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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。 

一般演題のご応募、ありがとうございました。詳細は予稿集でお知らせします。 

今回の市民公開講座は放射線治療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３０年１１月２５日（日）１０：００～１６：００（予定） 

会 費： 会員１，０００円 

大会テーマ： 「価値への創造」 ～信頼・安全の更なる実践を求めて～ 

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 

【一般演題】 

【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～ 

           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～ 

           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 
 

 

第３０回兵庫県放射線技師会学術大会のご案内 
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日 時： 平成３０年１０月６日（土）～８日（祝） 

日本１００名山シリ－ズ 

山形県蔵王山（１８４１ｍ）と鳥海山（２２３６ｍ）登山 

行 程： 

１０/６ ＪＲ山形駅８時集合～蔵王温泉～蔵王山登山～ 

蔵王温泉～鳥海山荘 

１０/７ 鳥海山荘～鳥海山登山～鳥海山荘～酒田 

１０/８ 酒田～山寺（芭蕉の句、岩にしみいる・・）紅葉の

名所～山形～神戸 

問い合わせ・企画責任者：  

赤松 曉（ＴＥＬ ０９０-４９０４-４４０７） 
 

 

 

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 
 

 

 

 

近畿地域放射線技師会野球大会が開催されます。昨年

は残念ながら雨天中止でした。今年も優勝できるよう多く

の会員の参加をお待ちしています。 

日 程： 平成３０年１０月１４日（日）８時４５分受付 

場 所： 浜甲子園運動公園 野球場 

                  西宮市枝川町２０番 

対戦相手： 京都府と和歌山県の勝者 

問い合わせ： 明石市立市民病院 雑喉（ざこう） 

TEL ０７８-９１２-２３２３ 

兵庫県健康財団 恵美（えみ）   

TEL ０７８-７９３-９３３３ 
 

 

 

 

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 

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 

 
 

厚生委員会 

ハイキング同好会１０月例会のお知らせ 

 
 

厚生委員会   第６５回 

近畿地域放射線技師会野球大会お知らせ 

 
 

第６回放射線セミナーのお知らせ 
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＊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 

 
 

 

「これからの医療被ばく線量管理」 

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

を行うこととした。 

万障繰り合わせの上、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）X線線量情報の一元管理システム -Radimetrics- 

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）クラウドを用いたソリューションで最適解へ導くシステ

ム・ソリューションMINCADI 

株式会社A-Line 北中 康友氏 

４）被ばく線量管理システム構築のノウハウ 

株式会社キュアホープ 代表取締役 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。      主催 兵庫県放射線技師会 

 

 

 

 

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) １１：４５集合 

１１：４５ 現地集合(イトーヨーカドー加古川店グ

リーンプラザ別府屋上ＢＢＱ) 

１２：００ 交流会開会 

１４：００ 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 

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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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１９時時点で中止等を決定し、

技師会ホームページでお知らせします。） 

当日も会場が屋上のため強風で中止の場合があるので、

９時３０分以降にホームページでの確認もよろしくお願いし

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。 

なお、開催時間が変更（９月のシャーカステンから）となっ

ていますのでお間違えの無いようによろしくお願いします。 

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 

 

 

 

 

