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（公社）兵庫県放射線技師会 第１０８回通常総会 報告
平成２９年６月１８日(日)１３：３０より臨床研究情報センター（ＴＲＩ）にて第１０８回通常総会が執り行われた。議案は下記の
通り。
１．平成２８年度庶務報告
２．平成２８年度事業報告
３．平成２８年度決算の承認・貸借対照表及び正味財産増減計算書等の承認について
４．平成２８年度監査報告
５．その他
総会に先立ち功労表彰・会長感謝彰について、表彰の儀が執り行われた。 総会では、清水会長による会長挨拶に続き、
上記の報告がなされ、審議の後、各議案について採決がなされた。１～４号議案は全員賛成をもって承認された。
（会員数１２５３中、出席者数３７名、委任状提出者数７１７名、計７５４名）。５号議案（その他）として、選挙管理委員会
時委員長より役員選挙規程に基づき平成２９、３０年度の役員選挙があり、立候補の届け出はなく、信任投票になったこと
についての報告があり、その結果が示された。 開票日は６月１７日(土)、有効投票の２分の１以上の得票により全員が信
任された。旧執行部からは尾﨑隆男 企画担当理事、前田実夫 監事が退任となった。新執行部による第４回臨時理事
会は総会終了後開催され担当が決定した。
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【 上記新執行部役員一丸となって、本会事業の遂行に邁進してまいります。
皆様におかれましては、なにとぞご協力賜わりますよう、よろしくお願いいたします。】

第５回兵庫県放射線技師会読影セミナーの案内
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
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
【講演】
『読影支援システム syngo via について』
講師： シーメンスヘルスケア株式会社

『専門医に聞く（肝胆膵領域）』
講師： 兵庫医科大学病院 肝胆膵外科
講師 裵 正寛 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
人数制限はございませんが、配布資料不足の場合はご容
赦ください。

第２８回医用画像学術講演会のご案内
今回は、心臓をテーマにＭＲＩ・ＣＴの講演を予定していま
す。多数のご参加よろしくお願いします。
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ＣＴ専門技師認定機構に単位認定の申請中です。
技師の業務内容が拡大に伴い、以上の業務を行うための
開催日： 平成２９年７月２２日（土）１４：３０～１７：３０
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
場 所： チサンホテル神戸 ２Ｆ
す。この業務拡大に伴う必要な知識、技能、態度を習得
〒６５０-００２７ 神戸市中央区中町通２-３-１
することを目標とし、“業務拡大に伴う統一講習会”と称し、
TEL ０７８-３４１-８１１１
２日間にわたり実施することとしました。
会 費： 会員５００円 会員以外２，０００円
本講習は厚生労働省と公益社団法人日本診療放射線
基礎講演 「心筋の見え方～遅延造影を中心に・・・～」
技師会が検討したカリキュラムに従い、全ての診療放射
一般財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院
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
中央放射線部 佐野 剛士
す。
「これだけは押えておきたい!
開催日時： 平成２９年７月２９日（土）９：００～１７：４０
冠動脈ＭＲＡ撮影のポイント!!」
（受付開始８：３０から）
王子会神戸循環器クリニック
平成２９年７月３０日（日）９：００～１７：５０
放射線技術科 大西 宏之
（受付開始８：３０から）
特別講演 『循環器内科医が再構成する心臓 CT 画像』
場 所： 兵庫医科大学病院 ９-２講義室
神戸大学医学部附属病院 循環器内科
受講料： 会員１５，０００円 非会員６０，０００円
森 俊平先生
申込方法： JART情報システム内のイベント申込メニュー
お問合わせ： 神戸大学医学部附属病院 神澤 匡数
から申し込んでください
（学術担当） ＴＥＬ ０７８-３８２-６３８３
＜申込み期限：７月１６日まで（定員６０名）＞
ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
＜申込み人数が定員になり次第、受付終了となります。
ご容赦下さい。＞

第２９回兵庫県放射線技師会学術大会
のお知らせ

開催日時： 平成２９年９月１０日（日）９：００～１７：４０
（受付開始８：３０から）
平成２９年９月１７日（日）９：００～１７：５０
（受付開始８：３０から）
場 所： 神戸大学医学部附属病院
共通カンファレンスルーム
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：７月中旬～８月下旬ごろまで（定員６０名）＞
＜申込み人数が定員になり次第、受付終了となります。
ご容赦下さい。＞

