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－告示－
平成２９・３０年度 （公社）兵庫県放射線技師会 役員選挙のお知らせ

（公社）兵庫県放射線技師会 平成２９・３０年度役員選挙
選挙管理委員会 委員長
時 克志
役員選挙規程に基づき、平成２９・３０年度の役員候補の受付を下記のとおり行います。
１． 候補者
役員の候補者は、次のとおりとする（第１０条）。
（１） 立候補者
（２） 会員１０名以上の推薦する候補者
２． 届出
役員に立候補しようとする者、また推薦者は、委員会の定める期日までに書面をもって次の事項を届け出な
ければならない（第１１条）。
（１） 候補者の氏名
（２） 候補者の生年月日
（３） 会務歴
（４） 推薦者の氏名
（５） 被推薦者の同意書
（６） その他の必要事項
３． 開票日
平成２９年６月１７日（土曜日）
４． 届出締切
平成２９年５月１２日（金曜日）（必着）
５． 届出先
公益社団法人兵庫県放射線技師会 選挙管理委員会
〒６５０-００２２ 神戸市中央区元町通５丁目２番３-１０１１
※ 選挙結果は平成２９年６月１８日（日曜日） 第１０８回通常総会にて発表致します。
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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
組織委員会
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 を お 送り し ま す 。 こ れ を 用い て 、
フレッシャーズセミナーのご案内
「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
本年度も、日本診療放射線技師会との共催で 『診療
ＯＲＤは自由に変更できます）。
放射線技師のためのフレッシャーズセミナー』を開催いた
します。
日 時： 平成２９年６月１０日 (土）１３：３０～１８：３０
内 容： １． エチケット・マナー講座 ３０分
5 月パスワード
２． 医療安全講座 ６０分
「送付シャウカステン記載」
３． 感染対策講座 ６０分
兵庫県放射線技師会 HP
４． 理解できる気管支解剖講座 １２０分
http://www.hyogo-rt.org/
５． その他
場 所： 宮野医療器株式会社 大倉山別館 ６階ホール
神戸市中央区楠町２丁目３-１
神戸市営地下鉄大倉山駅すぐ
広報委員会
受講料： 無料
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
お申込： 兵庫県放射線技師会ホームページより案内
問合せ： 神戸市立医療センター中央市民病院
兵庫県放射線技師会会誌（HART）に掲載する新入会員
放射線技術部 岡田雄基
紹介「技師会に輝く新星」に掲載する原稿を募集中です。
TEL ０７８-３０２-４３２１
氏名・生年月日・出身校・所属支部・勤務先・抱負・趣味と
ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com
写真を下記アドレスまで送信して下さい。
MAIL： hyogoradiotech@gmail.com

第２７回 技師のひろば
～ 東西会 ～ （ご案内）
皆様のお蔭で、東西会は 第２７回を迎えることができま
した。御礼申し上げます。
今回は、第一講演と致しまして、診療放射線技ならでは
の視点で学べる ICLS。
さらに第二講演となります特別講演では、高齢者の転
倒による見落としてはいけない骨盤骨折についての研修
会です。
高齢者の転倒では、比較的に低エネルギー外傷にも関
わらず、あたかも高エネルギー外傷のごとく見落としては
いけない危険な骨折が潜んでおります。その微細な変化
の存在を示すサインをこの度の研修会で学んでいただけ
たらと思います。
そこでこのたびは、NTRT の地区世話人であり、JART の

