、

普段目にする機会が少ないけれど、画像読影や診断の

ポイント・具体的な検査内容を知っておきたい『関節腔造

影』について、画像を供覧しながら解説します。 

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～』１７．単純X線写真の

撮影法・読影を中心に ⑦肩関節 

話題提供： バイエル薬品株式会社 

１．肩関節単純Ｘ線撮影～各撮影体位の持つ意味と撮影

のポイント～       担当：神戸リハビリテーション病院 

放射線科 松尾 佳展 

２．肩関節MRI －ポジショニングや撮像方法のコツと代

表的疾患－        担当：北播磨総合医療センター 

  中央放射線室 末廣 克義 

３．肩関節アルトログラフィと代表的疾患について 

担当：大久保病院  

放射線科 田中 翔悟 

日 時： 平成２７年１０月２８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！：当会は２０１６年に第１００回を迎えます。記念特

別講演会を２０１６年７月開催予定で企画中です。詳細

が決定次第お知らせいたしますので、ご参加よろしくお

願いいたします。 

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３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４回は「膝関節」の実践編としてポジショニングを

テーマに勉強したいと思います。３つの病院の方に各々

の病院での撮影方法を教えていただき、実践していた

だいた後に皆さんでディスカッションできればと考えて

います。また膝関節の実際に撮影したフィルムを用いて

のディスカッションも考えていますので、気になる写真

や珍しい症例などお持ちの方は是非フィルムを持参で

ご参加ください。 

テーマ： 膝関節 

日 時： 平成２７年１０月３０日(金)１９：００～ 

場 所： 加古川東市民病院 ３階教室  

第 4回 『一般撮影勉強会』 

開催のお知らせ 

臨床画像研究会 －若葉会－  

第 97回定例会のご案内 



                              兵放技ニュース           平成２７年 10 月１日発行 

7 

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 

加古川東市民病院 放射線室  東元・中間 

       TEL ０７９-４３７-３７５１(放射線室直通)  

【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 
 

 

 

 

 

 

この度『第１６回放射線診療技術研究会』を下記の通

り開催させて頂く運びとなりました。 

 今回は「医療安全を考える」をテーマといたしまして、Ｃ

Ｔ、ＭＲＩの各モダリティーから見た医療安全管理、感染

管理の立場から見た医療安全、そして放射線技師として

見た医療安全管理の三部構成で進行していく予定です

ので皆様お誘いあわせの上奮ってご参加ください。  

（順心病院 狩口秀春）          

日 時： 平成２７年１０月３１日（土）１５：００～１８：４５ 

場 所： 北播磨総合医療センター ２階  『大会議室』 

兵庫県小野市市場町９２６番地２５０  

                   TEL ０７９４-８８-８８００ 

会 費： 会員・会員以外 ５００円 

―プログラム―  

司 会： 大久保病院 川嶋 咲由     

【情報提供】(１５：００～１５：１５) 

『情報提供』   

第一三共株式会社 神戸支店 造影剤領域担当 

橋本 賢一 

【代表世話人挨拶】(１５：１５～１５：３０) 

  『医療安全を考える』      順心病院  狩口 秀春 

【基礎講座】(１５：３５～１６：４０) 

座長 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   

講演① 『 技師ができる安全対策 ‘CT検査’ 』 

社会医療法人 明石医療センター 放射線科   

梶谷 俊孝 先生 

講演② 『 MR検査を安全に行うためにするべきこと 』

地方独立行政法人 明石市立市民病院    

杉浦 一弘 先生                                                                      

－ 休 憩 － 

【特別講演Ⅰ】(１６：５０～１７：４０) 

座長 加古川東市民病院 中間 康夫 

『 医療安全を考える ～感染管理の立場から～ 』 

特定医療法人社団 順心会 順心病院   

感染管理担当看護師長 感染管理認定看護師  

竹中 弘子 先生  

【特別講演Ⅱ】(１７：４５～１８：４５) 

