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－告示－ 

令和元年・２年度 （公社）兵庫県放射線技師会 役員選挙について 
 

 

公益社団法人 兵庫県放射線技師会 令和元年・２年度役員選挙 

                                           選挙管理委員長 宇都宮 隆 

  

今回の役員選挙について、役員立候補の受付を令和元年５月１５日に締め切りましたが、役員選挙規程第１０条１項の

立候補の届け出がなく、同１０条２項に基づく候補者の届け出が定数通りありましたので、下記の通り信任投票を行います。

別紙投票用紙に記入し、返信用封筒を利用の上ご返信下さい。 

                                     記 

１． 投票締切日   令和元年６月１２日（水） 必着 

２． 開 票 日    令和元年６月１５日（土） 

３． 候 補 者 

役 職 氏  名 会  務  歴 所        属 

理 事 後藤 吉弘 現 副会長 北播磨総合医療センター 

理 事 半蔀 英敏 現 副会長 明舞中央病院 

理 事 中野 大 現 理事 神戸市立医療センター西市民病院 

理 事 松崎 博貴 現 理事 服部病院 

理 事 山本 敏志 現 理事 神戸労災病院 

理 事 岩見 守人 現 理事 姫路赤十字病院 

理 事 小田 敏彦 現 理事 兵庫県立加古川医療センター 

理 事 水口 健二郎 現 理事 兵庫県立淡路医療センター 

理 事 阪本 正行 現 理事 市立芦屋病院 

理 事 酒井 敏行 現 理事 兵庫医科大学病院 

理 事 内藤 祐介 現 理事 大久保病院 

理 事 岡田 雄基 現 理事 神戸市立医療センター中央市民病院 

理 事 神澤 匡数 現 理事 神戸大学医学部附属病院 

理 事 曽宮 雄一郎 現 委員 神戸大学医学部附属病院 
監 事 有元 直史 現 監事 六甲アイランド甲南病院 

監 事 後藤 博 元 理事 市立芦屋病院 
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５月１２日（日）に第３９回支部対抗ソフトボール大会が篠

山市の四季の森運動公園グランドで開催されました。昨年

は雨のため中止となりましたが、今年は快晴でスポーツ日

和でした。８支部が揃っての予選リーグは家族が参加して

いた支部も多く、多くの好プレーで熱戦が繰り広げられまし

た。決勝戦は淡路支部と西播支部の強豪の対戦でした。

どちらも守りがよく最終回まで同点でした。先行の西播支

部が２点を取りましたが、粘る淡路支部がサヨナラで５年

ぶり７回目の優勝を果たしました。 

朝早くから、多くの会員や家族連れの参加をいただき、他

支部との交遊も図ることができました。また、来年もよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。 

大会結果：  

優勝 淡路支部    

準優勝 西播支部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３位 東播支部   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４位  神戸東西支部 
 

 

 

 

会員専用サイトでは、読影セミナーでご講演いただきまし

たプレゼンデータを公開しています。 

その他、給与実態調査のアンケート結果や診療報酬改定

に関する情報も掲載しています。 

「今月のパスワード」を入力して、会員専用サイトへログイン

してください。 

 

 

６月パスワード 

「 reiwa1 」 
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 
 

厚生委員会 
第３９回支部対抗ソフトボール大会 報告 

 
 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード発行 

 
 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

tajima masayuki
テキストボックス
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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 時： 令和元年６月１５日(土)１７：４５受付開始 

１７：４５  現地集合・受付開始 

１８：００  交流会開会 

２０：００  閉会・後片付け 

場 所： 「大蔵海岸ＢＢＱ ＺＡＺＡＺＡ」 

明石市大蔵海岸通１丁目 TEL ０７８-９１３-３００９ 

交通手段：  ①電車で来られる方 

最寄駅「ＪＲ朝霧駅」下車徒歩３分 

②自家用車で来られる方 

第二神明道路大蔵谷インターより車で約１０分 

徒歩１分圏に明石市営東駐車場あり。 

（有料１００円／１時間） 

雨天の場合：雨天決行（屋根付きバーベキュー場です。） 

申込期限： 令和元年６月７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：兵庫県立加古川医療センター  

放射線部 原又は小田 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 

 

 

 

 

