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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。 

 本部が実施するイベントに加え、各支部で開催する研修会や親睦行事へ多くの会員の皆様にご参加をい

ただきました。本部及び支部役員の方々には大変ご負担をおかけしているところでございますが、本会の

充実、発展にご尽力されていますことに深く感謝を申し上げます。 

 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？ 

私は6月に開催されました第77回公益社団法人日本診療放射線技師会定時総会におきまして、近畿地域理

事を拝命しました。地域理事となったことで活動領域だけでなく、物の考え方も少し広がったように思い

ます。組織を預かる立場として多くの人と出会い、経験を積むことは自分の成長だけでなく、組織の発展

にも貢献できることと改めて感じました。 

 昨年一年を振り返ったとき、やはり国際交流の取り組みが思い出されます。3月にソウル特別市放射線士

会学術大会へ参加したのを皮切りに、8月はホーチミン市放射線技師会学術大会、10 月は ISRRT 世界大会

（韓国）と一年間に 3 回も海外の学術大会へ参加する機会がありました。現地の放射線技師の方々との交

流を通じて刺激を与えられましたし、その経験を会務に活かしていきたいと考えています。 

 平成29年度近畿地域診療放射線技師会学術大会は兵庫県が当番です。毎年の事業遂行に加えての大きな

イベントですので、本部役員、支部役員が一丸となって取り組まなければなりません。近畿地域理事とし

てもしっかりと任務を果たす所存でございます。 

 役員一同、会員の皆様とともに本会並びに診療放射線技師職の益々の発展を祈念申し上げ、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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あけましておめでとうございます 

                  阪神支部 支部長  前田 勝彦  

  

会員の皆様におかれましては、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。旧年中は支部行

事にご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございまし

た。  

時が経つのは早いもので、当初２期４年を目途に引

き受けた支部長ですが、すでに５年目を迎えておりま

す。その間に多くの役員が入れ替わり、随分阪神支部

も若返りました。 

おかげで、昨年の支部対抗ソフトボール大会では見

事準優勝に輝きました。また、学術勉強会では若手技

師の方に数多く参加していただけるようにもなりまし

た。10月には新たな試みとして新入会員歓迎交流会を

企画開催しました。今年はさらにもうひとつ福利厚生

行事を増やし、多施設間の交流を活発にしていきたい

と考えています。 

来年は阪神支部において兵庫県放射線技師会学術大

会が開催されます。思い起こせば６年前のこの大会か

ら私の支部長がスタートしました。これまでの経験を

活かし、この大イベントが成功するよう、役員のみな

さんと支部を盛り上げていきたいと思います。 

最後に会員の皆様の益々のご健康とご多幸をお祈りし、

年頭のご挨拶とさせていただきます。本年もよろしく

お願いいたします。 

 

新年 あけましておめでとうございます 

神戸東支部 支部長 岸本 勝見 

 

会員の皆様におかれましては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。 

近年、人と人の交流の幅が少なくなっている中で、

世代を超え、施設間を超えた交流の場の一つとして、

魅力のある支部活動が出来ればいいと思っています。 

本年も皆様のご期待に応えられるよう頑張りますの

で、積極的な意見や感想を頂けければ幸いです。 

本年も昨年同様、役員一同頑張りますので、理事及

び会員の皆様のご支援賜りますようお願い申し上げま

す。 

最後に、皆様のますますのご健勝、ご多幸をお祈り

申し上げて、年頭のご挨拶とさせていただきます。 
 

謹んで新春のお慶びを申し上げます 

            神戸西支部長 高井 夏樹 

 

 新年明けましておめでとうございます。皆さまにお

かれましては、良い年をお迎えのことと存じます。旧

年中での神戸西支部の研修会や懇親会の運営にご協力

くださいまして、誠にありがとうございます。研修会

の参加者の中には多くの学生さんや御遠方からも御参

加くださいまして心から感謝致しております。 

本年も皆様の関心の高いテーマを取り上げ、“垣根を

越えた交流”を念頭において行事を進めて参ります。 

その中でも、神戸西支部がより一層力を入れていき

たいのは、今後活躍していかれる中堅の方や若い方々

にも講演をチャレンジして頂き、参加者の皆様に情報

提供をすると共に、講師の皆様が今後ご活躍されるき

っかけの場となる事を願い研修会を進めていく予定を

致しております。自ら講演をしたい、または職場の方

で講演をさせて育てたいと思いのある方は、お気軽に

お声掛け下さい。 

さらに、恒例となりました開催100を超える“こう

べ胃検診の会”や“新酒を楽しむ会”、“うどんツアー”

