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平成２９年度近畿地域診療放射線技師会は兵庫県での開催となります。 

市民公開講座、特別講演、国際セッション、テーマ演題、ランチョンセミナー等を企画しています。 

市民公開講座では神戸市医療センター中央市民病院 脳神経外科部長 坂井 信幸先生をお招きして講演してい

ただきます。多数の参加をよろしくお願いします。 

 

【学術大会開催内容】 

日 時： 平成３０年２月１１日（日・祝）１０：００～１７：００（終了予定） 

会 費： 会員１，０００円 

大会テーマ： Next Move for The Future ～真の“チーム医療”をめざす～ 

場 所： 神戸大学医学部附属病院  〒６５０-００１７ 神戸市中央区楠町７-５-２   TEL ０７８-３８２-５１１１ 

 

参加者へのご案内 

 

１．参加受付はシスメックスホールラウンジで行います。受付の際に参加費として１，０００円（会員）、２，０００円（非

会員）を徴収させていただきます。学生および市民公開講座に参加の市民は無料です。 

２．お車でご来場の方は、附属病院の駐車場（１２分５０円 当日最大２，０００円）もしくは近隣の有料駐車場をご利

用下さい。電車でご来場の方は、JR神戸駅・高速神戸駅より徒歩約１５分、神戸市営地下鉄大倉山駅より徒歩

約５分です。 

３．ランチョンセミナーは整理券制となっております。参加受付を済まされた方は参加受付横で整理券をお受け取り

下さい。セミナー開始１０分で整理券は無効とさせていただきますのでご注意下さい。 

 

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： kinki.hyogo2017@gmail.com 
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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。多数のご参加をお願いします。     

日 時： 平成３０年２月２５日（日）１３：００～１７：００ 

場 所： 洲本市総合福祉会館   

〒６５６-００２４ 洲本市山手二丁目２-２６   

ＴＥＬ ０７９９-２６-００２２（代表）    

駐車場： 無料 （台数に限りがあります）  

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」 

「原子力災害医療体制」 

「原子力災害時の広域避難について」  

２． 訓練    

「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」 

「福島県原発事故の実際・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」   

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。  

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  

 

 

 

 

 皆様方には益々御清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、第１２回臨床学術講演会を下記の通り開催致しま

す。本年は小児画像診断をテーマに加古川中央市民病

院 東元先生、神戸大学医学部附属病院 小児科 藤岡

先生にご講演をお願いしております。 

諸事ご多忙のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、

是非ご参加賜りますようお願い申し上げます。 

日 時： 平成３０年３月３日（土）１４：００～１６：００ 

場 所： 神戸市中央区琴ノ緒町５-４-８ 

TKP三宮ビジネスセンター ３階  

                  TEL  ０７８-２５２-３０９６ 

参加費： 兵庫県放射線技師会会員 ５００円  

                 会員以外 ２，０００円 

プログラム 

【特別講演】  

講演Ⅰ 加古川中央市民病院 放射線室 

東元 孝徳先生 

講演Ⅱ 神戸大学医学部附属病院総合周産期母子 

医療センター 小児科 講師 藤岡 一路先生 

問い合わせ： （公社）兵庫県放射線技師会 学術担当 

兵庫医科大学病院 酒井 敏行 

TEL ０７９８-４５-６２５９ 

技師会カードをご持参下さい。カウント加算がございます。

当日は参加確認のため、ご施設名・ご芳名のご記帳をお

願い申し上げます。ご記帳頂いたご施設名・ご芳名はこの

講演会以外で使用することはありませんので、ご協力よろ

しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

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

第１２回臨床学術講演会ご案内 

第１０回原子力災害医療研修会のお知らせ 

 

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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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）。 

 

 

