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－告示－ 

第１１３回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会のお知らせ 
 

 

定款第１４・１５条に基づき、第１１３回総会を下記のとおり開催する予定となりました。ご多忙中とは存じます

が、万障お繰合わせの上、ご出席下さいますよう、謹んでご案内申し上げます。 

総会の詳細につきましては来月のシャウカステンおよび同封いたします議案書をご参照下さい。 

なお、欠席される場合には委任状の提出をお願いいたします。 

記 

日 時： 令和２年３月２２日（日）１３：３０～１５：００ 

会 場： 神戸市勤労会館３０８号室 神戸市中央区雲井通５-１-２ 

 

総会後研修会 （総会終了後） 

タイトル 「２０２０年診療報酬改定～画像診断項目の変更点～」 

講  師 順天堂大学医学部 放射線診断学講座  内川 慶 先生 

 

 

 

 

「医療放射線安全管理責任者の育成に向けて」 

２０２０年の４月に施行される医療法省令の一部改正をス

ムーズに行うため、「医療放射線安全管理責任者育成」の

テーマで２回目の勉強会を行うこととしました。内容につき

ましては前回とほとんど同じですが、新しい情報を入手次

第、講演に取り入れていきます。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２年２月１１日（火）１３：００～１７：３０ 

場 所： 神戸大学医学部附属病院 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 

 

第３回医療機関に於ける放射線管理研修会 
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 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘氏 

５．患者への説明  JCOH神戸中央病院 入江 潤一氏 

６．医療被ばく低減施設認定  

市立川西病院 後藤 和久氏 

７．講演者による指針作成のワンポイトアドバイス 

＊申し込みは事前登録制となっております。（１２月１０日

より登録の開始を致します。）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

対象となる予定です。 

主催： 兵庫県放射線技師会 

 

 

 

 

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。 

 

 

２月パスワード 

「shibuko」 
兵庫県放射線技師会HP 
http://www.hyogo-rt.org/ 

 

 
 

 

 

 

 

この度、第８回兵庫県放射線技師会読影セミナー、第１５

回学術研修フォーラムを合同で開催する運びとなりました。

つきましては、ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、万

障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げ

ます。 

※医療画像情報制度管理士更新カウントの対象となりま

す。 

日 時： 令和２年２月２２日(土)１４：００～１７：００ 

場 所： エーザイ株式会社 神戸コミュニケーションオフィス 

神戸市中央区東川崎町１-７-４ 

ハーバーランドダイヤニッセイビル１７F 

会 費： 会員５００円 非会員２，０００円 

講演： 

『クラウド型画像検査情報管理ツール「MINCADI」について』 

講師：株式会社A-Line 田伏 誠 氏 

『医療機器からみた前立腺の治療・検査』 

講師：神戸大学医学部附属病院 国際がん医療研

究センター 臨床工学部門 市之瀬 透 技士 

『前立腺MRI検査について』 

講師：神戸大学医学部附属病院 医療技術部  

放射線部門 曽宮 雄一郎 技師 

『前立腺癌におけるマルチパラメトリックMRIの役割』 

講師：神戸大学 医学研究科 放射線科診断学分野 

助教 上野 嘉子 先生 

問い合わせ先： 兵庫医科大学病院 放射線技術部 

酒井 敏行 ＴＥＬ ０７９８-４５-６２５９ 
 

 

 

 

台風１９号の接近により延期となっておりました第７回放

射線セミナーを下記の日程で開催します。食道がんの診

断と治療をテーマに、最先端の医療現場で活躍中の診療

放射線技師、放射線診断科・治療科医師、消化器内科・

外科医師から食道がんの画像検査・診断から治療につい

てわかりやすくご講演いただき、意見交換を行っていただ

きます。 

※以前お知らせしていた開催場所とは異なります。 

日 時： 令和２年２月２９日(土)１４：００～１７：００ 

 （開場１３：３０） 

会 場： 神戸市教育会館 大ホール 

〒６５０-０００４ 神戸市中央区中山手通４丁目１０番５号 

TEL ０７８-２２２-４１１１ 

参加費： 無料 

テーマ： 「食道がんの診断と治療 - update -」 

講演１） 「食道造影検査の重要性」 

～X線とバリウムだからこそわかること～ 

北播磨総合医療センター 診療放射線技師 末廣 克義 技師 

第７回放射線セミナーの開催について 

第８回兵庫県放射線技師会読影セミナー 

第１５回兵庫県学術研修フォーラムのご案内 

 
 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 
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講演２） 「食道がんと診断されたら」 

