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－会告－
第１０６回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会のお知らせ

定款第１４・１５条に基づき、第１０６回総会を下記のとおり開催いたします。
ご多忙中とは存じますが、万障お繰合わせの上、ご出席下さいますよう、謹んでご案
内申し上げます。
総会の詳細につきましては議案書をご参照下さい。
なお、欠席される場合には委任状を６月１４日までに必着するようにご提出下さい。
記
日 時： 平成２８年６月１９日（日） １３：３０～１５：００
場 所： 臨床研究情報センター（TRI） 第１研修室
〒６５０-００４７ 神戸市中央区港島南町１丁目５番地４号
神戸新交通ポートライナー「三宮駅」から乗車１２分
「医療センター（市民病院前）駅」下車すぐ
※総会に先立ちまして１０：００より同会場にて支部連絡協議会を行います。
関係役員の方はご出席のほどお願いいたします。
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す。
開催日時： 平成２８年７月２３日（土）９：００～１７：１０
日本診療放射線技師連盟からのお知らせ
（受付開始８：３０から）
平成２８年７月２４日（日）９：００～１８：００
兵庫県放射線技師会 会員の皆様
（受付開始８：３０から）
場 所： 神戸大学医学部附属病院
平素は、技師会事業にご協力いただきありがとうござい
受講料： 会員 １５，０００円 非会員 ６０，０００円
ます。
申込方法： JART情報システム内のイベント申込メニュー
７月（予定）に行われます参議院比例代表選挙に伴い、日
から申し込んでください
本診療放射線技師連盟からのチラシを同封しております。
＜平成２８年６月中旬頃より申し込み開始＞
ご存知の方もおられると思いますが、この度、診療放射
但し、各種講習受講者減免として
線技師が国政に挑戦いたします。
会員
我々の業務範囲の拡大だけでなく、現在の業務範囲を守
静脈受講者： １３，０００円
ることにも大きな影響がございます。医療の進歩で、各職
注腸受講者： ５，０００円
種の業務範囲における法改正が検討される中、我々診療
静脈注腸受講者： ３，０００円
放射線技師の代表として意見を発信できるようになる、と
非会員
ても重要な選挙となります。
静脈受講者： ５０，０００円
皆さんの力で、医療の発展そして診療放射線技師の業
注腸受講者： ３５，０００円
務確立、地位向上にお力をお貸しください。よろしくお願い
静脈注腸受講者： １５，０００円
いたします。
※静脈注射の抜針講習会を受けた方に加えまして、受講
日本診療放射線技師連盟
実績のない方も含めた通常講習となります。
兵庫支部 支部長 半蔀 英敏
※７月２４日の全ての講義が終了後に確認試験があります。
日本診療放射線技師連盟 ホームページお問合せ
※受講申し込みはＪＡＲT ホームページの情報システムから
http://www.jfrt.jp/mailplus/
注）申し込み期間中でも定員（６０名）になり次第受講締め
切りになります
※受講終了者には、厚生労働省医政局長からの終了証
書が授与されます。
問合せ： 大久保病院 内藤 祐介
MAIL： yusuke09230419@yahoo.co.jp
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
MAIL： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp

業務拡大に伴う統一講習会のご案内
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

厚生委員会
第２４回新入会員歓迎交流会のご案内
新入会員の歓迎と会員相互の交流を深めることを主な
目的として開催しております本交流会について、今回は下
記のとおり開催することになりました。職場の新人や若手
技師などをお誘い合わせいただき、たくさんの参加をお待
ちしております。
日 時： 平成２８年６月１２日(日)