６月２３日（日）  

鈴鹿山脈の最北端に位置する霊仙山（１０９８ｍ）に登りま

す。霊仙山は、神秘さと威厳を持った山です。 

集 合： ６月２３日（日）午前７：００ 

三ノ宮東京インホテル前 

コース： 醒ヶ井養鱒場～（１８０分）～頂上 

～（１５０分）～駐車場 

７月７日（日） 

集 合： 阪急「芦屋川駅」午前８：３０ 

コース： 芦屋ロックガーデン～六甲最高峰～宝塚駅 

（少し長いコースを歩きます） 

持ち物： 弁当・水（２Ｌ）・雨具等 

担当者： 赤松 曉（TEL ０９０-４９０４-４４０７） 
 

 

 

 

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。診療

放射線技師として必要な基礎知識や技術を身につけ、医

療の向上に貢献できる人材を育成することを目的としてい

ます。技師会未入会の新人技師の方だけでなく、すでに

勤務している若手診療放射線技師への研修としてもご活

用いただける内容となっておりますので、御施設の新任職

員の皆様に是非ご参加いただきますようご案内お願いい

たします。 

日 時： 令和元年７月６日(土）１３：３０～１８：３０（目安）  

内 容：  

１. エチケット・コミニュケーション講座 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  １２０分   

   ・救急撮像ABC 

   ・胸部、気管支解剖講座 

５. 放射線技師会の紹介、入会案内  

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 

厚生委員会 

兵放ハイキング同好会例会のご案内 

 
 

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２９回新入会員歓迎交流会のご案内 
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       神戸市営地下鉄大倉山駅南側すぐ 

受講料： 無料 

お申込：  

①御施設に郵送する FAX用紙によるお申込 

②兵庫県放射線技師会ホームページよりお申込 

※お申込開始は５月下旬を予定しております 

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、阪神支部の協力のもと、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・抄録原稿の書式については次号でお知ら

せします。 

一般演題の他に市民公開講座、ランチョンセミナーを企

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： 令和元年１１月１７日（日）１０：００～１６：００（予定） 

会 費： 会員１，０００円 

場 所： 兵庫医科大学 

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 
 

 

 

今年も医用画像学術講演会を開催します。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。 

日 時： 令和元年７月２０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 
 

 

 

がん診療連携協議会、兵庫県放射線医会との共催で第７

回放射線セミナーを開催します。 

今回は食道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： 令和元年１０月１２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 
 

 

 

 

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

第３１回兵庫県放射線技師会 

学術大会のお知らせ 

 
 

第３０回医用画像学術講演会のご案内 

 

第７回放射線セミナーのお知らせ 

 

令和元年度 業務拡大に伴う統一講習会 

の開催予定のご案内 
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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、令

和元年度は下記の３回の開催が決定しておりますので、

お知らせいたします。定員６０名となっております。 

・令和元年 ８月１１日（日）１２日（月）  

神戸大学医学部附属病院 

・令和元年１１月２３日（土）２４日（日）  

兵庫医科大学病院 

・令和元年１２月２１日（土）２２日（日）  

県立加古川医療センター 

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。 

 なお、本講習会の地域開催は今年度で終了となり来年

度以降の開催は未定となっておりますので、未受講の方

は今年度中の受講を強くお勧めいたします。 

多数の方の受講をお待ちしております。 

お問い合わせ： 生涯学習担当理事 大久保病院  

放射線科 内藤 祐介 

          MAIL: yusuke09230419@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

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： 令和元年６月１５日（土）１５：００～１７：３０ 

場 所： 兵庫県立淡路医療センター ２階 中会議室  

（洲本市塩屋１-１-１３７） 

内 容： 

・勉強会 

Ⅰ発表（１５：００～１５：４５） 

  『時間外業務ローテーション入りを目指して』 

兵庫県立淡路医療センター 伊藤 未来 技師 

『立位膝関節側面撮影における基礎的検討』 

兵庫県立淡路医療センター 岡田 裕史 技師 

Ⅱ発表（１６：００～１６：４５） 

『IQon Spectral CTを導入して（仮）』 

兵庫県立淡路医療センター 髙田 尚紀 技師 

※勉強会終了後、施設見学も可能です。 

・総会（１７：００～１７：３０） 

※総会終了後、意見交換会を予定しています。 

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） 

 

 

 

 

