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兵放技ニュース

No.441
電離箱式サーベイメータ及びファントムの
貸し出し方法について

第７回放射線セミナー
「食道がんの診断と治療 –update-」

兵庫県放射線技師会の事業として行っている電離箱式
サーベイメータの貸し出し方法を一部変更します。従来の
貸し出し方法に加え、郵送での貸し出しを追加します。多く
の施設でご利用いただきたいと思います。
変更日： 令和２年９月１日（火）１０：００～
貸し出し方法
従来の方法： 技師会事務所で電離箱式サーベイメータ
とファントムを受け取り、後日返却していただく。
郵送での方法：
１． 技師会事務所に電話し、郵送を希望する。
２． 電離箱サーベイメータ及びファントムの郵送先をメ
ールする。（事務所から貸し出し先へ着払いで郵
送します。）
３． 返却時は技師会事務所まで郵送（壊れ物として届
出）をお願いします。
（郵送費は貸し出し先の施設がお支払いください。）
＊郵送費は兵庫県内では２，０００円～３，０００円/回ほ
どになる予定です。（地域により郵送費が異なります。ご理
解をお願いします。）
また、郵送での方法を追加したことにより、電離箱式サー
ベイメータの物損の保険にも加入しております。（故障した
場合は速やかに連絡をお願いします。）
お問い合わせ：
兵庫県放射線技師会 事務局
TEL ０７８-３５１-５１７２ FAX ０７８-３５１-２３０９
MAIL： hart@tiara.ocn.ne.jp
管理士委員会担当
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

昨年度、開催が２度にわたり延期になっていた第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。
今回のセミナーは現地会場の入場を８０名程度に抑え
ております。もちろん現地での受講は可能ですが市民の方
が優先となりますことをご了承ください。会員の方々には
Web による受講をお願いいたしたく存じます。
Web での視聴方法は９月中に兵庫県放射線技師会 HP
に掲載いたします。
日 時： 令和２年１０月３１日(土)１４：００～１７：００
（開場１３：３０）
会 場： 兵庫県民会館 １１階 バルテホール
〒６５０-００１１兵庫県神戸市中央区下山手通４-１６-１３
TEL ０７８-３２１-２１３１
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
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
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山本 佳宣 先生
会を延期することとなりました。楽しみにされていた方には、
講演４） 「食道がんの手術」
大変申し訳なく感じております。この場をお借りして、お詫
姫路赤十字病院上部消化管外科部長 信久 徹治 先生
び申し上げます。
講演５） 「食道がんの放射線治療の現状と今後の展望」
COVID-19 の感染が落ち着きましたら、改めて開催をさせ
神戸大学放射線癌科 特命講師 宮脇 大輔 先生
ていただく所存です。しばらくの間、お時間いただきます様、
共催： 兵庫県がん診療連携協議会 兵庫県放射線医会
よろしくお願いします。
兵庫県放射線技師会
情報委員会
お問い合わせ： 兵庫医科大学病院 放射線技術部
TEL ０７９８-４５-６２５９
会員専用サイトへのログインパスワード
学術担当 酒井敏行
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
MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
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
第３０回新入会員歓迎交流会
に関する情報も掲載しています。
中止のお知らせ
「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月は延期となり、１０月に開催を検討してまいりましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大の終息の目途も経たず、
未だに感染患者数が増加傾向のため今年度は新人歓迎
交流会を中止とさせていただきます。参加を予定していた
だいた会員の皆さまにはご迷惑をおかけします。今後とも
技師会活動にご協力をお願いいたします。
厚生理事 小田 敏彦

９月パスワード

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

播間 利光氏 瑞宝双光章受章
のご報告及び祝賀会延期のお知らせ
残暑の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上
げます。
このたび、平成１３年に兵庫県放射線技師会理事就任、
そして平成１５年から平成２５年まで５期１０年間会長職、
また日本診療放射線技師会地域理事・副会長を歴任され
た播間利光氏（医療法人社団 健裕会 中谷病院勤務）に、
多年にわたる放射線医療技術の発展ならびに兵庫県民
に対する保健医療の向上に貢献された功績に対して、令
和２年春、栄誉ある「瑞宝双光章」が授与されました 。
そこで、公益社団法人兵庫県放射線技師会会長後藤吉
弘を代表発起人とし、令和２年１１月７日（土）に ANA クラ
ウンプラザホテル神戸にて、受章祝賀会を開催予定でし
たが、最近の COVID-19 感染拡大により、ご出席いただけ
る皆様の安全確保が非常に難しい状況となりました。誠に
残念でありますが、発起人でいろいろ検討した結果、祝賀

