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－告示－ 

令和３年４年度 （公社）兵庫県放射線技師会 役員選挙について 
 

 

公益社団法人 兵庫県放射線技師会 令和３年・４年度役員選挙 

                                           選挙管理委員長 宇都宮 隆 

今回の役員選挙について、役員立候補の受付を令和３年５月１２日に締め切りましたが、役員選挙規程第１０条 

１項の立候補の届け出がなく、同１０条２項に基づく候補者の届け出が定数通りありましたので、下記の通り信任 

投票を行います。別紙投票用紙に記入し、返信用封筒を利用の上ご返信下さい。 

記 

１． 投票締切日   令和３年６月１６日（水） 必着 

２． 開 票 日    令和３年６月１９日（土） 

３． 候 補 者 

役 職 氏  名 会  務  歴 所        属 

理 事 後藤 吉弘 現 会長 北播磨総合医療センター 

理 事 半蔀 英敏 現 副会長 明舞中央病院 

理 事 中野 大 現 副会長 神戸市立医療センター西市民病院 

理 事 松崎 博貴 現 理事 服部病院 

理 事 山本 敏志 現 理事 神戸労災病院 

理 事 岩見 守人 現 理事 姫路赤十字病院 

理 事 小田 敏彦 現 理事 県立姫路循環器病センター 

理 事 水口 健二郎 現 理事 県立西宮病院 

理 事 前田 勝彦 前 支部長 兵庫医科大学病院 

理 事 阪本 正行 現 理事 市立芦屋病院 

理 事 酒井 敏行 現 理事 兵庫医科大学病院 

理 事 内藤 祐介 現 理事 大久保病院 

理 事 岡田 雄基 現 理事 神戸市立医療センター中央市民病院 

理 事 神澤 匡数 現 理事 神戸大学医学部附属病院 

理 事 曽宮 雄一郎 現 委員 神戸大学医学部附属病院 
監 事 有元 直史 現 監事 六甲アイランド甲南病院 

監 事 後藤 博 現 監事 市立芦屋病院 
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定款第１４条・１５条に基づき、第１１６回通常総会を下

記のとおり開催いたします。 

総会の詳細につきましては同封します議案書をご参照下

さい。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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 

 

このような状況の中、会員の皆様のご意見をいただく機会

が非常に少なくなりました。 

ご意見・ご質問がございましたら、下記のメールアドレスで

受け付けていますので、 

お聞かせください。 

ＭＡＩＬ： hyogoradiotech@gmail.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。 

 

 

６月パスワード 

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

 

 

 
 

 

 

 

皆様方には益々御清祥のこととお慶び申し上げます。 

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１

４回臨床学術講演会 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。                   

日 時： 令和３年６月２５日（金）１９：００～２０：４５ 

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。兵庫県放射線技師会Web サイトからも登録が可能

です。） 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PYO-R

_R-SGGmFw2dasq7aw 

参加費： 無料      

プログラム 

開会挨拶 １９：００～１９：０５  

（公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

情報提供 １９：０５～１９：２０    

「イオプロミド製品紹介」 バイエル薬品㈱ 

講演Ⅰ １９：２０～１９：５０    

「 脳梗塞のサインを見落とすな！ 

治療戦略のための CT・MRI 」 

兵庫医科大学病院 放射線技術部 桐木 雅人 先生 

特別講演 １９：５０～２０：３０   

「 症状から考える、当直時に役立つ頭部画像診断 」 

   兵庫医科大学 放射線医学教室 河中 佑介 先生 

閉会挨拶 ２０：３０～２０：３５   

第１１６回通常総会のお知らせ 第１４回臨床学術講演会ご案内 

 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 
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 （公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏            

問い合わせ： （公社）兵庫県放射線技師会 学術担当      

兵庫医科大学病院 放射線技術部 酒井 敏行 

TEL ０７９８-４５-６２５９  

ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp  

尚、本会は技師会カウント加算及び CT 認定技師単位認

定講習(Ⅱ-３)への登録を予定しています。 

受講証明書の発行は総講演時間の２/３以上ログインして

いることを条件とさせて頂きます。 
 

 

 

 

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

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、ご協力よろしくお願いいたします。 

日 時： 令和３年７月１０日 (土）１３：３０～１９：００（目安）  

内 容： １．エチケット・マナー講座  

２．医療コミュニケーション講座 

３．医療安全講座 

４．感染対策講座 

５．気管支解剖講座 

６．被ばく低減講座 

７．放射線技師会の紹介 

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 

       神戸市営地下鉄大倉山駅 西出口３南側すぐ 

受講料： 無料   

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 

※お申込開始は６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  hart.soshiki@gmail.com 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も比較校正方法の理解を目的とした講義と測定器

