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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 詳細は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（１０：１５～１０：５５） ＰＭの部（１５：３０～１６：３０） 

【特別講演】１１：００～ 

        「診療放射線技師の可能性」 

                 講師： 五月女 康作  筑波大学サイバニクス研究センター 

【ランチョンセミナー】１２：１０～ １２０名 １会場での開催です。 

        １）「大腸ＣＴを臨床でより活かすために‐前処置から一次読影まで‐」  （エーザイ株式会社） 

        ２）「ＰＥＴがん検診の現状」  （日本メジフィジックス株式会社） 

【市民公開講座】１３：４０～ 

「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   

講師： 高井 彩  聖隷淡路病院 放射線技術課 

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～ 

講師： 中野 ちはる  兵庫県立淡路医療センター がん相談支援センター 

がん診療の実際 ～がんと診断されたら～ 

講師： 久島 健之  兵庫県立淡路医療センター 副院長 

 

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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今回は１１月１３日(日)淡路市立サンシャインホールで

開催される兵庫県放射線技師会学術大会に併せて下記

のとおり開催します。学術大会前夜に宿泊付きで学術大

会会場から徒歩数分に立地する民宿を貸し切ることがで

きました。 

この交流会は参加者が気軽に情報交換等を行う場を設

けることをコンセプトにしています。学術大会では、技術と

知識を高め、この交流会では他施設の技師との交流等を

通じて視野を広げる機会となればと思います。 

職場の新人さんや若手技師などをお誘いあわせのうえ、

多数の参加をお待ちしております。 

日 程：  

平成２８年１１月１２日(土) 

１８：００ 会場集合  １８：３０ 開会 

２１：３０ 閉会・後片付け  以後自由時間＜宿泊＞ 

平成２８年１１月１３日(日)  

８：３０ 朝食  ９：１５ 解散 

場 所： 「民宿 サンビーチさつき」 淡路市浦６８１-９ 

TEL ０７９９-７０-４４７２ 

定 員： 宿泊定員２８名 

会 費： 放射線技師免許取得後経験年数に応じて負担

（上限３，５００円） 

交通手段： ①バスで来られる方：東浦バスターミナルか

ら徒歩すぐ 

        ②自家用車で来られる方：東浦ＩＣから３分 

申込期限： 平成２８年１１月７日（月） 

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  

 

 

 

この度、第４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。 

今回は医療画像制度管理士部会との開催となります。 

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１２月１７日(土)１４：００～１７：００ 

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 

※医療情報精度管理士更新カウントの対象となります。 

【講演】 

『モニター管理について』  講師： EIZO株式会社 

『VNA規格について』  講師： 富士フィルム株式会社 

『呼吸器領域の画像解剖と症例』 

講師： 兵庫医科大学病院 放射線医学教室 

                 学内講師 小林薫 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 

 

 

 

 

 冷気日ごとに加わり、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、「平成２９年賀詞交歓

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

縮ではございますが、万障お繰合わせのうえご参集下さ

いますよう、よろしくお願い申し上げます。   

日 時： 平成２９年１月６日（金）１８：３０ 開宴 

場 所： ANAクラウンプラザホテル神戸 

        １０階 “The Ballroom” 

山陽新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」直結 

厚生委員会 

第２５回 新入会員歓迎交流会のご案内 
 

第４回兵庫県放射線技師会読影セミナーの案内 

組織委員会 

平成２９年賀詞交歓会のご案内 
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会 費： １０，０００円  

問合せ： 神戸市立医療センター中央市民病院 

放射線技術部 岡田雄基 

ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com 

       TEL ０７８-３０２-４３２１（代表） 

 

 

 

 

 

 

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）。 

 

 

１１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/ 

 

 

 

＊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。 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

  