も、どなたでも参加できますのでお申し込みをよろし

くお願い致します。 

皆様のご健康と更なるご活躍を祈念致しまして、年

頭のあいさつとさせて頂きます。 
 

新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます 

淡路支部 支部長 川俣 宏昭 

 

新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は、技師会理事、兵庫県放射線技師会会員、

淡路支部の皆様に大変お世話になりました。特に淡路

支部で開催された業務範囲拡大に伴う統一講習会では、

支部会員数が少なく講習会の開催が懸念されるなか、

他支部の方にも多数のご参加いただき何とか無事に開

催し終了することができたことを感謝申し上げます。

また講習会の開催におきまして御尽力頂きました技師

会理事の皆様、講師およびスタッフの皆様、大変有難
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うございました。さらに第28回兵庫県放射線技師会学

術大会におきましても、参加された会員、研究発表者

や座長、講演を行っていただいた先生、学術委員、支

部実行委員の皆様のお陰を持ちまして盛況裏に終了す

ることが出来ました。この場をお借りして厚く御礼を

申し上げます。 

今年は、さらに支部会員の皆様が興味を示されるよ

うな企画運営を行いたいと思いますので、各行事への

積極的な参加ならびに御指導宜しくお願い申し上げま

す。 

最後に、会員の皆様のご健康とご多幸を祈願し、年

頭のご挨拶とさせていただきます。 
 

新年明けましておめでとうございます 

東播支部 支部長 梅宮 清 

 

謹んで新春のお慶び申し上げます。旧年中は、会員

の皆様はじめ、理事役員、支部幹事と多くの皆様方に

ご支援、ご協力いただき支部活動を遂行できたことを

心より感謝申し上げます。 

東播支部におきましては、年4回の学術勉強会を開

催しております。幹事施設の持ち回り開催のため、様々

な施設において特徴のある興味深い内容となっており、

多い時では 40～50 名程度の参加をいただいておりま

す。これまで諸先輩方の長年のご尽力により支部学術

勉強会は150回を超えておりますが、ますます盛り上

げて継続していきたいと思います。また、夏の支部親

睦行事も恒例となっており、毎年多くの会員の皆様と

の交流も図っております。 

支部長をさせていただいて早2年近くになり、これ

まで行事を継承し遂行することで精一杯でしたが、今

後は公益性を意識した行事やさらに会員の皆様が参加

しやすくなるような新たな取り組みを企画していきた

いと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。 
 

新年 明けましておめでとうございます 

西播支部 支部長 前田 文彦 

 

 昨年は熊本地震や台風被害など大きな自然災害に見

舞われた年でした。被災された地域の皆様には心より

お見舞い申し上げます。 

さて我々診療放射線技師に関しては業務拡大に関す

る講習会を日放技、兵放技が連携して開催しいること

はご周知のとおりです。西播支部におきましても昨年

この講習会を開催することが出来ました。お手伝い頂

いた姫路赤十字病院のスタッフの方々にはこの場をお

借りして御礼申し上げます。業務拡大に関しては様々

な考えがあろうかと存じますが、いつでもこの業務拡

大に対応できる人材を養成する事も重要でありますの

で、今後も西播支部での講習会開催を行っていきたい

と考えています。 

また、日々進歩し専門化する我々診療放射線技師の

業務の中で、会員の皆様のスキルアップに少しでもお

役に立てるよう勉強会・講習会を開催し、更に認定機

構から認定された、認定勉強会・講習会にバージョン

アップさせていきたいと考えておりますので、ご支

援・ご協力の程宜しくお願い致します。 

 最後に、会員の皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈

りし、年頭のご挨拶とさせて頂きます。 本年も宜し

くお願い致します。 

 

新年あけましておめでとうございます 

但馬支部 支部長 辻北 則保 

 