による実習を京都府で行います。皆様の施設にある校正

線量計がありましたら持参ください。 

尚、校正台数は申し込み順に２５台とします。近年申し

込みが増加しておりますので早期の登録をお願いします。

また、当日校正する測定器の順番はこちらで決めさせて

いただきます。参加費は無料です。 

日 時： 令和３年８月７日（土）１０：００～１５：００ 

場 所： 京都医療科学大学 １号館２階 現地集合 

   こちらから指定した時間にお越しください。 

遅延した場合は一番最後になる可能性があります。 

内 容： 校正理論に関する講義と校正実習  

５班(１班５名）に分かれて実習 

電離箱式サーベイメータの比較校正実習 

京都医療科学大学 赤澤講師 

① １０：００～１１：００ １班 ５名 

② １１：００～１２：００ ２班 ５名 

③ １２：００～１３：００ ３班 ５名 

④ １３：００～１４：００ ４班 ５名 

⑤ １４：００～１５：００ ５班 ５名 

＊各班には各自の校正時以外にもお手伝いをお願いしま

す。 

新型コロナウイルス対策のため１０時～１５時までを５班

（１班５名）に分けて校正実習を行います。事前登録をして

組織委員会 

フレッシャーズセミナーのご案内 
 

令和３年度電離箱式サーベイメータ 

比較校正実習 
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頂き、こちらで班分けをさせて頂きます。（出来れば時間

の希望を記入して下さい。：先着順に割り振りをさせて頂き

ます。） 

申し込み方法： 下記の内容を兵放技HPかMAILで連絡く

ださい（先着２５名）。 

①氏名 ②会員番号 ③所属（病院）④連絡先 ⑤メー

ルアドレス ⑥線量計タイプ 

申し込みが確定した方には後日エクセルファイルを送付し

ます。シートに記入していただき岩見までメールにて返送

をお願いします。 

兵庫県放射線技師会 事務局  

TEL ０７８-３５１-５１７２  FAX ０７８-３５１-２３０９ 

担当 姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人 

MAIL： m-iwami@himeji.jrc.or.jp   

TEL ０７９-２９４-２２５１ (３６８４) 
 

 

 

 

昨年、コロナウイルス感染拡大のため中止とした学術大

会を神戸東支部の協力のもと開催致します。つきましては、

会員の皆様の研究発表を募集します。また 日常業務の

工夫や最新装置の検討等も受け付けていますので、お気

軽にご応募下さい。 

開催は演者と少数の共同演者が集まり発表を行いWeb

配信するハイブリッドでの開催を予定していますが、その

時の感染の状況によっては集合せず Web 配信で行う場

合があることをご了承ください。 

演題募集： 一般演題 

演題募集期間： 令和３年７月１０日～８月３１日 

申込み方法： 前抄録としてワード形式 A４サイズ１枚を下

のアドレスに送ってください。抄録原稿の書式については

下記の【抄録原稿の書式】をご覧ください。  

《メール》 ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp  

日 時： 令和３年１１月２１日（日） 

場 所： 未定（神戸西支部管内）およびWeb 

【抄録原稿の書式】  

１） A４版ワープロ入力(office Word２０１０以降でお願いし

ます)。  

２） 原稿は１，０００～１，５００字程度、横書き入力。図等

がある場合は１ページに収まるよう調整してください。  

３） 余白は、上３５mm、下３０mm、右３０mm、左３０mm 

でお願いします。  

４） 本文は明朝体１０．５ptを使用し、英数字は半角times 

系(望ましい)もしくはCenturyを使用してください。  

５） 句読点は、「、」と「。」を使用。  

６） 上段に、中央揃で、題名、演者の施設、氏名（ふりが

な）を書いてください。題名のみ１２pt 太字にしてください。

(出来るだけ発表内容がわかるようにお願いします。) 

お問い合わせ：  

兵庫医科大学病院 放射線技術部 酒井 敏行 

 TEL ０７９８-４５-６２５９  

ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp  
 

 

 

 

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。 

今年度、西播支部では、医療安全と読影補助に関する懇

話会を立ち上げました。初回は、TeamsでWeb開催を致

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。     

代表世話人 前田 啓明 

日 時： 令和３年６月１９日（土）１３：３０～１７：００ 

参加費： 無料 

事前申込み： 参加証（後日に送信）・Webサイトの URLを

発行しますので、所属、氏名、アドレスを明記し 

hiroaki_maeda916@yahoo.co.jpまでお願い致します。なお

申込み〆切は、令和３年６月１３日（厳守）とさせて頂きま

す。 

－ プログラム － 

医療安全・情報提供Ⅰ １３：３０～１４：１０ 

「X線TV装置の最新安全機構の紹介」 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

関西支社 営業推進部X線装置担当 上安 悠太 氏 

読影補助・講 演Ⅰ １４：１０～１４：５０ 

「医療安全から考える読影補助の在り方」 

県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

医療安全･情報提供Ⅱ １４：５０～１５：３０ 

「胸部･腹部領域のCT検査における被ばく低減技術紹介」 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

