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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。 

※兵庫県放射線技師会HPに登録フォームをアップしてお

ります。 

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 

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 

 

 

 

 

コロナ禍の状況を鑑み今年度の講習会は中止いたしま

す。実習を伴う講習会の性質上、密を避けることが困難で

あると判断いたしました。すでに精中機構のホームページ

にも掲載されており、スケジュールされていた皆様にはご

迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほどよろしくお願い

いたします。 

           組織担当理事 岡田 雄基 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

 

 

 

 

 コロナ禍の状況を鑑み今年度の賀詞交歓会は中止いた

第７回放射線セミナー 

「食道がんの診断と治療 –update-」 

 
 

組織委員会 

マンモグラフィ技術講習会 中止のお知らせ 

 
 

組織委員会 

賀詞交歓会 中止のお知らせ 
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します。飲食を伴う懇親会形式（おもにビュッフェスタイル）

での事業開催は、現時点では相応しくないと判断いたしま

した。コロナが晴れましたら再び皆様にお会いできますよう

祈念しております。どうぞご自愛のほどお願い申し上げま

す。 

組織担当理事 岡田 雄基 

（神戸市立医療センター中央市民病院） 

 

 

 

 

１１月に予定していました第６７回近畿地域放射線技師会

野球大会は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点か

ら中止となりました。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。今後ともよろしくお願いい

たします。 

厚生理事 小田 敏彦 
 

 

 

 

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。 

 

 

10月パスワード 

「 halloween 」 
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 
 

 

 

 

 

皆様のお蔭で、東西会は第３０回を迎えることができま

した。御礼申し上げます。 

新型コロナウイルスの影響を受け、Web 開催となりまし

た。今回の研修会は、“一般撮影”をテーマにした内容で

す。 

講演では、三菱神戸病院の 高井 夏樹 が、手の外科

で求められるX線撮影技術を解説させていただきます。 

＜講師メッセージ＞ 

「X 線による骨関節撮影は整形外科の進歩と共に、より

病態に合った撮影が求められるようになってきています。 

しかし、特に手の外科に関係する撮影法は、現在の教

科書等に詳しくは載っておらず、提出画像の質が技師の

技量によって大きく違っている状態にあります。 

この度は、指・拇指４方向・拇指 CM・STT・舟状骨・手根

管・有鈎骨鈎・手関節を紹介し、手の外科のエキスパート

を目指してもらいたいと思います。 

内 容： X線撮影 

〈〈 講演 〉〉 

座長：こやまクリニック 田上 修二 

（題目）「手の外科で必要なX線撮影技術」 

～本には載っていない最新の撮影法～ 

（講師）三菱神戸病院  画像技術科 主任 高井 夏樹 

日 時： 令和２年１０月１７日（土） 

開催説明 １５：５０～ 

講演開催 １６：００～１８：００ 

会 場： Web開催 （Zoomのソフトを使用） 

（※事前に必ず Zoom のソフトをパソコン・スマートフォン等

にダウンロードして下さい） 

参加費： 無料 

参加申込み： 事前登録制 

定 員： 先着１００名 

第６７回近畿地域放射線技師会野球大会 

中止のお知らせ 

 
 

第３０回技師のひろば ～ 東西会 ～ 

Web開催  （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 

 
 

広報委員会 

「技師会に輝く新星」 原稿の募集 
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以下の URLか参加登録用QRコードにて登録 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aCehy

T39RNChtvl4AT3tiQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先： 

・甲南病院（０７８-８５１-２１６１） 

      神戸東支部 支部長 井本 正彦 

・三菱神戸病院（０７８-６７２-２６１０） 

      神戸西支部 支部長 高井 夏樹 
 

 

 

 

謹啓 

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３回イメージン

グぴぁをオンライン配信で開催致します。多数の御視聴を

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 

謹白 

日 時： 令和２年１０月３０日（金）１８：３０～２０：００ 

U R L：  https://vimeo.com/458396328/e174eb1442 

参加費： 無料 

－ プログラム － 

講 演Ⅰ １８：３０～１９：００ 

『 造影検査を安全に行うために 』 

株式会社 根本杏林堂 田中 恭子 氏 

講 演Ⅱ １９：００～２０：００ 

『 造影剤の漏出事例について  

-県立病院における実態調査- 』   

兵庫県立病院放射線部門リスク管理委員会 

県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

問合せ： 県立こども病院 前田 啓明まで 

TEL ０７８-９４５-７３００ 
 

 

 

 

