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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。 

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９月１０日まで （延長しました。） 

申込み方法： 前抄録としてワード形式Ａ４サイズ１枚を下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。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 

特別講演： 放射線機器管理 〜法改正１０年目とこれからの新たな取り組み〜（仮） 

                 講師： 昭和大学大学院 教授 加藤 京一 先生 

市民公開講座： ～こどもから大人まで みんなにやさしいがん療法～（仮） 

                 講師： 神戸陽子線センター センター長 副島 俊典 先生 

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。

第３０回兵庫県放射線技師会学術大会 演題募集 締め切り迫る 
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「平成３０年度放射線機器管理地域研修会」を下記の

要領で開催いたします。 

今回の研修会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の方法や記録、安全管理体制などに

ついてです。 

研修会で必要な知識を得ていただき、診療放射線技師

自らの手で放射線関連機器の安全管理を実践することで、

安全・安心な医療の提供に繋がることを期待します。資格

の有無にかかわらず、多くの診療放射線技師のみなさま

のご参加をお待ちしています。 

セミナー名：  

平成３０年度放射線機器管理地域研修会（兵庫県） 

開催日時： 平成３０年９月１６日（日）９：００～１５：００ 

開催場所： 神戸大学医学部附属病院 第一会議室 

定 員： 先着８０人（最少施行人数は２０人となっています。） 

参加費： １０，０００円 ただし、会員は３，０００円 

申込方法： JART情報システム内のメニュー「生涯教育・

イベント参加のお申し込み」からお申し込みください。 

申込期限： 平成３０年９月２日（日） 

プログラム 

１・一般撮影装置における機器管理と実践 

（９：００～１０：００）     加藤 豊幸（九州大学病院） 

２・CT装置における機器管理と実践（１０：００～１１：００） 

小川 正人（産業医科大学若松病院） 

３・造影剤自動注入装置における機器管理と実践 

（１１：００～１２：００） 田中 悟（神戸総合医療専門学校） 

４・MR装置における装置管理と実践（１３：００～１４：００） 

中村 泰彦（純真学園大学） 

５・医療機器管理における法令と更新の手続き 

（１４：００～１５：００）    中村 泰彦（純真学園大学） 

本件に関するお問い合わせ：  

公益社団法人日本診療放射線技師会 

TEL ０３-５４０５-３６１２  

インターネットから http://www.jart.jp 

兵庫県放射線技師会 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 

 

 

 

がん診療連携協議会、兵庫県放射線医会との共催で第６

回放射線セミナーを開催します。 

今回は子宮がんをテーマに企画しました。 

職種を問わず参加できますので、皆様お誘い合わせの上、

ご参加ください。 

日 時： 平成３０年１０月１３日（土）１４：００～１７：００ 

（開場１３：３０） 

会 場： 兵庫県民会館１１階 パルテホール 

参加費： 無料 

テーマ： 「子宮がんの診断と治療 -update-」 

 講演１）「子宮のＭＲＩ検査について」 

   明石市立市民病院 放射線技術課主任放射線技師 

 平山 春樹 先生 

 講演２）「ＭＲＩで子宮がんを観るということ」 

          神戸低侵襲がん医療センター 放射線科 

                      今岡 いずみ 先生 

 講演３）「子宮がんになってもあわてない・正しい知識と  

 治療の選択」    兵庫県立がんセンター 

地域医療連携部長兼婦人科部長  山口 聡 先生 

講演４）「子宮頸癌に対する放射線療法」 

神戸大学医学部附属病院 放射線腫瘍科 

特命准教授 吉田 賢史 先生 

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   学術担当 神澤 匡数  

  ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

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

平成３０年度放射線機器管理研修会 

兵庫県開催について 

 
 

第６回放射線セミナーのお知らせ 

 

 

平成３０年度 業務拡大に伴う統一講習会 

開催予定のご案内 
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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年度は下記の残り２回の開催を予定しておりますの

