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第１０６回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告 
 

 

 

平成２８年６月１９日(日) １３：３０より 臨床研究情報センター（TRI）にて第１０６回通常総会が執り行われた。 

今総会では下記についての議題であった。 

１．平成２７年度庶務報告 

２．平成２７年度事業報告 

３．平成２７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２７年度監査報告 

５．その他 

 

総会に先立ち永年在籍感謝・功労表彰について、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１，２４９名中、出席者数４８名、委任状提出者数６３８名、計６

８６名）。５号議案（その他）とし、清水会長から事業内での節度ある行動の徹底について呼びかけがあり、全国学術

大会を兵庫県で開催できるよう調整中であることの報告がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｃｈａｕｋａｓｔｅｎ 
 

No.391 

 

 

 

 

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２８年 7 月１日発行 

2 

 

 

 

 

平成２８年６月１９日（日）１０：００～１１：５０、総会に先立

ち、支部連絡協議会が開催された。 

最初に清水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の取り組

みや教育システムの見直し・緊急被ばく時のサーベイヤ

ー育成の取り組みなどが報告された。 

また、各理事から常任委員会の報告・連絡事項の後、各

支部長からの報告があった。 

統一講習会の広報に対する意見や質問など各支部との

意見交換が行われた。 

 

 

 

 

【活動報告】 

５月２１日（土）に三木総合防災公園野球場にて、神戸大

学病院チームと練習試合を行ないました。結果は８-１で

技師会チームが負けはしましたが、新たな発見もあり有意

義な練習試合となりました。参加していただいた選手の皆

さんお疲れ様でした。また、神戸大学病院チームの皆様、

ありがとうございました。 

参加人数  ２２名 

【お知らせ】 

練習試合を予定しています（対戦相手は調整中）。新しく

技師会に入会された方、これから入会しようという方でも

OK！ 気軽に参加してください。 

野球を通して親睦を深めましょう。連絡お待ちしています。 

日 時： 平成２８年７月９日（土） １８：００～２０：００ 

場 所： 三木総合防災公園 野球場  

三木市志染町三津田１７０８ 

問い合わせ： 明石市立市民病院  雑喉（ざこう） 

                 TEL ０７８-９１２-２３２３ 

兵庫県健康財団  恵美（えみ） 

                 TEL ０７８-７９３-９３３３ 

 

 

 

 

ハイク部のトレーニングといっても、ハイキングの参加申

込み等、自己責任ですが、皆で楽しみながらトレーニング

しますので、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。 

練 習 日： 平成２８年７月１０日（日）９：００ 

集合場所： ＪＲ六甲道駅北側 

コ ー ス： 長峰山、摩耶山、新神戸 

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） 

 

 

 

 

兵放ハイキングより、八ヶ岳周辺登山を計画しておりま

す。 

ただし、交通手段は自家用車ですので、申込みについ

ては、４人１組で自家用車を用意できる方に限ります。 

また、当日の天候により上高地散策に変更するなど、参

加にあたって条件がありますが、安全に、皆で楽しみなが

ら計画しますので、他支部や会員以外の方でも結構です

ので、ご参加ください。 

出 発 日： 平成２８年８月２５日（木）２０：００ 

集合場所： ＪＲ神戸駅 （又は諏訪湖サービスエリヤ） 

コ ー ス： 八ヶ岳、赤岳周辺まで（晴天のみ） 

帰 宅 日： 平成２８年８月２８日（日）２０：００ 

解散場所： ＪＲ神戸駅  

参加方法は、平成２８年７月２２日までに電話にて問合せ

下さい。  神戸西・小林（健康財団０８０-１４９０-９７２９） 

平成２８年度 支部連絡協議会報告 

厚生委員会 

野球同好会 活動報告とお知らせ 

 
 

厚生委員会 

「兵放ハイキング」 六甲山トレーニング

4 
 

厚生委員会 

「兵放ハイキング」 八ヶ岳周辺登山 
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四国、丸亀のうどんツアーで食べながら、金比羅さんハ

イクを行います。 

マイクロバスにて観光する予定ですので、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。

ただし、乗車定員に限りがありますので、担当まで（第１回

目の締切り：７月２２日まで）、申込みください。 

日 時： 平成２８年９月１１日（日） 

          ８：００頃神戸出発（予定） 

詳細は、次回のシャーカステンで！ 

集合場所： ＪＲ神戸駅南ロータリー 

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） 

 

