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第１１３回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告
令和２年３月２２日(日)１３：３０より第１１３回通常総会が執り行われた。
開催予定であった神戸市勤労会館が新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和２年３月３日（火）から３月２５日
（水）まで閉鎖されたため急遽開催場所を兵庫県民会館（神戸市中央区下山手通４丁目１６-３）へ変更し執り行わ
れました。
今総会では下記についての審議があった。
１．令和２年度事業計画（案）
２．令和２年度予算（案）
３．その他
後藤会長による会長挨拶の後、第１号議案 「令和２年度事業計画案」、第２号議案 「令和２年度予算案」 の説明
があった。
出席状況は会員数 1,３４４名中、出席者数１５名、委任状提出者数７１２名、計７２７名であった。
１・２号議案は全員賛成にて可決された。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、総会後研修会も中止となり出席者も少ない異例の総会となりましたが、
質疑では感染対策の啓発や学術大会の質問・要望など活発な意見交換がなされた。
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厚生委員会
フットサル同好会活動報告
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ます。
お問い合わせ： 兵庫県立姫路循環器病センター
厚生理事 小田 敏彦 TEL ０７９-２９３-３１３１

厚生委員会
第３０回新入会員歓迎交流会 開催のお知らせ

フットサル同好会による初回の練習を、３月７日土曜日１５
時から、サン神戸フットサルガーデン（コストコ横）で行いま
した。放射線技師とその他の職種の方とで２８名の参加が
ありました。いろいろと混沌とした世の中ですが、いやなこ
とも吹き飛ばすように激しくプレーしました。
ゲーム形式で休憩時間もなく２時間、ケガ人もなく終える
ことができました。
次回、春以降に行う予定ですので、HP などをご覧いただ
きご参加ください。

新入会員の歓迎と会員相互の交流を深めることを目的に
開催します。職場の新人や若手技師をお誘いあわせいた
だき、多くの会員の参加を待ちしています。
日 時： 令和２年６月１３日（土）１８：００～２１：００
（１７時４５分集合）
場 所： 大蔵海岸ＢＢＱ ＺＡＺＡＺＡ
お問い合わせ： 兵庫県立加古川医療センター 原
TEL ０７９-４９７-７０００
兵庫県立姫路循環器病センター 小田
TEL ０７９-２９３-３１３１

情報委員会
会員専用サイトへのログインパスワード
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。

厚生委員会
第４０回支部対抗ソフトボール大会のお知らせ
４月パスワード

支部対抗ソフトボール大会を開催します。多くの会員の参
加をお待ちしています。
日 時： 令和２年５月３１日（日）９時集合
９時３０分開会式
場 所： 丹波篠山総合スポーツセンター
丹波篠山市郡家４５１-４
TEL ０７９-５５２-８６８１
天気が悪い場合は前日（３０日土曜日）２１時３０分頃に開
催するかどうかホームページでお知らせしますので確認
をお願いします。各支部には担当者にメールでお知らせし

