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第２９回兵庫県放射線技師会学術大会のご案内
第２９回兵庫県放射線技師会学術大会 詳細は予稿集をご覧ください。
今回の市民公開講座は「乳がんにむきあう」をテーマに開催します。
職場の方、ご近所の方にもお声かけいただき、出来るだけ多くの一般市民の皆様にご参加いただけたらと思いま
す。
【学術大会開催内容】
日 時： 平成２９年１１月１９日（日）９：３０～１６：００（終了予定）
会 費： 会員１，０００円
大会テーマ： 「価値への創造」
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
【一般演題】

・午前の部

TEL ０７９-６７２-１０００

・午後の部

【市民公開講座】 １３：００～１５：００
「乳がんにむきあう」
がん検診の現状と画像診断の役割
「乳がんって本当はどんな病気？」
「乳がん検診に必要な画像検査」
「養父市の乳がん検診の取組み」

水田 誠 公立豊岡病院 乳腺外科部長
木村 和代 公立八鹿病院 医療技術部
小谷 純子 養父市 健康福祉部 健康課 主幹

今回はランチョンセミナーがありませんので、昼食は各自で準備いただくか、周辺施設でお願いします。希望者
にはお弁当を手配しますので、下記アドレスまで氏名と必要個数を１１月１０日までにご連絡ください。
受付時に会費と同時に集金させていただきます。（１，０００円程度）
お問い合わせ： 神戸大学医学部附属病院 放射線部 ＴＥＬ ０７８-３８２-６３８３
神澤 匡数 ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
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開催となります。
一般演題を募集していますので、奮ってご応募ください。
第５回放射線セミナーのお知らせ
演題募集： 一般演題
演題募集期間： 平成２９年１０月１日～
がん診療連携協議会、兵庫県放射線医会との共催で第５
平成２９年１１月３０日
回放射線セミナーを開催します。
申込み方法： 前抄録としてワード形式Ａ４サイズ１枚を下
今回は前立腺がんをテーマに企画しました。詳細は来月
記の方法にて申し込んで下さい。
以降にお知らせします。
≪メール≫ kinki.hyogo2017@gmail.com
職種を問わず参加できますので、皆様お誘い合わせの上、 ≪郵送≫ＣＤまたはＵＳＢメモリにて下記までお願いします。
ご参加ください。
〒６５０-００２２ 神戸市中央区元町通５丁目２-３-１０１１
日 時： 平成２９年１１月２５日（土）１４：００～１７：００
公益社団法人 兵庫県放射線技師会 宛
場 所： 神戸市教育会館 大ホール
【抄録原稿の書式】
〒６５０-０００４ 神戸市中央区中山手通４‐１０‐５
１）Ａ４版ワープロ入力（office Word２００７以降でお願い
ＴＥＬ ０７８-２２２-４１１１
します）。
神戸市営地下鉄「県庁前」より徒歩５分
２）原稿は１，０００～１，５００字程度、横書き入力。図等
参加費： 無料
がある場合は１ページに収まるよう調整してください。
第一部： 診断（１４：１５～１５：１５）
３）余白は、上３５ｍｍ、下３０ｍｍ、右３０ｍｍ、左３０ｍｍ
講演１） 「前立腺 MRI 検査で知っておきたいこと
でお願いします。
-T２WI・DWI の特徴を生かして-」
４）本文は明朝体１０．５pt を使用し、英数字は半角 times
兵庫医科大学病院 放射線技術部 城本 航
系（望ましい）か Century を使用してください。
講演２） 「知らぬが仏。早期発見・早期治療が通用しない
５）句読点は、「、」と「。」を使用。
前立腺がん画像診断の非常識」
６）上段に、中央揃で、題名、演者の施設、氏名を書いてく
愛仁会高槻病院 イメージングリサーチセンター部長
ださい。題名のみ１２pt 太字にしてください。（出来るだ
高橋 哲
け、ご発表内容がわかるようにお願いします。）
第二部： 治療（１５：２０～１６：３０）
講演３） 「泌尿器科医が提供する最新の前立腺癌治療に
【学術大会開催内容】
ついて～手術、薬物療法を中心に～」
日 時： 平成３０年２月１１日（日）１０：００～
神戸市立西市民病院 院長代行兼泌尿器科部長
１７：００（終了予定）
中村 一郎
会 費： 会員１，０００円
講演４） 「前立腺癌の放射線治療」
大会テーマ： Next Move for The Future
神戸低侵襲がん医療センター 放射線治療科部長
～真の“チーム医療”をめざす～
西村 英樹
場 所： 神戸大学医学部附属病院
お問い合わせ： 神戸大学医学部附属病院 放射線部
〒６５０-００１７ 神戸市中央区楠町７-５-２
ＴＥＬ ０７８-３８２-５１１１ 内線６３８３
TEL ０７８-３８２-５１１１
学術担当 神澤 匡数
お問い合わせ： 神戸大学医学部附属病院 放射線部
ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
ＴＥＬ ０７８-３８２-６３８３
神澤 匡数