2

兵放技ニュース
１４：００ 現地集合
(バーベキューサイト ブリッジテラス大蔵)
１４：１５ 交流会開会
１６：３０ 閉会・後片付け
１７：００ 解散
場 所： 「バーベキューサイト ブリッジテラス大蔵」
明石市大蔵海岸通１丁目 TEL ０７８-９１３-３００９
交通手段：
①電車で来られる方
最寄駅「ＪＲ朝霧駅」下車徒歩３分
②自家用車で来られる方
第二神明道路大蔵谷インターより車で約１０分
徒歩１分圏に明石市営東駐車場あり。
（有料１００円／１時間）
雨天の場合： 簡易テント付きなので雨天決行。ただし、荒
天の場合は当日９時に中止を決定し、技師会ホームペー
ジでお知らせします。
申込期限： 平成２８年６月８日（水）
申込・お問合先：
兵庫県立こども病院 放射線部 原
TEL ０７８-９４５-７３００
兵庫県立加古川医療センター 放射線部 小田
TEL ０７９-４９７-７０００

今回は、肝臓をテーマに特別講演として、ＩＶＲのお話を、
基礎講演では、ＣＴ、ＩＶＲの話題を予定しています。多数
のご参加よろしくお願いします。
日 時： 平成２８年７月９日（土）１４：３０～１７：３０
場 所： チサンホテル神戸 ２Ｆ
〒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２，０００円
基礎講演
『ＣＴの話題（タイトル未定）』
神戸大学医学部附属病院 根冝 典行
『放射線科医が求めるものとは？
―肝動脈塞栓術TACE に従事する放射線技師として―』
北播磨総合医療センター 萩原 裕基
『Navigation を極める―TACE 編―』
北播磨総合医療センター 谷口 慎二
特別講演
『原発性肝癌、転移性肝がんに対する動脈塞栓術』
神戸低侵襲がん医療センター 副院長 石田 淳先生
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
ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp

厚生委員会
囲碁同好会からのお知らせ

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集

第７回 兵庫県放射線技師会ＶＳ大阪府放射線技師会
囲碁大会
日 時： 平成２８年７月９日（土）１３：３０開始
場 所： 兵庫勤労市民センター 第８会議室
（ＪＲ兵庫駅山側徒歩１分）
選手が高齢化していますので囲碁ができる方、囲碁に興
味のある方はぜひ参加をお願いします。
また、毎月第２土曜日に技師会事務所にて月例会（午後
から）を行っていますので、重ねてよろしくお願いします。
お問い合わせ： 兵庫県立加古川医療センター
放射線科 小田 敏彦 ＴＥＬ ０７９-４９７-７０００
兵庫県放射線技師会 ＴＥＬ ０７８-３５１-５１７２

学術委員会
第２７回医用画像学術講演会のご案内

平成２８年 6 月１日発行

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
写真を下記アドレスまで送信して下さい。

MAIL：hyogoradiotech@gmail.com

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
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本会ホームページの「ＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤ発行」をクリッ
ください。
ク！！ 入力後、ご登録いただいたメールアドレスへ「ＩＤと
内 容（予定）
１ 症例検討
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 を お 送り し ま す 。 こ れ を 用い て 、
２ バリウム製剤について
「member's site」へ入室下さい。一度取得されたＩＤとＰＡＳ
日 時： （予定） 平成２８年６月１０日（金）１８：００～
ＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷ
場 所： （予定）兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室
ＯＲＤは自由に変更できます）。
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）

６月パスワード
「送付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/

神戸西支部・兵放技合同
第１回ハイク部練習のご案内
平成２８年度、第 1 回目合同練習を行います。
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、ご参加ください。
着替えもお忘れなく！
「第１回ハイク部練習」
日 時： 平成２８年６月２５日（土）９：００
場 所： ＪＲ住吉駅改札集合
西おたふく山、有馬三山
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）

淡路支部
第１２回淡路支部学術勉強会
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６月１６日（木）１９：１５～２１：００
場 所： 兵庫県立淡路医療センター ２F 小会議室
内 容：
１．CT 検査における脳出血の診断について
兵庫県立淡路医療センター 検査・放射線部 源常 航
２．日本放射線技師会の動向（仮）
兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏
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）

