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令和３年６月２０日(日)１３：３０より神戸市勤労会館にて第１１６回通常総会が執り行われ、今回も新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため縮小総会となった。 

 

議案は下記の通り。 

１．令和２年度庶務報告     

２．令和２年度事業報告   

３．令和２年度決算の承認・貸借対照表及び正味財産増減計算書等の承認について 

４．令和２年度監査報告    

５．理事及び監事の選任について 

総会に先立ち日本診療放射線技師会地域功労表彰・兵庫県放射線技師会永年在籍感謝表彰・兵庫県放射線技

師会功労表彰について、表彰の儀が執り行われた。総会では、後藤会長による会長挨拶に続き、上記の報告がな

され、審議の後、各議案について採決がなされた。１～４号議案は全員賛成をもって承認された（会員数１，２４５

名中、出席者数３０名、委任状による出席者数６３９名、計６６９名）。５号議案（その他）として、選挙管理委員会 

宇都宮委員長より役員選挙規程に基づき令和３年度、４年度の役員選挙があり、定数以上の立候補の届け出はな

く、信任投票になったことについての報告があり、その結果が示された。 開票日は６月１９日(土)、有効投票の２分

の１以上の得票により全員が信任された。新執行部による第４回臨時理事会は総会終了後開催され担当が決定し

た。 
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役 職 氏  名 担  当 

会長 後藤 吉弘  

副会長 半蔀 英敏 表彰委員会 

副会長 中野 大 管理主幹理事・事務所管理・支部連絡業務 

理 事 松崎 博貴 渉外委員会 

理 事 山本 敏志 財務委員会 

理 事 岩見 守人 管理士委員会 

理 事 小田 敏彦 厚生委員会 

理 事 水口 健二郎 情報委員会 

理 事 前田 勝彦 学術大会特別委員会 

理 事 阪本 正行 広報委員会 

理 事 酒井 敏行 学術委員会 

理 事 内藤 祐介 生涯学習委員会・教育委員会 

理 事 岡田 雄基 組織委員会 

理 事 神澤 匡数 総務委員会 

理 事 曽宮 雄一郎 企画委員会・学術大会特別委員会 

監 事 有元 直史  

監 事 後藤 博  

 

【 上記新執行部役員一丸となって、本会事業の遂行に邁進してまいります。  

皆様におかれましては、なにとぞご協力賜わりますよう、よろしくお願いいたします。】 
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総会に先立ち、令和３年６月２０日（日）１０：００～支部連

絡協議会が開催された。 

最初に後藤会長より診療放射線技師法改正に向けた告

示研修や生涯教育システムのラダー導入など日本診療

放射線技師会の動向についての報告と令和２年度事業報

告がなされた。 

また、各理事から常任委員会の報告・連絡事項の後、各

支部長からの報告があった。 

丹有支部の他支部への吸収合併や各支部での告示研修

開催などについて意見交換が行われた。 

 

 

 

 

７月例会 

 １７日（土）夜発～１９日  

 １８日、群馬県の草津白根山（２１７１ｍ）日本１００名山 

 １９日、新潟県の妙高山（２４５４ｍ）   日本１００名山  

８月例会 

 ６日（金）発～９日 

 ７日（土）巻機山（新潟県・群馬県）１９６７ｍ  

日本１００名山 

８日（日）米山（新潟県）日本３００名山 

１０月 

白神山地（青森県）予定 

問い合わせ先： 赤松 曉 ０９０-４９０４-４４０７ 
 

 

 

 

皆様方におかれましては、益々御清祥のことと御喜び申し

上げます。 

今年度、新たに立ち上げました『最先端医用画像研修会』

の第１回目を下記内容でWEBにて開催いたします。多数

のご視聴を賜りますようお願い申し上げます。 

日 時： 令和３年７月１６日（金)１８：３０〜 

テーマ： 「メーカーに訊く！最新トピックス」 

【講演】 

「臨床的付加価値を追求したMRIとは？」 

演者：富士フイルムヘルスケア株式会社  

画像診断営業部 京谷 勉輔 氏 

「富士フイルムにAI技術「REiLI」の最新事例」 

演者：富士フイルムヘルスケア メディカルシステム事業部 

ITソリューション部 マネージャー 久永 隆治 氏 

参加者登録用URLとQRコードです。 

下記より参加申し込みをお願いします。 

URL 

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

dRcKqyoDQumMsMA 

     