平成２９年度近畿地域診療放射線技師会
学術大会 演題募集

ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集

平成２９年度近畿地域診療放射線技師会は兵庫県での
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兵庫県放射線技師会会誌（HART）に掲載する新入会員
組織委員会
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
第１２回マンモグラフィ技術講習会案内
写真を下記アドレスまで送信して下さい。
日 程： 平成３０年３月２４日(土）～２５日（日）
MAIL： hyogoradiotech@gmail.com
会 場： 神戸市立医療センター中央市民病院内
定 員： ５０名 （更新者講習はありません）
広報委員会
対 象： (公社) 兵庫県放射線技師会会員
会員専用サイト（member's site）
(公社) 日本診療放射線技師会会員
入室用ＩＤとパスワードの発行
現在入会手続き中の方も受付可能です
申込方法： HART ホームページから Web 申込み
申込開始： １１月１０日頃を予定しています
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
受 講 料： 会員 ３５，０００円 / 非会員 ４８，０００円
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 を お 送り し ま す 。 こ れ を 用い て 、
お問合せ： 神戸市立医療センター中央市民病院
「member's site」へ入室下さい。一度取得されたＩＤとＰＡＳ
放射線技術部 岡田雄基 （内線 ※７０２）
ＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷ
ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com TEL ０７８-３０２-４３２１
ＯＲＤは自由に変更できます）。
※詳細については後日ホームページに掲載いたします

神戸西支部
神戸西支部主催 特別講演 報告

１１月パスワード

「

2018

」

兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/

組織委員会
平成３０年賀詞交歓会のご案内

神戸西支部主催 特別講演の報告です。
平成２９年９月９日（土）１８時～１９時５０分ハーバーラン
ドダイヤニッセイビル１７階にて、特別講演 奈良県立医科
大学附属病院 安藤英次先生による一般撮影 『理解して
撮る一般撮影シリーズ』（第４弾）～ 腰椎立位 PA 半切撮
影の有用性について ～を開催致しました。
参加者は５５名で、遠方の他支部の方もご参加してくだ
さいました。ありがとうございました。
次回の開催は、平成２９年２月１７日（金）に開催を予定
しております。
今後も一般撮影に限らず色々なテーマで研修会を企
画致しますのでご参加くださいますようよろしくお願い致し
ます。
神戸西支部 支部長 高井 夏樹

初秋の候 会員の皆様におかれましては益々ご健勝の
ことと存じ上げます。今年度も下記の如く平成 30 年賀詞
交歓会を催す運びとなりました。年始の慌ただしい中では
ございますが、万障お繰り合せの上ご参加くださいますよ
うお願い致します。
日 程： 平成３０年１月１２日(金)１８：３０開演
会 場： ANA クラウンプラザホテル神戸
３５階 アーバンウィンド（スカイバンケットフロア）
会 費： １０，０００円
問合せ： 神戸市立医療センター中央市民病院
放射線技術部 岡田雄基 TEL ０７８-３０２-４３２１
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問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾
放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０