神戸西支部
第１０４回こうべ胃検診の会
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。平成２８年度も安全に精度の高い胃部撮影
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
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神戸西支部
総会・第７回研修会
神戸西支部の総会と研修会のご案内です。
今回の研修会では、JASCA の代表をお招きして最新の
“BLS”について学びます。
“急変”は非日常の出来事であり、BLS を行う最初の一
歩には大きな勇気が必要です。
私たち医療従事者は院内外問わず BLS への抵抗感な
く、チーム蘇生の一員として能動的な参入ができれば、患
者さんの救命率を必ず向上させることが可能となります。
この度の研修会を通じて BLS の最新情報を学んでいただ
き、さまざまな不安の解消と、それらを下支えする知識と
活用方法について皆様とともに考えていきたいと思いま
す。
お誘い合わせの上、どなたでもご来場下さいませ。
内 容：
≪情報提供≫１８：５５～
『造影剤静脈注射と血管外漏出』
エーザイ株式会社 武内 久典
≪総会≫１９：０５～
平成 27 年度の活動報告と平成２８年度の行事予定
≪研修会≫１９：１０～
（座長） 神戸リハビリテーション病院 橋本 克己
（テーマ） BLS 研修
（題目） 「できるところからやってみよう！BLS（Basic Life
Support:一次救命処置法）抵抗感の乗り越えかた」
（講師） JASCA 代表 倉敷成人病センター
蘆原 友里 先生
日 時： 平成２８年６月１７日（金）１８：５５～２０：２０
（受付 １８：３０～）
会 場： エーザイ（株）神戸支店
ハーバーランドダイヤニッセイビル １７階
神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号
TEL ０７８-３６０-５６３０
参加費： （会員） ５００円 （非会員） １，０００円
(学生） 無料（要学生証） (他職種) ５００円
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

丹有支部
平成２８年度総会・勉強会のお知らせ
下記の通り勉強会及び総会を開催致します。お誘い合
わせのうえ、ご参加下さいますようご案内申し上げます。
━勉強会━
場 所： 兵庫医科大学ささやま医療センター
（兵庫県篠山市黒岡５）
日 時： 平成２８年６月２５日（土）１５：００～
参加費： 会員・非会員・一般 無料
内 容：
① 『放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤
ゾーフィゴ静注について』
（骨転移のある去勢抵抗性前立腺患者への新しい治療法）
演 者： 澁谷 一衛 （バイエル薬品株式会社）
② 『DXA 法による体組成計測』
演 者： 小西 雅久 （GE ヘルスケア・ジャパン）
＊総会終了後に施設見学(体組成計)有り
━総 会━
日 時： 平成２８年６月２５日（土）１６：３０～
（勉強会終了後）
参加資格： 総会は丹有支部会員のみ
総会後に懇親会があります （懇親会費は別途徴収）
問い合わせ： 三田市民病院 放射線科 菅谷
TEL ０７９-５６５-８６０４
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西播支部
納涼会のお知らせ

平成２８年 6 月１日発行

暑さが日毎に増し、そろそろ夏の装いに変わる時期となり
ました。気がつけば今年も半分を過ぎようとしているのです
ね!! さて、前回の定例会ではシリーズ企画で進めていま
す、「頭部領域のベーシック」で後頭葉を行いました。脳溝
により後頭葉の境界を明確にし、分類、機能、解剖を詳細
に説明いただきました。やや難解な視覚に関わる領域で
ありましたが、多くの図譜を用い視覚から随意運動、視野・
視覚の障害までを理解することが出来ました。見えていな
いのに見えていると話す、Anton 症候群は初めて知りまし
た。次に、seri.「こんな症例・・・」では左角回・縁上回の梗
塞を行いました。著明にみられる症状、Gerstmann 症候群
は有意な所見で、検査の際には注意深く観察することが
必要と理解出来ました。症状と画像がぴったりと一致して
いました。最後に seri.「ここがポイント」では放射線治療の
略語を説明いただきました。専門的な領域であり、初めて
聞く略語も多くありましたが、その詳細と最新の情報も取り
上げていただき、放射線治療の大枠を知ることが出来まし
た。本シリーズは頭部領域にこだわらず、その時のトピック
な内容も取り上げたく考えています。技師として幅広い知
識を身につけたいですね。
さて、６月の定例会は下記の通りです。新人技師さんもお
誘い合わせのうえ、是非ご参加下さい!!
（田上修二）
題 目：
1. seri 「頭部領域のベーシック」〜頭頂葉編
合志病院 放射線科 竹井 文彦
2. seri 「ここがポイント」〜症状から理解する認知症
揖保川病院 放射線科 清水 敏男
3. seri 「こんな症例ありました」
日 時： 平成２８年６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

