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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。 

今回の市民公開講座は“整形外科学 変形性膝関節症”をテーマに開催します。 職場の方、お身内及びご近所の方

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ればと存じます。 

 

【学術大会開催内容】 

日 時： 令和元年１１月１７日 (日) １０：００～１６：４５ 

会 費： 会員１，０００円 

大会テーマ： 「つながり、ひろげる技術 ～思いをのせて～」 

場 所： 兵庫医科大学 平成記念会館 大講堂 

 

 

【一般演題】 

 

【ランチョンセミナー】 １２：１５～ 

演 題： 高分解能・短時間を両立するAI画像処理技術  

講 師： 原岡 健太郎 氏（キャノンメディカルシステムズ株式会社 国内営業本部 MRI営業部）  

 

【市民公開講座】 １３：３０～ 

演 題： 診療放射線技師の仕事 －より良い画像を提供するために出来ること－ 

講 師： 明和病院 医療技術部 放射線部門 杉本 敦洋 

 

演 題： 変形性膝関節症に対する膝周囲骨切り術 －人工関節に頼らず自分の膝で－ 

講 師： 兵庫医科大学病院 整形外科学教室 助教 中山 寛 先生 

 

お問い合わせ： 兵庫医科大学病院 放射線技術部 酒井 敏行 

TEL ０７９８-４５-６２５９ ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

第３１回兵庫県放射線技師会学術大会のご案内
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本年も例年同様「給与実態調査」を実施いたします。この

「給与実態調査」は、社会情勢の変化や診療報酬改定 

等による医療環境の変化が、私たち診療放射線技師の処 

遇面へ及ぼす影響を把握することを目的としており、会員

の皆様にご報告することで今後の活動における指針として、

ご利用頂けるよう実施しております。何卒、趣旨をご理解 

のうえ、ご協力の程お願い申し上げます。同封のアンケー

ト用紙、もしくは QR コードを読み取って兵庫県放射線技師

会ホームページからも回答できますので、パスワード

『2020』を半角入力のうえご利用ください。ご回答の締め

切りは、令和２年１月１０日（金）とさせて頂きます。 

「医療放射線安全管理責任者の育成に向けて」 

近年、医療被ばくについての国民の関心は高く新聞等

でも大々的に取り上げられている。 

２０１８年の厚生労働省の「医療放射線の適正管理に関す

る検討会」では、医療被ばくの線量記録を義務化する方針

がまとめられた。そして、医療法の省令を改正し２０２０年

の４月に施行することが決定した。改正内容は安全管理

責任者の設置や安全利用のための研修、被ばく線量の管

理及び記録などが含まれる。日本診療放射線技師会では

これらの改正に対応するため１０月に医用放射線安全管

理責任者の育成のための研修会を行う予定である。 

兵庫県放射線技師会ではこれらのことを踏まえ「医療

放射線安全管理責任者育成」のテーマで勉強会を行うこ

ととしました。万障繰り合わせの上、多数のご参加をお願

いします。 

日 時： 令和元年１１月９日（土）１３：００～１７：００ 

場 所： 神戸大学病院 第一会議室 

会 費： 会員１，０００円  非会員３，０００円 

定 員 ： ８０名（定員になりしだい締め切ります。） 

開会挨拶 （公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

１．医療法改正の経緯と概要（日放技の取組） 

姫路赤十字病院 岩見 守人氏 

２．医療法施行規則および関連通知 

３．診療用放射線の安全利用のための指針の作成 

兵庫県北播磨県民局 加東健康福祉事務所 

健康管理課 寺川 仁人氏 

４．正当化とリスク、放射線障害への対応 

姫路赤十字病院 岩見 守人氏 

５．被ばく線量の最適化とDRL 

６．線量の記録  株式会社キュアホープ 島田 隆正氏 

７．患者への説明  JCOH神戸中央病院 入江 潤一氏 

８．医療被ばく低減施設認定 市立川西病院 後藤 和久氏 

＊申し込みは事前登録制となっております。 

兵庫県放射線技師会のホームページより登録をお願いし

ます。 

＊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。 

 

 

 

 

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、令

和元年度は残り２回の開催が決定しておりますので、お知

情報委員会 令和元年度 
給与実態調査アンケートにご協力ください 

第２回病院に於ける放射線管理研修会

令和元年度 業務拡大に伴う統一講習会 

開催予定のご案内 
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らせいたします。 

・令和元年１１月２３日（土）２４日（日）兵庫医科大学病院 

→（定員のため募集は終了しております。） 

・令和元年１２月２１日（土）２２日（日）  

県立加古川医療センター →（募集中です。） 

開催時間： 全日９：００～１８：００頃となります。 

定 員： 各回６０名（先着順） 

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。 

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 

 