今年度は、但馬支部の協力のもと、学術大会を開催致し
ます。
演題募集は８月１日からの予定にしています。
詳細については来月以降、お知らせしていきます。
皆様奮って、ご参加ください。
日 時： 平成２９年１１月１９日（日）
場 所： 和田山ジュピターホール
〒６６９-５２１３ 朝来市和田山町玉置８７７-１
TEL ０７９-６７２-１０００

業務拡大に伴う統一講習会のご案内

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

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
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※静脈受講者は、静脈抜針の DVD 講習及び実習は免除
山市の四季の森運動公園グランドで開催されました。週の
されます。（再度の受講は可能です。）
初めから天気予報は雨模様でしたが当日は曇りで無事に
※全ての講義終了後に確認試験があります。
開催することができました。予選リーグは８チームが２組に
※受講申し込みはＪＡＲT ホームページの会員情報シス
分かれて試合が行われ、Ｂ組は４チームが１勝１敗という
テムのみとなります。
結果となりじゃんけんで決勝進出チームを決めました。
※受講終了者には、厚生労働省医政局長からの終了証
多くの家族連れの参加をいただき親子で楽しんでもらうこ
書が授与されます。
ともでき、他支部との交遊も図ることができました。また、
問合せ： 大久保病院 内藤 祐介
来年もよろしくお願いいたします。
ＭＡＩＬ： yusuke09230419@yahoo.co.jp
大会結果： 優 勝 西播支部
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘
準優勝 神戸東支部
ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp
３位 阪神支部
４位 淡路支部

平成２９年度 電離箱式サーベイメータ
比較校正実習のお知らせ
今年も比較校正方法の理解を目的とした講義、測定器に
よる実習を行います。
皆様の施設にある未校正線量計がありましたら持参くださ
い。
もちろん、線量計が無くても講義のみ参加も可能です。
※校正台数は申し込み順に２０台とします。
※当日校正する機器の順番は実験室に持ってきた順に
なりますが、ラドカルタイプは最後になります。
日 時： 平成２９年８月５日（土）１０：００～
場 所： 京都医療科学大学 現地集合
内 容： 校正理論に関する講義と校正実習
参加費： 無料
申込み方法： 下記の内容を HP か FAX で連絡ください。
（先着２０台）
①氏名 ②会員番号 ③所属（病院） ④連絡先
⑤メールアドレス ⑤線量計タイプ
兵庫県放射線技師会 事務局 ＴＥＬ ０７８-３５１-５１７２
ＦＡＸ ０７８-３５１-２３０９
Ｈ Ｐ： http://www.hyogo-rt.org/event/denribako.html
担 当： 明舞中央病院 半蔀 英敏
ＭＡＩＬ： h.hide@kobe.zaq.jp

厚生委員会
ハイキング同好会のお知らせ
夏山 南アルプス赤石岳（３１２０ｍ）と荒川三山（３１４１ｍ）
縦走します。
８月３日 午後７時神戸発・・・
８月４日 静岡県畑薙ダム・・椹島・・赤石小屋（約６時間）泊
８月５日 赤石小屋～荒川小屋～東岳～荒川小屋（約９時間）泊
８月６日 荒川小屋～赤石小屋～畑薙ダム（7 時間）
・・車・・神戸２２時頃

費用： お問い合わせください
秋山 東北の山、岩手山（２０３８ｍ）秋田駒ヶ岳、早池峰
山（１９１８ｍ）を登り
ます。
１０月７日 午前８時、ＪＲ盛岡駅集合～秋田駒ヶ岳登山
１０月８日 岩手山登山（往復１１時間）

