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－会告－ 

第１１０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１１０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３０年６月１７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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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

技師の業務内容が拡大に伴い、以上の業務を行うための

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

す。この業務拡大に伴う必要な知識、技能、態度を習得

することを目標とし、“業務拡大に伴う統一講習会”と称し、

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

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

す。 

平成２７年度より開催してきました本講習会ですが、平

成３０年度は下記の４回の開催が決定しておりますので、

お知らせいたします。 

・平成３０年 ７月 ７日（土） ８日（日） 市立芦屋病院 

・平成３０年 ８月１８日（土）１９日（日）  

神戸大学医学部附属病院 

・平成３０年１０月２０日（土）２１日（日）  

県立加古川医療センター 

・平成３０年１２月 ８日（土） ９日（日）  

姫路聖マリア病院 

開催時間： 全日９：００～１８：００頃となります。 

受 講 料： 会 員 １５，０００円  非会員 ６０，０００円 

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 

 申し込みに関しましては、４月２５日より開始しておりま

す。 

申し込みは、日本診療放射線技師会ホームページの

「JART情報システム（JARTIS）」からのみとなりますので、

ログイン出来るように事前登録をお願いします。 

 

 

 

 

平成３０年６月３日（日） 帝釈山（丹生山系縦走） 

六甲山系の北側に並行する山域です。 

集 合： ９：００ 高速新開地 地下１階改札口 

コース： 新開地―電車＝藍那・・山田・・丹生山系・・ 

神鉄花山駅 

持ち物： 弁当 お茶（水１Ｌ以上） 雨具 等 

 平成３０年６月２４日（日）  

新神戸駅～市が原～高尾山～ハイキング～森林公園 

集 合： 午前９：００ 新神戸駅１階・・高尾山（急な斜面

の登りがあります）～森林植物園で初夏の花が・ 

持ち物： 弁当 お茶（水１ℓ以上） 雨具等 

責任者： 赤松 曉 （ＴＥＬ ０９０-４９０４-４４０７） 
 

 

 

 

 

 

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

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）。 

 

 

 

６月パスワード 

「  AJISAI  」 
兵庫県放射線技師会HP 

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

 

 

 

 
 

平成３０年度 業務拡大に伴う統一講習会 

の開催予定のご案内 

 

 
 

厚生委員会 

兵放ハイキング同好会のお知らせ 
 

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 
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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

日程で開催致します。 

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

願い申し上げます。 

日 時： 平成３０年６月１０日（日）９：１５集合 

場 所： 四季の森運動公園グランド （地図参照） 

             篠山市網掛３４０番地   

TEL ０７９-５９６-０７１１（市立川代体育館） 

舞鶴若狭道 丹南篠山口ＩＣを降りてすぐの場所です 

開会式： 午前９時３０分 

空模様が悪い場合は、前日（９日土曜日）の２１時頃に開

催するかどうか決定し、ホームページでお知らせしますの

で、確認をお願いいたします。また、各支部には担当者に

メールにて報告します。 

問い合わせ先： 小田 兵庫県立加古川医療センター 

ＴＥＬ ０７９-４９７-７０００ 

 

 

 

 

本年度も、日本診療放射線技師会との共催で 『診療放

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。技師会未入会の新人の方もご参加いただけます。 

日 時： 平成３０年６月３０日(土）１３：３０～１８：３０（目安）  

内 容：  

１．エチケット・コミュニケーション講座  ３０分  

２．医療安全講座  ６０分   

３．感染対策講座  ６０分   

４．教育講座     １００分   

・理解できる気管支解剖の基礎 体で覚える区域CT 

・よくみる画像、解剖から迫る疾患画像-頭・胸・腹部- 

５. 放射線技師会案内など 

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 南側すぐ 

受講料： 無料 （会員・非会員 問いません） 

お申込：兵庫県放射線技師会ホームページよりweb申込 

 ：案内資料からの FAX申込も可能 

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 ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、西播支部の協力のもと、学術大会を開催致

