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第１１０回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告
平成３０年６月１７日(日) １３：３０より 臨床研究情報センター（TRI）にて第１１０回通常総会が執り
行われた。
今総会では下記についての議題であった。
１．平成２９年度庶務報告
２．平成２９年度事業報告
３．平成２９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２９年度監査報告
５．その他

総会に先立ち学術奨励賞・永年在籍感
謝・功労表彰について、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１，２７２名中、出席者数４６名、
委任状提出者数６６０名、計７０６名）。
５号議案（その他）はなかった。
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公私ご多用とは存じますが、趣旨ご賛同の上ご光臨の栄
を賜りますよう謹んでご案内申し上げます。
謹白
平成３０年度 支部連絡協議会報告
発起人代表 公益社団法人 兵庫県放射線技師会
会長 清水 操
総会に先立ち、平成３０年６月１７日（日）１０：００～支部
発起人 神戸市立医療センター中央市民病院
連絡協議会が開催された。
放射線技術部 奥内 昇
最初に清水会長より日本診療放射線技師会の動向につ
記
いての報告がなされ、業務拡大に伴う統一講習会への参
日 時： 平成３０年７月１５日（日曜日）
加促進依頼などが報告された。
開 宴： 午前１１時（受付１０時３０分）
また、各理事から常任委員会の報告・連絡事項の後、各
場 所： ANA クラウンプラザホテル神戸
支部長からの報告があった。
１０階 ザ・ボールルーム
日放技の６５歳以上の会員の会費減額に伴う兵放技の対
神戸市中央区北野町一丁目
応などに対する意見や質問など各支部との意見交換が行
ＴＥＬ ０７８-２９１-１１２１
われた。
会 費： １５，０００円（当日受付にて申し受けます）
３，０００円（記念品のみ）
※記念品のみ参加される方は、お手数ですが下記の口
座にお振込みをお願いいたします。（振込手数料は、ご負
担くださるようお願いいたします。）
振込先情報
三井住友銀行 神戸営業部 普通口座 ８３６５８５７
名義(カナ) コウエキシャダンホウジン ヒョウゴケンホウシ
ャセンギシカイ
〇参加希望される方は、７月５日までにFAXにて申し込ん
でください。参加申し込み用紙は、兵庫県放射線技師会
ホームページよりダウンロードしご利用ください。
FAX ０７８-３５１-２３０９ より申し込みください。
川戸隆夫氏 旭日双光章受章祝賀会のご案内

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

初夏の候 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上
げます。
このたび、昭和５８年から兵庫県放射線技師会理事就
任、そして、平成７年から平成１５年まで会長をされた、川
戸隆夫氏（神戸市立中央市民病院、西神戸医療センター
勤務）に多年にわたる放射線医療技術の発展ならびに兵
庫県民に対する保険医療の向上に貢献された功績に対し
栄誉ある「旭日双光章」を受章されました。
つきましては、受章をお祝い申し上げ、今後一層のご活
躍を祈念いたしたく下記により祝賀会を開催することといた
しました。