国民保護法に基づく、関西広域連合（兵庫県）からの要請

により、地域住民のための放射線モニタリングに関する協

定を締結している。その協定に基づく役割に答えるべき、

毎年、原子力災害等に関する緊急被ばく医療の初期対応

訓練を実施しているが、今回はその一環として、関西電力

株式会社の協力の基、福井県原子力発電所内の視察が

可能となった。内容的には、一般の方の立ち入り禁止でも

ある管理区域へ視察、放射線管理状況と機器、ならびに

管理区域内の放射線のレベルも確認できる特別な視察内

容となっています。 

 集合場所や日程は後日ホームページで案内しますが、

特別な場所の視察なので平日開催とします。 

 現在調整中ですが１２月８日（木）９：００～神戸駅近く 集

合で考えています 

参加費用： ２，０００円（バス交通費・昼食） 

参加人数： 約２０人（定員に達しましたら〆きります） 

 参加希望者は①氏名 ②会員番号 ③施設名 ④連絡

先 電話またはアドレス を記載し連絡ください。 

お問い合わせ：  

ＭＡＩＬ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘  

            ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

FAX： （公社）兵庫県放射線技師会 事務局 

FAX 078-351-2309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸西支部主催 特別講演の報告です。 

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 
 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

神戸西支部 

神戸西支部主催 特別講演 報告 

 
 

兵庫県放射線管理士委員会主催 

福井県原子力発電所、放射線管理区域内視察

の案内 
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平成２８年９月２６日（土）１８：００～１９：５０ 

ハーバーランドダイヤニッセイビル １７階にて、特別講演 

奈良県立医科大学附属病院 安藤英次先生による一般

撮影 『理解して撮る一般撮影シリーズ』（第３弾）～ OA

膝から人工膝関節（TKA）までの撮影技術と読影 ～を開

催致しました。 

参加者は６６名で、他県や遠方の他支部の方や神戸総

合医療専門学校の生徒さんや他職種の方まで参加してく

ださいました。多数ご参加くださり、垣根を越えた研修会と

なりました。このたびも９０ページのフルカラー資料の配布

は大好評でした。 

次回の開催は、平成２９年２月１７日（金）に開催を予定

しております。 

今後も一般撮影に限らず色々なテーマで研修会を企

画致しますのでご参加くださいますようよろしくお願い致し

ます。 

神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

 

 

 

平成２８年度、合同練習を行いますが、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！ 

「ハイク部練習」 

練習日： 平成２８年１１月６日（日）８：００ 

阪急王子公園駅東改札集合 

摩耶山行者尾根 

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） 

 

 

 

 

 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１５６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１１月２４日（木）１９：００～２１：００ 

 (１８：３０受付) 

場 所： 北播磨総合医療センター ２階大会議室 

           兵庫県小野市市場町９２６-２５０ 

内 容： 

1．下肢動脈3DCTアンギオの撮影法について 

北播磨総合医療センター  

診療支援部中央放射線科 坂本 久彰 

2．当院での下肢非造影MRA撮影について         

北播磨総合医療センター  

診療支援部中央放射線科 田中 智之 

3．PAD（末梢動脈疾患）の治療について 

北播磨総合医療センター  

診療支援部中央放射線科 萩原 裕基 

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： 北播磨総合医療センター 田中   

                 TEL ０７９４-８８-８８００ 

※駐車場 P６，P７に停めて、病院北側２階 職員玄関より

お入りください。 

  P６からは非常階段で２階 職員玄関へ 

(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。 

 

 

 

 

 

前回は、撮影における安全を考慮したうえで、リスクマ

ネジメントについても検討しました。 

今後も皆様の撮影のご参考となるような研修を企画し

ますので、奮ってご参加ください。 

内 容（予定）： 症例検討  

日 時（予定）： 平成２８年１１月２５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 

神戸西支部・兵放技合同 

１１月のハイク部 練習のお知らせ 
 

東播支部 

第１５６回東播支部勉強会のお知らせ 

 
 

神戸西支部 

第１０９回こうべ胃検診の会のお知らせ 
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       神戸西・小林（健康財団０８０-１４９０-９７２９） 