兵庫県放射線技師会は、本年をもって創立から七十周

年 法人設立四十周年を迎えることとなりました。これもひ

とえに永年に亘る会員様のご支援ご協力の賜物と感謝い

たしております 

そこで、本会ではこれを記念し、下記のとおり記念講演・

式典・祝賀会を開催いたします。 

会員様におかれましては、お忙しいと思いますが、１０

年に１度の記念事業ですので、一人でも多くの参加をお願

いしたいと思います。 

皆様お誘いあわせの上、ご参加いただきます様、よろし

くお願いします。 

記念事業開催内容  

日 時： 平成３０年１１月１８日(日)１５：３０～１９：４５ 

（受付：１５：００～） 

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、記念講演 １５：３０～ 

「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、記念式典 １６：４５～ 

表彰：知事表彰・知事感謝・会長表彰・会長感謝・功労賞 等 

３、記念祝賀会 １７：４５～ 

参加費： ＊記念講演・式典： 無料 

＊祝賀会： １０，０００円 

（事前登録制：チケット購入必要あり） 

            参加者全員に記念品あり 

祝賀会は着席によるコース料理となります。当日参加は

できません。 

参加される会員様は、在籍支部の支部長または兵庫県放

射線技師会事務所へお申し出ください。（事前に参加チケ

ットの購入・登録が必要です。〆切：１１月５日予定） 

尚、当日は神戸マラソンが開催されています。車でのご来

場は、周辺道路の規制に十分ご配慮いただきます様よろ

しくお願いします。 

お問合せ： 明舞中央病院 放射線科 半蔀 英敏 

        ＴＥＬ ０７８-９１７-２０２０（院内PHS：９８２） 

 

©「横幕智裕 モリタイシ「ラジエーションハウス」集英社」 

診療放射線技師が主人公で活躍する漫画を応援しよう!!     

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 
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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) 

日本診療放射線技師会員(一般申込) 

※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) 

申込方法： HARTホームページよりWEB登録 

申込開始：  優先申込 平成３０年１０月 １日 午前０時 

一般申込 平成３０年１０月１５日 午前０時 

受講料： 技師会員 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）。 

 

 

 

１０月パスワード 

「 HALLOWEEN 」 
兵庫県放射線技師会HP 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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１０月１９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。初めて参加される方は、必ず前もって下

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 
 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

神戸西支部 

第１２８回こうべ胃検診の会のお知らせ 
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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 
 

 

 

 

 標記について、下記のとおり開催します。皆様お誘い合

わせの上、ご参加くださいますようお願いします。 

日 時： 平成３０年１０月２４日（水）１９：００～２０：００ 

場 所： 兵庫県立淡路医療センター ２階 小会議室 

内 容：  

ＭＲ『Compressed SENSE』 

兵庫県立淡路医療センター 藤田 達也 技師 

ＣＴ『上肢拳上困難時の腹部領域のアーチファクトについて』 

兵庫県立淡路医療センター 高田 尚紀 技師 

問合せ先：兵庫県立淡路医療センター 放射線部 金山 

TEL ０７９９-２２-１２００（内線３８２） 
 

 

 

 

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 

    「ESURガイドラインVer１０改定のポイントについて」 

エーザイ株式会社 

２・一般講演 

①「股関節～膝CTにおける CT-AEC使用下での画質に

影響する患者因子の検討」 

           尼崎中央病院 画像診断部門 中村 稜 

②「整形外科領域におけるCTの役割」 

       尼崎中央病院 画像診断部門 野間本 剛士 

３・特別講演 

「ある整形外科開業医のぼちぼち人生  

－足も膝も腰も痛い。手もしびれている。－」 

            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

（ＴＥＬ ０６-６４９９-３０４５ 内線５６５０） 

 

 

 

 

秋晴れの心地よい季節となってまいりました。仕事に勉強

に励んでゆきたく思っております!! 前回の定例会では「大

脳皮質」part１と題し、基礎編・疾患編・スペシャル編の３

部構成で進めてゆきました。今までにも取り上げてきた内

容となりますが、新たに切り口を変えて、より深く広く理解し

てゆく進行となりました。基礎編では大脳皮質の解剖生理

から脳葉とそれぞれの機能を挙げ、障害された際に起こ

る症状を簡潔にまとめ説明いただきました。やや難解な領

域ですが、画像読影の際には必要な知識であり、あらため

平成３０年度 第２回阪神支部 

学術勉強会のお知らせ 

 
 

淡路支部 

第２４回淡路支部学術勉強会のお知らせ 

 
 