で、お知らせいたします。 

・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 

＊悪天候によりやむを得ず講習会を中止することがありま

す。 その場合には、ホームページに掲載いたしますので

ご確認ください。 

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 

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「静脈

注射関係」の DVD 講習と実習は免除されますが、当日受

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間

に合うように会場にお越しください。 

お問合せ：大久保病院 放射線科 内藤祐介 

         ＴＥＬ ０７８-９３５-２５６３(代表)   

ＭＡＩＬ： yusuke09230419@yahoo.co.jp 
 

 

 

昨年末に日本診療放射線技師会は厚生労働省と放射

線被ばくのあり方についての検討会を行い国民の医療被

ばく低減に向けての活動を重要視した。また、日本医学放 

射線学会は診療報酬改定における被ばく線量の集計管理

についての重要性を報告し、４月の診療報酬改定には一

部反映されている。 

兵庫県放射線技師会ではこれらのことを踏まえ「医療

被ばく全般について」のテーマで勉強会を行うこととしまし

た。多数のご参加をお願いします。 

日 時： 平成３０年１０月２７日（土）１３：００～１７：００ 

場 所： 神戸大学病院 第一会議室 

会 費： 会員 無料  非会員 １，０００円 

開会挨拶 （公社）兵庫県放射線技師会 会長 清水 操 

Ⅰ 「被ばく線量管理システム構築について」 

（１３：００～１５：００） 

座長 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

１）WAZA-ARIｖ２を使用した線量管理について 

神戸労災病院 東山 精吾氏 

２）バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部  

アプリケーションサービス 山内 宏祥氏 

３）株式会社A-LINE             北中 康友氏 

４）キュアホープ株式会社          島田 隆正氏 

Ⅱ 「医療被ばく低減施設の認定取得に向けて」 

（１５：１０～１７：００） 

座長 姫路赤十字病院 岩見 守人 

１）「診療放射線技師に求められる医療被ばく線量管理」 

ベルランド総合病院 放射線室 技師長 鈴木 賢昭氏 

２） 市立川西病院における認定取得について 

市立川西病院  後藤 和久氏 

＊日本診療放射線技師会の生涯教育カウント単位付与の

対象となります。 

 

 

 

 

新入会員の歓迎と会員相互の交流を深めることを主な

目的として開催しております本交流会について、 下記の

とおり開催することになりました。職場の新人や若手技師

などをお誘い合わせいただき、たくさんの参加をお待ちし

ております。 

日 程： 平成３０年１０月２８日(日)１２：１５集合 

１２：１５ 現地集合(イトーヨーカドー加古川店 

病院に於ける放射線管理研修会のお知らせ 

 

厚生委員会 

第２８回新入会員歓迎交流会のご案内 
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グリーンプラザ別府屋上ＢＢＱ) 

１２：３０ 交流会開会 

１４：３０ 閉会 

場 所： 「イトーヨーカドー加古川店 

グリーンプラザ別府屋上ＢＢＱ」 

加古川市別府町緑町２  TEL ０７９-４３５-３１３１ 

交通手段： 

①電車で来られる：山陽電鉄「別府駅」下車徒歩３分 

②自家用車で来られる方：第二神明道路「明石西ＩＣ」から

約７ｋｍ 

雨天の場合： 雨天中止（前日夕方時点で中止を決定し、

技師会ホームページでお知らせします。） 

申込期限： 平成３０年１０月１９日（金） 

申込方法： 人数を把握したいのでお手数ですが下記申

込先まで電話又は電子メールで連絡ください。 

申込・お問合先： 

兵庫県立こども病院 放射線部 原  

TEL ０７８-９４５-７３００ 

兵庫県立加古川医療センター 放射線部 小田  

TEL ０７９-４９７-７０００ 

公益社団法人兵庫県放射線技師会事務所 

                   TEL ０７８-３５１-５１７２ 

ＭＡＩＬ： leopons1987@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

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 

(ＴＥＬ ０７８-２９１-１１２１) 