日 時： 令和元年１２月１日（日）９：２０～１７：００ 

会 場： 姫路市市民会館 

       〒６７０-００１５ 姫路市総社本町１１２番地 

参加登録費： 事前登録３，５００円/当日登録４，０００円 

詳しくはホームページをご覧ください 

H P： http://pc33kinki.umin.jp/ 

生涯学習カウント付与対象イベントです。 

 

 延期しておりました第３０回医用画像研究会のお知らせ

です。この度、特別講演にて日本一忙しいドクターヘリで

有名な公立豊岡病院 但馬救命救急センターでセンター

長をされておられる小林誠人先生をお招きし開催すること

になりました。 

小林誠人先生はこれまで JR福知山線脱線等、数々の

災害において救急医療の最前線に立たれています。その

活躍は TBS「情熱大陸」、NHK「プロフェッショナル ～仕

事の流儀～」にもとりあげられています。講演内容は未定

ですが、きっと興味深い内容の講演になるはずです。年末

の忙しい時期ではありますがご参加くださるようお願いいた

します。 

日 時： 令和元年１２月１４日（土）１４：３０～１６：４０ 

内 容： 特別講演 演題未定  

公立豊岡病院 但馬救命救急センター 

センター長 小林誠人先生 

場 所： ラッセホール 

〒６５０-０００４ 神戸市中央区中山手通４-１０-８ 

ＴＥＬ ０７８-２９１-１１１７ 

      https://www.lassehall.com/access/ 

お問い合わせ： 兵庫医科大学病院 放射線技術部  

酒井 敏行 ＴＥＬ ０７９８-４５-６２５９ 

ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

台風１９号の接近により中止となりました第７回放射線セミ

ナーですが、来年２月頃の開催を目指して調整中です。

日程が決まり次第兵庫県放射線技師会HP及びシャウカ 

ステンにてお知らせしていく予定です。 

共催： 兵庫県がん診療連携協議会 兵庫県放射線医会 

兵庫県放射線技師会 

お問い合わせ： 兵庫医科大学病院 放射線技術部  

学術担当 酒井 敏行 TEL ０７９８-４５-６２５９ 

ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 冷気日ごとに加わり、会員の皆様におかれましては、ま

すますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

 さて兵庫県放射線技師会では、「令和２年賀詞交歓会」

を下記要領で催すこととなりました。今年は会場を変更し

て新しい体制にて皆様をお迎えいたします。ご多用のとこ

ろ恐縮ではございますが、万障お繰合わせのうえご参集

下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。   

日 時： 令和２年１月１０日（金）１８時３０分 開宴予定 

第７回放射線セミナーの開催について 

第３０回医用画像研究会のご案内 

日本プライマリ･ケア連合学会 

第３３回近畿地方会のお知らせ 

組織委員会 

令和２年賀詞交歓会のご案内 

3

令和元年 11 月１日発行兵放技ニュース



兵放技ニュース           令和元年１１月１日発行 

場 所： ホテルクラウンパレス神戸 “ザ・マーカススクエア”  

会 費： １０，０００円  

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 

ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com 

    TEL ０７８-３０２-４３２１ （代表） 

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。 

１１月パスワード 

「 」 
兵庫県放射線技師会

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 

神戸西支部主催 特別講演の報告です。 

２０１９年９月２８日（土）１８時～１９時５０分ハーバーラ

ンドダイヤニッセイビル １７階にて、『救急医療における診

療放射線技師の役目』と題しまして 高槻病院の 渡辺 博

也 先生によります特別講演を開催致しました。 

講演では、救急患者の病院への受け入れ前、受け入

れ時、検査時の注意点、検査後の読影補助まで、一連の

流れを分かりやすく解説していただきました。 

参加者は５２名で、遠方の他支部の方や、鹿児島県や

宮崎県など他県からも参加下さり、アンケートでも大変高

い評価を頂きました。 

多数ご参加下さいまして誠にありがとうございました。 

次回の開催は、２０２０年１月２４日（金）に開催を予定し

ております。 

今後も色々なテーマで研修会を企画致しますのでご参

加くださいますようよろしくお願い致します。 

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１１月１５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 

 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。 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 

神戸西支部 

神戸西支部主催 特別講演 報告 

神戸西支部 

第１４０回こうべ胃検診の会 

淡路支部 
第２７回淡路支部学術勉強会のお知らせ 
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日 時： 令和元年１１月２８日（木）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：  

『放射線防護衣の廃棄指標の検討』 

兵庫県立淡路医療センター 森下 翔矢 技師 

『歯科用ＣＴの紹介』 

兵庫県立淡路医療センター 吉岡 雄太 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） 

皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し

上げます。日頃は支部活動にご理解ご協力を賜り誠に有

難うございます。 

さて『第１６８回東播支部勉強会』を開催します。 

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

しくお願いします。 

日 時： 令和元年１１月２８日（木）１９：００～２１：００ 

 (１８：３０受付) 

