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新年あけましておめでとうございます
（公社）兵庫県放射線技師会会長 清水 操

会員皆様におかれましては、健やかに新しい年を迎えられましたこととお喜び申し上げます。旧年中は
会務運営に多大なるご支援、ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。
昨年６月の総会にて役員改選が行われ、理事２名、監事１名が入れ替わりました。ベテラン理事２名が
抜けたことで、会務運営への影響が懸念されましたが、新任理事の頑張りに加え、古参理事のサポートに
より円滑に会の運営を行うことができました。
さて、昨年は皆様にとってどのような一年でしたでしょうか？
我々を取り巻く環境の中で、兵庫県では阪神淡路大震災から２０年を迎え、また診療放射線技師としては、
レントゲン博士によるＸ線発見から１２０年を迎えるなど、本会として大きな節目となる一年であったと
思います。
そして、昨年４月には業務範囲拡大に関する改正診療放射線技師法が施行され、７月から全国各地で統一
講習会がスタートしました。１１月１０日時点、１７都道府県２０回の開催で８６０名の参加者を得てい
ると聞いています。平成２８年度以降は年間１万人の規模で講習会が開催される予定です。平成３２年の
国家試験から今回の業務範囲拡大にかかるカリキュラムの変更点が出題される予定ですので、既卒者の
方々にはぜひ早期に統一講習会の受講をお願いする次第です。
また今年は診療報酬改定の年でもあります。現時点で本体部分は０．４９％引き上げる一方、薬価と材
料費は１．５２％引き下げ、全体では１．０３％のマイナス改定との報道があります。医療機関にとって
厳しい改定となることは間違いありません。特に画像診断部門に関する改定内容は注視していく必要があ
ります。厚生労働省のホームページには中医協での審議資料や議事録がアップされていますので、ぜひご
覧いただきたいと思います。
役員一同、会員の皆様とともに診療放射線技師職が“県民から期待される職業”
、
“チーム医療の中で信
頼される職業”として益々発展することを祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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ます。
まだまだ未熟ではございますが頑張りますので、
明けましておめでとうございます
本年も皆様のご協力を賜ります様、どうぞよろしくお
副会長 後藤 吉弘
願いいたします。
昨年は法改正による業務拡大に伴う統一講習会がス
新年あけましておめでとうございます
タートし、我々の日常業務の重要性が認められた記念
管理主幹理事・総務理事 中野 大
すべき年となり、多くの皆様にご協力をいただきまし
昨年は兵庫県放射線技師会及び当委員会にご理解ご
た事、この場をお借りしてお礼を申し上げます。
協力頂き、本当にありがとうございました。
年頭にあたり、兵放技の業務もさる事ながら日放技と
当委員会では昨年から開始しました『業務拡大に伴
の協力体制の目標として
う統一講習会』をはじめ、各種研修会等の申請作業を
・
「業務拡大に伴う統一講習会の地域開催」
行っております。申請は日本診療放射線技師会のシス
・
「画像診断における読影力の向上」
テムより処理を行いますので、少なくともイベントの
・
「５つの認定資格でもある、放射線管理士・放射線機
１週間前にはお報せ下さいますようお願い申し上げま
器管理士・医療画像情報精度管理士・臨床実習指導教
す。また、
『業務拡大に伴う統一講習会』等の申込み期
員・放射線被ばく相談員の取得および更新促進」
間は迅速かつ正確にお知らせしますので、よろしくお
を掲げさせていただきます。
願いいたします。
これらはすべて医療安全を担保し、患者に安全と安
新しいカリキュラムにて学習した学生が最短で４年
心を届ける事を目的としています。皆様におかれまし
後には社会人として活躍します。その新人を指導する
ては、御多忙 のことと存じますが、ご協力の程よろし
先輩がその範囲を未習とならないように積極的な受講
くお願いいたします。 新しい年も皆様にとっても素
をお願いします。
晴しい年でありますよう祈念し年頭の挨拶とさせて頂
本年も会員の皆様に「会員で良かった」と思って頂
きます。
けるような会運営を心掛けて活動していきたいと思い
明けましておめでとうございます
ますので、
ご支援・ご鞭撻の程よろしくお願いします。
副会長 半蔀 英敏
最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸を心よ
昨年は、皆様方の暖かいご支援を賜りありがとうご
りお祈り申し上げます。
ざいました。
新年あけましておめでとうございます
昨年６月の役員選挙以降、新たな委員会として、管
財務担当理事 山本 敏志
理士委員会が立ち上がりました。
会員の皆様におかれましては健やかに新しい年をお
JART 認定の放射線管理士・放射線機器管理士・医療画