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

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
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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
ミナーで胸部 X 線/CT についてご講演されており、RADIO
紹介「技師会に輝く新星」に掲載する原稿を募集中です。
GRAPHICA でも執筆されている先生です。読影がとても難
氏名・生年月日・出身校・所属支部・勤務先・抱負・趣味と
しい胸部を詳細かつ分かりやすく解説して下さいます。
写真を下記アドレスまで送信して下さい。
≪講師：岡先生からのメッセージ≫
「胸部に始まって、胸部に終わる」新人時代に先輩技師
MAIL： hyogoradiotech@gmail.com
より教えていただいた言葉。胸部の奥深さに“ラジグラ”を
運営して再確認をさせられた言葉でした。
神戸西支部
今 MDCT の目覚ましい発展がある中、日常業務で胸部
単純 X 線異常影から CT 精密検査に移行することが多く
第１４３回こうべ胃検診の会
なり、それぞれの明確な臨床的役割が明確になっていま
神戸西支部では、２０２０年度も月に一度胃部 X 線撮影勉
す。
強会を開催（基本第３金曜日）いたします。
しかし、モダリティが違うことで別の画像として扱ってしま
皆様のご参加をお待ちしております。
うケースがあります。胸部単純 X 線と胸部 CT 検査の連携
日 時： 令和２年４月１７日（金）１８：００～
ができれば最良の検査ができたことになると考えています。
（健康財団へのすべての通用口は、１７時３０分以降入場
今回のこのような機会をいただけたのでこの連携（単純 X
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
線・CT）について、異常陰影像から考えられる CT 画像の
記までご連絡ください。）
連想・疾患を紹介できたらと思っています。
場 所： 公益財団法人 兵庫県健康財団（荒田町）３階
皆様、お誘い合わせの上ご参加下さい。
特別会議室
（神戸西支部 支部長 高井 夏樹）
内 容： 症例検討
内 容： X 線撮影・CT
参加費： 会員無料・非会員１００円
〈〈 講演 〉〉座長：神戸大学医学部附属病院 山本 慶彦
問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾
（題目）『 胸部単純 X 線から CT 検査に繋げる読影力
放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０
～ラジグラから分かった胸部の面白さ～ 』
（講師）日立総合病院 放射線技術科 岡 裕之 先生
日 時： 令和２年５月１５日（金）
第３０回技師のひろば
受付開始 １８：３０～
～東西会～ （ご案内）
講演開催 １８：５０～２０：４０
会 場： 神戸市立 六甲道勤労センター（５階 大会議室）
※注意 ： 会場が変更となりました。※
神戸市灘区深田町４丁目１-３９
新型コロナウイルスにより開催が変更する場合がございま
TEL ０７８-８４１-１７１１
す。兵庫県放射線技師会のホームページをご確認の上、
最寄り駅： 六甲道駅
ご参加をお願い致します。
講演への参加費： （カラー資料付き）
皆様のお蔭で、東西会は第３０回を迎えることができま
会員５００円 非会員１，０００円
した。御礼申し上げます。
学生無料（要学生証） 他職種５００円
今回は、『 胸部単純 X 線から CT 検査に繋げる読影力
お問い合わせ先：
～ラジグラから分かった胸部の面白さ～ 』と題しまして研
・甲南病院（０７８-８５１-２１６１）
修会を行います。
神戸東支部 支部長 井本 正彦
このたびは、茨城県の日立総合病院 放射線技術科の
・三菱神戸病院（０７８-６７２-２６１０）
岡 裕之 先生に御教授いただきます。
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
岡先生は、JART 学術大会 in 山口のブラッシュアップセ
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今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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）

第２７回一般撮影勉強会中止のお知らせ
平素より一般撮影勉強会にご参加いただきありがとうござ
います。
４月２４日（金）の第２７回一般撮影勉強会は新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点より開催中止とさせていただ
きます。
楽しみにされていた皆様、関係者の皆様には多大なご迷
惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。
今後の開催につきましてはシャウカステン、兵庫県放射線
技師会ＨＰにて告知致します。
お問い合わせ：
加古川中央市民病院 放射線室 東元・中間
〒６７５-８６１１ 加古川市加古川町本町４３９番地
TEL ０７９-４５１-５５００（代表）

第２３回兵庫県 MRI テクニカルカンファレンス
延期連絡

【中止・延期】臨床画像研究会－若葉会－
第１１５回定例会のご案内

日 時： 令和２年４月２５日（土）１５：００～１８：００
場 所： エーザイ（株） 神戸コミュニケーションオフィス
感染拡大防止の観点から、皆様の健康を考え、この度は
延期とします。
＜テーマ＞
MR 骨盤撮像のチェックポイントで８月以降に予定します
問い合わせ先： 北播磨総合医療センター
TEL ０７９４-８８-８８００ MR 室
後藤 吉弘 MAIL: yoshihirogotoh@yahoo.co.jp