２月パスワード 

「SETSUBUN」 
兵庫県放射線技師会HP 

http://www.hyogo-rt.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

神戸西支部主催の研修会のご案内です。 

このたびは、“長尺撮影”と“患者さんに優しい X 線撮影法

と読影・レポート”のお話です。 

≪講師：中川先生からのメッセージ≫ 

長尺撮影（全脊椎・全下肢）で、医師は画像のどこをどの

ように計測し、診断しているかを踏まえた画像処理につい

てのお話です。 

兵庫医大病院では２０１６年から長尺撮影用の DR装置で

ある「FUJIFILM DR CALNEOGL」が導入され、FCR の従来

処理と DR のダイナミック処理の違いについても画像を交

えてお話させて頂きます。 

≪講師：矢野先生からのメッセージ≫ 

診断治療に役立つ有益な骨撮影画像を提供するには、

病理病態や骨・筋肉・靭帯など身体を構成する解剖を理

解する事が重要です。そのことによって、患者さんに優し

い撮影技術が可能となります。 

今回は症例画像を読影しレポートを試みて頂き、現在のご

自身の評価と、撮影技術スキルアップを図って頂きたいと

思っております。 

お誘い合わせの上、どなたでもご来場下さい。 

内 容： 

〈情報提供〉 

『ＭＲＩ造影剤の安全性について』 

                 エーザイ株式会社 秋山 栄二 

≪研修会≫ 一般撮影  座長： 川崎病院 伊藤 寿之 

① 『長尺撮影の計測点と画像処理パラメータ』 

兵庫医科大学病院 放射線技術部 中川 英雄 先生 

② 『患者さんに優しい撮影から読影・レポートまで… 

“骨折を知ろう”』  

NTRT （全国X線撮影技術読影研究会） 

副代表 矢野 雅昭 先生 

日 時： 平成３０年２月１６日（金）１８：５５～２０：３５ 

（受付１８：３０～ ） 

会 場 ： エーザイ（株）神戸支店 

      ハーバーランドダイヤニッセイビル１７階 

神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号 

ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０ 

講演参加費： （カラー資料・飲み物付き） 

日放技の会員・・・５００円   非会員・・・１，０００円 

学生・・・無料（要学生証）   

他職種・・・ご相談のうえ会員価格 

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 

 

 

 

 

 

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。  

日 時： 平成３０年２月２３日（金）１８：００～ 

（第４金曜に変更しております） 

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： 胃部Ｘ線読影について・症例検討 

参加費： 会員無料・非会員１００円 

神戸西支部 

第１２回 「神戸西支部 研修会」 

 

神戸西支部 

第１２１回こうべ胃検診の会 
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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 

 

 

 

 

 

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２９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２９年度 阪神支部総会 

日 時： 平成３０年３月８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 

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

第４回阪神支部学術勉強会 

日 時： 平成３０年３月８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 

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      

「環状型非イオン性MRI用造影剤 プロハンスの特性につ

いて」            エーザイ株式会社 吉田 舜太 

３．発表        座長 兵庫県立西宮病院 時 克志 

１)演題 「Ｐort穿刺造影と静脈穿刺造影の違いと特徴」 

               兵庫県立西宮病院 兼岡 慶豪 

２)演題 「Ｐower Portの使用経験」 

兵庫県立西宮病院 高津 秀子 

３)情報提供 「Ｐower PICCの紹介」 

               株式会社メディコン 阿部 美季 

４．特別講演  座長 兵庫県立西宮病院 久保田 晴元              

演 題  「整形外傷」 

兵庫県立西宮病院整形外科医長 北田 真平 

問い合わせ先： 兵庫県立西宮病院 ０７９８-３４-５１５１ 

検査・放射線部 時 克志（内線 ２３８４） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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５３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３０年３月１０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 『線量管理システムから得られる効果について』  

バイエル薬品株式会社 上村 しづ香 氏 

発表 『３Dマンモグラフィ「トモシンセシス」の 

使用経験と今後の展望』 

姫路赤十字病院 放射線技術部 染川 紗弓 技師 

講演Ⅰ 『CT 画像を診る！Vol.１４～ワークステーションで

transition zoneを探せ!!～』 

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 『新生キヤノンメディカルシステムズ(株)新たな分

解能の幕開け』 

キヤノンメディカルシステムズ(株) 営業推進部 CT 担当 

佐藤 靖朋 氏 

講演Ⅲ 『救急撮影時にも可能なX線撮影理論  

肘関節X線撮影法の真実』 

平成２９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 

 
 