第２９６回神戸頭部研究会のお知らせ

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１６０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１１月１６日（木）１９：００～２１：００
（１８：３０受付)
場 所： 市立西脇病院 ２階講堂
西脇市下戸田６５２番地の１
内 容： テーマ デジタルマンモグラフィについて
１．デジタルマンモグラフィの使用経験について
市立西脇病院 山本 晴加
２．最新のデジタルマンモグラフィシステム
(breast Tomosynthesis)について
GE ヘルスケア・ジャパン 船木 新壽
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： 市立西脇病院 放射線部 高木敏夫
TEL ０７９５-２２-０１１１（内線５５０）

日増しに寒さが加わり、秋も深まってまいりました。もう通り
越して冬並みの季節を感じることも・・・!! 前回の定例会で
は 3 つのシリーズ題目で進めてゆきました。まず始めに「こ
こがポイント」で医用画像表示用モニタを勉強しました。民
生用液晶モニタとの違いから、品質管理、日常・定期点検
までと運用に必要な知識が得られました。解像度・輝度・
階調特性の 3項目は特に重要で、実際の不変性試験も身
につき、正しい管理を再認識することが出来ました。次に
「こんな症例･･」で subtraction MRA をお話しいただきまし
た。脳内血腫により血管の観察が出来ない!! 特にクモ膜
下出血後、脳血管評価をする場合の対策を血管（血流）と
血腫の信号から考えてゆきました。とっても分かりやすい
原理の説明で、改善された画像は大変驚きましたね。ま
た有用性の高い手技を学ぶことが出来ました。最後は「こ
こポイ」で頭の中の丸いものを行いました。Willis 動脈輪近
傍にみられる丸いもの、鑑別の難しい症例がありますね。
脳動脈瘤・髄膜腫・下垂体腫瘍などが挙げられ、これらの
特徴的な画像所見をまとめ、身体的症状と合わせて分析
してゆきました。微妙に異なる発生部位、周囲組織への影
響なども理解出来ましたね。「丸いもの」のみかた、更に磨
きが掛かりました。今回も臨床現場で大いに役立つ 3 題の
定例会となりました。
さて今月は下記の通り特別講演会を開催致します。放射
線診断学における、神経・頭頚部領域で大変ご高名な小
川先生をお招きしまして、臨床で活かせる実践系のご講
演をいただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしておりま
す。
（田上修二）
題 目： 「ここまで読める中枢神経画像」
～症例から学ぶ読影のコツ～
講 師： 鳥取大学医学部附属病院
画像診断治療学分野 教授 小川 敏英 先生
日 時： 平成２９年１１月１１日（土）１４：３０～１６：３０
会 場： 神戸ハーバーランドダイヤニッセイビル７F 会議室
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 (７F クリニックフロア)
ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０(代表)

神戸西支部
第１１９回こうべ胃検診の会
こうべ胃検診の会の開催をお知らせいたします。皆様の
ご参加をお待ちしております。
尚、年末１２月は開催いたしません。第１２０回１月開催の
詳細は、シャーカステン１月号にてお知らせいたします。
日 時： 平成２９年１１月１７日（金）１８：００～
（次回開催は平成３０年１月です）
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： ②胃部Ｘ線撮影について（胃上部 撮影）
と症例検討
参加費： 会員無料・非会員１００円
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会 費： 会員・会員以外 １，０００円
(講演会終了後、情報交換会もご用意しております)