厚生委員会
第３７回支部対抗ソフトボール大会報告
６月１１日（日）に第３７回支部対抗ソフトボール大会が篠
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１０月９日 早池峰山登山（往復６時間）
ザイ（株）神戸支店にて、市立大洲病院（愛媛県）の大下
１０月９日 ＪＲ織岡～東京～神戸２３時着予定
友昭 先生による演目「ICLS コースで磨きをかける急変対
応」と、今治第一病院（愛媛県）の飯田譲次先生による演
問い合わせ先： 赤松 曉（兵放ハイキングクラブ代表）
目「骨盤骨折を見抜く…その時に要するリーダーの能力と
ＴＥＬ ０７９-４３８-２４６１
は」を開催致しました。
参加者は６４名で、その中には神戸総合医療専門学校
の生徒さんが今年も１４人（22％）ご参加下さいました。
広報委員会
今後も皆様が参加しやすい体制と興味を持っていただ
会員専用サイト（member's site）
ける内容の研修会を目指して参りますので、引き続きご参
入室用ＩＤとパスワードの発行
加くださいますようよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
本会ホームページの「ＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤ発行」をクリッ
報告者： 神戸西支部 支部長 高井 夏樹
ク！！ 入力後、ご登録いただいたメールアドレスへ「ＩＤと
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 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）。

「

7 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/

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
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。

阪神支部
平成２９年度第１回阪神支部学術勉強会のお知らせ

MAIL： hyogoradiotech@gmail.com

盛夏の候ではございますが、ますますご繁栄の事とお喜
び申し上げます。平成２９年度阪神支部の第１回学術勉
強会を下記の通り開催いたします。今回は「様々な医療」
ということにテーマを当て、災害医療・急性期医療・慢性期
医療と一度で様々な医療に触れることができるように考え

第２７回 技師のひろば
～ 東西会 ～ （報告）
第２７回 技師のひろば～東西会～ の報告です。
平成２９年５月１９日（金）１８時５０分～２０時４５分 エー
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ております。
各分野のエキスパートの先生に実際の現場で体験などを
交えて、講演していただきます。
様々な医療に触れ、見分を広く深くしていただき、今後に
お役立ていただければ幸いです。
日 時： 平成２９年７月１３日(木) １９：００～２１：００
場 所： 西宮市民会館アミティホ－ル４F 中会議室４０１
（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）
１．支部長挨拶
兵庫医科大学病院 前田 勝彦
２．情報提供
「非イオン性ヨード造影剤イオメロンの最近の話題」
エーザイ株式会社 安田 祐二
３．発表
「低管電圧を使用した深部静脈血栓症に対する造影 CT
においてのヒラメ静脈の描出精度の検証」
尼崎中央病院 画像診断部門 野間本 剛士
４．特別講演１
座長 尼崎中央病院 画像診断部門
宮地 和明・鎌田 照哲
「熊本地震における DMAT 活動拠点本部での１泊２日」
三島救命救急医療センター 放射線科 森原 宗憲
特別講演２
「急性期、慢性期疾患に撮影する画像診断の意味」
尼崎中央病院 総合診療科 庄司 浩気
共催： （公社）兵庫県放射線技師会 阪神支部
問い合わせ先： 尼崎中央病院 画像診断部門
鎌田 照哲（かまた てるあき）
ＴＥＬ ０６-６４９９-３０４５ （内線 ３０５）
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但馬支部
夏季研修会のお知らせ
下記の通り、夏季研修会を開催します。最近話題となって
いるCTの情報と新しく就職した方たちの自由な発表となっ
ています。たくさんの方の参加をお待ちしています。
日 時： 平成２９年７月１４日（金）１９：００～
場 所： 公立豊岡病院互助会館 ２階会議室
参加費： 非会員５００円
内 容：
講 演 「IQon Spectral CT の概要と画像解析ソフトウェア」
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン
CT モダリティスペシャリスト 早坂 和人氏
演 題 「社会人になって」
１・八城さん（公立豊岡病院）
２・別府さん（公立八鹿病院）
３・小牧さん（公立豊岡病院）
４・原さん （公立八鹿病院）
５・橋本さん（公立豊岡病院）
問い合わせ：公立八鹿病院 画像診断科 小谷康仁まで
TEL ０７９-６６２-５５５５（内線１４５０番）

神戸西支部
第１１５回こうべ胃検診の会
すっきりとしない梅雨空もあとしばらく！そろそろ青い夏
空の到来ですね！いつも通りこうべ胃検診の会は熱く爽
やかにいきたいと思います！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７月２１日（金）１８：００～
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： ④胃部Ｘ線読影について（隆起性病変）
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
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淡路支部
第１９回淡路支部学術勉強会のお知らせ