～どんな画像検査をするの?何のために?～ 

甲南医療センター放射線科 PETセンター長 鈴木 加代 先生 

講演３） 「食道がんの内視鏡診断、内科的治療の最前線」 

兵庫県立がんセンター 消化器内科部長 山本 佳宣 先生 

講演４） 「食道がんの手術」 

姫路赤十字病院上部消化管外科部長 信久 徹治 先生 

講演５） 「食道がんの放射線治療の現状と今後の展望」 

神戸大学放射線癌科 特命講師 宮脇 大輔 先生 

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  

TEL ０７９８-４５-６２５９  

学術担当 酒井 敏行 MAIL: gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ブラインドコミュニケーション」 

 今年度の組織研修会は「ブラインドコミュニケーション」を

題材にいたします。視覚障害者がチーム内にいることで、

チーム内のコミュニケーション手法は劇的に変化します。

“言葉”に依存して社会生活を送っている視覚障害者のコ

ミュニケーション能力の高さを学び、曖昧さの排除をヒント

にコミュニケーションロスを解決するためのお話です。どう

ぞ皆様お誘い合わせの上ご参加よろしくお願いいたしま

す。 

日 時： 令和２年３月７日（土）１４：００ 

場 所： センタープラザ西館６階 ３号会議室 

       神戸市中央区三宮町２丁目１１-１ 

会 費： 無料 

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） 

 

 

 

近年全国で様々な災害が起こっており、これらに対応で

きる診療放射線技師の育成は重要な課題となっています。

また、原子力災害の対応についても技師の責務と考えら

れます。今回は、日本診療放射線技師会の江藤理事を

お招きし、関西広域連合と共同で原子力災害の対応につ

いての研修会を開催します。特に技師の中で第一線でご

活躍されている吉田先生にご講演いただくと共に、原子力

安全技術センターの方々にも講義や実習指導をして頂き

ます。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２年３月８日（日）１３：００～１８：００ 

場 所： 兵庫医科大学病院 教育研究棟 ２F ２０２講義室 

１３：００～ 

【開会挨拶】公益社団法人 兵庫県放射線技師会  

会長 後藤 吉弘 

【来賓挨拶】公益社団法人 日本診療放射線技師会  

災害担当 江籐 芳浩 

１３：０５～１４：３０ 【講 演】 

１ 「原子力発電所の災害における現状と対策」 

関西電力株式会社 広報室 上山 逸平 

２ 「原子力災害時の放射線被ばくへの理解」 

～ＪＣＯ事故と福島第１原子力発電所事故を踏まえて～ 

神奈川県放射線技師会 放射線管理士部会 副部会長 

       川崎市立多摩病院 画像診断部 吉田 篤史 

３ 「原子力災害時の広域避難について」 

関西広域連合広域防災局課長補佐 宮本 学 

１４：４０～１５：４０ 【講 義】 

１ 「避難退域時検査等及び除染について」（仮） 

２ 「放射線測定装置の使用方法及び測定方法」（仮） 

   （放射線被ばくによる症状の理解と除染方法） 

（公財）原子力安全技術センター 

３ 放射線サーベイについての現状理解（福島県での取り

第１２回原子力災害医療研修会 

 

組織委員会 

組織研修会のご案内 
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組み）   （公社）兵庫県放射線技師会 中村 真善 

１５：５０～１７：３０ 【実 習】  

１ 「ＧＭサーベイメータを使用した検査実習」  

（公社）兵庫県放射線技師会 管理士委員担当 

（公財）原子力安全技術センター 

２ 他府県との連携会議（今後のあり方について） 

１７：３０～ 【閉会挨拶】 

関西広域連合広域防災局広域企画課長 平田 正教 

（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏 

[申し込み方法] 

