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第２８回兵庫県放射線技師会学術大会のご案内 
 

 

第２８回兵庫県放射線技師会学術大会 演題募集締め切りました。 

ご応募ありがとうございました。 

詳細は１１月発行の予稿集をご覧ください。 

今回の市民公開講座は淡路島のがん医療をテーマに開催します。 

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２８年１１月１３日（日）９：３０～１７：００（終了予定） 

会 費： 会員１，０００円 

大会テーマ： 「価値への創造」 

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 

 

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

【市民公開講座】１３：３０～１５：２０（予定） 

「淡路島のがん医療」－検診からケアまで－ 

がん検診の現状と画像診断の役割   聖隷淡路病院 放射線技術課 高井 彩 

もしも“がん”って言われたら ～一緒に考えます・・これからのこと～ 

                           兵庫県立淡路医療センター がん相談支援センター 中野 ちはる 

がん診療の実際 ～がんと診断されたら～ 

                           兵庫県立淡路医療センター 副院長 久島 健之 

今回は特別講演に漫画「ラジエーションハウス」で話題の五月女 康作先生をお招きします。 

ランチョンセミナーも開催予定です。 

 

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

神澤 匡数 ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
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がん診療連携協議会、兵庫県放射線医会との共催で第４

回放射線セミナーを開催します。 

今回は乳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１０月２９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４-１０-５ 

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 

基調講演：「がん医療：小さく見つけて優しく治す放射線医

学」    兵庫県放射線医会 会長（神戸大学 副学長） 

                    杉村 和朗 

講演１：「マンモグラフィによる乳がん検診と放射線被ばく

について」 

神戸赤十字病院 放射線科部 辻本 梨香 

講演２：「乳癌の診療に用いられる画像診断検査：超音波

検査, MRI, PET/CT」 

神鋼記念病院 放射線診断科 部長 門澤 秀一 

患者会より：「乳がんの診断から放射線治療まで 

“私の場合”」  坂本 法子 

特別講演：「乳がんとうまく付き合う」 

兵庫県立がんセンター 乳腺外科部長 

（神戸大学乳腺内分泌外科 教授） 高尾 信太郎 

講演3：「乳がん－放射線治療の今－」 

兵庫医科大学放射線治療科 教授 上紺屋 憲彦 

お問い合わせ： 神戸大学医学部附属病院 放射線部 

ＴＥＬ ０７８-３８２-５１１１ 内線６３８３ 

学術担当 神澤 匡数 

ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

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「ゆるラントレ

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。 

日 時： 平成２８年１０月１５日（土）１４：００ 

集 合： 市営地下鉄妙法寺駅改札 

コース： 鷹取山、菊水山、鍋蓋山、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） 

 

 

 

 

練習試合を予定しています。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１０月２２日（土）１８：３０～２０：３０ 

場 所： 三木山総合公園 野球場     

三木市福井２４７４-５ 

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 

 

 

 

 

 

近畿地域放射線技師会野球大会が開催されます。昨年

は１回戦で敗れました。今年は若い選手も増えてきている

ので優勝できるよう多くの会員の参加をお待ちしていま

す。 

日 程： 平成２８年１１月３日（祝）８：４５受付 

場 所： 和歌山県紀の川市 貴志川スポーツ公園 

             和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口 

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 

 

 

 

診療放射線技師法が一部改正されました。具体的には、

第4回放射線セミナーのお知らせ 

 

厚生委員会 

野球同好会からのお知らせ 

 
 

厚生委員会   兵放ハイキング 

鷹取山ゆるラントレーニング 
 

業務拡大に伴う統一講習会のご案内 

厚生委員会 

第６３回近畿地域放射線技師会野球大会 

のお知らせ 
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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。 

開催日時：  平成２８年１１月３日（木）９：００～１７：１０ 

 （受付開始８：３０から） 

        平成２８年１１月６日（日）９：００～１８：２０ 

（受付開始８：３０から） 

場 所： 姫路赤十字病院 臨床研修棟 ５階 大会議室

（９月のご案内より変更になっております。）  

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 

＜申込み期間： ９月１６日～１０月１６日（先着順） 

（定員６０名）＞ 

＜定員になり次第、受付終了となります。ご容赦下さい。＞ 

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 

※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   

※受講修了者には、厚生労働省医政局長からの修了証

書が授与されます。 

問合せ先： 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 

 

 

 

 

 