標記について、下記のとおり開催します。普段、機会の少
ない他施設間交流の場となればと思います。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７月２日（土）１８：００～
場 所： ホテル日航姫路 1F レストラン「セレーナ」
会 費： 未定（４，５００円ほど）
予約がありますので、参加される方は施設幹事もしくは下
記までご一報ください。
申込およびお問合せ先：
姫路赤十字病院 放射線技術部 井手・藤岡
TEL ０７９-２９４-２２５１
Mail： mamo@hrc-hp.com

東播・西播支部
合同ゴルフ大会開催のご案内
恒例になりました「東播西播支部合同ゴルフ大会」を下記
の通り開催いたしますので皆様のエントリーお待ちしており
ます！
他支部会員の方もご参加可能ですが、申込人数が定員
（５組２０名）を超えるようでしたら、申し訳ありませんが東
播・西播支部会員を優先させていただきますので予めご
了承願います。
日 時： 平成２８年７月３日（日）７：４０集合
（８:０７ IN スタート）
会 場： 粟賀ゴルフクラブ 神崎郡神河町吉冨１８３３-６
TEL ０７９０-３２-１６２１
募集人数： ５組２０名
申込締切： 平成２８年６月１７日（金）
申込先： 支部幹事もしくは下記までご連絡ください
お問い合わせ・申込先
東播支部 兵庫県立加古川医療センター 梅宮 清
TEL ０７９-４９７-7000（代）
Mail： ume7037@yahoo.co.jp

第１１９回大阪胃腸会（銀杏会）
開催のご案内
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、前回は胃Ｘ線検査の基本的事がら

