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－会告－ 

第１０７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１０７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３月１３日までに必着するようにご提出下さい。 

記 

日 時： 平成２９年３月１９日（日） １３：３０～１５：００ 

場 所： 神戸市勤労会館 ３０８号室 神戸市中央区雲井通５丁目１－２ 

 

 

～総会後研修会のお知らせ～ 
 

日 時： 平成２９年３月１９日（日）１５：００～ 

 

「標準スキルモラルクラウドシステムについて」 

〜全国国立病院放射線技師会監修〜 

 

株式会社ベネスト  ビジネスアドミングループ  

   益田 敏治 様 
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原子力災害やテロを含む放射線災害発生時に迅速か

つ適確な対応が図れるように、被災者に対するサーベイ

メータを用いた汚染のスクリーニングを中心とした訓練講

習会を開催します。皆様多数ご参加御願いします。  

日 時： 平成２９年３月１２日（日）１３：００～１７：００  

場 所： 三田市消防本部 ３階 大会議室 

〒６６９-１５４３ 兵庫県三田市下深田３９６番地  

ＴＥＬ ０７９-５６４-０１１９（代表）  

駐車場： 無料（台数に限りがあります） 

交通機関： バス停・松山堤（運行が少ないため、三田駅

からタクシーがおすすめ、約９００円） 

参加費： 無料（医療関係者 消防関係者 学生）  

１・講 演  

「原子力災害における現状と対策」 

  「放射線と人体への影響について」 

「GMサーベイメータの取り扱いと数値の見方・セグメント法」  

「兵庫県災害対策局と兵庫県放射線技師会における 

緊急時連絡訓練」 

２・訓 練  

「原子力災害時の広域避難について」 

「福島県原発事故の実際・除染について」 

  「タイベックスーツの着方」 

「被災者へのモニタリング模擬訓練」デモンストレーション 

 「除染について」 

「GMサーベイを使用した参加者モニタリング訓練」  

    ※ ＧＭサーベイメータ 数台使用して測定実習をします。  

参加希望者は、修了書も発行しますので、兵庫県放射線

技師会ホームページからの登録お願いします。定員に到

達次第受付終了いたします。http://www.hyogo-rt.org/ 

インターネット環境がない場合は、①氏名、②所属、③連

絡先電話番号、“災害訓練参加希望”と書いて、FAX：

078-351-2309に送信お願いします。 

※JARTカウント付与研修会 

問い合わせ： 兵庫県放射線技師会 事務所 

ＴＥＬ ０７８-３５１-５１７２ 

明舞中央病院 放射線科 半蔀 英敏 

                ＭＡＩＬ： h.hide@kobe.zaq.jp 

 共催： 関西広域連合       

（公社）兵庫県放射線技師会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

日 時： 平成２９年３月２５日（土）１４：００～１７：３０（予定） 

場 所： 神戸大学医学部附属病院  

第一病棟２階 共通カンファレンスルーム 

募集人数： ３０人（定員になりましたら 〆切します） 

参加費： ５００円 会員以外 ３，０００円 

【研修会 内容】 

  放射線測定器の基礎と特性を理解し、患者被ばく線量

の測定ができることを目的とした講習会を開催します。 

第９回 原子力災害や放射線災害に関する 

緊急被ばく医療の初期対応研修会 

 
 

第８回放射線安全管理測定研修会のご案内 
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法改正や最近の被ばく低減での DRL、実習では測定方法