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、１１月１３

日（日）淡路市で開催される兵庫県放射線技師会学術大

会に併せて下記の日程等で開催を計画しております。学

術大会前夜に淡路島内で開催する方向で調整中です。

会場等の詳細については、１０月中に兵庫県放射線技師

会のＨＰ及び１１月号の兵庫県放射線技師会ニュースで

ご案内いたします。学術大会出席を予定されている方々

の交流や宿泊先としてご検討いただければと思います。 

日 程： 平成２８年１１月１２日(土)夕方集合 ※宿泊有り 

                 １３日(日)朝解散    

場 所： 淡路市内で調整中 

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 

 

 

 

 

 

 

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）。 

 

 

10月パスワード 

「送付シャウカステン記載」 
兵庫県放射線技師会HP 

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

 

 

厚生委員会 

第２５回 新入会員歓迎交流会 

開催計画のご案内 
 

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 
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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 
 

 

                                           

日 時： 平成２８年１１月２６日（土）・２７日（日）  

場 所： 京都府立医科大学医学部看護学科１階大講義室  

会 費： 会員 ６，０００円 会員外 １０，０００円  

定 員： ６０人  （JARTホームページより申し込み）   

 毎年、東京で開催している、AD 講習会を近畿地域で開

催できることとなりました。 

今までに受講されていない方は、是非、この機会に受講し

てください。 

２６日９：００～１９：００    ２７日９：００～１７：３０ 

「看護概論」          「母性看護」 

「成人看護」          「小児看護」 

「精神看護」          「老年看護」 

「看護技術」          「在宅看護」 

（講義・演習）         「単位認定試験」 

「体位変換」 

「位置移動」 

問合せ： 後藤 吉弘 

ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 

 

 

日 時： 平成２８年１２月１１日（日）１３：００～１７：００ 

開催場所： APホール大阪駅前 APホールⅡ 

定 員： 先着６０人 

対象者： 診療放射線技師に限る  

受講料： ３，０００円 ただし、会員は２，０００円  

申込方法： JART 情報システム 「生涯教育・イベント参

加のお申し込み」 からお申し込みください。 

 最近注目を集めています、日本版 DRL の”産みの親”と

言っても過言ではない、近畿大学の細野教授をお招き致

し、DRLの本質をお話頂く予定です。 

ご多忙と拝しますが、皆様のご参加をお願い申し上げま

す。 

 「医療放射線防護における診断参考レベルの意義」  

近畿大学医学部放射線医学教室・近畿大学高度先端総

合医療センター 近畿大学原子力研究所教授 細野 眞 

「医療被ばく適正化に向けた現在の認定事業」  

医療被ばく安全管理委員 五十嵐 博   

「医療被ばく低減施設認定2度目の更新を迎えての取り組

み」             ベルランド総合病院 奥中 雄策 

  

問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 

 

 

日 時： 平成２８年１２月１７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 

共 催： 医療画像情報精度管理士部会 
 

 

 

 

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１０月１９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： 「脳卒中の診断から治療まで」 

兵庫県立淡路医療センター 脳神経外科  

中村 直人 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） 
 

 

 

 

今回は、撮影における安全を考慮したうえで、リスクマネジ

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

第３回被ばく線量適正化講習会のお知らせ 

 

第４回読影セミナー開催のお知らせ 

 

平成２８年度AD講習会「看護学」のお知らせ 

 

淡路支部 

第１４回淡路支部学術勉強会 

 
 

神戸西支部 

第１０８回こうべ胃検診の会 
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メントについても検討しますので、皆様奮ってご参加くださ

い。 

内 容（予定）： １ リスクマネジメント事例検討        

２ 症例検討 

日 時（予定）： 平成２８年１０月２１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） 

 
 

 

 

 

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。 

日 程： 平成２８年１０月３０日（日）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

過ごしやすい日々となりましたが、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、

今年度の後半最初も銀杏会の創設者、中村 信美先生を

お招きしました。放射線技師として、この分野では、常に、

我々、消化管を志す者の指標となってきました。今回のテ

ーマは『胃Ｘ線読影におけるマクロ像，ルーペ像の重要性』

です。先生の著書におきまして、“胃Ｘ線写真を読影する

にあたっては、日頃から切除標本とＸ線写真を十分に比

較し、Ｘ線所見の基本的成り立ちを検討しておくことが必要

です”とあります。当日は先生が、切除標本と如何なる姿

勢で対話し、複雑なＸ線所見の分析、良・悪性の判定を導

き出しておられるのか、大いに学びたいと思います。どうぞ、

皆様のご参加お待ちしております。                                                                                                                                                                                                               

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１０月８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。  