場 所： 加古川中央市民病院 １階 きらりホールA 

〒６７５-８６１１ 加古川市加古川町本町４３９ 

内 容： 「２０１９年度新機器導入に伴う放射線室の運用 

について」 ～CT、RI、Angio、PET部門～ 

１．CT装置 （Canon社製 Aquilion ONE NATURE Edition） 

加古川中央市民病院 放射線室 グエン タン タイ 

２．RI装置（Spectrum Dynamics Medical社製 D-SPECT） 

加古川中央市民病院 放射線室 遠藤 雅治 

３．Angio装置 

（GE社製 Innova IGS630、PHILIPS社製 Azurion）  

加古川中央市民病院 放射線室 井垣 太志 

４．PET-CT装置（SIEMENS社製 Biograph Vision） 

       加古川中央市民病院 放射線室 岸本 明久 

参加費： 会員・非会員５００円（一般・他職種は無料）  

軽食あり。 

※日本診療放射線技師会生涯教育２カウント申請中。 

会員カードをご持参ください。 

＊病院周辺の駐車場をご利用の際は、料金自己負担で

お願いいたします。 

お問い合わせ： 加古川中央市民病院 放射線室  

グエン タン タイ  TEL ０７９-４５１-５５００（代） 

 

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５８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１１月９日（土）１３:３０～１７:００ 

場 所： 姫路商工会議所 新館 ２０１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 － 

発 表 

『X線CT造影検査に関する調査報告 ～続編～』   

県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

情報提供 

『ザイオステーション２ 画像処理の応用方法のご紹介』    

アミン大阪営業所 井上 浩史 氏 

講 演Ⅰ 

『新たなアンギオ室環境を実現する Philips 社最新血管造

影X線撮影システム』 

フィリップス・ジャパン IGTシステムズビジネスマーケティング部  

モダリティセールススペシャリスト 安藤 博明 氏  

講 演Ⅱ 

『ここまで読もう急性冠症候群の心電図』 

県立姫路循環器病センター 検査・放射線部  

北野 一良 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 

東播支部 

第１６８回東播支部勉強会のお知らせ 

第５８回西播イメージング研究会のご案内 

大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科学友会 
支部共催学術講演のお知らせ 
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この度、以下の日程にて講演会を企画しております。 

他校のご卒業生も歓迎いたしますので、お誘い合わせの

上ご参加下さい。 

日 時： 令和元年１１月９日（土）１４：４５～１７：００ 

会 場： エーザイ株式会社 大阪コミュニケーションオフィス 

大阪市北区大淀中１-１-８８ 梅田スカイビルタワー

イースト３３階    TEL ０６-４７９６-０４５３ 

参加費： ５００円 

造影剤情報提供 

『 非イオン性造影剤イオメロンの有用性について 』 

エーザイ株式会社 

教育講演 

『 当施設の肺動静脈分離CTA について 』 

滋賀県立総合病院 放射線部 主査 西谷 拓也 先生 

特別講演 

『 ESUR ガイドライン改訂のポイント 』 

京都橘大学 健康科学部 教授 鳴海 善文 先生 

講演会終了後 忘年会・情報交換会を予定しております。 

（会費等詳細は当日、受付にて） 

大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科学友会 

兵庫支部 会長 西林 賢二（西宮市立中央病院 放射線科） 

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。前回は台風接近の予報を受けまして、

急遽開催を中止致しました。直前のご案内が行き届きま

せんでした方々には大変ご迷惑をお掛け致しました、紙面

をお借りしまして深くお詫び申し上げます。さて、今回は胃

Ｘ線検査の基本的事がら、さらに読影に関して、撮影は経

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、動画も交え学ぶ事にします。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１１月９日（土）１４：３０～１７：３０ 

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： 

講座Ⅰ『基準撮影法』－病変を拾い上げるために－ 

    講師：恵生会病院 芳野 克洋 

講座Ⅱ『読影のいろは』－胃Ｘ線検査の基本的事がら－ 

講師：上野会クリニック 拜原 正直 

症例検討 許諾頂いた馬場塾症例を使用しています 

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。 

＊悪天候などにより、急遽開催を中止する場合がござい

ます。ご面倒お掛けしますが下記の大阪胃腸会ホームペ

ージにおいて、中止の有無をご確認ください。 

H  P： http://www.osaka-ichokai.com 

ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.com 

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

『第１９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、ご参加頂きますようご案内申し上

げます。 

日 時： 令和元年１１月１２日(火)１９：００～２０：５０ 

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： 

RI講座 『心臓領域』 

座長：姫路赤十字病院 細岡 裕之 

演者：加古川中央市民病院 東元 孝徳 先生 

企画講演 『Biograph Visionのご紹介』 

座長：姫路赤十字病院 細岡 裕之 

演者：シーメンスヘルスケア株式会社 MI事業部 

   荒井 弘之 先生 

特別講演 『認知症の早期診断と介護構築の重要性』 

座長：兵庫県立加古川医療センター 芦原 龍彦 

演者：兵庫県立姫路循環器病センター 

高齢者脳機能治療室 室長 寺島 明 先生 

＊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） 

お問い合わせ： 兵庫県立加古川医療センター  

検査放射線部 芦原 龍彦 

第１９回はりま RI塾のお知らせ 

第１５６回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 
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TEL ０７９-４９７-７０００（代表） 