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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骨関節撮影分科会の副会長であります今治第一病院（愛
媛県）の飯田譲次先生に御教授いただきます。
神戸西支部
皆様、お誘い合わせの上ご参加下さいませ。
第 113 回こうべ胃検診の会
（神戸西支部 支部長 高井 夏樹）
いつの間にか日中は汗ばむような季節となってまいりま
内 容： 救急撮影
した。今年のゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょう
〈情報提供〉
か？旅行やスポーツ、個人的に潮干狩りや BBQ などする
『ヨード造影剤イオメロンについて』
にはよい季節だと思います。さて、内容は 180 度かわりま
エーザイ株式会社 鈴木 亮
すが、こうべ胃検診の会の開催をお知らせいたします。ど
〈〈 第一講演 〉〉
うぞ、皆様のご参加をお待ちしております。
（座長） 川崎病院 伊藤 寿之
年間プログラムに少し変更がありましたので、以下にお知
（題目） 『ICLS コースで磨きをかける急変対応』
らせいたします。
（講師） 市立大洲病院 放射線室 大下 友昭 先生
①胃部Ｘ線撮影について（胃下部・中部 撮影）
〈〈 特別講演 〉〉
②胃部Ｘ線撮影について（胃上部 撮影）
（座長） 川崎病院 伊藤 寿之
③胃部Ｘ線読影について（陥凹性病変）
（題目） 『骨盤骨折を見抜く
④胃部Ｘ線読影について（隆起性病変）
…その時に要するリーダーの能力とは』
⑤食道 X 線撮影・読影、術後胃について
（講師） 今治第一病院 放射線部 飯田 譲次 先生
⑥胃部Ｘ線撮影の危機管理（偶発事故・副作用など）、除
日 時： 平成２９年５月１９日（金）
菌後の胃粘膜について
受付開始 １８：３０～
※①～⑥を各２回ずつ開催いたします。だだし、内容の変
講演開催 １８：５０～２０：３０
更はあります。
会 場： エーザイ（株）神戸支店
日 時： 平成２９年５月１９日（金）１８：００～
ハーバーランドダイヤニッセイビル １７階
場 所： 公益財団法人 兵庫県健康財団（荒田町）３階
神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号
特別会議室
ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０
内 容： ②胃部Ｘ線撮影について（胃上部 撮影）と
講演への参加費：
症例検討
会員 ５００円
非会員 １，０００円
参加費： 会員無料・非会員１００円
学生 無料（要学生証）
他職種 ５００円
問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾
お問い合わせ先：
放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０
・住吉川病院 （ＴＥＬ ０７８-４５２-７１１１）
神戸東支部 支部長 岸本 勝見
・三菱神戸病院 （ＴＥＬ ０７８-６７２-２６１０）
神戸西支部 支部長 高井 夏樹

淡路支部
第１７回淡路支部学術勉強会・総会のお知らせ
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６月３日（土）１５：００～１７：３０
場 所： 兵庫県立淡路医療センター ２階 中会議室
内 容：
・勉強会（１５：００～１６：４５）
Ⅰ学術発表
『Ｘ線骨盤計測法について』
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兵庫県立淡路医療センター 森下 翔矢
（受付 １８：３０～）
『超音波検査の実際』
高田医院 熊田 智明
会 場： エーザイ（株）神戸支店
Ⅱ特別講演
ハーバーランドダイヤニッセイビル ７階
東芝メディカルシステムズ株式会社の超音波装置の
（クリニックモール内 会議室）
最新情報を講演していただきます。
神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号
・総会（１７：００～１７：３０）
ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０
※総会終了後、意見交換会を予定しています。
参加費： 会員 ５００円
非会員１，０００円
問合せ先：兵庫県立淡路医療センター 放射線部 金山
学生 無料（要学生証） 他職種５００円
TEL ０７９９-２２-１２００（内線３８２）
お問い合わせ： 三菱神戸病院（０７８-６７２-２６１０）
神戸西支部 支部長 高井 夏樹