西播支部 
第５３回西播支部学術講演会・総会のご案内 
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三菱神戸病院 画像技術科 高井 夏樹 技師 

講演Ⅳ 『乳癌に対する放射線治療の実際』  

県立がんセンター 放射線部 小坂 賢吾 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 

日本診療放射線技師会  ポイント付与 

※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 

 

 

 

 

今年度は FPDをテーマにオープンカンファレンスを開催し

ます。 

現在、稼働中及び導入予定の施設の方々、大いに参考に

なる内容となっていますので、ご出席いただきますようお

願いいたします。 

日 時： 平成３０年２月９日（金）１８：３０～２０：３０ 

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： 「FPDの使いこなし術 

 〜画像処理の特徴を理解しよう！〜」 

       奈良県立医科大学附属病院 中央放射線部 

                           中前 光弘 

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。 

          ご希望の方は事前にお知らせください。） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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５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。先生が勤務されています施設は全国の検

診施設のモデルとして高く評価され、検診センターの拠点

ともなっております。前回の講義では『読影医が技師に求

める追加撮影』、また、症例検討の手ほどきでは内視鏡検

査写真、病理組織像の見方など分かり易く解説して頂いて

おります。検診施設に勤務されている方は勿論、経験の

浅い方から指導的立場の方々まで、大いに参考になるこ

とと思います。どうぞ、皆様お誘い合わせのうえ、ぜひ、ご

参加くださいますようお願い申し上げます。                                                                                                                                                                                            

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３０年２月１０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： 第５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』その２  

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。 

共 催： 健保連大阪中央病院 

第１３７回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

 

神戸市立医療センター西市民病院 放射線技術部 

オープンカンファレンスのお知らせ 
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H  P： http://www.osaka-ichokai.com 

ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.com 
 

 

 

 

寒気が流れ込み厳しい寒さが続いておりましたが、２月に

入りようやく緩み始めるころでしょうか。 

１月の定例会は年始恒例のメーカー様より最新情報をお

話いただきました。今回は３社からのご提供で進めてまい

りました。１部では光製薬担当者様より「造影剤の副作用

時のメーカー対応」をテーマに ESUR９．０/ACR に基づく

急性副作用対策と、遅発性副作用の対策には特に造影

剤腎症を中心に説明いただきました。造影検査では必須

の領域で、改めて理解を深めることが出来ましたね。また

PMDA の概要も分かりやすく、これは日常でも大変役立つ

情報であり是非取り入れたく思いました。 

２部前半はシーメンスヘルスケア（株）担当者様より

CT/MR/XR(MG)装置の最新情報を提供いただきました。

概要ではありましたが、それぞれ気になる機能・装備も多く

みられ今後が楽しみですね。また後半に日本メドトロニック

株式会社担当者様より世界最小の心臓ペースメーカーと

外科用X線透視装置O-armをお話いただきました。前者

では重さ１．７５g/１．０ccのカプセル型小型軽量のもので、

リード線が無く直接心臓内に植え込むタイプの紹介でした。

高磁場 MRI へも条件付き対応で、その技術に驚きました

ね。後者では主に脊椎手術で用いられる装置で、ナビゲ

ーションシステムと併せて高精度の手術を行うことが出来

る仕組みが理解出来ました。一度稼働しているところを見

てみたいです。さて、２月の定例会は下記の要項で進めて

まいります。詳細は案内はがきでお知らせしますのでよろ

しくお願いします。今回も多数のご参加をお待ちしておりま

す。（田上修二） 

題 目：  

１．Seri．「続・脳細胞増殖講座解説」～頭部外傷 

   神戸マリナーズ厚生会病院 放射線科 山本 卓典 

２．Seri．「こんな症例ありました」 

日 時： 平成３０年２月１４日（水）１９：００～２１：００  

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 

お知らせ!! 平成２９年度近畿地域診療放射線技師会学術

大会のフレッシャーズセミナーで当研究会が選出されまし

た。もちろん!! 頭部領域に関してお話させていただきます。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 初春の候、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。 

