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「第１１回兵庫県学術研修フォーラム」ご案内 
 

                                         

 日 時： ２０１５年１２月５日（土）１４：００～１６：４５ 

 場 所： エーザイ 神戸コミュニケーションオフィス   

       兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目７－４ ハーバーランドダイヤニッセイビル１７階  

TEL ０７８-２３２-００８１ 

 参加費： 会員 ５００円  会員以外 ２，０００円 

 

《プログラム》 

開会挨拶： （公社）兵庫県放射線技師会   会長 清水 操 

情報提供： アクトネル 骨粗鬆症ガイドラインについて   エーザイ株式会社    桜井 隆宏 

 

【基調講演】１４：２０～ 

座長  三菱神戸病院   画像技術科  高井 夏樹 

『高齢化社会における慢性疾患を対象とした整形領域の撮影法-教科書に載っていない下肢荷重撮影による足関

節・足撮影法-』  奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 安藤 英次 

【特別講演】１５：３０～ 

座長  神戸大学医学部附属病院 放射線部   神澤 匡数 

『骨折・骨折後合併症の診断と治療に必要な画像検査 』 

             神戸大学医学部附属病院 整形外科  特命講師 新倉 隆宏 

 

 

 

問い合わせ先： （公社）兵庫県放射線技師会 学術担当 神澤 匡数 

神戸大学医学部附属病院 ０７８-３８２-５１１１ 

MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

※ ポイント加算あり 技師会カードご持参ください 

 

 

 

 
No.384 

兵放技ニュース 
公益社団法人 兵庫県放射線技師会 

神戸市中央区元町通  ５-２-３－１０１１ 

ＴＥＬ ： ０７８－３５１－５１７２ 

ＦＡＸ ： ０７８－３５１－２３０９ 

http://www.hyogo-rt.org/ 

発 行 者／清水 操 

編集責任者／阪本 正行 

 



                              兵放技ニュース           平成２７年 12 月１日発行 

2 

 

 

 

 

 

１０月１８日、奈良県桜井市芝運動公園にて、第６２回近

畿地域放射線技師会野球大会が開催されました。当日

は秋晴れの良い天気で 3 連覇をかけて試合に臨みまし

た。 

１回戦は強豪大阪府放射線技師会で、立ち上がり制球

に苦しんで３四球とホームランなどで４点の先制を許し

たが、その裏に１点を返すも、結果は２－５で敗れ、３連

覇の夢は崩れてしましました。５，６位戦は滋賀県放射

線技師会相手に初回に３点を奪い、４－３で勝利しまし

た。５位という結果となりましたが、若い選手が多く参加

していただき来年は優勝目指して頑張ろうと思いました。

参加していただいた会員、応援にしてくれた会員には心

からお礼申し上げます。                 

結果 優勝： 京都府 準優勝： 奈良県 ３位： 大阪府     

４位： 和歌山県 ５位： 兵庫県  ６位： 滋賀県 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初冬の候、会員の皆様におかれましては、ますます

ご清栄のこととお喜び申しあげます。 

 さて、兵庫県放射線技師会では恒例の賀詞交歓会を

下記要領で催すこととなりました。ご多忙のところ恐縮で

ございますが、万障お繰合わせのうえご参集下さいま

すようお願い申し上げます。   

  

日 時： 平成２８年１月８日（金） １８：３０開宴 

場 所： ANAクラウンプラザホテル神戸 

１０階 The Ball room ( ザ・ボールルーム )  

山陽新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」直結 

会 費： １０，０００円

お問合せ先 :  

先端医療センター病院 放射線技術科  岡田雄基  

ＴＥＬ ０７８-３０６-３５７５   MAIL： y-okada@fbri.org 
 

 

 

 

 

 

 

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

組織委員会 

賀詞交歓会のご案内 

 
 

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 
 

厚生委員会 

近畿地域野球大会 報告 
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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）。 

 

 

 

１２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/ 

 

 

 

 

＊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。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

