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－ 告示 －
平成２９・３０年度 （公社）兵庫県放射線技師会 役員選挙について
（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
今回の役員選挙について、役員立候補の受付を平成２９年５月１２日に締め切りましたが、役員選挙規程第１０条１項
の立候補の届け出がなく、同１０条２項に基づく候補者の届け出が定数通りありましたので、下記の通り信任投票を行いま
す。別紙投票用紙に記入し、返信用封筒を利用の上ご返信下さい。
記
１． 投票締切日
平成２９年６月１２日（月） 必着
２． 開 票 日
平成２９年６月１７日（土）
３． 候 補 者
役 職 氏 名
会 務 歴
所
属
理 事 清水 操
現 会長
市立川西病院
理 事 後藤 吉弘
現 副会長
北播磨総合医療センター
理 事 半蔀 英敏
現 副会長
明舞中央病院
理 事 中野 大
現 理事
神戸市立医療センター西市民病院
理 事 松崎 博貴
現 理事
服部病院
理 事 山本 敏志
現 理事
神戸労災病院
理 事 岩見 守人
現 西播支部 副支部長 姫路赤十字病院
理 事 小田 敏彦
現 理事
兵庫県立加古川医療センター
理 事 水口 健二郎 現 理事
兵庫県立淡路医療センター
理 事 阪本 正行
現 理事
市立芦屋病院
理 事 酒井 敏行
現 学術委員
兵庫医科大学病院
理 事 内藤 祐介
現 理事
大久保病院
理 事 岡田 雄基
現 理事
神戸市立医療センター中央市民病院
理 事 神澤 匡数
現 理事
神戸大学医学部附属病院
理 事 池内 陽子
－
兵庫医科大学病院
監 事 大川 渡
現 監事
三菱神戸病院
監 事 有元 直史
元 理事
六甲アイランド甲南病院
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－会告－
第１０８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１０８回総会を下記のとおり開催する予定となりました。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来月のシャウカステンおよび同封いたします議案書をご参照下さい。
なお、欠席される場合には委任状の提出をお願いいたします。
記
日 時： 平成２９年６月１８日（日） １３：３０～１５：００
場 所： 臨床研究情報センター（TRI） 第１研修室
〒６５０-００４７ 神戸市中央区港島南町１丁目５番地４号
神戸新交通ポートライナー「三宮駅」から乗車１２分
「医療センター（市民病院前）駅」下車すぐ
※総会に先立ちまして１０：００より同会場第２研修室にて支部連絡協議会を行います。
関係役員の方はご出席のほどお願いいたします。
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日 時： 平成２９年７月８日(土) １７：４５受付開始
１７：４５ 現地集合(バーベキューサイト ブリッジテラ
厚生委員会
ス大蔵)・受付開始
第３７回支部対抗ソフトボール大会のお知らせ
１８：００ 交流会開会
毎年恒例であります、支部対抗ソフトボール大会を下記の
２０：３０ 閉会・後片付け
日程で開催致します。
場 所： 「バーベキューサイト ブリッジテラス大蔵」
一人でも多くの会員に参加していただけるよう、よろしくお
明石市大蔵海岸通１丁目 TEL ０７８-９１３-３００９
願い申し上げます。
交通手段：
日 時： 平成２９年６月１１日（日）９時１５分集合
①電車で来られる方
場 所： 四季の森運動公園グランド
最寄駅「ＪＲ朝霧駅」下車徒歩３分
篠山市網掛３４０番地
②自家用車で来られる方
TEL ０７９-５９６-０７１１（市立川代体育館）
第二神明道路大蔵谷インターより車で約１０分
舞鶴若狭道 丹南篠山口ＩＣを降りてすぐの場所です
徒歩１分圏に明石市営東駐車場あり。
開会式： 午前９時３０分
（有料１００円／１時間）
空模様が悪い場合は、前日（１０日土曜日）の２１時頃に
雨天の場合：雨天決行（屋根付きバーベキュー場です。）
開催するかどうか決定し、ホームページでお知らせします
申込期限： 平成２９年６月３０日（金）
ので、確認をお願いいたします。また、各支部には担当者
申込方法： 人数を把握したいのでお手数ですが下記申
にメールにて報告します。
込先まで電話又は電子メールで連絡ください。
問い合わせ先： 小田 兵庫県立加古川医療センター
申込・お問合先：
ＴＥＬ ０７９-４９７-７０００
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
ＭＡＩＬ： kako_hoshagisi_02@pref.hyogo.lg.jp