 

 

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 

 

 

 

今年度は、淡路支部の協力のもと、学術大会を開催致し

ます。 

演題募集は８月１日からの予定にしています。 

詳細については来月以降、お知らせしていきます。 

皆様奮って、ご参加ください。 

日 時： 平成２８年１１月１３日（日） 

場 所： 淡路市立サンシャインホール 

〒６５６-２３０５ 兵庫県淡路市浦１４８-１  

TEL ０７９９-７４-０２５０ 

 

 

 

 

第３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２８年７月３０日(土) １４：００～１６：３０ 

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】 

『画像診断のスキルアップに役立つシステム』 

講師： 法人特定非営利活動法人 メディカル指南車  

阿部 信吉 

『専門医に聞く（呼吸器領域）』 

講師： 兵庫医科大学病院 呼吸器外科 

                    助教 橋本 昌樹 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 ０７９８-４５-６１５０ 

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。 

 

 

 

診療放射線技師法が一部改正されました。具体的には、

神戸西支部・兵放ハイク部合同 

金比羅さんハイク・うどんツアー交流会 

第２７回医用画像学術講演会のご案内 

第２８回兵庫県放射線技師会学術大会のお知らせ 

業務拡大に伴う統一講習会のご案内 

第３回兵庫県放射線技師会 

読影セミナーの案内 
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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。 

日  時： 平成２８年８月２７日（土）９：００～１７：１０  

（受付開始８：３０から） 

平成２８年８月２８日（日）９：００～１８：００  

（受付開始８：３０から） 

場  所： 公立豊岡病院組合立 豊岡病院 

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７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。 

８月２８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 

 

 

 

 

 

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ＰＡＳ

ＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷ

ＯＲＤは自由に変更できます）。 

 

7月パスワード 

「送付シャウカステン参照 」 
兵庫県放射線技師会HP 

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

 

 
 

 

 

 

 

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 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第２６回 技師のひろば～東西会～ の報告です。 

平成２８年５月２７日（金）１８：５０～２０：４５ エーザイ（株）

神戸支店にて、川崎医科大学附属病院 中央放射線部

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

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 
 

第２６回 技師のひろば 

～ 東西会 ～ （報告） 
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（高度救命救急センター）黒住 晃 先生による演目「救急

診療における診療放射線技師としての貢献とは？！」を

開催致しました。 

参加者は８８名の満席状態で、その中には神戸総合医

療専門学校の生徒さんが今年も３０人（３４％）ご参加下さ

いました。 

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 

 

 

 

 

向暑の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶

び申し上げます。 

平成２８年度阪神支部の第１回学術勉強会を下記の通り

開催いたします。今回はCTに焦点を当て、『X線CT撮影

における標準化～GALACTIC（第２版）』の作成に携わった

先生の講演も予定しております。この機会に是非ご参加頂

き、自施設のプロトコール・撮影方法の参考にして頂けれ

ば幸いです。 

日 時： 平成２８年７月７日(木)１９：００～２１：００ 

場 所： 尼崎市中小企業センター４０１号  

（阪神尼崎駅より徒歩約５分 北東へ３５０m） 

〒６６０-０８８１ 尼崎市昭和通２-６-６８  

TEL ０６-６４８８-９５０１               

(http://www.ama-in.or.jp/guide/access.html#01) 

1・支部長挨拶  兵庫医科大学付属病院 前田 勝彦 

2・情報提供  「非イオン性 MRI 用造影剤 プロハンスの

最近の話題」 エーザイ株式会社 由比 栄治  

3・発表  

座長 尼崎中央病院 画像診断部門 野間本 剛士 

「GE社製 ３T MRI Discovery 750W の使用経験」 

尼崎中央病院 画像診断部門 梅崎 大輔 

「CT-Angiography ～何を考えどう撮影するのか～」 

        尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲 

4・特別講演  

座長 尼崎中央病院 画像診断部門 宮地 和明 

「X線CT撮影の標準化～GALACTIC(第２版) 胸部・腹部

編」   大阪医科大学附属病院 放射線科 吉川 秀司 

問い合わせ先： 尼崎中央病院 画像診断部門  

鎌田 照哲 （かまた てるあき） 

TEL ０６-６４９９-３０４５ （内線 ３０５） 

 

 

 

 