令和２年４月２０日（月）１９時００分～北播磨総合医療セ
ンターで開催予定の、臨床画像研究会－若葉会－第１１
５回定例会は、新型コロナウィルス(COVID-１９)による感
染拡大の影響により中止し延期する運びとなりました。
延期しました第１１５回定例会の開催時期については、今
後の状況を踏まえて判断することになりますので、詳細が
決定次第、随時シャウカステンまたは県技師会ホームペ
ージ等でお知らせ致します。
皆様には、ご心配をおかけしており申し訳ありません。皆
様におかれましても、健康にお気を付けいただき、再開し
た際にはぜひ皆様と一緒に学んでいけたらと考えていま
す。

大阪胃腸会（銀杏会）からのお知らせ
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。前回は新型コロナウイルス感染拡大予防
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のため急遽開催を中止致しました。直前のご案内が行き
会 費： 会員・会員以外５００円
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、 連絡先： 吉田病院 放射線科 森 勇樹
紙面をお借りしまして深くお詫び申し上げます。さて、次回、
TEL ０７８-５７６-２７７３
４月開催の定例会も中止とさせていただきます。今後も、
感染拡大の状況により開催の有無を検討し、ご案内します。
全国Ｘ線撮影読影研究会
また、昨年度も１０月、悪天候により、急遽開催を中止しま
NTRT in 兵庫 開催のご案内
したが、今後も、そのような場合、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
※ 注意 ：開催日の変更のお知らせ ※
ご確認ください。宜しくお願い致します。
新型コロナウイルスの影響のため、開催日が変更となり
代表世話人 ＮＰＯ精管構胃がんＸ線検診指導講師
ました。
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
今後も新型コロナウイルスにより開催が変更する場合が
お問い合わせ： 大阪府信用金庫健康保険組合
ございますので、兵庫県放射線技師会のホームページを
担当 中園 直幸 TEL ０６-６９４２-７０７１
ご確認の上、ご参加をお願い致します。
＊お電話での、お問い合わせは１５：００～１６：００にお願
第２２回 NTRT（全国 X 線撮影読影研究会）in 兵庫大会
い致します。
のご案内です。
H P： http://www.osaka-ichokai.com
令和２年８月１５日（土）・１６日（日）の２日間、神戸大学
ＭＡＩＬ： info@osaka-ichokai.com
医学部附属病院のシスメティックスホールにて開催され
ます。
全国から X 線撮影の匠が集結し、骨関節撮影の最新の
第 317 回神戸頭部研究会のお知らせ
テクニックと読影について学ぶことが出来る研究会です。
NTRT は１年に２回、全都道府県を舞台に開催されるた
春風が心地よくなり、新緑の葉が茂る季節となりましたが、
め、各都道府県での開催は１回だけで、このたびやっと兵
新型コロナウイルス感染症の拡大もあり、各施設では日々
庫県に順番が回ってきました。
の状況変化に入念な対応や対策に追われご尽力されて
１５日（土）の夜には情報交換会もあり、研修会の会場で
いることと拝察いたします。早期収束に向け出来ることを
は質問できなかったことや、さらに詳しく聞きたいこと、他
努力してゆきたく思っております。
の撮影部位についてなど直接講師に質問をして解答を頂
さて先月、中止となりました定例会を下記の要項で行いま
くことが出来ます。
す。状況により開催の有無を案内はがき、もしくは技師会
参加者も全国から多数参加され、多くの方と繋がり意見
ホームページにてお知らせ致しますので、どうぞ宜しくお
交換が出来ます。
願いします。（田上修二）
お誘い合わせの上、どなたでもご来場下さい。
題 目： 基礎から学ぶ!!
プログラムの詳細と事前登録は、NTRT 検索にて、全国
Seri．「とことん解剖」～大脳の見え方、機能について その２
X線撮影技術読影研究会-NTRT-Wix.com
のホームペー
たつの市民病院 医療技術部 診療検査課 前田 圭人
ジで御案内しています。
Seri．「とことん読影」～横断面からのアプローチ
※当日参加登録も受付致しますが、当日の混雑緩和のた
１０-２０mm もり沢山の症例で!!
め事前登録にご協力を宜しくお願い致します。
吉田病院 放射線科 森 勇樹
日 時： 令和２年８月１５日（土）９：５０～１７：４０
Seri．「こんな症例ありました」
（受付９：２０～）
日 時： 令和２年４月８日（水）１９：００～２１：００
８月１６日（日）９：１０～１３：４５
会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室
研修会会場： 神戸大学医学部附属病院
（JR 兵庫駅北）TEL ０７８-５７６-０９８１
シスメックスホール３F
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〒６５０-００１７ 神戸市中央区楠町７丁目５番１号
○兵庫県立こども病院
TEL ０７８-３８２-５１１１（大代表）
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
懇親会会場： 神戸チサンホテル
〒６５０-００２７ 兵庫県神戸市中央区中町通２-３-１
○私立稲美中央病院
TEL ０７８-３４１-８１１１
所在地 加古郡稲美町国安１２８６-２３
研修会参加費： 一般 ２，０００円
求人内容 正規職員
養成校学生 無料（要学生証）
○聖隷淡路病院
情報交換会参加費： 一律５，０００円
所在地 淡路市夢舞台１-１
昼食は、各自お弁当等のご用意をよろしくお願い致しま
求人内容 正規職員
す。
※ ポイント申請のため、技師会カードをご持参ください。
○兵庫県立リハビリテーション中央病院
日本救急撮影技師認定機構 １日ごとにつき２ポイント
所在地 神戸市西区曙町１０７０
求人内容 任期付職員
日本放射線技師会生涯教育ポイント
お問い合わせ： 三菱神戸病院（０７８-６７２-２６１０）
【 兵庫県放射線技師会事務所について 】
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
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。