第２８２回神戸頭部研究会のお知らせ
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をダイジェストでご紹介しました。その後、経験豊富な講師
会 場： ブリーゼプラザ 小ホール
により、検診現場における病変を拾い上げるポイントを、
大阪市北区梅田２-４-９ ブリーゼタワー７階
数々の症例に動画を交え解説して頂きました。今回は、い
会場整理費： ５００円（学生は無料）
まや、検診領域の基準撮影法にも腹臥位正面位二重造
講演１
影像が含まれていますが、その撮影になくてはならない圧
『造影剤の安全性について』
第一三共株式会社 造影剤・がん領域担当 長野 義将 先生
迫用枕の試作をご紹介し、参加者の方々にお持ち帰り頂く
予定です。『読影のいろは』も、経験した症例を様々な角
講演２（特別講演）
度から学んでいます。どうぞ、みなさんのご参加お待ちし
『最新 MRI 技術と画像診断の今後の展開』
東海大学工学部医用生体工学科 教授 高原 太郎 先生
ております。
代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師
講演３（研究発表）
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
『In 3D MAVRIC SL’s through-plane study on Magnetic
日 時： 平成２８年６月１１日（土）１４：３０～１７：３０
susceptibility artifact』 延世大学校医療院
場 所： 健保連大阪中央病院 １３階 大会議室
セブランス病院 映像医学科 徐 汎熙 先生
ＪＲ大阪駅から神戸方面へ歩いて７分ほどです。
『Evaluate the HexaPOD evo RT system’s accuracy using
＊なお、駐車場は確保しておりませんので、公共の交
Non-coplanar beams in lung cancer』 延世大学校医療院
通機関をご利用ください。
延世癌病院 放射線腫瘍学科 張 世旭 先生
参加費： １，０００円
『心臓 CT における冠動脈と大動脈の CT 値を利用した心
内 容：
筋虚血を伴う機能的有意冠動脈狭窄評価』
講座Ⅰ 『読影のいろは』
近畿大学医学部奈良病院 放射線部 三阪 知史 先生
－所見用語の使い方（症例を題材に）－
『99mTc 製剤を用いた心筋血流 SPECT における SSPAC
講師： 合志病院 中川 好久
法の有用性に関する基礎的検討』
大阪医科大学付属病院 中央放射線部 熊井 由昌 先生
講座Ⅱ 『撮影法』
－前壁撮影の必須アイテム，圧迫用枕の試作－
※会終了後に情報交換会をご用意いたしております。
講師： オリエンタル労働衛生協会 大阪支部 鬼崎 香里
症例検討会
第２０回兵庫県ＭＲＩテクニカル
許諾頂いた馬場塾症例を使用し、X 線、内視鏡、切除標
カンファレンスのご案内
本、切除後病理組織写真それぞれの対比など、非常に充
新緑の候、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお
実した内容となっております。
慶び申しあげます。
お問い合わせ： 合志病院 放射線科内 担当 中川 好久
さてこの度、MRI 撮像のテクニカル研究会を下記要領にて
TEL ０６-６４８８-１６２９ (放射線科直通)
開催させて頂く運びとなりました。
＊お電話での、お問い合わせは１６：００～１７：００にお願
２０回を記念し、日常のルーチン検査にプラスとなる、次
い致します。
の一手に着目し、症例中心に画像を検討したいと思いま
HP： http://www.osaka-ichokai.com
す。（特徴を理解し撮影する特殊な症例を準備していま
Mail： info@osaka-ichokai.com
す）
JUN.2016
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
放射線診療学術講演会のご案内
お願い申しあげます。
日 時： 平成２８年６月１８日（土）１５：００～１８：００
場 所： 第一三共㈱ 神戸支店 １１F
私立医科大学技師長会主催の『関西地区第１７回』学術
（神戸市中央区磯上通２-２-２１三宮グランドビル）
講演会をご案内申し上げます。
会 費： ５００円
日 時： 平成２８年６月１７日(金)１８：４５～２０：４５
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テーマ 『ルーチンだけでは終わらない・・・・』
－ 視野を広げて疾患を攻める －
【情報提供】
『安全な MRI 検査のために』
第一三共株式会社 橋本 賢一
【症例検討】
『 急性期脳梗塞に対する次の一手 』
北播磨総合医療センター 末廣 克義
『 ルーチンだけでは終わらない。。。
-疾患から学ぶ脳梗塞編- 』 合志病院 竹井文彦
『 亜急性期の脳梗塞と見間違う疾患 』
北播磨総合医療センター 田中 智之
『 糖尿病足 MRI 検査での足血管撮影追加の有用性 』
王子会神戸循環器クリニック 大西 宏之
【シンポジウム】
『 脊椎撮影時の気を付けないといけないポイント 』
明石市立市民病院 杉浦 一弘
『 MRCP：濃縮胆汁に対して撮像の対応策 』
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
『 撮影を症例から考える ～静脈洞血栓症～ 』
順心病院 狩口 秀春
※当日は参加費として５００円をご用意ください。
終了後 情報交換会有り
問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤吉弘
ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００
ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp

平成２８年 6 月１日発行

第 69 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６９回は、「PartⅠ MRI の基本概念」
第３版 第６章 組織コントラスト：いくつかの臨床応用
第３版以外の方、テキストをお持ちでない方の参加もお待
ちしております。
（前回の進み具合により変更あり）
日 時： 平成２８年６月２３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
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）