阪神支部 

新入会員歓迎交流会のご案内 

 
 

第１２２回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 
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参加費： １，０００円  

内 容： 特別講義   

講 師： ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師  

中村 信美 先生 

『胃Ｘ線読影におけるマクロ像，ルーペ像の重要性』 

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 

 

 

 

秋晴れの心地よい季節となり、日々過ごしやすくなってき

ましたね。前回の定例会では２つの題目で進めてまいりま

した。前半では seri.「頭部領域のベーシック」で大脳辺縁

系を行いました。やや難解な領域でその働きもよく覚えて

いなかったのですが、多くの図譜を用い簡潔にまとめられ

ており、大事なポイントを押さえることが出来ましたね。ま

た関わりの深い認知症において、アルツハイマー型認知

症を発症から症状、画像所見の説明があり、理解を深め

ることが出来ました。後半は seri.「こんな症例ありました」で

脳静脈洞血栓症を行いました。まずは脳静脈の解剖を改

めてみると他部位の静脈との違いが明らかになりましたね。

更に機序から病態、症状、画像所見、治療と一連を専門

的に理解することが出来ました。画像所見では多くのサイ

ンも覚え、鑑別疾患もみてゆきました。臨床で遭遇した際

にはもう見逃しませんね!! また一つ大きな知識を得ること

が出来ました。さて、今月の定例会は下記の要項で進め

てゆきます。臨床で活かせる勉強をご一緒に!! 多数のご

参加をお待ちしております（田上修二） 

題目：  

１． seri．「頭部領域のベーシック」～島葉 

        松原メイフラワー病院 放射線科 田上 浩 

２． ser．「ここがポイント」〜MRA 

          三菱神戸病院 画像技術科 沖本 一輝 

３． seri．「こんな症例ありました」〜脳静脈洞血栓part Ⅱ 

              吉田病院  放射線科  森 勇樹 

日 時： 平成２８年１０月１２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

されており、大変ご高名な先生をお招きして開催いたし

ます。今回は少し変わったスタイルで!? 

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 

題 目： 「現在調整中!!」明日から使える!! 臨床重視の内

容を検討中です 

日 時： 平成２８年１１月１２日（土）１４：３０～１６：３０ 

会 場： HDC神戸５F HDCスタジオ（JR神戸駅南側すぐ） 

会 費： 会員・会員以外 １，０００円 

＊当研究会より、日本診療放射線技師会雑誌へシリーズ

投稿することになりました。研究会の雰囲気をそのままに、

分かりやすく興味ある内容でお届けしたく考えております。

世話人一同、頑張ってまいりますので、どうぞよろしく御願

いいたします。 

 

 

 

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。 

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。 

日 時： 平成２８年１０月１３日（第２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 

MAIL: ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆 

HP： http://ichokai.kenkyuukai.jp/ 

 

 

 

第２８５回神戸頭部研究会のお知らせ 

 

第１１８回 いちょう会（斎暢会）開催のご案内 

第３０２回 はりまＣＴ研究会のご案内 
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テーマ： 造影検査を知ろう 

～単純ＣＴから一歩踏み込んで～ 

日 時： 平成２８年１０月１４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 

前回は新人さん必見！！当直中困らない為にというテー

マで勉強していきました。今回はその造影バージョンで

す！どんな時に造影をしないといけないのか。救急で造

影が必要な症例は何なのか。当直の先生に「造影いりま

すか？」と聞けるようになる為に、造影検査における基礎

を固めていき、明日からの検査に役立てましょう！ 

内容・講師 

明舞中央病院 

「造影剤の基礎知識」 羽田 安孝 技師 

「造影検査の技術」  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 

ＴＥＬ ０７８-９１７-２０２０  内線１２６  

羽田 安孝 ・ 須賀 俊夫 

 

 

 

西播画像研究会を下記の要領にて開催させて頂きます。 

本会は、診療放射線技師の撮影技術・医療知識の向上を

目的としております。 

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

申し上げます。  

日 時： 平成２８年１０月２０日（木）１９：００～ 

場 所： 姫路商工会議所 ５階（５０２号室） 

        姫路市下寺町４３ TEL ０７９２-２２-６００１ 

【一般演題】 

１．造影剤に関する情報提供   第一三共株式会社 

２．当院の四肢ＭＲＩ検査について         

姫路赤十字病院 放射線技術部 藤岡 護 氏 

３．当院の股関節ＭＲＩ検査について 

石川病院 放射線科 澁谷 浩伸 氏 

【特別講演】 

「フィリップス社製３T－ＭＲＩの撮像方法」 

～３T装置の魅力・臨床画像について～ 

 北播磨総合医療センター 診療支援部 中央放射線室 

後藤 吉弘 氏 

参加費として会員は５００円、非会員は１，０００円を徴収

させていただきます。 

尚、当日は軽食をご用意させていただきます。 

お問い合わせ：   

姫路赤十字病院  放射線技術部  岩見 守人 

           ＴＥＬ ０７９-２９４-２２５１ 内線３６８４ 

 