 

 

 

 

但馬支部・丹有支部合同事業「たんたん合同研修会」を

開催させて頂きます。 

診療放射線技師の知識向上と支部間の交流を目的として

いますので、是非ご参加を頂きますようご案内申し上げま

す。 

日 時： 平成２８年１１月２６日(土) １４：００受付  

１４：３０開会 

場 所： 兵庫県立但馬長寿の郷 

（養父市八鹿町国木５４９-１０） 

参加費： 会員無料・非会員５００円 

一般演題 

 １．核医学検査施行患者が空港入国審査で足止めされ

た事例から学ぶ    県立柏原病院 大槻 弥司 

 ２．心筋血流薬剤をかえて、２０１Tlcl と９９mTc‐TF の比

較            三田市民病院 菅谷 昌史 

 ３．フィリップス アンギオ装置 AlluraClarity FD20/15の

使用経験        公立豊岡病院 江尻 克也 

 ４．フィリップス MRI装置 Ingenia １．５Tの使用経験 

                  公立八鹿病院 村尾 友和 

特別講演 

 １．熊本地震 DMAT隊に参加して 

                   公立豊岡病院 辻岡 衛 

 ２．私の趣味・・・バイク人生   岡本病院 西山 浩樹 

＊研修会終了後、懇親会を予定しています。 

お問合せ： 但馬支部 辻北 （公立豊岡病院） 

丹有支部 菅谷 （三田市民病院） 

 

 

 

 

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、「はじめての乳腺超音波検査」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

画像専用のビューワ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を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 「マンモビューワシステムの紹介」 

(株)クライムメディカルシステムズ 芝原 奈央 

１９：３０～２０：３０ 「はじめての乳腺超音波検査」 

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  

但馬支部・丹有支部合同 

たんたん合同研修会のお知らせ 
 

第２２回兵庫乳房画像研究会のご案内 
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TEL ０７８-９２９-１１５１） 

 

 

 

 

テーマ： 外傷時、どう撮る！どこを診る!? 

日 時： 平成２８年１１月１１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 

当直中の撮影は、たいてい一人で撮影から画像の確認を

行うので、困ったことや焦った事があると思います。特に、

外傷患者では撮影に時間を掛けられず、その上、教科書

通りに進まないこともあり戸惑いもあるはず。 

これから当直を経験される新人さんは勿論の事、ベテラ

ンの方も改めて外傷時における撮影技術や読影法を学ん

でいきましょう。 

内容・講師 

「どのような画像が必要なのか～整形領域を中心に～」 

大久保病院 内藤 祐介 技師 

「頭部外傷診療における技師の役割 

～画像の診るべきポイント～」 

          神戸頭部研究会より講師をお招きします 

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 

 

 

 

 

 