     

     

 

 

 

 

 

ご登録いただきましたメールアドレスに運営事務局から 

当日視聴用の URL、ID、パスワードを転送させていただき

ます。 

お問い合わせ： 

ＭＡＩＬ： somiya13@med.kobe-u.ac.jp 

     神戸大学医学部附属病院 曽宮 雄一郎 
 

 

 

 

この度、医療機器メーカーからアイデア商品や企画案

などを立案していただければ、皆様のアイデアを形にでき

る医療機器開発案件の募集をしたいと思います。 

 詳細は８月会誌にて広報しますが、医療機器開発・販売

会社の神戸バイオメディクスといっしょに、神戸市が発出

令和３年度 支部連絡協議会報告 

厚生委員会 

ハイキング同好会からのお知らせ 
 

最先端医療画像研修会 

zoomを使用したwebセミナーのご案内 

 
 

医療機器開発案件募集協力のお願い 
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する“神戸発の医療機器”をテーマに、地元中小ものづくり

企業、神戸市及び公的支援団体と連携しながら医療機器

開発を考え、一般社団法人神戸市機械金属工業会に属

する約８０社の多種多様なものづくり企業と連携します。 

今や医療機器は診療域が細分化される中、その用途

や要望も多様化してきています。 

「こんな器具があれば・・・、ここがもう少しこうなれば・・・」

というような問題点の改善に取り組むのが目的です。 

“神戸発の医療機器”の更なる実績向上に向けて、放

射線科領域における開発案件募集について、皆様の企画

開発案件を企業と放射線技師会がサポートしたいと思い

ます。 

下記内容にて連絡お待ちしています。 ※守秘義務が

あるため会長アドレスにて直接送ってください 

①氏名 ②病院名 ③連絡先 ④パワーポイント５枚程度

の企画内容がわかる資料 

問い合わせ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

TEL ０７９４-８８-８８００  

MAIL： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 
 

 

 

 

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。 

 

 

７月パスワード 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

昨年、コロナウイルス感染拡大のため中止とした学術大

会を神戸西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。 

※先月号で神戸東支部となっておりました、お詫びして訂

正いたします 

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  
 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 
 

第３２回兵庫県放射線技師会学術大会 

演題募集 
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コロナ禍におきましても、皆様におかれましては益々ご清

祥のこととお慶び申し上げます。日頃は支部活動にご理解

ご協力を賜り誠に有難うございます。 

今回も、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。 

多くの皆様の参加お待ちしております。 

日 時： 令和３年７月２９日（木）１８：００～１９：３０ 

（入室開始１７：３０） 

会 費： 無料 

内 容： 

「キヤノンメディカル最新X線透視装置 

”Astorex i９”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 

「そろそろ法改正に向けて準備しますか  

～静脈路確保のABC～」 

  市立加西病院 中央放射線科 清水 良平 

「腹部領域における 3D-CTAによる手術支援画像」 

  明石医療センター 放射線科 宮本 恭平 

https://us02web.zoom.us/j/89791690708?pwd=L21

vMHhSSkd5NjdXQjNsVDJoNGJkdz09 

ミーティング ID: 897 9169 0708 

パスコード: 20210729 

 

   

 

 

 

 

 

 

事前登録は必要ありませんので、当日の１７時半から

ZOOM にアクセスしていただきますよう、よろしくお願いい

たします。（先着１００名） 

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 
 

 

 

 

 

