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－告示－ 

令和３・４年度 （公社）兵庫県放射線技師会 役員選挙のお知らせ 
 

 

（公社）兵庫県放射線技師会 令和３・４年度役員選挙 

                                           選挙管理委員会 委員長 宇都宮 隆 

  

役員選挙規程に基づき、令和３・４年度の役員候補の受付を下記のとおり行います。 

１． 候補者 

役員の候補者は、次のとおりとする（第１０条）。 

（１） 立候補者 

（２） 会員１０名以上の推薦する候補者 

２． 届出 

役員に立候補しようとする者、また推薦者は、委員会の定める期日までに書面をもって次の事項を届け出な

ければならない（第１１条）。 

（１） 候補者の氏名 

（２） 候補者の生年月日 

（３） 会務歴 

（４） 推薦者の氏名 

（５） 被推薦者の同意書 

（６） その他の必要事項 

３． 開票日 

令和３年６月１９日（土曜日） 

４． 届出締切 

令和３年５月１２日（水曜日）（必着） 

５． 届出先 

公益社団法人兵庫県放射線技師会 選挙管理委員会 

〒６５０-００２２  神戸市中央区元町通５丁目２番３-１０１１ 

※ 選挙結果は令和３年６月２０日（日曜日） 第１１６回通常総会にて発表致します。 
 

 
No.449 
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定款第１４条・１５条に基づき、第１１６回通常総会を下

記のとおり開催する予定です。 

総会の詳細につきましては来月のシャウカステンおよび

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。 

日 時： 令和３年６月２０日（日）１３：３０～１５：００ 

会 場： 神戸市勤労会館（４Ｆ）４０３・４０４号室  

神戸市中央区雲井通５‐１‐２ 
 

 

 

 

６月に予定しておりました第４１回支部対抗ソフトボール大

会は新型コロナウイルス感染がいまだ終息のめどが立た

ず新規患者数も増加傾向のため中止とします。参加を予

定していました皆様には心よりお詫び申し上げます。  

        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。 

 

５月パスワード 

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

 

 

 

 

「当直に役立つ頭部画像診断」 

前年度にコロナウイルスの影響により開催を見送った第

１４回臨床学術講演会を Web セミナーにて開催いたしま

す。 

テーマは「当直に役立つ頭部画像診断」とし我々診療

放射線技師が当直時に依頼される症状に対しどのような

疾患が考えられ、それに伴う画像所見について学びたい

と考えます。 

 技師講師として兵庫医科大学病院 放射線技術部 桐

木雅人技師、医師講師として同じく兵庫医科大学病院 放

射線医学教室 河中祐介医師に講演をしていただきま

す。 

 また、共催のバイエル株式会社より造影剤脳症について

および添付文書の変更についての講演を予定しておりま

す。 

日 時： 令和３年６月２５日（金）１９：００～２０：４５ 

 １８：４５より入場可 

視 聴： Zoomウェビナー 

登録方法： ５月末より兵放技 Web サイトに登録フォーム

を掲載 次号のシャウカステンにQRコードを掲載 

CT認定技師単位認定講習(Ⅱ-３)に登録予定 

兵庫県放射線技師会 学術担当理事 酒井敏行 

          MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

第１９回神戸西支部 特別講演会の報告です。 

２０２１年３月２７日（土）１５時５０分～１８時Web にて、

日立総合病院 放射線技術科 岡 裕之 先生による演目

『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～』と題しました講演にて、

第１９回神戸西支部 特別講演会を開催致しました。 

この度は COVID-１９の感染拡大を避けるため、引き続

きZoomを用いたWebでの研修会となりました。兵庫県放

射線技師会の学術委員と管理士部会の皆様のご協力の

お陰で円滑に研修会を行うことが出来ました。 

参加登録者数は３０９名、当日参加者数は２３６名で、

第１４回臨床学術講演会のお知らせ 

 

第１９回神戸西支部 特別講演会 

WEB開催（報告） 

 
 

－会告－ 

第１１６回通常総会のお知らせ 

 
 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 
 

第４１回支部対抗ソフトボール大会 

中止のお知らせ 
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全国から多くの方がご参加下さいました。ご参加下さいま