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、“一般撮影（メイン）

＋マルチモダリティ ”をテーマにした内容です。 

講演では、兵庫県立こども病院の 田島 将行 先生に、

乳幼児を撮影する際に心掛けないといけない事として、被

ばく防護・撮影技術・接し方・固定術・読影など、いざ乳幼

児が来院されたときに専門病院はどのようにしているのか

をお話し頂きます。 

＜講師メッセージ＞ 

「乳幼児検査で最も苦労することは？」とお聞きすると、

「体動抑制」と答えられる方が多いと思います。私は 2 児

の父として、我が子には不可解な行動にカミナリを落とす

こともあります。しかし彼らの行動の理由を知ると、愛おしく

想うと同時に分ってあげられなかった事に自責する事も多

くあります。 

乳幼児の検査は、大人の力をもってすれば、ある程度

の体動を抑制する事が可能ですが、検査を待つ保護者の

淡路支部 
第２６回淡路支部学術勉強会・総会のお知らせ 

 
 

神戸西支部  総会 

第１６回 「神戸西支部 研修会」 
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不安の解消は勿論のこと、検査を受ける乳幼児にも次に

つながる印象の検査にできればと思っております。 

本講演では一般撮影を中心としながら CT、MRI 等のエ

ッセンスを加えて乳幼児の心理をうまく掴んだ経験談と検

査の進め方、臨床内容を紹介いたします。 

 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 脇別府 卓哉 

≪総会≫１９：０５～ 

２０１８年度の活動報告 と２０１９年度の行事予定 

≪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： 「乳幼児整形撮影のコツ」 

～こどもの心に寄り添う撮影技術と心得～ 

講師： 兵庫県立こども病院 

 検査・放射線部 田島 将行 先生 

日 時： 令和元年６月２１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 

 

 

 

 

 

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： 令和元年６月２１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

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 
 

 

 

 

下記の通り勉強会及び総会を開催致します。お誘い合わ

せのうえ、ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

- 勉強会 - 

「医療法改定におけるAMDS(アミダス)を使用した線量管理」 

東洋メディック株式会社 磯浜 隆宏 

場 所： 大塚病院 

日 時： 令和元年６月２２日（土）１４：００～ 

- 総 会 – 

日 時： 令和元年６月２２日（土）１５：３０～ 

（勉強会終了後） 

総会後に懇親会があります（懇親会費は別途徴収） 

問合せ： ささやま医療センター放射線室 杉田 

TEL ０７９-５５２-１１８１ 
 

 

 

 

令和元年の暑い夏を乗り切るべく、 

ビアガーデンでひと汗かきながら盛り上がりましょう！ 

みなさまお誘い合わせの上、たくさんの参加お待ちしてお

ります。 

西播支部 

暑気払い会のお知らせ 

 
 

丹有支部令和元年度 

総会・勉強会のお知らせ 

 
 

神戸西支部 

第１３５回こうべ胃検診の会 
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日 時： 令和元年７月２７日(第４土)１８：３０～２０：３０ 

場 所： 肉屋まるまさTerrace 

       姫路市塩町９丁目クリスタルビル３F 

(JR姫路駅より徒歩１０分程度) 

会 費： ４，０００円程度 

人数確認のため、７月１２日までに下記アドレスまでメール

にてご連絡ください。 

参加申込  ＭＡＩＬ： seiban.recreation@gmail.com 

問い合わせ： 姫路赤十字病院 放射線技術部 岩本 

  TEL ０７９-２９４-２２５１ (内線 １３２２) 

         赤穂市民病院 放射線部 若月 

  TEL ０７９１-４３-３２２２ (内線 ２２２０) 
 

 

 

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、今回はシリーズ『検診施設の取り組み』

全国労働衛生団体連合会が審査する胃X線検査精度管

理調査・評価Ａ修得に関してご紹介いただきます。信頼性

の高い優良な検診施設を目指し、また、胃がん死亡率減

少にむけての取り組みについて学ぶことにします。検診施

設・業務関連に従事されている方は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： 令和元年６月８日（土）１４：３０～１７：３０ 