皆様におかれましては、健やかに輝かしい新年をお

迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は支部事業

に格別なご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

また昨年夏には豊岡で業務拡大に伴う統一講習会を開

催し、多くの支部会員が受講することができました。

改めて理事会や近畿地区の技師会にお世話になり感謝

申し上げます。 

但馬では晩秋から冬の空模様を“うらにし”と表現

します。鉛色の空に北西の風とみぞれ混じりの雨が降

る。以前、女優吉永小百合さんが主演された、広島で

原爆体験のある芸者の置屋の女主人の余生を描いた映

画、夢千代日記の舞台が新温泉町の湯村温泉です。“う

らにし”と余部鉄橋とのシーンが印象的でした。暗い

イメージが目立ちますが、但馬は人情味が厚く、名湯

もあり、海と山の旨いものが沢山あります。今年の兵

庫県放射線技師会学術大会は但馬での開催が予定され

ています。この機会に但馬を訪れ、但馬の魅力を体感

して頂ければと思います。 
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最後に、皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈りして、

年頭のご挨拶とさせて頂きます。本年もよろしくお願

い致します。 
 

新年あけましておめでとうございます。 

丹有支部 支部長 菅谷 昌史 

 

前、廣瀬支部長より丹有支部支部長を引き継ぎ早 2

年目を迎えております。 

その間、丹有地区での第27回兵庫県放射線技師会学

術大会の開催や、ふれあいの祭典など日々の業務との

掛け持ちに忙しさを感じることもありましたが振り返

ると充実した良い経験をさせていただいたと感じてお

ります。 

また、支部の皆様におかれましては少ない人数なが

ら連携もよく、何かとお助けいただけたことが、こん

な私でも今までやってこられた所以だと感謝しており

ます。 

 昨年は至らぬ点も多くご迷惑をおかけすることも

多々ありましたが、去る（申）年は追わず…色取り（酉）

取りな研修会、親睦会を企画し、丹有支部も技師会も

大きく羽ばたく一年になるよう頑張りたいと思います。  

本年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

今年もエーザイ株式会社さまとの共催にて、開催いたしま

す。 

多数のご参加お待ちしています。 

日 時： 平成２９年１月１４日（土）１４：００～１７：００ 

場 所： エーザイ神戸コミュニケーションオフィス会議室   

        兵庫県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１７階  

TEL ０７８-２３２-００８１ 

参加費： 会員５００円  会員以外２，０００円 

［情報提供］１４：１０～ 

  情報提供：造影剤の最新情報 

エーザイ株式会社 村中 浩文 

［基調講演］１４：４０～ 

手術支援３Ｄ画像構築を考慮しての‘腎’造影ＣＴ検査

のプロトコール 

北播磨総合医療センター 診療支援部  

中央放射線室 副室長 坂本 久彰

［特別講演］１５：３０～ 

臨床で良く遭遇する泌尿器悪性腫瘍に対して、 

診療戦略に直結する画像をどのように提供するか 

     神戸大学医学部付属病院 放射線部  

特命教授 高橋 哲 

日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構から３単位取得を認定さ

れました。 

お問い合わせ： 神戸大学医学部附属病院 放射線部 

   学術担当 神澤 匡数  ＴＥＬ ０７８-３８２-６３８３ 

            ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

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２９年２月４日（土）９：００～１７：４０  

（受付開始８：３０から） 

        平成２９年２月５日（日）９：００～１７：５０ 

（受付開始８：３０から） 

場 所： 三田市民病院  

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 

＜申込み期間：１月２１日まで（先着順）（定員４０名）＞ 

業務拡大に伴う統一講習会のご案内 

第１２回兵庫県学術研修フォーラムのご案内 
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＜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 ホームページの会員情報シス

テムのみとなります。 

※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）。 

 

 

 

１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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