第３０３回神戸頭部研究会のお知らせ 
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て理解することが出来ましたね。疾患編では認知症状を

呈した CJD の紹介がありました。画像所見で鑑別が重要

な、ヘルペス脳炎、CO中毒、低酸素脳症、低血糖脳症な

どを分かり易く一覧で説明いただきました。いくつかの重要

なポイントはおさえておきたいですね。最後はスペシャル

編とし、フィリップスジャパン MRI specialist の方より、

Arterial Spin Labelingなどの最新技術を紹介いただきまし

た。造影剤なしで血流画像：perfusion を行うができ、それ

も毛細血管レベルで血流動態が反映されるとのことでした。

図譜多く原理も易しく説明いただき、理解することが出来ま

した。様々な臨床応用にも大変興味が湧きましたね。また

多くの知識を得ることが出来ました。さて、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： 大脳皮質part2 

基礎編：三菱神戸病院 画像技術科 沖本 一輝 

症例編：吉田病院    放射線科   森  勇樹 

スペシャル編：準備中です!! 

日 時： 平成３０年１０月１０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 

 

 

 

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、今回は銀杏会の創設者、中村 信

美先生をお招きします。診療放射線技師として、この分野

では、常に、我々、消化管を志す者の指標となってきまし

た。内容は『胃Ｘ線読影におけるマクロ像，ルーペ像の重

要性』です。当日は、講義内容に係わらず、撮影テクニッ

クに関する事、また、日頃より理解できずに思い悩んでい

る事などございましたら、お気軽にご質問下さい。初心者

から指導的立場の方々まで、皆様のご参加お待ちしており

ます。 

代表世話人 ＮＰＯ精管構胃がんＸ線検診指導講師 

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１０月１３日（土）１４：３０～１７：３０ 

開催場所： 新大阪丸ビル本館５１１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  

内 容： 特別講義  

講師： ＮＰＯ精管構胃がんＸ線検診指導講師  

中村 信美 先生 

『胃Ｘ線読影におけるマクロ像，ルーペ像の重要性』 

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。 

H P： http://www.osaka-ichokai.com  

     MAIL: info@osaka-ichokai.com 
 

 

 

 

本会集検（胃）委員会では胃がん検診の新たな精度管

理体制のため、日本消化器がん検診学会認定医及び認

定放射線技師の取得を目指しています。 

 そこで、医師及び放射線技師の認定資格試験に備えて、

読影の勉強会を下記のとおり開催いたします。 

 ご多忙中まことに恐縮ですが、多数の方々にご参加いた

だきますようご案内申し上げます。 

日 時： 平成３０年１０月１８日（木）１９：３０～ 

場 所： 姫路市医師会館 ５階 大ホール 

        姫路市西今宿三丁目７番２１号 

                    TEL ０７９-２９５-３３３３ 

内 容： 胃部Ｘ線読影勉強会 

主 催： 一般社団法人 姫路市医師会 集検（胃）委員会 

日本消化器がん検診学会認定の胃がん検診専門技師更

新単位２単位を取得することができます。 

参加費： 無料 

 

 

 

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５６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１０月２０日（土）１３:３０～１７:４０ 

平成３０年度 第１回胃部Ｘ線読影勉強会 

の開催について 

 
 

第１４４回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

 

第５６回西播イメージング研究会のご案内 
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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 

『AiCEのご紹介～Deep Learning based Reconstruction～』    

キヤノンメディカルシステムズ株式会社関西支社  

CT技術担当 佐藤 靖朋 氏 

☆講 演Ⅰ 

『CT画像を診る！Vol．１６ 

～症例から考える読影補助のあり方～』 

県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

☆講 演Ⅱ 

『ハンディ型金属探知機を使いこなそう 

    ーMRI金属持ち込みインシデント減少をめざしてー』 

県立こども病院 検査・放射線部 田島 将行 技師 

☆講 演Ⅲ 

『IVR-CT救急への応用・最新アンギオグラフィ装置ご紹介』 

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 X線技術担当 上安 悠太 氏 

☆特別講演 

『救急診療における放射線技術の将来に向けて』 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 

          教育研修企画調整監 坂下 惠治 先生 

【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 
 

 