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： 

講座Ⅰ『読影のいろは』－胃と腸（症例を題材に）－ 

 講師： 中川 好久 

講座Ⅱ『検診施設の取り組み』  

－全衛連・制度管理評価審査への取り組み－ 

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 許諾頂いた馬場塾症例を使用しています。 

＊７月の定例会は第８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： 大阪府信用金庫健康保険組合  

担当 中園 直幸 TEL ０６-６９４２-７０７１ 

＊お電話での、お問い合わせは１５：００～１６：００にお願

い致します。 

 H P： http://www.osaka-ichokai.com  

 MAIL: info@osaka-ichokai.com 
 

 

 

 

１日の長さがずいぶん長く感じられる頃になりました。また

新元号に改元され１ヶ月、ようやく馴染んできた感じがしま

すね。シリーズ企画で進めております、前回の定例会では

「基礎から考える・・・と脳疾患」で糖尿病を勉強しました。

分かっているようで説明となると難解な「糖の流れ」の解

明を前半に。後半では合併症と脳卒中を行いました。まず

は糖質代謝における血糖調節とホルモンを。なかでもイン

スリンの働きは重要でしたね。そして、糖尿病の分類・症

状・病態までを一連で理解することが出来ました。もっと奥

が深い疾患なのですが、臨床で必要なより多くの知識が

得られました。また、進行により発症する合併症では急性

合併症と三大合併症、更に脳卒中なかでも脳梗塞のリス

クを学びました。それぞれ合併症の成因、症状は簡潔に

まとめられ理解しやすかったです。「し・め・じ」～神経障

害・眼の障害・腎障害。良い語呂合わせでなるほど!! 他に

も様々な障害を来す疾患でありますが、やはり細小血管・

大血管の障害は重要で、特に塞栓性脳梗塞のリスクがポ

イントとなりました。まさに「抽象的」な疾患が画像に現れる

までを勉強しましたね。予定しておりました「症例編」は時

間の都合により、次回行います。大変申し訳ありませんで

した。さて、今月の定例会は下記の通り進めてまいります。

多数のご参加をお待ちしております。(田上修二） 

題 目： seri.「基礎疾患から考える～・・・と脳疾患」 

    ＊ 詳細は案内はがきでお知らせいたします!! 

日 時： 令和元年６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 

第１５２回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

 

第３１０回神戸頭部研究会のお知らせ 
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今年度１回目は、CT 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： 令和元年６月１３日（木）１８：３０～２０：００ 

会 場： 神戸市立医療センター西市民病院 会議室１・２ 

TEL ０７８-５７６-５２５１  （PHS４４０５） 

テーマ ： 「Dual Energy CT技術講座」 

 ～困った時の取扱説明～ 

       はりまCT研究会  

代表 明舞中央病院 羽田 安孝 先生 

参加費： 無料  

（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 酒井 慎治 

 

 

 

第六回研究会 

テーマ 「放射線領域でのリスクマネジメントについて」 

日 時： 令和元年６月１４日（金）１８：５０～２１：００ 

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 

リスクマネジメント（英語: risk management）とは、リスクを

組織的に管理し、損失などの回避または低減をはかるプ

ロセスをいいます。放射線領域でのそれぞれのモダリティ

では多くの職種が協働しており、検査・治療の対象となる

患者も多様なバックグラウンドを持っています。この様な

状況でリスクアセスメントを行い、対応を考えるには多くの

事例を知識として得ることが大切です。 

今回はリスクマネジメントをテーマにし、ちょっと気になる話

題から各施設での実際の運用を見て考えて頂く研究会と

しました。 

多数のご参加を、お待ちしております。 

１．覚えてますか？ウログラフイン事故 

                 神戸赤十字病院 新井 純一 

２．CT検査でのリスク低減 

                     川崎病院 近藤 幹大 

３．実践していますか？血管造影室のリスクマネジメント 

    神戸市立医療センター中央市民病院 吉原 宣幸 

４．RI検査に潜む危険 

    神戸市立医療センター中央市民病院 鈴木 順一 

５．複雑化するMRIのリスクマネジメント 

           神戸大学医学部附属病院 京谷 勉輔 

問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一 

                   ＴＥＬ ０７８-２３１-６００６ 

 

 

 

 

 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

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： 令和元年６月２１日（金）１８：３０～２０：５０ 

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： 

挨拶（１８：３０～１８：４０） 

芳士戸 治義（私立医科大学放射線技師長会） 

朴 淳圭（延世大学新村セブランス病院会長） 

講演１（技術講演）（１８：４０～１９：１０） 

講演名：脳神経外科領域における放射線技師の役割 

ＪＵＮ．２０１９ 放射線診療 

学術講演会のご案内 

 
 

