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－会告－ 

第１１５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条・１５条に基づき第１１５回通常総会を下記の通り開催致します。 

総会の詳細につきましては同封いたします議案書をご参照下さい。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ少人数での開催を予定しています。委任状

での参加にご協力ください。 

また、欠席される場合にも委任状の提出をお願いいたします。 

 

記 

 

日 時： 令和３年３月２１日（日）１３：３０～１５：００ 

会 場：神戸市勤労会館（３Ｆ）３０８号室 神戸市中央区雲井通５-１-２ 

最新の情報はホームページでご確認ください。 
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総会後研修として zoomによるwebinarを開催します。（総

会は会場で行いますが、研修会は webinar の視聴のみと

なります。） 

兵庫県放射線技師会では会員の学術の研鑽を目的に事

業を展開しておりますが、昨年より新型コロナウイルスが蔓

延し、技師会事業にも影響を及ぼしています。そのため今

後の技師会の方向性について後藤会長にご講演いただき

ます。また、理事会では昨年より円滑な事業の展開をめざ

し、web 会議・webinar の推進を進めてまいりました。今回

は兵庫県放射線技師会が推奨するteamsを使用したweb

会議について企画担当の曽宮理事にもご講演いただきま

す。会員の皆様方におかれましては、多数の御視聴を賜

りますようお願い申し上げます。 

日 時： 令和３年３月２１日（日）１５：３０～１６：３０ 

①「TEAMSを使用したweb会議の始め方」 

兵庫県放射線技師会 企画担当理事 曽宮 雄一郎 

②「新たなる挑戦への一歩 技師会の方向性について」 

兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

申し込み方法： 事前登録制となっております。 

下記の QR コードから申し込んでいただくか URLからアドレ

スの登録（視聴）をお願いします。 

 

https://us02web.zoom.us/j/82959335972?pwd=WHd

1R2lvNXNwcnZLRXpJVEg0cW10UT09  

    ウェビナーID：829 5933 5972 

    パスコード：066477 

  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 

 

 

 

 

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。 

 

 

３月パスワード 

「 vaccine 」 
兵庫県放射線技師会HP 

http://www.hyogo-rt.org/ 

 

 

 

 

 

 

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。今回は原子力災害の対応についての研修会を

web開催します。 

日 時： 令和３年３月１４日（日）１３：００～１７：００ 

募集人数： １００人（定員になりましたら締め切ります。） 

参加費： 会員・非会員無料 

１３：００～１３：１５ 

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 

１３：１５～１６：００ 

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 

第１３回原子力災害医療研修会 

 

総会後研修会（WEB）のお知らせ 

 

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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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 西岡 武則 

４ 「避難退域時検査等及び除染について」 

「放射線測定装置の使用方法及び測定方法」 

公財 原子力安全技術センター 宮武 秀男 

５ 放射線サーベイについての現状理解 

（福島県での取り組み）  

（公社） 兵庫県放射線技師会 中村 真善 

１６：００～１６：３０ 

「ＧＭサーベイメータの使用方法とタイベックスーツの着脱

方法」     （公社） 兵庫県放射線技師会 細岡 裕之 

１６：３０～ 

閉会挨拶   関西広域連合 広域防災局広域企画課長 

 髙﨑 和則   

（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏 

申し込み方法： 事前登録制  

下記の QR コードから申し込んでいただくか登録用アドレス

から登録をお願いします。 

 

            

            

     

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ypS0P

Ky2RhyyDV7VrUcvhA 

 

事前登録され web 視聴された方には、兵庫県放射線技

師会より修了書と放射線管理士部会活動の出席証明書を

PDFで取得出来るようにさせていただきます。 

日本放射線技師会生涯教育カウントの申請中です。 

お問い合わせ： 

    兵庫県放射線技師会 管理士委員会 

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 
 

 

 

 