関西支社 営業推進部CT担当 鎌田 歩 氏 

第３２回兵庫県放射線技師会学術大会 

演題募集 

 
 

西播支部 

医療安全と読影補助に関する懇話会のご案内 
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読影補助・講 演Ⅱ １５：３０～１７：００ 

「知って損はない救急疾患 -CT編-」 

社会医療法人愛仁会 高槻病院 渡辺 博也 技師 

【認定ポイント予定】 

日本X線CT専門技師認定機構３単位 

肺がんCT検診認定機構５単位 

日本診療放射線技師会 ポイント付与 

問合せ： 県立こども病院 前田 啓明まで 

TEL ０７８-９４５-７３００ 

 

 

 

 

※ Ｗｅｂのみでの開催に変更 

※ 開始時間の変更 

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ティ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できる研究会です。 

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

儀なくされてきました。 

そこでこの度はWeb参加のみでの研修会となりました。 

Ｗｅｂ参加は、５００人となります。参加のご登録は添付の

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”での検索にて、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）でも御案内致しており

ます。 

日 時： 令和３年６月５日（土）一日目 

Ｗｅｂ接続開始 １１：００ 

開催時間    １１：２０～１７：００ 

令和３年６月６日（日）二日目 

Ｗｅｂ接続開始 ９：１０ 

開催時間     ９：２０～１３：００ 

研修会会場 ：Ｗｅｂ 

昼食時間は設けていませんので、各自でご対応をお願い

致します。 

参加申し込みおよび問い合わせ先： 

Ｗｅｂ参加（限定５００名）以下のQRコードにて登録 

Ｗｅｂ参加費： 一律 １，０００円  

（ご登録はＰｅａｔｅｘを使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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庫大会： 

MAIL： 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  

 

【６月５日（土）】 

１１：００～ Web接続開始（ご案内スライド） 

１１：２０～ 研修会の運用説明 

（司会 三菱神戸病院 高井 夏樹） 

１１：３０～ 

開催の挨拶 全国X線撮影技術読影研究会 

（NTRT）代表世話人 市川 秀男 

 歓迎の挨拶  兵庫県放射線技師会会長 後藤 吉弘 

 

講演１ １１：４０～１３：００（７０分質疑応答１０分） 

座長： 増田 豊 

≪岐阜ワークショップ≫ 

リウマチの概論 松波総合病院 小寺 史浩 

リウマチの実践評価 松波総合病院 寺倉 正祥 

骨折(外力の作用方向による分類)圧迫骨折 

               大垣市民病院 浅野 友希 

裂離骨折 まつながファミリークリニック 大岩 研  

全国Ｘ線撮影読影研究会 

NTRT in 兵庫 開催のご案内 

 
 

Web 参加登
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捻転骨折 郡上市民病院 中野 雄太 

陥没骨折 山内ホスピタル 金森 誠 

屈曲骨折 山内ホスピタル 竹中 将 

剪断骨折 岐阜病院 増田 豊 

講演２ １３：１０～１３：５５（４０分質疑応答５分） 

座長： 大川 剛史 

X線撮影が変わる  

大阪ハイテクノロジー専門学校 安藤 英次 

講演３ １４：００～１４：３５（３０分質疑応答５分） 

座長： 安藤 英次 

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 岩井 良太 

講演４ １４：４０～１５：１５（３０分質疑応答５分） 

座長： 羽田 安孝 

股関節 ～低エネルギー外傷時のアプローチ～ 

       野瀬病院 伊藤 寿之 

講演５ １５：２０～１６：０５（４０分質疑応答５分） 

座長： 萩野 英俊 

医療経営とリスクマネジメントにおける撮影技術  

グローバルヘルスコンサルティング 筑後 孝夫 

講演６ １６：１０～１６：５５（４０分質疑応答５分） 

座長： 日下 亜起子 

教科書技術本に掲載されていない“患者さんに優しい”