 下記の通り研修会を開催致します。お誘い合わせの上、

多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

日 時： 平成２８年７月８日（金）１８：３０～ 

場 所： 公立豊岡病院 互助会館２階 大会議室 

       （豊岡病院裏に併設されている建物です） 

内 容： 

①「新しい技術がもたらす撮影ワークフロー  

バーチャルグリッド＆長尺撮影」 

富士フイルムメディカル（株） 高橋 輝泰 

②「当院におけるCT colonographyの現状と今後の展望」 

公立八鹿病院 福田 正行  

③「Aquilion ONE ３２０列ADCTの使用経験」 

公立豊岡病院 藤本 真哉  

問い合わせ： 公立豊岡病院 放射線技術科 辻北 

           TEL ０７９６-２２-６１１１（内線１５００）   

 

 

 

 

新入会員の歓迎と阪神支部会員の交流を深めることを目

的としたバーベキュー大会を企画しました。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。 

平成２８年度第１回 

阪神支部学術勉強会のお知らせ 
 

但馬支部 

平成28年度夏季研修会のお知らせ 
 

阪神支部 

新入会員歓迎交流会のご案内 
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日 時： 平成２８年７月９日（土）１１：００〜 

場 所： 芦屋市総合公園バーベキューサイト 

       芦屋市陽光町１-１ TEL ０７９７-２５-２０２３ 

申込み・お問い合わせ先： 

   兵庫医科大学病院 放射線技術部 前田 勝彦 

   TEL ０７９８-４５-６２５９ 

   ＭＡＩＬ： kmaeda@hyo-med.ac.jp 

雨天中止の場合： 兵庫県放射線技師会のホームページ

でお知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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７月２０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： 

１．MR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 藤田 達也 

２．救急外傷X線撮影 

～基本撮影を理解し、ポジショニングを工夫する～ 

兵庫県立淡路医療センター 検査・放射線部 杤尾 誠也 

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。平成２８年度も胃部撮影の背景粘膜描出など、

安全を考慮したうえで、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 胃部撮影での背景粘膜描出について 

日 時（予定）： 平成２８年７月２２日（金）１８：００～  

場 所（予定）： 兵庫県健康財団荒田特別３Ｆ会議室 

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） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

淡路支部 

第１３回淡路支部学術勉強会のお知らせ 

 
 

神戸西支部 

第１０５回こうべ胃検診の会 

 
 

東播支部 

第１５５回東播支部勉強会のお知らせ 
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 さて『第１５５回東播支部勉強会』を開催します。希望者

には増設されたサイバーナイフ棟の見学も可能です。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２８年７月２８日（木）１９：００～２１：００ 

 (１８：３０受付) 

場 所： 順心病院 兵庫県加古川市別府町別府８６５-１  

内容 

1．Cyberknife 画像テクノロジによる追尾型放射線治療(仮) 

     日本アキュレイ フィジックス＆クリニカルサポート 

2．導入から治療開始まで（仮）  順心病院 井口 昌好         

3．施設見学（希望者） 

参加費： 会員・非会員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： 順心病院 村山 TEL ０７９-４３７-３５５５ 

 

 

 

  

 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、今回は銀杏会特別塾と題し、定例

会にゲスト講師をお呼びします。第一回目は東京都がん

検診センターに勤務されております消化器内科、山里 哲

郎先生です。読影法の講義、症例検討会形式での読影

手順のご指導、その後、馬場塾症例をご一緒に検討して

頂ける予定となっております。当日は読影法を中心に、実

践的に大いに学ばせて頂ける内容となっております。 

胃Ｘ線検査に携わるようになって、まだ、経験の浅い方か

ら指導的立場の方々まで、どうぞ、お誘い合わせのうえ、

ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

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２８年７月９日（土）１４：３０～１７：３０ 

場 所： 健保連大阪中央病院 １３階 大会議室  

   ＪＲ大阪駅から神戸方面へ歩いて７分ほどです。   

＊なお、駐車場は確保しておりませんので、公共の交通

機関をご利用ください。  

参加費： １，０００円  

内 容： 第１回 銀杏会 特別塾   

ゲスト講師 東京都がん検診センター  

消化器内科 山里 哲郎 医師 

Ⅰ．講義 『読影の手順』－典型例を中心に－    

 講師： 山里 哲郎 先生   

Ⅱ．山里 先生ご指導による症例検討の手ほどき  

－銀杏会症例を題材に－ 

Ⅲ．症例検討会・馬場塾症例   

司会担当： 神戸大学医学部付属病院 拜原 正直  

許諾頂いた馬場塾症例を使用し、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、非常に充

実した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 

 