皆様方におきましてはますますご健勝のこととお喜び申し

上げます。 

このたび平成２８年度第３回学術勉強会を下記の通り開

催する運びとなりました。 

技師会会員以外のスタッフの方々もお誘い合わせの上ご

参加下さい。 

日 時： 平成２９年１月１２日(木) １９：００～２１：００ 

場 所： 西宮市民会館アミティホール４F 中会議室４０１ 

        〒６６０-０８８１ 西宮市六湛寺町１０番１１号

（阪神西宮駅「市役所口」改札北へ徒歩１分） 

プログラム：  

支部長挨拶 兵庫医科大学病院 前田 勝彦 

１・情報提供 進行 兵庫医科大学病院 放射線技術部 

槌谷 達也 

「大腸用自動炭酸ガス送気装置 プロトCO2Lについて」 

               エーディア株式会社 浅井 尚人 

２・一般講演 座長 兵庫医科大学病院 放射線技術部 

城本 航 

「画像診断のトレーニング&スキルアップに役立つシス

テム」  法人特定非営利活動法人 メディカル指南車 

阿部 信吉 

３・特別講演 座長 兵庫医科大学病院 放射線技術部 

前田 勝彦 

「当直中に遭遇する画像診断-急性腹症を中心に-」 

  兵庫医科大学病院 放射線科 助教 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  

槌谷 達也 ＴＥＬ ０７９８-４５-６２５９   

 

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 
 

阪神支部 

第３回阪神支部学術勉強会のお知らせ 

 
 



                              兵放技ニュース           平成２９年１月１日発行 

6 

 

 

 

 

 

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。 

なお、参加希望者は１月１３日（金）までに、下記申込先

までご連絡いただきますようお願いします。 

日 時： 平成２９年１月１８日（水）１９：００～２１：３０ 

場 所： 竹一（洲本市塩屋２-３-６５） 

内 容： 島内各施設の現状報告 

参加費： 会員５，０００円、会員以外５，５００円 

問合せ先・申込先： 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） 

 

 

 

 

 新年あけましておめでとうございます。会員の皆様にお

かれましては，新しい年を迎え益々ご清祥のこととお慶び

申し上げます。さて、下記内容で『第１５７回東播支部勉強

会』を開催します。御多忙とは存じますが、多数のご参加

をお待ち申し上げております。 

日 時： 平成２９年１月１９日（木）１９：００～２１：００ 

 (１８：３０受付) 

場 所： 加古川中央市民病院 光ホール(きらりホール)C  

         加古川市加古川町本町４３９番地  

内 容： 

1．「画像診断のトレーニング＆スキルアップに役立つシス

テム」   NPO法人 メディカル指南車 阿部 信吉 

2．加古川中央市民病院の概要と放射線部門の紹介  

                  加古川中央市民病院 中間 康夫 

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： 加古川中央市民病院  放射線室  

田井 博明  TEL ０７９-４５１-５５００(代表) 

 

 

 

 

前回は、胃がんと胃潰瘍との判別が困難な画像につい

て検討しました。 

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２９年１月２７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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回神戸東支部新春交流会を下記にて開催いたします 

ので、皆様におかれてはご多忙の折、皆様お誘いの上、 

多数ご参加くださるようお願いします。 

淡路支部 

第１５回淡路支部学術勉強会 

意見交換会のお知らせ 

 

 
 

東播支部 

第１５７回東播支部勉強会のお知らせ 

 
 

神戸西支部 

第１１１回こうべ胃検診の会 
 

神戸東支部 

第２回神戸東支部新春交流会のお知らせ 
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参加申し込み締め切りを平成２９年１月２０日 

申し込みはファックス及びメールでフルネーム記入の上 

申し込みください。 

申し込み及び連絡先： 住吉川病院 岸本 勝見 

TEL ０７８-４５２-７１１１ FAX ０７８-４５２-７０９２   

MAIL： kishimoto_sumiyoshi@excite.co.jp 

日 時： 平成２９年２月１０日（金）１８：３０～ 

場 所： 三宮界隈（店舗名 未定） 

参加費： ２，０００円程度 

 

 

 

 