迎えのこととお慶び申し上げます。
像情報精度管理士において、管理士の必要性やあるべ
旧年中も皆様のご理解ご協力を頂きまして、公益法人
き姿、方向性などについて、いろいろご意見があるか
としての事業を行って参りました。
と思いますが、JART と連携をとり「価値ある認定を目
公益社団法人兵庫県放射線技師会として、本年も皆様
指して・・」を目標に進めていこうと思っております。
が、研修会、生涯学習などの公益事業、福利厚生事業
委員会として始まったばかりですが、管理士の皆様は
などに、積極的に参加して頂いて、資質の向上に努め
もとより、管理士の必要性を広め、新たな認定を目指
ていかれるよう事業をもり立てていきたいと思ってお
そうと思えるような委員会活動が出来ればと考えてお
ります。
ります。
会費の納入につきましては、本会の事業を行うため
また、認定更新の維持カウントについても、申請でき
に、会費の期限内納入（毎年９月３０日まで）のご理
る事業企画から取り組み、会員のみなさまが、一人で
解ご協力をお願い申し上げます。
も多く管理士委員会事業に興味をもち、専門性の高い
納入方法等に関しましても、会員の皆様に納入してい
管理士の重要性などをお伝えできる様に努力していき
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ただきやすい方法を、今後も日本診療放射線技師会と
多幸をお祈り申し上げます。
もに検討、調整を行って参ります。
新年明けましておめでとうございます
本年も放射線技師会事業に関しましてのご理解ご協
渉外担当理事 松崎 博貴
力を頂き、各事業にご参加頂きますようお願い申し上
会員の皆様、昨年中は技師会の事業へのご理解ご協
げます。今後とも一所懸命頑張りますので、ご指導ご
力、本当にありがとうございさす。
鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
昨年１１月に開催されました、兵庫県主催の「ふれ
あいの祭典～健康福祉まつり～」では、開催地が淡路
新年あけましておめでとうございます
の「ＯＮＯＫＯＲＯ」で開催されたことで、淡路支部
厚生担当理事 小田 敏彦
の会員さん、支部長には積極的にご協力いただき、非
旧年中は本会事業にご支援・ご協力を賜り誠にあり
常に有意な事業でした。高確率で雨にたたられること
がとうございました。
が多く、今回も初日は雨という中本当にありがとうご
昨年の役員改選で６期目となりました。皆様に支え
ざいました。
ていただき、長い間厚生理事を担当させていただいて
本年も渉外委員会では、県民の健康に寄与する活動
います。
としまして、さまざまな地域で行われております健康
厚生事業もソフトボール大会や新入会員歓迎交流会
展などに参加しまして、診療放射線技師としての特徴
など大きな事業は各支部に協力をいただき感謝申し上
をいかした活動をしていく予定です。
げます。各同好会は高齢化も進んでいるものもありま
会員の皆様には今年も積極的にご協力いただき、県
すので若手会員はもちろんのこと、なかなか厚生事業
民の健康に寄与する活動を進めるとともにその活動を
に参加できない会員においても参加されることをお願
通して、われわれ技師同士のつながりを深め協力しあ
い申し上げます。
える１年になればと思っております。
今後も多くの会員の親睦・交流の場として、事業を
今年もよろしくお願いいたします。
進めてまいりたいと思います。
今年も本会事業に、ご理解・ご協力をよろしくお願
いいたします。最後になりましたが、本年も皆様のご
多幸をお祈り申し上げます。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます
情報委員会 水口 健二郎
平成２８年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申
し上げます。
旧年中、会員の皆様におかれましては、情報委員会
事業にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございまし
た。
今年度より当委員会は、調査委員会の名称を情報委
員会と改め、会員皆様の本会へのご要望や継続事業で
ある給与実態調査等の事業に加え、新たにホームペー
ジの管理もおこなっております。今年は「見やすい」
をテーマに、スマートフォン版ウェブサイトの作成に
も取り組んで行こうと考えております。
これからも、会員皆様へ新しい情報を逸早くお届け
できるよう努力して参りますので、本年も変わらず皆
様のご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます
企画担当理事 尾崎 隆男
会員の皆様におかれましてはお健やかに新しい年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は本会事
業及び企画委員会活動に対し、ご支援ご協力をいただ
きまして有難うございました。
企画委員では昨年に引き続き読影セミナーの企画、
開催を行なって行きます。