撮影法撮影技術 尼崎総合医療センター 矢野 雅昭 

１７：００ 初日 終了挨拶 

【６月６日（日）】 

９：１０～ Ｗｅｂ接続開始（ご案内スライド） 

９：２０～ 研修会の運用説明 

（司会 三菱神戸病院 高井 夏樹） 

講演７  ９：３０～１０：１５（４０分質疑応答５分） 

座長： 辻井 貴雄 

一般撮影にエコーをプラスして楽しんで活用しよう！！ 

四万十大正診療所 大川 剛史 

講演８ １０：２０～１０：５５（３０分質疑応答５分） 

座長： 中川 英之 

肩関節X線撮影 下田メディカルセンター 鈴木 義曜 

講演９ １１：００～１１：４５（４０分質疑応答５分） 

座長：川端 潤 

胸部 FPD 撮影における最適線質９０kV，Cu フィルタの

標準化   京都医療科学大学名誉教授 小田 敍弘 

講演１０ １１：５０～１２：０５（１５分） 

新しい撮影法・補助具の募集案内 

三菱神戸病院 高井 夏樹 

講演１１ １２：１０～１２：５５（４０分質疑応答５分） 

座長： 原 正和 

胸部画像読影の実践 NTRT代表世話人 市川 秀男 

１３：００～ 閉会の挨拶  

NTRT全国X線撮影技術読影研究会 

 副代表世話人 矢野 雅昭 

主催： NTRT全国X線撮影技術読影研究会 

後援： 公益社団法人 日本診療放射線技師会 

     公益社団法人 兵庫県放射線技師会 

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 

 

 

 

『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 

第９回心血管MR画像研究会のご案内 
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【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 
 

 

 

入梅とともにしとしとと雨が続いていますが、今季は長引く

予報のようですね。早く夏が来ないかと空を毎日見上げて

おります。変異ウィルスによる市中感染が確認され、感染

の拡大がますます警戒されるようになりました。４０-５０歳

台の我々の世代、若年でも重症化することや、自覚症状

なく検査をして肺炎が判明するなど、今後高齢者への感

染拡大にも大きな注意を計らう必要があると知らされてお

ります。気を引き締め徹底した感染防止対策を講じて

日々の業務に精一杯取り組みたく思っています。さて、し

っかりと板に付いてまいりました!?「はがきで定例会」はい

かがでしょうか。６月の症例は、特に患者さんからの訴え

や症状など無く、しばしば偶発的に見つかるケースの多い

疾患を取り上げました。更にそれには、何度も繰り返す出

血、脳の様々な部位に出現するなどの特徴も兼ね備えて

おり、形態的には以前、定例会でも行ったことのある、第４

の「頭蓋内のまるいもの」に仲間入り…? 益々謎が深まっ

てまいりましたね!! 今回も非常に興味ある症例となってお

ります。案内ハガキに掲載される画像をご覧いただき、考

えてみてくださいね。続きの詳細は頭研HPまでアクセスを

よろしくお願いします!!               田上 修二 
 

 

 

「PHILIPS最新情報」  

株式会社フィリップス・ジャパン  

講師： MRI モダリティースペシャリスト 松本 淳也 

 「MRI Introduction 〜冒険（MR検査）の扉〜」 

株式会社フィリップス・ジャパン 

講師： MRIアプリケーションスペシャリスト 中澤 優輔 

第１１１回Basic MRIはフィリップスのお二人に「PHILIPS最

新情報」と「MRI Itroduction」についてお話しいただきます。 

日 時： 令和３年６月２６日（土）１４：００～１５：３０ 

               Web開催（事前登録必要） 

日々MRI 検査を施行されている技師の皆様に理解して

いただきたいMRIの原理をわかりやすくかみ砕いてお話を

させていただきます。 

CT と MRI では画像診断分野の中で何が違うのか、MRI

装置に人体が入った時になぜ MRI 信号が発生するのか、

体内でプロトンがどのような挙動をしているのか代表的な

撮像方法を用いながら説明します。また、MRI 信号を画像

化する上で理解していただきたい k-space や代表的なコ

ントラストであるT１、T２とは何かについて実際のMRI画像

を見ていただきながら解説をしていきます。 

今回Basic MRIは事前登録が必要です。（先着１００名） 

第１１１回Basic MRI 

このウェビナーに事前登録する： 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lb-Ro4

lYT2i052bwHDyjrA 

ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きま

す。 

QRコードからもご登録できます。 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点は下記にお問い合わせください 

ＭＡＩＬ： hattori_hp_x_ray_matsuzaki@yahoo.co.jp  松崎 
 

 

 

 

向暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

さて、第２９回兵庫放射線治療研究会を下記の通り開催

いたします。今回のテーマは、「放射線治療施設における

第２９回兵庫放射線治療研究会のご案内 

 

神戸頭部研究会からのお知らせ 

 