２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３０年２月１５日（第３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 ～胃下部（L領域）撮影～ 

      Ⅱ．胃Ｘ線読影 ～陥凹性病変～ 

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/ 

 

 

 

 

第２１回兵庫放射線治療研究会を下記の通り開催いたし

ます。 

今回のテーマは診療報酬、医療安全、修理後の QA と多

岐に渡っています。 

冷え込みの厳しい時期、時間帯になりますが寒さを吹き飛

ばすような熱い議論の場となることを期待しております。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３０年２月１６日（金）１９：００～２１：００ 頃  

会 場： 神戸大学医学部 病院共通カンファレンスルーム 

外来診療棟２階 （下の案内図を参照して下さい） 

プログラム  

第２９８回神戸頭部研究会のお知らせ 

 

第２１回兵庫放射線治療研究会のご案内 

第１３７回いちょう会（斎暢会）開催のご案内 
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この階段で 2階へ上がって下さい 

             司会 三田市民病院  山田 裕史 

１９：００～１９：３０ 

「平成３０年診療報酬改定の動向について」   

日立製作所 X線治療システム営業本部 薮田 和利 

１９：３０～２０：１０ 

「放射線治療の医療安全 〜臨床での工夫事例～」 

神戸大学医学部附属病院 重松 真介（２０分） 

兵庫医科大学病院 真鍋 綾夕奈（２０分） 

《休憩５分》 

２０：１５～２０：５５ 

「リニアック故障・修理後に必要なQAについて」 

・ELEKTA装置の場合  

兵庫医科大学病院 村上 雄一（２０分）  

・VARIAN装置の場合  

尼崎総合医療センター 惠比須 翼（２０分）  

担当世話人  

宝塚市立病院    田ノ岡 征雄  

ＭＡＩＬ： masao1108@gmail.com 

兵庫医科大学病院 酒井 敏行 

ＭＡＩＬ： tsakai@hyo-med.ac.jp 

石田 敏久 

ＭＡＩＬ： t-ishida@hyo-med.ac.jp 

三田市民病院    山田 裕史 

ＭＡＩＬ： yamada_hiroshi@hospital.sanda.hyogo.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西播画像研究会を下記の要領にて開催させていただきま

す。今回のテーマは「緊急時頭部MRI」です。ご多忙のこと

と存じますが、是非ご参加賜りますようお願い申し上げま

す。 

日 時： 平成３０年２月２２日（木）１９：００～２１：００ 

場 所： 姫路商工会議所 ６階（６０３号室） 

      姫路市下寺町４３ TEL ０７９２-２２-６００１ 

「内容」  造影剤に関する情報提供 第一三共株式会社 

【基礎講演】        

１．「脳卒中DWI画像の基礎」 

姫路赤十字病院  放射線技術部 岩本 起一志 技師 

２．「当院の緊急頭部MRIとASLの使用経験」 

兵庫県立姫路循環器病センター 放射線部 林 智一 技師 

【特別講演】 

『急性期脳梗塞に対する tPA静注療法』 

～認可から１２年。そして、血管内治療との併用へ～               

姫路赤十字病院 脳神経外科 副部長  

新光 阿似子 先生 

＊今回より日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研

究会となりました。 

更新ポイントが５ポイント付与されます。 

＊日本診療放射線技師会の認定ポイントが２ポイント付与

されます。 

＊参加費として会員は５００円、非会員は１，０００円を徴

収させていただきます。 

お問い合わせ： 姫路赤十字病院 放射線技術部  

藤岡 護まで  ＴＥＬ ０７９-２９４-２２５１ 
 

 

 

 

 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８７回は、「PartⅡ 高速撮像法」 

第８７回西播画像研究会のご案内 

第８７回「MRIの基本」読書会のご案内 
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第３版 第２２章 エコープラナーイメージング（EPI） 

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３０年２月２２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 

 

 

 