内 容： 

１・記念式典 

表彰：知事表彰・知事感謝・会長表彰・会長感謝 

２・記念講演 

「漫画ラジエーションハウスが教えてくれた 

診療放射線技師の可能性」 

東京大学大学院総合文化研究科  

進化認知科学研究センター特任助教 五月女 康作先生 

３・記念祝賀会 

 

 

 

 

日 程： 平成３１年１月１９日（土）～２０日（日） 

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） 

対 象： 兵庫県放射線技師会員 (優先申込み) 

日本診療放射線技師会員 (一般申込み) 

※現在入会手続き中の方も申込み可能です 

非会員 (一般申込み) 

申込方法： HARTホームページよりWEB申込み 

申込開始： 平成３０年１０月１日頃を予定しています 

受 講 料： 会員 ３８，０００円 / 非会員 ４８，０００円   

お問合せ： 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 （内線 ※７０２） 

MAIL: y.oka1o1o@gmail.com  TEL ０７８-３０２-４３２１ 

※詳細については後日ホームページに掲載いたします 

 

 

 

 

 

 

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

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）。 

 

 

 

9月パスワード 

「 otukimi 」 
兵庫県放射線技師会HP 

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

 

 

 

 

公益社団法人 兵庫県放射線技師会 

創立７０周年記念事業開催について 

 
 

組織委員会 

第１３回マンモグラフィ技術講習会案内 

 
 

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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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 
 

 

 

 

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９月１４日（金）１８：００～ 

（健康財団へのすべての通用口は、１７時３０分以降入場

できなくなります。はじめて参加される方は、必ず前もって

下記までご連絡ください。） 

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： 症例検討 

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 

 

 

 

 

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。 

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

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、

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

だけでなく実習を兼ねてお教え下さいます。 

お誘い合わせの上、ご参加下さいますようよろしくお願

い申し上げます。 

内 容： 整形エコー 

〈情報提供〉 

『 非イオン造影剤イオメロンの情報提供 』 

エーザイ株式会社 脇別符 卓哉 

≪特別講演会≫ 

『 X線撮影では写らない整形領域のエコーを学ぶ！ 』 

～その後はエコー装置を使ってハンズオン！～ 

（座長） 信原病院 森岡 重敏 

講 師： 四万十町国保大正診療所 大川 剛史 先生 

日 時： 平成３０年９月２９日（土）１８：００～１９：５０ 

                    （受付 １７：３０～） 

会 場： エーザイ（株） 神戸コミュニケーションオフィス 

 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 

 

 

 

 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

神戸西支部 

「神戸西支部 特別講演会」 

 
 

神戸西支部 

第１２７回こうべ胃検診の会 
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皆様方におきましてはますますご清祥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２回学術勉強会は実地医家の先生にご講演をいただく

予定です。 

クリニックなどにお勤めの方はぜひこの機会に他施設の先

生の考えていることなどを取り入れてみてはいかがでしょ

うか。また病院にお勤めの方は実地医家の先生のお話を

聞く良い機会ですので、ご参加いただけたら幸いです。 

日 時： 平成３０年１０月２５日(木)１９：００～２１：００ 

場 所： 西宮市民会館アミティホール 

          〒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 尼崎中央病院 画像診断部門 梅崎 大輔 

支部長挨拶        兵庫医科大学病院 前田 勝彦 

１・情報提供 「 未 定 」エーザイ株式会社 

２・一般講演 

①「 未 定 」尼崎中央病院 画像診断部門 中村 稜 

②「 未 定 」尼崎中央病院 画像診断部門  

野間本 剛士 

３・特別講演 

「 未 定 」つじもと整形外科 辻本 和雄 院長 

問い合わせ先： 尼崎中央病院 画像診断部門  

鎌田 照哲（０６-６４９９-３０４５ 内線５６５０） 
 

 

 

 

 

今年は猛暑続きの夏となりましたが、ようやくしのぎやすい

季節にさしかかっている頃でしょうか。疲れが残らぬよう健

康管理に努めてゆきたく思います。さて、頭研は３００回の

開催を経てまた新たな気持ちで邁進しております。これか

らも、基礎の勉強からタイムリーな話題まで、幅広い内容

で企画してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。 

今回の定例会は下記の要項で進めてゆきます。多数のご

参加をお待ちしております。（田上修二） 

題 目： シリーズ企画を検討中です!!        