を基礎から学び、病院での診療放射線技師の役割でもあ

る、被ばく低減を目的としています。 

＜ 講 習 ＞  

『CTDI測定に必要な線量計とは？』  

～線量計の取扱い注意点、校正について、 

最新の線量計の紹介～  

東洋メディック株式会社 大阪支店営業部 磯浜 隆宏 先生 

『CT検査の被ばく低減を目的とした画質担保の考え方』  

～小児被ばくを中心に～  

              神戸労災病院 大鳥 武志 先生

『CT撮影領域の被ばく線量測定と評価』  

～Dose Reportの有効活用～ 

甲南病院 井本 正彦 先生

＜ 実 習 ＞ 装置を使用して実習します 

（１班１５名２班に分かれて行う予定） 

A班： CT室にて実習「CTDIｗの測定実習」 

B班： 『Catphanファントムを使用した画像解析』 

～定量的評価が一瞬に～ 

（入れ替わり実習といたします。 

実習終了後、解説いたします。） 

甲南病院 井本 正彦 先生 

東洋メディック株式会社 大阪支店営業部  

磯浜 隆宏 先生 

日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構３単位、 JART カウント付

与研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望者は、兵庫県放射線技師会ホームページにて申込

んでください。  http://www.hyogo-rt.org/ 

インターネット環境がない場合は、①氏名、②所属、③連

絡先電話番号、“安全管理測定参加希望”と書いて、FAX：

０７８-３５１-２３０９に送信お願いします。 

問い合わせ： 兵庫県放射線技師会 事務所 

ＴＥＬ ０７８-３５１-５１７２ 

明舞中央病院 放射線科 半蔀 英敏 

               ＭＡＩＬ： h.hide@kobe.zaq.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）。 

 

 

３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/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 
 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
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２月５日（日）滋賀県 ピアザ淡海で行われました第２８回

近畿地域放射線技師会囲碁大会は、1回戦は滋賀県との

対戦で勝利を収め、昼食をはさんで大阪府と京都府に善

戦空しましたが敗戦となりました。最後の奈良県には勝利

し２勝２敗の４位という結果となりました。次回は兵庫県が

担当しますので囲碁を始めてみたいという会員の方にも親

切に指導していきますので、皆様の参加をお待ちしていま

す。 

（毎月第２土曜日１３時～ 技師会事務所にて開催） 

大会結果  

優勝：和歌山県  準優勝：京都府  ３位：大阪府  

４位：兵庫県     ５位 ：滋賀県  ６位：奈良県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１回臨床学術講演会を下記日程で開催します。 

今回は肝臓をテーマに企画しています。 

皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。 

日 時： 平成２９年３月４日（土）１４：００～１６：５０ 

場 所： TKP三宮ビジネスセンター ３階   

神戸市中央区琴ノ緒町５-４-８ 

参加費： 会員５００円  非会員２，０００円 

講師 「肝臓CT・MRI検査の基本から最新知見まで」 

    神戸大学医学部附属病院医療技術部放射線部門 

島田 隆史先生 

「肝癌治療の進歩」  

明和病院 外科部長 生田 真一先生 

「新しいステージに入ったがん対策と肺がんの病期診断」 

      兵庫県立がんセンター 院長 足立 秀治先生 

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 

 

 

 

 

 

平成２８年度但馬支部総会・研修会を下記日程にて開催

します。ご多忙中とは存じますが、多数参加いただきます

ようお願いします。 

内 容： 

①研修会 

「胸部Ｘ線画像における最新画像処理 

 ClearRead シリーズの紹介」 

講師： 日浦 雅敏氏（PSP） 

                 大平 直隆氏（東陽テクニカ） 

②平成２８年度但馬支部総会 

事業報告及び会計報告他 

日 時： 平成２９年３月９日（木） 

受付１８：１０ 開会１８：４０ 

場 所： 公立豊岡病院 互助会館２階大会議室 

厚生委員会 
近畿地域放射線技師会 囲碁大会報告 

 
 

但馬支部 

平成２８年度但馬支部総会のお知らせ 
 

学術委員会 

第１１回臨床学術講演会のご案内 
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会 費： 会員無料 非会員５００円 

問い合わせ先： 公立豊岡病院 辻北則保まで 

 

 

 

 