第１１１回Basic MRI 
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新たな取り組み」とし、前半は患者サービス向上のための

取り組みについて講演いただきます。後半は、技術的アッ

プデートについて議論できればと思います。前回に引き続

き Web 開催ですので、お誘い合わせのうえ、気軽にご参

加いただきますよう宜しくお願いいたします。 

日 時： 令和３年７月２日（金）１８：３０～２０：３０ 

会 場： Zoomを用いたWebinar形式 

https://zoom.us/webinar/register/WN_41e9rKCbS6Wd

bxHEefMO1w 

ウェビナーID：９３８９７４９８８５６  パスコード ８４５０２３ 

 

 

 

 

 

備 考： 上記URL又はQRコードから事前申し込みをお願

いいたします。 

プログラム 

１８：３０～１８：３５ 開会挨拶  宝塚市立病院 岡田 亘 

１８：３５～１８：５５ 「リアルタイムアンケート！放射線治療

における患者サービス―現状と向かうべき方向性につい

てー」              宝塚市立病院 田ノ岡 征雄 

１８：５５～１９：２０ 「当院における患者サービス向上のた

めの取り組みについて～リラックスして高品質な治療を受

けていただくために～」   宝塚市立病院 柴田 真佑里 

--５分休憩-- 

１９：２５～１９：５５ 「ハイドロゲルスペーサを用いた前立

腺がん放射線治療」   兵庫医科大学病院 石田 敏久 

１９：５５～２０：１５ 「１５分でざっくり理解する不確かさ」 

 日立製作所 藪田 和利 

２０：１５～ 閉会挨拶 

兵庫放射線治療研究会 代表 西出 泰久 

次回予告 次回担当世話人より 

担当世話人 宝塚市立病院 岡田 亘 

関西労災病院 樽谷 和雄 

        兵庫医科大学病院 酒井 敏行、石田 敏久 

            三田市民病院 山田 祐史 
 

 

 

日 時： 令和３年８月２１日(土) １１：００～１２：００ 

開催形式： web開催（Zoomウェビナー) 

内容・講師 

昨年からの新型コロナウイルスの影響により、見合わせ

ておりました定例会を、本年度よりweb形式を用いて開催

したいと思います。当会Web開催が初回ということもあり開

催時間、曜日の変更しておりますのでご注意下さい。 

講演内容は、以前の講演内容からブラッシュアップと神

戸大学医学部附属病院に導入された最新ＭＲＩとなってお

ります。 

事前登録制となっております。また参加費は無料となりま

す。 

症例施設 

「心臓MRI：Cine MRIの撮影断面を中心に」  

         王子会神戸循環器クリニック 大西 宏之 

「最新GE社製MRIの技術と臨床」  

        神戸大学医学部附属病院 西谷 竜也 

下記の URLかQRコードより、参加登録してください。 

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。宜しくお願い致します。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7XBj1

s3gTlucY4uOFYkKnw 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：   

王子会神戸循環器クリニック 放射線技術科 大西 宏之 

               MAIL： h0801ohnishi@gmail.com 
 

 

≪ 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 

○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 

○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MRの会のお知らせ 
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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。 

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 

【 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 

○ツカザキ病院 

所在地 姫路市網干区和久６８-１  

求人内容 正規職員 

○兵庫県立姫路循環器病センター 

所在地 姫路市西庄甲５２０  

求人内容 会計年度任用職員 

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。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入状況 （令和３年５月１４日現在） 
会 員 数 ： １，２３４名 

会費納入率 ： １４．７５％ 

会費未納者数 ： １，０５２名 
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         < ６月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          < ７月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

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） 西播支部 医療安全と読影補助に関する懇話会 

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） 第１１１回Basic MRI 

６/２７ （日）  

６/２８ （月）  

６/２９ （火）  

６/３０ （水）  

７/１ （木）  

７/２ （金） 第２９回兵庫放射線治療研究会 

７/３ （土）  

７/４ （日）  

７/５ （月）  

７/６ （火）  

７/７ （水）  

７/８ （木）  

７/９ （金）  

７/１０ （土） フレッシャーズセミナー 

７/１１ （日）  

７/１２ （月）  

７/１３ （火）  

７/１４ （水）  

７/１５ （木）  

７/１６ （金）  

７/１７ （土）  

７/１８ （日）  

７/１９ （月）  

７/２０ （火）  

７/２１ （水）  

７/２２ （木）  

７/２３ （金）  

７/２４ （土）  

７/２５ （日）  

７/２６ （月）  

７/２７ （火）  

７/２８ （水）  

７/２９ （木）  

７/３０ （金）  

７/３１ （土）  