日増しに寒さが加わり、秋深まる季節となってまいりました。

前回の定例会では３つの題目で進めてゆきました。まず始

めに今年最後のシリーズ企画となりました「頭部領域のベ

ーシック」で「島葉」を行いました。さて解剖学的名称で聞

いたことはあるけど、どの部分にあったのかな〜? 外側溝

の中に位置するそれは、アスリートを深く関わっているとの

こと。味覚・嗅覚・聴覚・体性/内臓感覚機能も理解出来ま

した。また多くの図譜を用い解剖はもう完璧ですね。２つ

目は seri.「ここがポイント」で「MRA」を取り上げました。脳に

おいてはやはり動脈瘤の描出が重要になります。MIP・VR

などの画像処理に注目し、有用な画像を説明いただきま

した。その中で slab MIPは簡便で描出能が高いことが理解

出来ました。臨床で使える情報でしたね。最後に seri.「こ

んな症例ありました」で内頸動脈-海綿静脈洞瘻(CCF)を

みてゆきました。原因と特徴的な３主徴は重要な押さえど

ころでした。更に画像所見・治療法と進み、疾患の全てが

理解出来ました。まずは症状をみて検査を進めること、で

したね。前回も臨床現場で大いに役立つ勉強会となりまし

た。 

さて、今回は下記の通り特別講演会を開催致します。今

年もまた臨床重視とした内容で進めてまいります。知識と

なる重要なお話満載です。多数のご参加をお待ちしており

ます!!                       （田上 修二） 

題 目： こまでわかる頭部救急の CT/MRI」完結編 

       〜臨床現場で見逃さないために〜 

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 

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）

TEL ０７８-３６６-２７００ 

会 費： 会員・会員以外： １，０００円  

＊講演会終了後、情報交換会を予定しています 

事務局： 医療法人榮昌会 吉田病院 放射線科  

森 勇樹 TEL ０７８-５７６-２７７３  

＊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。 

 

 

  

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。前回の中村 信美先生の講義『胃Ｘ線読

影におけるマクロ像，ルーペ像の重要性』、貴重な症例の

数々を長時間に亘り、ひとつひとつエピソードを交え、複雑

なＸ線所見の分析、良・悪性の判定を導き出す手順を理

論的に解説して頂きました。さて、今回は、これまで、消化

管Ｘ線検査に携わる我々放射線科技師に熱くエールを送

第３０３回 はりまＣＴ研究会のご案内 

第２８６回頭部研究会・特別講演会のお知らせ 

 
第１２３回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 
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って頂いております阪本・胃腸外科クリニック院長 阪本 

康夫先生をお招きします。我々には学ぶ機会が乏しい内

視鏡検査ですが、Ｘ線検査写真と対比しながら簡明にご

指導頂いております。今回のテーマは『対策型胃内視鏡

検診導入の壁』です。放射線技師を問わず、消化器内視

鏡技師、また、内視鏡検査に携わっておられる看護師の

皆様にも、ぜひ、お声をかけて頂き、一緒に、ご参加下さ

い。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１１月１２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２回 銀杏会 特別塾   

ゲスト講師： 阪本・胃腸外科クリニック院長  

阪本 康夫 先生 

Ⅰ．症例検討会・馬場塾症例 司会担当：中園 直幸  

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。 

Ⅱ．阪本先生講義 『対策型胃内視鏡検診導入の壁』  

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。 

H P： http://www.osaka-ichokai.com 

ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.com 

 

 

 

 秋風の快い季節を迎えました。 

皆様には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、今回の研究会は、線量測定計測の基礎となる「空洞

理論」に焦点を絞り、わかりやすく講じる企画でスタートしま

す。 

メインテーマには「固定具作成の㊙︎テクニック」と題し、各

施設で工夫されているポイントなど、実演を交えて紹介し

ていただく予定です。“目から鱗”の工夫が発見できるかも

しれません！また活発な意見交換の場にもなるのではな

いでしょうか。 

 皆様お誘い合わせのうえ、多数ご参加いただきますよう

お願いいたします。 

日 時： 平成２８年１１月１８日（金）１９：００〜２１：１０ 

会 場： 神戸低侵襲がん医療センター ５F 大会議室

http://www.k-mcc.net 

〒６５０-００４６ 兵庫県神戸市中央区港島中町８-５-１    

                TEL ０７８-３０４-４１００(代表) 

参加費： 無料 

プログラム 

１９：００〜１９：３０ [基礎講演]  

司会：神戸大学医学部附属病院 南 利明

「ゼロから学んだCavity Theory」 

神戸大学医学部附属病院 奥村 圭祐

休 憩 

１９：４０〜２１：１０ [実演講演会]  

司会：神戸低侵襲がん医療センター 佐々木 博一         

「固定具作成の㊙︎テクニック」 

・頭頸部固定具作成のテクニック 

               兵庫医科大学病院 酒井 敏行 

・骨盤領域の固定具作成  

              兵庫県立がんセンター 芝 健司 

・全身固定具の作成テクニック 

戸低侵襲がん医療センター 佐々木 博一 

担当世話人： 南 利明 

ＭＡＩＬ： toshiaki@med.kobe-u.ac.jp 

佐々木 博一 ＭＡＩＬ： sasaki@k-mcc.net 

 