します。 

つきましては、会員の皆様の研究発表を募集します。また

日常業務の工夫や最新装置の検討等も受け付けていま

すので、お気軽にご応募下さい。 

演題募集： 一般演題 

演題募集期間： 

平成３０年５月１日～平成３０年８月３１日まで 

申込み方法： 前抄録としてワード形式Ａ４サイズ１枚を下

組織委員会 

フレッシャーズセミナーのご案内 
 

厚生委員会 
第３８回支部対抗ソフトボール大会のお知らせ 

 
 

第３０回兵庫県放射線技師会学術大会 

演題募集 
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記の方法にて申し込んで下さい。 

詳細は下記の【抄録原稿の書式】をご覧ください。 

≪メール≫ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

≪郵 送≫ＣＤまたはＵＳＢメモリにて下記までお願いします。 

〒６５０-００２２ 神戸市中央区元町通５丁目２-３-１０１１ 

公益社団法人 兵庫県放射線技師会 宛 

一般演題の他に市民公開講座、特別講演を企画していま

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。 

【学術大会開催内容】 

日 時： 平成３０年１１月２５日（日） 

１０：００～１６：００（予定） 

会 費： 会員１，０００円 

場 所： イーグレひめじ ３階 あいめっせホール 

〒６７２‐００１２ 姫路市本町６８番地２９０ 

TEL ０７９-２８７-０８００ 

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 

【抄録原稿の書式】 

１）Ａ４版ワープロ入力（office Word２０１０以降でお願い

します）。 

２）原稿は１，０００～１，５００字程度、横書き入力。図等

がある場合は１ページに収まるよう調整してください。 

３）余白は、上３５ｍｍ、下３０ｍｍ、右３０ｍｍ、左３０ｍｍ

でお願いします。 

４）本文は明朝体１０．５pt を使用し、英数字は半角 times

系（望ましい）かCenturyを使用してください。 

５）句読点は、「、」と「。」を使用。 

６）上段に、中央揃で、題名、演者の施設、氏名を書いてく

ださい。題名のみ１２pt 太字にしてください。（出来るだ

け、ご発表内容がわかるようにお願いします。） 

 

 

 

今回は、頭部領域をテーマに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。 

詳細は次号でお知らせします。 

開催日： 平成３０年７月２１日（土）１４：００～１７：００ 

場 所： チサンホテル神戸 ２Ｆ 

〒６５０-００２７ 神戸市中央区中町通２-３-１ 

TEL ０７８-３４１-８１１１ 

会 費： 会員５００円 会員以外２，０００円 

お問合わせ： 神戸大学医学部附属病院 神澤 匡数 

ＴＥＬ ０７８-３８２-６３８３ 

ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

 

 

US 撮影に必要な各種撮影方法の知識を習得し、各検査

領域毎の正常解剖、観察方法、描出法・疾患の理解に関

する知識及び技術を習得するのが目的です。基礎内容か

ら心臓・乳房・腹部等を学習していただきます。 

日 時： 平成３０年７月２２日（日）９：００～１８：００ 

会 場： 神戸大学医学部附属病院  

臨床研究棟４階 A講義室 

会 費： ３，０００円 

申し込みは JART HPより 

問い合わせ： 教育委員 後藤 

 ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

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、“ MRI ”をテーマ

にした内容です。 

講演では、現在大変ご活躍中の王子会神戸循環器クリ

ニックの 大西 宏之 先生に、日々のMRI業務をこなす中

で、あやふやにしてしまいがちな疑問を見逃さず、どのよう

に解決へと導くのかをお話し頂きます。 

柔軟な発想とエビデンスの高い研究の進め方をこのた

びの研修会を通じて習得して頂き、日々の業務のモチベ

ーションアップに繋がればと思います。 

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～ 

『イオメロン３５０注シリンジ１３５mLの情報提供』 

                エーザイ株式会社 緑川 信義 

≪総会≫１９：０５～ 

H２９年度の活動報告 と H３０年度の行事予定 

基礎講習「超音波検査」案内 

 