 

下記の通り、『FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2019 in但

馬』を開催します。 

我々の周りにある膨大な医療情報の管理や運用、施設

間での共有を含めた最新の情報提供をして頂く予定です。

興味ある方の多くの参加をお待ちしています。 

今回のセミナーは技師会員・非会員の関係はなく、放

射線技師全員が対象ですのでお間違いのないようにお願

いします。（技師会が主催するセミナーではありません） 

日 時： 令和元年１１月１４日（木）１９：００～  

場 所： 但馬地域地場産業振興センター（じばさん但馬） 

参加費： 無料 

内 容： テーマ『NEVER STOP 富士フィルムが提案する

IT商品の最新情報』 

講演 Ⅰ 

「富士フィルムメディカル 最新 IT商材のご紹介」 

           ITソリューションセンター：芝山 稔正 氏 

講演 Ⅱ 

「スマートデバイスを用いた院内外における画像参照活用

事例」       ITソリューションセンター：坂口 賢輔 氏 

問い合わせ：公立豊岡病院 放射線技術科 澤田尚之まで 

TEL ０７９６-２２-６１１１（内線１５０２番） 

今年度２回目は、マンモ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１１月１４日（木）１８：３０～２０：００ 

会 場： 神戸市立医療センター西市民病院３F 

会議室１・２  TEL ０７８-５７６-５２５１（PHS４４０５）  

当日は救急外来出入口よりお入りください。 

テーマ： 「マンモグラフィ3D トモシンセスの活用術」 

               明和病院 増田 奈々子 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

 

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９回救急撮影オープンカンファレンス」を開催す

る運びとなりました。今回は「外傷 IVR」をテーマに、JPTEC

（外傷病院前救護ガイドライン）を含めた搬送までの流れ、

また検査・画像処理・血管造影までの放射線技師の動き、

さらに読影のポイントから IVRまでの実際を、幅広く専門職

種の先生方より講演して頂く予定です。ご多忙の折とは存

じますが、皆様のご参加を賜りますようお願い致します。 

日 時： 令和元年１１月１５日(金）１９：００～２１：００ 

                     （受付１８：３０開始） 

会 場： 神戸市立医療センター中央市民病院 

          本館１階講堂 （正面入口を入って左側） 

参加費： 無料 

テーマ： 外傷診療における IVR 

講演： 

１．搬送編 講師 神戸市消防局 安本寛史 救急救命士 

２．検査編 講師 神戸市立医療センター中央市民病院 

放射線技術部 宇草賢二 技師 

３．治療編 講師 神戸市立医療センター中央市民病院 

放射線診断科 IVRセンター長 上田浩之 医師 

認定ポイント ： 日本救急撮影技師認定機構 ２ポイント 

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 吉田 一貴 

神戸市立医療センター中央市民病院 第９回 

救急撮影オープンカンファレンス開催のご案内 

『FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2019 in

但馬』のお知らせ 

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②のお知らせ 
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TEL ０７８-３０２-４３２１ （内線：*２７４） 

ＭＡＩＬ： k.yoshdia_kobe@kcho.jp 

 

 