 

 

 

暮秋の候、会員様におかれましては益々ご清栄のこと

とお慶び申し上げます。 

この度、平成２８年１１月１９日(土)学友会総会ならびに

支部共済学術講演会を開催いしたく、ご案内申し上げま

す。今回の後援会テーマは「検査の質と責任を考える」で

す。臨床の現場において一般撮影から CT、MRI で行う検

査の質と責任について考えていきます。 

知人、友人を多数お誘いのうえご参加下さい。他の学

校卒業生の方もご参加歓迎いたします。 

大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科学友会 

支部共催学術講演会のお知らせ 

 
 

第１７回兵庫放射線治療研究会のご案内 



                              兵放技ニュース           平成２８年１１月１日発行 

8 

日 時： 平成２８年１１月１９日（土）１４：３０～１８：００ 

会 場： エーザイ株式会社 大阪コミュニケーションオフィス 

        大阪市北区大淀中１-１-８８  

梅田スカイビルタワーイースト３３階 

                 ＴＥＬ ０６-４７９６-０４５５ 

会費： ５００円 

講演会テーマ： ～検査の質と責任を考える～ 

１４：３０【造影剤情報提供】 

非イオン性造影剤イオメロンの有用性について 

エーザイ株式会社 吉永 太一 

１４：５０【会員発表】 

１．「医師」と「技師」の距離が画像を変化させる：一般撮影編 

            ひろクリニック 放射線科 高倉 広基 

２．血液データから見るCT検査の質を考える（救急を中心に） 

    兵庫県立尼崎総合医療センター 診療支援部門 

放射線部 水口 健ニ郎 

３．心臓検査における質の担保を考える 

①心臓CTを中心に   

        社会医療法人中央会 尼崎中央病院 

                  画像診断部門 鎌田 照哲 

②冠動脈MRAを中心に 

        王子会 神戸循環器クリニック 

放射線技術科 大西 宏之 

１７：００【特別講演】 

『臨床に求められる放射線画像とは？』 

神戸大学医学部放射線医学講座 

講師 祖父江 慶太郎 先生 

 

 

 

 

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７４回は、「PartⅠ MRIの基本概念」 

第３版 第１１章 画像構成 

Part２ 空間エンコード 

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１１月２４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 ０７８-２７-２７２７（代表） 

放射線科 鳥居 

 

 

 

 

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

『第１３回はりまＲＩ塾』を下記の通り開催致します。 

ご多忙とは存じますが、ご参加頂けますようご案内申し上

げます。 

日 時： 平成２８年１１月２５日（金）１９：００～ 

場 所： 加古川中央市民病院 １階講堂『光(きらり)ホール』 

参加費： ５００円 

内容： 

『病院紹介～２病院統合と病院施設について～』    

加古川中央市民病院 放射線科 酒井 剛 先生 

『見よ(myo)MIBG』         

加古川中央市民病院 内科 部長 名村 宏之 先生

『加古川中央市民病院 見学 ～RI室を中心に～』 

案内 加古川中央市民病院 放射線科 酒井 剛 先生

＊日本核医学専門技師認定機構 核医学専門技師(３単位) 

問い合わせ： 兵庫県立こども病院 検査放射線部  

芦原 龍彦 TEL ０７８-９４５-７３００ 
 

 

 

 

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５２回西播イメージング研究会を開催致

します。 

第７４回「MRIの基本」読書会のご案内 

第１３回はりまＲＩ塾のお知らせ 

 

第５２回 西播イメージング研究会のご案内 
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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１１月２６日（土）１３：３０～１７：４５ 

