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令和２年度の診療放射線技師給与の動向に関する調査

を実施致します。 

本調査は、日本診療放射線技師会が定期的に実施して

いることから、医療機関での処遇決定にも極めて重要な

役割を果たしてきております。 

お忙しい中、大変恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解の

上、多くの皆様のご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願

い申し上げます。 

調査期間： 令和２年１０月１日(木)～１１月３０日(月) 

生涯学習カウント： 社会活動１０カウント付与 

詳 細： http://www.jart.jp/activity/kyuuyo2020.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月３日（祝日） 兵庫県の最高峰「氷ノ山」に登りません

か。氷ノ山は、ブナ林の紅葉、ドウダンツツジの真っ赤な葉

が楽しめます。 

集合： 三ノ宮駅南、三ノ宮東急ＲＥＩホテル前 午前７：００ 

    ＪＲ加古川駅北側７：３０ 

登山： 福定登山口～氷ノ山越～頂上 

～東尾根～国際スキー場 

 

持ち物： 弁当 水（１ℓ） 防寒具 雨具 等 

歩行時間： 約７時間 

問い合わせ： 赤松 曉  TEL 090-4904-4407 
 

 

 

 

～台風中止による振替え開催～ 

※令和２年１０月１０日(土)開催は台風の為中止いたしま

した。 

※ご迷惑をおかけすることとなり申し訳ございませんでし

た。 

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

案内お願いいたします。 

なお、３密を回避する等の感染症対策をとらせていただ

きますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。 

日 時： 令和２年１１月２８日(土）１３：３０～１８：３０（目安）  

内 容： １． エチケット・コミュニケーション講座  ３０分  

２． 医療安全講座  60分   

３． 感染対策講座  60分   

４． 教育関連講座  120分   

            ・救急撮像ABC 

            ・胸部、気管支解剖講座 

５． 放射線技師会の紹介、入会案内 

場 所： 宮野医療器株式会社 大倉山別館 ６階ホール 

       神戸市中央区楠町２丁目３-１ 

日本診療放射線技師会 

給与実態調査のお願い 

 
 

組織委員会 

フレッシャーズセミナーのご案内 

 
 

厚生委員会 

ハイキング同好会の１１月例会 
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       神戸市営地下鉄大倉山駅 西出口③すぐ 

受講料： 無料   

お申込： ※前回お申込みいただいた方も、再度お申込

みいただきますようお願いいたします 

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 

※お申込開始は１１月上旬を予定しております 

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 

TEL ０７８-３０２-４３２１ ＭＡＩＬ： y.oka1o1o@gmail.com 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年３月１１日に医療法施行規則の一部を改正する

省令が公布され、今年の４月１日に施行されました。この

ことから、エックス線装置などを備える全ての病院・診療

所は「医療放射線安全管理責任者」を配置すること、医療

放射線の安全管理のための指針を策定すること、医療放

射線に係る安全管理のための職員研修の実施、さらに保

有する装置により、医療被ばくの線量管理・線量記録が求

められます。「医療放射線安全管理責任者」は条件付き

ながら診療放射線技師も対象とされたことから日放技で

は責任者を育成するための講習会を随時行っています。

今回は兵庫県で新型コロナウイルス対策を講じた上で医

療放射線安全管理責任者講習会を開催します。万障繰り

合わせの上、多数のご参加をお待ちしています。 

日 時： 令和２年１２月６日（日）９：４０～１７：１０（予定） 

場 所： 神戸大学医学部附属病院 シスメックスホール 

会 費： 会員３，０００円  非会員１０，０００円 

定 員： １００名 

（新型コロナウイルス感染症の対策を講じた上で

の定員となります。） 

内 容（予定）： 

１． 医療法施行規則一部改正の経緯と 

日本診療放射線技師会の取り組み 

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 

４． 正当化とリスク、放射線障害への対応 

５． 被ばく線量の最適化と DRL 

６． 線量の記録 

７． 患者への説明 

８． 医療放射線の安全管理における 

放射線機器管理士の役割 

９． 医療被ばく低減施設認定  

＊お問い合わせ （申し込み方法は事前登録制） 

公益社団法人日本診療放射線技師会  

TEL ０３-５４０５-３６１２ 

インターネットのトップページから http://www.jart.jp/ 

 

 

 

 

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 

「 momiji 」 
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

医療放射線安全管理責任者講習会 

の開催について 

 
 

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 
 

masay
四角形
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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 
 

 

 

 