≪ 求人情報 ≫

会費納入状況 （令和２年３月１３日現在）

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで

会 員 数 ： １，３４４名
会 費 納 入 率 ： ９１．２９％
会費未納者数 ： １１７名

○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
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< ４月スケジュール >
４/１

（水）

４/２

（木）

４/３

（金）

４/４

（土）

４/５

（日）

４/６

（月）

４/７

（火）

４/８

（水）

４/９

（木）

４/１０

（金）

４/１１

（土）

４/１２

（日）

４/１３

（月）

４/１４

（火）

４/１５

（水）

４/１６

（木）

４/１７

（金）

４/１８

（土）

４/１９

（日）

４/２０

（月）

４/２１

（火）

４/２２

（水）

４/２３

（木）

４/２４

（金）

４/２５

（土）

４/２６

（日）

４/２７

（月）

４/２８

（火）

４/２９

（水）

４/３０

（木）

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。
第３１７回神戸頭部研究会

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。）
神戸西支部 第１４３回こうべ胃検診の会

◎ 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
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庶務報告
《転入会員》
国澤 クルミ ＜神戸東支部＞
江本 裕樹 ＜ 阪神支部 ＞
《転出会員》
近藤 幹大 ＜神戸西支部＞
松下 朋弘 ＜ 阪神支部 ＞
《県内異動》
鳥居 幸祐 ＜神戸東支部＞
木下 裕一朗＜ 阪神支部 ＞
水嶋 啓太 ＜ 阪神支部 ＞
平崎 博之 ＜ 東播支部 ＞
門田 一真 ＜ 阪神支部 ＞

岡本クリニック ← 岡山県より
芦屋放射線治療クリニック のぞみ ← 山口県より
川崎病院 → 大阪府へ
独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター → 石川県へ

六甲アイランド甲南病院 → ＜神戸東支部＞ 甲南医療センター
明和病院 → ＜ 西播支部 ＞ 姫路中央病院
兵庫県立西宮病院 → ＜神戸東支部＞ 甲南医療センター
自宅 → ＜ 東播支部 ＞ 医療法人社団栄宏会 栄宏会小野病院
西宮渡辺心臓・血管センター
→ ＜ 西播支部 ＞ 医療法人光寿会 城陽江尻病院
神田 雄祐 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター → ＜神戸西支部＞ 自宅
廣島 桜
＜神戸西支部＞ 自宅 → ＜神戸西支部＞ 川崎病院
濱田 辰也 ＜ 但馬支部 ＞ 公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター → ＜ 但馬支部 ＞ 自宅

8