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①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 

 



                              兵放技ニュース           令和元年６月１日発行 

9 

 -Hybrid ORを使いこなす- 

萩原 芳明（兵庫医科大学病院） 

講演２（特別講演）（１９：１０～２０：００） 

講演名：脳動脈瘤の治療戦略 

加藤 庸子（藤田医科大学ばんたね病院 

脳神経外科 教授） 

研究発表（２０：００～２０：４０） 

1．「１２３I-IMP を用いた安静時投与早期 DynamicSPECT

の定量性担保に関する基礎的検討」 

平川 和樹（大阪医科大学附属病院中放放射線部） 

2．「Effect on Rapid Traumatic Protocol of Whole body CT 

for Several Trauma Patients」 

Sang Hyun Jeon（延世大学 原州セブランス基督病院 

映像医学科） 

3．「小児 CT 画像を対象とした image-based noise 

reduction によるノイズ低減効果」 

渡辺 翔太（近畿大学高度先端総合医療センター 

PET分子イメージング部） 

4．「Successful Treatment of a Proximal Type Ia Endoleak 

With HeliFX EndoAnchor System for EVAR 

 (EndoVascular Aneurysm Repair)」 

Young Jun Na （江南セブランス病院 

映像医学科 特殊撮影部） 

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 

 

 

 

長いゴールデンウィークを終え、新元号となり皆様いか

がお過ごしでしょうか？ 

さて、第２５回兵庫放射線治療研究会は下記の通りの

運びとなっております。今回は、当研究会でも何度か取り

上げさせていただいておりますが、乳腺術後照射に関する

題材といたしました。IGRT時代に入りましたが依然として乳

腺のセットアップ方法は様々な工夫が必要な治療であり、

治療計画の知識、解剖学的な知識も要求されます。兵庫

県下の施設の皆様とアイデアを持ち寄り、日常の臨床業

務に生かせるような内容としたいと思っております。 

令和元年となり、新しく兵庫県放射線治療研究会も

様々なことに取り組み、挑戦していけるような会となってい

けたらよいと思っております。お忙しい日々ではあると思い

ますが皆様お誘い合わせの上ご参加いただきますよう宜

しくお願い申し上げます。 

日 時： 令和元年６月２１日（金）１９：００～２０：４５ 

会 場： 神戸大学医学部付属病院 １F神緑会館 

内 容： 

１９：００～１９：２５  

リニアックにおける乳腺治療計画 

兵庫医科大学病院 飯塚 崇文  

１９：２５～１９：５０  

トモセラピーにおける PMRT治療計画 

宝塚市立病院 酒井 優佑  

２０：００～２０：４５  

乳腺術後照射のセットアップ 

～アンケート結果から見えてくるもの～  

三田市民病院 山田 裕史  

２０：４５ 終了 

担当世話人： 三田市民病院    山田 裕史 

兵庫医科大学病院 酒井 敏行 

宝塚市立病院    田ノ岡 征雄 

関西労災病院    樽谷 和雄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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５７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： 令和元年６月２２日（土）１３：３０～１７：４０ 

第２５回兵庫県放射線治療研究会のご案内 

 

第５７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 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 

－ プログラム － 

情報提供 

ザイオステーション２ 画像処理の新しい展望  

アミン大阪営業所 井上 浩史 氏 

講 演Ⅰ 

CT画像を診る！番外編～造影検査に関する調査報告～ 

県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

症例検討 

症例検討 ～急性腹症の造影CT画像を中心に～ 

姫路聖マリア病院 放射線技術課 衣笠 太基 技師 

発 表 

DMQCファントムを使用した乳房撮影装置のCNR基準値・

管理幅の設定 

   県立こども病院 検査・放射線部 爰河 恵梨 技師 

特別講演 

学位を取得しよう  

～通信制大学院での研究と博士号への道～ 

社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院 診療関連部 

放射線課 水井 雅人 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 
 

 

 