前回の第１回目の web セミナーにご参加いただいた方々

にお礼を申し上げます。役員としても初めてのことでしたが、

無事開催でき、少し胸をなで下ろしているところです。 

今後も会員の皆様ファーストの精神を忘れずに勉強会な

どを開催していきたいと思っております。今後ともよろしくお

願い致します。 

さて、第２回目のwebセミナーの日程が決まりましたので、

お知らせいたします。 

今回もたくさんの方と一緒に学び、情報・思いなど共有した

いと思います。 

内 容： 今回の勉強会は、「救急」にターゲティングしまし

た。「救急」と一言にいっても、我々診療放射線技師の役

割は、多岐に渡るものです。特に施設が変わると、流れや

役割が全く異なるものです。そういった点も含め、「救急」

を様々な観点から見ていきたいと思っております。 

施設も一つに絞らず、「兵庫医科大学病院」「尼崎中央病

院」「県立西宮病院」の３施設からの講演を予定しておりま

す。 

この機会に、皆様と「救急」ついて、いろいろなことを学び・

共有できればと思います。 

質疑応答では、堅苦しくせず、ざっくばらんに色々な話が

出来ればと思っております。 

日 時： 令和２年１１月２５日１８：３０～１９：３０ 

会 費： 無料 

プログラム： 

１、支部長挨拶 

２、「救急での技師の役割 ～基礎編～」 

     兵庫医科大学病院 放射線技術部 藤川 慶太 

  「ルーキー必見 ～救急撮CT撮影のポイント～」 

       尼崎中央病院 画像診断部門 野間本 剛士 

  「西宮病院の救急医療について」 

           県立西宮病院 放射線科 唐渡 久恵 

下記の google formの URLよりご登録し、ご参加していた

だきますようよろしくお願い致します。 

Zoomミーティングの URLは google formの登録の際にお

知らせいたします。また勉強会が近づきましたら、ご登録

のメールアドレスにもZoomミーティングのURLを送信させ

ていただきます。 

また当日は、下記日時にZoomに接続し、ご参加ください。

（１０分前から開場致します） 

Googleform： 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcBvX

QmPAkVHzwOMBS7MtkbUb4simaIqkPyW4s2mqG52CL

w/viewform?usp=sf_link 

問合せ：尼崎総合医療センター 放射線部 阿部大佑 

MAIL: daisukeabe1230@gmail.com 

        尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田照哲 

MAIL: teruaki_kamata@yahoo.co.jp 

 

 

 

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

令和２年度 第２回阪神支部 

webセミナーのお知らせ 

 
 

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 

 

ります。２０２０年度診療報酬改定では冠動脈造影 CT の

適正化が求められる様になりました。今後は安定冠動脈

疾患に対する適切な治療がより強く求められるようになる

と考えられます。 

 今回は安定冠動脈疾患に対する待機的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。

Zoom ウェビナーでの研究会となりますので、ふるってご参

加ください。 

１． 「安定冠動脈疾患に対する心エコー図検査」 

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． 「安定冠動脈疾患に対するCT検査」 

～形態診断から機能評価へ～ 

りんくう総合医療センター 診療放射線技師 近藤 幹大 

３． 「安定冠動脈疾患に対する RI検査」 

～RI未経験者にも知ってほしい心筋シンチ essential～ 

 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． 「安定冠動脈疾患に対する PCI」 

～虚血評価による適正な PCI～ 

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 

 

 

 

日毎に秋が深まる季節となりました。澄み切った秋空はと

っても清々しいですが、コロナ禍の状況は変わらず、感染

対策には日々最善を尽くされておられることと思われます。

収束にはまだまだ時間を要しそうですが、気を引き締め尽

力してゆきたく考えています。 

さて、頭研「はがきで定例会」はいかがでしょうか～？意見

交換や様々な情報もお伺いしたいのですが、皆様と顔を

合わすことができず、本当に残念でして・・・。それを踏ま

えまして、今後 WEB 定例会も検討中です!! 準備が整い

次第ご報告致しますね。 

今回はMR画像にみられた「ん、所見!?なんやろ」を取り上

げております。たくさんの画像をみて経験を積んでゆきまし

ょうね。本症例の詳細は研究会ホームページにも掲載さ

れますので、「画像のみかた」を是非チェックして下さい。

どうぞよろしくお願い致します。         （田上修二） 

 

≪ 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 

○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 

○神戸アドベンチスト病院 

所在地 神戸市北区有野台８丁目４番１号 
求人内容  有期常勤（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日） 

○河合医院 

所在地 神戸市兵庫区上沢通７丁目２-６ 
求人内容 正規職員 

 

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

神戸頭部研究会からのお知らせ 
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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。 

 

◎ 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  

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 

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、お願い致します。 

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

ございませんが、ご了承頂きますようお願い致します。 

※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

技師会より再請求の予定となっておりますので、そちらを

ご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 < １１月スケジュール > 

 

 

< １２月スケジュール > 
 

 

 

１１/１ （日）  

１１/２ （月）  

１１/３ （火） ハイキング同好会11月例会 

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） 第２回阪神支部webセミナー 

１１/２６ （木）  

１１/２７ （金）  

１１/２８ （土） フレッシャーズセミナー 

１１/２９ （日）  

１１/３０ （月）  

１２/６ （日） 医療放射線安全管理責任者講習会 

会費納入状況 （令和２年１０月１６日現在） 

会 員 数 ： １，３１０名 

会費納入率 ： ６９．８５％ 

会費未納者数 ： ３９５名 