場 所 ：姫路商工会議所 ５F ５０２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.１０  

～急性腹症の読影補助・小腸重積～』 

兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部 

前田 啓明 技師 

☆講 演 Ⅱ 

『一般撮影装置の最新アプリケーションの紹介 

   ～一般撮影室でのトモシンセシス撮影を中心に～』 

島津製作所 医用機器事業部   

グローバルマーケティング部 課長 飯沼 正雄 氏 

☆講 演 Ⅲ 

『当院のアンギオ業務における３D fusion imageの活用』 

兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部   

山本 健太 技師 

☆特別講演☆ 

『急性心筋梗塞の心電図３Dで考える 

その虚血領域と再灌流のベストタイミング』 

兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部   

北野 一良 技師 

【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 

肺がんCT検診認定機構 ５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 

共催： 兵庫県放射線技師会西播支部 

 

 

 

 

『心臓・大血管』に重点をおいた MRI 中心の研究会ですが、 

今回は、心筋にターゲットを絞り、MR 画像から心エコーの

tracking法と同じような心筋ストレイン画像から遅延造影の

基礎理解とMRI撮像をさらに深めたいと考えています。  

基本的には初歩的な内容から、解りやすい検査の理解と

より良い画像描出を中心に検討したいと考えています。 

日 時： 平成２８年１１月２６日（土）１４：００～ 

場 所： チサン ホテル 神戸 ３F 六甲 

神戸市中央区中町通２-３-１  TEL ０７８-３４１-８１１１ 

会 費： ５００円 会員・会員外  

 『心筋解剖と心筋症について』     

北播磨総合医療センター  後藤 吉弘 

『Feature Trackingによる心筋ストレイン画像』仮 

東芝メディカルシステムズ株式会社  

MRI営業部 MRI臨床戦略担当 佐野 雄一郎 

『心筋：遅延造影撮像の基本テクニック』 仮 

  株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 

  ヘルスケア事業部MR Application Specialist 上田 優 

＜臨床報告＞ 

「不整脈症例における遅延造影の工夫： 

肥大型心筋症での経験」 

王子会神戸循環器クリニック    大西  宏之 

「遅延造影で困った症例」 仮 

六甲アイランド甲南病院 佐野 剛士  

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 
 

 

 

 

日 時： 平成２８年１１月２９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 

会 費： ５００円   (駐車場：無料) 

１１月の神戸MRの会定例会は「泌尿器」をテーマに取り上

げます。 

第一部は腎臓と膀胱の画像解剖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

ポイントも併せて講演頂く事になっています。 

お誘い合わせの上、多数のご参加お待ちしております。 

＊来年１月の定例会は婦人科領域を予定しています。ま

第５回 心血管MR画像研究会のご案内 

神戸MRの会のお知らせ 
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た開催場所と日時は、冬季の交通事情により１月２８日

(土)の午後３時に変更致しました。場所などの詳細が決ま

り次第告知させていただきます。 

１．腎・膀胱MRIの解剖 

         王子会神戸循環器クリニック 大西 宏之 

２．症例施設 

         三菱神戸病院   山田 達也  

北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

問い合わせ先： 王子会神戸循環器クリニック  

放射線技術科 大西 宏之 

            ＭＡＩＬ：  h0801ohnishi@gmail.com 

 

 

 

初冬の候、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。 

１２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１２月８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 ～胃上部（U領域）撮影～ 

Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～隆起性病変～ 

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/ 
 

 

 

 

日本救急撮影技師認定機構主催  

救急撮影講習会 in 兵庫 

テーマ： 「診療放射線技師！ 

でもその前に医療従事者やねん！！」 

日 時： 平成２９年１月１５日(日) １０：００〜１７：００  

場 所： 兵庫医科大学病院 ３号館１階３‐１講義室 

受講料： ５，０００円 

参加申し込み： 先着順 定員１５０名 

後日、プログラムと共に日本救急撮影技師認定機構HPよ

り 募集予定    ＨＰ： http://www.jert.jp/index.html  

救急撮影技師認定ポイント： ５ポイント 

内 容： ・災害時の院内マニュアル How to 

・災害時のトリアージのススメ 

・救急診療のススメ 

問い合わせ： 兵庫県災害医療センター 

放射線課 新井 純一 

ＴＥＬ ０７８-２４１-３１３１  内線 ５５１１ 

ＭＡＩＬ： j-arai@kobe.jrc.or.jp 

 