会員の皆様方に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回兵庫県放射線技師会 西播支部

学術講演会を開催いたします。 

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２９年３月１１日（土）１３：３０～１８：３０ 

場 所： 姫路商工会議所 本館６Ｆ ６０５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 

☆情報提供 『 放射線医薬品 塩化ラジウム（R-２２３）

の有用性・安全性について 』 

バイエル薬品株式会社  

腫瘍・血液領域事業部 佐川 恭一 氏  

☆講演Ⅰ 『 CT画像を診る！Vol.１１  

～ 画像解析とコラボする ! ! ～ 』 

       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 『 東芝CT装置が拓く新しい世界 』                             

      東芝メディカルシステムズ株式会社  

関西支社 CT担当 松井 大輔 氏 

☆講演Ⅲ 『 粒子線治療の現状とこれから 』 

ひょうご粒子線メディカルサポート 清水 勝一 技師 

☆講演Ⅳ 『 東芝アンギオグラフィシステム 

                   新 Concept Rite Edition 』  

東芝メディカルシステムズ株式会社  

関西支社 アンギオ担当 稲澤 宏之 氏

☆特別講演 

『災害医療と診療放射線技師 

         ～災害に対応するための武器を考える～』 

福島県立医科大学病院 放射線部 田代 雅実 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 

肺がんＣＴ検診認定機構 ５ポイント 

※学術講演会終了後、総会を行います。 

問合せ： 兵庫県立姫路循環器病センター 前田 啓明 

ＴＥＬ ０７９-２９３-３１３１ 

 

 

 

 

日 時： 平成２９年３月１４日（火）１９：００～２０：３０ 

会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 講習室 

TEL ０７８-５７６-０９８１ （JR兵庫駅山側） 

テーマ： 「大腸CTにおける取り組みについて」 

～今までの経験を踏まえて～ 

１．神戸市立医療センター西市民病院 

放射線技術部主査 耕田 隆志 氏 

２．こやまクリニック 

画像技術科科長 田上 修二 氏 

参加費： 無料 （会員・会員以外） 

（研修会終了後、情報交換会を開催します。） 

お問い合せ： 神戸市立医療センター西市民病院 

            ＴＥＬ ０７８-５７９-１９２８  

                   放射線技術部 東 雅章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２９年３月１５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： 「整形外科医は単純Ｘ線画像の 

どんなところをみているのか！」 

兵庫県立淡路医療センター 整形外科医長  

藤田寛則 先生  

西播支部 

第５２回西播支部学術講演会・総会のご案内 

 
 

淡路支部 

第１７回淡路支部学術勉強会のお知らせ 
 

神戸東・西支部合同研修会 
第９回「Ｒテクノロジーミーティング」のお知らせ 
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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） 

 

 

 

 

 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『東播支部定期総会＆第１５８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２９年３月２３日（木）１９：００～２１：００ 

 （１８：３０受付） 

場 所： 兵庫県立がんセンター ２階大会議室 

           明石市北王子町１３-７０ 

内容 

１． 定期総会 

２． ＣＴ造影検査のいろは ～知っておいて欲しいこと～ 

           明舞中央病院 放射線科 羽田 安孝 

参加費： 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： 県立加古川医療センター検査・放射線部  

梅宮 清  TEL ０７９-４９７-７０００（代） 
 

 

 

 

 

春分のみぎり、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。 

平成２８年度第４回阪神支部学術勉強会を下記の通り開

催いたします。 

お誘い合わせの上、ご参加くださいます様、お願いいたし

ます。 

平成２８年度 阪神支部総会 

日 時： 平成２９年３月２３日(木)１９：００～１９：１５ 

場 所： 西宮市民会館アミティホ－ル３F中会議室３０１ 

（阪神西宮駅東出口より徒歩約１分 北東へ１００m） 

      〒６６２-０９１８ 西宮市六湛寺町１０番１１号 

             TEL ０７９８-３３-３１１１ 

          http://amity.nishi.or.jp/amity/access.html 

第４回阪神支部学術勉強会 

日 時： 平成２９年３月２３日(木)１９：１５～２１：１５ 

場 所： 西宮市民会館アミティホ－ル３F中会議室３０１ 

会 費： 診療放射線技師（会員）、診療放射線技師以外

の方 ５００円 

診療放射線技師（非会員） １，０００円 

プログラム：  

１．支部長挨拶      兵庫医科大学病院 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 安田 祐二 

３．発表 座長 県立尼崎総合医療センター 寳谷 俊洋 

１）演題 「救命救急センターCT 室における頭部 CTA

検査の紹介 ～血清カリウム値低下と脳出血の

関係～」   尼崎総合医療センター 筏 由佳 

２）演題 「DBS植え込み患者のMRI検査について」 

             尼崎総合医療センター 吉岡 雄太 

４．特別講演 座長 尼崎総合医療センター 水口 健二郎 

演題 「血管造影で使用する塞栓物質」 

尼崎総合医療センター 放射線部長 木村 弘之 

問い合わせ先： 兵庫県立尼崎総合医療センター  

検査・放射線部 吉岡 雄太（内線１３１０）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 阪神支部総会 