昨年は、
頭部領域について、
脳外科の専門医、放射線科医に講演をしていただきま
した。
今年は、胸部、腹部、整形領域等においての開催を
計画しています。又、ホームページ担当の水口理事と
も協力し、ホームページ上への資料、症例等の掲載を
進めて行こうと考えております。ぜひ皆様のご協力を
お願いします。最後になりましたが、本年も皆様のご
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お迎えのこととお慶び申し上げます。
新年明けましておめでとうございます
旧年中は本会事業に多大なご協力をいただきまして
学術担当理事 神澤 匡数
誠にありがとうございました。
新年あけましておめでとうございます。
昨年６月に組織担当理事を拝命し、皆様に支えられ
旧年中は本会活動に格別のご支援、ご協力をいただき
半年間を過ごして参りました。組織事業といたしまし
ありがとうございました。
ては、
「フレッシャーズセミナー」
、
「賀詞交歓会」
、
「総
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えの
会後研修会」
、
「マンモグラフィ講習会」を予定してお
こととお慶び申し上げます。
り、
組織委員共々尽力していきたいと思っております。
学術担当として２期目を迎えることになりました。
まだまだ至らぬ点ばかりではございますが、会員の
会員の皆様に支えられ、学術大会をはじめ、多くの事
皆様のご要望にお応えするべく努めてまいります。ど
業を開催することができました。これからもより多く
うぞご協力よろしくお願い申し上げます。
の方に参加していただけるような学術事業を企画して
最後になりましたが、本年も会員皆様益々のご健勝
いきたいと思います。皆様のご意見、ご要望を取り入
とご多幸をお祈り申し上げます。
れた事業が出来るよう、努めて参ります。どうぞご協
新年あけましておめでとうございます
力お願い致します。
監事 前田 実夫
皆様にとりましてより良きとなりますようお祈り申
早いもので監事も二期目となり、少し慣れたように
し上げまして、新年の挨拶とさせて頂きます。本年も
思いますが、
それに伴い役割の重さを感じております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
大きく医療・介護の在り方が変わろうとしている中で、
新年明けましておめでとうございます
我々技師に起因すると思われる痛ましい事故も発生し
生涯学習担当理事 内藤 祐介
ています。このような中で今こそ、もう一度我々の原
会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎
点に振り返って足元を見つめるべき時だと思わずには
えのこととお慶び申し上げます。昨年の６月の役員改
いられません。今までの認識や業務を一から見つめ直
選により初めて理事を拝命し早くも半年が過ぎました
し「それでいいのか？」
「それしかないのか？」など、
が、皆様の多大なるご支援ご協力を頂きましてありが
改めて考える一年にしたいと思っております。骨撮影
とうございました。
の目的意義、CT・MRI などの情報提供の在り方、リス
生涯学習委員会では、今年度より新たに始まりまし
クの再点検など私も還暦を越えた今、子供のように新
た「法改正に伴う統一講習会」を中心に活動しており
鮮で新たな視点で０（ゼロ）から今後を見つめていき
ます。この講習会は、全ての診療放射線技師が受講で
たいと新年にあたり改めて感じています。今年も会員
きる環境を提供することを目的としており、日本診療
の皆様と共に頑張っていきたいと思っておりますので
放射線技師会のカリキュラムによって進められます。
何卒よろしくお願い致します。今年が皆様にとりまし
皆様が快く受講していただけるよう、ご要望にもなる
て健康で良き年となりますように心よりお祈り致しま
べくお応えしながら努めてまいりたいと思っておりま
す。
す。
謹んで新年のお慶びを申し上げます
初めての理事ですので、まだまだ至らぬ点が多々あ
広報担当理事 阪本 正行
ると思われますが、本年も皆様の変わらぬご協力を賜
旧年中は格別のご交誼を賜り深く感謝申し上げます。
りますようよろしくお願いいたします。
本年も、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げま
新年あけましておめでとうございます
す。
組織担当理事 岡田 雄基
理事を仰せつかり半年、皆様のご支援のおかげで会
会員の皆様におかれましては、健やかに新しい年を
誌とニュースをなんとかお届けすることができました。
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広報事業をより良いものにし，皆様のご期待に応えら
れるよう広報委員一同鋭意努力いたす所存です。
ご意見ご要望等ありましたら、広報メールアドレスへ
連絡いただければ幸いです。
今年が会員皆様にとりまして更なる飛躍の年となら
んことをお祈り申し上げます。