 

 

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５２回 R１７５ RI技術談話会を

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１０月２１日（金）１８：３０～ 

場 所： 西区民センター 会議室２ 

神戸市西区糀台５-６-１ 

会 費： ５００円 （軽食あり） 

内 容：  

【話題提供】 

「去勢抵抗性前立腺癌治療薬ゾーフィゴ静注の放射線管理」 

       日本メジフィジックス株式会社 谷口 久利氏 

【施設発表】 

「ACZ負荷脳血流SPECT 検査再開への取り組み」 

姫路赤十字病院 放射線技術部 塩崎 勝久 先生 

【教育講演】 

「脳血管障害の診療における脳血流定量SPECT 

の意義  －なんのためにやるのか？－」 

神戸大学 脳神経外科 准教授 細田 弘吉 先生 

* 認定単位 ： 日本核医学専門技師認定機構 ３単位 

* お車でお越しの際には、西神戸医療センターの駐車場

をご利用いただき、駐車券をお持ち下さい。 

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） 

 

 

 

 

第８４回 西播画像研究会のご案内 

第５２回 R１７５ RI技術談話会開催のご案内 

 

臨床画像研究会－若葉会－ 

第１０１回定例会のご案内 
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７月開催の第１００回記念特別講演会には、多数の

方々にご参加頂きありがとうございました。今後も、当会で

は皆様と一緒に、日常診療に役立つ情報を共有し、患者

様により良い医療を提供できるよう学んでいきたいと思い

ますので、よろしくお願い致します。 

今回より、『読影トレーニング』をテーマに企画を考えす

すめていく予定です。CT画像を合わせて単純X線写真を

読影し、疾患の理解や単純X線写真に求められる情報な

どを理解し、どんな写真を撮影するのが重要かを考え、

日々の撮影を見直す機会にして頂けたらと考えています。

詳細が決まり次第DM等でお知らせします。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。 

テーマ： 『極める！～画像診断～』読影トレーニング（１） 

話題提供： バイエル薬品株式会社 

講 演： 救急ポータブル撮影画像を診る！（仮） 

１．胸部領域 担当：北播磨総合医療センター 

２．骨盤領域 担当：兵庫県立加古川医療センター 

（内容について詳細が決まり次第ご案内致します。講師・

内容に追加・変更の可能性あります。） 

日 時： 平成２８年１０月２６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。 

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） 

 

 

 

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、４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７３回は、「PartⅠ MRIの基本概念」 

第３版 第10章 画像構成 

Part１ スライスの選択 

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１０月２７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 

 

 

 

前回は「肩関節」をテーマに基礎からスポーツを対象と

した撮影法など、普段あまり触れることの少ない分野につ

いても学ぶことができました。次回は肩関節のポジショニ

ング編です。実際のポジショニングを行いながら皆さんで

意見を出していければと思います フィルムリーディングも

予定していますので、是非フィルム持参でご参加ください。 

テーマ： 肩関節 

日 時： 平成２８年１０月２８日(金)１９：００～ 

場 所： 加古川中央市民病院 光ホール(きらりホール)C 

   〒６７５-８６１１ 加古川市加古川町本町４３９番地 

１８時以降、正面玄関が閉鎖となりますので,正面玄関 

横の出入口からお入りください 

会場となる病院までのアクセスはホームページをご参

照ください 

内 容： 肩関節のポジショニングについて 

   姫路赤十字病院と加古川中央市民病院が実際のポ

ジショニングを行います 

会 費： 無料（駐車場は有料です） 

お問い合わせ： 加古川中央市民病院  

放射線室 東元・中間   

TEL ０７９-４５１-５５００(代表)  

                       【顧問】牧田 明三 

 

 

 

 

学友会会員の皆様へ                     

神戸総合医療専門学校 診療放射線科 学友会 

平成２８年度 学術交流会・懇親会の開催のご案内 

第73回「MRIの基本」読書会のご案内 

第１０回『一般撮影勉強会』開催のお知らせ 
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 学友会会長 古東正宜（神戸赤十字病院） 