がん診療連携協議会、兵庫県放射線医会との共催で第

３回放射線セミナーを開催します。 

皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。 

今回は肺がんをテーマに企画しています。詳細は次号

で報告いたします。 

日 時： 平成２８年１月３０日（土）１４：００～１７：００ 

場 所： 神戸市教育会館 大ホール 

〒６５０-０００４ 神戸市中央区中山手通４丁目１０番５号  

ＴＥＬ ０７８-２２２-４１１１ 

神戸市営地下鉄「県庁前」より徒歩５分 

参加費： 無料 

基礎講演 

１・「低線量肺がんCTの撮影技術」 

兵庫医科大学病院 放射線技術部  名定 敏也 

２・「肺癌のCT診断」（仮） 

静岡県立静岡がんセンター 画像診断科部長   

遠藤 正浩 

特別講演  

1・「最新の外科的治療－鏡視下手術も含め」（仮） 

神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器外科部長   

高橋 豊 

2・「肺癌の放射線治療の進歩（粒子線治療も含め）」（仮） 

兵庫県立粒子線医療センター院長  沖本 智昭 

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 学術担当 神澤 匡数  

MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

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。 

 

≪勉強会≫ 

日 時： 平成２７年１２月１２日（土）１５：００～１７：００ 

場 所： 兵庫県立淡路医療センター２F 大会議室 

内 容：  

１．一般撮影装置の照射野と出力についての基礎検討 

兵庫県立淡路医療センター 谷 弥生 

２．マンモグラフィの基礎 

兵庫県立淡路医療センター 爰河 恵梨 

兵庫県立淡路医療センター 足立 旬 

３．最新マンモグラフィの紹介（トモシンセシス） 

日立メディコ国内営業本部国内XR営業部 上野 完 

参加費： 会員無料、会員以外５００円 

 

≪意見交換会≫ 

※場所・時間については検討中 

 

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） 

第３回放射線セミナーのご案内 

 

淡路支部 

第７回淡路支部学術勉強会・意見交換会 

 
 

会費納入状況 （平成２７年１０月１６日現在） 
会 員 数 ： １，２８０名 

会費納入率 ： ７１．８０％ 

会費未納者数 ： ３６１名 
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今年度は“一般撮影”をテーマにした、２回目の特別

講演会を開催致します。 

去年の東西会に引き続き、愛媛県から講師として、

NTRT（全国X線撮影技術読影研究会）の副代表 矢野

雅昭先生をお招きし、“外傷高齢者をどのように撮影し、

如何にして診断・治療に役立つ画像を作り出すのか”に

ついて御教授頂きます。 

上肢下肢の症例画像をもとに、 

①患者観察後病態を想像してどのように撮影するべき  

か 

②画像読影（骨折分類など）してインプレッションをレポ

ーティングするのか 

③さらにその上で、より診断治療に役立つ追加撮影の

有無の判断は    

等々、会場の皆様も一緒に考えて頂けたらと思います。

ご参加よろしくお願い致します。 

内 容： 一般撮影 

〈情報提供〉 

『CT造影剤 イオメロン 350・135ｍLのご紹介』   

 エーザイ株式会社 武内 久典 

≪特別講演会≫ 

『 高齢者外傷をどう撮影するか 』 

（講師）  NTRT 副代表 

NTT西日本松山病院  矢野 雅昭 先生 

日 時： 平成２８年１月２９日（金） 

受付開始 １８：３０～ 

講演開催 １８：４５～２０：２５ 

会 場： 神戸市勤労会館 ３階（３０８号室） 

神戸市中央区雲井通５-１-２ ＴＥＬ ０７８-２３２-１８８１ 

講演参加費： （カラー資料・飲み物付き） 

日放技の会員・・・  ５００円 

非会員・・・ １，０００円 

学生 ・・・ 無料（要学生証） 

他職種・・・ご相談のうえ会員価格 

お問い合わせ： 三菱神戸病院（０７８-６７２-２６１０） 

           神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

 

 

 

 