このたびは、“ 読影のスキルアップシステムの紹介 ”と

“ 一般撮影 肩関節 ”のお話です。 

講師の森岡先生は、特に肩を専門とする信原病院の技

師長で、全国撮影技術読影研究会（NTRT）で地区の世話

人として活躍されておられます。前回の肩の基礎のお話

から一歩踏み込み、“ 肩の機能撮影 ”についてお話して

いただきます。 

 動きの加わった肩撮影の奥深さを知って頂き、日々の

撮影技術と読影力アップに活かして頂けたらと思います。

お誘い合わせの上、どなたでもご来場下さい。 

内 容： 

〈情報提供〉 

『認知症診断支援システム VSRADのご紹介』  

エーザイ株式会社 武内 久典 

≪研修会≫ 読影学習システム・一般撮影 

                座長： 川崎病院 伊藤 寿之 

１・『画像診断のスキルアップに役立つシステム』 

メディカル指南車 阿部 信吉 

２・『肩の専門病院における非外傷疾患の肩関節（ルーチ

ン）撮影法』           信原病院  森岡 重敏 

日 時： 平成２９年２月１７日（金）１８：５５～ 

場 所： 神戸市立 兵庫県勤労市民センター第３会議室 

神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１号 

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 TEL ０７８-６７２-２６１０ 

              神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。昨年もまた多くの皆

様に定例会、特別講演会へご参加いただき、大変有意義

な研究会活動を行うことが出来ました。本当にありがとうご

ざいました。今年も更なる、話題性に富み活気のある研究

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

ぞ宜しくお願いいたします。また、本会が執筆させていた

だいております、日本診療放射線技師会会誌の連載投稿

も世話人一同日々奮闘中です!! 日常臨床業務の知識と

してお役に立てていただけるよう、頑張ってゆきますます

ので、是非ご一読をお願いします。 

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。造影検査では必須の知識と耳よりな機器最新情報の

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． 「知っておきたい造影剤の副作用と対応」 

     光製薬株式会社 医薬情報担当 内藤 康二 氏 

２． 「脳神経領域の機器最新情報」 

    株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン  

     ビジネスマーケティンググループ ICTシステムズ  

中井 正敏 氏～XA   早坂 和人 氏～CT     

日 時： 平成２９年１月１１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

神戸西支部 

第９回神戸西支部研修会のご案内 

 
 

第２８７回神戸頭部研究会のお知らせ 
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（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 

 

 

 

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７５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２９年１月１２日（木）１９：００～２１：００ 

※今回は都合により、第２木曜日に変更になっています。 

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 

 

 

 

 

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、ご支援ご協力を賜りましたことを心より

感謝申し上げます。これから、ヘリコバクター・ピロリ陰性時

代を迎えようとしていますが、ピロリ菌感染率の低下に伴い、

徐々に増加傾向にある疾患が認識、報告されています。

前回の胃底腺型胃癌と思われる症例、近年の食道胃逆

流症の増加に伴う食道胃接合部腺癌など。まずは、それ

ぞれの疾患概念の理解、つぎに、その発生部位に応じた

撮影体位と方法などの工夫が必要となります。更には、Ｘ

線写真による萎縮の判定、その為には胃小区単位の読影

が可能となる撮影技術が必須です。今年も“撮影と読影”

共に学んで行きましょう。新年を迎え、ご多忙とは存じます

が、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２９年１月１４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： 

講座Ⅰ『読影のいろは』 －胃Ｘ線検査の基本的事がら－ 

講師： 神戸大学医学部付属病院 拜原 正直

講座Ⅱ『銀杏会のルーチン撮影法』 

－病変を拾い上げるために－ 

 講師： 恵生会病院 芳野 克洋

症例検討会 

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。 

H P： http://www.osaka-ichokai.com  

MAIL： info@osaka-ichokai.com 

 

 

 

 

日本救急撮影技師認定機構主催  

救急撮影講習会 in 兵庫 

「診療放射線技師！ 

でもその前にみんな医療従事者やねん！！」 

日 時： 平成２９年１月１５日(日) １０：００～１７：３０ 

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： 日本救急撮影技師認定機構HPより 

(先着順 定員１５０名) 

第１２５回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 救急撮影講習会のお知らせ 

 

第７５回「MRIの基本」読書会のご案内 
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ＨＰ： http://www.jert.jp/index.html  

救急撮影技師認定ポイント： ５ポイント 

【プログラム】 

１０：００～１０：１０ 【開催の挨拶】 

名古屋第二赤十字病院 JERT 大保 勇 理事  

(教育委員長) 

１０：１０～１１：００ 「災害時に診療放射線技師のすべき事 

兵庫県災害医療センター センター長 中山 伸一 

１１：００～１２：３０ 『災害対策マニュアル再検討』 

「マニュアルに含めて欲しい急性期の患者受け入れ対応

～過去の事例をふまえて～」 

兵庫医科大学病院 放射線技術部 主任技師 源 貴裕 

「放射線部門における平時からの備え 

～マニュアルからBCPへの進化～」 

神戸赤十字病院 放射線科部  

第三放射線係長 中田 正明 

１２：３０～１３：３０ 休憩  

★『災害対策マニュアル再検討』質問受付 

１３：３０～１４：００ 『災害対策マニュアル再検討』  

質問回答、ディスカッション 

１４：１０～１４：４０ 「トリアージ入門編 

～医療従事者として知っておくべき START法～」  

神戸赤十字病院 放射線科部 宮安 孝行 

１４：４０～１５：１０ 「トリアージ実習編 

～START法をやってみよう～」 

神戸赤十字病院 放射線科部 宮安 孝行 

１５：２０～１６：１０ 「CT画像を診る!  