第七回研究会 

テーマ： 「脳梗塞について」 

日 時： 令和元年１１月１５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 

脳血管障害（脳卒中）は悪性新生物、心疾患、肺炎に次ぐ、

日本人の死亡原因の第4番目となる代表的な疾患で、寝

たきりの原因の１番となる疾患です。高齢化社会や生活習

慣病の増加により、その患者数はますます増加しており、

その治療や予防が大事になっています。 

今回は脳梗塞をテーマにし、放射線技師としてのテクニカ

ルな話題から急性期医療に於けるチームビルディングな

ど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．急性期脳梗塞に於けるCT検査 

                 神戸赤十字病院 新井 純一 

２．脳梗塞MRIの診断～DWIを中心に～ 

                  三菱神戸病院 山田 達也 

３．Door to puncture(D2P)短縮の試み 

    神戸市立医療センター中央市民病院 吉田 拓也 

４．急性期脳梗塞に対する血栓回収療法 

    神戸市立医療センター中央市民病院 吉原 宣幸 

問い合わせ： 神戸赤十字病院 新井 純一 

                   ＴＥＬ ０７８-２３１-６００６ 

朝晩はめっきり寒くなり、そろそろ秋の終わりを感じる頃と

なりました。前回の定例会では３つの演題で進めてまいり

ました。まず始めは、「視神経脊髄炎」を。一般施設におい

て臨床で目にする頻度は少ない疾患なのですが、９月に

続いて、病状から診断基準、画像所見、治療の一連をお

話しいただきました。２題目と関わる中枢神経系炎症性脱

髄疾患が理解出来ました。続いて「MS:多発性硬化症」で

は、原因から病状、診断基準、画像所見を分かり易くまと

めていただきました。いくつかの症例を交え特徴のある所

見はもう見逃さないですね。またラクナ梗塞や大脳白質

病変との鑑別も理解することが出来ました。最後は「こん

な症例あるんです」を行いました。精神的な症状と頭痛を

来した中年男性の実例を、頭部疾患のみでなく数多く考え

られる内科的疾患も挙げて詳細に原因や病状をまとめて

ゆきました。画像診断で捉えられない多くの鑑別疾患を理

解することも重要でしたね。さて、今回は下記の通り特別

講演会を開催致します。脳神経血管内治療がご専門で、

特に脳解剖に関しては大変ご高名な先生です。臨床で活

かせる実践型のご講演で、大変興味ある内容となっており

ます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

（田上修二） 

題 目： 「症例から学ぶ脳解剖と画像診断」 

～とことん解剖、とことん読影!!～ 

講 師： 医療法人鉄蕉会 亀田京橋クリニック  

           脳神経外科部長 田中 美千裕 先生 

日 時： 令和元年１１月１６日（土）１４：３０～１６：３０ 

会 場： HDC神戸５F HDCスタジオ（JR神戸駅南側すぐ） 

会 費： 会員・会員以外１，０００円  

連絡先： 吉田病院 放射線科 森 勇樹 

                    TEL ０７８-５７６-２７７３ 

テーマ： 認知症最前線 

日 時： 令和元年１１月２１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 

今回のテーマは「認知症」です。世界中で高齢化が進み、

世界の認知症情勢では年間発症者数から計算して３秒に

１人の割合で増加していると言われています。 

現在のところ認知症に対する有効な治療法はありません

が、最近では軽度認知障害(MCI)の段階で対策を行えば、

認知症への進行を食い止め、予防できる可能性が明らか

になってきました。大切なことは、自分や家族がいち早く

“気づく”ことです。 

MCI段階での早期発見・早期介入の第一歩として、認知症

に関する検査などを学んでいきましょう。 

第３１４回神戸頭部研究会 

特別講演会のお知らせ 

第３２１回はりまＣＴ研究会のご案内 

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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内容・講師 