 

お詫び 

８月開催日、台風の影響で中止にさせていただきました。 

９月２７日は予定を変更して８月予定分を繰り下げて開催

しました。 

案内はがきやシャウカステン内容と異なりましたことをお詫

びいたします。 

日 時： 平成３０年１０月２５日（木）１９：００～２０：５０ 

                 毎月第４木曜日開催予定 

場 所： 福祉のまちづくり研究所２階セミナー室（通常と

場所が異なります） 

（兵庫県立リハビリテーション中央病院２Ｆから渡り廊下で

つながっています。当日は夜間入り口から案内表示を出し

ておきますので表示に従って会場にお越しください。） 

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

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。 

＊台風などによる荒天の場合、開催中止になる場合があ

りますので下記までお問い合わせください。 

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 

 
 

 

 

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

『第１７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３０年１０月２６日(金)１９：００～２１：００ 

場 所： 姫路・西はりま地場産業センター（じばさんビル） 

４０１会議室 

参加費： ５００円（学生無料） 

内容： 

第１７回はりま RI塾の開催のお知らせ 

 

第９５回「MRIの基本」読書会のご案内 
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【指名講演】 『核医学検査における看護師の役割』 

座長：兵庫県立加古川医療センター 

検査放射線部 芦原 龍彦 

演者：兵庫県立姫路循環器病センター 

看護部 外来放射線科 小松 幸子先生 

【指名講演】 『最新の半導体カメラについて』 

座長：赤穂市民病院 放射線部 横山 裕生 

演者：GEヘルスケア・ジャパン株式会社 

【ＲＩ講座】 『PET・SUVの基礎』 

座長：製鉄記念広畑病院 放射線科 関本 堂徳 

演者：富士フイルム RIファーマ株式会社 

軽食をご用意しております。 

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（代表） 

 

 

 

 

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） 

 

 

 

 

初秋の候、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。 

今回は「股関節」がテーマです。疾患、撮影の両方からお

話しいただきます。 

他に恒例になりつつある若手にも話してもらおうと思ってい

ます。 

お時間ありましたら是非ご参加ください。 

内 容： 「股関節疾患と股関節撮影法の基礎」 

一般撮影勉強会世話人  村上 徹 

☆開催日時がいつもと違っています ご注意願います 

日 時： 平成３０年１１月７日(水)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) 

 

 

 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さてこの度「第２０回Imaging Technical Conference」を開催

する運びとなりました。 

今回は「下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)の診断から治療」

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 

 
 

第２０回一般撮影勉強会のお知らせ 

 

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２０回 Imaging Technical Conference」のご案内 
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をテーマに、ASOの診断に用いられる ABI・SPPや下肢エ

コー等の臨床検査、また CTA・非造影 MRA の放射線画

像検査の技術ついて、さらにはこれらの検査を活かした治

療の実際までを、幅広く専門職種より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ますよう

お願い致します。 

日 時： 平成３０年１１月７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：「下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)の診断から治療」 

演 者： 放射線技術部 遠矢 瑠星 技師 

臨床検査技術部 登尾 薫 技師 

循環器内科 医長 江尻 純哉 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 
 

 

 

 