平成２９年１１月１日発行

神戸市立西神戸医療センターオープンカンファレンス
「第１８回 Imaging Technical Conference」のご案内

第１３４回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内
晩秋の候、皆様におかれましてはますますご健勝のことと
お慶び申し上げます。
さてこの度「第１８回 Imaging Technical Conference」を開
催する運びとなりました。今回は「小児救急の画像診断
～多職種でのアプローチ～」と題し診療放射線技師、救急
看護認定看護師、小児科医の立場より講演を頂く予定で
す。
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
願い致します。
日 時： 平成２９年１１月１５日（水）１８：３０～１９：３０
場 所： 神戸市立西神戸医療センター ４階 大会議室
内 容： 「救急 Ns の考える画像診断の優先順位
～院内トリアージの視点から～」
救急看護認定看護師 寺本 沙織
「小児画像診断における放射線技師の役割」
放射線技術部 横尾 宏之
「小児救急の画像検査
～小児の代表的疾患と検査の適応～」
小児科 医長 岩田 あや 先生
＊なお会費は無料ですが駐車場は有料となります。
お問い合わせ： 神戸市立西神戸医療センター
放射線技術部 中島 正量
TEL ０７８-９９３-３７６０

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。前回の中村 信美先生の講義『胃Ｘ線読
影におけるマクロ像，ルーペ像の重要性』見事に写しださ
れた貴重な症例の数々を、長時間に亘り読影して頂きま
した。ひとつひとつエピソードを交え、マクロ・ルーペ・ミクロ
像と対比しながら病変の立体的（隆起・陥凹部の）成り立ち、
また、病理組織学的特徴をとらえた胃Ｘ線写真の有用性
など、まだまだ、次世代に、継承して頂きたい検査である
ことを再認識させられた講義でした。さて、今回は、胃が
ん X 線検診領域についての最近の動向、病変を認識して
からの必要とされる任意・追加撮影などです。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
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１１月１１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 『胃がん X 線検診検定試験 』-最近の動向など講師：NPO 精管構基準撮影法指導員
神戸大学医学部付属病院 拜原 正直
講座Ⅱ 『撮影法』-追加撮影について講師：恵生会病院 芳野 克洋
症例検討会・馬場塾症例 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。
共 催： 健保連大阪中央病院
H P： http://www.osaka-ichokai.com
ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.com

第３０９回はりまＣＴ研究会のご案内
テーマ： 冬期集中講座 ～MRI を読む！～
日 時： 平成２９年１１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
今回は集中講座の第３弾として、MRI を頭部・上腹部中心
に勉強していきます。
MRI は部位や疾患に適したシーケンスを組むため、撮像
方法が多く、多種多様な画像がでてきます。そのため、画
像を診ることがとても難しいと感じている方もおられると思
いますが、一筋縄ではいかないところも MRI の魅力の１つ
といえるかもしれません。
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日頃の疑問を少しでも解消して、より深く”診る目”を養って
い。
いきましょう。
問い合わせ先： 恒生病院 前田 実夫
内容・講師
ＭＡＩＬ： j-maeda@kosei-hp.jp
「頭部 MRI の診かた」
大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科 学友会
明石市立市民病院 岩井 良太 技師
ホームページアドレス www.yukioka-kinki-gakuyukai.net
「上腹部 MRI の診かた」
神戸市立医療センター中央市民病院
三菱神戸病院 山田 達也 技師
第７回救急撮影オープンカンファレンス開催のご案内
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

今回の救急オープンカンファレンスは救急頭部領域に
絞り、２名の先生に講演をお願いしています。また、情報
提供として救急部門に導入している FPD の散乱 X 線補正
処理(Intelligent Grid)について撮影条件を検討したので情
報提供させていただきます。
当院での脳卒中ホットラインにおけるチームでの取り組
みや流れについて、神経内科の藤原先生から、救急頭部
CT での放射線科医の視点から救急医療に携わる医師・
技師に知っておいてほしい読影の知識や読み方、ポイント
を放射線診断科の岡野先生から講演していただきます。
参加して頂いた方々が現場ですぐに役立てていただける
情報を提供できれば幸いです。このオープンカンファレン
スは日本救急撮影技師認定機構対象で２ポイントが付与
されます。
ご多忙中とは存じますが、是非皆様どうぞ奮ってご参加
ください。
日 時： 平成２９年１１月２４日(金)１９：００〜２０：３０
(１８：３０受付開始)
場 所： 神戸市立医療センター中央市民病院
１階講堂(正面入り口を入って左側)
参加費： 無料
情報提供： 散乱 X 線補正処理技術における撮影条件の検討
講師 放射線技術部 富張 晋技師
講 演： １．脳卒中治療最前線
〜チームで取り組む時間短縮〜
講師 神経内科 藤原 悟医師
２．明日から使える救急頭部 CT の読み方
講師 放射線診断科 岡野 拓医師
※ 日本救急撮影技師認定機構対象 ２ポイント
お問い合わせ： 神戸市立医療センター中央市民病院
TEL ０７８−３０２−４３２１
放射線技術部 浜田 誠(※２７４)