今年度もwebでの勉強会を開催したいと思います。 

また今年度は「コラボ企画」として兵庫県の研究会と一緒

に勉強会を開催し、阪神支部の勉強会をグレードアップし、

参加してくれる皆様とより有意義な時間を過ごせたらと思

っております。 

その第一回目として、『はりまC T研究会』とのコラボをさせ

ていただきます！！ 

内容 

今回のテーマは、「すりガラス影は何を診せてくれるのか」

です。現在のコロナ禍のC T検査で最も憂慮すべきものの

一つです。 

すりガラス状陰影自体はよく見るけれど、「すりガラス状陰

影があるな」というだけで終わってはいませんか？ 

そこをもう一つ踏み込んで、皆様と一緒に理解を深めてい

きたいと思います。 

《明日から使える・生涯使える》知見に出会えるチャンスで

す！！ 

一緒に 「？？」 を 「！！」 に変えましょう！ 

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。 

阪神支部以外の会員の方も是非ご参加ください。 

日 時： 令和３年８月２６日（木）１８：３０～（１時間程度） 

会 費： 無料 

プログラム： 

１、支部長挨拶 

２、「症例紹介 ～使用造影剤の適切な選択～」 

尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲 

３、「すりガラス影は何を診せてくれるのか（仮）」 

明舞中央病院 放射線部 羽田 安孝 

勉強会参加登録用の google formの URLは、来月(８月)

のシャウカステンに掲載させていただきます。 

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 
 

 

東播支部 

第１７２回東播支部勉強会のご案内 

 
 

阪神支部 令和３年度 

第１回阪神支部webセミナーのお知らせ 
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日時： 令和３年７月３日（土）１４：００～１７：１０ 

場所： Web開催（Medinarにて配信）※事前登録制 

参加費： １，０００円（クレジット決済のみ） 

日本救急撮影技師認定機構対象セミナー ２単位 

※参加登録方法、参加証発行に関する注意事項につい

ては HPをご確認ください 

      （http://kinkiqqsatsueiseminar.kenkyuukai.jp） 

全体テーマ 「救急撮影業務における新人教育」 

１４：００～１４：１０ 開会の挨拶 注意事項説明 

1．１４：１０～１４：４０ 情報提供 

「Hybrid ER向けソリューションのご紹介 

（Nexaris Therapy Suites）」 

  シーメンスヘルスケア株式会社 Cardiology/IR事業部 

 矢野 喜照 様 

2．１４：４０～１７：００ パネルディスカッション「新人教育」 

① １４：４０～１５：００「当院の救急診療における新人 

教育～プリセプター制度を導入して～」   

国立病院機構 大阪医療センター 吉田 佳弘 先生 

② １５：００～１５：３０「当院の救急外来における教育に

ついて」    聖隷三方原病院 鈴木 涼亮 先生 

③ １５：４０～１６：１０「救急撮影業務における新人教

育～6ヶ月で育てろ！～」 

名古屋第二赤十字病院 大保 勇 先生 

④ １６：１０～１６：４０「救急診療における診療放射線

技師の新人教育を考える」 

日本救急撮影技師認定機構代表理事  

りんくう総合医療センター 西池 成章 先生 

⑤１６：４０～１７：００「総合討論」 

３．１７：００～１７：１０ 閉会の挨拶 

 

 

 

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５回イメージン

グぴぁをマイクロソフト Teams にて 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８月７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７月３１日（土）（厳守）とさせて頂

きます。 

－ プログラム － 

講 演Ⅰ １３：３０～１４：３０ 

「医療安全の確保に向けた読影補助の体制整備について」 

 県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師 

講 演Ⅰ １４：３０～１５：００ 

「ザイオステーション 2 CT画像解析の新しい展望」  

           アミン大阪営業所 井上 浩史 氏 

症例検討･読影補助Ⅰ １５：００～１６：００ 

「症例におけるCT撮影技術と読影補助 其の壱」 

県立淡路医療センター 検査・放射線部 大谷 健人 技師 

症例検討･読影補助Ⅱ １６：００～１７：００ 

「症例におけるCT撮影技術と読影補助 其の弐」 

   社会医療法人愛仁会 高槻病院 渡辺 博也 技師 

【単位認定予定】 

日本救急撮影技師認定機構 ２単位 

日本X線CT専門技師認定機構 ３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 

 
 