 

 

 

暑さも徐々に増し、本格的な夏を迎える季節となりました

が、研究会も盛大に熱く!? 進行中です。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」

で頭頂葉を行いました。まずは重要な機能解剖をおさえ、

各領域の位置、機能をみてゆきました。また、その行き交

う情報の不具合で起こる高次脳機能障害の症状も理解す

ることが出来ました。更に右頭頂葉・後頭葉のアテローム

血栓性脳梗塞の症例をあげ、失語・失書・失計算などの

著明な症状を、実際に行った試験で確認する事ができ、

臨床現場では有用な手掛かりを理解することが出来まし

た。回復期リハビリの是非には良い意見がありましたね。続

いて、seri.「こんな症例・・・」では下垂体腫瘍を行いました。

画像所見・鑑別疾患・種類・発生過程など詳細な説明が

ありました。脳動脈瘤合併もあり、その術式には非常に興

味を引かれましたね。最後に seri.「ここがポイント」で外見

からみえる認知症でアルツハイマー型認知症を行いまし

た。その症状をまとめ、他の認知症との違いまとめた表は

非常に分かりやすかったですね。特徴のある画像と併せ

て理解がより一層深まりました。さて、７月の定例会は下記

の通りです。多数のご参加をお待ちしております。 

題 目：  1. seri.「頭部領域のベーシック」～大脳基底核 

第１２０回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

第２８３回神戸頭部研究会のお知らせ 
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       2. seri.「こんな症例ありました」 

       3. seri.「ここがポイント」 

日 時： 平成２８年７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 
 

 

 

 

盛夏の候、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、『CoCIT２０１６夏』を下

記の予定で開催する運びとなりました。 

レクチャーは、虚血性心疾患２～３症例に対し心電図の

見方から冠動脈造影までの所見を詳しく解説してもらいま

す。また、ディスカッションでは、「カテ前訪問・カテ前説明」

について３施設の取り組みを紹介し、参加者の方々の意

見を伺いたいと考えています。皆様の参加をお待ち申し上

げます。 

日 時； 平成２８年７月１６日（土）１４：００～１７：００ 

場 所； 神戸大学医学部附属病院 ６階 大講義室 

（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 

◆パフォーマンス １４：００～ ；   

  テーマ「最新デバイスの紹介」〈脳神経外科領域〉 

・Pipeline Flex（フローダイバーターシステム）； 

日本メドトロニック（株） 

・Amplatzer Vascular Plug；セント・ジュード・メディカル（株） 

◆レクチャー １４：４０～ ； 

テーマ「虚血性心疾患☆ECG と画像をツナグ☆症例検討

を含めて」 

講師 北野 一良（県立姫路循環器病センター：RT） 

◆ディスカッション １５：５０～１７：００  

  テーマ「カテ前訪問・カテ前説明」 

座長 本澤 利枝（神戸大学医学部附属病院：NS） 

・県立姫路循環器病センター 外来放射線科 檜本美由紀（NS） 

・奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 細川聖記（RT）            

・三田市民病院 放射線科 大槻貴美江（NS） 

・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）  

 

 

 

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

ださい。（別途会費必要） 

日 時： 平成２８年７月１６日（土）１４：２０～１７：３０ 

（受付 １４：００～） 

場 所： ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 ９階「ジャスミン」 

会 費： １，０００円 

内容・講師 

話題提供 「全身用第３世代CT４０年の歴史」    

GE Healthcare Japan 平本 卓也  

基調講演 「なぜ進まない？！読影補助！ 

～その現状と課題～」 

昭和大学大学院 保健医療学研究科 

             教授 加藤 京一 先生 

特別講演Ⅰ 「急性腹症を撮る  

～依頼に合わせた撮影技術と画像処理でのアピールポイント～」

りんくう総合医療センター 

放射線技術科 技術管理主査 中平 修司 先生 

特別講演Ⅱ 「急性腹症の dynamic CT 

 ～優れた画像は命を救う～」 

京都市立病院 放射線診断科 副部長 谷掛 正人 先生 

日本診療放射線技師会学術研修カウント(３カウント)付与 

日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構 ３単位付与 

問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科内 

CoCIT２０１６夏 
（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３００回はりまＣＴ研究会 記念講演会のご案内 
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         ＴＥＬ ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６ 