広報委員会
「技師会に輝く新星」 原稿の募集
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
第１４３回こうべ胃検診の会
胃部X 線撮影勉強会を開催（基本第３金曜日）いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
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尚、４月に行われる予定でありました第１４３回こうべ胃検
お願いいたします。
診の会はコロナの為延期となりました。９月の勉強会が第
なお、３密を回避する等の感染症対策をとらせていただ
１４３回となります。
きますので、ご協力よろしくお願いいたします。
日 時： 令和２年９月１８日（金）１８：００～
日 時： 令和２年１０月１０日 (土）１３：３０～１８：３０（目安）
※コロナ対策の為、マスク着用で参加下さい。
内 容： １. エチケット・コミュニケーション講座 ３０分
また、お手数ですが参加人数把握の為、参加される方は、
２. 医療安全講座 ６０分
必ず前もって下記までご連絡ください。
３. 感染対策講座 ６０分
場 所： 公益財団法人 兵庫県健康財団（荒田町）３階
４. 教育関連講座 １２０分
特別会議室
・救急撮像 ABC
内 容： 症例検討
・胸部、気管支解剖講座
参加費： 会員無料・非会員１００円
５. 放射線技師会の紹介、入会案内
問合せ： 兵庫県健康財団 惠美 省吾
場 所： 宮野医療器株式会社 大倉山別館 ６階ホール
放射線課直通 ＴＥＬ ０７８-５７９-１４２０
神戸市中央区楠町２丁目３-１
神戸市営地下鉄大倉山駅南側すぐ
受講料： 無料
神戸頭部研究会からのお知らせ
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
日本各地で最高気温を更新し、猛烈な暑さが続いた８月
※お申込開始は９月上旬を予定しております
でしたが、この中でマスク着用や入念な手指衛生、頻繁な
問合せ： 神戸市立医療センター中央市民病院
換気作業など生活の中で新コロナ感染対策は大変でした。
放射線技術部 岡田雄基
今後も更に、感染拡大防止のため努力してゆきたく思って
TEL ０７８-３０２-４３２１ ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com
おります。
さて、頭研も休会が続いておりますが、「はがきで定例会」
は元気で進行中です!! 皆様、見ていただいてますか～？
今回は頭蓋内の「丸いもの!?」を取り上げております。画像
所見、症状などからじっくり疾患を考えてゆきたく思います。
本症例の詳細は研究会ホームページに掲載されますの
で、「画像のみかた」を是非チェックして下さいね。どうぞよ
ろしくお願い致します。
（田上修二）

組織委員会
フレッシャーズセミナーのご案内
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。御施設の新任職員、
若手職員の皆様に是非ご参加いただきますよう、ご案内
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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。
※ご注意ください！
既にお送りしています会費納入票は利用期限が過ぎて
おりますので使用できません。会費未納の方は、９月に日
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。

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
○高田上谷病院
所在地 西宮市山口町上山口４丁目２６-１４
求人内容 正規職員

会費納入状況 （令和２年８月１４日現在）
会 員 数 ： １，３０４名
会 費 納 入 率 ： ６１．１２％
会費未納者数 ： ５０７名

○順心淡路病院
所在地 淡路市大町下６６-１
求人内容 正規職員
○独立行政法人地域医療機能推進機構 近畿四国地区病院
求人内容 正規職員
受付期間 ９/６まで

庶 務 報 告

○神戸朝日病院
所在地 神戸市長田区房王寺町３丁目５-２５
求人内容 正規職員

《新入会員》
橋本 祐樹 ＜ 西播支部 ＞ 姫路愛和病院
神戸総合医療専門学校
原 巧
＜ 淡路支部 ＞ 聖隷淡路病院
大阪物療大学
平野 駿太 ＜神戸東支部＞
京都医療科学大学

○公立宍粟総合病院
所在地 宍粟市山崎町鹿沢９３
求人内容 正規職員
受付期間 ９/１１まで

【 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。スムー
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< ９月スケジュール >
９/１
９/２
９/３
９/４
９/５
９/６
９/７
９/８
９/９
９/１０
９/１１
９/１２
９/１３
９/１４
９/１５
９/１６
９/１７
９/１８
９/１９
９/２０
９/２１
９/２２
９/２３
９/２４
９/２５
９/２６
９/２７
９/２８
９/２９
９/３０
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< １０月スケジュール >

（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 神戸西支部 第１４３回こうべ胃検診の会
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

１０/１
１０/２
１０/３
１０/４
１０/５
１０/６
１０/７
１０/８
１０/９
１０/１０
１０/１１
１０/１２
１０/１３
１０/１４
１０/１５
１０/１６
１０/１７
１０/１８
１０/１９
１０/２０
１０/２１
１０/２２
１０/２３
１０/２４
１０/２５
１０/２６
１０/２７
１０/２８
１０/２９
１０/３０
１０/３１
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（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） フレッシャーズセミナー
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 第７回放射線セミナー
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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
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