座長 高砂市民病院 中央放射線室 大西 俊一 

『 放射線技師の医療安全 』 

尼崎中央病院 医療安全管理者   清水 義信 先生  

 

問い合わせ先（事務局） 加古川西市民病院 放射線室 

千古 孝  TEL ０７９-４３２-３５３１ (代表) 

 

 

 

 

 

 

 

初秋の候、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秋』を

下記の予定で開催する運びとなりました。 

CoCIT2015秋  

（インターベンション治療コ･メディカル会議） 

開催のご案内 

 

第 16回放射線診療技術研究会 

のご案内 
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皆様の参加をお待ち申し上げます。 

日 時： 平成２７年１１月７日（土）１４：００～１７：００ 

場 所： 神戸大学医学部附属病院  ６F 大講義室 

 (病院南側学生センターより入場) 

会 費： ５００円 （事前登録不要） 

プログラム 

レクチャー １４：１０-１４：５０  

『IVRにおける 3D fusionの活用』 

県立姫路循環器病センター 検査放射線部  

山本健太（RT）氏 

ディスカッション《テーマ／新人教育》１５：００-１６：４５ 

    『新人看護師のための急変時対応シミュレーショ

ンの取り組み～神戸大学病院スタッフプロデュー

スの動画シナリオを用いて～』 

MC 神戸大学医学部附属病院  

救急・放射線部 本澤利枝（Ns）氏 

    Discussion 当日参加者〈Ns・RT・CEの皆さん〉 

・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（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）  
 

 

 

 

 

 

MRI撮像のテクニカル研究会を下記要領にて開催させ

て頂く運びとなりました。 

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。  

    

日 時： 平成２７年１１月７日（土） １５：００～１８：００ 

場 所： 第一三共㈱ 神戸支店 １１F   

神戸市中央区磯上通２-２-２１三宮グランドビル 

会 費： ５００円 （会員・会員外） 

テーマ 

『頚部（頸動脈・甲状腺）撮影の問題点を考える!! 』 

・脂肪抑制 

・呼吸対策 

・顎部の動き対策 

・高速撮影 

演題名と演者の詳細は次号に掲載致します 

 

問合せ 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

TEL ０７９４-８８-８８００ yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 

 
 

 

 

 

初秋の候、皆様にはますますご発展のこととお慶び申し

上げます。 

さて、第2回兵庫県放射線技師会読影セミナーを下記要

領にて開催させて頂きます。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、

万障お繰り合わせの上、ご出席賜ります様お願い申し

上げます。                 

日 時： 平成２７年１０月１０日(土) １４：００～ 

場 所： エーザイ株式会社 神戸コミュニケーションオ

フィス 神戸市中央区東川崎町1-7-4 ハーバ

ーランドダイヤニッセイビル 17F 

会 費： 会員５００円   非会員２，０００円 

【講演】 『画像解剖と異常所見について（頭部領域）』 

講 師： 兵庫医科大学病院 放射線科 

助教 若田 ゆき 先生 

問い合わせ先： 兵庫医科大学病院 放射線技術部  

尾崎隆男TEL ０７９８-４５-６２５９  

人数制限はございませんが、配布資料不足の場合はご

容赦ください。 

 

 

 

 

 

 

学友会会員の皆様へ                     

         学友会会長 古東正宜（神戸赤十字病院） 

第 2回兵庫県放射線技師会 

読影セミナーの案内 

 

第１９回 兵庫県MRI 

テクニカルカンファレンスのご案内 

神戸総合医療専門学校  

診療放射線科 学友会 

平成 27 年度 学術交流会・懇親

会の開催のご案内 
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神戸総合医療専門学校 学友会 学術交流会 