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。
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本講習は厚生労働省と公益社団法人日本診療放射線
(ＴＥＬ ０７８-２９１-１１２１)
技師会が検討したカリキュラムに従い、全ての診療放射
内 容：
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
１・記念式典
す。
表彰：知事表彰・知事感謝・会長表彰・会長感謝
平成２７年度より開催してきました本講習会ですが、平
２・記念講演
成３０年度は下記の４回の開催が決定しておりますので、
五月女 康作 氏（漫画ラジエーションハウスにて
お知らせいたします。
診療放射線技師として監修）
・平成３０年 ７月 ７日（土） ８日（日）
３・記念祝賀会
市立芦屋病院（申し込み終了）
広報委員会
・平成３０年 ８月１８日（土）１９日（日）
会員専用サイト（member's site）
神戸大学医学部附属病院
入室用ＩＤとパスワードの発行
・平成３０年１０月２０日（土）２１日（日）
県立加古川医療センター
本会ホームページの「ＩＤ・ＰＡＳＳＷＯＲＤ発行」をクリッ
・平成３０年１２月 ８日（土） ９日（日）
ク！！ 入力後、ご登録いただいたメールアドレスへ「ＩＤと
姫路聖マリア病院
Ｐ Ａ Ｓ Ｓ Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ 」 を お 送り し ま す 。 こ れ を 用い て 、
開催時間： 全日９：００～１８：００頃となります。
「member's site」へ入室下さい。一度取得されたＩＤとＰＡＳ
受 講 料： 会 員 １５，０００円 非会員 ６０，０００円
ＳＷＯＲＤで、月が替わっても入室できます（ＩＤ、ＰＡＳＳＷ
但し、各種講習受講者減免として
ＯＲＤは自由に変更できます）。
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
７月パスワード
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
兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/
全日程において、申し込み開始しております。
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。
過去に静脈抜針講習を受講された方は、プログラム「静
広報委員会
脈注射関係」の DVD 講習と実習は免除されますが、当日
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
受講して頂いても構いません。免除の方で受講されない
方はプログラムをご確認の上、引き続き行われる講習に
兵庫県放射線技師会会誌（HART）に掲載する新入会員
間に合うように会場にお越しください。
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
公益社団法人 兵庫県放射線技師会
写真を下記アドレスまで送信して下さい。

「 TANABATA 」

創立７０周年記念事業開催について

MAIL： hyogoradiotech@gmail.com

記念事業開催内容
日 時： 平成３０年１１月１８日(日)１５：３０～１９：３０(予定)
場 所： ANA クラウンプラザ神戸 １０Ｆ The Ballroom
〒６５０-０００２ 神戸市中央区北野町１番１号

第３０回兵庫県放射線技師会学術大会
演題募集
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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。
第２９回医用画像学術講演会のご案内
つきましては、会員の皆様の研究発表を募集します。また
今回は、頭部領域をテーマに講演を予定しています。脳
日常業務の工夫や最新装置の検討等も受け付けていま
腫瘍の画像診断、治療について、講演していただきます。
すので、お気軽にご応募下さい。
多数のご参加よろしくお願いします。
演題募集： 一般演題
開催日： 平成３０年７月２１日（土）１４：００～１７：００
演題募集期間：
場 所： チサンホテル神戸 ２Ｆ
平成３０年５月１日～平成３０年８月３１日まで
〒６５０-００２７ 神戸市中央区中町通２-３-１
申込み方法： 前抄録としてワード形式Ａ４サイズ１枚を下
TEL ０７８-３４１-８１１１
記の方法にて申し込んで下さい。
会 費： 会員５００円 会員以外２，０００円
詳細は下記の【抄録原稿の書式】をご覧ください。
講 師： 神戸大学医学部附属病院 脳神経外科
≪メール≫ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
篠山 隆司 先生
≪郵 送≫ＣＤまたはＵＳＢメモリにて下記までお願いします。
お問合わせ： 神戸大学医学部附属病院 神澤 匡数
〒６５０-００２２ 神戸市中央区元町通５丁目２-３-１０１１
ＴＥＬ ０７８-３８２-６３８３
公益社団法人 兵庫県放射線技師会 宛
ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
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。）

基礎講習「超音波検査」案内
（申し込み〆切迫る）
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 ２F 共通カンファレス
ルーム （４階 A 講義室から変更しました）
会 費： ３，０００円
０９：１５～ US 装置・撮影技術Ⅱ
大久保病院 内藤 祐介
１０：１０～ 安全管理・性能評価・撮影技術Ⅰ
兵庫県立加古川医療センター 芳井 孝輔
１２：４０～ 撮影技術Ⅲ 心臓・血管
兵庫県立加古川医療センター 芳井 孝輔
１４：２０～ 撮影技術Ⅲ 腹部
大久保病院 川嶋 咲由
１６：００～ 撮影技術Ⅲ 乳房
兵庫県立がんセンター 諸根 隆行
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
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担当 姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人
ＭＡＩＬ： morimori@hrc-hp.com
ＴＥＬ ０７９-２９４-２２５１ (３６８４)