平成２８年１月１日発行

１月パスワード
郵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/

組織委員会
賀詞交歓会のご案内
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。今回は広い会場を用意し、
趣向を凝らしたお料理で皆様をお迎えいたします。ご多忙
のところ恐縮でございますが、当日参加受付も行っており
ますので、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） １８：００受付
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

第３回放射線セミナーのご案内
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。
今回は肺がんをテーマに企画しました。
皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。
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・「肺がんのＣＴ診断 －肺がんの組織型とＣＴ所見－」
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・「胸腔鏡を使った肺がん手術
－小さな傷で根治性を保つ－」
神戸市立医療センター中央市民病院
呼吸器外科部長 がんセンター長 高橋 豊
2・「肺癌の放射線治療の進歩 －粒子線治療も含め－」
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

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）。
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業務拡大に伴う統一講習会のご案内

第７回放射線安全管理測定講習会の案内
日 時： 平成２８年２月６日（土）１４：００～１９：００
場 所： 神戸市立医療センター中央市民病院１F 講堂
募集人数： ４０人 （定員になりましたら 〆切します）
参加費： ５００円
会員外 ３，０００円
【講習会内容】
放射線測定器の基礎と特性を理解し、患者被ばく線量
の測定ができることを目的とした講習会を開催します。
法改正や最近の被ばく低減での DRL、実習では測定方法
を基礎から学び、病院での診療放射線技師の役割でもあ
る、被ばく低減を目的としています。
＜講 習＞
仮）『最新被ばくに関する診断参考レベルの DRL と
DicomSR について』
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン IS ビ
ジネスグループ
Diagnostic X-ray モダリティスペシャリスト 北中 康友
仮）『平成２７年度医療法施行規則の一部を改正する省
令に関して』
仮）「簡易的なIVR被ばく線量測定と被ばく線量の考え方に
ついて」
講 師： 兵庫医科大学病院 放射線技術部
松本 一真 技師
＜実 習＞
IVR 基準点における患者入射皮膚線量の測定
兵庫医科大学病院 放射線技術部 松本 一真 技師

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に伴い、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。
開催日時： 平成２８年２月２０日（土）９：００～１７：１０
（受付開始８：３０から）
平成２８年２月２１日（日）９：００～１８：００
（受付開始８：３０から）
場 所： 兵庫県立尼崎総合医療センター
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
＜平成２８年１月中旬頃より申し込み開始＞
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
※静脈注射の抜針講習会を受けた方に加えまして、受講
実績のない方も含めた通常講習となります。
※２月２１日の全ての講義が終了後に確認試験がありま
す。
※受講申し込みはＪＡＲT ホームページの情報システム
から
注）申し込み期間中でも定員（６０名）になり次第受講締め