日 時： 令和元年６月２２日(土)１３：００〜１７：０５ 

 ( 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 

テーマ： DICOM 

Ⅰ： 開会挨拶 １３：００-１３：０５ 

製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

Ⅱ： 基礎講座 １  １３：０５-１４：４０ 

座長: 北野病院 高峰 景敏 

製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

ⅰ）医用画像情報の世界を知ったら見えた!運用・管理の

問題点         講師： 桃仁会病院 松本 清美 

ⅱ）第１０回研究会参加者アンケート結果報告 

〜CDを用いた情報連携の現状と課題〜  

   講師： 製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

Ⅲ： 基礎講座 ２ １４：５０-１５：５０ 

座長： 北野病院 高峰 景敏 

DICOMデータ転送の落とし穴  

〜データベースと文字情報の取扱いについて〜 

       講師： 兵庫県災害医療センター 小川 宗久 

ＩＶ： 特別講演 １６：００-１７：００ 

     座長： 兵庫県災害医療センター 小川 宗久 

実践!Smart ImporterでDICOMの基本を学ぶ 〜文字化

け・MWM・PDI・RDSR・汎用DICOM・データ移行・ほか〜 

講師： 北野病院 高峰 景敏 

Ｖ． 閉会挨拶 １７：００-１７：０５ 

兵庫県災害医療センター 小川 宗久 

 本研究会参加により、以下の認定更新ポイントが取得で

きるよう申請予定です。 

  ・医療情報技師       ・医療画像情報精度管理士 

  ・医用画像情報専門技師 ・医療情報システム監査人 

 ご参加いただくにあたり、事前登録へのご協力をお願い

申し上げます。  

(研究会ホームページ  

http://hmiisconference.wix.com/hmiis ) 

定員に達し次第、事前登録を終了させていただきます。 

事前登録受付期間: ２０１９/５/１１～２０１９/６/１６ 
 

 

 

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

『第１８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。 

医療法改正の話を伺います。直接、核医学検査に携わら

ない方の参加もお待ちしています 

日 時： 令和元年６月２２日(土)１４：３０～１７：００ 

場 所： ホテル姫路プラザ ２階会議室 

第１１回兵庫医用画像情報システム研究会 

 

 

第１８回はりま RI塾のお知らせ 
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参加費： ５００円（学生無料） 

内 容： 

【話題提供】富士フイルム富山化学株式会社 

【RI講座】 

座長：兵庫県立姫路循環器病センター 放射線部  

中尾 浩司 

「脳領域」  兵庫県立リハビリテーション西播磨病院  

放射線部 宗佐 郁 

【骨SPECT標準化ファントム検証】 

座長：兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線部  

坂本 瞳 

・兵庫県立がんセンター 放射線部 柴田 智裕 

・姫路赤十字病院 放射線技術部 塩崎 勝久 

・赤穂市民病院 放射線部 横山 裕生 

【特別講演】 

『医療法施行規則の一部を改正する省令の概要について』 

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：北播磨県民局 加東健康福祉事務所  

健康管理課 寺川 仁人 先生 

＊研究会終了後に情報交換会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） 

 

 

 