 

 

こんにちは。兵庫医用画像情報システム研究会です。 

 第６回研究会の開催についてお知らせします。 

 事前参加登録など詳細は確定次第おってお知らせしま

すので、当研究会 FaceBook ページおよび研究会ホーム

ページのご確認をお願いいたします。 

日 時： 平成２９年１月２１日(土)１３：００～１７：３０ 

 (受付開始 １２：００) 

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 

テーマ： PDI 〜放射線検査画像の地域連携 はじめの一歩〜 

Ｉ．開会挨拶        製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

ＩＩ．第４４回日本放射線技術学会秋季学術大会 優秀演題紹介 

 「読影確定後にPACSに画像が格納される事例に対する

リスクマネジメント」 演者：神戸赤十字病院 小川 宗久 

ＩＩＩ．PDIを理解するための基礎知識 

座長： 神戸赤十字病院 小川 宗久 

  ｉ）解説! 患者紹介等に付随する医用画像についての合

意事項      講師：兵庫県立西宮病院 菅野 俊 

  ｉｉ） PDI に関する DICOM の世界と医用画像情報管理に

ついて(仮)        講師：北野病院 高峰 景敏 

ＩＶ．画像データ取り込みシステム構築事例紹介 

座長： 北野病院 高峰 景敏 

ｉ）当院での一次サーバー導入紹介 

   〜１秒でも早く診察室で画像を見せるために〜 

             講師：神戸赤十字病院 小川 宗久 

ｉｉ）京都第二赤十字病院における PDI一次取込システム

の導入と運用について(仮) 

          講師：京都第二赤十字病院 辻本 武志 

第６回兵庫医用画像情報システム研究会 
第１２１回いちょう会（斎暢会）開催のご案内 

救急撮影講習会のお知らせ 
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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 

 

Ｖ．PDIの現状と課題 

座長： 製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

 PDIの現状と課題について、海外事例から考える 

   講師：GEMSS JAPAN株式会社 尹 祥鎭 (ユン サンジン) 

ＶＩ．閉会挨拶 

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 

後 援： 現在申請中 

本研究会参加により、以下の認定更新ポイントを取得でき

るよう申請予定です。 

医療情報技師 医療画像情報精度管理士 医用画像情

報専門技師 

 研究会終了後には情報交換会の開催を予定しておりま

す。是非あわせてご参加ください。 

 皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

 

≪ 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 

○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 

○兵庫県立加古川医療センター 

所在地 加古川市神野町神野２０３ 

求人内容  パート職員・臨時職員 

○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  臨時職員 

○姫路市医師会 

所在地 姫路市西今宿三丁目７番２１号 

求人内容  パート職員 

 

会費納入について 

～早期納入のお願い～ 

 

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。 

なお、事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の

方は発刊物の停止を１２月１日以降より行います。申し訳 

ありませんが、ご了承頂きますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

＊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。 

会費納入状況 （平成２８年１０月１４日現在） 

会 員 数 ： １，２８５名 

会費納入率 ： ６９．１８％ 

会費未納者数 ： ３９６名 
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< １１月スケジュール > 
 

         < １２月スケジュール > 

 

 

 

 

 