日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師
認定機構にポイント申請中
希望者は ①氏名 ②連絡先（TEL or E-mail） ③【線量
測定講習会参加希望】を書いて
FAX・メール・ホームページ により申込んでください
兵庫県放射線技師会 事務所 hart@tiara.ocn.ne.jp
FAX ０７８-３５１-２３０９
問い合わせ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
MAIL： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
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切りになります
（阪神西宮駅東出口より徒歩約１分 北東へ１００m）
※受講終了者には、厚生労働省医政局長からの終了証
〒６６２-０９１８ 西宮市六湛寺町１０番１１号
書が授与されます。
TEL ０７９８-３３-３１１１
問い合わせ： 大久保病院 内藤 祐介
（http://amity.nishi.or.jp/amity/access.html）
MAIL： yusuke09230419@yahoo.co.jp
会 費： 診療放射線技師（会員）・診療放射線技師以外
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
の方 ５００円
MAIL： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
診療放射線技師（非会員） １，０００円
１．支部長挨拶
兵庫医科大学病院 前田 勝彦
２．情報提供
管理士委員会
「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材
第８回 原子力災害や放射線災害に関す
ディーシービーズについて」
る 緊急被ばく医療の初期対応研修会
エーザイ株式会社 赤池 聡
３．発表 座長 県立尼崎総合医療センター 放射線部
寳谷 俊洋
毎年恒例となりましたが、放射線災害発生時を想定した
県立尼崎総合医療センターの紹介
サーベイメータによる汚染のスクリーニング訓練講習会を
県立尼崎総合医療センター 放射線部 唐渡 久恵
開催します。皆様多数ご参加御願いします。
Sirius Starmobile tiara(移動型 X 線診断装置)
詳細内容は、次回シャーカステンに掲載いたします。
の使用経験
日 時： 平成２８年３月６日（日）１３：００～１７：００
県立尼崎総合医療センター 放射線部 牧 千晴
場 所： 明石消防署本部庁舎３F 多目的ホール
新病院整備について
〒６７３-００４４ 明石市藤江９２４番地の８
県立尼崎総合医療センター 放射線部
ＴＥＬ ０７８-９２１-０１１９（代表）
主任放射線技師 中島 宏樹
参加費： 無料 （ 医療関係者 消防関係者 学生 ）
４．講演 座長 県立尼崎総合医療センター 放射線部
問い合わせ： 兵庫県放射線技師会事務局
藤井 康司
ＴＥＬ ０７８-３５１-５１７２
脳神経領域の画像診断ガイドライン
半蔀（はしとみ） MAIL： gakujyutu8403@yahoo.co.jp
―脳血管障害を中心に―
県立尼崎総合医療センター 放射線診断科
阪神支部
部長 金柿 光憲 先生
第３回阪神支部学術勉強会のお知らせ
問い合わせ先： 兵庫県立尼崎総合医療センター
放射線部 田島 将行 （たじま まさゆき）
極寒の候ではございますが、ますますご繁栄の事とお喜
ＴＥＬ ０６-６４８０-７０００ （内線 １３２５）
び申し上げます。平成２７年度阪神支部の第３回学術勉
強会を下記の通り開催いたします。今回は平成２７年７月
より開院した尼崎総合医療センターにフォーカスを絞って
まいります。また、脳神経領域における
EBM(evidence-based medicine) 手法に基づいた標準的
撮像法、画像診断の適応とその効果についてご講演いた
だきます。お誘い合わせの上、ご参加くださいます様、お
願いいたします。
日 時： 平成２８年１月１４日(木) １９：００～２１：００
場 所： 西宮市民会館アミティホ－ル４F 中会議室４０１
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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。
神戸西支部・兵放技合同
日 時： 平成２８年１月２１日（木）１９：００～２１：００
第８回ハイク部の練習
(１８：３０受付)
ハイク部の練習といっても、ハイキングの参加申込み等、 場 所： 加古川西市民病院 別館６階 講義室
自己責任ですが、皆で楽しみながら（練習後のお風呂と懇
兵庫県加古川市米田町平津３８４-１
親会）行いますので、他支部や会員以外の方でも結構で
内 容： １・大腸の解剖について
す！皆様、奮って、ご参加ください。
加古川西市民病院 金田 和典
「第８回ハイク部練習」
２・当院の大腸 CT 検査について
練習日： 平成２８年１月１７日（日）９：００
加古川西市民病院 グエン タン タイ
阪急芦屋川駅改札集合
参加費： 会員・非会員５００円（一般・他職種は無料）
ロックガーデン、最高峰、有馬温泉
※日本診療放射線技師会生涯教育２カウント申請中
入部・参加方法： 電話にて問合せ下さい
会員カードをご持参ください。
神戸西・小林（健康財団０８０-１４９０-９７２９）
問い合わせ： 加古川西市民病院 放射線室 大橋
兵放Ｈ・Ｃ 赤松 曉（０９０-４９０４-4407）
ＴＥＬ ０７９-４３２-３５３１

淡路支部
第８回淡路支部学術勉強会のお知らせ

神戸西支部
第１０１回こうべ胃検診の会

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。
日 時： 平成２８年１月１９日（火）１９：００～２０：００
場 所： 兵庫県立淡路医療センター２F 中会議室
内 容：
１．CT コロノグラフィ検査の前に知っておきたいこと
講師未定
２．CT コロノグラフィ検査法と画像処理、読影について～こ
れで分かる CTC のすべて～
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 哲照 先生
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）

平成２７年度については、誤嚥の対応等、実地訓練も
実施しました。今年も胃部撮影の実務の参考になるよう考
えていきますので、皆様奮ってご参加ください。
内 容 （予定） １・症例検討 ２・撮影技術
日程及び場所 （予定）： 平成２８年１月２２日（金）
兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室
開催時間： １８：００～
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）

東播支部
第１５３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 153 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
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神戸西支部
神戸西支部 特別講演会 ２
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５-１-２ ０７８-２３２-１８８１
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