第２９回医用画像学術講演会のご案内 

 

神戸西支部 総会 

第１３回「神戸西支部 研修会」 
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≪研修会≫１９：１０～２０：４０ 

（座長）神戸リハビリテーション病院 橋本 克己 

（（テーマ）） MRI 

[講演] 

（題目）「アイデア次第で検査の質がかわる!当院の MR 

Imaging」～画像コンテストを通じて経験したこと～ 

（講師）王子会神戸循環器クリニック 

 放射線技術科 大西 宏之 先生 

日 時： 平成３０年６月１５日（金）１８：５５～２０：４０ 

（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 

神戸コミニュケーションオフィス 

神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号 

ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０ 

参加費： 

会員 ５００円       非会員 １，０００円 

学生 無料（要学生証） 他職種 ５００円 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨前線も近づいてきており、しばらくはじめじめとした日

中が続きそうですね。早いもので今年も半分を過ぎてしま

いました。さて、今回は以前にも特別講演会でご講演いた

だきました、国内外で血管内治療の最前線でご活躍、ご

著名の坂井信幸先生をお招きします。我々が日々業務で

担う「image」をテーマに臨床現場で即した内容となってお

ります。また、この度３００回を記念し、頭研情報満載!!の

研究会記念誌を発行することにいたしました。ご参加者皆

様に贈呈させていただきます。有意義な記念特別講演会

を進めてまいりますので、皆様お誘い合わせの上、是非ご

参加をよろしくお願い致します。       （田上 修二） 

題 目： 「新時代を迎えた急性再開通療法 

～Time baseから Image baseへ」 

講 師： 神戸市立医療センター中央市民病院 副院長 

脳神経外科部長 坂井 信幸 先生 

日 時： 平成３０年６月２日（土）１４：３０～１６：３０  

会 場： ホテルオークラ神戸「曙の間」 

        神戸市中央区波止場町２番１号 

                 ＴＥＬ ０７８-３３３-０１１１ 

会 費： 会員・会員以外 １，０００円 

尚、講演会終了後、情報交換会をご用意しております。頭

研ならではの楽しい!? 多数の催し物もご期待下さい!! 

 

 

 

 

第４回研究会 

テーマ 「腫瘍～診断そして治療～」 

日 時： 平成３０年６月８日（金）１９：００～２１：００ 

場 所： 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 

 日本人の死因の第一位は、悪性新生物（がん）が原因で

す。日常診療の中で遭遇する機会が多い疾患のように思

いますが、“がん"にテーマを絞った勉強会は、少ないの

ではないでしょうか。今回、”がん”の中でも「腫瘍性病変」

に対する RI・PET・MRI からのアプローチについて、更には

IVRによる治療まで幅広く勉強してきたいと思います。多数

のご参加、お待ちしております。 

１．RI話題提供 

 富士フィルム RIファーマ株式会社 

２．「PET-CTはじめました -今さら PET？？-」 

神戸市立西神戸医療センター 鈴木 順一先生 

３．“ Body DWI = PET like Imaging ? “ 

神戸大学病院 京谷 勉輔先生

４．「IVR技術の実際 〜温故知新にて腫瘍を診る〜」 

神戸市立西神戸医療センター 吉原 宣幸先生 

連絡先： 神戸赤十字病院 新井 純一 

ＴＥＬ ０７８-２３１-６００６ 

神戸頭部研究会 

第３００回特別記念講演会のお知らせ 

 
 

医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 
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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３０年６月９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 