日 時： 平成３０年７月２９日（日）９：３０～１７：５０
場 所： 和歌山県 JA ビル１１階会議室Ａ～Ｃ
〒６４０-８３３１和歌山県和歌山市美園町５-１-１
TEL ０７３-４８８-５６４１
募集人数： １００人（JART ホームページ情報システムより）
参加費： 会員３，０００円 非会員１０，０００円
<プログラム>
CT 装置

牛尾哲敏 滋賀医科大学医学部附属病院

画像再構成法

牛尾哲敏 滋賀医科大学医学部附属病院

画像表示処理

中村道宏 市立奈良病院

画質・性能評価・線量特性１

前田勝彦 兵庫医科大学病院

画質・性能評価・線量特性２

前田勝彦 兵庫医科大学病院

撮影技術１（基本的撮影法１）

船戸泰希 国保中央病院

撮影技術２（基本的撮影法２） 宮西忠史 天理よろづ相談所病院
撮影技術３（基本的撮影法３）

後藤正 済生会京都府病院

平成３０年度放射線機器管理
地域研修会開催について

平成３０年度 電離箱式サーベイメータ
比較校正実習のお知らせ

この度日本診療放射線技師会の放射線機器管理士分
科会から機器管理講習会の兵庫県開催が打診され、兵
庫県放射線技師会の理事会で承認されました。
内容は関係法令の解説と機器管理の重要性、各モダリ
ティにおける安全性確保・性能維持・予防安全の観点から
の日常点検方法や記録、安全管理体制についてです。申
し込み方法は日本診療放射線技師会の HP（JARTIS）から
申請していただくこととなります。また、最少施行人数は20
人となっています。
万障繰り合わせの上、ご参加の程よろしくお願い致します。
日 時： 平成３０年９月１６日（日曜日）
場 所： 神戸大学病院 第一会議室
申し込み方法：日本診療放射線技師会の HP（JARTIS）か
ら申請してください。
（最少施行人数は２０人となっています。）
管理士委員会 姫路赤十字病院 放射線技術部
岩見 守人
TEL ０７９-２９４-２２５１ 内線（３６８４）
MAIL: morimori@hrc-hp.com

今年も比較校正方法の理解を目的とした講義と測定器に
よる実習を京都で行います。
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。線量計がなくても抗議のみの参加も可能です。
※校正台数は申し込み順に２０台とします。近年申し込み
が増加しております。早期の登録をお願いします。
※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３０年８月４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
申し込み方法：下記の内容を HP か FAX で連絡ください。
（先着２０名）
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⑥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
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夏季研修会のお知らせ

平成３０年７月１日発行

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。
今年度の阪神支部学術勉強会は整形領域をテーマに
した内容を考えております。
第１回学術勉強会は脊椎を中心とした内容で開催する
運びとなりました。
技師会会員以外のスタッフの方々もお誘い合わせの上
ご参加下さい。
日 時： 平成３０年７月２０日(金)１９：００～２１：００
場 所： 西宮市民会館アミティホール４F 中会議室４０１
〒６６０-０８８１ 西宮市六湛寺町１０番１１号
（阪神西宮駅「市役所口」改札北へ徒歩１分）
プログラム：
司会 兵庫医科大学病院 放射線技術部 槌谷 達也
支部長挨拶
兵庫医科大学病院 前田 勝彦
１・情報提供
「肝細胞癌に対するレンビマカプセルの有用性および安全
性について」
エーザイ株式会社 吉田 舜太
２・一般講演
「全脊椎撮影-計測ポイントと画像処理パラメータについて-」
兵庫医科大学病院 放射線技術部 小野 隆明
「当院の脊椎 MRI 検査～撮影の工夫及び追加シーケンス～」
兵庫医科大学病院 放射線技術部 萩原 祐
３・特別講演
「脊椎外科診療と画像評価」
兵庫医科大学病院 整形外科 助教 有住 文博 先生
問い合わせ先： 兵庫医科大学病院 放射線技術部
槌谷 達也 TEL ０７９８-４５-６２５９