「認知症検査を拡めよう ～メーカーの立場から～」 

日本メジフィジックス株式会社 兼松 昴 氏 

「認知症に携わる ～認定認知症領域検査技師として～」 

明舞中央病院 岡田 陽子 技師 

「認知症画像検査の実際」 

            明石医療センター 久森 克利 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 単位申請中 

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 

H P： 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 

日 時： 令和元年１１月２６日(火)１９：００～２１：００ 

会 場： 起業プラザひょうご セミナールーム 

住 所： 兵庫県神戸市中央区雲井通５丁目３−１  

サンパル６F 

会費： ５００円  

１１月の神戸 MR の会定例会は「特殊下腹部」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。 

＊令和２年１月定例会は「MR 原理の基礎とプラスアルフ

ァ」を予定しています。 

症例施設 

「婦人科・男性器の緊急MRI」 

神戸市立医療センター西市民病院 藤本 孝弘 

「胎盤・胎児のMRI～必要とされる最低限の撮像とは～」 

  神戸大学医学部附属病院 野田 知寛 

「直腸がん，クローン病診断におけるMRIの役割」                     

           大阪大学医学部附属病院 小山 佳寛 

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 

日 時： 令和元年１１月２８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： 特別企画 

「その操作のウラ側を紹介します  

～MRIをまたちょっと好きになる豆知識～」 

HITACHI 画像診断営業部 西日本営業グループ 吉村 晃太 

今回は、特別企画としてHITACHIの吉村さんに、普段わ

れわれが操作している MRI、その操作によって何が起こっ

ているのか非常に興味深い話が聞けると思います。 

内容 

パルスってどうなっているんだろう、このコイルってどう

いう仕組みなんだろう。気になっている方も、気になって

なかった方も、聞いてもらえるとナルホドな話をまとめまし

た。MRIをまた好きになってもらえるお話です。 

＊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 

日増しに秋の深まりを感じる季節となりました。 

さて、第26回兵庫県放射線治療研究会は下記のとおり開

催します。今回はリニアック出力の第三者評価について、

その概要と世話人施設での失敗や取り組み方などの経験

を踏まえてお話できればと考えております。 

 また、広島県独自のリニアックの出力第三者評価につい

て解説を広島がん高精度放射線治療センター技術支援

第２６回兵庫県放射線治療研究会 

第１０６回「 Basic MRI 」のお知らせ 

神戸MRの会 定例会案内 

9

令和元年 11 月１日発行兵放技ニュース



兵放技ニュース           令和元年１１月１日発行 

ワーキングの座長である小澤先生にご講演を頂く予定で

す。皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。 

日 時： 令和元年１１月２９日(金)１９：００〜２０：４５ 

会 場： 神戸大学附属病院 大講義室 

プログラム 

司会 神戸市立医療センター中央市民病院 田邊 裕朗 

１９：００  開会の挨拶 

１９：０５ 第三者機関による線量測定について概要と各病

院での経験について 

神戸市立医療センター中央市民病院 合田 靖司 

西神戸医療センター病院 伊藤 崇晃 

神鋼記念病院 三好 進 

（休憩１０分） 

１９：５５〜２０：４５ 

 「広島県が独自に行う汎用リニアック出力の 

第三者評価システムについて」 

広島がん高精度放射線治療センター 小澤 修一 

２０：４５〜 次回予告 次回担当世話人代表 

担当世話人  

神戸市立医療センター中央市民病院 合田 靖司 

神戸市立医療センター中央市民病院 田邊 裕朗 

西神戸医療センター病院 伊藤 崇晃 

神鋼記念病院 三好 進 

 

PT、OT、STのリハビリスタッフと RTが集まって、これま

で脳梗塞、SAH、硬膜下・外出血など脳を中心に臨床と画

像について議論・検討をしてきた会です。カンファレンスで

患者について発言できる RTを目指しています。 

今回は、脳画像に関連の深い職種のSTの先生の３０年

の臨床経験を踏まえた脳画像についてお話しいただきま

す。 

水曜秋の夜半、知的興奮の一刻を楽しんでください。 

日 時： 令和元年１２月４日（水）１９：００〜２１：００ 

場 所： 明舞中央病院（旧館会議室） 

内 容： 「高次脳機能障害と画像」 

講師 神戸リハビリテーション病院 言語聴覚士 

天谷 智子先生 

お問い合わせ： 会事務局  

大久保病院 放射線科 川嶋 咲由 

ＭＡＩＬ： oshigo10daisukika7@gmail.com 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度「第２２回 Imaging Technical Conference」を開催す

る運びとなりました。当院では、昨年度より神戸市西区医

療機関へ向けた脳卒中ホットラインを拡充致しました。ま

た脳卒中患者への早期対応を目指した脳卒中チーム発

足に向け現在準備中です。そこで、今回は「脳梗塞の診

断から治療まで」をテーマに、診療放射線技師、専門医の

立場より画像診断から治療までの一連の流れを講演頂く

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： 令和元年１２月１９日(木)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： 「脳梗塞の診断から治療まで」 

演 者：  

放射線技術部 林 亮太 技師 

   『急性期脳梗塞におけるMRIの役割』 

脳神経外科 医長 蘆田 典明 先生 

『救急対応が必要な脳血管内治療とは？ 

～脳梗塞における血栓回収療法の話題を中心に～』 

（日本脳神経血管内治療学会専門医、日本脳卒中専門医） 

＊なお会費は無料ですが駐車場は有料となります。 

＊日本救急撮影認定機構ポイント申請中 

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 横尾 宏之 TEL ０７８-９９３-３７６０  

日 時： 令和２年１月１２日（日）１３：００～１７：１５  

（受付開始 １２：３０） 

場 所： 神戸市立医療センター中央市民病院 講堂 

（普段と会場が異なります。ご注意ください） 

参加費： １，０００円 ※学生無料（社会人学生を除く） 

テーマ： 医療安全 ～レポート既読管理を含めて～ 

第１２回兵庫医用画像情報システム研究会 

 

第９回他職種混合勉強会 

＜仮称＞脳の会 ご案内 

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２２回 Imaging Technical Conference」のご案内 
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Ⅰ．開会挨拶１３：００～１３：０５  

市立加西病院 白山 健一 

Ⅱ．話題提供１３：０５～１４：０５ 

座長：市立加西病院 白山 健一 

医療安全にブロックチェーンって使えるの?! 