『心臓・大血管』に重点をおいた MRI 画像の研究会ですが、

今回は心臓MRIの総括をテーマに心臓MRI撮像の知識を

さらに深めたいと考えています。これからは、心臓の MRI

撮像が増々増えることが予測されます、何を撮るのか、ど

のような撮像が必要なのかを、兵庫県内の高名な先生に

も講演をいただき、研究会を企画したいと思います。 

特別講演には大阪市立大学循環器内科の江原 省一先

生をお招きし臨床においての貴重なお話をして頂きます。 

日 時： 令和元年６月２２日（土）１４：００～１７：００ 

場 所： チサン ホテル 神戸 ３F 六甲 

会 費： ５００円  会員・会員外   

神戸市中央区中町通２-３-１ TEL ０７８-３４１-８１１１ 

テーマ 

『 心臓MRI：総括 』 

総合司会 北播磨総合医療センター 末廣 克義 

【テクニカルレクチャー】  

座長 加古川中央市民病院 中間 康夫 

『最新CMR解析の紹介』  

 株式会社ENTORRES 代表取締役社長 中子 敦雄氏 

【臨床講演】          座長 甲南病院 佐野 剛士 

『心房細動アブレーション前後におけるMRIに出来ること』 

兵庫県立がんセンター 放射線部 重永 裕 

『当院の心臓MRIの紹介 』 

  兵庫県立姫路循環器病センター 放射線部 林 智一 

【特別講演】 座長 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

『循環器内科の立場から 治療戦略に役立つ心臓MRIとは』 

大阪市立大学 循環器内科 江原 省一先生 

*磁気共鳴専門技術者更新のための研究会（５単位） 

共催  心血管MR画像研究会 バイエル薬品株式会社 

問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

TEL ０７９４-８８-８８００   

MAIL： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

日 時： 令和元年６月２７日（木）１９：００～２０：４５ 

          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１０１回は、 

「PartⅠMRIの基本概念」RF波、T1、T2、データ空間など 

「PartⅡ高速撮像法」高速スピンエコー、グラジエントエコ 

ーなど 

第３版 MRIの基本 パワーテキスト 総まとめ  

＊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。 

いよいよ最終一区切り！！ 

当会も今回で第１０１回です。前回「MRI の基本」の最終章

を終え、１０１回は９９回と合わせて「総まとめ」を企画して

います。みなさん、聞き逃したことはありませんか？ 

「わかったつもり」になっていませんか。 

第１０１回「MRIの基本」～パワーテキスト～ 

読書会のご案内 

 
 

第８回心血管MR画像研究会のご案内 
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われわれは、単純な一方通行の座学ではなく参加者のみ

んながそれぞれわからないところ、疑問などディスカッショ

ンできる勉強会にしたいと心がけています。 

１０２回目以降も案内を出しますので参加してください。 

＊悪天候などで開催中止になる場合がありますので、そ

のようなときは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 
 

 

 

今回も「足関節・足部」がテーマです。疾患、撮影の両方

からお話しいただきます。ポジショニング等も議論できれ

ばと思います。また久しぶりにフィルムリーディングも開催

しますので是非ご参加ください。  

内 容：  

「足部疾患と撮影法の基礎」 

一般撮影勉強会世話人 村上 徹 

足部・足関節領域を中心としたフィルムリーディング 

開催日時がいつもと異なっています。ご注意願います。 

日 時： 令和元年７月５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) 
 

 

 

テーマ： 診る・読む 呼吸器科 ～胸部CTを中心に～ 

日 時： 令和元年７月１８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 

CT 装置の進歩はめざましく、今日ではマルチスライス CT

全盛の時代になりました。そのメリットは広範囲の高分解能

画像が短時間で撮影できるところにありますが、一方でデ

ータ量の増大や１回の検査における撮影範囲の拡大など

の問題点もあげられます。今回は胸部を中心に、いかに

診断に寄与し病態に迫る画像を提供できるかを「考え」な

がら撮像するために、必要な知識を習得していきたいと思

います。技術と知識のレベルアップを目指しましょう！ 

内容・講師 

「挑戦！肺区域の理解」（仮） 

北播磨総合医療センター 前田 崚太 技師 

「すりガラス陰影が診せてくれるもの」（仮） 

      明舞中央病院 羽田 安孝 技師 

「孤立性結節におけるCT」（仮） 

明石市立市民病院 清水 則善 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付与 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。 

はりまCT研究会 

HP http://harimact.wixsite.com/harima-ct 

問い合わせ： 明舞中央病院 放射線科 

ＴＥＬ ０７８-９１７-２０２０  内線１２６ 

羽田 安孝  須賀 俊夫 

 

 

 

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。今回は本会９０回と区切りを迎え、神戸大学病院 

副技師長 京谷先生、姫路赤十字病院 放射線科医師 

蟹江先生をお招きし特別公演２本立てで行います。 

難しいと思われがちな MRI の重要なポイントと、読影補助

が明文化されたいま、放射線科医師がどのような所を見

ているのかということを学び日々の診療に役立てていただ

けたらと思います。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： 令和元年８月２２日（木）１９：００～２１：００ 

場 所： 姫路商工会議所 ６階（６０５号室） 

       姫路市下寺町４３ TEL ０７９２-２２-６００１ 

【特別公演】 

１．『MRIを臨床で活かすための考え方 〜基礎編〜』 

神戸大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門 

第２３回一般撮影勉強会のお知らせ 

 

第９０回西播画像研究会のご案内 

 

第３１９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 

 