大阪行岡医療専門学校長柄校放射線科学友会
支部共催学術講演のお知らせ
日 時： 平成２９年１１月１８日（土）１４：３０～１８：００
場 所： エーザイ株式会社大阪コミュニケーションオフィス
梅田スカイビルタワーイースト３３階
会 費： ５００円
【造影剤情報提供】
『 非イオン性造影剤イオメロンの有用性について 』
エーザイ株式会社 鈴木 秋斗
【教育講演】
１． 『EI の設定から運用まで』
大阪府済生会吹田病院 中央放射線科 谷 篤
２． 『低管電圧 CT の使用経験について』
大阪市立総合医療センター 医療技術部
中央放射線部門 寺川 彰一
３． 『MRI 脂肪抑制法の基礎と実践』～脂肪と闘う人々へ～
大阪国際がんセンター 放射線診断・IVR 科
統括主査 立石 宗一郎
【特別講演】
『生命（いのち）の光を技で紡ぐ』
大阪急性期・総合医療センター 医療技術部
船橋 正夫 先生
講演会終了後 学友会主催にて忘年会・情報交換会を
予定しております。
他校のご卒業生も歓迎いたします。奮ってご参加くださ
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―プログラム―
【情報提供】(１５：００～１５：１５)

第１５回はりまＲＩ塾のお知らせ

第一三共株式会社 神戸支店 造影剤領域担当 橋本 賢一

【代表世話人挨拶】(１５：１５～１５：３５)
『脳神経外科領域の検査と役割』 順心病院 狩口 秀春
【基礎講座】(１５：４０～１６：００)
『知っておきたい脳の解剖』
順心病院 診療放射線技師 中野 陽輝
【教育講座】(１６：００～１７：５０)
Ⅰ 『サイバーナイフの基礎と実際』
順心病院 サイバーナイフセンター室長 井口 昌好
Ⅱ 『急性期脳神経外科疾患の看護』
順心病院 SCU 看護師長 奥山 拓也
－休 憩－
【特別講演】(１８：００～１８：５０)
『脳腫瘍の日常臨床』
順心病院 院長 潤井 誠司郎 先生
問い合わせ先（事務局）： 加古川中央市民病院
放射線室 千古 孝
TEL ０７９-４５１-５５００ (代表)

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
『第１５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１１月２５日（土)１４：００～１６：５０
場 所： 赤穂市民病院 本館３階 講義室
参加費： ５００円（学生無料）
内容：
『RI 講座 骨・腫瘍』 姫路赤十字病院 細岡 裕之 先生
『PET 製剤の現状と未来 –より良い検査のために-』
富士フイルム RI ファーマ株式会社
学術企画部 片平 敬人
『施設紹介・機器紹介』
赤穂市民病院 横山 裕生 先生
赤穂中央病院 田村 雄三 先生
『施設見学』
＊ 本会終了後、情報交換会を予定しております。
＊ 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 ０７９-４９７-７０００ (内５３８０)

第５４回西播イメージング研究会のご案内
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５４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１１月２５日（土）１３：３０～１７：３０
場 所： 姫路商工会議所 ６F ６０２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－
☆情報提供