下記の通り、夏季研修会を開催します。マンモグラフィ装
置導入を検討されている施設には参考になるかも？たくさ
んの方の参加をお待ちしています。
日 時： 平成３０年７月１２日（木）１８：３０～
場 所： 公立豊岡病院互助会館 ２階会議室
参加費： 会員無料、非会員５００円
内 容：
Ⅰ．話題提供 「乳腺エコーにおける PHILIPS 最新技術」
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン
超音波営業技術部 モダリティースペシャリスト：宮本 順子氏

Ⅱ．テーマ発表
「当院のマンモグラフィ装置の特徴」
１．Senographe Pristina (公立豊岡病院：辻 祥子技師)
２．Micro Dose SI
（公立八鹿病院：木村 和代技師)
３．Selenia Dimensions（朝来医療センター：澤田 雅子技師）
Ⅲ．研究発表
「三施設のマンモグラフィ装置の比較」
公立八鹿病院：原 文香技師
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１２５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。
日 時： 平成３０年７月２０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： ①便秘と下剤について
伏見製薬株式会社 片岡 洋
②症例検討について
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

阪神支部 平成３０年度
第１回阪神支部学術勉強会のお知らせ
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ひろば～東西会～を開催致しました。
東播支部
参加者は９９名で、その中には神戸総合医療専門学校
第１６３回 東播支部勉強会のお知らせ
の生徒さんが今年も４３人（４３％）ご参加下さいました。
今後も皆様が参加しやすい体制と興味を持っていただ
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
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
げます。日頃は支部活動にご理解ご協力を賜り誠に有難
加くださいますようよろしくお願い申し上げます。
うございます。
ありがとうございました。
さて『第１６３回東播支部勉強会』を開催します。
報告者： 神戸西支部 支部長 高井 夏樹
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
神戸東支部
しくお願いします。
平成３０年度 納涼会のお知らせ
日 時： 平成３０年７月２６日（木）１９：００～２１：００
(１８：３０受付)
昨年度は強風の中で開催したビアガーデンでの納涼会。
場 所： 市立加西病院 東館２階 講義室
今年度は強風でも大雨でも大丈夫な室内での納涼会を予
加西市北条町横尾１-１３
定します。老若男女問わず、多数の参加をお待ちしており
内 容：
ます。
1. 診療放射線技師に必要な患者観察とは
日 時： 平成３０年８月３１日（第５金曜）１９：００～２１：００
市立加西病院 清水 良平
場 所： ニューミュンヘン神戸大使館
2．症例検討 －画像だけでなく採血データなどから考え
神戸市中央区三宮町２-５-１８
てみましょう－
市立加西病院 木村 容子
１２０分飲み放題で、ミュンヘン自慢の唐揚げを食べ、心
参加費： 会員・非会員無料
地よく杯を交わしながら日頃の疲れを癒し、支部内の各施
※日本診療放射線技師会生涯教育２カウント申請中
設の方々と交流を深め合いましょう！
会員カードをご持参ください。
人数確認の為、８月８日（水）までに申し込みください。
問い合わせ： 市立加西病院 木村 容子
連絡先： 甲南病院 中央放射線部 担当：吉崎
TEL ０７９０-４２-２２００（内線２２７０）
ＴＥＬ ０７８-８５４-４０８０（直通ダイヤル）
ＭＡＩＬ： ko_housyasenbu@kohnan.or.jp

第２８回 技師のひろば
～ 東西会 ～ （報告）

神戸西支部
「神戸西支部 特別講演会」
今回の神戸西支部の特別講演会は、新たに整形エコ
ーをテーマに、高知県の四万十町国保大正診療所にお
勤めの 大川剛史 先生 をお招きして開催致します。
大川先生は、高知県の警察署で AI（死亡時画像診断）
の教育を定期的に行われており、さらに筋膜リリースによる
治療やピラティスインストラクターなど様々な取り組みをさ
れており、診療放射線技師の職域を広げた活躍をされて
おり、平成２８年には JART から学術奨励賞（１位）を受賞
された先生です。
今回は“X 線撮影では写らない整形領域のエコー”につ
いて御教授頂きます。