『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 最新技術のご紹介』    

（株）アミン 井上 浩史 氏 

☆講 演Ⅰ 

『CT画像を診る！Vol．１５ ～ワークステーションで 

transition zoneを探せ!!その２～』  

県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

☆講 演Ⅱ 

『IVR-CTにおけるシーメンスソリューション』 

シーメンスヘルスケア株式会社 DI 事業本部 CT 事業部 

桃沢 芳典 氏 

☆特別講演 

『安定した画像提供を可能にする膝関節X線撮影ポジショ

ニング理論』 

三菱神戸病院 画像技術科 主任 高井 夏樹 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 

日本診療放射線技師会  ポイント付与 

問合せ ：県立こども病院 前田 啓明まで 

ＴＥＬ ０７８-９４５-７３００ 

共 催： 兵庫県放射線技師会西播支部 

 

 

 

 

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。年度初めは、ＮＰＯ日本消化器がん検診

精度管理評価機構が構築致しました基準撮影法について

ご紹介し、経験豊富な講師による検診現場における病変

を拾い上げるポイントなど、動画を交え学んでいます。今

回は、基準撮影法の中でも、撮影技術力を問われる腹臥

位二重造影像（前壁撮影）になくてはならない圧迫用枕の

試作を予定しています。当日は熟練者の指導を気軽に仰

ぎながら作成し、マイ圧迫用枕（ふとん）をお持ち帰り下さ

い（無料）。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３０年６月９日（土）１４：３０～１７：３０ 

場 所： 健保連大阪中央病院 ７階 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② 

 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６回銀杏会特別塾の開催予定です。

ゲスト講師は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。一度参

加された方は、また、足を運びたくなる特別塾です、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

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１４１回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

 

第５５回西播イメージング研究会のご案

内 
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惜春の候、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１９回 Imaging Technical Conference」を開

催する運びとなりました。 

当院では本年２月より新たに PET-CT 診療を開始して

おります。 

そこで今回は「PET-CT 始めました」と題し、当院における

PET-CT 診療の立ち上げから現状までについて講演して

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３０年６月１３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： 「PET-CT始めました」 

演 者： 放射線技術部  大政 亘  

放射線診断科 副医長 平林 沙織 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  

 

 

 

当会は MRI の基本パワーテキストを輪読形式で読み進

め重要な部分、わかりにくい部分はスライド等でわかりや

すく説明し MRI の基本原理の理解を目的にしている会で

す。 

 今回は、MRI 初心者向けの特別企画第２弾としてキヤノ

ンメディカルシステムズMRIアプリケーション担当の松田さ

んを迎え、単純 MRI アプリケーション（シーケンス）につい

て頭部、腹部、下肢など様々な部位の実際の臨床画像を 

使いながらわかりやすく説明していく予定です。 

 質疑の時間もありますのでわからないことはどんどん聞

いてください。 

来てくださった方は必ず納得の２時間です。 

初心者の方、明日から自信をもって MRIに取り組めるはず

です。 

テーマ： 「MRIを始める方へ」 

    初学者のための単純MRI撮影 頭から下肢まで 

      ～初心者が明日から臨床で役立てれる～ 

講 師： キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

     関西支社 営業推進部 MRIアプリケーション担当 

松田 凌 

日 時： 平成３０年６月２８日（木）１９：００～２１：００ 

場 所： 県立リハビリテーション中央病院 

       ２F 研修ホール 

参加費： １００円（学生無料） 

お問い合わせ： 県立リハビリテーション中央病院 

              ＴＥＬ ０７８-９２７-２７２７ 鳥居 

 

 

 

この一般撮影勉強会はあまりガチガチした会ではなく、皆

が意見を出しやすい会を目指しています。最近は講義形

式が多いですがポジショニングを実践するなど実際の撮

影に役立つことを目指しています。偶数月の最終金曜日

に開催していますので、良かったら一度足を運んでみてく

ださい。 

今回は「頚椎」がテーマです。疾患、撮影の両方からお話

しいただきます。 

また、恒例となりつつある若手のコーナーに加え、学生さ

んの参加者も多いので学生さん向けのお話もできればと

思います。 

内 容： 「頚椎疾患と頚椎撮影法の基礎」 

一般撮影勉強会世話人  村上 徹 

日 時： 平成３０年６月２９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) 