基本的には兵庫県放射線技師会の HPより申し込んでくだ

さい。 

事前登録された方には当日修了書をお渡しします。 

尚、当日参加された方につきましては修了書を後日郵送

で送らせていただきます。 

インターネット環境がない場合は、①氏名、②所属、③連

絡先電話番号、④安全管理測定参加希望 を記入の上、

FAXをお願いします。 

兵庫県放射線技師会事務所 http://www.hyogo-rt.org/ 

FAX：０７８-３５１-２３０９  

お問い合わせ：  

姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 

TEL ０７９-２９４-２２５１（３６８４） 

ＭＡＩＬ： morimori@hrc-hp.com 

 

 

 

 

こうべ胃検診の会の開催をお知らせいたします。 

２０２０年になって最初の勉強会です。 

皆様のご参加をお待ちしております！！ 

日 時： 令和２年２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 

 

 

 

 

今月５日の開催に迫りました、第１１４回定例会は『腎臓』

がテーマです。よく目にする疾患を取り上げ、画像診断を

行うために必要な解剖や、CT・MRI で、必ず知っておいて

検査・撮影の際に外してはいけないポイントや、画像上の

特徴などについて解説できればと考えています。 

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～』３２  

腎臓の画像解剖とCT・MRI画像診断 

日 時： 令和２年２月５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。） 

【講演】 

１．腎臓の画像解剖と腎損傷 

大山記念病院 放射線科 杉正 敬大（診療放射線技師） 

２．腎のMRI画像診断と症例解説 

北播磨総合医療センター 中央放射線室 

前田 崚太（診療放射線技師） 

３．腎臓CT検査のキホンと術前腎解析造影CTについて 

北播磨総合医療センター 中央放射線室  

安居 克真（診療放射線技師） 

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） 
 

 

 

 

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、今回で９回目となります“大阪銀杏

会特別塾”ご指導頂きます先生は東京都がん検診センタ

神戸西支部 

第１４１回こうべ胃検診の会 

 
 

第１５９回大阪胃腸会（銀杏会）開催のご案内 

 

 

臨床画像研究会－若葉会－ 

第１１４回定例会のご案内 
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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、普段、学ぶ機会が少ない分野でも分かり易く解

説して頂いております。昨今、胃Ｘ線検査の読影精度向上

のために、ある程度の病理学的知識も必要と言われてい

ます。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２年２月８日（土）１４：３０～１７：３０ 

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  

内容： 第９回 大阪銀杏会 特別塾  

ゲスト講師 東京都がん検診センター 消化器内科 

山里 哲郎 医師 

Ⅰ．山里先生講義『内視鏡検査とＸ線検査の対比』（仮） 

Ⅱ．山里先生ご指導による読影の手ほどき 

（銀杏会症例ほか） 

Ⅲ．症例検討会・馬場塾症例 

（許諾いただ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。 

H  P： http://www.osaka-ichokai.com 

   ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.com 

 

 

 

 

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、私設研究会、第２回イメージン

グぴぁを神戸で開催致します。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。 

イメージングぴぁ代表世話人 前田 啓明 

日 時： 令和２年２月８日（土）１３：３０～１７：３０ 

場 所： キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

兵庫支店（三宮グランドビルディング８階） 

神戸市中央区磯上通２丁目２番２１号 

会 費： 会員１００円 

－ プログラム － 

ディスカッションⅠ １３：３０～１４：３０ 

「CT 画像を見る ! そして診る ! ! ～救急症例における被

曝低減から読影補助のあり方まで～」 

県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

ディスカッションⅡ １４：３０～１５：３０ 

「ザイオステーション 2 CT画像処理の展望」 

「とりあえず…ザイオステーション２を堪能しよう！」 

アミン株式会社 大阪営業所 井上 浩史 氏 

ディスカッションⅢ １５：３０～１６：３０ 

「AI技術を用いた最新技術と臨床応用」 

キヤノンメディカルシステムズ㈱関西支社 

営業推進部 MR担当 後藤 克人 氏 

ディスカッションⅣ １６：３０～１７：３０ 

「症例検討 救急胸部、腹部CT画像  

～撮影手技から読影まで～」 

社会医療法人 愛仁会 高槻病院 渡辺 博也 技師 

  県立淡路医療センター 検査・放射線部 大谷 健人 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今季は降雪少なく暖冬とも言われておりますが、まだ寒気