現在、単純X線の画像診断・撮影法を中心に、」各モ

ダリティ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。次回は第8弾、肘関節・手関節・手

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、代表的な疾患の症例を踏まえ、CT・MRIの

検査手技などについても解説したいと考えています。  

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～』１８ 

単純X線写真の撮影法・読影を中心に  

⑧肘関節・手関節・手部 

話題提供： バイエル薬品株式会社 

１．肘関節 担当：明石医療センター 放射線科  

黒田 大輔 

２．手関節 担当：兵庫県立加古川医療センター  

検査放射線部 大谷 健人 

３．手部 担当：甲南加古川病院 放射線科 齋藤 一樹 

 

日 時： 平成２８年１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） 

臨床画像研究会 －若葉会－ 

第９８回定例会のご案内 
 

神戸西支部 

「 神戸西支部 特別講演会 ２ 」 
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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。 

ご案内： 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 

ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００（代）  

FAX ０７９４-６２-９９２６（中放直通） 
 

 

 

 

 

 

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１４回 Imaging Technical 

Conference 』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。 

日 時： 平成２７年１２月３日（木） １８：３０～ 

場 所： 西神戸医療センター ４階 大会議室 

テーマ： 『 結石破砕治療について 』 

「 結石破砕の治療精度を担保するための工夫 」 

西神戸医療センター 放射線技術部  

チーフ 吉原 宣幸 技師 

「 当院における結石破砕治療の現状」 

西神戸医療センター 泌尿器科  

医長 金丸 聰淳 先生 

* なお、参加費は無料、駐車場は有料です。（軽食あり） 

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２３０５） 
 

 

 

 

 

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、今回の『読影のいろは』胃上部領域、まだまだ続き

ます。胃潰瘍瘢痕、いやⅡc？ さらには、あらたな病変

が・・・。さて、その正体は。前々回の中村 信実先生の

特別講義、病理組織像のみかた、なかなか，馴染みにく

い領域でありますが参加されました方は読影の幅も、更

に広がる足掛かりとなったのではないでしょうか。『撮影

法－ワンランク上を目指して－』圧迫法について学ぶこ

とにします。昨今、胃Ｘ線撮影法と言えば二重造影法の

感は否めません。しかし、圧迫法は細やかな撮影技術

を要しますが、病変の拾い上げから、 質的分析、病変

の硬さ、粘膜表面の微細な凹凸など表現可能です。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。  

                                                                     

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１２月１９日（土）１４：３０～１７：３０  

場 所： 尼崎中央病院 ４階講義室     

参加費： １，０００円   

内 容：  

講座Ⅰ『読影のいろは』－ 所見用語の使い方（症例を

題材に）－          講師： 合志病院 中川 好久  

講座Ⅱ『撮影法－ワンランク上を目指して』－奥が深い

圧迫法－    講師：ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師  

恵生会病院 芳野 克洋  

症例検討会 担当：中園 直幸  

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 
 

 

 

 

寒さがひとしお身にしみる時期となりました。今年残すと

ころもあと僅か、また色々やり残したことの記憶!?を辿る

西神戸医療センター オープンカンファレンス 

第１４回 Imaging Technical Conference 

第１１３回 大阪胃腸会（銀杏会） 

開催のご案内 

 
 

神戸頭部研究会からのお知らせ 
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のに一苦労しております。先月の特別講演会では「ここ

までわかる頭部救急の CT/MRI ２」として、昨年にもご

講演をいただきました、放射線科医師 井田正博先生を

お招きしました。今回は脳梗塞を中心に、稀な疾患、静

脈洞血栓症、海綿静脈洞瘻などと合わせ、多くの症例を

提示し画像のみかたを進めていただきました。CT/MRI

を駆使し、その疾患に必要な撮像方法、プロトコール、

注意点などを簡潔にまとめられ、まさに臨床直結型の内

容で非常に多くの知識を得ることが出来ました。画像の

みの判断だけではなく、患者様の状態をみることが重要

である疾患も詳細に説明いただき、現場での意識を高

めることも出来ましたね。親しみのある口調で話され、と

っても印象深い講演会となりました。参加者110名近くの

皆様で大盛況に終えることができ、また来年も井田先生

にご講演をしていただく予定としております。さて、今月

の定例会はお休みとさせていただきます。今回は下記

の通り忘年会を開催しますので、お誘い合わせの上、是

非ご参加願います。また、来年の定例会の内容は後日

お知らせいたしますので、宜しくお願いします。 

（田上 修二） 

題 目： 年末だよ!! 恒例の大忘年会           

日 時： 平成２７年１２月４日（金） １９：００～ 

会 場： 鶏料理 ひとりひとり  

神戸市中央区北長狭通２-１０-１２-５F  

会 費： 格安で楽しめるよう調整中です!! 鍋コース料理

で飲み放題 お店は貸切です!!   