第１８回放射線診療技術研究会のご案内
この度『第１８回放射線診療技術研究会』を下記の通り開
催させて頂く運びとなりました。
今回は「脳神経外科領域の診断と看護、治療」をテーマ
といたしまして診療放射線技師、サイバーナイフ室長、
SCU 看護師長、医師のそれぞれの目線から講義をしてい
ただく予定ですので皆様お誘いあわせの上奮ってご参加く
ださい。
日 時： 平成２９年１１月２５日（土）１５：００～１８：５０
場 所： 順心病院 ２階 第一会議室
兵庫県加古川市別府町別府８６５番１
ＴＥＬ ０７９-４３７-３５５５
会 費： 会員・会員以外 ５００円

『ヨード造影剤イオメロンの適正使用情報』エーザイ株式会社

『ザイオステーション２ Realize について』
（株）アミン 井上 浩史 氏
☆講 演
『GECT の最新情報』
GE ヘルスケア・ジャパン（株）CT 営業推進部 坪内 伸介 氏

『GE アンギオ装置の最新情報』
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GE ヘルスケア・ジャパン（株）Imaging Guided Solutions
「当院の手、指の撮像について」
営業推進部 谷口 研二 氏
明石市立市民病院 平山 春樹
☆特別講演Ⅰ
「手指の腱について」 三菱神戸病院 廣島 桜
『CT 画像を診る！Vol.１３～Detectability Up!!その意義～』
「手関節の MRI ～TFCC とリウマチについて～」
県立姫路循環器病センター 検査・放射線部
兵庫医科大学病院 榎 卓也
前田 啓明 技師
問い合わせ先 ：
☆症例検討
王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科 大西 宏之
『読影補助の実践!! 症例検討』
ＭＡＩＬ： h0801ohnishi@gmail.com
姫路聖マリア病院 放射線技術科 衣笠 太基 技師
☆特別講演Ⅱ
第８５回「MRI の基本」読書会のご案内
『”心不全を CMR で診る”』
県立姫路循環器病センター 循環器内科
当会は、「MRI の基本 パワーテキスト」を輪読形式で読
部長 谷口 泰代 先生
む勉強会です。重要な部分や理解しにくい部分は、スライ
【認定ポイント】
ドを使用して理解を深め、司会進行役を中心に毎回趣向
日本救急撮影技師認定機構 ２ポイント
を凝らした内容になっています。興味のある章、または知
日本 X 線 CT 専門技師認定機構 ３ポイント
りたい章だけでも結構ですので、是非ご参加ください｡
肺がん CT 検診認定機構 ５ポイント
第８５回は、「PartⅡ 高速撮像法」
日本血管撮影・インターベンション
第３版 第２０章 グラジエントエコー法
専門診療放射線技師認定機構 １ポイント
Part１ 基礎原理
問合せ： 県立姫路循環器病センター 前田 啓明
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
ＴＥＬ ０７９-２９３-３１３１
ちしております。
（前回の進み具合により変更あり）
神戸 MR の会のお知らせ
日 時： 平成２９年１１月３０日（木）１９：００～２１：００
毎月第４木曜日開催予定
日 時： 平成２９年１１月２８日(火)１９：００～２１：００
場
所：
兵庫県立リハビリテーション中央病院
会 場： 神戸リハビリテーション病院 ２階研修室
２F 第２・第３研修室
会 費： ５００円 (駐車場：無料)
会
費：
会員・会員以外
１００円
１１月の神戸MR の会定例会は「上肢③：手関節、手指」を
内 容： 「MRI の基本 パワーテキスト」監訳 荒木 力
テーマに取り上げます。
お問い合わせ先 ：兵庫県立リハビリテーション中央病院
各施設からルーチン紹介と症例提示を行います。病変部
ＴＥＬ ０７８-９２７-２７２７（代表）
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
放射線科 鳥居
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。
＊来年１月下肢①(股関節)、３月下肢②(膝関節)を予定
しています。
＊神戸リハビリテーション病院での定例会において、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します。
症例施設