第２７７回 神戸頭部研究会のお知らせ
新年あけましておめでとうございます。昨年も多くの方にご
参加いただき、大変有意義な定例会、特別講演会を行う
ことができました。ありがとうございました。今年もまた、話
題性のある活気に富んだ研究会とし、大きく飛躍出来るよ
う努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
さて、今年第一弾の定例会は下記の要項で進めてゆきま
す。脳卒中における薬物療法を分かりやすく詳細に、また
耳よりな最新機器情報の２本立てです。多数のご参加を
お待ちしております。 （田上修二）
題 目：
１・ 「知っておきたい脳卒中薬物療法」
光製薬株式会社 医薬情報部 牧井 正文 氏
２・ 「速報！RSNA の最新情報をお届けします」
シーメンスヘルスケア株式会社 ダイアグノスティックス
イメージング事業本部
XP 事業部 今村 賢治 氏
CT 事業部 桃沢 芳典 氏
MR 事業部 宇根田 宏徳 氏
日 時： 平成２８年１月１３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
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一回目、『読影のいろは』胃中部領域へと移ります。検診
撮影においてターゲットの一つである初期のスキルス胃癌、
第２９６回 はりまＣＴ研究会のご案内
長い間、胃Ｘ線検査に携わっておられます方は苦い辛い
経験をお持ちであることと思います。数少ない症例ですが
テーマ：新春特別講演 ～CT を考える～
共有できたらと思います。『撮影法－ワンランク上を目指し
日 時： 平成２８年１月１５日（金）１９：００～
て－』二重造影法について学ぶことにします。胃Ｘ線検査
場 所： 明舞中央病院 西館１Ｆ会議室 （駐車場有）
の代名詞とも言える二重造影法ですが発泡剤を使用して、
会 費： （軽食つき）会員 ５００円・会員以外 ５００円
いかにゾンデ法による精密検査写真に近づけるか、永遠
新年あけましておめでとうございます。一年の計は元旦に
のテーマ、目標であります。その、工夫、テクニックなどご
ありと言います！
紹介させて頂きます。新年を迎え、ご多忙とは存じますが、
素敵な目標を掲げて今年一年も頑張りましょう！年初め
どうぞ、みなさん、奮ってご参加ください。
恒例の特別講演として『CT を考える』というテーマで、再
代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師
構成原理から撮影技術までについて講演をしていただき
大阪府信用金庫健康保険組合健康管理センター
ます。
中園 直幸
CT は我々診療放射線技師が技術と責任を持って行う検
日 時： 平成２８年１月１６日（土）１４：３０～１７：３０
査です。有益な画像情報を提供できるよう知識も update
場 所： 尼崎中央病院 ４階講義室
しましょう。今年も世話人一同、張り切っていきますのでよ
参加費： １，０００円
ろしくお願いします。多数のご参加をお待ちしております。
内 容：
講師・演題
講座Ⅰ『読影のいろは』
「再構成原理を理解する＜基礎から最新まで＞
－ 所見用語の使い方（症例を題材に）－
+ ここでしか聞けない最新 Hardware の話」
講師： 合志病院 中川 好久
GE ヘルスケアジャパン CT 営業推進部
講座Ⅱ『撮影法－ワンランク上を目指して』
プロダクトスペシャリスト 平本 卓也
－二重造影像を探求する－
「CT-Angiography ～何を考え何を撮影するのか～」
講師： ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師 中園 直幸
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲 技師
症例検討会 担当： 恵生会病院 芳野 克洋
※今回は通常の開催日と異なり、第３金曜日の開催となり
馬場塾症例 ： Ｘ線、内視鏡、切除標本、切除後病理組
ます。お間違いのないよう、よろしくお願い致します。
織写真、それぞれの対比など、非常に魅力ある内容とな
皆さん、お誘いあわせの上ご参加ください (*^^)v
っております。
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
お問い合わせ： 合志病院 放射線科内 中川 好久
ております。
ＴＥＬ ０６-６４８８-１６２９ (放射線科直通)
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科内
＊お電話での、お問い合わせは１６：００～１７：００にお願
０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
い致します。 HP： http://www.osaka-ichokai.com
半蔀英敏 羽田安孝
MAIL： info@osaka-ichokai.com

第６４回「MRI の基本」読書会
特別勉強会のご案内

第１１４回大阪胃腸会（銀杏会）
開催のご案内

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。
第６４回は下記内容で開催いたします。
ＭＲＩの基本原理から日立メディコの最新技術まで盛りだく

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、当研究会に対しまして、御支援、御鞭撻を
賜りましたことを心より感謝申し上げます。さて、本年の第
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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）
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： 第１００回記念特別講演会を、２０１６年７月上
旬の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）

さんで行います。
皆様お誘い合わせの上ご参加ください。
【MR 基礎講演】
・MRI 撮像の基礎 ～画像コントラストと画像構成～
・日立メディコの最新技術情報
日立メディコ関西 MR・CT 営業１課
横瀬 正知（よこせ まさとも）
日 時： 平成２８年１月２１日（木） １９：００～２１：００
毎月第４木曜日開催予定 （＊今回は第３木曜日）
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

臨床画像研究会―若葉会―
第９８回定例会のご案内

第１０６回いちょう会（第１８８回斎暢会）
開催のご案内

新年おめでとうございます．当会は本年第１００回を迎
えます。これもひとえに皆様のおかげと感謝いたしておりま
す。２０１６年も皆様のお役に立てる研究会を目指し、世話
人一同頑張りますので、ご支援ご指導よろしくお願いいた
します。
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８弾、上肢（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、臨床画像や疾患を踏まえ、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
講 演： 各部位の撮影に関する基礎知識
～臨床画像・疾患を含めて～
１．肘関節 担当： 明石医療センター
放射線科 黒田 大輔

