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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配信のみで行う場合があることをご了承ください。 

 

大会テーマ： 「価値への創造 ～ラジエーション テクニック～」 

募集演題： 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： 神戸市産業振興センター（JR神戸駅すぐ） ９０４＋９０５会議室 

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  

 

【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、ご発表内容がわかるようにお願いします。) 
 

 

第３２回兵庫県放射線技師会学術大会 演題募集 
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 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。 

新型コロナウイルスの蔓延により、実習先で不測の事態

が起こった場合は、実習を中止させていただきます。ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

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。 

遅刻した場合は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

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) 

 

 

 

 

昨年度より活動を中止しておりましたが、７月に「まん延

防止等重点措置」が解除となった事をうけ、感染予防策を

講じた上で、活動を再開したいと思います。野球に興味の

ある方は是非ご連絡下さい。経験の有無は問いません。

一緒に汗をながし、日頃の運動不足や仕事のストレスを解

消し、野球を通して親睦を深めましょう。 

下記の日時で、練習試合（or 練習）を予定しています。

連絡お待ちしています。 

日 時： 令和３年８月９日（月・休日）１３：００～１６：００ 

場 所： 明石公園第１野球場 

兵庫県明石市明石公園１-２７  

TEL ０７８-９１２-７６００ 

問い合わせ： 明石市立市民病院  雑喉 

              TEL ０７８-９１２-２３２３ 

         兵庫県健康財団   恵美 

              TEL ０７８-７９３-９３３３ 

 

 

 

 

「肝臓の画像診断と治療」 

 第３１回医用画像学術講演会の開催をお知らせします、

テーマは「肝臓の画像診断と治療」としました。診療放射

線技師を対象とした勉強会・講演会で肝臓はよく取り上げ

られるテーマでありますが、今回は CTの Dual Energy技

術を用いた造影剤低減技術について、また肝臓の検査に

おいてなくてはならない技術である超音波検査を取り上げ

ました。特別講演は兵庫医科大学病院 消化器内科学・

超音波センター(肝胆膵内科)講師の西村貴士先生にお願

いしております。我々が検査を行った後、現場の医師が肝

癌の治療方針をどのように決めておられるのかをご講演

いただきます。色々と行事も増えて忙しくなる時期かと存

厚生委員会 

野球同好会からのお知らせ 

 
 

令和３年度電離箱式サーベイメータ 

比較校正実習 

 
 

第３１回医用画像学術講演会のお知らせ 
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じますが皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

開催日時： 令和３年１０月１日（金）１８：４５～２０：４０ 

                       １８：３０より入場 

視 聴： Zoomウェビナー 

基調講演 

① 「Dual Energy CTによる造影剤低減技術(仮)」 

     尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田照哲 先生 

② 「造影超音波による肝腫瘍診断～診断のポイント～」 

 兵庫医科大学病院 臨床検査技術部 東浦晶子 先生 

特別講演 

「肝癌診療ガイドライン改定を踏まえた 

肝細胞癌の治療戦略」 

兵庫医科大学病院 消化器内科学/超音波センター 

講師 西村貴士 先生 

登録方法：  

８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)半日未満に登録予定 

兵庫県放射線技師会 学術担当理事 酒井 敏行 

            ＭＡＩＬ：  gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

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）」 

はりまC T研究会 明舞中央病院 放射線部 羽田 安孝 

 

下記のgoogleform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 googleform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/1FAIpQLSddCqHw

iaTBu0HRQ-Ck--MsPUuRaqQ91AGGe1siP-sTPMJt6g/

viewform?usp=sf_link  

二次元コード 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

内 容： 

CT検査に携わっている方々にご質問です。 

Q：「CT装置の原理・基礎・各パラメーターの意味などを理

解していますか？」 

A：「・・・微妙、、」 

となっていませんか？ 

令和３年度 第１回阪神支部 

webセミナーのお知らせ 

 
 