第２８回 技師のひろば～東西会～ の報告です。
平成３０年５月１８日（金）１８時５０分～２０時３０分 エー
ザイ（株）神戸支店にて、神戸大学医学部附属病院の京
谷勉輔先生による演目『頭部ＭＲＩ困ったときの対処法－
救急からルーチンまで－』と題しました講演にて、技師の
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近年の超音波検査の進化は凄まじく、それに伴い撮影
する技術も進化し、画像診断に大きな貢献をもたらしてい
第３０１回神戸頭部研究会のお知らせ
ます。
大川先生は、長年に渡り実際の現場で実践されており、
そろそろ梅雨も明け、日ごとに暑さが増してくる頃でしょう
今回の研修会では明日から役立つような撮影技術を座学
か。今夏も体調を崩さぬよう健康に気をつけてゆきたいで
だけでなく実習を兼ねてお教え下さいます。
すね。さて、前回は神戸頭部研究会３００回特別記念講
お誘い合わせの上、ご参加下さいますようよろしくお願
演会を行いました。１００名を超える参加者の皆様で、ホ
い申し上げます。
テルオークラの会場は満員状態となり、熱気溢れる講演
内 容： 整形エコー
会を進めてまいりました。「新時代を迎えた急性再開通療
〈情報提供〉
法～time base から image base へ～」のテーマで２００回
『 非イオン造影剤イオメロンの情報提供 』
記念時にもお招きをしました、本邦また世界でも大変ご高
エーザイ株式会社 緑川 信義
名である坂井信幸先生にお話しいただきました。１０年の
≪特別講演会≫
時を経て血管内治療の変遷とその発展を分かり易くご説
『X 線撮影では写らない整形領域のエコーを学ぶ！』
明いただき、各デバイスの特徴なども併せて理解すること
～その後はエコー装置を使ってハンズオン！～
が出来ました。また数多くのデータを提示され現在までの
（座長） 信原病院 森岡 重敏
治療成績なども知ることが出来ました。更に現在では時間
講 師： 四万十町国保大正診療所 大川 剛史 先生
に加え画像中心とした治療の流れがあり、DWI ASPECTS
日 時： 平成３０年９月２９日（土）１８：００～１９：５０
や RAPID：脳梗塞巣自動計測ソフトの紹介もいただきまし
（受付１７：３０～）
た。技術力の進歩にも驚きました。非常に短く感じられた
会 場： エーザイ（株）神戸コミュニケーションオフィス
時間でしたが、新しいたくさんの知識を得ることが出来まし
ハーバーランドダイヤニッセイビル１７階
た。臨床で活かせるものもあり、また技師力アップが図ら
神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号
れましたね。引き続いての記念式典（懇親会）でも、多くの
ＴＥＬ ０７８-３６０-５６３０
皆様にご参加いただき、祝福ムードの中賑やかな会を進
講演参加費： （カラー資料・飲み物付き）
めることが出来ました。いくつかの催し物も大好評!?で、最
日放技の 会員 ５００円 非会員 １，０００円
後までお楽しみいただけたことと思われます。本当にあり
学生 無料（要学生証） 他職種 ご相談のうえ会員価格
がとうございました。また次は４００回に向けて!! 世話人一
お問い合わせ： 三菱神戸病院（ＴＥＬ０７８-６７２-２６１０）
同精一杯頑張ってゆきますので、どうぞよろしくお願いいた
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
します。今回の定例会は下記の要項で行います。多数も
ご参加をお待ちしております。（田上修二）
題 目： 仮題 「各施設における脳梗塞の診断から治療
まで～特別講演会から考える」
＊ 詳細は案内はがきでお知らせいたします。
日 時： 平成３０年７月１１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
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内 容： 第６回 大阪銀杏会 特別塾
第１４２回いちょう会（第２２４回斎暢会）
ゲスト講師： 東京都がん検診センター
開催のご案内
消化器内科 山里 哲郎 医師
Ⅰ．検診撮影における異常所見のチェックポイント
新緑の候、皆様におかれましてはますますご活躍のこ
Ⅱ．山里先生ご指導による読影の手ほどき
ととお慶び申し上げます。
（銀杏会症例と馬場塾症例の解説）
７月度定例会を下記の内容にて開催いたします。ご多忙
Ⅲ．症例検討会・馬場塾症例
中とは存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。
お問い合わせ：合志病院 放射線科内 担当 中川 好久
日 時： 平成３０年７月１２日（第２週木曜日）
TEL ０６-６４８８-１６２９ (放射線科直通)
１８：３０～２０：３０
＊お電話での、お問い合わせは１６：００～１７：００にお願
場 所： 三宮研修センター
い致します。
内 容：
H P： http://www.osaka-ichokai.com
Ⅰ．胃Ｘ線撮影 ～基準撮影法～
MAIL: info@osaka-ichokai.com
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
Ｈ Ｐ： http://ichokai.kenkyuukai.jp/