テーマ： 医療情報の標準化 

～人とコンピュータのコミュニケーション～ 

日 時： 平成３０年１１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 

最近では診療のほとんどが電子化されています。このよう

なシステムは、診療の精度の向上や効率化などを目的と

して急速に進められています。 

我々が日頃目にする「電子カルテ」は、病院情報システム

の一つの機能に過ぎず、内容や規模はそれぞれの病院に

よって異なりますが、総合的・複合的なシステムが病院情

報システム(HIS)と呼ばれるものの実態です。 

多くの病院では専門スタッフがおらず、通常業務との兼務

でシステム導入や運用において、適切な対応・マネジメン

トをするのが非常に困難なのが現状です。今回は、この分

野の基本的な知識に触れ、機会を見つけて情報を得るこ

とを心がけていただければと思います。 

内容・講師 

「システム構築にける診療放射線技師の責任」 

明舞中央病院 放射線科 半蔀 英敏 技師 

「病院情報システムの構築と運用の実際」 

～当院の４年間から～ 

明舞中央病院 総務課 システム管理係  

竹中 孝和 先生 

日本救急撮影技師認定機構 認定研究会 

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 

 

 

 

 

今回は下記の内容で行います。Discussion では参加者の

方々が一緒に考えてスマホでご回答頂く新趣向をご用意

しております。奮ってご参加ください。 

日 時： 平成 ３０年１１月１７日（土）１４：００～１７：００ 

場 所： 神戸大学医学部附属病院 ６階 大講義室 

（南側 学生ホールより入場） 

会 費： ５００円（事前登録不要） 

Lecture  

『 IVUSと X-ray angiographyの一致方法 』 

桜橋渡辺病院 診療支援部 放射線科・心臓血管センター 

画像診断科 川村 克年 先生（RT） 

Topic 

『 新しく始まった経皮的僧帽弁クリップ留置術について  

- MRに対するSHDインターベンション治療 - 』 

アボット バスキュラー ジャパン株式会社 

ストラクチャルハート 寺中 英雄 先生 

Discussion （QRコードを読み取って一緒に考えよう！） 

＜ビデオ閲覧＞ 

座長： 兵庫医科大学病院 放射線技術部 

菊池 圭祐  先生（RT） 

『 急変時における目のつけどころ -カテスタッフの視線- 』 

神戸赤十字病院 放射線科部 西海 哲也 先生（RT） 

『 姫路循環病センターにおけるACSの緊急PCIのビデオ 

- スタッフの動きは - 』 

兵庫県立姫路循環器病センター 検査・放射線部 

関尾 直士 先生（RT） 

インターベンションエキスパートナース（旧 認定 IVR 看護

第３１５回はりまＣＴ研究会のご案内 

 

CoCIT２０１８秋（インターベンション治療 

コ・メディカル会議）開催のお知らせ 
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師）５単位 

血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師１単位 

救急撮影認定技師２単位 

主催 CoCIT 事務局  http://cocit.web.fc2.com/ 
 

 

 

第五回研究会 

テーマ： 「下肢閉塞性動脈硬化症(ASO)について」 

日 時： 平成３０年１１月２２日（木）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 

慢性動脈閉塞では閉塞の部位や範囲のほか、側副血行

路の発達の程度によって臨床症状が異なります。このよう

な病態において、無侵襲診断による機能評価は治療方針

の決定や治療効果の判定に重要ですし、ASOを全身疾患

としてとらえ、脳心血管イベントを予防することの重要性も

考慮する必要があります。 

 今回は ASO をテーマにし、臨床上必要な話題から治療

に直結したテクニカルな話題までを考える研究会としまし

た。 

多数のご参加を、お待ちしております。 

１． ASOとは（仮）         川崎病院 近藤 幹大 

２． CT検査について（仮）  

神戸赤十字病院 新井 純一 

３． MRI検査について（仮）  三菱神戸病院 山田 達也 

４． IVRについて（仮） 

神戸市立西神戸医療センター 吉原 宣幸 

問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一 

TEL ０７８-２３１-６００６ 

 

≪ 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 

○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 

○こだま病院 

所在地 宝塚市御殿山１丁目３-２ 

求人内容  正規職員 

○大山記念病院 

所在地 西脇市黒田庄町田高３１３ 

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 （正社員への登用あり） 

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。 

 