神戸西支部 総会
第１０回 「神戸西支部 研修会」
神戸西支部の総会と研修会のご案内です。
総会後に行われます今回の研修会は、“股関節単純 X 線
撮影”をテーマにした内容です。
講演１では、股関節単純 X 線の撮影方法と画像解剖、
さらに各撮影体位の差による画像の見え方の違いや注意
点、ポジショニングの大切さについてお話し頂きます。
講演２では、高齢者に多発する股関節の低エネルギー
損傷である頚部骨折や転子部骨折に対し、整形外科医に
求められる最適な画像とは何かについてお話し頂きます。
このたびの研修で股関節の撮影技術と治療を見据えた
読影力を習得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ませ。
内 容：
≪情報提供≫１８：５５～
『ヨード造影剤イオメロンについて』
エーザイ株式会社 鈴木 亮
≪総会≫１９：０５～
H２７年度の活動報告と H２８年度の行事予定
≪研修会≫１９：１０～
（座長）神戸リハビリテーション病院 橋本 克己
（（テーマ）） 一般撮影（股関節）
[講演 1] （題目）「股関節単純 X 線撮影
～各撮影体位と画像解剖～」
（講師）神戸リハビリテーション病院 松尾 佳展 先生
[講演 2] （題目）「股関節単純 X 線撮影
～低エネルギー損傷を考える～」
（講師）川崎病院 伊藤 寿之 先生
日 時： 平成２９年６月１６日（金）１８：５５～２０：４０

第２９１回神戸頭部研究会のお知らせ
さわやかな季節を迎え、気持ちの良い時期となりましたね。
どこかへぶらっと出掛けたくなる気分もいっぱいで!! 前回
の定例会では、まず前半に大好評の!! 現在投稿中の技師
会誌上講座「解説」として非高血圧性脳出血を行いました。
最初に基本となる、発症の原因から臨床・画像所見をおさ
え、数ある疾患の中から脳動静脈奇形と硬膜動静脈瘻、
脳静脈血栓症を、実際の症例を元にお話しいただきまし
た。それぞれの症状・症候には特徴を有すること、画像所
見にはいくつかのポイントを学ぶことが出来ました。多くの
図譜と画像の中には術中所見も含まれ、疾患の一連を理
解することが出来ましたね。まさに誌上講座を更に極めた
内容で進めてゆきました。また後半は seri.「ここがポイント」
で頸椎症性脊髄症を行いました。頭部研究会の「ここが」
は脊髄にも注目!! ここも中枢神経系。着目すべきポイント
も簡潔に述べられ、特に撮像法には意見が飛び交いまし
たね。「頸髄損傷も視野に入れて」とセラピストからの声も
我々技師の心に大きく響きました。さて、今月の定例会は
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下記の要項で進めてまいります。誌上講座でお伝え出来
講師：恵生会病院 芳野 克洋
なかった内容もそこそこありまして…。楽しく勉強が出来る
症例検討会
研究会です!! 新人技師さんも、どうぞお気軽にお越し下さ
許諾頂いた馬場塾症例を使用し、X 線、内視鏡、切除
いませ。
（田上 修二）
標本、切除後病理組織写真それぞれの対比など、非
日 時： 平成２９年５月１０日(水)１９：００～２１：００
常に充実した内容となっております。
題 目： seri．「続・脳細胞増殖講座解説」
お問い合わせ：合志病院 放射線科内 担当 中川 好久
１．脳梗塞
ＴＥＬ ０６-６４８８-１６２９ (放射線科直通)
三菱神戸病院 画像技術科 沖本 一輝
＊お電話での、お問い合わせは１６：００～１７：００にお願
Seri．「ここがポイント」
い致します。
吉田病院 放射線科 森 勇樹
H P： http://www.osaka-ichokai.com
他、もう一題を予定です。詳細は案内はがきに
ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.co
てお知らせいたします。
会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室
第３０６回はりまＣＴ研究会のご案内
(JR 兵庫駅北) ＴＥＬ ０７８-５７６-０９８１
会 費： 会員・会員以外５００円
テーマ： Focusing on Women’s Healthcare
連絡先： 吉田病院放射線科 森 勇樹
日 時： 平成２９年５月１８日（木）１９：００～
ＴＥＬ ０７８-５７６-２７７３
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
第１２９回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内
今、女性の健康の維持・増進は現代社会に求められる重
要な課題で、各方面で Women’s Healthcare の特集も組
まれるほどです。婦人科疾患に対して適切な検査を行う
新緑と肌に触れる風も心地よい季節となりました。さて、
ためには、個々の疾患についての撮影法や読影技術だけ
前回はＮＰＯ日本消化器がん検診精度管理評価機構が
でなく、女性に特有の解剖や生理学的特徴を理解するこ
構築致しました基準撮影法の再確認、新たな知見を交え
ご紹介しました。今回は胃Ｘ線検査の基本的事がらを学び、 とは必須です。基礎力をしっかり持つことで、婦人科特有
の疾患に対してワンステップ上の検査になるよう役立てて
撮影は経験豊富な講師による検診現場における病変を拾
いきましょう。
い上げるポイントなど、動画も交え学びたいと思います。ど
内容・講師
うぞ、皆様のご参加お待ちしております。
「婦人科疾患における CT の役割」
代表世話人 ＮＰＯ精管構基準撮影法指導講師
明舞中央病院 筧 翔 技師
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
「当院における婦人科領域の
MRI 撮像」
日 時： 平成２９年５月１３日（第２土曜日）
明石市民病院 平山 春樹 技師
１４：３０～１７：３０
中村 規 技師
場 所： 健保連大阪中央病院 １３階 大会議室
「婦人科疾患での
MRI
の診方～読影を中心に～」
ＪＲ大阪駅から神戸方面へ歩いて７分ほどです。
明石医療センター 佃 将行 技師
＊なお、駐車場は確保しておりませんので、公共の交通
日本救急撮影技師認定機構
認定研究会
機関をご利用ください。
日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構 １単位
参加費： １，０００円
皆さん、お誘いあわせの上ご参加ください (*^^)v
内 容：
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
講座Ⅰ『読影のいろは』－ 胃Ｘ線検査の基本的事がら－
ております。
講師：神戸大学医学部付属病院 拜原 正直
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科内
講座Ⅱ『基準撮影法』－ 病変を拾い上げるために－
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ＴＥＬ ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
羽田 安孝 須賀 俊夫