副技師長 京谷 勉輔 先生 

２．『症例から学ぶ画像診断 

〜いつもの検査の落とし穴〜』 

姫路赤十字病院 放射線科 

                  医師 蟹江 悠一郎 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。 

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 
 

≪ 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 

○三菱神戸病院 

所在地 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）  

○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 

○高乳腺クリニック 

所在地 神戸市北区南五葉２丁目１-２９ 

求人内容  正規職員・パート職員  

○高砂市民病院 

所在地 高砂市荒井町紙町３３-１ 
求人内容  パート職員  

○製鉄記念広畑病院 

所在地 姫路市広畑区夢前町３丁目１ 
求人内容  パート職員  

○兵庫県立淡路医療センター 

所在地 洲本市塩屋１丁目１-１３７  
求人内容  パート職員  

○神戸百年記念病院 

所在地 兵庫区御崎町１-９-１ 

求人内容  正規職員 

○高岡病院 

所在地 姫路市西今宿５丁目３番８号 

求人内容  正規職員 

○はすいけクリニック 

所在地 神戸市北区鈴蘭台東町１丁目７-２０ 
求人内容  パート職員  

○兵庫県立がんセンター 

所在地 明石市北王子町１３-７０  
求人内容  パート職員・嘱託職員 

○たつの市民病院 

所在地 たつの市御津町中島１６６６-１ 
求人内容  パート職員・嘱託職員 

○大井クリニック 

所在地 西宮市名次町５-２４ 

求人内容  正規職員 

○順天厚生事業団 

所在地 神戸市中央区楠町３-３-１３ 

求人内容  パート職員 

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 （令和元年５月１３日現在） 
会 員 数 ： １，２５９名 

会費納入率 ： １８．８２％ 

会費未納者数 ： １，０２２名 

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x3777941&id=YN5286x3777941&q=%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&name=%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&cp=34.797630310058594%7e134.63951110839844&ppois=34.797630310058594_134.63951110839844_%e8%a3%bd%e9%89%84%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%ba%83%e7%95%91%e7%97%85%e9%99%a2&FORM=SNAPST
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     < ６月スケジュール > 
 

< ７月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

６/１ （土）  

６/２ （日）  

６/３ （月）  

６/４ （火）  

６/５ （水）  

６/６ （木）  

６/７ （金）  

６/８ （土） 第１５２回大阪胃腸会（銀杏会） 

６/９ （日）  

６/１０ （月）  

６/１１ （火）  

６/１２ （水） 第３１０回神戸頭部研究会 

６/１３ （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 

６/１４ （金） 医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

６/１５ （土） 
第２９回新入会員歓迎交流会 
淡路支部 第２６回淡路支部学術勉強会・総会 

6/１６ （日） 第１１２回通常総会 

６/１７ （月）  

６/１８ （火）  

６/１９ （水）  

６/２０ （木）  

６/２１ （金） 

神戸西支部 総会 第１６回神戸西支部 研修会 

神戸西支部 第１３５回こうべ胃検診の会 

ＪＵＮ．２０１９ 放射線診療 学術講演会 

第２５回兵庫県放射線治療研究会 

６/２２ （土） 

丹有支部令和元年度総会・勉強会 

第５７回西播イメージング研究会 

第１１回兵庫医用画像情報システム研究会 

第８回心血管MR画像研究会 

第１８回はりま RI塾 

６/２３ （日）  

６/２４ （月）  

６/２５ （火）  

６/２６ （水）  

６/２７ （木） 第１０１回「MRIの基本」読書会 

６/２８ （金）  

６/２９ （土）  

６/３０ （日）  

７/１ （月）  

７/２ （火）  

７/３ （水）  

７/４ （木）  

７/５ （金） 第２３回一般撮影勉強会 

７/６ （土） フレッシャーズセミナー 

７/７ （日）  

７/８ （月）  

７/９ （火）  

７/１０ （水）  

７/１１ （木）  

７/１２ （金）  

７/１３ （土）  

７/１４ （日）  

７/１５ （月） 東播・西播支部合同 ゴルフ大会 

７/１６ （火）  

７/１７ （水）  

７/１８ （木） 第３１９回はりまＣＴ研究会 

７/１９ （金）  

７/２０ （土） 第３０回医用画像学術講演会 

７/２１ （日）  

７/２２ （月）  

７/２３ （火）  

７/２４ （水）  

７/２５ （木）  

７/２６ （金）  

７/２７ （土） 西播支部 暑気払い会 

７/２８ （日）  

７/２９ （月）  

７/３０ （火）  

７/３１ （水）  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