よく遭遇する急性腹症の読影補助ポイント!!」 

兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部 

課長補佐 前田 啓明 

１６：２０～１７：１０ 「外傷診療におけるＸ線撮影リテラシー」  

兵庫県災害医療センター 放射線課  

放射線課長 新井 純一 

１７：１０～ 【閉会の挨拶】 

独立行政法人りんくう総合医療センター  

教育研修企画調整監  坂下 惠治 先生 

 

 

 

 

テーマ： 新春特別講演 ～診療放射線技師の未来～ 

日 時： 平成２９年１月１９日（木）１９：００～ 

場 所： 明舞中央病院 西館１Ｆ会議室 （駐車場有） 

会 費： 会員 ５００円   会員以外 ５００円 

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

ありと言います！ 

素敵な目標を掲げて今年一年も頑張りましょう！年初め

恒例の特別講演として『診療放射線技師の未来』というテ

ーマで講演をしていただきます。医療機器技術の進歩や、

変化する医療・介護制度の中で、我々診療放射線技師が

今後どのような技術を駆使し、業務において責任を担って

いけばよいか、改めて考えていきたいと思います。 

今年も世話人一同、張り切っていきますのでよろしくお願

いします。多数のご参加をお待ちしております。 

講師・演題 

「機器の未来展望について」    GEヘルスケアジャパン 

「診療放射線技師のキャリアビジョン」   

        兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏  

※本年より開催日が第３木曜日の開催となります。お間違

いのないよう、よろしくお願い致します。 

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 時： 平成２９年１月２８日(土) １５：００～１７：００ 

会 場： 大和ハウス工業株式会社 神戸支社 会議室 

住 所： 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号 

会 費： ５００円  

１月の神戸 MR の会定例会は「婦人科」をテーマに取り上

げます。 

第一部は子宮、卵巣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

理のポイントも合わ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。 

今回は、開催場所、日時が通常定例会と異なりますので

第３０４回 はりまＣＴ研究会のご案内 

神戸MRの会のお知らせ 
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ご注意下さい。 

定例会終了後新年会を予定していますので、参加頂けれ

ば幸いです。 

＊３月定例会は前立腺、精嚢、５月定例会は安全管理を

予定しています。 

１． 婦人科領域MRIの解剖  三菱神戸病院 廣島 桜 

２． 症例施設 

加古川中央市民病院 上田 久純 

神戸市立医療センター西市民病院 藤本 孝弘 

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 

会場地図 

 

 

 

 

新年おめでとうございます。当会では、本年も皆様と一

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、どう

ぞよろしくお願い致します。 

第１０１回より、『読影トレーニング』をテーマにすすめて

います。日常の撮影業務で気になる疾患や部位を取り上

げて、必要とされている画像を的確に撮影するための知

識を学んでいけたらと考えています。今回は『頭部外傷』

についてです。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（２） 頭部外傷 

１．頭部外傷とは ～疾患解説と関連する画像解剖～ 

神戸リハビリテーション病院 松尾 佳展（診療放射線技師） 

２．頭部血管CTA ～撮影手技を中心に～ 

北播磨総合医療センター 安居 克真（診療放射線技師） 

３．症例解説 ～当直中に遭遇した頭部外傷～ 

北播磨総合医療センター 世良 彩華（診療放射線技師） 

４．ミニレクチャー： びまん性軸索損傷について 

北播磨総合医療センター 末廣 克義（診療放射線技師） 

日 時： 平成２９年２月１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） 

 

 

 

 