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２８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

特別講演には９月末で退職されます岡 尚嗣先生をお招

きしました。また、教育講演は、CT 検査では非常に御高

名な根宜典行先生（神戸大学病院）に依頼し、学術講演と

しては「心臓疾患の画像診断」を中心に３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。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２８年１０月２９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》☆学術講演 

座長： 山田浩司氏〈８１年卒〉（近畿大学医学部附属病院） 

中村 満氏〈８５年卒〉（兵庫医科大学病院） 

テーマ『心臓疾患の画像診断（仮）』 

１）「心筋シンチからわかること」 

山口 俊明氏〈９１年卒〉（姫路循環器病センター）  

２) 「心臓領域でMRIができること」 

重永 裕氏〈07年卒〉（県立がんセンター） 

３）「大動脈弁狭窄症に対するバルーン大動脈弁形成術

（BAV）」 

金山 真大氏〈９８年卒〉（県立淡路医療センター）

☆教育講演： テーマ『臨床医が求める画像は 

 -放射線技師の役割-』 

   講師： 神戸大学医学部附属病院 根宜 典行先生 

☆特別講演：  

司会 兵庫県立こども病院 芦原 龍彦氏〈８２年卒〉 

  テーマ『私が学んだこと』 

      講師： 神戸総合医療専門学校 岡 尚嗣先生 

《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） 

 

 

 

さわやかな季節となってまいりました。皆さまにはますま

すご健勝にご活躍のことと存じます。 

この度、第２２回研究会を下記のとおり開催いたします。

今回は、乳腺超音波の基礎と題しまして、初学者にも解り

やすく興味を持っていただける講演を企画いたしました。

超音波装置の仕組みから画像の見方など臨床に繋がる

内容となっています。また、トピックスとして、乳房画像専

用のビューアシステムを手掛けるクライムメディカルに最

新のシステムに関して紹介していただきます。 

皆さまにとって乳腺画像のスキルアップに繋がる研究

会にいたしますので、奮ってご参加下さい。 

日 時： 平成２８年１１月９日(水)１８：００～  受付 

                     １８：３０～２１：００  

会 場： 神戸市勤労会館 ２階 多目的ホール 

(http://www.kobe-kinrou.jp/shisetsu/kinroukaikan/index.html) 

〒６５１-００９６ 神戸市中央区雲井通５丁目１-２ 

JR･阪急･阪神･市営地下鉄・ポートライナー各三宮駅か

ら東へ徒歩５分 

参加費： ５００円 

プログラム： 

１８：３０～１９：１５ 「(仮)マンモビューアシステムの紹介」 

       (株)クライムメディカルシステムズ 芝原 奈央 

１９：３０～２０：３０ 「乳腺超音波の基礎」 

兵庫県立がんセンター 放射線科 諸根 隆行先生 

事務局： 兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線部内  

担当 坂本 瞳 

〒６６０-８５５０兵庫県尼崎市東難波町２丁目１７番７７号 

                TEL ０６-６４８０-７０００ (代) 

（ hyogo_breast@yahoo.co.jp ） 

＊なお、問い合わせにつきましては、兵庫県立がんセンタ

ー 放射線部 井上までお願い致します。 

（〒６７３-８５５８ 明石市北王子町１３-７０  

TEL ０７８-９２９-１１５１） 

 

 

 

 

 

第22回兵庫乳房画像研究会のご案内 
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【 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 

 

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 

 

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。 

 

 

 

 

 

＊注意して下さい！ 

諸事情により会費納入が９月３０日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 

○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 

○たつの市民病院 

所在地 たつの市御津町中島1666番地1 
求人内容  パート職員 

○姫路駅前しらさぎ健診クリニック 

所在地 姫路市西駅前町７３ 
求人内容  正規職員 

○八木病院 

所在地 南あわじ市八木寺内1147 
求人内容  正規職員 

○國富胃腸病院 

所在地 姫路市青山３丁目３３−１ 
求人内容  正規職員 

○王子会 神戸循環器クリニック 

所在地 神戸市中央区楠町６丁目１１−５ 
求人内容  正規職員 

○笹生病院 

所在地 西宮市弓場町５−３７ 
求人内容  正規職員・パート職員 

○三田市民病院 

所在地 三田市けやき台３−１−１ 
求人内容  パート職員 

 

 

 

 