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） 

ハイク部練習日 

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） 第３０３回はりまＣＴ研究会 

１１/１２ （土） 
第２５回新入会員歓迎交流会 

第２８６回神戸頭部研究会・特別講演会 

第１２３回大阪胃腸会（銀杏会） 

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） 第１７回兵庫放射線治療研究会 

１１/１９ （土） 大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科学友会 

１１/２０ （日）  

１１/２１ （月）  

１１/２２ （火）  

１１/２３ （水）  

１１/２４ （木） 
第156回東播支部勉強会 

第７４回「MRIの基本」読書会 

１１/２５ （金） 
第１０９回こうべ胃検診の会 

第１３回はりまＲＩ塾 

１１/２６ （土） 

但馬・丹有支部合同たんたん合同研修会 

第５２回西播イメージング研究会 

第５回心血管MR画像研究会 

AD講習会「看護学」 

１１/２７ （日） AD講習会「看護学」 

１１/２８ （月）  

１１/２９ （火） 神戸MRの会 

１１/３０ （水）  

１２/１ （木）  

１２/２ （金）  

１２/３ （土）  

１２/４ （日）  

１２/５ （月）  

１２/６ （火）  

１２/７ （水）  

１２/８ （木） 
第１２１回いちょう会（斎暢会） 

福井県原子力発電所、放射線管理区域内視察 

１２/９ （金）  

１２/１０ （土）  

１２/１１ （日）  

１２/１２ （月）  

１２/１３ （火）  

１２/１４ （水）  

１２/１５ （木）  

１２/１６ （金）  

１２/１７ （土） 第４回兵庫県放射線技師会読影セミナー 

１２/１８ （日）  

１２/１９ （月）  

１２/２０ （火）  

１２/２１ （水）  

１２/２２ （木）  

１２/２３ （金）  

１２/２４ （土）  

１２/２５ （日）  

１２/２６ （月）  

１２/２７ （火）  

１２/２８ （水）  

１２/２９ （木）  

１２/３０ （金）  

１２/３１ （土）  
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庶 務 報 告 

 

《新入会員》  

福井 大智     ＜ 淡路支部 ＞ 兵庫県立淡路医療センター  徳島大学 

泊 祐加     ＜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 

竹中 也次美   ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院   岡山大学 

田中 志緒莉   ＜神戸東支部＞ 神戸市立医療センター中央市民病院 岡山大学 

山本 紗耶加   ＜ 東播支部 ＞ 北播磨総合医療センター  神戸総合医療専門学校 

佐藤 衣莉     ＜神戸東支部＞ 兵庫県立こども病院  広島国際大学 

川崎 葵     ＜ 阪神支部 ＞ 関西労災病院   鈴鹿医療科学大学 

水口 久美加   ＜ 丹有支部 ＞ 兵庫県立柏原病院   岡山大学 

山本 朋子     ＜神戸東支部＞ 六甲アイランド甲南病院  神戸総合医療専門学校 

倉光 未帆     ＜ 西播支部 ＞ 姫路中央病院   京都医療科学大学 

岡崎 佑紀     ＜ 阪神支部 ＞ 笹生病院   大阪行岡医療専門学校長柄校 

 

《転入会員》 

 別府 美奈子  ＜ 但馬支部 ＞ 自宅 ← 広島県より  

 

《転出会員》 

 白井 里央莉  ＜ 但馬支部 ＞ 公立八鹿病院 → 滋賀県へ  

 

《県内異動》  

 坂本 清    ＜ 阪神支部 ＞  兵庫医科大学病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 自宅 

 齋藤 一樹  ＜ 東播支部 ＞  甲南加古川病院 →   ＜神戸東支部＞ 六甲アイランド甲南病院 

 木下 真吾  ＜神戸東支部＞  神戸国際フロンティアメディカルセンター → ＜ 東播支部 ＞ 順心病院 

 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

 姓名変更 吉井 里央莉 ＜ 但馬支部 ＞ → 白井 里央莉 ＜ 但馬支部 ＞ 

萩原 紗弓  ＜ 西播支部 ＞ → 染川 紗弓  ＜ 西播支部 ＞ 

谷  弥生   ＜ 淡路支部 ＞ → 石本 弥生  ＜ 淡路支部 ＞ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