今年も一般撮影勉強会をよろしくお願いします 

今回はCRからFPDへの変遷と画像処理パラメータについ

て富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社の方にお話いただきます 

また使用経験 etc もお話できればと思っていますので、多

くの方のご参加をお待ちしております 

内容： 「FCR３４年の歩みと最新画像処理技術のご紹介」 

富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社 西日本MSセンター 小川 博之 

日 時： 平成３０年２月２３日(金)１９：００～  

受付１８：３０～予定 

場 所： 加古川中央市民病院  

光ホール(きらりホール)A・B 

   〒６７５-８６１１ 加古川市加古川町本町４３９番地 

正面玄関横の光ホール(きらりホール)出入口からお入り 

ください。 病院までのアクセスはホームページをご参照く

ださい。 

会 費： 無料（駐車場は有料です） 

お問い合わせ： 

       加古川中央市民病院 放射線室 東元・中間  

 TEL ０７９-４５１-５５００(代表) 
 

 

 

 

日 時： 平成３０年２月２４日（土）１４：３０～１７：５０  

（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

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「もしもの時の備えはできていますか？ 

～停電から災害対策まで～」 

１４：２５～１４：３０ 開会あいさつ 注意事項 

１４：３０～１６：３０ シンポジウムテーマ 

「放射線部門の災害対策」 

座 長： 山本 浩司（大阪医科大学三島南病院） 

中西 健（堺市立総合医療センター） 

１．「災害等の緊急時に対する放射線部門の備えとは 

～BCPを踏まえた人員・装置管理について～」 

神戸赤十字病院 放射線科部 放射線係長  

中田 正明 先生 

２．「停電時の態勢について～大規模災害時に備えて～」 

独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター 

放射線科 副診療放射線技師長 岩井 康典 先生 

３．「みんなで作る医療情報システムの障害対策 

～BCPと事前の取り組みについて～」 

みやぎ県南中核病院 放射線部  

主任診療放射線技師 坂野 隆明 先生 

１６：３０～１６：４０ 休憩 

１６：４０～１７：４０ 特別講演  

座長： 中田 正明（神戸赤十字病院） 

「激甚災害に対する病院の備え 

---BCP（業務継続計画）の考え方をふまえて---」 
鳥取大学医学部器官制御外科学講座救急・災害医学分野  

教授 本間 正人 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                 
〒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 
 

 

 

 

第１６回一般撮影勉強会のお知らせ 

第１６回近畿救急撮影セミナーのお知らせ 
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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 

 

 

 

 

 

テーマ：知る！読む！循環器科 ～静脈血栓塞栓症～ 

日 時： 平成３０年３月１５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 

いわゆる「エコノミークラス症候群」は、現在ではよく知ら

れるようになった言葉です。飛行機や震災などで話題に

なりましたが、これは珍しい病態ではなく日常診療とも深く

関わっています。 

多くの検査法がある中で、今回は造影ＣＴ検査と超音波検

査を中心に勉強していきたいと思います。静脈血栓塞栓

症は循環器科での治療が主ですが、他の診療科において

も早期発見は重要となります。病態はもちろんのこと、モダ

リティの特徴や重要性を理解することが、迅速な診断へ繋

がる第一歩です。 

内容・講師 

「静脈血栓塞栓症とは(仮)」 

明石医療センター 下澤 秀輔 技師 

「エコーで診る下肢静脈血栓症(仮)」 

明舞中央病院 岡田 陽子 技師 

「静脈血栓塞栓症の診かた・撮り方(仮)」 

六甲アイランド甲南病院 福田 正輝 技師 

日本救急撮影技師認定機構 認定研究会 

日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構 単位申請予定 

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 

 

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。 

 

 

 

 

 

≪ 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 

○尼崎だいもつ病院 

所在地 尼崎市東大物町１丁目１-１ 

求人内容  正規職員 

○三浦内科クリニック 

所在地 神戸市東灘区本山南町９丁目７-２６ 

求人内容  パート職員 

○兵庫県立加古川医療センター 

所在地 加古川市神野町神野２０３ 

求人内容  臨時的任用職員 

         日々雇用職員 

○真星病院 

所在地 神戸市北区山田町上谷上字古々谷１２-３ 

求人内容  正規職員 

○医療法人 川崎病院 

所在地 神戸市兵庫区東山町３丁目３-１ 

求人内容  非常勤職員 

 