平成２９年７月１日発行

第１３１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。さて、第４回目となります銀杏会特別塾、
ゲスト講師は第１回目からご指導頂いています東京都が
ん検診センターに勤務されております消化器内科、山里
哲郎先生です。今回の講義は『読影医が技師に求める追
加撮影』と題しお話し頂きます。基準撮影の流れのなかで
異常陰影を認識してから、どのような画像を追加するのか、
また、その撮影テクニックとタイミングは。検診施設に勤務
されている方は勿論、経験の浅い方は大いに参考になる
ことと思います。
症例検討も、今、話題となっております疾患などご紹介い
ただける予定です。どうぞ、皆様お誘い合わせのうえ、ご
参加くださいますようお願い申し上げます。

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７月２６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： MRI 検査～コイルの特性～
兵庫県立淡路医療センター 検査・放射線部
藤田 達也
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）

東播支部
第１５９回東播支部勉強会のお知らせ

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７月８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。
＊８月の研究会はお休みです。
参加費： １，０００円
内 容： 第４回 大阪銀杏会 特別塾
ゲスト講師 東京都がん検診センター 消化器内科
山里 哲郎 医師
Ⅰ．講義 『読影医が技師に求める追加撮影』
講師：山里 哲郎 先生
Ⅱ．山里 先生ご指導による症例検討の手ほどき
Ⅲ．症例検討会・馬場塾症例
司会担当：神戸大学医学部付属病院 拜原 正直
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。

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１５９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７月２７日（木）
１９：００～２１：００ (１８：３０受付)
場 所： 市立加西病院 東館２階講義室
兵庫県加西市北条町横尾１-１３
内容 テーマ：高齢者に発生しやすいあるある骨折
１．大腿骨近位部骨折と橈骨遠位端骨折について
大久保病院 内藤 祐介
２．腰椎圧迫骨折と上腕骨近位部骨折について
大久保病院 川嶋 咲由
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： 市立加西病院 辻 容子
TEL ０７９０-４２-２２００（内線２２７０）
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共 催： 健保連大阪中央病院
H P： http://www.osaka-ichokai.com
ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.co

平成２９年７月１日発行

第３０７回はりまＣＴ研究会のご案内
テーマ： 夏期集中講座 ～一般撮影を読む！～
日 時： 平成２９年７月２０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
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
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
すが、ベテランさんも侮るなかれ、決して簡単な検査では
ありません！撮影方法はもちろんのこと、読み方を覚える
ことで、そこから多くのものが診えてきます。今回は、夏期
集中講座として胸部・腹部・整形外科領域とあらゆる範囲
の一般撮影について勉強していきたいと思います。
内容・講師
「胸部写真、腹部写真を読む」
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～」
大久保病院 田中 翔梧 技師
日本救急撮影技師認定機構 認定研究会
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

第２９３回神戸頭部研究会のお知らせ
平年よりも遅い梅雨明けにじめじめした日が続いておりま
すが、いよいよ夏の到来を迎える季節となりました。体調
を崩さず頑張ってゆきたく思っております。前回の定例会
では 3 題を行いました。まず始めに seri.「ここがポイント」で
は緊急症例報告と題し、ごく最近の一例を提示いただきま
した。初診では軽症とみられた身体的所見でしたが、その
際の MR 画像でちょっと気になる所見が予後に大きく影響
する疾患を学びました。「脳静脈洞血栓症」今までも何度
か取り上げた疾患でしたが、注意すべき点を再度確認す
ることが出来ましたね。特徴的なサインはもう忘れない!!
引き続き 2 題は、今年度進めております seri.「続脳細胞増
殖講座 補足」を行いました。超急性期脳梗塞の一例を挙
げ、発症から治療までをお話しいただき、実際に行われて
いる流れを知ることが出来ました。この中では我々診療放
射線技師の役割を考えさせられましたね。また、血管内
治療における各種デバイスの選択や手技を数症例交え、
詳細な説明により脳外科専門施設で行われている虚血性
脳疾患を幅広く理解することが出来ました。今回も臨床直
結で多くの知識を得られましたね!!
さて今月の定例会は下記の通りです。お気軽にご参加下
さい!!
（田上修二）
日 時： 平成２９年７月１２日(水)１９：００～２１：００
題 目： １． seri.「こんな症例ありました」
王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科
大西 宏之
２． seri.「ここがポイント（ここポイ）」
こやまクリニック 画像技術科 田上修二
更にもう一題を予定しております!!
詳細ははがきにてお知らせします。
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