時下、学友会会員各位におかれましては益々ご清栄の

こととお喜び申し上げます。この度、平成２７年度学友会

の学術交流会・懇親会を下記の日程で開催します。今回

の教育講演は、救急医療の第一線で活躍されている大

阪府三島救命救急センターの渡辺博也さんにお願いし

ました。また、施設紹介として様々な職場で活躍されて

います４名に方々にお願いしています。同期の知人をお

誘いの上、参加いただきます様、宜しくお願い致します。

（なお、３年生の学生さんが学術交流会に出席されます。

実習生受入れ病院の方は出来るだけ参加願います）今

までの学術交流会・懇親会状況は、学友会HPをご覧く

ださい。会員の住所変更・勤務先変更もお願いします。 

         《Google 神戸総合医療 学友会 検索↵》 

日 時： 平成27年10月31日（土） １４：００-１７：００ 

（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）  

参加費： 講演会参加費 無料 

懇親会参加費(事前登録不要)：  

会員３，０００円、非会員５，０００円 

《講演会》 

施設紹介： 座長  

平田敏幸氏（北播磨総合医療センター） 

西下重樹氏（兵庫県立健康生活科学研究所） 

１）検診業務 兵庫県健康財団 河野 昭博氏  

２）立入検査 兵庫県健康福祉部 東 昭英氏 

３）他県病院 淀川キリスト教病院 清野 宏氏 

４）新規開設 兵庫県立尼崎総合医療センター  

唐渡 久恵氏 

教育講演： 司会 兵庫県立加古川医療センター 

 大谷 健人氏 

テーマ：『救急医療における放射線技師の役割』 

    講師：大阪府三島救命救急センター  

渡辺 博也先生 

《懇親会》１７：２０～（バイキング形式・飲み放題）         

お問い合わせ： 神戸赤十字病院 古東正宜  

TEL ０７８-２４１-９２５９（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残暑厳しい候、益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。 

今年度は平成２７年１１月２１日（土）から２３日（月）まで

京都において第３１回日本診療放射線技師学術大会が

開催されます。これに併せまして同窓会の開催を予定し

ましたので、多くのご参加を心よりお待ちしております。 

日 時： 平成２７年１１月２２日（日） 開始１８：３０ 

（受付開始１８：００） 

会 場： ホテルグランヴィア京都１５Ｆ 

 中国料理『六本木樓外樓』 

   京都市下京区烏丸通塩小路下ル東小路町９０１番

地京都駅ビル内      ＴＥＬ０７５-３６５-３３２０ 

参加費： ６，０００円 

申込方法 

＊恐れ入りますが参加の有無を平成２７年１１月８日ま

でに学友会ホームページよりご返事いただきますようお

願い申し上げます。 

アドレス： www.yukioka-kinki-gakuyukai.net/ 

問い合わせ先： 大阪行岡医療専門学校長柄校  

放射線科 学友会 

兵庫県支部会長 前田実夫 

（恒生病院 放射線科：０７８-９５０-２６２２） 

 

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。 

大阪行岡医療専門学校長柄校  

放射線科 学友会 

２０１５年同窓会 in京都のご案内 
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ニュース原稿等の宛先 

 

◎ 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 

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 

 

＊注意して下さい！ 

諸事情により会費納入が９月３０日（水）を過ぎてしまう

場合、既にお送りしています会費納入票は利用期限が

過ぎておりますので使用できません。新たに会費納入

票をお送りいたしますので、お手数ですが日本診療放

射線技師会までご連絡下さい。 

 

 

 

 

≪ 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 

○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 

○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 

○西江井島病院 

所在地 明石市大久保町西島653 
求人内容  正規職員 

○酒井病院 

所在地 姫路市飾西４１２－１ 
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 

○吉田病院 

所在地 神戸市兵庫区大開通９－２－６ 
求人内容  正規職員 

○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 

○尼崎中央病院 

所在地 尼崎市潮江1丁目１２-１ 
求人内容  正規職員 

○芦屋セントマリア病院 

所在地 芦屋市大原町５-２０ 

求人内容  正規職員 

○兵庫県予防医学協会 

所在地 神戸市灘区岩屋北町１丁目８-１ 

求人内容  正規職員 

○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 

○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 

○明石市立市民病院 

所在地 明石市鷹匠町１-３３ 

求人内容  嘱託職員 

会費納入状況 （平成２７年９月１１日現在） 
会 員 数 ： １，２７５名 

会費納入率 ： ６４．２４％ 

会費未納者数 ： ４５６名 
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< １０月スケジュール > 
 