第１４２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６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。読影の手ほどきでは内視鏡検査写真、病
理組織像の見方なども分かり易く解説して頂いております。
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。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

第５６回 R１７５ RI 技術談話会開催のご案内
拝啓 時下ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。
さて、第５６回 R１７５ RI 技術談話会を下記日程にて開
催致します。
今回は、PET/CT 装置が導入されました 神戸市立西
神戸医療センター 新 RI センターの見学会を予定しており
ます。
御多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席
賜りますようご案内申し上げます。
日 時： 平成３０年７月１８日（水）１８：３０～
場 所： 神戸市立西神戸医療センター 地域医療ホール

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７月１４日（土）１４：３０～１７：３０
開催場所： 急遽変更となりました。ご面倒おかけします。
新大阪丸ビル本館 ４０１号室
＊ＪＲ新大阪駅東口から歩いて２分ほどです。
参加費： １，０００円
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１０１・１０２会議室
明石医療センター 杉本 優那 技師
神戸市西区糀台５-７-１
「脳血管障害について ～MRI の観点から～ 」
（神戸市立西神戸医療センターの東隣の建物です）
明舞中央病院 筧 翔 技師
※前回とは会場が異なっています。
日本救急撮影技師認定機構 認定研究会
会 費： ５００円 （駐車場は神戸市立西神戸医療センタ
日本Ｘ線ＣＴ専門技師認定機構 申請中
ーの駐車場を利用して下さい）
日本診療放射線技師会カウント申請中
【施設発表】
皆さん、お誘いあわせの上ご参加ください (*^^)v
「線条体 SPECT 解析における AC-PC Assist 機能の
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
有用性について」 神戸市立医療センター中央市民病院
ております。
放射線技術部 馬場 健司 技師
問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科内
【新 RI センター見学会】
TEL ０７８-９１７-２０２０ 内線１２６
「新 RI センターの紹介と PET-CT 導入を経験して」
羽田 安孝 須賀 俊夫
神戸市立西神戸医療センター 放射線技術部
主査 鈴木 順一 技師
臨床画像研究会－若葉会－
認定単位： 日本核医学専門技師認定機構 ３単位
第１０８回定例会のご案内
お問い合わせ： 神戸市立西神戸医療センター
血液検査の結果･･･と聞いて、苦手だなぁ～と思った方、
放射線技術部 山之内 真也
造影検査の時に腎機能のデータしか見てないよ、と言う方、
TEL ０７８-９９７-２２００（内線２３０５）
いらっしゃると思います。今回は、その苦手を少しでも克服
できたらと考え、血液検査結果について臨床検査技師さ
第３１３回はりまＣＴ研究会のご案内
んに解説していただきます。画像検査との関わりや、血液
テーマ：
検査結果をどのように画像検査に活かすのか、など、日常
知る！読む！脳神経外科 ～脳血管障害を中心に～
業務に役立てる術を解説いただきます。診療放射線技師
日 時： 平成３０年７月１９日（木）１９：００～
からは、それを踏まえた症例を紹介し、画像を供覧してい
場 所： 明舞中央病院 西館１階 会議室 （駐車場有）
ただきます。
会 費： 会員・会員以外 ５００円
診療放射線技師に限らず、医療に従事されているスタ
脳血管疾患は脳出血と脳梗塞の２つに分類されます。
ッフ皆様お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますよう
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
お願い申し上げます。
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
テーマ： 『極める！～画像診断～』２７
組織が障害されます。ＣＴやＭＲＩは脳血管疾患の診断に
血液データとともに画像を読む！
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
【講演】
ます。それぞれの機器の特性や画像の特徴を理解するこ
１．血液データを読む 〜画像検査への架け橋〜
とで、緊急性の高い病態の対応も可能となります。
明舞中央病院 放射線科 岡田 陽子 先生
また、近年ではワークステーションによる画像解析も進
（臨床検査技師）
歩し、日常診療においても必須のツールとなっています。
２．症例報告：救急で遭遇した症例を血液データとともに
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
読む！
なせるようになりましょう。
①虚血性心疾患で知っておくべき基礎知識
内容・講師
北播磨総合医療センター 中央放射線室
「必勝！ワークステーション使用方法 」
前田 崚太（診療放射線技師）
アミン株式会社 井上 浩史 様
②腹痛の画像診断
「撮って診る脳血管障害 ～CT を中心に～ 」
北播磨総合医療センター 中央放射線室
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山本 紗耶加（診療放射線技師）
７月の神戸MRの会定例会は「下肢③：足関節・足」をテー
日 時： 平成３０年７月２５日（水）１９：００～
マに取り上げます。
場 所： 北播磨総合医療センター ２階 大会議室
各施設からルーチン紹介と症例提示を行います。病変部
（〒６７５-１３９２ 小野市市場町９２６-２５０）
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
参加費： ５００円
ると思います。また撮影時の工夫に役立つ MR 原理のポイ
（会員・非会員とも。先着順で軽食ご準備します。）
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
ご注意）大会議室へは、セキュリティーのため本館２階北
の上、多数のご参加お待ちしております。今回は、開催場
側『職員玄関』のみ出入り可能です。
所、日時が通常定例会と異なりますのでご注意下さい。
お問い合わせ：北播磨総合医療センター 診療支援部
定例会終了後懇親会を予定していますので参加頂けれ
中央放射線室 末廣 克義 まで
ば幸いです。
ＴＥＬ ０７９４-８８-８８００（代）
＊９月定例会は耳鼻科領域、１１月定例会は口腔領域・
ＦＡＸ ０７９４-６２-９９２６（中放直通）
TMJ を予定しています。
症例施設
「足関節の解剖」 神戸大学医学部附属病院 今滝 由香
第９２回「MRI の基本」読書会のご案内
「足関節と足の MRI について」
明石市立市民病院 平山 春樹
日 時： 平成３０年７月２６日（木）１９：００～２１：００
「足 MRI:当院における依頼内容に応じた撮影シーケンスの
毎月第４木曜日開催予定
組み立て方」 王子会神戸循環器クリニック 大西 宏之
場 所： 兵庫県立リハビリテーション中央病院
問い合わせ先：
２F 第２・第３研修室
王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科 大西 宏之
会 費： １００円
ＭＡＩＬ： h0801ohnishi@gmail.com
内 容： 「MRI の基本パワーテキスト」監訳 荒木力
会場地図
第９２回は、「PartⅡ 高速撮像法」
第３版 第２５章 組織抑制技術
＊第３版以外の方、テキストをお持ちでない方の
参加もお待ちしています。
組織抑制方は MRI において重要な技術で、通常、抑制の
対象となる組織は水と脂肪です。脂肪抑制法は、IR法と化
学的飽和法の 2 つに大別されます。この２つの方法は、そ
れぞれに利点、欠点を持ち合わせています。みなさん、こ
の機会にしっかりこの違いを理解し明日からの業務に臨も
うではありませんか。
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 放射線科 鳥居