半蔀 英敏   羽田 安孝 

 

 

 

 

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１５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２８年７月２２日（金）１８：３０～ 

場 所： 西神戸医療センター ４階 大会議室 

テーマ ： 『 救急の現場に求められる画像診断のコツ 』 

「 読影につなげる救急撮影ガイドライン 」 

西神戸医療センター 放射線技術部 中島 正量 技師 

「 頻度の高い救急疾患と特徴的画像所見 」 

西神戸医療センター 放射線科 医長 吉川 俊紀 先生 

* なお、参加費は無料ですが、駐車場は有料です。 

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） 

 
 

 

日 時： 平成２８年７月２６日(火)１９：００～２１：００ 

会 場： 神戸リハビリテーション病院 ２階研修室 

７月の神戸 MR の会定例会は「肝臓」をテーマに取り上げ

ます。 

第一部は肝臓の画像解剖(MR 画像での肝区域の同定)や

機能について勉強したいと思います。第二部は各施設か

らルーチン紹介と症例提示を行います。病変部位と鑑別

ポイントを考えながら見ることでとても勉強になると思いま

す。また撮影時の工夫に役立つ MR原理のポイントも合わ

せて講演頂く事になっていますので、お誘い合わせの上

多数のご参加お待ちしております。 

＊年内定例会内容は、９月膵臓、１１月泌尿器(腎、膀胱)

を予定しております。 

内容・講師： １・肝臓MRIの解剖 

          神戸リハビリテーション病院 松尾 佳展 

２・症例施設 

明石市立市民病院 杉浦 一弘 

宝塚市立病院 安藤 厚志 

甲南病院 吉崎 正哉 

 

 

 

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７０回は、「PartⅠ MRIの基本概念」 

第３版 第７章 パルスシーケンス  

Part １ 飽和、部分飽和、反転回復 

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７月２８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 

   ＴＥＬ ０７８-９２７－２７２７（代表） 放射線科 鳥居 

 

 

 

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。 

日 時： 平成２８年８月４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 

西神戸医療センター オープンカンファレンス 

第15回 Imaging Technical Conferenceのご案内 

 
 

神戸MRの会定例会のお知らせ 

 

第70回「MRIの基本」読書会のご案内 

 

 

第１１５回いちょう会（斎暢会）開催のご案内 
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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/ 

 

 

 

 

今回の研究会のテーマは「統合」です。 

各部門から発生する院内データの統合において、近頃話

題に上がりつつあるVNA（Vendor Neutral Archive）につい

ての講演と、医療機関の統合事例紹介として 3 名の演者

の講演を予定しております。ご興味のある皆様の積極的

なご参加を心よりお待ちしております。 

兵庫県立西宮病院 菅野 俊 

日 時： 平成２８年８月１１日（木・祝）１３：００〜１７：２０ 

（受付開始 １２：３０〜） 

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） 

テーマ統合 

Ｉ． 開会挨拶       製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

ＩＩ． Hot Topics 

座長： 神戸赤十字病院 小川 宗久 

 （仮題）DICOMのデータ移行・統合・長期保存のポイントを分

かりやすく解説します 〜実践VNAデータは本当に病院の

ものになっていますか〜 講師： 北野病院 高峰 景敏 

ＩＩＩ． 病院統合事例紹介 

座長：  兵庫県立西宮病院 菅野 俊 

神鋼記念病院 櫃石 秀信 

ｉ） 病院統合における標準化準拠への現状 

         講師： 公立西知多総合病院 山田 篤人 

ｉｉ） タイトル未定（放射線部門システムの病院間統合に

関する内容） 

    講師： 兵庫県立尼崎総合医療センター 中島 宏樹 

ｉｉｉ） タイトル未定（電子カルテを中心にシステムの病院

間統合） 

講師： 地方独立行政法人加古川市民病院機構 筒井 威至 

ＩＶ． 総合討論 

進行： 製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

Ｖ． 閉会挨拶        姫路赤十字病院 大塚 義修 

本研究会参加により、以下の認定更新ポイントが取得でき

ます。 

医療情報技師（３ポイント） 医療画像情報精度管理士（４．

３カウント） 医用画像情報専門技師（６ポイント） 

内容等につきましては現時点で予定しているものであり、

変更になる場合があります。 

最新の情報に関しましては、研究会HP、Facebookページ

をご確認下さい。 

６月１８日（土曜日）より事前参加登録受付を開始しており

ます。 

研究会後に懇親会を予定しております。あわせてご参加

下さい。  

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

 