新型コロナウィルスワクチン接種の準備が進むなか、引き

続き感染拡大の対策として Web（Zoom）にて下記のとおり

勉強会を開催させていただきます。 

年度末の多忙の時期ではございますが、多くの皆様の参

加お待ちしております。 

日 時： 令和３年３月２５日（木）１８：３０～１９：３０ 

会 費： 無料 

内 容： 

Cat phantomで測定した不変性試験項目の１年間の検討（仮） 

西脇市立西脇病院 放射線部 中村 恭平 

人工膝関節(TKA) Ｘ線撮影攻略テクニック 

明石市立市民病院 放射線技術課 岩井 良太 

より良いマンモグラフィをとるために  

～過去画像から改善点を探す～ 

兵庫県立がんセンター 放射線部 小柴 茉亜莉 

申込方法：下記URLもしくはQRコードの申込フォームから

必要事項を入力していただき、３月２１日（日）までにお申

し込みください。 

申込いただいた方には、後日、招待 URL を送信させてい

ただきます。 

https://forms.gle/5io6DVpYYZSyU2bj8 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先： 県立がんセンター 放射線部 小橋一輝 

MAIL：  kobashi1107@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

今回の神戸西支部の特別講演会は、「胸部単純X線か

らCT検査に繋げる読影力～“ラジグラ”から分かった胸部

の面白さ～」と題しまして研修会を行います。 

このたびは、茨城県の日立総合病院 放射線技術科の 

岡 裕之 先生に御教授いただきます。 

 岡先生は、JART学術大会 in 山口のブラッシュアップセ

ミナーで胸部X線/CTについてご講演されており、RADIO 

東播支部 

第１７１回東播支部勉強会のご案内 

 
 

神戸西支部 

「神戸西支部 特別講演会」 
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GRAPHICA でも執筆されている先生です。読影がとても難

しい胸部を詳細かつ分かりやすく解説して下さいます。 

≪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

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。 

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

なり、それぞれの明確な臨床的役割が明確になっていま 

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

うケースがあります。胸部単純X線と胸部CT検査の連携

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。

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

線・CT）について、異常陰影像から考えられる CT 画像の

連想・疾患を紹介できたらと思っています。 

テーマ： 胸部X線撮影・胸部CT 

講 演          座長：こやまクリニック 田上 修二 

題 目 

「胸部単純X線からCT検査に繋げる読影力   

～“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３年３月２７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 

参加申し込み： 事前登録制 

定 員： 先着５００名 

以下の URLか添付の参加登録用QRコード にて登録 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L3Hnd

aw7RHiSDFnm68uLGQ 

日本放射線技師会生涯教育ポイント  

お問い合わせ先： 

三菱神戸病院（TEL ０７８-６７１-７７０５） 

         神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

 

 

昨年から延期させていただいておりました、第２回兵庫

の放射線治療の未来をかたる会を令和３年３月１３日（土）

１４：００より Zoom ウェビナーにて開催させていただくことと

なりましたので御案内申し上げます。 

本会は、兵庫県下の診療放射線技師・医学物理士・放

射線腫瘍医が一堂に会し、放射線治療の５年後、１０年後

を議論する会を目指しております。今回は Eclipse 

Scripting API・Auto Contouring・頭頸部 IMRTのContouring

をテーマに取り上げさせていただきました。 

参加登録は 

https://varian.zoom.us/webinar/register/WN_EuxWEZ7

aT76JsLVZbrjpLQ 

またはQRコードよりお願い致します。 

参加費は無料です。御多忙の折とは存じますが御参加い

ただければ幸いです。 

１４：００～１４：０５ 開会挨拶 

１４：０５～１４：２０ 情報提供 Eclipse Scripting API 

株式会社バリアンメディカルシステムズ 杉原 誠治 先生 

１４：２５～１５：５５ 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 

１５：００～１５：３０ 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 

１５：３５～１６：３０ 

頭頸部 IMRTにおけるContouringのポイント 

    兵庫県立がんセンター 放射線治療科 

部長 太田 陽介 先生 

    神戸低侵襲がん医療センター 放射線治療科 

宮崎 秀一郎 先生 

１６：３０～１６：３５ 閉会挨拶 

問い合わせ先： 兵庫県立がんセンター放射線部 西出迄 

MAIL： y-nishide@umin.ac.jp 

第２回兵庫の放射線治療の未来をかたる会 

https://varian.zoom.us/webinar/register/WN_EuxWEZ7aT76JsLVZbrjpLQ
https://varian.zoom.us/webinar/register/WN_EuxWEZ7aT76JsLVZbrjpLQ
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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。私設研究会イメージングぴぁ youtube チャ