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

神戸 MR の会 定例会案内
日
会
住
会

時：
場：
所：
費：

平成３０年７月２８日(土)１５：００～１７：００
大和ハウス工業株式会社 神戸支社 会議室
兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号
５００円

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）
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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
事前参加登録受付中
（https://www.kokuchpro.com/event/9th_hmiis/）です。
（平成３０年７月２１日（土）まで）
＜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。
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≪ 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
○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
○本田病院
所在地 大阪市鶴見区鶴見４丁目１-３０
求人内容 正規職員
○はくほう会セントラル病院
所在地 尼崎市東園田町４丁目２３-１
求人内容 正規職員
○神戸大学医学部附属病院
所在地 神戸市中央区楠町７丁目５-２
求人内容 有期職員・産育休代替職員
○船員保険大阪健康管理センター
所在地 大阪市港区築港１−８−２２
求人内容 嘱託職員 （正規職員への登用あり）

【 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

兵放技ニュース
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< ７月スケジュール >

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３０年６月１１日現在）
会 員 数 ： １，２７２名
会 費 納 入 率 ： ３８．８４％
会費未納者数 ： ７７８名

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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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）

第 1４２回大阪胃腸会（銀杏会）

７/１５

（日）

川戸隆夫氏 旭日双光章受章祝賀会

７/１６

（月）

７/１７

（火）

７/１８

（水）

第５６回 R１７５ RI 技術談話会

７/１９

（木）

７/２０

（金）

７/２１

（土）

第３１３回はりまＣＴ研究会
神戸西支部 第１２５回こうべ胃検診の会
平成３０年度 第１回阪神支部学術勉強会
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）

７/２９

（日）

７/３０

（月）

７/３１

（火）

第３０１回神戸頭部研究会
但馬支部 夏季研修会
第１４２回いちょう会（第２２４回斎暢会）

臨床画像研究会‐若葉会‐第１０８回定例会
第１６３回東播支部勉強会
第９２回「MRI の基本」読書会
第９回兵庫医用画像情報システム研究会
神戸 MR の会 定例会
診療放射線技術基礎技術講習会「ＣＴ検査」
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庶務報告
《新入会員》
森木 保博
市橋 勇汰
三木 遼祐
小西 倫弘
辻 理恵
岡田 裕史
大植 臣剛
《転入会員》
篠本 弘
《県内異動》
西本 美香
新井 純一
山本 千尋
中尾 元昭

＜ 阪神支部 ＞
＜ 阪神支部 ＞
＜ 阪神支部 ＞
＜ 阪神支部 ＞
＜神戸東支部＞
＜ 淡路支部 ＞
＜ 淡路支部 ＞

協立病院
明和病院
兵庫医科大学病院
関西労災病院
金沢病院
兵庫県立淡路医療センター
洲本伊月病院

川崎医療短期大学
川崎医療短期大学
群馬県立県民健康科学大学
大阪物療大学
徳島文理大学
名古屋大学大学院
純真学園大学

＜神戸西支部＞ 国立病院機構神戸医療センター ← 京都府より
＜ 淡路支部 ＞
＜神戸東支部＞
＜神戸西支部＞
＜ 西播支部 ＞

兵庫県立淡路医療センター → ＜神戸東支部＞ 兵庫県立こども病院
兵庫県災害医療センター
→ ＜神戸東支部＞ 神戸赤十字病院
自宅
→ ＜神戸西支部＞ 伊川谷病院
国立病院機構姫路医療センター
→ ＜ 阪神支部 ＞ 近畿中央胸部疾患センター
石本 弥生 ＜ 淡路支部 ＞ 兵庫県立淡路医療センター
→ ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県伊丹健康福祉事務所
西下 重樹 ＜東播支部固定＞ 兵庫県立健康生活科学研究所 健康科学研究センター
→ ＜東播支部固定＞ 兵庫県立健康科学研究所
《施設 名称・所在地・電話番号等変更》
（新施設開設） 平成３０年５月２５日開設
兵庫県立健康科学研究所
〒６７５-０００３ 加古川市神野町神野１８１９-１４ TEL ０７９-４４０-９０９０
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