 

 

 

【 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 

 

会費納入状況 （平成３０年９月１０日現在） 
会 員 数 ： １，２９７名 

会費納入率 ： ６３．６１％ 

会費未納者数 ： ４７２名 

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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     < １０月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 < １１月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

１０/１ （月）  

１０/２ （火）  

１０/３ （水）  

１０/４ （木）  

１０/５ （金）  

１０/６ （土） ハイキング同好会１０月例会 

１０/７ （日） ハイキング同好会１０月例会 

１０/８ （月） ハイキング同好会１０月例会 

１０/９ （火）  

１０/１０ （水） 第３０３回神戸頭部研究会 

１０/１１ （木）  

１０/１２ （金）  

１０/１３ （土） 
第６回放射線セミナー 

第1４４回大阪胃腸会（銀杏会） 

１０/１４ （日） 第６５回近畿地域放射線技師会野球大会 

１０/１５ （月）  

１０/１６ （火）  

１０/１７ （水）  

１０/１８ （木） 平成３０年度第１回胃部Ｘ線読影勉強会 

１０/１９ （金） 神戸西支部 第１２８回こうべ胃検診の会 

１０/２０ （土） 
第５６回西播イメージング研究会 

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） 淡路支部 第２４回淡路支部学術勉強会 

１０/２５ （木） 
平成３０年度 第２回阪神支部学術勉強会 

第９５回「MRIの基本」読書会 

１０/２６ （金） 第１７回はりま RI塾 

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 

１１/１ （木）  

１１/２ （金）  

１１/３ （土）  

１１/４ （日）  

１１/５ （月）  

１１/６ （火）  

１１/７ （水） 
第２０回一般撮影勉強会 

第２０回 Imaging Technical Conference 

１１/８ （木）  

１１/９ （金）  

１１/１０ （土）  

１１/１１ （日）  

１１/１２ （月）  

１１/１３ （火）  

１１/１４ （水）  

１１/１５ （木） 第３１５回はりまＣＴ研究会 

１１/１６ （金）  

１１/１７ （土） 
CoCIT2018秋（インターベンション治療コ・メディ

カル会議） 

１１/１８ （日） 兵庫県放射線技師会 創立７０周年記念事業 

１１/１９ （月）  

１１/２０ （火）  

１１/２１ （水）  

１１/２２ （木） 医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

１１/２３ （金）  

１１/２４ （土）  

１１/２５ （日） 第３０回兵庫県放射線技師会学術大会 

１１/２６ （月）  

１１/２７ （火）  

１１/２８ （水）  

１１/２９ （木）  

１１/３０ （金）  
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庶 務 報 告
 

《新入会員》  

山本 将司  ＜ 阪神支部 ＞  陸上自衛隊第３後方支援連隊  自衛隊診療放射線技師養成所 

大迎 優也  ＜ 阪神支部 ＞  関西労災病院   京都医療科学大学 

樋口 勲美  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫医科大学病院    京都医療科学大学 

手塚 麻美  ＜神戸西支部＞  神戸市立西神戸医療センター     大阪行岡医療専門学校長柄校 

宮本 里奈  ＜神戸西支部＞  神戸市立西神戸医療センター     日本文理大学医療専門学校 

小堀 和光  ＜ 西播支部 ＞  入江病院    神戸総合医療専門学校 

《転出会員》  

前田 桃世  ＜ 阪神支部 ＞  市立芦屋病院 → 大阪府へ  

山崎 美波  ＜神戸東支部＞  神戸大学医学部附属病院 → 福井県へ 

《県内異動》 

真鍋 綾夕奈 ＜ 阪神支部 ＞  兵庫医科大学病院 → ＜ 阪神支部 ＞  市立芦屋病院 

疋田 陽介  ＜神戸東支部＞  甲南病院 → ＜神戸東支部＞  六甲アイランド甲南病院 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