第４回阪神支部学術勉強会のお知らせ 
 

東播支部 
定期総会・第１５８回東播支部勉強会のお知らせ 

 
 



                              兵放技ニュース           平成 29年 3 月１日発行 

7 

 

 

 

 

寒波の襲来が続き、冷え込みの強い日々がみられました

が、ようやく花の便りもきかれる季節となってまいりました。

暖かな春が待ち遠しいですね。前回の定例会では、今年

のシリーズ企画「続・脳細胞増殖講座解説」を行いました。

皆様ご周知の通り、現在、当研究会より日本診療放射線

技師会会誌へ誌上講座を連載させていただいております。

その中で誌面上の都合で掲載出来なかったものや、もう

少し理解を深めてゆきたいところなど、更に詳しく勉強して

ゆく内容としております。第１弾は前半に「脳の基準断面・

解剖」で主にMRにおける冠状断面の撮像方法、解剖、疾

患について進めました。臨床では基準面を正確に撮像し

ていたもののその根拠とは?。またこれが有用な疾患もみ

てゆきました。症例も含め、撮像断面の多々ある意義を確

認することが出来ましたね。後半は「脳溝・基底核」で画像

のみかた、順序を勉強しました。多くの症例を提示してい

ただき、存在する病変の部位と身体的症状を照らし、鑑別

疾患までを分かり易い説明で多くを理解することが出来ま

したね。典型例はもう落とさない!!ですね。さて、３月の定

例会は下記の通り。先月は技師会会誌をご持参いただい

た参加者の方もおられました。本当にとっても嬉しく思い、

世話人一同力を振り絞って執筆中です。ご意見なども伺

いたく、多数のご参加を心よりお待ちしております。 

（田上修二） 

日 時： 平成２９年３月８日（水）１９：００～２１：００ 

題 目：  

seri．「続・脳細胞増殖講座解説」 

    １． 高血圧性脳出血  

松原メイフラワー病院 放射線科 田上 浩 

    ２． 共同偏視～目の症状  神鋼記念病院  

放射線センター 放射線治療室 三好 進 

seri．「ここがポイント」 お題ははがきでお知らせします!! 

    １． 神戸マリナーズ厚生会病院 放射線科 山本 卓典 

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   

 

 

 

 

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、今回はピロリ菌感染の指標となる萎

縮の判定を胃Ｘ線検査において、いかに、行うかご紹介し

ます。検診撮影を中心に臨床の場において、数多くの判

定を試みている経験豊富な講師が担当します。“読影の

いろは”前回より大腸も取り上げています。昨今、広く普及

してきた『大腸ＣＴ検査』。担当している方も徐々に増加し

ている事と思います。撮影テクニックは比較的簡便かと思

われます。一方、読影となると注腸検査を経験せずに取り

組んでいる経験の浅い技師もおられることと思います。読

影医不足も問題となっているようですが、読影の補助の一

環として共に学んで行きましょう。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３月１１日（第２土曜日） 

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』－ 胃と腸（症例を題材に）－ 

  講師：合志病院  中川 好久 

講座Ⅱ『胃Ｘ線検査による萎縮の判定』 

                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。 

HP： http://www.osaka-ichokai.com 

MAIL: info@osaka-ichokai.co  

第２８９回神戸頭部研究会のお知らせ 

 

第１２７回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 
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テーマ： 乳がんをみつけるために 

日 時： 平成２９年３月１６日（木）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 

現在、年間６万人以上が乳がんと診断され、女性の罹

患率トップのがんとなりました。メディアでもよく取り上げら

れたことで関心も高まり、以前に比べると乳がんに対する

意識は変化しているように思います。乳がん診療における

検診、精査、術前検査と様々なステージでのアプローチと

して、マンモグラフィ・超音波検査・MRI検査があります。今

回の研究会で、それぞれの特徴や撮影テクニック、読影

などを学び、乳がんの早期発見につなげていきましょう！ 

内容・講師 

「マンモグラフィでわかること～写真を見てみよう～」 

大久保病院 川嶋 咲由 技師

「乳腺エコーStep up」            

             明舞中央病院 岡田 陽子 技師

「乳腺MRI～撮像から読影まで～」 

加古川医療センター 池田 敦子 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 

 