第 8 回『一般撮影勉強会』開催のお知らせ
今回は「手部・手関節」をテーマに勉強したいと思いま
す。はじめの 1 時間は座学、そのあとは実践としてポジショ
ニングやフィルムリーディングを予定しています。みなさん
が撮影中に考えていることや疑問、質問をみんなで共有
して答えを出しましょう！
テーマ： 手部・手関節
日 時： 平成２８年６月２４日(金)１９：００～
場 所： 順心病院 ２階 第一会議室
〒６７５-０１２２ 加古川市別府町別府８６５-１
会 費： 無料（駐車場は有料です）
お問い合わせ： 順心病院 放射線課 宮根
TEL ０７９-４３７-３５５５（代表）
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加古川東市民病院 放射線室 東元・中間
～ 急性腹症の読影補助・輸入脚症候群～』
TEL ０７９-４３７-３７５１(放射線室直通)
兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部
【顧問】牧田 明三
前田 啓明 技師
※いつもと開催場所が異なっています ご注意ください
☆講 演 Ⅱ 『CE エビデンスシステムを用いたチーム医
病院内入場経路図 上が北です
療と医療連携の構築』
株式会社 根本杏林堂 マーケティング部 荒木 朋之 氏

☆講 演 Ⅲ 『PCI における透視パルスレート 7.5p/s の
患者被ばく線量の低減効果』
兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部
真鍋 孝徳 技師
☆講 演 Ⅳ 『当社 Spectral CT 最新情報』
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 早坂 和人 氏

☆特 別 講 演☆
『救急で行われる CT アンギオグラフィー』
倉敷中央病院 放射線技術部 CT 検査室長 山本 浩之 先生

【認定ポイント】 日本救急撮影技師認定機構 ２ポイント
日本 X 線 CT 専門技師認定機構 ３ポイント
問合せ： 県立姫路循環器病センター 前田 啓明まで
TEL ０７９-２９３-３１３１

１９時までは正面玄関（東側）より、
１９時以降は時間外入口（南側）よりお入りください。
２階、第一会議室へはエレベータでお上がり下さい。

臨床画像研究会 –若葉会第１００回記念特別講演会のご案内
当会は、皆様のおかげをもちまして第100 回を迎えるこ
とができました。これもご参加いただいている皆様方はじ
め、世話人・関係各位の多大なご協力とご指導，熱意の
賜物と深く感謝いたしております。
これを記念し、下記の要領で特別講演会を開催致しま
す。診療放射線技師のみならず、医療従事者の皆様お誘
い合わせの上、多数の方々のご参加お待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
日 時： 平成２８年７月２日（土）１５：００～
場 所： 明石市立産業交流センター ４階研修室１
〒６７４-００６８ 明石市大久保町ゆりのき通１-４-７
ＴＥＬ ０７８-９３６-７９１５
最寄り駅： JR 大久保駅 南口徒歩数分
駐車場をご利用の方： ３０分１００円
２４時間最大７００円
テーマ： 日常業務に必ず役に立つ！
救急医療の画像診断と治療について