臨床画像研究会 －若葉会－
第１０５回定例会のご案内
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。今回は特別講演会として、北播磨総合医療センタ
ー 脳卒中・神経センターの三宅 茂 センター長，濵口
浩敏 副センター長のお二人を講師にお招きし、我々技
師が知っておきたい知識、脳卒中の画像診断と治療につ
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いてご講演いただきます。脳神経外科・神経内科が一体
となって診療にあたっていらっしゃる脳卒中・神経センター
第１３５回いちょう会（斎暢会）開催のご案内
の特徴なども踏まえてご講演いただきます。
紅葉の候、皆様におかれましてはますますご活躍のことと
診療放射線技師に限らず、医療に従事されているスタッフ
お慶び申し上げます。
皆様お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますようお願
１２月度定例会を下記の内容にて開催いたします。ご多忙
い申し上げます。
中とは存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。
テーマ： 『極める！～画像診断～』２４
日 時： 平成２９年１２月１４日（第２木曜日）
特別講演会：脳卒中の画像診断と診療・治療の実際
１８：３０～２０：３０
情報提供： バイエル薬品株式会社
場
所：
三宮研修センター
１．脳卒中の画像診断
内 容： Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～胃上部（U 領域）撮影～
～診療・治療の実際と脳外科医が求めるもの～
Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～隆起性病変～
北播磨総合医療センター 脳卒中・神経センター
Ⅲ．｢症例検討｣ ～精密検査例・検診指摘例～
センター長 脳神経外科 部長 三宅 茂 先生
参加費：
１，０００円/１回
２．脳卒中を疑ったときの画像診断
連絡先： 恵生会アプローズタワークリニック
～似て非なる画像所見も診療を知れば解決！～
TEL ０６-６３７７-５６２０ 担当/中川
北播磨総合医療センター 脳卒中・神経センター
ＭＡＩＬ： ichokai2000@yahoo.co.jp 担当/小豆
副センター長 神経内科 部長 濵口 浩敏 先生
Ｈ Ｐ： http://ichokai.kenkyuukai.jp/
日 時： 平成２９年１２月８日（金）１８：３０～
※いつもの定例会と開催曜日が異なりますのでご注意くだ
さい。
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）
参加費： ５００円
（会員・非会員とも、先着順で軽食ご準備します。）
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。
【今後の予定】
第１０６回定例会は２０１８（平成３０）年１月３１日（水）に開
催します。
CT で撮影した画像を、臨床現場へどのように提供するの
か、様々ある画像処理はどう使うのが効果的か、手術支
援のために必要とされる画像は、目的ごとの造影手技の
工夫は･･･といった内容で、明石医療センター（心・大血
管）、大久保病院（整形領域）、北播磨総合医療センター
（胸部・腹部）の３施設から講演の予定です。是非ご期待
下さい！！！
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）

会費納入について
～早期納入のお願い～
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。
なお、事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の
方は発刊物の停止を１２月１日以降より行います。申し訳
ありませんが、ご了承頂きますようお願い致します。

会費納入状況 （平成２９年１０月１３日現在）
会 員 数 ： １，２９７名
会 費 納 入 率 ： ７０．６２％
会費未納者数 ： ３８１名
＊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
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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 ≫

平成２９年１１月１日発行

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。

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで

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。

○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

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。

○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

（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。

○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 正規職員
○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

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

○久保みずき女性・検診クリニック
所在地 神戸市西区糀台５-６-３ 西神オリエンタルホテル３Ｆ
求人内容 パート職員
○神戸市立医療センター中央市民病院
所在地 神戸市中央区港島南町２-１-１
求人内容 パート職員
○医療法人社団蓮池医院
所在地 神戸市北区鈴蘭台東町１丁目７-２０
求人内容 パート職員

厚生委員会
ビリヤード同好会からのお知らせ
急遽開催の活動となります。最近、気候も涼しいから寒く
なってまいりました。
風邪を引かない様に体調管理していきましょう。
今年度、初の活動になります。盛り上げて行きたいと思い
ます。
どうぞ、よろしくお願い致します。
初心者も大歓迎です。近隣にコインパーキング多数。
日 時： 平成２９年１１月２５日（土）１５：００～１８：００
場 所： 元町 SUN （ＴＥＬ ０７８-３２１-５１３５）
問い合わせ先： 神戸労災病院 中央放射線部 木村・興津
ＴＥＬ ０７８-２３１-５９０１