＊詳細は案内はがきでお知らせいたします 

日 時： 平成３０年９月１２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 
 

 

 

 

猛暑の候、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。 

９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９月１３日（第２週木曜日） 

１８：３０～２０：３０ 

場 所： 三宮研修センター 

内 容： 

Ⅰ．胃Ｘ線撮影～ﾊﾞﾘｳﾑの流れ・胃中部（M領域）撮影～ 

Ⅱ．胃Ｘ線読影～形の異常～ 

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/ 
 

阪神支部 平成３０年度 

第２回阪神支部学術勉強会のお知らせ 

 
 

第３０２回神戸頭部研究会のお知らせ 

 

第１４４回いちょう会（第２２６回 斎暢会） 

開催のご案内 
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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「高速撮像」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９月２０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. 「Parallel imagingについて」 

明石市立市民病院 放射線技術課 平山 春樹 技師 

２. 「Compressed SENSEの使用経験」 

姫路赤十字病院 放射線技術部 福田 尚也 技師 

【特別講演】 

『Compressed SENSEの基礎と応用』 

～お話だけじゃない！実践可能な最新高速化技術！～ 

（株）フィリップス・ジャパン MRIモダリティースペシャリスト 

松本 淳也 先生 

＊本会は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研

究会です（更新点数５単位）。受付にて「MR 専門技術

者更新のための個人票」をご提出ください。 

＊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 
 

 

 

 

テーマ：知る！読む！泌尿器科 ～腎疾患を中心に～ 

日 時： 平成３０年９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 

 腎臓は体液恒常性の維持という大切な機能があります

が、その理解にやや苦手意識を持つ人は多いのではない

でしょうか。泌尿器科では、腎臓以外にも対象臓器があり

多岐にわたる疾患を扱います。今回は主に画像で直接

「診える」疾患を中心に、内科的性質の強い「腎臓疾患」と

外科的性質の強い「泌尿器疾患」の両面から勉強していき

たいと思います。これで画像を「見る目」から「診る目」に変

えていきましょう！ 

内容・講師 

「当院で経験した泌尿器科の救急疾患」 

明石市立市民病院 中村 規 技師 

「苦手克服！腎臓を読み解く画像検査」 

明舞中央病院 羽田 安孝 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 申請中  

日本診療放射線技師会生涯学習カウント申請予定 

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 
 

 

 

 

立夏の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申

し上げます。  

さて、第２３回兵庫放射線治療研究会を下記のとおり開催

いたします。今回は、これからの放射線治療を支える若手

に有益な内容となっています。皆様、万障お繰り合わせの

うえ、ご出席くださいますよう宜しくお願い申し上げます。  

日 時： 平成３０年９月２１日（金）１９：００～２１：００ 

会 場： 神戸大学医学部附属病院 神緑会館多目的ホール  

＜プログラム＞  

１８：３０～ 受付開始  

１９：００～１９：２０ 

「１年間の放射線治療業務と若手ワーキンググループを

通して」 ～各施設におけるセットアップ手技～  

県立尼崎総合医療センター 春國 知貴 先生 

１９：３０～１９：５０ 

「若手ワーキンググループ発足の経緯と活動報告」  

～セットアップ技術の進歩を目指す IGRTデータの活用法～ 

神戸大学医学部附属病院   奥村 圭祐 先生 

第８８回西播画像研究会のご案内 

 

第３１４回はりまＣＴ研究会のご案内 

 

第２３回兵庫放射線治療研究会のご案内 
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休憩（１５ 分）  