 

 

 

 

今回は、公益財団法人兵庫県予防医学協会が当番と

なり、戸田中央総合病院病院長 東京医科大学兼任教授

の原田容治先生による講演を予定しております。講演後

の質疑応答や会員以外の参加等、交流を深めたいと思っ

ておりますので、皆様奮ってご参加頂きますようよろしくお

願いします。 

 

内 容： HP 感染並びに除菌後の背景粘膜を考慮した胃

X線診断の臨床的有用性 

―当地域での内視鏡による対策型胃がん検診

の現状をふまえて―    

日 時： 平成２９年３月１７日（金）１６：３０～ 

場 所： 兵庫県予防医学協会 健診センター 

                      ５F多目的ホール 

参加費用： 無料 

申込不要 当日、直接会場へお越しください 

問い合わせ先： 

公益財団法人 兵庫県予防医学協会健診センター 

健診運営部放射線科 光田・益田  

TEL ０７８-８５５-２７０２ 

 

 

 

 

 本会集検（胃）委員会では胃がん検診の新たな精度管

理体制のため、日本消化器がん検診学会認定医及び認

定放射線技師の取得を目指しています。 

 そこで、医師及び放射線技師の認定資格試験に備えて、

読影の勉強会を下記のとおり開催いたします。 

 ご多忙中まことに恐縮ですが、多数の方々にご参加いた

だきますようご案内申し上げます。 

日 時： 平成２９年３月２３日（木）１９：３０～ 

場 所： 姫路市医師会館 ５階 大ホール 

平成２８年度第２回胃部Ｘ線読影勉強会 

開催のご案内 
 

胃がん検診撮影技術講習会 

「兵庫県主催研修会」 

 
 

第３０５回はりまＣＴ研究会のご案内 
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        姫路市西今宿三丁目７番２１号 

                    TEL ０７９-２９５-３３３３ 

内 容： 胃部Ｘ線読影勉強会 

主 催： 一般社団法人 姫路市医師会 集検（胃）委員会 

日本消化器がん検診学会認定の胃がん検診専門技師更

新単位２単位を取得することができます。 

参加費： 無料 

 

 

 

 

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５３回 R１７５RI 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２９年３月２３日（木）１８：３０～ 

場 所： 西神戸医療センター  

地域医療ホール １０１・１０２会議室 

      神戸市西区糀台５-７-１  

（西神戸医療センター東隣の建物です） 

会 費： ５００円 （軽食あり） 

内 容 

【 話題提供 】 

「 ダットスキャン解析ソフトウェア DaTviewのご紹介 

～新機能を中心に～ 」 

日本メジフィジックス株式会社  土屋 達麻 氏 

【 施設発表 】 

「当院におけるダットスキャンの臨床症例」 

国立病院機構 兵庫中央病院 放射線科 細野 吉太郎 先生

【 特別講演 】 

「認知症・変性疾患の診断と治療～SPECTの使い方～ 」 

市立加西病院 神経内科 部長 横田 一郎 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） 

 

 

 

 

 

 

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７７回は、「PartⅠ MRIの基本概念」 

第３版 第１３章 データ空間 

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３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 

             ＴＥＬ ０７８-９２７-２７２７（代表） 

放射線科 鳥居 

 

 

 

 

早春の候、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、『CoCIT２０１７ 春』を下

記の予定で開催する運びとなりました。 

ディスカッションは、神戸赤十字病院 循環器内科副部

長 五十嵐宣明先生に「日常臨床の PCI を振り返る」をテ

ーマで PCI テクニックと貴重な症例報告を講演して頂きま

す。また、レクチャーでは、日本光電関西（株）の中村勝

暁さんに「ペースメーカの適応疾患とモードそして MRI 撮

像モード」を詳しく解説してもらいます。皆様の参加をお待

ち申し上げます。 

日 時： 平成２９年３月２５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 

第５３回 R１７５ RI技術談話会 開催のご案内 

第７７回「MRIの基本」読書会のご案内 

ＣoＣＩＴ２０１７ 春 
（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 
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（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 