神戸 MR の会のお知らせ
日 時： 平成２９年７月２５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)
７月の神戸MR の会定例会は「上肢①：肩」をテーマに取り
上げます。
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。
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お誘い合わせの上、多数のご参加お待ちしております。
中央放射線室 末廣 克義 まで
＊９月上肢②(肘、軟部組織)、１１月上肢③(手関節、手
ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００（代） FAX ０７９４-６２-９９２６
指)を予定しています。
（中放直通）
＊今回の定例会(神戸リハビリテーション病院で開催時の
第８１回「MRI の基本」読書会
み)から、パンと飲み物(各々５０セット)の提供を始めること
に致しました。先着順となっておりますので宜しくお願い致
特別講演会のご案内
します。
当会は、平成２２年の第１回から、パワーテキストで読書
症例施設
会を行ってきました。第３版の内容も含めて進行し、現在
「当院での肩関節ＭＲＩ撮影」 ひろクリニック 佐野 朗
３巡目を進行しています。
「腱板損傷だけではない！肩 MRI」
第８１回は、ＭＲＩメーカーに講演を依頼し、シーメンス社製
甲南病院 吉崎 正哉
ＭＲＩの最先端撮像技術と原理について講演していただき
問い合わせ先：
ます。
王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科 大西 宏之
日 時： 平成２９年７月２７日（木）１９：００～２１：００
ＭＡＩＬ： h0801ohnishi@gmail.com
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
臨床画像研究会－若葉会－
２F 第２・第３研修室
第１０４回定例会のご案内
会 費： 会員・会員以外 １００円
第１０１回より，『読影トレーニング』をテーマにすすめて
内 容： ①「MR における高速撮像技術の進歩」
います。日常の撮影業務で気になる疾患や部位を取り上
シーメンスヘルスケア株式会社 MR 事業部
げて、必要とされている画像を的確に撮影するための知
宇根田 宏徳
識を学んでいけたらと考えています。今回は『腹部領域の
②二つ目の講演内容は現在調整中です。
外傷・臓器損傷』についてです。皆様お誘い合わせの上ご
お問い合わせ先： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
参加下さいますようお願い申し上げます。
ＴＥＬ ０７８-９２７-２７２７（代表）
テーマ：『極める！～画像診断～』
放射線科 鳥居
読影トレーニング（４）腹部領域の外傷・臓器損傷
１．代表的な腹部臓器の外傷と読影のポイント(仮)
第１３１回いちょう会（斎暢会）開催のご案内
明石医療センター 技術部 放射線科
黒田 大輔（診療放射線技師）
向暑の候、皆様におかれましてはますますご活躍のことと
２．肝外傷における症例読影トレーニング
お慶び申し上げます。
県立加古川医療センター 検査・放射線部
８月度定例会を下記の内容にて開催いたします。ご多忙
田中 陽（診療放射線技師）
中とは存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。
３．腎外傷の症例読影トレーニング
日 時： 平成２９年８月３日（第１木曜日）
北播磨総合医療センター 中央放射線室
１８：３０～２０：３０
安居 克真（診療放射線技師）
場 所： 三宮研修センター
日 時： 平成２９年７月２６日（水）１９：００より
内 容：
場 所： 北播磨総合医療センター ２階 大会議室
Ⅰ． 胃Ｘ線撮影 ～ﾊﾞﾘｳﾑの流れ/胃中部（M 領域）撮影～
（〒６７５-１３９２ 小野市市場町９２６-２５０）
Ⅱ． 胃Ｘ線読影 ～形の異常～
ご注意）大会議室へは，セキュリティーのため本館２階北
Ⅲ． ｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～
側『職員玄関』のみ出入り可能です。
参加費： １，０００円/１回
お問い合わせ：北播磨総合医療センター 診療支援部
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平成２９年７月１日発行
講師：大阪医療センター 岡垣 篤彦
Ⅲ．閉会挨拶
神鋼記念病院 櫃石 秀信