からぬけない日々が続いていますね。前回の定例会では

新年恒例である、メーカーご担当で進めてまいりました。

前半では光製薬担当者様より、主に造影剤使用時に起こ

第２回イメージングぴぁのご案内 

 

第３１６回神戸頭部研究会のお知らせ 
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る「アレルギー反応」について詳しくお話いただきました。

アナフィラキシーの種類や重症度評価基準、初期対応の

手順や準備すべき緊急治療薬など、造影検査時には必

要不可欠な事項を分かり易くまとめられ、より多くの知識が

得られました。副作用カードも是非取り入れたいですね。

後半はキュアホープ代表取締役である島田様に今年４月

に法整備される医療放射線の安全管理についてお話いた

だきました。既に全国でご講演されている著明な方でして、

今回はご無理をお願いし、ここでしか聞けないより詳細な

内容で進めてゆきました。厚労省の医療被ばく適正管理

の資料を元に説明と解説から、現況から考えられる今後

の未来予想まで、我々が準備しておかなければならない

事項を分かり易く教示いただきました。また、管理システム

を導入する場合の構築方法や注意点も非常に参考となり

ましたね。今後の動向も注意深く見据えて対応したく思い

ました。さて、今月の定例会は下記の要項で進めてまいり

ます。また新たなシリーズ企画 2 つが登場です!! 基礎か

ら症例まで臨床直結の内容としておりますので、是非ご参

加下さい。（田上修二） 

題 目： 

１．seri．「とことん解剖、とことん読影!!」  

～横断面からのアプローチ：OM+２０mm 

         こやまクリニック 画像技術科 田上 修二 

２．seri．基礎中心の内容で企画検討中!! 詳細は案内は

がきにてお知らせします 

日 時： 令和２年２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 

 

 

 

 

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１回 西神戸 Imaging Assist Conference」を開

催する運びとなりました。日頃の検査業務において小児画

像検査は成人と比較して苦手意識のある方も多く、また被

ばくなどの観点からどの検査をどれだけ行うのか判断が難

しくなります。そこで、今回は「小児画像診断」をテーマに

講演頂く予定です。当院小児科の山口先生は小児放射

線や小児救急をご専門とされており大変興味深い内容と

なっております。 

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２年２月１３日(木)１８：３０～１９：３０ 

場 所： 神戸市立西神戸医療センター  

地域医療ホール(１０１・１０２) 

内 容： 「小児に役立つ画像診断って?? 

～その検査、必要??不必要??～」 

演 者： 「小児放射線検査と被ばくについて」 

              放射線技術部 横尾 宏之 技師 

「小児患者における超音波検査の有用性」 

              臨床検査技術部 登尾 薫 技師 

「みんな納得！ 小児の画像検査  

～こんな時どうする？～」 

               小児科 医長 山口 善道 先生 

             （日本小児科学会専門医・指導医） 

＊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 遠矢 瑠星 TEL ０７８-９９３-３７６０ 
 

 

 

 

日 時： 令和２年２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総論～MR信号の原理から画像ができるまで～ 

MRI で画像化するのは生体内のプロトンの密度と状態で

す。その密度と状態を、縦緩和、横緩和といった物理現象

を利用しさまざまな画像を作り出していきます。それぞれ

の画像は生体内のプロトンの状態をCTなどとは違ったコン

トラストで画像化しています。 

 画像の成り立ち、意味を知ることは画像の読影力に大き

く影響します。しっかりと理解してください。 

 当会では２月３月で MRI総論としまして、MRIの原理から

画像の成り立ち、高速撮像技術など行う予定です。みなさ

んどうぞ参加ください。 

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１回 西神戸 Imaging Assist Conference」のご案内 

 
 

第１０８回「 Basic MRI 」のお知らせ 
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＊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 
 

 

 

 

今回は「肘」がテーマです。 

日常よくある小児の撮影の紹介と解剖から疾患、撮影法

をお話しいただきます。一般撮影についてより深く学んで

いきましょう。多くの方々の参加をお待ちしています。 

内 容： 新人発表 

「当院でよくある小児X線撮影」  

姫路赤十字病院 牛尾 直暉 

「肘関節解剖・疾患と撮影法の基礎」 

             一般撮影勉強会世話人 村上 徹 

日 時： 令和２年２月２８日（金）１９：００～ 

                    （受付１８：３０より予定） 

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） 
 

 