第５回兵庫県放射線技師会読影セミナーの案内

厚生委員会
第２６回新入会員歓迎交流会のご案内

第５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。
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２９年７月８日(土) １４：００～１６：００

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、今回は下
記のとおり開催することになりました。職場の新人や若手
技師などをお誘い合わせいただき、たくさんの参加をお待
ちしております。
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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
〒６６９-５２１３ 朝来市和田山町玉置８７７-１
神戸市中央区東川崎町１-７-４
TEL ０７９-６７２-１０００
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
業務拡大に伴う統一講習会のご案内
【講演】
診療放射線技師法が一部改正されました。具体的には、
『読影支援システム syngo via について』
CT・MRI 検査等での自動注入器による造影剤の注入、造
講師：シーメンスヘルスケア株式会社
影剤注入後の抜針・止血、下部消化管検査の実施（ネラト
『専門医に聞く（肝胆膵領域）』
ンチューブ挿入も含めて）、画像誘導放射線治療時の腸
講師：兵庫医科大学病院 肝胆膵外科
内ガスの吸引のためのチューブ挿入であり、診療放射線
講師 裵 正寛 先生
技師の業務内容が拡大に伴い、以上の業務を行うための
問い合わせ先： 兵庫医科大学病院 放射線技術部
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
尾崎 隆男 TEL ０７９８-４５-６１５０
す。この業務拡大に伴う必要な知識、技能、態度を習得
人数制限はございませんが、配布資料不足の場合はご容
することを目標とし、“業務拡大に伴う統一講習会”と称し、
赦ください。
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
第２８回医用画像学術講演会のご案内
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
今回は、心臓をテーマに特別講演を予定しています。多
す。
数のご参加よろしくお願いします。
開催日時： 平成２９年７月２９日（土）９：００～１７：４０
日 時： 平成２９年７月２２日（土）１４：３０～１７：３０
（受付開始８：３０から）
場 所： チサンホテル神戸 ２Ｆ
平成２９年７月３０日（日）９：００～１７：５０
〒６５０-００２７ 神戸市中央区中町通２-３-１
（受付開始８：３０から）
TEL ０７８-３４１-８１１１
場
所：
兵庫医科大学病院
９-２講義室
会 費： 会員５００円 会員以外２，０００円
受講料： 会員１５，０００円 非会員６０，０００円
基礎講演 未定
申込方法： JART情報システム内のイベント申込メニュー
特別講演 『循環器内科医が再構成する心臓 CT 画像』
から申し込んでください
神戸大学医学部附属病院 循環器内科 森 俊平先生
＜申込み期限：７月１５日まで（定員６０名）＞
お問合わせ： 神戸大学医学部附属病院
＜申込み人数が定員になり次第、受付終了となります。
神澤 匡数（学術担当）
ご容赦下さい。＞
ＴＥＬ ０７８-３８２-６３８３
但し、各種講習受講者減免として
ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
会 員 静脈受講者：１３，０００円
第２９回兵庫県放射線技師会学術大会のお知らせ
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
今年度は、但馬支部の協力のもと、学術大会を開催致
注腸受講者：３５，０００円
します。
静脈注腸受講者：１５，０００円
演題募集は８月１日からの予定にしています。
※静脈受講者は、静脈抜針の
DVD 講習及び実習は免除
詳細については来月以降、お知らせしていきます。
されます。（再度の受講は可能です。）
皆様奮って、ご参加ください。
※全ての講義終了後に確認試験があります。
日 時： 平成２９年１１月１９日（日）
※受講申し込みはＪＡＲT ホームページの会員情報シス
場 所： 和田山ジュピターホール
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テムのみとなります。
神戸西支部の総会と研修会のご案内です。
※受講終了者には、厚生労働省医政局長からの終了証
総会後に行われます今回の研修会は、“股関節単純 X 線
書が授与されます。
撮影”をテーマにした内容です。
問合せ： 大久保病院 内藤 祐介
講演１では、股関節単純 X 線の撮影方法と画像解剖、
ＭＡＩＬ： yusuke09230419@yahoo.co.jp
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
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
点、ポジショニングの大切さについてお話し頂きます。
ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
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。
広報委員会
このたびの研修で股関節の撮影技術と治療を見据えた
会員専用サイト（member's site）
読影力を習得して頂けたらと思います。
入室用ＩＤとパスワードの発行
お誘い合わせの上、どなたでもご来場下さいませ。
内 容：
本会ホームページの「ＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤ発行」をクリッ
≪情報提供≫１８：５５～
ク！！ 入力後、ご登録いただいたメールアドレスへ「ＩＤと
『ヨード造影剤イオメロンについて』
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 を お 送り し ま す 。 こ れ を 用い て 、
エーザイ株式会社 鈴木 亮
「member's site」へ入室下さい。一度取得されたＩＤとＰＡＳ
≪総会≫１９：０５～
ＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷ
H２８年度の活動報告と H２９年度の行事予定
ＯＲＤは自由に変更できます）。
≪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）
６月パスワード
[講演 1] （題目）「股関節単純 X 線撮影
～各撮影体位と画像解剖～」
TSUYU
送付シャウカステンHP
（講師）神戸リハビリテーション病院 松尾 佳展 先生
兵庫県放射線技師会
をご覧ください
http://www.hyogo-rt.org/
[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
（受付 １８：３０～）
広報委員会
会 場： エーザイ（株）神戸支店
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
ハーバーランドダイヤニッセイビル ７階
（クリニックモール内 会議室）
兵庫県放射線技師会会誌（HART）に掲載する新入会員
神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号
紹介「技師会に輝く新星」に掲載する原稿を募集中です。
ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０
氏名・生年月日・出身校・所属支部・勤務先・抱負・趣味と
参加費： 会員 ５００円
非会員 １，０００円
写真を下記アドレスまで送信して下さい。
学生 無料（要学生証） 他職種 ５００円
MAIL： hyogoradiotech@gmail.com
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」
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演者：新井 純一（兵庫県災害医療センター 放射線課）