連絡先： 吉田病院 放射線科 森 勇樹  

ＴＥＬ ０７８-５７６-２７７３ 

≪ 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 

 

○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 

○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 

○井野病院 

所在地 姫路市大塩町汐咲１-２７ 
求人内容  正規職員 

○佐用中央病院 

所在地 佐用郡佐用町佐用３５２９番地３ 
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 

○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 

○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 

○道下クリニック 

所在地 神戸市須磨区前池町２-８-１５グランパレ板宿１Ｆ 

求人内容  正規職員 ・ パート職員 

○大塚病院 

所在地 丹波市氷上町絹山５１３ 

求人内容  正規職員 ・ パート職員 

○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 

○岡本病院 

所在地 篠山市東吹１０１５-１ 
求人内容  正規職員 

○協和病院 

所在地 神戸市西区押部谷町栄１９１-１ 
求人内容  正規職員 
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 < １２月スケジュール > 

 

 

 
 

 

      < １月スケジュール > 

 

 

 

 

 

１２/１ （火）  

１２/２ （水）  

１２/３ （木） 第１４回 Imaging Technical Conference 

１２/４ （金）  

１２/５ （土） 第１１回兵庫県学術研修フォーラム 

１２/６ （日）  

１２/７ （月）  

１２/８ （火）  

１２/９ （水）  

１２/１０ （木） 第１０３回いちょう会（第１８５回斎暢会） 

１２/１１ （金）  

１２/１２ （土） 
第７回淡路支部学術勉強会および意

見交換会 

１２/１３ （日）  

１２/１４ （月）  

１２/１５ （火）  

１２/１６ （水）  

１２/１７ （木）  

１２/１８ （金）  

１２/１９ （土） 第113回 大阪胃腸会（銀杏会） 

１２/２０ （日）  

１２/２１ （月）  

１２/２２ （火）  

１２/２３ （水）  

１２/２４ （木）  

１２/２５ （金）  

１２/２６ （土）  

１２/２７ （日）  

１２/２８ （月）  

１２/２９ （火）  

１２/３０ （水）  

１２/３１ （木）  

１/１ （金）  

１/２ （土）  

１/３ （日）  

１/４ （月）  

１/５ （火）  

１/６ （水）  

１/７ （木）  

１/８ （金） 賀詞交歓会 

１/９ （土）  

１/１０ （日）  

１/１１ （月）  

１/１２ （火）  

１/１３ （水）  

１/１４ （木）  

１/１５ （金）  

１/１６ （土）  

１/１７ （日）  

１/１８ （月）  

１/１９ （火）  

１/２０ （水）  

１/２１ （木）  

１/２２ （金）  

１/２３ （土）  

１/２４ （日）  

１/２５ （月）  

１/２６ （火）  

１/２７ （水） 
臨床画像研究会－若葉会－ 第98回

定例会 

１/２８ （木）  

１/２９ （金） 神戸西支部 特別講演会 ２ 

１/３０ （土） 第３回放射線セミナー 

１/３１ （日）  
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ニュース原稿等の宛先 

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。 

                 ◎ 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 

 

シャウカステン１１月号の求人情報に掲載しました 

佐用中央病院の名称に誤りがありました。 

関係者の皆様にご迷惑をおかけしました事を深くお詫び申し上げます。 

 

庶 務 報 告 

《新入会員》  

御前 賢太  ＜阪神支部＞  市立川西病院           大阪行岡医療専門学校長柄校 

谷口 弘一  ＜但馬支部＞  浜坂七釜温泉病院       大阪行岡医療専門学校長柄校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