新春の候、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。
２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。
日 時： 平成２８年２月１８日（木） １８：３０～２０：３０
（第３週木曜日）
場 所： 三宮研修センター
内 容： Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～胃下部(L 領域)撮影～
Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～陥凹性病変～
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
MAIL： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆
HP： http://ichokai.kenkyuukai.jp/

磁気共鳴（MR）専門技術者認定試験
直前対策のご案内
新春の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお
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慶び申し上げます。
第１２回プログラム： テーマ｢基礎から学ぶ外傷救急｣
さて、２０１６年２月２８日に行われる第１１回磁気共鳴
１４：２５～１４：３０ 開会挨拶 注意事項
（MR）専門技術者認定試験の直前対策を下記のように開
１４：３０～１５：３０
催いたします。MRI の基礎から応用まで網羅された問題を
【技術講演】 ｢各施設における整形撮影の工夫｣
解説していきます。受験される方、受験されない方も是非
1．当院における外傷 X 線撮影の工夫
ご参加ください。
～ストレッチャーでの撮影を主に～
日 時： 平成２８年１月３１日(日) ９：３０〜１８：００頃
京都第二赤十字病院 山添元士 先生
(９時受付開始)
2．外傷撮影における発想の転換と工夫
場 所： 大阪医科大学附属病院
～段ボールと血管撮影装置～
臨床講義棟２F 臨床第二講堂
兵庫県災害医療センター 放射線課 上江孝典 先生
会 費： １，０００円 (資料・会場費のため)
3．trauma DIAGNOST を用いた初療撮影について
主 催： 磁気共鳴専門技術者認定試験勉強会
りんくう総合医療センター 放射線技術科
代表世話人： 大阪医科大学附属病院 山村憲一郎
救命救急撮影担当主幹 相良健司 先生
お問い合わせ先： 三菱神戸病院 山田 達也
１５：３０～１５：４０ 休憩
ＴＥＬ ０７８-６７２-２６１０
１５：４０～１６：４０ 【教育講演】｢単純撮影の知識を深め、
MAIL： tatsuya3_yamada@mhi.co.jp
救急に活かす～四肢を中心に～」
大阪大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門
主任診療放射線技師 松澤博明 先生
１６：４０～１６：５０ 休憩
１６：５０～１７：５０ 【特別講演】「私が考える救急初療室
での整形外科外傷に対する画像検査のあり方」
兵庫県災害医療センター
整形外科 副部長 矢形幸久 先生
１７：５０～ 閉会挨拶
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
MAIL： t-miyayasu@kobe.jrc.or.jp 担当 宮安 孝行

第１２回 近畿救急撮影セミナー
日 時： 平成２８年３月１９日（土）１４：３０～１８：００
（１４：００受付開始）
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４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４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。
今回の研究会では昨今の医療機関で用いられているネ
ットワーク技術についてネットワークベンダの方をお招きし
て、基礎的なことから応用的な範囲まで幅広く学んでいこ
うと考えています。画像診断部門でもワイヤレス FPD をは
じめとして応用の進みつつある無線 LAN 導入に関しての
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講演も予定しています。
医療情報技師（３ポイント）
また、放射線部門システムを中心としたシステム更新事
医療画像情報精度管理士（４．５カウント）
例についての講演も予定しております。
医用画像情報専門技師（６ポイント）
詳細につきましては当研究会
２月より研究会 HP にて事前参加受付を開始の予定です。
HP(http://hmiisconference.wix.com/hmiis)またはＦａｃｅＢ
よろしくお願いいたします。
ｏｏｋページを御覧ください。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
（兵庫県立加古川医療センター 菅野 俊）
第４回 兵庫医用画像情報システム研究会
日 時： ２０１６年３月１９日（土）１３：００～１７：３０
会費納入について
（ 受付開始 １２：３０ ）
～早期納入のお願い～
場 所： 兵庫県災害医療センター 2 階 研修室
参加費： １，０００円 ※学生無料（社会人学生を除く。受
付時に学生証をご提示ください）
本年も日本診療放射線技師会・兵庫県放射線技師会一
・参加資格は特にありません。ご興味のある方ならどなた
括の払込票が皆様のお手元に届いているかと存じます。
でもご参加いただけます。
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
テーマ： ネットワークのツボをおさえる
会務運営のため、できる限り早期での会費納入にご協力
プログラム
いただきますよう、お願いいたします。
Ⅰ．開会挨拶 １３：００～１３：０５
製鉄記念広畑病院 廣田 朝司
Ⅱ．システム構築事例紹介 １３：０５～１４：０５
座長： 神戸赤十字病院 小川 宗久
－HIS,RIS と PACS の同時リプレイス－
講
師： 姫路赤十字病院 大塚 義修
Ⅲ．ネットワークのツボをおさえる １４：０５～１７：２５
座長： 兵庫県立加古川医療センター 菅野 俊
神鋼記念病院 櫃石 秀信
ⅰ)ネットワーク ～基礎編～
講師： 市立加西病院 白山 健一
◇ 休 憩 １５：０５～１５：１５ ◇
ⅱ)無線 LAN について ～基礎と注意点～
講師： アライドテレシス株式会社 演者未定
◇ 休 憩 １６：１５～１６：２５ ◇
ⅲ)ネットワーク構築事例紹介
講師： アライドテレシス株式会社 演者未定
Ⅳ．閉会挨拶 １７：２５～１７：３０
製鉄記念広畑病院 廣田 朝司
主 催： 兵庫医用画像情報システム研究会
共 催： 日本医用画像情報専門技師会
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。