○ときわ病院
所在地 三木市志染町広野５-２７１
求人内容 正規職員
○合志病院
所在地 尼崎市長洲西通１丁目８-２０
求人内容 正規職員

【 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
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< １１月スケジュール >

１１/２

（水）
（木） 医用画像の活用をクロスモダリティで考える会

１１/３

（金）

１１/４

（土）

１１/１

１１/５

（日）

< １２月スケジュール >

業務拡大に伴う統一講習会
（姫路聖マリア病院）

１２/５
業務拡大に伴う統一講習会
（姫路聖マリア病院）

１２/６

１２/１０
１２/１１
１２/１２

第２９６回神戸頭部研究会
第１３４回大阪胃腸会（銀杏会）

１２/１３
１２/１４

（木）

１１/１７

（金）

１１/１８

（土）

１１/１９

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 第７回救急撮影オープンカンファレンス

１１/２３
１１/２４

（土）

１１/２６

（日）
（月）
（火） 神戸 MR の会
（水）
（木） 第８５回「MRI の基本」読書会

１１/２８
１１/２９
１１/３０

１２/１６
１２/１７
１２/１８
１２/１９
１２/２０
１２/２１
１２/２２
１２/２３
１２/２４
１２/２５
１２/２６
１２/２７
１２/２８

第５回放射線セミナー
第１５回はりまＲＩ塾
第１８回放射線診療技術研究会
第５４回西播イメージング研究会

１１/２５

１１/２７

１２/１５

第１６０回東播支部勉強会
第３０９回はりまＣＴ研究会
神戸西支部 第１１９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 支部共催学術講演
第２９回兵庫県放射線技師会学術大会

１１/１６

１１/２２

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 第１３５回いちょう会（斎暢会）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

１２/４

（日）
１１/１３ （月）
１１/１４ （火）
１１/１５ （水） 第１８回 Imaging Technical Conference

１１/２１

（金）

１２/９

１２/３

１１/１２

１１/２０

１２/８

１２/２

（月）
１１/７ （火）
１１/８ （水）
１１/９ （木）
１１/１０ （金） 第２０回兵庫放射線治療研究会
（土）

１２/７

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

１２/１

１１/６

１１/１１

平成２９年１１月１日発行

１２/２９
１２/３０
１２/３１
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庶務報告
《新入会員》
木下 裕一朗 ＜ 阪神支部 ＞ 明和キャンサークリニック 神戸総合医療専門学校
末岡 正輝 ＜神戸東支部＞ 先端医療センター病院
九州大学
田中 翔汰 ＜神戸東支部＞ 神戸市立医療センター中央市民病院 川崎医療短期大学
西本 美香 ＜ 淡路支部 ＞ 兵庫県立淡路医療センター 神戸総合医療専門学校
山本 幸樹 ＜ 東播支部 ＞ 兵庫県立加古川医療センター 広島国際大学
漁 愛実
＜ 西播支部 ＞ 赤穂市民病院 徳島大学
《転出会員》
山下 恭平 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター → 大阪府へ
《県内異動》
月生 正信 ＜ 東播支部 ＞ 甲南加古川病院 → ＜神戸東支部＞ 甲南病院
前木 大和 ＜ 淡路支部 ＞ 洲本伊月病院 → ＜神戸西支部＞ 神戸掖済会病院
《所在地変更》
公益社団法人 福島県診療放射線技師会
〒９６０-８１５７ 福島市蓬莱町７-１３-５ TEL ０２４-５５９-１０４３
公益社団法人 石川県診療放射線技師会
〒９２０-０２９３ 河北郡内灘町大学１-１ 金沢医科大学病院 中央放射線部内 TEL ０７６-２８６-３５１１
一般社団法人 佐賀県放射線技師会
〒８４０-８５７１ 佐賀市嘉瀬町中原４００ 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 放射線部門内
TEL ０９５２-２８-１１９８
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