した皆様、ありがとうございました。 

今後も皆様が興味を持っていただけるテーマを取り上

げて参ります。これからもご参加くださいますようよろしくお

願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

報告者： 神戸西支部 支部長 高井 夏樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回研究会 

テーマ： 「新型コロナウイルス感染症について」 

日 時： 令和３年５月２８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。 

【視聴登録URL】 

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

x4goART0Ssxgr-5nqRYQ 

【ミーティング ID】 ９２４ ６７８３ １６５１ 

【パスコード】 ９３４０２６ 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-１９）が中国武漢で発

見されてから既に１年半が経過しました。最近では複数の

ウイルス変異株の感染拡大が新たな問題となり、COVID-

１９対策がまだまだ続くことが予想されます。 

今後は COVID-１９に対する診療と並行して、COVID-１９

罹患歴のある患者に対する種々の検査も行われていくこ

とになります。 

今回の研究会は COVID-１９罹患歴のある患者の MRI・RI

画像における知見と、一般病院・高度救命センターにおけ

る COVID-１９対応について報告し今後の COVID-１９診療

を考える会としました。 

明日からの診療に役立つ知識になりますので、奮ってご参

加ください。 

1． 「COVID-１９ パンデミックにおけるMRIの役割」 

三菱神戸病院 山田 達也 

2． 「新型コロナウイルス感染症と戦う  

～RI検査と新型コロナウイルス感染症～」 

神戸市立医療センター 中央市民病院 鈴木 順一 

３． 「１００年に１度の脅威に挑む！ 

Covid ｰ１９に対する当院の取り組み」 

神戸赤十字病院 松田 智史 

４． 「救命救急センターにおけるCOVID-１９対策」 

りんくう総合医療センター 近藤 幹大 

 問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一 

TEL ０７８-２３１-６００６ 

 

 

 

 

第２２回NTRT（全国X線撮影読影研究会）in 兵庫大会

のご案内です。 

２０２１年６月５日（土）・６日（日）の２日間、神戸大学医

学部附属病院のシスメ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

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

め、各都道府県での開催は１回だけで、このたびやっと兵

庫県に順番が回ってきました。 

しかし、COVID-１９の影響を受け昨年から２回の延期を

余儀なくされてしまいまいた。まだ予断の許されない状況

が続いております。 

医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

 

全国Ｘ線撮影読影研究会 

NTRT in 兵庫 開催のご案内 
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そこでこの度は現地参加と Web 参加のハイブリッド式で

の研修会となりました。 

 現地参加は１００人限定（３００人収容の会場）と、Web

参加５００人となります。 

事前登録が出来ていない方は、ご入場できません。 

現地参加では感染拡大防止対策を徹底して行います

ので、マスク着用でのご来場をお願い致します。 

 現地参加とWebでの参加は添付のQRコードにてご登録

をお願い致します。 

プログラムの詳細は、NTRT検索にて、全国X線撮影技

術読影研究会のホームページ 

（http://ntrt-ntrt.wixsite.com/ntrt）で御案内致しており

ます。 

日 時： 令和３年６月５日（土）９：５０～１７：５０ 

（受付 ９：２０～） 

６月６日（日）９：３０～１３：００ 

研修会会場： 神戸大学医学附属病院 

シスメックスホール ３F 

〒６５０-００１７ 神戸市中央区楠町７丁目５番１号      

TEL ０７８-３８２-５１１１（代表） 

＊会場での飲食は禁止です。 

昼食は、各自でよろしくお願い致します。 

参加申し込みおよび問い合わせ先： 

現地参加（限定１００名）以下のQRコードにて登録（会場と

感染症対策の観点で「先着１００名」とさせていただきま

す） 

 

現地参加費： ２，０００円 

（※当日参加登録は受け付けません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web参加（限定５００名）以下のQRコードにて登録 

Web参加費： １，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは下記メールアドレスへよろしくお願いし

ます。 

第２２回NTRT全国X線撮影技術読影研究会兵大会： 

ntrt.hyogo@gmail.com 

NTRT研究会ホームページ： 

http://ntrt-ntrt.wixsite.com/ntrt 

日本救急撮影技師認定機構 

１日ごとにつき２ポイント 

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（０７８-６７１-７７０５） 

      神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

現地参加登録 

Web参加登録 
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春薫る清々しい季節となりましたが、新型コロナウイルスの