 

 

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１９回 Imaging Technical Conference」のご案内 

 

第１８回一般撮影勉強会のご案内 

 

第９１回「MRIの基本」読書会のご案内 

 



                              兵放技ニュース           平成３０年６月１日発行 

8 

 
 

 

テーマ： 知る！読む！脳神経外科  

～脳血管障害を中心に～ 

日 時： 平成３０年７月１９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 

脳血管疾患は脳出血と脳梗塞の２つに分類されます。

共通することは脳を栄養している頭蓋内の血管に異常が

おこることで、出血による炎症や圧排、または虚血により脳

組織が障害されます。ＣＴやＭＲＩは脳血管疾患の診断に

は欠かせないモダリティですが、やはり得手・不得手があり

ます。それぞれの機器の特性や画像の特徴を理解するこ

とで、緊急性の高い病態の対応も可能となります。 

また、近年ではワークステーションによる画像解析も進

歩し、日常診療においても必須のツールとなっています。

基礎的な使い方はもちろん、応用テクニックなども使いこ

なせるようになりましょう。 

内容・講師 

「撮って診る脳血管障害～CTを中心に～」（仮） 

明石医療センター 杉本 優那 技師 

「撮って診る脳血管障害～MRIを中心に～」（仮） 

明舞中央病院 筧 翔 技師 

「必勝！ワークステーション使用方法 」（仮） 

                         アミン株式会社 

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 申請中  

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 

 

 

 

 

こんにちは。兵庫医用画像情報システム研究会です。 

第９回研究会の開催につきご案内させていただきます。 

日 時： 平成３０年７月２８日(土)１３：００～１８：１０ 

（受付開始 １２：３０） 

場 所： 兵庫県災害医療センター ２階 研修室 

参加費： １，０００円 ※学生無料 

事前登録受付期間： 

平成３０年６月１日（金）～平成３０年７月２１日（土） 

＜プログラム＞ 

Ⅱ．基礎講座 

 徹底理解！ 被ばく線量管理の基礎知識 

    講師：GEヘルスケア・ジャパン株式会社 大越 厚 

Ⅲ．事例紹介 

ⅰ) WAZA-ARIv2の活用事例紹介 

CT被ばく線量評価システムWAZA-ARIv2を用いた被

ばく線量管理  

講師：放射線医学総合研究所 古場 裕介 

当院における WAZA-ARIv2 を使用した線量管理につ

いて（仮題）      講師：神戸労災病院 東山 精吾 

ⅱ) 大阪国際がんセンターの構築事例紹介 

被ばく線量管理システム構築のノウハウ RDSR から加

算３まで   講師：キュアホープ株式会社 島田 隆正 

当院における被ばく線量情報管理について（仮題） 

          講師：大阪国際がんセンター 川眞田 実 

Ⅳ．特別講演 

 被ばく線量情報の記録について 

         講師：放射線医学総合研究所 奥田 保男 

本研究会参加により以下の更新ポイントが取得可能です。 

・医療情報技師 ３ポイント(１８-０２２) 

・医用画像情報専門技師 ６ポイント(K１８-００８) 

・医療画像情報精度管理士 ５．２カウント 

(イベント番号：３００３) 

・医療情報システム監査人 ２ポイント(コード：C) 

詳細は研究会 HP(http://hmiisconference.wix.com/hmiis)、

Facebook ページをご参照ください。 ご興味のある皆様の

ご参加を世話人一同、心よりお待ちしております。 

お問い合わせ： 兵庫県立尼崎総合医療センター 

菅野 俊(hmiisconference@gmail.com)まで。 
 

 

 