講師：蘇西厚生会松波総合病院 櫃石 秀信 

Ⅲ．構築事例紹介１４：１５～１５：５５ 

座長：兵庫県立尼崎総合医療センター 菅野 俊 

ⅰ）紙運用で始める読影レポート既読管理 

講師：市立加西病院 白山 健一 

ⅱ）放射線レポートシステムを用いた既読管理 

講師：兵庫県災害医療センター 小川 宗久 

ⅲ）０円で出来る！重要キーワード付き未読放射線・

病理レポート通知の自動化 

講師：市立大津市民病院 山中 理 

ＩＶ．特別講演１６：１０～１７：１０  

座長：製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

医療安全を支える実戦的 ICT～これから成すべき事～ 

講師：公立西知多総合病院 山田 篤人 

Ｖ．閉会挨拶１７：１０～１７：１５  

製鉄記念広畑病院 廣田 朝司 

本研究会参加により、以下の認定更新ポイントを申請可能です。 

医療情報技師３ポイント(１９-０９２)  

医療画像情報精度管理士５．０カウント(イベント番号３１２２) 

医用画像情報専門技師６ポイント(K１９-０４１) 

医療情報システム監査人２ポイント（コード：C） 

事前参加受付登録期間は１１月１日（金）から１２月３１日

（火）です。 

受付登録者多数の場合は期限前に受付を終了する場合

があります。 

各種認定ポイント申請の事務作業軽減のため、できるだけ

事前参加受付登録をお願いいたします。 

その他、詳細については研究会ホームページ 

（https://hmiisconference.wixsite.com/hmiis）、または研

究会FaceBookページをご参照ください。 

お問い合わせ：兵庫医用画像情報システム研究会 事務局     

ＭＡＩＬ： hmiisconference@gmail.com 

(事前受付担当:市立加西病院 白山(０７９０-４２-２２００))

≪ 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 

 

○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 

○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

○合志病院 
所在地 尼崎市長洲西通１丁目８-２０ 

求人内容  正規職員 

○兵庫県立加古川医療センター 
所在地 加古川市神野町神野２０３ 
求人内容  嘱託職員

○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

○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

○広野高原病院 
所在地 神戸市西区北山台３丁目１-１ 

求人内容  正規職員

○隈病院 
所在地 神戸市中央区下山手通８丁目３-３５ 

求人内容  正規職員

○川崎病院 
所在地 神戸市兵庫区東山町３丁目３-１ 

求人内容  正規職員

○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・パート職員

○神戸市立医療センター中央市民病院 
所在地 神戸市中央区港島南町２丁目１-１ 

求人内容  レジデント職員
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 < １１月スケジュール >          < １２月スケジュール > 

 

１１/１ （金）  神戸東支部 第２回施設見学・勉強会 

１１/２ （土） ビリヤード同好会活動日 

１１/３ （日）  

１１/４ （月）  

１１/５ （火）  

１１/６ （水）  

１１/７ （木）  

１１/８ （金）  

１１/９ （土） 

第２回病院に於ける放射線管理研修会 

第５８回西播イメージング研究会 
大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科学友会 

支部共催学術講演 

第１５６回大阪胃腸会（銀杏会） 

１１/１０ （日）  

１１/１１ （月）  

１１/１２ （火） 第１９回はりまRI塾 

１１/１３ （水）  

１１/１４ （木） 
FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2019 in但馬 

神戸市立医療センター西市民病院オープンカンファレンス② 

１１/１５ （金） 
神戸西支部 第１４０回こうべ胃検診の会 

第９回救急撮影オープンカンファレンス 
医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

１１/１６ （土） 第３１４回神戸頭部研究会 特別講演会 

１１/１７ （日） 第３１回兵庫県放射線技師会学術大会 

１１/１８ （月）  

１１/１９ （火）  

１１/２０ （水）  

１１/２１ （木） 第３２１回はりまＣＴ研究会 

１１/２２ （金）  

１１/２３ （土） 統一講習会（兵庫医科大学病院） 

１１/２４ （日） 統一講習会（兵庫医科大学病院） 

１１/２５ （月）  

１１/２６ （火） 神戸MRの会 定例会 

１１/２７ （水）  

１１/２８ （木） 

淡路支部 第２７回淡路支部学術勉強会 

第１６８回東播支部勉強会 

第１０６回「 Basic MRI 」 

１１/２９ （金） 第２６回兵庫県放射線治療研究会 

１１/３０ （土）  

１２/１ （日） 日本プライマリ･ケア連合学会第３３回近畿地方会 

１２/２ （月）  

１２/３ （火）  

１２/４ （水） 第９回他職種混合勉強会＜仮称＞脳の会 

１２/５ （木）  

１２/６ （金）  

１２/７ （土）  

１２/８ （日）  

１２/９ （月）  

１２/１０ （火）  

１２/１１ （水）  

１２/１２ （木）  

１２/１３ （金）  

１２/１４ （土） 第３０回医用画像研究会 

１２/１５ （日）  

１２/１６ （月）  

１２/１７ （火）  

１２/１８ （水）  

１２/１９ （木） 
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２２回 Imaging Technical Conference 