２０：１５～２０：４５ 「IGRT時代のmarginの考え方」  

加古川中央市民病院 藤井 雄介 先生 

２０：５０～ 次回予告  

担当世話人  県立尼崎総合医療センター 西出 泰久 

加古川中央市民病院     川村 哲朗 

神戸大学医学部附属病院  表田 真弓 
 

 

 

 

日 時： 平成３０年９月２５日(火)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 

住 所： 神戸市兵庫区羽坂通４丁目１−１(JR兵庫駅前) 

会 費： ５００円  

９月の神戸MRの会定例会は「耳鼻科領域」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。お誘い合わせの

上、多数のご参加お待ちしております。今回は、開催場所

が通常定例会と異なりますのでご注意下さい。 

＊１１月定例会は口腔領域・TMJを予定しています。 

◆症例施設 

「内耳の解剖」 神戸マリナーズ厚生会病院 高松 省吾 

「鼓室疾患と神経血管圧迫症侯群」  

神戸市立医療センター西市民病院 藤本 孝弘 

「聴神経腫瘍のMRI検査 

～安全な手術のためにTractography?～」  

神戸大学医学部附属病院 島田 隆史 

問い合わせ先：   

王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科 大西 宏之 

               ＭＡＩＬ： h0801ohnishi@gmail.com 

 

 

 

 

今年度は、マンモグラフィー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９月２７日（木）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） 

① テーマ：「乳房撮影装置選定における留意点！」 

兵庫県立県西宮病院 中央放射線部 

伊関 恵美子先生 

② テーマ：「ガイドラインから考える乳房MRIのイロハ」 

神戸市立医療センター西市民病院 放射線技術部 

                            藤本 孝弘 

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 ０７８-５７６-５２５１ 放射線技術部 東 雅章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時： 平成３０年９月２７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： １００円 

内 容： 「MRIの基本パワーテキスト」監訳 荒木力 

      第９４回は、「PartⅡ 高速撮像法」 

      第３版 第２７章 MR血管撮影 

     ＊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。 

今回の内容は MRI 検査の代表ともいえる撮影です。み

なさんが「MRI 検査とは」という説明するにあたり「血管を造

影することなしに描出できる」と答えることも多いのではな

第９４回「MRIの基本」読書会のご案内 

 

神戸MRの会 定例会案内 

 

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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【 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 

 

いでしょうか。今回の内容はその原理に迫る内容です。 

血管撮影は大きく３つに大別できます。Time of flight

（TOF）法、phase contrast（PC）法、そして造影によるもの

です。それらの特徴をこの機会にしっかり理解し明日から

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 

 

 

 

 

次回開催予定の第１０９回定例会は、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 副セン

ター長 脳神経内科部長 濵口 浩敏 先生 を講師にお

招きし、復習を兼ねて、昨年の特別講演会で話しきれな

かった(!?)脳卒中について、それに加えて、脳・脊髄神経

領域の様々な疾患と画像診断の役割・活用法についてご

講演いただきます。また、我々診療放射線技師が、知っ

ておくべき画像所見や読み方、身体所見などについても

ご講演頂く予定です。  

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

お願い申し上げます。 

テーマ：『極める！～画像診断～』２８ 特別講演会2018 

 『脳卒中だけじゃない！？  

脳・脊髄神経の疾患と画像診断』（仮） 

講 師：北播磨総合医療センター 脳卒中・神経センター 

副センター長 脳神経内科 部長 濵口 浩敏 先生 

日 時： 平成３０年１０月３１日（水）１９：００～ 

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。 

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） 
 

 

 

≪ 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 

○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） 

○兵庫県立リハビリテーション中央病院 

所在地 神戸市西区曙町１０７０ 

求人内容  任期付職員 

○ポートアイランド病院 

所在地 神戸市中央区港島中町４丁目６ 

求人内容  正規職員 

○天野整形外科 

所在地 西宮市門戸荘１２-２３ 

求人内容  パート職員 

○神戸低侵襲がん医療センター 

所在地 神戸市中央区港島中町８丁目５-１ 

求人内容  正規職員・パート職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨床画像研究会-若葉会- 

第１０９回定例会 特別講演会のご案内 
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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 