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
Ｈ Ｐ： http://ichokai.kenkyuukai.jp/

第６回心血管 MR 画像研究会のご案内
第７回兵庫医用画像情報システム
研究会のお知らせ

今回は、心血管のフローにターゲットを絞り、心臓MRI 撮像
の知識をさらに深めたいと考えています。
また、特別講演には森田先生をお招きし最新の T１マッピ
ングの話題にも触れて頂きます。
日 時： 平成２９年８月１９日（土）１４：００～１７：００
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
テーマ 『心臓 MR ： フローをターゲットに』
【テクニカルレクチャー】
『血流を画像化する基本原理』
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

こんにちは。兵庫医用画像情報システム研究会です。
第７回研究会の開催告知（第２報）です。
＜第７回兵庫医用画像情報システム研究会＞
日 時： 平成２９年８月５日（土）１３：００～１７：２０
( 受付開始 １２：３０ )
場 所： 兵庫県災害医療センター ２階 研修室
（神戸市中央区脇浜海岸通１-３-１）
テーマ：BCP （事業継続計画：Business Continuity Plan）
参加費： １，０００円
事前登録受付期間：
平成２９年６月１７日～平成２９年７月３０日（受付中）
（受付期間中でも定員に達した時点で、登録を締め切ら
せていただきます）
本研究会参加により、以下の認定更新ポイントを申請可能
です。
医療情報技師(３ポイント)
医療画像情報精度管理士(４．４カウント)
医用画像情報専門技師(６ポイント)
医療情報システム監査人(２ポイント)
＜＜ プログラム ＞＞
Ⅰ．開会挨拶
製鉄記念広畑病院 廣田 朝司
Ⅱ．BCP について学ぶ
座長：製鉄記念広畑病院 廣田 朝司
ⅰ) DMAT 隊員が語る BCP～放射線診断領域を中心に～
講師：神戸赤十字病院 小川 宗久
ⅱ) 医療版 BCP（MCP：Medical Continuity Plan）と病院統合
講師：公立西知多総合病院 山田 篤人
座長：北野病院 高峰 景敏
ⅲ) (仮題)激甚災害時の地域医療継続（ＢＣＰ）のため
に、今、検討し備えておくべきこと
講師：Annexe R&D 株式会社 井形 繁雄
座長：神鋼記念病院 櫃石 秀信
ⅳ) 災害対策としての医療情報処理

ヘルスケア事業部 MR Application Specialist 望月 智広先生

【臨床講演】
『心臓・血管の血流解析-当クリニックの取り組み-（仮題）』
医療法人昭陽会 和歌山南放射線科クリニック 中尾 裕次先生

【特別講演】
『当院における心臓 MRI の現状と最近の話題』
国立循環器病研究センター放射線部 森田 佳明先生
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

第１５回近畿救急撮影セミナーのお知らせ
日 時： 平成２９年８月２６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
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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 ｢脳卒中疾患を考える
～フィジカルアセスメントから血管内治療まで～｣
１４：２５～１４：３０ 開会あいさつ
１４：３０～１６：３０ シンポジウムテーマ
「技師が考える＊一刻も早い診断・治療を目指して」
１．「CT 撮影時脳卒中スケール・CTSS について」
一宮市立市民病院 主査 山田 晃弘 先生
２．「チョット知りたい!?脳 MRI の救急対応」
大阪赤十字病院 放射線診断科部
第一課 課長 高津 安男 先生
３．「急性期脳血管内治療での技師の役割
〜診断から治療まで〜」
兵庫医科大学病院 放射線技術部
副主任技師 萩原 芳明 先生
１６：３０～１６：４０ 休憩
１６：４０～１７：４０
特別講演「脳卒中疾患の診断から脳血管内治療まで」
兵庫医科大学病院 脳神経外科
主任教授 吉村 伸一 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

平成２９年７月１日発行

≪ 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
○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
○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
○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
○三田市民病院
所在地 三田市けやき台３丁目１-１
求人内容 パート職員
○神戸掖済会病院
所在地 神戸市垂水区学が丘１丁目２１-１
求人内容 正規職員