 

 

 

 

 

 

< １１月スケジュール > 
 

 

 

 

 

 

 

１０/１ （木）  

１０/２ （金）  

１０/３ （土） 但馬支部 親睦会 

１０/４ （日）  

１０/５ （月）  

１０/６ （火）  

１０/７ （水）  

１０/８ （木） 第１００回 いちょう会（第１８２回 斎暢会） 

１０/９ （金） 第２９４回 はりまCT研究会 

１０/１０ （土） 第２回兵庫県放射線技師会読影セミナー 

１０/１１ （日）  

１０/１２ （月）  

１０/１３ （火）  

１０/１４ （水） 第２７５回 神戸頭部研究会 

１０/１５ （木）  

１０/１６ （金）  

１０/１７ （土） 
第１１１回 大阪胃腸会（銀杏会） 

第３回 心血管MR画像研究会 

１０/１８ （日） 第６２回 近畿地域放射線技師会野球大会 

１０/１９ （月）  

１０/２０ （火）  

１０/２１ （水） 第５回 淡路支部学術勉強会 

１０/２２ （木） 第６２回 MRIの基本 読書会 

１０/２３ （金）  

１０/２４ （土）  

１０/２５ （日） 第２７回 兵庫県放射線技師会学術大会 

１０/２６ （月）  

１０/２７ （火）  

１０/２８ （水） 若葉会 第９７回定例会 

１０/２９ （木） 第２回 乳房超音波セミナー 

１０/３０ （金） 第４回 一般撮影勉強会 

１０/３１ 
（土） 

第１６回 放射線診療技術研究会 

神戸総合医療専門学校 学友会 

１１/１ （日）  

１１/２ （月）  

１１/３ （火）  

１１/４ （水）  

１１/５ （木）  

１１/６ （金）  

１１/７ （土） 
CoCIT２０１５秋 

第１９回 兵庫県MRIテクニカルカンファ 

１１/８ （日）  

１１/９ （月）  

１１/１０ （火）  

１１/１１ （水）  

１１/１２ （木）  

１１/１３ （金）  

１１/１４ （土） 神戸頭部研究会 特別講演会 

１１/１５ （日）  

１１/１６ （月）  

１１/１７ （火）  

１１/１８ （水）  

１１/１９ （木）  

１１/２０ （金）  

１１/２１ （土）  

１１/２２ （日） 大阪行岡医療専門学校長柄校 学友会 

１１/２３ （月）  

１１/２４ （火）  

１１/２５ （水）  

１１/２６ （木）  

１１/２７ （金）  

１１/２８ （土）  

１１/２９ （日）  

１１/３０ （月）  
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                              庶 務 報 告 

《新入会員》  

  有澤 瑞希  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫医科大学病院      金沢大学 

  源常 航    ＜ 淡路支部 ＞  兵庫県立淡路医療センター  神戸総合医療専門学校 

                                

《県内異動》  

  奥村 未来  ＜神戸西支部＞  川崎病院            → ＜ 阪神支部 ＞ 自宅 

  佐々木 保麿 ＜ 淡路支部 ＞  県立淡路医療センター → ＜ 阪神支部 ＞ 県立尼崎総合医療センター 

 正木 浩一   ＜ 東播支部 ＞  加古川東市民病院     → ＜ 東播支部 ＞ 自宅  

           

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》   

 姓名変更  城島 萌衣 ＜ 東播支部 ＞ → 原田 萌衣 ＜ 東播支部 ＞ 

         大西 綾   ＜ 東播支部 ＞ →  吉永 綾  ＜ 東播支部 ＞ 

   

 所在地変更  一般社団法人 島根県診療放射線技師会 

             〒６９０-０３３２ 島根県松江市鹿島町佐陀本郷１３３-２ 

                  TEL０８５２-３３-７２５１ FAX０８５２-３３-７４５１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