 

 

皆さまにおかれましては益々のご清祥こととお慶び申し上

げます。 

さて、本会はその名が示す通り放射線治療の一歩先の未

来を見据えた、先進的な内容をみなさまと共有すべく発

足しました。今回は、明日の業務に生かしていただける内

容として、頭頸部 IMRT における Contour の実演や、治療

計画装置の Scripting をはじめとする最新情報の紹介。ま

た、最新の AI（artificial intelligence）に関する研究を、京都

大学の中村光宏先生をお招きしてご講演いただくことにし

ております。多数の皆様のご参加を心よりお待ちしておりま

す。  

日 時： 令和２年３月１４日（土）１３：００〜１６：３０ 

場 所： TKP神戸三宮カンファレンスセンター ５F  

ホール５A 

参加対象： 放射線技師・医学物理士・医師など 

参加費： １，０００円 

【プログラム】 

情報提供 Eclipse Scripting API・VARIAN最新ｱｯﾌﾟﾃﾞー ﾄ情報 

株式会社バリアンメディカルシステムズ 杉原 誠治 先生 

Scriptingの実例 

兵庫県立粒子線医療センター 放射線物理科 

壽賀 正城 先生 

本当に使える⁉Auto Contouring 

～Atlas based segmentationの現状～ 

神戸大学医学部附属病院 放射線腫瘍科 

椋本 成俊 先生 

 頭頸部癌 IMRTの輪郭形成（Eclipse実機による同時ﾃﾞﾓﾝ

ｽﾄﾚｰｼｮﾝあり）   兵庫県立がんセンター 放射線治療科 

部長 太田  陽介 先生 

宮崎 秀一郎 先生 

特別講演 

放射線治療分野におけるAIの利活用 

 京都大学大学院医学研究科 准教授 中村 光宏 先生 

連絡先： 兵庫県立尼崎総合医療センター放射線部  

西出 泰久 TEL ０６-６４８０-７０００ 

              ＭＡＩＬ： y-nishide@umin.ac.jp 
 

 

 

 

テーマ： 表在性軟部腫瘤を診る 

日 時： 令和２年３月１９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 

今回は、表在性軟部腫瘤に注目していきます。 

日常検査では比較的よく見かけるものの、種類も多く様々

な病変を形成し、その診断は容易ではありません。いざ撮

影！となると考えてしまうこともあるのでは？ 

そこで、軟部組織の描出に優れるＭＲＩ・エコー検査におい

て、注目するポイントなどを勉強していきましょう。 

内容・講師 

第３２３回はりまＣＴ研究会のご案内 

 

第２６回一般撮影勉強会のお知らせ 

 

第２回兵庫の放射線治療の未来をかたる会 
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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 

 

「エコーでみる軟部腫瘤（仮）」 

              明舞中央病院 岡田 陽子 技師 

「ＭＲＩで診る軟部腫瘤（仮）」 

             明石市立市民病院 中村 規 技師 

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 
 

 

 

 

 

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 
 

 