拝啓 陽春の候、貴会に於かれましては益々ご発展の

こととお慶び申し上げます。 

私立医科大学放射線技師長会と第一三共株式会社が共

第９回兵庫医用画像情報システム研究会 

開催のお知らせ 
 

JUN．２０１８放射線診療学術講演会のご案内 

 

第３１３回はりまＣＴ研究会のご案内 
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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 

 

催いたします学術講演会を、今年も下記の要項で開催致

します。皆さまのご参加をお持ちしております。 

日 時： 平成３０年６月２２日（金）１８：４５～２０：４５ 

（１８時１５分から受付） 

会 場： 第一三共株式会社 大阪支店９階会議室  

大阪市中央区道修町１-３-１３ 

内 容： 

製品紹介【７分】 「造影剤の最近の話題」  

演者：永野 義将先生（第一三共株式会社） 

講演１（技術講演）【２０分】 

座長：石浦基文（大阪医科大学附属病院） 

「”SYNAPSE VINCENT” 術前シミュレーションへの診療

放射線技師の関わり」     演者：廣谷 賢二先生 

（富士フイルムメディカル株式会社） 

講演２（教育講演）【４０分】       

座長：奥村 雅彦（近畿大学医学部附属病院） 

 「即時適合型放射線治療装置（Adaptive Radiation 

Therapyの現状」        演者：阿部 容久先生 

（国立がん研究センター中央病院） 

講演３（特別講演）【４０分】          

座長：久保田 裕一（関西医科大学病院） 

 「今後の診療放射線技師に求められる知識とスキル」 

        演者：児玉 直樹先生（新潟医療福祉大学） 

問い合わせ先： 兵庫医科大学病院 放射線技術部  

琴浦 規子 TEL ０７９８-４５-６２５９ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

○魚橋病院 

所在地 相生市若狭野町若狭野２３５-２６ 

求人内容  正規職員 

○市立芦屋病院 

所在地 芦屋市朝日ヶ丘町３９-１ 

求人内容  正規職員 

※詳細はＨＰ 受付は６/４（月）必着 

○東浦平成病院 

所在地 淡路市久留麻１８６７ 

求人内容  正規職員 

○三菱神戸病院 

所在地 神戸市兵庫区和田宮通６丁目１-３４ 

求人内容  嘱託職員 （正規職員への登用あり） 

○広畑センチュリー病院 

所在地 姫路市広畑区正門通４丁目２-1 

求人内容  正規職員 

会費納入について 

～早期納入のお願い～ 

会費納入状況 （平成３０年５月１３日現在） 

会 員 数 ： １，２５７名 

会費納入率 ： １９．７３％ 

会費未納者数 ： １，００９名 
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         < ６月スケジュール > 

 

 

 