〒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

【 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

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。

会費納入状況 （平成２９年６月９日現在）
会 員 数 ： １，２５３名
会 費 納 入 率 ： ３９．４３％
会費未納者数 ： ７５９名
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< ７月スケジュール >

平成２９年７月１日発行

< ８月スケジュール >

７/１

（土）

７/２

（日）

７/３

（月）

８/３

７/４

（火）

８/４

（火）
（水）
（木） 第１３１回いちょう会（斎暢会）
（金）

７/５

（水）

７/６

（木）

８/５

（土）

７/７

（金）

８/６

８/２５

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 第６回心血管 MR 画像研究会
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

８/２６

（土） 第１５回近畿救急撮影セミナー

８/２７

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

８/１
東播西播支部合同ゴルフ大会

８/２

第２６回新入会員歓迎交流会

８/７

第５回兵庫県放射線技師会読影セミナー

８/８

７/８

（土）

７/９

（日）

８/１０

７/１０

（月）

８/１１

７/１１

（火）

８/１２

７/１２

（水）

第２９３回神戸頭部研究会

８/１３

７/１３

（木）

平成２９年度第１回阪神支部学術勉強会

８/１４

７/１４

（金）

但馬支部 夏季研修会

８/１５

７/１５

（土）

８/１６

７/１６

（日）

８/１７

７/１７

（月）

８/１８

７/１８

（火）

８/１９

７/１９

（水）

７/２０

（木）

第３０７回はりまＣＴ研究会

８/２１

７/２１

（金）

神戸西支部 第１１５回こうべ胃検診の会

８/２２

７/２２

（土）

第２８回医用画像学術講演会

８/２３

７/２３

（日）

７/２４

（月）

７/２５

（火）

７/２６

（水）

第１３１回大阪胃腸会（銀杏会）

７/２７

（木）

７/２８

（金）

７/２９

（土）

７/３０
７/３１

（日）

８/９

８/２０

８/２４
神戸 MR の会
淡路支部 第１９回淡路支部学術勉強会
臨床画像研究会若葉会第１０４回定例会
第１５９回東播支部勉強会
第８１回「MRI の基本」読書会

８/２８
８/２９
８/３０
８/３１

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）

（月）
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庶務報告
《新入会員》
藤末 藍
＜ 阪神支部 ＞
杉本 祐希 ＜ 東播支部 ＞
田淵 貴咲 ＜ 西播支部 ＞
稲葉 里沙 ＜ 西播支部 ＞
宮﨑 直人 ＜ 淡路支部 ＞
森 貴広
＜ 東播支部 ＞
川田 千津子＜ 阪神支部 ＞
今滝 由香 ＜神戸東支部＞
鳥谷 英貴 ＜神戸東支部＞
前田 崚太 ＜神戸東支部＞
重松 真介 ＜神戸東支部＞
《再入会員》
青木 一
＜神戸東支部＞
《転出会員》
安藤 新
＜ 阪神支部 ＞
《県内異動》
大野 太一 ＜ 阪神支部 ＞
吉野 慎吾 ＜神戸西支部＞

笹生病院
兵庫県立加古川医療センター
姫路赤十字病院
姫路赤十字病院
兵庫県立淡路医療センター
明舞中央病院
笹生病院
神戸大学医学部附属病院
神戸大学医学部附属病院
神戸大学医学部附属病院
神戸大学医学部附属病院

神戸総合医療専門学校
大阪物療大学
岡山大学
鈴鹿医療科学大学
大阪大学
神戸総合医療専門学校
大阪物療大学
京都医療科学大学
岡山大学
神戸総合医療専門学校
徳島大学

神戸大学医学部附属病院
大阪陽子線クリニック → 大阪府へ

神戸赤十字病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 池田回生病院
兵庫県立リハビリテーション中央病院
→ ＜ 西播支部 ＞ 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院
森貞 雅之 ＜神戸西支部＞ 自宅 → ＜神戸西支部＞ 広野高原病院
《施設 名称・所在地・電話番号等変更》
（姓名変更） 赤松 いずみ ＜ 阪神支部 ＞ → 志賀 いずみ ＜ 阪神支部 ＞

送付シャウカステン記載

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
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