━ 総 会 ━
日 時： 平成２９年６月２４日（土）１６：００～
（勉強会終了後）
参加資格： 総会は丹有支部会員のみ
総会後に懇親会があります（懇親会費は別途徴収）
問い合わせ： 三田市民病院 放射線科 菅谷
TEL ０７９-５６５-８６０４

東播・西播支部合同ゴルフ大会開催のご案内

神戸西支部
第１１４回こうべ胃検診の会

恒例になりました「東播西播支部合同ゴルフ大会」を下記
の通り開催いたしますので皆様のエントリーお待ちしており
ます！
他支部会員の方もご参加可能ですが、申込人数が定員
（５組２０名）を超えるようでしたら、申し訳ありませんが東
播・西播支部会員を優先させていただきますので予めご
了承願います。
日 時： 平成２９年７月２日（日）７：４０集合
（８：００IN スタート）
会 場： 加西カントリークラブ
加西市山下町２３９０-１ ＴＥＬ ０７９０-４６-１６５０
募集人数： ５組２０名
申込締切： 平成２９年６月１６日（金）
申込先： 支部幹事もしくは下記までご連絡ください
お問い合わせ・申込先：
東播支部 兵庫県立柏原病院 梅宮 清
ＴＥＬ ０７９５-７２-０５２４（内線６６６９）
ＭＡＩＬ： ume7037@yahoo.co.jp

日中は日差しが強さを増し、もう夏を迎えるような天候が
続きますが、そろそろ梅雨の到来となりそうですね。また、
気がつけば今年も半分を過ぎようとしています！！さて、
こうべ胃検診の会の開催をお知らせいたします。どうぞ、
皆様のご参加をお待ちしております。
日 時： 平成２９年６月２３日（金）１８：００～
（第４金曜日に変更）
場 所： 公益財団法人 兵庫県健康財団（荒田町）
３階特別会議室
内 容： ③胃部Ｘ線読影について（陥凹性病変）
参加費： 会員無料・非会員１００円
問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾
放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０