          < ７月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

６/１ （金）  

６/２ （土） 

第２３回淡路支部学術勉強会・総会 

第１６回はりまＲＩ塾 

神戸頭部研究会第３００回特別記念講演会 

６/３ （日） 兵放ハイキング同好会活動日 

６/４ （月）  

６/５ （火）  

６/６ （水）  

６/７ （木）  

６/８ （金） 医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

６/９ （土） 

第１６回兵庫ライブデモンストレーション 

第５５回西播イメージング研究会 

第１４１回大阪胃腸会（銀杏会） 

６/１０ （日） 第３８回支部対抗ソフトボール大会 

６/１１ （月）  

６/１２ （火）  

６/１３ （水） 第１９回 Imaging Technical Conference 

６/１４ （木）  

６/１５ （金） 第１３回神戸西支部研修会・総会 

６/１６ （土）  

６/１７ （日） 第１１０回兵庫県放射線技師会通常総会 

６/１８ （月）  

６/１９ （火）  

６/２０ （水）  

６/２１ （木）  

６/２２ （金） JUN.２０１８放射線診療学術講演会 

６/２３ （土） 第７回心血管MR画像研究会 

６/２４ （日） 兵放ハイキング同好会活動日 

６/２５ （月）  

６/２６ （火）  

６/２７ （水）  

６/２８ （木） 
福井県原子力発電所、放射線管理区域内視察 

第９１回「MRIの基本」読書会 

６/２９ （金） 第１８回一般撮影勉強会 

６/３０ （土） 
フレッシャーズセミナー 

東播・西播支部合同ゴルフ大会 

７/１ （日）  

７/２ （月）  

７/３ （火）  

７/４ （水）  

７/５ （木）  

７/６ （金）  

７/７ （土） 業務拡大に伴う統一講習会（市立芦屋病院） 

７/８ （日） 業務拡大に伴う統一講習会（市立芦屋病院） 

７/９ （月）  

７/１０ （火）  

７/１１ （水）  

７/１２ （木）  

７/１３ （金）  

７/１４ （土）  

７/１５ （日）  

７/１６ （月）  

７/１７ （火）  

７/１８ （水）  

７/１９ （木） 第３１３回はりまＣＴ研究会 

７/２０ （金）  

７/２１ （土） 第２９回医用画像学術講演会 

７/２２ （日） 基礎講習「超音波検査」 

７/２３ （月）  

７/２４ （火）  

７/２５ （水）  

７/２６ （木）  

７/２７ （金）  

７/２８ （土） 第９回兵庫医用画像情報システム研究会 

７/２９ （日）  

７/３０ （月）  

７/３１ （火）  



                              兵放技ニュース           平成３０年６月１日発行 

11 

 

庶 務 報 告
《新入会員》 

粟田 繭子  ＜ 阪神支部 ＞  関西労災病院  大阪大学 

籠谷 晴香  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫県立西宮病院  神戸総合医療専門学校 

松下 朋弘  ＜ 阪神支部 ＞  近畿中央胸部疾患センター  神戸総合医療介護福祉専門学校 

木下 真由美 ＜ 阪神支部 ＞  市立芦屋病院   京都医療技術短期大学 

村上 恵吾  ＜ 阪神支部 ＞  こだま病院   徳島文理大学 

江口 力斗  ＜神戸東支部＞  神戸大学医学部附属病院  神戸総合医療専門学校 

吉岡 良真  ＜神戸西支部＞  神戸中央病院   大阪物療大学 

原  章剛   ＜神戸西支部＞  神戸市立医療センター西市民病院 東北大学 

藁科 亜莉紗 ＜神戸西支部＞  高橋病院   神戸総合医療専門学校 

中務 伊織  ＜ 東播支部 ＞  大山病院   藤田保健衛生大学 

山本 小百合 ＜ 東播支部 ＞  大久保病院   神戸総合医療専門学校 

柴原 圭子  ＜ 西播支部 ＞  赤穂中央病院   藤田保健衛生大学 

 

《再入会員》 

木田 瑞恵  ＜ 阪神支部 ＞ 

伊藤 崇晃  ＜神戸西支部＞  神戸市立西神戸医療センター 

 

《転入会員》  

奥山 舜     ＜神戸東支部＞  国立循環器病研究センター ← 大阪府より 

 

《転出会員》  

伊藤 和彦  ＜ 阪神支部 ＞  宝塚エデンの園 → 静岡県へ 

関谷 俊範  ＜神戸東支部＞  神戸大学医学部附属病院 → 大阪府へ 

 

《県内異動》  

酒作 未奈  ＜ 東播支部 ＞  大久保病院  → ＜ 東播支部 ＞  加古川中央市民病院 

沼田 憲作 ＜淡路支部固定＞ 兵庫県立こども病院  → ＜ 淡路支部 ＞  兵庫県立がんセンター 

伊原 忠士  ＜ 但馬支部 ＞  豊岡病院日高医療センター  → ＜ 但馬支部 ＞  公立豊岡病院 

吉野 朗    ＜神戸東支部＞  兵庫県立こども病院  → ＜ 阪神支部 ＞  兵庫県立西宮病院 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