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８月１３日現在） 

会 員 数 ： １，２９４名 

会費納入率 ： ５５．６８％ 

会費未納者数 ： ５７３名 
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     < ９月スケジュール > 

 

 

 

 

 

     < １０月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

９/１ （土） 
平成３０年度 東播支部親睦会 

第17回近畿救急撮影セミナー 

９/２ （日）  

９/３ （月）  

９/４ （火）  

９/５ （水）  

９/６ （木）  

９/７ （金）  

９/８ （土） 大阪胃腸会（銀杏会） 

９/９ （日）  

９/１０ （月）  

９/１１ （火）  

９/１２ （水） 第３０２回神戸頭部研究会 

９/１３ （木） 第１４４回いちょう会（第２２６回斎暢会） 

９/１４ （金） 神戸西支部 第１２７回こうべ胃検診の会 

９/１５ （土）  

９/１６ （日） 平成３０年度放射線機器管理地域研修会 

９/１７ （月）  

９/１８ （火）  

９/１９ （水）  

９/２０ （木） 
第８８回西播画像研究会 

第３１４回はりまＣＴ研究会 

９/２１ （金） 第２３回兵庫放射線治療研究会 

９/２２ （土）  

９/２３ （日）  

９/２４ （月）  

９/２５ （火） 神戸MRの会 定例会 

９/２６ （水）  

９/２７ （木） 
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 

第９４回「MRIの基本」読書会 

９/２８ （金）  

９/２９ （土） 神戸西支部 特別講演会 

９/３０ （日）  

１０/１ （月）  

１０/２ （火）  

１０/３ （水）  

１０/４ （木）  

１０/５ （金）  

１０/６ （土）  

１０/７ （日）  

１０/８ （月）  

１０/９ （火）  

１０/１０ （水）  

１０/１１ （木）  

１０/１２ （金）  

１０/１３ （土） 第６回放射線セミナー 

１０/１４ （日）  

１０/１５ （月）  

１０/１６ （火）  

１０/１７ （水）  

１０/１８ （木）  

１０/１９ （金）  

１０/２０ （土） 業務拡大に伴う統一講習会（県立加古川医療センター） 

１０/２１ （日） 業務拡大に伴う統一講習会（県立加古川医療センター） 

１０/２２ （月）  

１０/２３ （火）  

１０/２４ （水）  

１０/２５ （木） 平成３０年度 第２回阪神支部学術勉強会 

１０/２６ （金）  

１０/２７ （土） 病院に於ける放射線管理研修会 

１０/２８ （日） 第２８回新入会員歓迎交流会 

１０/２９ （月）  

１０/３０ （火）  

１０/３１ （水） 
臨床画像研究会-若葉会-  

第１０９回定例会 特別講演会 
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庶 務 報 告
 

《新入会員》 

 竹内 規雄  ＜ 阪神支部 ＞ 尼崎医療生協病院    近畿医療技術専門学校 

 安藤 はづき ＜ 阪神支部 ＞ 西宮協立脳神経外科病院   清恵会第二医療専門学院 

 伊藤 未来  ＜ 淡路支部 ＞ 兵庫県立淡路医療センター   鈴鹿医療科学大学 

 河上 康希  ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院    岡山大学 

《転入会員》 

 福田 一生  ＜ 阪神支部 ＞ 陸上自衛隊中部方面衛生隊 ← 京都府より                            

《県内異動》 

 下村 広   ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター 

→ ＜ 淡路支部 ＞ 兵庫県立淡路医療センター 

 《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

       （事務所移転） 平成３０年７月１日より 

               一般社団法人 長崎県診療放射線技師会 

                〒８５２-８５０１ 長崎県長崎市坂本１-７-１ 

長崎大学病院 医療技術部 放射線部門内 ＴＥＬ ０９５-８１９-７４３５ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