丹有支部
平成２９年度丹有支部勉強会＆総会のお知らせ

第１２９回いちょう会（斎暢会）開催のご案内

下記の通り勉強会及び総会を開催致します。お誘い合
わせのうえ、ご参加下さいますようご案内申し上げます。
━ 勉強会 ━
場 所： 医療法人敬愛会 大塚病院
（兵庫県丹波市氷上町絹山５１３）
日 時： 平成２９年６月２４日（土）１４：３０～
参加費： 会員・非会員・一般 無料
内 容：
①『SOMATOM CT 最新情報』

入梅の候、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。
６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６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 ～基準撮影法～

演者：桃沢 芳典（シーメンス ヘルスケア（株）CT 事業部）

②『救急医療で知っておくべき X 線撮影リテラシー』
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Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～読影の考え方/読影の実際～
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/

平成２９年６月１日発行

第１３０回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内
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。昨年度、基準撮影法の腹臥位前壁二重
造影像の撮影にはなくてはならない圧迫用枕の試作をご
紹介し、参加者の方々にお持ち帰り頂きました。今回は、
その使用した感想のアンケート報告と検診施設の取り組み
と題し、様々な問題点、その対応策などご紹介し、当日、
参加された方々を交えディスカッションできたらと予定して
います。“読影のいろは-胃と腸”、臨床の現場では腫瘍、
炎症性疾患など、様々な疾患と出会います。実際に経験
した症例を題材に 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、より深く学びたいと思い
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

第２回医用画像の活用を
クロスモダリティで考える会
医療を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、医療技術
の進歩、及び医療提供の場の多様化等により大きく変わっ
てきています。社会保障と税の一体改革により病院の役
割分化が進む中、我々放射線技師にはより効率的かつ詳
細な画像が、診断の一助として求められることは間違いあ
りません。
第二回研究会は前回に続き認知症に焦点を置き、老
化に関する話題を提供いたします。ご多忙とは存じますが、
日程をご確認の上、ぜひともご参加頂きますようご案内申
しあげます。
日 時： 平成２９年６月９日(金)１９：００～２１：００
会 場： スペースアルファ三宮 「中会議室」
兵庫県神戸市中央区三宮町１-９-１
TEL ０７８-３２６-２５４０
会 費： １，０００円
講 演： テーマ「認知症を考える」
座長 川崎病院 近藤 幹大先生
「 認知症を取り巻く事柄 」
兵庫県災害医療センター 新井 純一 先生
「 医用画像を利用した様々な取り組み 」
神戸大学医学部附属病院 京谷 勉輔 先生
「 形態画像で認知症を診る ～ＶＳＲＡＤを中心に～」
三菱神戸病院 山田 達也 先生
「 機能画像で認知症を診る
～核医学画像作成時の注意点～」
神戸市立西神戸医療センター 鈴木 順一 先生
「 アミヴィッド静注の御紹介 」
富士フイルム RI ファーマ株式会社 金子 央賢 先生
お問い合わせ： 兵庫県災害医療センター 放射線課
新井 純一 TEL ０７８-２４１-３１３１

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６月１０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『撮影法』－検診施設の取り組み－
圧迫用枕の試作（アンケート報告など）
講師：オリエンタル労働衛生協会 大阪支部 鬼崎 香里