猛威は止まらず、市中での影響は徐々に拡大し、より注意

が必要な状況が増えてまいりました。医療に従事するもの

として、少しでも早く事態収束に向かうよう様々な場面で感

染予防に尽力してゆきたく思います。さて、対面式定例会

が出来ない中、世話人一同なんとか頑張って!! 進めてお

ります「はがきで定例会」のお知らせです。今回は脳血管

障害の症状を来したまれな症例を取り上げました。画像検

査では特徴的な所見があったり無かったり…しかし、他検

査で詳しく調べてみると全身的な症状も見つかり、診断に

至った例でした。脳血管障害と鑑別しなければならない疾

患も数多くありますが、画像だけの判断でなく病態から症

状を知っておくことも重要ですね。今回はちょっと難解です

が細胞レベルの傷害が原因の症例です。皆様、ご一緒に

考えてみましょう!! また、大好評の!? 世話人数珠つなぎ

も是非御覧くださいね。⇐詳しくは研究会HPまで 

どうぞよろしくお願いします。           田上 修二 

 

 

 

『心臓・大血管』に重点をおいた当研究会ですが、今回は

胸部大動脈イメージングをテーマに心臓・大血管MRIの知

識をさらに深めたいと考えています。特別講演には東京女

子医科大学画像診断学・核医学講座准教授の長尾 充

展先生に臨床においてのご講演をお願いしております。 

日 時： 令和３年６月１２日（土）１４：００～１７：００ 

会 場： オンライン開催（ZOOMウェビナー） 

（下記 URL もしくは二次元コードよりご参加登録して下さい。

登録完了後、視聴用URLが記載されたメールが送信され

ます） 

https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_TNl4cE_AT

XusZodlqxRDUQ 

  当日は１３：５０頃より入室可能 

参加費： 無料 

『胸部大動脈イメージング』 

総合司会 加古川中央市民病院 中間 康夫 

【テクニカルレクチャー】１４：０５～１４：３０ 

『シーメンスの最新心臓MR撮像技術』 

   シーメンスヘルスケア株式会社 境 龍二 先生 

【臨床講演】１４：３０～１５：４５   

『当院における胸部大動脈領域のMRI』 

加古川中央市民病院 田中 康晴 技師 

『４D Flow MRIによる血流流体解析の基礎と 

大動脈疾患における応用』 

株式会社Cardio Flow Design 宮崎 翔平 先生 

【特別講演】１６：００～１７：００   

『３テスラMRIはハートのエース』 

東京女子医科大学 画像診断学・核医学講座准教授  

長尾 充展 先生 

問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘（MR室） 

 TEL ０７９４-８８-８８００  

MAIL： yoshihiro.gotoh@yahoo.co.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 

○兵庫県立西宮病院 

所在地 西宮市六湛寺町１３-９ 
求人内容 会計年度任用職員 

○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 

○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 

○城南多胡病院 

所在地 姫路市本町１６５  
求人内容 パート職員 

神戸頭部研究会からのお知らせ 

第９回心血管MR画像研究会のご案内 
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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 

 

○兵庫県立淡路医療センター 

所在地 洲本市塩屋１丁目１-１３７ 
求人内容 会計年度任用職員 

○兵庫県立粒子線医療センター 

所在地 たつの市新宮町光都１丁目２-１  
求人内容 パート職員 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 
 

< ５月スケジュール > 

 

 

         < ６月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/２４ （月）  

５/２５ （火）  

５/２６ （水）  

５/２７ （木）  

５/２８ （金） 医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

５/２９ （土）  

５/３０ （日）  

５/３１ （月）  

６/１ （火）  

６/２ （水）  

６/３ （木）  

６/４ （金）  

６/５ （土） 全国X線撮影読影研究会 NTRT in 兵庫 

６/６ （日） 全国X線撮影読影研究会 NTRT in 兵庫 

６/７ （月）  

６/８ （火）  

６/９ （水）  

６/１０ （木）  

６/１１ （金）  

６/１２ （土） 第９回心血管MR画像研究会 

６/１３ （日）  

６/１４ （月）  

６/１５ （火）  

６/１６ （水）  

６/１７ （木）  

６/１８ （金）  

６/１９ （土）  

６/２０ （日） 兵庫県放射線技師会 第１１６回通常総会 

６/２１ （月）  

６/２２ （火）  

６/２３ （水）  

６/２４ （木）  

６/２５ （金） 第１４回臨床学術講演会 

６/２６ （土）  

６/２７ （日）  

６/２８ （月）  

６/２９ （火）  

６/３０ （水）  

会費納入状況 （令和３年４月１６日現在） 

会 員 数 ： １，２３０名 

会費納入率 ： ０．８１％ 

会費未納者数 ： １，２２０名 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