新春の候、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。 

平成２９年２月２６日に行われる第１２回磁気共鳴（MR）

専門技術者認定試験の直前対策を下記のように開催い

たします。MRIの基礎から応用まで網羅された問題を解説

していきます。受験される方，受験されない方も是非ご参

加ください。  

日 時： 平成２９年２月１２日（日）  

  ９：００～１８：３０（８：３０受付開始） 

場 所： 大阪医科大学附属病院  

臨床講義棟１Ｆ 臨床第１講堂 

今回から参加登録が必要です。参加される方は 

abcd@efghi.jk.lm  までお願いします。 

なお，資料・会場費が必要になるため，１，０００円程度の

カンパをお願いいたします。  

主催： 磁気共鳴専門技術者認定試験勉強会 

代表世話人： 大阪医科大学附属病院 山村 憲一郎 

お問い合わせ： 三菱神戸病院 画像技術科 

MAIL： tatsuya3_yamada@mhi.co.jp 山田 達也 

<交通アクセス> 

臨床画像研究会 －若葉会－ 

第１０２回定例会のご案内 

 
 

磁気共鳴（MR）専門技術者認定試験 

直前対策のご案内 
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JR高槻駅より高槻センター街を経て徒歩８分 

阪急高槻市駅より徒歩３分  

 

 

 

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２９年２月１６日（第３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 

E-mail： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆 

HP： http://ichokai.kenkyuukai.jp/ 

 

 

 

 

日 時： 平成２９年２月１８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/ 

全体テーマ｢救急放射線診療を考える 

-システム構築から放射線防護まで-｣ 

１４：２５～１４：３０ 開会あいさつ 

１４：３０～１６：３０ シンポジウムテーマ 

「救急放射線診療を取り巻く各施設の運用や問題点」 

１．「当院における救急外来の現状の問題点」 

近畿大学医学部奈良病院  

放射線部 古川 卓也先生 

２．「当院における救急システムの現状と問題点」 

国立病院機構 大阪医療センター  

放射線診断科 吉田 佳弘先生 

３．「当院における Hybrid ER‐過去・現在・未来‐」 

大阪府立急性期・総合医療センター  

医療技術部 放射線部門 主任 西 健太先生 

４．「当院における Hybrid ERの使用経験」 

地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 

放射線技術科 中西 健先生 

１６：３０～１６：４０ 休憩 

１６：４０～１７：４０  

特別講演「救急撮影に関連した放射線関連の法令 

-放射線防護のトピックスも添えて-」 

地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 

診療技術局放射線科 主幹 五十嵐 隆元先生 

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 

 

 

 

 

テーマ「職場環境をよくするために他施設の状況を知ろう②」 

  ～技師長 聞かしてもーてかまいませんか？～ 

              関西collection代表 西岡 敦子 

（公益財団法人）兵庫県健康財団  

関西collection（カン☆コレ）からのお知らせ

(平成２９年２月１９日開催) 

 
 

第１２４回 いちょう会（斎暢会）開催のご案内 

 

第１４回近畿救急撮影セミナーのお知らせ 
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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 

 

１ 「平成２７年度関西collection研修会 IN滋賀」 

アンケート結果報告 

２ シンポジウム 

近畿大学医学部附属病院 技術部長  

中央放射線部技師長 宇都 辰郎 

総合リハビリテーションセンター・みどり病院 橋本 薫 

大阪府立急性期・総合医療センター 医療技術部長 

船橋 正夫 

和歌山労災病院 中央放射線部 部長  黒澤 昭典 

日本診療放射線技師会人材育成委員会女性活躍推進班

近畿地域グループとして、平成２５年度に活動を開始した

関西 collection（カン☆コレ）は、２年間の準備期間を終え

て、昨年度の滋賀大会より研修会を開催し今回が２回目と

なります。 

昨年度は、働き盛り・子育て世代・次世代リーダーのパネリ

ストたちによる、各病院の職場環境の違いについてパネル

ディスカッションとアンケート調査を行ないました。 

今年度は、前回のアンケート調査結果から、管理職の方

からの話も聞いてみたいという声により、「職場環境を知る」

パート②として４名の技師長から職場の様子や産休･育休

時の対応、若手技師・女性技師に対する思いなどを質問

形式で聞かせていただくシンポジウムを開催いたします。

ぜひこの機会に「働き方」について一緒に考えてみません

か？ 

 