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。
＊７月の定例会は第４回-銀杏会特別塾の開催予定です。
ゲスト講師は３回目となります東京都がん検診センターに
勤務されております消化器内科 山里 哲郎医師をお招
きします。ご期待下さい。
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
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い致します。
見直して進めております。前回の定例会では seri.「続・脳
共 催： 健保連大阪中央病院
細胞増殖講座解説」～脳梗塞を行いました。誌上講座と
H P： http://www.osaka-ichokai.com
はリンクはしていますが、少し切り口を変えたスタイルで、
ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.co
脳梗塞の概要と分類から始まり、画像上のサイン、血管支
配領域、血管別の脳梗塞の特徴をまとめていただきまし
神戸市立西神戸医療センターオープンカンファレンス
た。多くの図譜と画像で非常に理解しやすい内容でしたね。
「第１７回 Imaging Technical Conference」のご案内
中でも ACA 領域の梗塞でおこる脳梁離断症状はその原
因がよく分かりました。後半は急性期脳梗塞治療法 rt-PA
新緑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のことと
の実例を元に説明いただきました。発症から時系列を追っ
お慶び申し上げます。
ていくことで流れが分かり、その治療と効果を理解すること
さてこの度「第１７回 Imaging Technical Conference」を開
が出来ました。共に日常診療で役立つ内容を身につける
催する運びとなりました。今回は「トモシンセシスは乳房画
ことが出来ましたね。また、終了間際の seri.「ここがポイン
像診断を変えたか?」と題し診療放射線技師、臨床検査技
ト」は予告編となりましたが、奥深い症例呈示がありました。
師、放射線科読影医、乳腺外科医の立場より講演を頂く
これは必見です!! 乞うご期待。さて、今月の定例会は下
予定です。
記の要項で進めてまいります。新人技師さん、他職種の
ご多忙の折とは存じますが皆様のご参加を賜りますようお
方も大歓迎です。是非お気軽にご参加下さい!!
願い致します。
（田上修二）
日 時： 平成２９年６月１４日(水)１８：３０～１９：３０
日 時： 平成２９年６月１４日(水)１９：００～２１：００
場 所： 神戸市立西神戸医療センター ４階 大会議室
題 目：
内 容：
１． seri.「続・脳細胞増殖講座解説」
「放射線技師から見たトモシンセシス導入後の変化」
脳梗塞～血管内治療
放射線技術部 主査 小形 朋子 技師
吉田病院 放射線科 森 勇樹
「マンモグラフィ読影におけるトモシンセシスの活用法」
大西脳神経外科病院 放射線科 橋本 真輔
放射線科 医長 多田 智恵子 先生
２． seri.「ここがポイント（ここポイ）」
「乳房超音波検査のマンモグラフィ活用法」
吉田病院 放射線科 森 勇樹
臨床検査技部 登尾 薫 技師
会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室
「乳がん術前病理・画像診断の実際」
(JR 兵庫駅北) ＴＥＬ ０７８-５７６-０９８１
乳腺外科 部長 奥野 敏隆 先生
会 費： 会員・会員以外５００円
＊なお会費は無料ですが駐車場は有料となります。
連絡先： 吉田病院放射線科 森 勇樹
お問い合わせ： 神戸市立西神戸医療センター
ＴＥＬ ０７８-５７６-２７７３
放射線技術部 中島 正量
TEL ０７８-９９３-３７６０

JUN.２０１７放射線診療学術講演会のお知らせ

第２９２回神戸頭部研究会のお知らせ

１９：００～１９：１０ 情報提供 第一三共（株）
１９：１０～１９：３０
講演Ⅰ 技術講演
サイクロトロンを利用したＢＮＣＴ(ホウ素中性子捕捉療法）
治療システムの開発状況
演者：住友重機械工業（株）主席技師 密本 俊典 先生
１９：３０～２０：０５