◆ディスカッション １４：００～１５：００   

・テーマ 「日常臨床の PCIを振り返る」 

   講師 神戸赤十字病院／兵庫県災害医療センター  

循環器内科副部長 五十嵐 宣明 先生 

◆パフォーマンス １５：１０～１６：００  

・テーマ 「NIRS-IVUSについて」 

講師 飯塚 崇文（兵庫医科大学病院：RT） 

・テーマ「散乱線防護 IVRテーブル（SPRIT）の開発 

とその効果」 

講師 北野 一良（県立姫路循環器病センター：RT） 

◆レクチャー １６：１０～１７：００ 

  ・テーマ 「ペースメーカの適応疾患とモードそして 

MRI撮像モード」 

   講師 日本光電関西（株）フェニックスアカデミー  

中村 勝暁氏 

・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）  
 

 

 

 

日 時： 平成２９年３月２８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) 

３月の神戸 MR の会定例会は「前立腺、陰嚢」をテーマに

取り上げます。 

第一部は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。 

＊５月定例会は安全管理を予定しています。 

１． 前立腺・陰嚢の解剖 

           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   平山 春樹 

神戸大学医学部附属病院 曽宮 雄一郎

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 

神戸MRの会のお知らせ 

会費納入状況 （平成２９年２月１０日現在） 
会 員 数 ： １，３０９名 

会費納入率 ： ８９．７６％ 

会費未納者数 ： １３４名 
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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 

 

○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 

○伊川谷病院 

所在地 神戸市西区池上２丁目４-２ 

求人内容  正規職員 

○兵庫県立こども病院 

所在地 神戸市中央区港島南町１丁目６-７ 

求人内容  嘱託職員・日々雇用職員 

○兵庫県立尼崎総合医療センター 

所在地 尼崎市東難波町２丁目１７-７７ 

求人内容  嘱託職員 

○北播磨総合医療センター 

所在地 小野市市場町９２６-２５０ 

求人内容  パート職員 

○堀整形外科 

所在地 たつの市神岡町上横内３７９-３ 

求人内容  正規職員 

○船員保険大阪健康管理センター 

所在地 大阪市港区築港１丁目８-２２ 

求人内容  正規職員 

○東神戸病院 

所在地 神戸市東灘区住吉本町１丁目２４-１３ 

求人内容  正規職員 

○小原病院 

所在地 神戸市兵庫区荒田町１丁目９−１９ 

求人内容  正規職員 

 

 

 

 

 

 

 

 < ３月スケジュール >

３/１ （水）  

３/２ （木）  

３/３ （金）  

３/４ （土） 第１１回臨床学術講演会 

３/５ （日）  

３/６ （月）  

３/７ （火）  

３/８ （水） 第２８９回神戸頭部研究会 

３/９ （木） 但馬支部総会・研修会 

３/１０ （金）  

３/１１ （土） 
第５２回西播支部学術講演会・総会 

第１２７回大阪胃腸会（銀杏会） 

３/１２ （日） 
第９回原子力災害や放射線災害に関する緊

急被ばく医療の初期対応研修会 

３/１３ （月）  

３/１４ （火） 
神戸東・西支部合同研修会 

第９回「Ｒテクノロジーミーティング」 

３/１５ （水） 第１７回淡路支部学術勉強会 

３/１６ （木） 第３０５回はりまＣＴ研究会 

３/１７ （金） 胃がん検診撮影技術講習会 

３/１８ （土）  

３/１９ （日） 第１０７回通常総会 

３/２０ （月）  

３/２１ （火）  

３/２２ （水）  

３/２３ （木） 

東播支部定期総会・第１５８回東播支部勉強会 

阪神支部総会・第４回阪神支部学術勉強会 

平成２８年度第２回胃部Ｘ線読影勉強会 

第５３回R１７５RI技術談話会 

第７７回「MRIの基本」読書会 

３/２４ （金）  

３/２５ （土） 
第８回放射線安全管理測定研修会 

CoCIT2017 春 

３/２６ （日）  

３/２７ （月）  

３/２８ （火） 神戸MRの会 

３/２９ （水）  

３/３０ （木）  

３/３１ （金）  
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