平成２９年５月１日発行

大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科学友会

兵庫県支部総会・講演会 お知らせ
日 時： 平成２９年５月２０日（土）１４：００～１７：００
場 所： 大和ハウス工業株式会社 神戸支社６階会議室
（神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号）
（JR・阪急・阪神「三ノ宮」駅より南に１０分）
会場費： ５００円（※昨年と会場が変更となっております）
支部総会： １４：００～１４：１５
（なお、会終了後、懇親会を企画しております。学友会員
にこだわらず皆様ご参加ください。）
講演会： １４：１５～１７：００
テーマ： 「各施設でやっている事や工夫を知ろう！」
【演題１】「急性期脳梗塞に対する MRI・CT 画像診断」
北播磨総合医療センター 中央放射線室 後藤 吉弘
【演題２】「１４年使用した MRI から新しくなった
MRI の使用経験」
大久保病院 放射線科 川嶋 咲由
【演題３】「TMS への取り組みと、その評価を考える」
恒生病院 放射線画像診断室 日浦 智哉
【演題４】「必要とされる技師へ～経験をふまえて～」
元 三田市民病院 放射線科 吉形 通高
【演題５】「脳脊髄液減少症における画像の
見方について ～画像検査の必要性と問題点～」
明舞中央病院 放射線科 半蔀 英敏
★学友以外の方のご参加も歓迎いたします。
★会終了後に学友会主催の懇親会を別会場で予定して
おります。(懇親会費は別途負担)
★詳細お問い合わせ、懇親会出席の予定の方は下記事
務局まで御連絡お願いいたします。
社会医療法人中央会 尼崎中央病院 画像診断部門
ＴＥＬ ０６-６４９９-０３４５ ＦＡＸ ０６-６４９９-８５６２
放射線科学友会のホームページ
ＵＲＬ： http://www.yukioka-kinki-gakuyukai.net/
ＭＡＩＬ： gakuyukai@kagoya.net

第７９回「MRI の基本」読書会のご案内
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
ドを使用して理解を深め、司会進行役を中心に毎回趣向
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７９回は、「PartⅠ MRI の基本概念」
第３版 第１４章 パルスシーケンス図
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５月２５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