徐々に暑さも増す日々となってまいりましたが、そろそろ
梅雨にさしかかる頃となりましたね。さて、現在日放技会
誌に連載させていただいております、誌上講座はいかがで
しょうか。今年の定例会シリーズ企画では紙面に掲載出来
なかった内容や補足、詳細な説明を各項ごとにもう一度
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講演Ⅱ 教育講演
第３版 第１６章 ｋ空間 …それは最後のフロンティア！
Ａｉ（死亡時画像診断）の役割、留意点
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
演者：国際医療福祉大学 准教授 樋口 清孝 先生
ちしております。
２０：０５～２０：５０
（前回の進み具合により変更あり）
講演Ⅲ 特別講演
日 時： 平成２９年６月２２日（木）１９：００～２１：００
緊急ＣＴを考える
毎月第４木曜日開催予定
－急患を救う放射線技師の腕の見せ所－
場 所： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
演者：熊本中央病院 放射線診断科 部長 片平 和博 先生
２F 第２・第３研修室
開催日時： 平成２９年６月１６日（金）１９：００～２１：００
会 費： 会員・会員以外 １００円
（１８：４５開宴）
内 容： 「MRI の基本 パワーテキスト」監訳 荒木 力
場 所： 第一三共（株）大阪支店 ９階会議室
お問い合わせ先： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
大阪市中央区道修町１-３-１３
ＴＥＬ ０７８-９２７-２７２７（代表）
TEL ０６-６２０３-３４２１
放射線科 鳥居
共 催： 私立医科大学放射線技師長会
お問い合わせ先： 兵庫医科大学病院 放射線技術部
第１９回兵庫放射線治療研究会のご案内
琴浦 規子 ＴＥＬ ０７９８-４５-６２５９
吹き抜ける風がなんとも心地よく感じる今日このごろ、皆
様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
今回の研究会では、日常業務に関する内容として独立
検証に関する内容を選ばせて頂きました。また、最近、粒
子線治療施設が増えてきていることから粒子線治療に関
する情報提供をさせていただきたいと思います。
ぜひ皆様お誘い合わせの上、ご参加いただきますよう
お願い申し上げます。
日 時： 平成２９年６月２３日（金）１９：００～２１：００頃
会 場： 神戸大学医学部 神緑会館
プログラム
１９：００～１９：３０
MU 値独立計算スプレットシート(Excel)の作成手順
加古川中央市民病院 都倉 真典
１９：３０～２０：００
独立計算検証ソフトの受け入れから実用まで
神戸市立医療センター中央市民病院 山下 幹子
休憩（１５分）
２０：１５～２０：４５
マルチモダリティを活用した粒子線治療の現状
兵庫県立粒子線医療センター 山本 祐紀
２０：４５～ 次回の開催予告
担当世話人： 兵庫県立がんセンター 小坂 賢吾
加古川中央市民病院 川村 哲朗

第８０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８０回は、「PartⅠ MRI の基本概念」
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エーザイ株式会社 中谷 泰之 氏

☆講 演 Ⅰ
『 CT 画像を診る！Vol.１２ ～画像解析とコラボする!!そ
の２～＋α 』
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
『 カテ室環境を大幅に改善する Azurion 次世代プラットフ
ォーム 』
IGT システムズ モダリティスペシャリスト 安藤 博明 氏
☆症例検討
『 読影補助の実践!! 症例検討 』
姫路聖マリア病院 放射線技術科 衣笠 太基 技師
☆講 演 Ⅲ
『 読影を手助けする CT 画像の作成〜医師とともに作る
3D〜 』 大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部
出田 真一朗 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
日本血管撮影・インターベンション
専門診療放射線技師認定機構 １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

第１４回はりまＲＩ塾のお知らせ
時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
『第１４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２９年６月２３日(金) １９：００～
場 所： ホテル姫路プラザ ２階会議室
参加費： ５００円
内容：
『SPECT の基礎について-画像処理編-』
富士フイルム RI ファーマ株式会社
学術企画部 石川 寧
『オクトレオスキャンの使用経験』
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
放射線科 喜田 真一郎先生
『当院における消化器系 NET の経験』
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
消化器外科 医長 松下 貴和 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： 兵庫県立加古川医療センター
検査放射線部 芦原 龍彦
TEL ０７９-４３８-８８００（内５３８０）

第５３回西播イメージング研究会のご案内

第１３回一般撮影勉強会のお知らせ

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５３回西播イメージング研究会を開催致
します。
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２９年６月２４日（土）１３：３０～１７：３０
場 所： 姫路商工会議所 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
－ プログラム －
『ヨード造影剤イオメロンの適正使用情報』