第５１回西播イメージング研究会のご案内
皆様方におかれましては益々御清祥のことと御慶び申し
上げます。
下記の通り、第５１回西播イメージング研究会を開催致し
ます。
多忙な折、恐れ入りますが、皆様お誘い合わせの上、多
数の御出席を賜りますようお願い申し上げます。
日 時： 平成２８年６月２５日（土）１３：３０～１７：４５
場 所： 姫路商工会議所 新館２F ２０１会議室
姫路市下寺町４３ TEL ０７９-２２２-６００１
会 費： 会員５００円 会員以外１，０００円
－ プログラム －
『ヨード造影剤イオメロンの適正使用情報』
エーザイ株式会社 中谷 泰之 氏
☆講 演 Ⅰ 『CT 画像を診る！Vol.９
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【話題提供】バイエル薬品株式会社
ださい。（別途会費必要）
【特別講演１】
日 時： 平成２８年７月１６日（土）１４：２０～１７：３０
座長：石飛 渉（臨床画像研究会-若葉会-世話人
（受付 １４：００～）
加古川東市民病院）
場 所： ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 ９階「ジャスミン」
『良い治療は良い検査から
会 費： １，０００円
～救急撮影時の患者観察のススメ～』
内容・講師
講師：日本赤十字社 神戸赤十字病院 放射線科部
話題提供 「全身用第３世代 CT４０年の歴史」
宮安 孝行 先生
GE Healthcare Japan 平本 卓也
【特別講演２】
基調講演 「なぜ進まない？！読影補助！
座長：末廣 克義（臨床画像研究会－若葉会－
～その現状と課題～」
代表世話人 北播磨総合医療センター）
昭和大学大学院 保健医療学研究科
『IVR・血管内治療につながる救急疾患
教授 加藤 京一 先生
－画像診断から治療への橋渡し役になろう！－』
特別講演Ⅰ 「急性腹症を撮る ～依頼に合わせた
講師：神戸大学医学部附属病院 放射線科・血管内
撮影技術と画像処理でのアピールポイント～」
治療センター 准教授 山口 雅人 先生
りんくう総合医療センター 放射線技術科
※なお，６月１日時点で、以下の団体に更新カウント・単位
技術管理主査 中平 修司 先生
の認定申請中です。認定が許可され、決定次第お知らせ
特別講演Ⅱ 「急性腹症の dynamic CT
致しますので、しばらくお待ち下さい。
～優れた画像は命を救う～」
○（公社）日本診療放射線技師会 生涯教育学術研修カ
京都市立病院 放射線診断科
ウント 申請中
副部長 谷掛 正人 先生
○特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構
※６月のはりまＣＴ研究会は、３００回記念講演会の準備
X 線 CT 認定技師更新単位 申請中
の為、お休みとさせて頂きます。
○日本救急撮影技師認定機構 資格認定更新単位 申
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科内
請中
ＴＥＬ ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
お問い合わせ： 北播磨総合医療センター 診療支援部
半蔀英敏 羽田安孝
中央放射線室 末廣 克義 まで
ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００（代）
第１３回近畿救急撮影セミナーのご案内
FAX ０７９４-６２-９９２６（中放直通）
日 時： 平成２８年８月２７日（土）１４：３０

第３００回 はりまＣＴ研究会
記念講演会のご案内

（１４：００ 受付開始）
会 場： 国立病院機構大阪医療センター

平素は、はりまCT 研究会に格別のご厚情を賜り、厚く御礼
申し上げます。おかげをもちまして、本研究会は３００回の
佳節を迎えることと相成りました。長きに亘る歩みの中で、
今日に至ることができましたのも、皆様方の多大なご協力
と溢れる熱意の賜物と深く感謝いたしております。つきまし
ては、下記の通り、記念講演会を開催したいと存じます。
皆様、何卒ご参加賜りますようお願い申し上げます。他職
種の方もお気軽にご参加ください。
講演会後に祝賀会を開催致します。こちらも是非ご参加く

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。

10

兵放技ニュース

平成２８年 6 月１日発行

○高田上谷病院
所在地 西宮市山口町上山口４丁目２６-１４
求人内容 正規職員

http://kinkiqqsatsueiseminar.kenkyuukai.jp/about/
第１３回プログラム：
テーマ「見逃していませんか？その胸痛」

○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

１４：２５～１４：３０ 開会挨拶 注意事項
１４：３０～１５：１０ 教育講演１
「胸痛疾患における血液検査のポイント」

○柏原赤十字病院
所在地 丹波市柏原町柏原２５９-１
求人内容 嘱託職員

大阪府三島救命救急センター 医療技術部検査科
主任 濱田宏輝 先生
１５：１０～１５：５０ 教育講演２

（８月または９月からの勤務が可能な方）

「３D で考える心電図と虚血性心疾患」
兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部
担当課長補佐 北野一良 先生

【 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

１５：５０～１６：３０ 教育講演３
「胸痛症例における CT アプローチ
～心電同期撮影の有用性～」
大垣市民病院 形態診断室 市川宏紀 先生
１６：３０～１６：４０ 休憩
１６：４０～１７：４０ 特別講演
｢胸痛・背部痛をきたす救急疾患｣

会費納入について
～早期納入のお願い～

大阪府三島救急医療センター
顧問医師 大石泰男 先生
１７：４０～ 閉会挨拶

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。

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

≪ 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
○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・嘱託職員

会費納入状況 （平成２８年５月１３日現在）
会 員 数 ： １，２３７名
会 費 納 入 率 ： ２６．７６％
会費未納者数 ： ９０６名

○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
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< ６月スケジュール >