第八回研究会 

テーマ「亜急性期心筋梗塞（待機的PCI症例）について」 

日 時： 令和２年１１月６日（金）１９：００～２１：００ 

Zoomウェビナーを用いて開催いたします。 

下記の QRコードもしくは URLにアクセスし、事前登録をお

願いいたします。 

https://fujifilm-group.zoom.us/webinar/register/WN_Mq

YVNXDySnO4deYBedI6SQ 

   ミーティング ID:  984 6562 1851 

        パスコード：  469344 

２０１８年度の診療報酬改定に於いて安定狭心症に対

する保険算定要件が変わりました。 

従来は、安定狭心症であっても一方向からの造影で７

５％以上の狭窄が認められれば算定されましたが、新た

に機能的虚血診断が保険算定に義務づけられたことにな

ります。 

今回は待機的 PCI 症例をテーマにし、虚血診断でのテ

クニカルな話題から放射線技師として知っておくべき事な

どを考える研究会としました。 

１．超音波検査 

兵庫県災害医療センター/神戸赤十字病院  

臨床検査技師 岸本 悦子 

２．CT検査 

りんくう総合医療センター 診療放射線技師 近藤 幹大 

第３回イメージングぴぁのご案内 

 

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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【 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 

 

３．核医学検査 

神戸市立西神戸医療センター  

診療放射線技師 中島 正量 

４．IVR領域 

神戸市立医療センター中央市民病院  

診療放射線技師 吉原 宣幸 

問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一 

TEL ０７８-２３１-６００６ 

ＭＡＩＬ： j-arai＠kobe.jrc.or.jp 

 

≪ 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 

○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 

○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 

○城南多胡病院 

所在地 姫路市本町１６５番地 

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 

○滋賀県職員採用選考 

求人内容  正規職員 

  受付期間 持参 １０月１４日まで 

         郵送 １０月１２日までの消印有効 

     インターネット １０月１２日１７時まで 

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。 

 

 

 

 

 

庶 務 報 告 

 
《県内異動》  

稲垣 諒 ＜神戸西支部＞ 神戸市立医療センター西市民病院  

  → ＜神戸東支部＞ 神戸市保健所 予防衛生課 

  

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

（施設名変更）  丸尾外科医院  →  丸尾内科外科 
 

 

 

 

 

令和２年１０月３日（土）  

予定していましたが今年度は中止とします。 

 来年度は 大血管含んだ画像を企画しています。 

           北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

            ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

 

会費納入状況 （令和２年９月１１日現在） 
会 員 数 ： １，３０７名 

会費納入率 ： ６８．７８％ 

会費未納者数 ： ４０８名 

心血管画像研究会 中止のおしらせ 

 



                              兵放技ニュース           令和２年１０月１日発行 

5 

 

     < １０月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < １１月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０/１ （木）  

１０/２ （金）  

１０/３ （土）  

１０/４ （日）  

１０/５ （月）  

１０/６ （火）  

１０/７ （水）  

１０/８ （木）  

１０/９ （金）  

１０/１０ （土） フレッシャーズセミナー 

１０/１１ （日）  

１０/１２ （月）  

１０/１３ （火）  

１０/１４ （水）  

１０/１５ （木）  

１０/１６ （金）  

１０/１７ （土） 第３０回技師のひろば～東西会～（WEB開催） 

１０/１８ （日）  

１０/１９ （月）  

１０/２０ （火）  

１０/２１ （水）  

１０/２２ （木）  

１０/２３ （金）  

１０/２４ （土）  

１０/２５ （日）  

１０/２６ （月）  

１０/２７ （火）  

１０/２８ （水）  

１０/２９ （木）  

１０/３０ （金） 第３回イメージングぴぁ 

１０/３１ （土） 第７回放射線セミナー 

１１/１ （日）  

１１/２ （月）  

１１/３ （火）  

１１/４ （水）  

１１/５ （木）  

１１/６ （金） 医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

１１/７ （土）  

１１/８ （日）  

１１/９ （月）  

１１/１０ （火）  

１１/１１ （水）  

１１/１２ （木）  

１１/１３ （金）  

１１/１４ （土）  

１１/１５ （日）  

１１/１６ （月）  

１１/１７ （火）  

１１/１８ （水）  

１１/１９ （木）  

１１/２０ （金）  

１１/２１ （土）  

１１/２２ （日）  

１１/２３ （月）  

１１/２４ （火）  

１１/２５ （水）  

１１/２６ （木）  

１１/２７ （金）  

１１/２８ （土）  

１１/２９ （日）  

１１/３０ （月）  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