１２/２０ （金）  

１２/２１ （土） 統一講習会（県立加古川医療センター） 

１２/２２ （日） 統一講習会（県立加古川医療センター） 

１２/２３ （月）  

１２/２４ （火）  

１２/２５ （水）  

１２/２６ （木）  

１２/２７ （金）  

１２/２８ （土）  

１２/２９ （日）  

１２/３０ （月）  

１２/３１ （火）  
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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 

【 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 

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。 

なお、事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の

方は発刊物の停止を１２月１日以降より行います。申し訳 

ありませんが、ご了承頂きますようお願い致します。 

＊注意して下さい！ 

既にお送りしています会費納入票は９月３０日までの利用

期限が過ぎておりますので使用できません。１０月時点に

て会費未納の方には、１１月の発行物のタックシールへ未

納表示を行っております。１１月中頃に日本診療放射線技

師会よりお送りします再請求・年会費払込票をご使用下さ

い。 

 

今年度初の活動になります。 

ビリヤードをしたくて、うずうずしていただろうと思います。活

動が遅くなってしまってやっとの開催です。是非時間を作

って参加して頂けたら幸いです。ご参加お待ちしておりま

す。興味のある方・やった事の無い方も大歓迎です。基礎

からレクチャーさせて頂きます。ご参加よろしくお願い致し

ます。車にてお越しの方は、近隣にコインパーキング多数

ございます。 

日 時： 令和元年１１月２日（金）１５：００～１８：００ 

場 所： 元町 SUN （TEL ０７８-３２１-５１３５）  

問い合わせ先： 神戸労災病院 中央放射線部 

           木村・興津  TEL ０７８-２３１-５９０１

厚生委員会 

ビリヤード同好会からのお知らせ 

会費納入状況 （令和元年１０月１１日現在） 
会 員 数 ： １，３１５名 

会費納入率 ： ６９．４３％ 

会費未納者数 ： ４０２名 
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庶 務 報 告
《新入会員》  

永易 将充  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫医科大学病院           九州大学 

友枝 悠哉  ＜ 阪神支部 ＞  市立川西病院               大阪物療大学 

廣瀬 亜梨沙＜ 阪神支部 ＞  西宮渡辺心臓・血管センター   神戸総合医療専門学校 

安田 有希  ＜神戸東支部＞  神戸低侵襲がん医療センター  神戸総合医療専門学校 

丸田 愛佳  ＜神戸東支部＞  京都工場保健会 神戸検診クリニック  神戸総合医療専門学校 

原口 了成  ＜神戸西支部＞  医療法人薫風会 佐野病院    清恵会第二医療専門学院 

浮田 大   ＜ 東播支部 ＞  社会医療法人 愛仁会 明石医療センター  神戸総合医療専門学校 

森井 祐大  ＜ 東播支部 ＞  西脇市立西脇病院           清恵会第二医療専門学院 

安藤 唯    ＜ 東播支部 ＞  甲南加古川病院             神戸総合医療専門学校 

小関 健太  ＜ 西播支部 ＞  兵庫県立粒子線医療センター  広島国際大学 

記圓 和宏  ＜ 丹有支部 ＞  兵庫県立丹波医療センター    鈴鹿医療科学技術大学 

《再入会員》  

吾妻 宏紀  ＜ 阪神支部 ＞  大阪医科大学附属病院 

《転入会員》  

石川 和希  ＜神戸東支部＞  神戸大学医学部附属病院  ←  香川県より 

《県内異動》  

前田 啓明  ＜西播支部固定＞  兵庫県立姫路循環器病センター 

 →  ＜西播支部固定＞  兵庫県立こども病院 

城谷 宗博  ＜ 東播支部 ＞  兵庫県立がんセンター  →  ＜ 阪神支部 ＞  兵庫県立西宮病院 

中原 誠   ＜ 阪神支部 ＞  兵庫県立尼崎総合医療センター 

→  ＜ 西播支部 ＞  兵庫県立姫路循環器病センター 

シーメンスヘルスケア㈱　神戸営業所
ＴＥＬ（078）304－6230

キヤノンメディカルシステムズ㈱　兵庫支店
ＴＥＬ（078）265－2588

富士フイルムメディカル㈱　神戸営業所
ＴＥＬ（078）366－6780

宮 野 医 療 器 ㈱
ＴＥＬ（078）371－2391

株 式 会 社 　 や よ い
ＴＥＬ（079）224－5151

堀 井 薬 品 工 業 　 株 式 会 社
ＴＥＬ（06）6942－3484

コ ニ カ ミ ノ ル タ ジ ャ パ ン ㈱
ＴＥＬ 0570－011201

協賛広告会社一覧

株 式 会 社 　 ホクシンメディカ ル
ＴＥＬ（078）846－2238

セイコーメディカル㈱　大阪支店 神戸出張所
ＴＥＬ（078）798－6300

大 和 出 版 印 刷 　 株 式 会 社
ＴＥＬ（078）857－2355
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