６/１６

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

６/１７

（金）

６/１８

（土） 第２０回兵庫県ＭＲＩテクニカルカンファレンス

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

７/２

第２８２回神戸頭部研究会

７/６

第１１２回いちょう会（斎暢会）

７/７

第１０４回こうべ胃検診の会

７/８

（日） 東播・西播支部合同ゴルフ大会
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

第１１９回大阪胃腸会（銀杏会）

７/９

（土）

７/３
７/４
７/５

第２４回新入会員歓迎交流会

６/２５

（土）

６/２６

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

６/２７
６/２８
６/２９
６/３０

７/１０
７/１１
７/１２
７/１３

第１２回淡路支部学術勉強会
神戸西支部総会・第７回研修会
JUN.２０１６放射線診療学術講演会

７/１４
７/１５
７/１６

第１０６回（公社）兵庫県放射線技師会
通常総会

（月）
（火）
（水）
（木） 第６９回「ＭＲＩの基本」読書会
（金） 第８回一般撮影勉強会

６/２４

（土） 臨床画像研究会-若葉会-第１００回記念特
別講演会

６/２０

６/２３

（金）
西播支部納涼会

（日）

６/２２

< ７月スケジュール >
７/１

６/１９

６/２１
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７/１７
７/１８
７/１９
７/２０
７/２１
７/２２
７/２３

第１回ハイク部練習日
丹有支部総会・勉強会
第５１回西播イメージング研究会

７/２４
７/２５
７/２６
７/２７
７/２８
７/２９
７/３０
７/３１
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第２７回医用画像学術講演会
厚生委員会 囲碁大会

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 第３００回はりまＣＴ研究会
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 統一講習会（神戸大学医学部付属病院）
（日） 統一講習会（神戸大学医学部付属病院）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
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庶務報告
《新入会員》
鈴木 英嗣
瀧本 侑歩
田中 智
横尾 宏之
三上 達也
依藤 伸昭
中野 裕貴
岩井 良太
中村 規
牛尾 和弘
若月 広一
辻 祥子

＜ 阪神支部 ＞
＜ 阪神支部 ＞
＜ 阪神支部 ＞
＜神戸西支部＞
＜神戸西支部＞
＜ 淡路支部 ＞
＜ 淡路支部 ＞
＜ 東播支部 ＞
＜ 東播支部 ＞
＜ 西播支部 ＞
＜ 西播支部 ＞
＜ 但馬支部 ＞

伊丹恒生脳神経外科病院 神戸総合医療専門学校
大阪回生病院 京都医療科学大学
生駒病院 近畿医療技術専門学校
西神戸医療センター 神戸総合医療専門学校
神戸ほくと病院 神戸総合医療専門学校
兵庫県立淡路医療センター 神戸総合医療専門学校
兵庫県立淡路医療センター 岡山大学
明石市立市民病院 神戸総合医療専門学校
明石市立市民病院 神戸総合医療専門学校
ツカザキクリニック 茨城県立医療大学
赤穂市民病院 岡山大学
公立豊岡病院 藤田保健衛生大学

《再入会員》
坂本 浩志 ＜ 阪神支部 ＞ こだま病院
武藤 佳菜 ＜ 阪神支部 ＞ 笹生病院
廣田 朝司 ＜ 西播支部 ＞ 製鉄記念広畑病院
《転入会員》
東内 信悟 ＜神戸東支部＞ 神戸低侵襲がん医療センター ← 大阪府より
脇本 英俊 ＜神戸東支部＞ 順天厚生事業団 ← 福井県より
《転出会員》
伊藤 圭祐 ＜ 東播支部 ＞ 自宅 → 大阪府へ
湯本 未来 ＜ 阪神支部 ＞ 自宅 → 愛知県へ
《県内異動》
池田 敦子 ＜ 阪神支部 ＞ 県立尼崎総合医療センター → ＜ 東播支部 ＞ 県立加古川医療センター
中江 保夫＜ 阪神支部 ＞ 兵庫医科大学病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 自宅
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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。
（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
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