前回は整形領域における一般撮影の基礎的な内容を
教えていただきました。非常に盛りだくさんの内容で学生さ
んにもわかりやすかったのではないでしょうか。
今回は前回に引き続き、「整形領域における一般撮影
の基礎 第２弾」として軟部組織等について解説していた
だきます。加えて腰椎の立位 PA 撮影についてもお話いた
だきます。たくさんの方のご参加お待ちしております。
内 容：
「当院における腰椎立位 PA 法」
講師：姫路赤十字病院 放射線技術部 山本 悠介
「整形領域における一般撮影の基礎 第２弾」
講師：神戸大学医学部附属病院 医療技術部
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放射線部門 副技師長 村上 徹
第７回兵庫医用画像情報システム研究会
日 時： 平成２９年６月３０日(金) １９：００～
のお知らせ
場 所： 加古川中央市民病院
光ホール(きらりホール)A・B
今回の研究会のテーマは「BCP（事業継続計画）」です。
〒６７５-８６１１ 加古川市加古川町本町４３９番地
２０１１年の東日本大震災以降、度重なる地震や台風・豪
正面玄関横の光ホール(きらりホール)出入口からお入りく
雨等の大規模災害等から早期に事業を復旧する指針とし
ださい。
て事業（業務）継続計画（BCP： Business Continuity Plan）
病院までのアクセスはホームページをご参照ください。
の策定が社会の様々な職域において進んでいます。平成
会 費： 無料（駐車場は有料です）
２９年３月に厚生労働省より災害拠点病院指定要件の一
お問い合わせ：
部改正に関する通知が出され、その指定要件においても
加古川中央市民病院 放射線室 東元・中間
業務継続計画の整備等が明記されるなど、医療機関にお
ＴＥＬ ０７９-４５１-５５００(代表)
いても BCPは関心を集めつつあります。今回は４名の演者
より BCP に関する内容で講演を予定しております。参加者
第３０７回はりまＣＴ研究会のご案内
の皆様と学びを深めていきたいと考えております。皆様の
積極的なご参加を心よりお待ちしております。
テーマ： 夏期集中講座 ～一般撮影を読む！～
第７回兵庫医用画像情報システム研究会
日 時： 平成２９年７月２０日（木）１９：００～
日 時： 平成２９年８月５日（土）１３：００〜１７：２０
場 所： 明舞中央病院 西館１階 会議室 （駐車場有）
（受付開始は１２：３０から）
会 費： 会員・会員以外 ５００円
場 所： 兵庫県災害医療センター 2 階研修室
一般撮影は新人さんが最初に勉強していくことの多いモ
会 費： １，０００円（学生無料、但し社会人学生は除く）
ダリティです。診療放射線技師にとって基本となる検査で
事前参加登録受付開始は６月中旬を予定しております。
すが、ベテランさんも侮るなかれ、決して簡単な検査では
研究会プログラム内容等、詳細に関しましては決まり次第
ありません！撮影方法はもちろんのこと、読み方を覚える
おってお知らせします。
ことで、そこから多くのものが診えてきます。今回は、夏期
お問い合わせ：
集中講座として胸部・腹部・整形外科領域とあらゆる範囲
当研究会 HP： http://hmiisconference.wixsite.com/hmiis
の一般撮影について勉強していきたいと思います。
または研究会 FBP
内容・講師
ＭＡＩＬ： hmiisconference@gmail.com
「胸部写真、腹部写真を読む」（仮）
尼崎総合医療センター 菅野 俊
明舞中央病院 羽田 安孝 技師
「骨の写真を読む～整形外科領域を中心に～」（仮）
大久保病院 田中 翔梧 技師
≪ 求人情報 ≫
日本救急撮影技師認定機構 認定研究会
詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
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
○私立稲美中央病院
ております。
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
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科内
ＴＥＬ ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
○あんしん病院
羽田 安孝 須賀 俊夫
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
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○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 神戸市垂水区小束山本町３-１-２
求人内容 正規職員

ニュース原稿等の宛先

○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

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。

○西宮協立脳神経外科病院
所在地 西宮市今津山中町１１-１
求人内容 正規職員

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。）

【 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

◎ 原稿締切日は 前月の第３木曜日です。
厳守ください。

会費納入について
～早期納入のお願い～

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

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。

会費納入状況 （平成２９年５月１２日現在）
会 員 数 ： １，２５０名
会 費 納 入 率 ： ２０．４８％
会費未納者数 ： ９９４名
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< ６月スケジュール >