ンネルで、動画をアップいたしました。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  

 

「第４回イメージングぴぁを終えて…」 

https://youtu.be/JCKe18mPtTI 

 

 

 

 

 

 

 

「読影の補助について思うこと…」 

https://youtu.be/31cv8TQKMXg 

                   

 

 

 

 
 

 

 

 

日中のほんのりした暖かさに、ようやく春の兆しを感じるよ

うになってきました。清々しい春本番はもう間近ですね!! ２

月中旬コロナ禍の中、ようやくワクチン接種が開始されまし

た。我々医療従事者が早期に行われることになり、感染

症発症の予防と共にこれからも感染拡大の防止に注力し、

医療提供体制の確保と万事対応に努めてゆきたく思って

おります。さて、順調に!?進んでおります「はがきで定例会」

３月のご案内です。今回のお題は～クモ膜下出血～。もう

回答を言ってしまいましたが… 今までにも数多く取り上げ

てきた疾患ではありますが、その要因も様々で背景にも注

意すべき点が多々あります。少し切り口を変え実例を元に

病態生理、検査、画像のみかた、治療法までの一連を広

く勉強してゆきたく考えております。是非ご覧下さいね。ま

た、お気付きの点や興味あるテーマなどございましたら、

頭研HPまでどしどしご連絡下さい。      （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 

○IHI播磨病院 

所在地 相生市旭３丁目５-１５  
求人内容 正規職員・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 

○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 

○私立稲美中央病院 

所在地 加古郡稲美町国安運上林１２８６-２３ 
求人内容 正規職員・パート職員 

○彦坂病院 

所在地 神戸市兵庫区西多聞通１丁目１-２１ 
求人内容 パート職員 

○久保整形外科クリニック 

所在地 明石市大明石町１-６-１ パピオスあかし３F 

求人内容 正規職員 

○兵庫県立西宮病院 

所在地 西宮市六湛寺町１３-９ 
求人内容 会計年度職員 

私設研究会イメージングぴぁのご案内 

神戸頭部研究会からのお知らせ 

 

https://youtu.be/JCKe18mPtTI
https://youtu.be/31cv8TQKMXg
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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 

 

○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 

○洲本伊月病院 

所在地 洲本市桑間４２８ 
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。 

事務手続き上、１１月初旬時点にて会費未納の方へは発

刊物の停止を１２月１日以降より行っております。（今月は

未納の方へは総会議案書、委任状のみ送付しておりま

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。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 < ３月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

３/１ （月）  

３/２ （火）  

３/３ （水）  

３/４ （木）  

３/５ （金）  

３/６ （土）  

３/７ （日）  

３/８ （月）  

３/９ （火）  

３/１０ （水）  

３/１１ （木）  

３/１２ （金）  

３/１３ （土） 
第５５回西播支部学術講演会 

第２回兵庫の放射線治療の未来をかたる会 

３/１４ （日） 第１３回原子力災害医療研修会 

３/１５ （月）  

３/１６ （火）  

３/１７ （水）  

３/１８ （木）  

３/１９ （金）  

３/２０ （土）  

３/２１ （日） 第１１５回兵庫県放射線技師会総会 

３/２２ （月）  

３/２３ （火）  

３/２４ （水）  

３/２５ （木） 第１７１回東播支部勉強会 

３/２６ （金）  

３/２７ （土） 神戸西支部 特別講演会 

３/２８ （日）  

３/２９ （月）  

３/３０ （火）  

３/３１ （水）  

会費納入状況 （令和３年２月１２日現在） 
会 員 数 ： １，３１７名 

会費納入率 ： ９２．１０％ 

会費未納者数 ： １０４名 