 

 

日 時： 平成２８年８月２７日（土）１４：３０  

（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１３回プログラム：  

テーマ「見逃していませんか？その胸痛」 

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」 

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  

「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 

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～」 

第５回兵庫医用画像情報システム研究会 

開催のお知らせ 

 
 

第１３回近畿救急撮影セミナーのご案内 

 



                              兵放技ニュース           平成２８年 7 月１日発行 

11 

【 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 

 

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｣ 

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 

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 

 

 

 

 

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２８年８月６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： 明舞中央病院 半蔀 英敏 

ＭＡＩＬ： h.hide@kobe.zaq.jp 

 

≪ 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 

○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 

○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 

（８月または９月からの勤務が可能な方） 

○西宮協立脳神経外科病院 

所在地 西宮市今津山中町１１-１ 
求人内容  正規職員 

○公立八鹿病院 

所在地 養父市八鹿町八鹿１８７８-１ 
求人内容  臨時職員 

○住吉川病院 

所在地 神戸市東灘区甲南町５丁目６-７ 
求人内容  正規職員・パート職員 

○福本クリニック 

所在地 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7F 
求人内容  正規職員 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入状況 （平成２８年６月１０日現在） 

会 員 数 ： １，２４９名 

会費納入率 ： ４１．７９％ 

会費未納者数 ： ７２７名 

電離箱式サーベイメータ比較校正実習

のお知らせ 
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     < ７月スケジュール > 
 

< ８月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

７/１ （金）  

７/２ （土） 西播支部納涼会 

７/３ （日） 東播・西播支部合同ゴルフ大会 

７/４ （月）  

７/５ （火）  

７/６ （水）  

７/７ （木） 第１回阪神支部学術勉強会 

７/８ （金） 但馬支部平成２８年度夏季研修会 

７/９ （土） 

第２７回医用画像学術講演会 

厚生委員会 囲碁大会 

野球同好会 練習試合 

阪神支部 新入会員歓迎交流会 

第１２０回大阪胃腸会（銀杏会） 

７/１０ （日） 兵放ハイキング 六甲山トレーニング 

７/１１ （月）  

７/１２ （火）  

７/１３ （水） 第２８３回神戸頭部研究会 

７/１４ （木）  

７/１５ （金）  

７/１６ （土） 
第３００回はりまＣＴ研究会 

CoCIT２０１６夏 

７/１７ （日）  

７/１８ （月）  

７/１９ （火）  

７/２０ （水） 第１３回淡路支部学術勉強会 

７/２１ （木）  

７/２２ （金） 
第１０５回こうべ胃検診の会 

第１５回 Imaging Technical Conference 

７/２３ （土） 統一講習会（神戸大学医学部付属病院） 

７/２４ （日） 統一講習会（神戸大学医学部付属病院） 

７/２５ （月）  

７/２６ （火） 神戸ＭＲの会定例会 

７/２７ （水）  

７/２８ （木） 
第１５５回東播支部勉強会 

第70回「MRIの基本」読書会 

７/２９ （金）  

７/３０ （土） 第３回兵庫県放射線技師会読影セミナー 

７/３１ （日）  

８/１ （月）  

８/２ （火）  

８/３ （水）  

８/４ （木） 第115回 いちょう会（斎暢会） 

８/５ （金）  

８/６ （土） 電離箱式サーベイメータ比較校正実習 

８/７ （日）  

８/８ （月）  

８/９ （火）  

８/１０ （水）  

８/１１ （木） 第5回兵庫医用画像情報システム研究会 

８/１２ （金）  

８/１３ （土）  

８/１４ （日）  

８/１５ （月）  

８/１６ （火）  

８/１７ （水）  

８/１８ （木）  

８/１９ （金）  

８/２０ （土）  

８/２１ （日）  

８/２２ （月）  

８/２３ （火）  

８/２４ （水）  

８/２５ （木） 兵放ハイキング 八ヶ岳周辺登山 

８/２６ （金）  

８/２７ （土） 
第１３回近畿救急撮影セミナー 

業務拡大に伴う統一講習会（公立豊岡病院） 

８/２８ （日） 業務拡大に伴う統一講習会（公立豊岡病院） 

８/２９ （月）  

８/３０ （火）  

８/３１ （水）  
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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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