会費納入状況 （平成２７年１２月１６日現在）
会 員 数 ： １，２９２名
会 費 納 入 率 ： ８３．２８％
会費未納者数 ： ２２６名

≪ 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
○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
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○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

○兵庫県立淡路医療センター
所在地 洲本市塩屋１丁目１-１３７
求人内容 嘱託職員 ・ パート職員

○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

○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丁目１７-７７
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

○こくふブレストクリニック
所在地 宝塚市中山寺１-１０-６
中山寺メディカルセンター１０２
求人内容 正規職員

○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

ニュース原稿等の宛先
FAX をご利用の方： 送信元の FAX 番号
並びに送信者氏名の記入を願います。
電子メールをご利用の方： 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 前月の第３木曜日
E-mail： hyogoradiotech@gmail.com
(添付ﾌｧｲﾙ形式 Microsoft Word)
FAX：078-351-2309

○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

（兵庫県放射線技師会事務所）

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

○岡本クリニック
所在地 神戸市中央区三宮町１‐１０‐１
神戸交通センタービル６Ｆ
求人内容 正規職員 ・ パート職員

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集

○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

兵庫県放射線技師会会誌（HART）に掲載する新入会員
紹介「技師会に輝く新星」に掲載する原稿を募集中です。
氏名・生年月日・出身校・所属支部・勤務先・抱負・趣味と
お写真を下記アドレスまで送信して下さい。

○入江病院
所在地 姫路市飾磨区英賀春日町２-２５-２
求人内容 正規職員

MAIL：hyogoradiotech@gmail.com

○順心淡路病院
所在地 淡路市大町下６６-１
求人内容 正規職員 ・ パート職員
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兵放技ニュース

< １月スケジュール >

１/２０

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

１/２１

（木）

１/２２

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

１/１
１/２
１/３
１/４
１/５
１/６
１/７
１/８
１/９
１/１０
１/１１
１/１２
１/１３
１/１４
１/１５
１/１６
１/１７
１/１８
１/１９

１/２３
１/２４
１/２５
１/２６
１/２７
１/２８
１/２９
１/３０
１/３１

平成２８年１月１日発行

< ２月スケジュール >
２/１
２/２
２/３
２/４
２/５
２/６
２/７

賀詞交歓会

２/８
２/９
２/１０
２/１１
２/１２

第２７７回神戸頭部研究会

２/１３

第３回阪神支部学術勉強会

２/１４

第２９６回はりまＣＴ研究会

２/１５

第１１４回大阪胃腸会（銀杏会）

２/１６

第８回ハイク部練習

２/１７
２/１８

第８回淡路支部学術勉強会

２/１９
２/２０
２/２１

第１５３回東播支部勉強会
第６４回「ＭＲＩの基本」読書会
第１０１回こうべ胃検診の会

２/２２
２/２３
２/２４
２/２５
２/２６
２/２７

臨床画像研究会－若葉会－ 第 98 回
（水）
定例会
（木）
（金） 神戸西支部 特別講演会 ２
（土） 第３回放射線セミナー
（日） ＭＲ専門技術者認定試験直前対策

２/２８
２/２９

（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）
（月）

第７回放射線安全管理測定講習会

第１０６回いちょう会
業務拡大に伴う統一講習会
業務拡大に伴う統一講習会

【 兵庫県放射線技師会事務所について 】
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
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