< ７月スケジュール >

６/１

（木）

７/１

（土）

６/２

（金）

７/２

（日）

６/３

（土）

７/３

（月）

６/４

（日）

７/４

（火）

６/５

（月）

７/５

（水）

６/６

（火）

７/６

（木）

６/７

（水）

７/７

（金）

６/８

（木）

７/８

（土）

６/９

（金）

６/１０

（土）

６/１１

（日）

６/１２

（月）

６/１３

（火）

６/１４

（水）

６/１５

（木）

第１７回淡路支部学術勉強会・総会

第１２９回いちょう会（斎暢会）
第２回医用画像の活用をクロスモダリティで
考える会
フレッシャーズセミナー
第１３０回大阪胃腸会（銀杏会）
第３７回支部対抗ソフトボール大会

第１７回 Imaging Technical Conference
第２９２回神戸頭部研究会

７/９

（日）

７/１０

（月）

７/１１

（火）

７/１２

（水）

７/１３

（木）

７/１４

（金）

７/１５

（土）

７/１６

（日）

神戸西支部 総会・第１０回研修会

７/１７

（月）

JUN.2017 放射線診療学術講演会

７/１８

（火）

７/１９

（水）

６/１６

（金）

６/１７

（土）

６/１８

（日）

７/２０

（木）

６/１９

（月）

７/２１

（金）

６/２０

（火）

７/２２

（土）

６/２１

（水）

７/２３

（日）

６/２２

（木）

７/２４

（月）

７/２５

（火）

６/２３

（金）

７/２６

（水）

７/２７

（木）

６/２４

（土）

７/２８

（金）

６/２５

（日）

７/２９

（土）

６/２６

（月）

６/２７

（火）

６/２８

（水）

６/２９

（木）

６/３０

（金）

第１０８回兵庫県放射線技師会通常総会

第８０回「MRI の基本」読書会
神戸西支部 第１１４回こうべ胃検診の会
第１９回兵庫放射線治療研究会
第１４回はりまＲＩ塾
平成２９年度丹有支部勉強会＆総会
第５３回西播イメージング研究会

７/３０
７/３１
第１３回一般撮影勉強会
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（日）
（月）

東播西播支部合同ゴルフ大会

第２６回新入会員歓迎交流会
第５回兵庫県放射線技師会読影セミナー

第３０７回はりまＣＴ研究会
第２８回医用画像学術講演会

業務拡大に伴う統一講習会
（兵庫医科大学病院）
業務拡大に伴う統一講習会
（兵庫医科大学病院）
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庶務報告
《新入会員》
渡邊 歩
吉村 祐真
長谷川 敦
山本 栞奈
《転入会員》
加藤 康彰
《転出会員》
岡崎 佑紀
《県内異動》
安藤 新
栗山 巧
和田 節
射場 智美
小野 千尋
寺川 仁人

＜ 阪神支部 ＞
＜ 丹有支部 ＞
＜神戸東支部＞
＜ 東播支部 ＞

市立伊丹病院
国立病院機構 兵庫中央病院
サニーピアクリニック
服部病院

大阪大学医療技術短期大学部
岡山大学
神戸総合医療介護福祉専門学校
神戸総合医療専門学校

＜ 東播支部 ＞ 兵庫県立がんセンター
＜ 阪神支部 ＞ 自宅 → 大阪府へ

送付シャウカステン
明和キャンサークリニック
→ ＜ 阪神支部 ＞ 大阪陽子線クリニック
をご覧ください
先端医療センター病院
→ ＜神戸東支部＞ 福岡医療学院 福岡医療専門学校
神戸市立医療センター中央市民病院 → ＜神戸東支部＞ 兵庫県立こども病院
兵庫県立こども病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター
高橋病院 → ＜神戸西支部＞ 自宅
赤穂健康福祉事務所地域保健課 →
＜ 東播支部 ＞ 加東健康福祉事務所健康管理課
芳井 孝輔 ＜西播支部＞ 兵庫県立姫路循環器病センター → ＜ 東播支部 ＞ 兵庫県立加古川医療センター
冨永 祐貴 ＜丹有支部＞ 兵庫県立柏原病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター
《施設 名称・所在地・電話番号等変更》
（姓名変更） 小野 千尋 ＜神戸西支部＞ → 山本 千尋 ＜神戸西支部＞
＜ 阪神支部 ＞
＜神戸東支部＞
＜神戸東支部＞
＜神戸東支部＞
＜神戸西支部＞
＜ 西播支部 ＞
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