≪ 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 

○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 

○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 

○こやまクリニック 

所在地 神戸市北区山田町下谷上字梅木谷４２-４ 

求人内容  パート職員 

○私立稲美中央病院 

所在地 加古郡稲美町国安１２８６-２３ 

求人内容  正規職員・パート職員 

○明石市役所 

所在地 明石市中崎１丁目５-１ 

求人内容  任期付職員 

○滋賀県職員（平成２９年４月１日採用） 

詳細は滋賀県ホームページをご覧ください  

受付締切日 持参：平成２９年１月１６日 

郵送：平成２９年１月１３日 

インターネット：平成２９年１月１３日 

 

 

会費納入について 

～早期納入のお願い～ 

＊注意して下さい！ 

諸事情により会費納入が９月３０日を過ぎてしまった場合、

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１２月１６日現在） 
会 員 数 ： １，３０２名 

会費納入率 ： ８２．１８％ 

会費未納者数 ： ２３２名 
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< １月スケジュール > 

 

 

 

 

 

        < ２月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１/１ （日）  

１/２ （月）  

１/３ （火）  

１/４ （水）  

１/５ （木）  

１/６ （金） 賀詞交歓会 

１/７ （土）  

１/８ （日）  

１/９ （月）  

１/１０ （火）  

１/１１ （水） 第２８７回神戸頭部研究会 

１/１２ （木） 
平成２８年度第３回阪神支部学術勉強会 

第７５回「MRIの基本」読書会 

１/１３ （金）  

１/１４ （土） 
第１２回兵庫県学術研修フォーラム 

第１２５回大阪胃腸会（銀杏会） 

１/１５ （日） 救急撮影講習会 in 兵庫 

１/１６ （月）  

１/１７ （火）  

１/１８ （水） 第１５回淡路支部学術勉強会・意見交換会 

１/１９ （木） 
第３０４回はりまCT研究会 

第１５７回東播支部勉強会 

１/２０ （金）  

１/２１ （土） 第６回兵庫医用画像情報システム研究会 

１/２２ （日）  

１/２３ （月）  

１/２４ （火）  

１/２５ （水）  

１/２６ （木）  

１/２７ （金） 第１１１回こうべ胃検診の会 

１/２８ （土） 神戸MRの会 

１/２９ （日）  

１/３０ （月）  

１/３１ （火）  

２/１ （水） 臨床画像研究会-若葉会-第１０２回定例会 

２/２ （木）  

２/３ （金）  

２/４ （土） 業務拡大に伴う統一講習会（三田市民病院） 

２/５ （日） 業務拡大に伴う統一講習会（三田市民病院） 

２/６ （月）  

２/７ （火）  

２/８ （水）  

２/９ （木）  

２/１０ （金） 第２回神戸東支部新春交流会 

２/１１ （土）  

２/１２ （日） 磁気共鳴（MR）専門技術者認定試験直前対策 

２/１３ （月）  

２/１４ （火）  

２/１５ （水）  

２/１６ （木） 第１２４回いちょう会（斎暢会） 

２/１７ （金） 第９回神戸西支部研修会 

２/１８ （土） 第１４回近畿救急撮影セミナー 

２/１９ （日）  

２/２０ （月）  

２/２１ （火）  

２/２２ （水）  

２/２３ （木）  

２/２４ （金）  

２/２５ （土）  

２/２６ （日）  

２/２７ （月）  

２/２８ （火）  



                              兵放技ニュース           平成２９年１月１日発行 

14 

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。  

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 

庶 務 報 告 

《新入会員》 

金子 美幸  ＜神戸東支部＞  甲南病院  鈴鹿医療科学技術大学 

池永 匡博  ＜ 阪神支部 ＞  西宮渡辺心臓・血管センター 京都医療科学大学 

中野 伸哉  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫医科大学病院   大阪大学 

藤井 洋三  ＜ 西播支部 ＞  順心淡路病院   大阪物療専門学校 

桐木 雅人  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫医科大学病院   岐阜医療科学大学 

《転入会員》 

浅田 祐哉  ＜神戸西支部＞   高橋病院 ← 長崎県より  

高井 彩    ＜ 淡路支部 ＞   聖隷淡路病院 ← 静岡県より  

《転出会員》  

川光 秀昭  ＜神戸東支部＞   神戸大学医学部附属病院 → 島根県へ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