 

 

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、曜日の変更を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

第２２回近畿救急撮影セミナー 

 

第５回イメージングぴぁのご案内 

 

 

神戸MRの会のお知らせ 
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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 

 

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 
 

 

 

 

今季は例年よりも１ヶ月ほど早い梅雨入りでしたが、そろそ

ろ明けて夏本番を迎える頃となりました。日常では緊急事

態宣言が解除され、蔓延防止等重点措置への移行がとら

れました。まだ安心出来ない状況は変わらず、引き続き

気を引き締めて業務に取り組み、注意深く日常生活を過

ごしたく考えております。さて、「はがきで定例会」のご案内

です。前回は脳 CT 検査で偶然発見された「海綿状血管

腫」を行いました。無症状で無害な病変とされていますが、

臨床で見つけた際にはあっと驚き、考え込んでしまうよう

な症例でしたね。頭研 HP の症例説明では、高血圧性出

血との鑑別や症候性海綿状血管腫の注意点を簡潔に分

かりやすくまとめられていたため、今後遭遇してもひと目で

鑑別が別出来る知識を得ることが出来ました。まだまだ知

らない疾患がたくさんありそうです。お待ちかねの!? ７月

号は「小脳橋角部腫瘍」で進めてまいります。様々な腫瘍

性病変が好発する部位ですが、それぞれ何らかの特徴を

有しています。①小脳橋角部に好発する腫瘍は？ ②関

係の深い脳神経は？ ③小脳橋角部病変での症状は？ 

④画像所見のポイントは？ など、項目ごとに解説を行い、

鑑別出来る読影力をつけてゆきたく考えております。今回

も案内ハガキの画像を是非ご覧下さいね。  

 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 

○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 

○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 

○順天厚生事業団 

所在地 神戸市中央区楠町３丁目３-１３ 

求人内容 パート職員 

○よねだ整形外科 

所在地 高砂市阿弥陀町北池３５  

求人内容 パート職員 

 

 

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。 

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 

 

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６月１１日現在） 

会 員 数 ： １，２４５名 

会費納入率 ： ４０．８０％ 

会費未納者数 ： ７３７名 
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          < ７月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

< ８月スケジュール > 

 

 
 

 

７/１ （木）  

７/２ （金） 第２９回兵庫放射線治療研究会 

７/３ （土） 第２２回近畿救急撮影セミナー 

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） 最先端医療画像研修会 

７/１７ （土） ハイキング同好会 ７月例会 

７/１８ （日） ハイキング同好会 ７月例会 

７/１９ （月） ハイキング同好会 ７月例会 

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） 第１７２回東播支部勉強会 

７/３０ （金）  

７/３１ （土）  

８/１ （日）  

８/２ （月）  

８/３ （火）  

８/４ （水）  

８/５ （木）  

８/６ （金） ハイキング同好会 ８月例会 

８/７ （土） 

令和３年度電離箱式サーベイメータ比較校正実習 

第５回イメージングぴぁ 

ハイキング同好会 ８月例会 

８/８ （日） ハイキング同好会 ８月例会 

８/９ （月）  

８/１０ （火）  

８/１１ （水）  

８/１２ （木）  

８/１３ （金）  

８/１４ （土）  

８/１５ （日）  

８/１６ （月）  

８/１７ （火）  

８/１８ （水）  

８/１９ （木）  

８/２０ （金）  

８/２１ （土） 神戸MRの会 

８/２２ （日）  

８/２３ （月）  

８/２４ （火）  

８/２５ （水）  

８/２６ （木） 令和３年度 第１回阪神支部webセミナー 

８/２７ （金）  

８/２８ （土）  

８/２９ （日）  

８/３０ （月）  

８/３１ （火）  