 
 

第３１１回はりまＣＴ研究会のご案内 

 

会費納入状況 （平成３０年１月１２日現在） 

会 員 数 ： １，３１１名 

会費納入率 ： ８６．８７％ 

会費未納者数 ： １７２名 
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 < ２月スケジュール > 

 

 

 

 < ３月スケジュール > 

 

 

 

 

 

２/１ （木）  

２/２ （金） 第２２回淡路支部学術勉強会・意見交換会 

２/３ （土）  

２/４ （日）  

２/５ （月）  

２/６ （火）  

２/７ （水）  

２/８ （木）  

２/９ （金） 
神戸市立医療センター西市民病院  

放射線技術部 オープンカンファレンス 

２/１０ （土） 
平成２９年度第２回胃部Ｘ線読影勉強会 

第１３７回大阪胃腸会（銀杏会） 

２/１１ （日） 
平成２９年度近畿地域診療放射線技師会 

学術大会 

２/１２ （月）  

２/１３ （火）  

２/１４ （水） 第２９８回神戸頭部研究会 

２/１５ （木） 第１３７回いちょう会（斎暢会） 

２/１６ （金） 
第１２回神戸西支部 研修会 

第2１回兵庫放射線治療研究会 

２/１７ （土）  

２/１８ （日）  

２/１９ （月）  

２/２０ （火）  

２/２１ （水）  

２/２２ （木） 
第８７回西播画像研究会 

第８７回「MRIの基本」読書会 

２/２３ （金） 
神戸西支部第１２１回こうべ胃検診の会 

第１６回一般撮影勉強会 

２/２４ （土） 第１６回近畿救急撮影セミナー 

２/２５ （日） 第１０回原子力災害医療研修会 

２/２６ （月）  

２/２７ （火）  

２/２８ （水）  

３/１ （木）  

３/２ （金）  

３/３ （土） 第１２回臨床学術講演会 

３/４ （日）  

３/５ （月）  

３/６ （火）  

３/７ （水）  

３/８ （木） 
平成２９年度阪神支部総会 

第４回阪神支部学術勉強会 

３/９ （金）  

３/１０ （土） 第５３回西播支部学術講演会・総会 

３/１１ （日）  

３/１２ （月）  

３/１３ （火）  

３/１４ （水）  

３/１５ （木） 第311回はりまＣＴ研究会 

３/１６ （金）  

３/１７ （土）  

３/１８ （日）  

３/１９ （月）  

３/２０ （火）  

３/２１ （水）  

３/２２ （木）  

３/２３ （金）  

３/２４ （土）  

３/２５ （日）  

３/２６ （月）  

３/２７ （火）  

３/２８ （水）  

３/２９ （木）  

３/３０ （金）  

３/３１ （土）  
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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 

 

庶 務 報 告
 

《新入会員》 

岩尾 和哉  ＜ 阪神支部 ＞  近畿中央病院         近畿医療技術専門学校 

小石原 和  ＜神戸東支部＞  六甲アイランド甲南病院       岡山大学 

《再入会員》 

中村 満     ＜ 阪神支部 ＞  兵庫医科大学病院 

田邊 あゆむ ＜ 西播支部 ＞  ツカザキ病院 

《転入会員》  

糸乘 里紗  ＜ 但馬支部 ＞  自宅  ←  大阪府より  

小南 麻美  ＜ 東播支部 ＞  自宅  ←  大阪府より  

《転出会員》  

山本 令央  ＜ 阪神支部 ＞  笹生病院  →  和歌山県へ 

《県内異動》  

岡田 亘    ＜ 阪神支部 ＞  多根総合病院  →  ＜ 阪神支部 ＞  宝塚市立病院 

今井 文人  ＜ 淡路支部 ＞  兵庫県立淡路医療センター   

→  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫県立尼崎総合医療センター 
 

 

 

 

 