神戸 MR の会 定例会案内
日 時： 平成２９年５月２７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
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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
≪ 求人情報 ≫
５月の神戸 MR の会定例会は「安全性」をテーマに取り上
詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
げます。
○西江井島病院
４月になり、新しく MR 検査を担当する方も多いのではない
所在地 明石市大久保町西島６５３
でしょうか?
求人内容 正規職員
そこで今回は臨床画像から少し離れて、MR 検査の安全
性について勉強したいと思います。
○私立稲美中央病院
まず、MR 装置が生体に及ぼす影響(静磁場の力学的作
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
用、RF パルスによる発熱、傾斜磁場による神経刺激およ
び騒音など)について基本的なことを学びたいと思います。
○北播磨総合医療センター
つぎに、最近では MR 対応の体内デバイスも多く存在しま
所在地 小野市市場町９２６-２５０
すので、特に循環器領域についての知識を広げたいと思
求人内容 パート職員
います。そして、クエンチ事故発生時の対応についても安
全性のひとつとして一緒に考えておきたいと思っています。 ○堀整形外科
所在地 たつの市神岡町上横内３７９-３
日常業務のなかでなかなか伝えにくい事も、わかりやすい
求人内容 正規職員
講演になっております。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
○船員保険大阪健康管理センター
会と異なりますのでご注意下さい。
所在地 大阪市港区築港１丁目８-２２
＊７月定例会は上肢①肩、９月定例会は上肢②肘・軟部
求人内容 正規職員
腫瘍を予定しています。
○東神戸病院
１．安全性について、これだけは知っておこう！
所在地 神戸市東灘区住吉本町１丁目２４-１３
北播磨総合医療センター 末廣 克義
求人内容 正規職員
２．デバイス装着者入室のワークフロー
○小原病院
加古川中央市民病院 上田 久純
所在地 神戸市兵庫区荒田町１丁目９−１９
３．機能性肌着の取り扱いとクエンチ事故発生時マニュアル
求人内容 正規職員
神戸赤十字病院 小川 宗久
問い合わせ先：
○高田上谷病院
王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科 大西 宏之
所在地 西宮市山口町上山口４丁目２６-１４
ＭＡＩＬ： h0801ohnishi@gmail.com
求人内容 正規職員
会場地図
○あんしん病院
所在地 神戸市中央区港島南町１丁目４-１２
求人内容 正規職員
○順天厚生事業団
所在地 神戸市中央区楠町３丁目３-１３
求人内容 パート職員
○すずき脳神経外科・認知症クリニック
所在地 神戸市垂水区小東山本町３-１-２
求人内容 正規職員
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○わかば画像診断クリニック
所在地 神戸市中央区中町通４丁目２-１９
求人内容 正規職員

< ５月スケジュール >

５/１８

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水） 第２９１回神戸頭部研究会
（木）
（金）
（土） 第１２９回大阪胃腸会（銀杏会）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 第３０６回はりまＣＴ研究会

５/１９

（金）

５/２０

（土）

５/２１

（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 第７９回「MRI の基本」読書会
（金）
（土） 神戸 MR の会
（日）
（月）
（火）
（水）

５/１

【 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

５/２
５/３
５/４
５/５
５/６
５/７

会費納入について
～早期納入のお願い～

５/８
５/９
５/１０
５/１１

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。

５/１２
５/１３
５/１４
５/１５
５/１６
５/１７

会費納入状況 （平成２９年４月１４日現在）
会 員 数 ： １，２４９名
会 費 納 入 率 ： ５．２８％
会費未納者数 ： １，１８３名

ニュース原稿等の宛先

５/２２

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。

５/２３
５/２４
５/２５

◎ 原稿締切日は 前月の第３木曜日です。
厳守ください。

５/２６
５/２７
５/２８
５/２９

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

５/３０
５/３１
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第２７回技師のひろば ～東西会～
神戸西支部第 113 回こうべ胃検診の会
大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科
学友会 兵庫県支部総会・講演会
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