≪ 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 

○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 

○聖隷淡路病院 

所在地 淡路市夢舞台１-１ 

求人内容  正規職員 

○神戸博愛病院 

所在地 神戸市中央区元町通７丁目１-１７ 

求人内容  パート職員 

○入江病院 

所在地 姫路市飾磨区英賀春日町２丁目２５ 

求人内容  正規職員 

○姫路中央病院 

所在地 姫路市飾磨区三宅２丁目３６番地 

求人内容  正規職員 

○兵庫県健康財団 

所在地 神戸市兵庫区荒田町２丁目１-１２ 

求人内容  正規職員 

○緑駿病院 

所在地 小野市匠台７２-１ 

求人内容  正規職員 

○西宮すなご医療福祉センター 

所在地 西宮市武庫川町２-９ 

求人内容  パート職員 

○隈病院 

所在地 神戸市中央区下山手通８丁目２-３５ 

求人内容  正規職員 

○兵庫県立こども病院 

所在地 神戸市中央区港島南町１丁目６-７ 

求人内容  レジデント・会計年度任用職員 

○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 

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。 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x8479094&id=YN5286x8479094&q=%e8%81%96%e9%9a%b7%e6%b7%a1%e8%b7%af%e7%97%85%e9%99%a2&name=%e8%81%96%e9%9a%b7%e6%b7%a1%e8%b7%af%e7%97%85%e9%99%a2&cp=34.56938171386719%7e135.0169677734375&ppois=34.56938171386719_135.0169677734375_%e8%81%96%e9%9a%b7%e6%b7%a1%e8%b7%af%e7%97%85%e9%99%a2&FORM=SNAPST
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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 

＊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。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 < ２月スケジュール > 

 

 

 

 

 

２/１ （土） 第１１回放射線安全管理測定研修会 

２/２ （日） ハイキング同好会２月例会 

２/３ （月）  

２/４ （火）  

２/５ （水） 臨床画像研究会-若葉会-第１１４回定例会 

２/６ （木）  

２/７ （金）  

２/８ （土） 
第１５９回大阪胃腸会（銀杏会） 

第２回イメージングぴぁ 

２/９ （日） 近畿地域診療放射線技師会 学術大会 

２/１０ （月）  

２/１１ （火） 第３回医療機関に於ける放射線管理研修会 

２/１２ （水） 第３１６回神戸頭部研究会 

２/１３ （木） 
第９１回西播画像研究会 

第２回胃部Ｘ線読影勉強会 

第１回西神戸 Imaging Assist Conference 

２/１４ （金）  

２/１５ （土）  

２/１６ （日） ハイキング同好会２月例会 

２/１７ （月）  

２/１８ （火）  

２/１９ （水）  

２/２０ （木）  

２/２１ （金） 神戸西支部 第１４１回こうべ胃検診の会 

２/２２ （土） 
第８回兵庫県放射線技師会読影セミナー 

第１５回兵庫県学術研修フォーラム 

２/２３ （日）  

２/２４ （月）  

２/２５ （火）  

２/２６ （水）  

２/２７ （木） 第１０８回「Basic MRI」 

２/２８ （金） 第２６回一般撮影勉強会 

２/２９ （土） 第７回放射線セミナー 

会費納入状況 （令和２年１月１０日現在） 
会 員 数 ： １，３３８名 

会費納入率 ： ８２．８８％ 

会費未納者数 ： ２２９名 
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庶 務 報 告
 

《新入会員》  吉成 大希   ＜ 西播支部 ＞   ツカザキ病院 広島国際大学 

《再入会員》  安江 博     ＜ 阪神支部 ＞   医療法人社団 森迫脳神経外科 

松本 里江子 ＜ 淡路支部 ＞   医療法人社団中正会 中林病院 

《転入会員》  山村 大輔   ＜ 淡路支部 ＞   聖隷淡路病院 ← 静岡県より 

鈴木 将矢   ＜ 東播支部 ＞   社会医療法人愛仁会 明石医療センター ← 愛媛県より 

幡本 貴彦   ＜ 丹有支部 ＞   独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院 ← 東京都より 

《転出会員》  今滝 由香   ＜神戸東支部＞   神戸大学医学部附属病院 → 大阪府へ 

《県内異動》  小関 健太   ＜ 西播支部 ＞   兵庫県立粒子線医療センター → ＜ 西播支部 ＞ 自宅 

瀧本 侑歩   ＜ 阪神支部 ＞   大阪回生病院 → ＜神戸東支部＞ 神戸労災病院 

森岡 重敏 ＜神戸西支部固定＞ 信原病院 → ＜神戸西支部固定＞ 自宅 

京谷 勉輔   ＜神戸東支部＞   神戸大学医学部附属病院 

                                          →  ＜阪神支部＞ キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

（社名変更） 令和２年１月より事業統合 

               株式会社ＡＺＥ → キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

（法人移行） 令和２年１月１日より 

医療法人松藤会 入江病院 → 社会医療法人松藤会 入江病院 

（姓名変更） 瀧本 侑歩 ＜ 阪神支部 ＞ → 須川 侑歩 ＜神戸東支部＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