会費納入状況 （平成２８年８月３１日現在） 
会 員 数 ： １，２８０名 

会費納入率 ： ６３．４４％ 

会費未納者数 ： ４６８名 
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          < １０月スケジュール > 

 

 

 

 

< １１月スケジュール > 

 

 

 
 

 

１０/１ （土）  

１０/２ （日）  

１０/３ （月）  

１０/４ （火）  

１０/５ （水）  

１０/６ （木）  

１０/７ （金）  

１０/８ （土） 第１２２回大阪胃腸会（銀杏会） 

１０/９ （日）  

１０/１０ （月）  

１０/１１ （火）  

１０/１２ （水） 第２８５回神戸頭部研究会 

１０/１３ （木） 第１１８回いちょう会（斎暢会） 

１０/１４ （金） 第３０２回はりまＣＴ研究会 

１０/１５ （土） 兵放ハイキング鷹取山ゆるラントレーニング  

１０/１６ （日）  

１０/１７ （月）  

１０/１８ （火）  

１０/１９ （水） 第１４回淡路支部学術勉強会 

１０/２０ （木） 第８４回西播画像研究会 

１０/２１ （金） 
第５２回 R１７５ RI技術談話会 

神戸西支部 第１０８回こうべ胃検診の会 

１０/２２ （土） 野球同好会 練習試合（三木山総合公園） 

１０/２３ （日） 
診療放射線技術基礎技術講習会 

                   「MRI検査」 

１０/２４ （月）  

１０/２５ （火）  

１０/２６ （水） 臨床画像研究会-若葉会-第１０１回定例会 

１０/２７ （木） 第７３回「MRIの基本」読書会 

１０/２８ （金） 第１０回『一般撮影勉強会』 

１０/２９ （土） 

第４回放射線セミナー 

神戸総合医療専門学校学友会  

          学術交流会・懇親会 

１０/３０ （日） 阪神支部 新入会員歓迎交流会 

１０/３１ （月）  

１１/１ （火）  

１１/２ （水）  

１１/３ （木） 
第６３回近畿地域放射線技師会野球大会 

業務拡大に伴う統一講習会（姫路） 

１１/４ （金）  

１１/５ （土）  

１１/６ （日） 業務拡大に伴う統一講習会（姫路） 

１１/７ （月）  

１１/８ （火）  

１１/９ （水） 第２２回兵庫乳房画像研究会 

１１/１０ （木）  

１１/１１ （金）  

１１/１２ （土） 第２５回新入会員歓迎交流会 

１１/１３ （日） 第２８回兵庫県放射線技師会学術大会 

１１/１４ （月）  

１１/１５ （火）  

１１/１６ （水）  

１１/１７ （木）  

１１/１８ （金）  

１１/１９ （土）  

１１/２０ （日）  

１１/２１ （月）  

１１/２２ （火）  

１１/２３ （水）  

１１/２４ （木）  

１１/２５ （金）  

１１/２６ （土） AD講習会「看護学」 

１１/２７ （日） AD講習会「看護学」 

１１/２８ （月）  

１１/２９ （火）  

１１/３０ （水）  
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庶 務 報 告 

 

《新入会員》 

遠矢 瑠星 ＜神戸西支部＞ 西神戸医療センター   広島国際大学 

宮﨑 将太 ＜ 東播支部 ＞ 大久保病院   神戸総合医療専門学校 

村上 智裕 ＜神戸東支部＞ 神戸市立医療センター中央市民病院  京都医療科学大学 

浦田 萌江 ＜神戸西支部＞ 西神戸医療センター   鈴鹿医療科学大学 

西嶋 眞希 ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院   岡山大学 

《県内異動》 

福島 英里子 ＜ 阪神支部 ＞ 自宅 → ＜ 阪神支部 ＞ 医療法人知音会 中之島クリニック 

下村 耕司  ＜神戸東支部＞ 兵庫県予防医学協会 健診センター → 

＜神戸西支部＞ 兵庫県予防医学協会 健康ライフプラザ 

兼岡 慶豪  ＜ 淡路支部 ＞ 兵庫県立淡路医療センター → ＜阪神支部＞ 兵庫県立西宮病院 

小松 亜未  ＜ 阪神支部 ＞ 笹生病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 自宅 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

所在地変更 １０月３日より新病院へ移転 

(医)仁和会 神野病院  

〒６７２-８０４４ 姫路市飾磨区下野田２丁目５３３-３ 

TEL ０７９-２３５-５５０１ （変更ありません） 

FAX ０７９-２３５-３３３１ （変更ありません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