令和３年度 第２回阪神支部 

webセミナーのお知らせ 
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ただ撮影をするだけのスイッチパーソンになっていません

か？医療に携わる専門家の一人になっていますか？なる

ための努力をしていますか？ 

今回は若手技師の方々にCTの基礎（原理原則）について

お話ししていただきます。 

CT 装置がある施設の方みんなにご視聴いただきたい内

容になっております。 

是非この機会に知識と知見、刺激を得て、皆さんの糧にし

ていただきたいと思っております。 

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。 

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９月１５日（水）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、「CTの基礎～CT用語を理解しよう～」 

尼崎総合医療センター 放射線部 小笠原 成美 

４、「‐考えるCT撮影‐診断に役立つ撮影技術」 

兵庫医科大学病院 放射線技術部 小泉 将司 

勉強会参加登録用の google formの URLは、来月(９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 

 

 

 

長かった梅雨も明け、真夏の日差しが一段と強くなり、厳し

い暑さが続く日々となりました。コロナ禍の状況で、県では

「まん延防止等重点措置」が解除されておりますが、感染

者数の増加もあり、今後の感染拡大に予断を許さない状

況ですね。引き続き、日常からの感染対策に尽力したく思

っております。さて、「はがきで定例会」のご案内です。最

近では各方面よりお声をいただくことがあり、色々と工夫を

凝らしてお届けしております。前回は「小脳橋角部腫瘍」を

行いました。脳神経の解剖から発生する腫瘍の特徴と鑑

別、症状、MR 検査撮像法と非常にまとまった構成で理解

することが出来ました。MR検査でも一工夫でより詳細な情

報と疾患の鑑別を得られるのは知識となりましたね。耳鼻

科からの依頼検査もこれで大丈夫!! ８月号では引き続き

「脳腫瘍」をテーマに検討中です。臨床で使える知識・技

術を身につけてゆきましょうね。是非ご覧下さい。 

（田上 修二） 

 

 

 

「MRIのコントラスト」 

～MRI の基本コントラストであるプロトン密度、T１、T２、T２

＊、IR 法を対象に、緩和現象からパラメーターについて、

基礎的なことから臨床応用～ 

 講師 神戸市立医療センター 西市民病院 藤本 孝弘 

日 時： 令和３年８月２８日（土）１４：００～１５：３０ 

Web開催 事前登録必要 

新型コロナウイルスの終息が見えない中、Web での勉強

会が定着してきたと思います。今回も当会、Webで開催い

たします。前回に引き続き「MRI のコントラスト」について原

理から臨床に役立つ知識までしっかりと話していきます。 

今回も講演終了後質問の時間をとります。興味のある方

ぜひ参加ください。 

第１１２回Basic MRI 

このウェビナーに事前登録する： 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_A3s-6

k7YQf6tHqAjUJoTlw 

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 

＊Web開催のためPCトラブル等ご迷惑をかける場合があ

りますがご了承よろしくお願いいたします。 
 

神戸頭部研究会からのお知らせ 

 

第１１２回Basic MRI 
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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 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

８月パスワード 

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

 

 

 
 

≪ 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 

○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 

○姫路中央病院 

所在地 姫路市飾磨区三宅２丁目３６ 

求人内容 正規職員 

○兵庫県立リハビリテーション中央病院 

所在地 神戸市西区曙町１０７０  

求人内容 任期付職員 

 

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７月２１日現在） 
会 員 数 ： １，２４８名 

会費納入率 ： ５２．７２％ 

会費未納者数 ：５９９名 

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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< ８月スケジュール > 

 

 
 

 

 

     < ９月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 野球同好会活動日 

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） 第１１２回Basic MRI 

８/２９ （日）  

８/３０ （月）  

８/３１ （火）  

９/１ （水）  

９/２ （木）  

９/３ （金）  

９/４ （土）  

９/５ （日）  

９/６ （月）  

９/７ （火）  

９/８ （水）  

９/９ （木）  

９/１０ （金）  

９/１１ （土）  

９/１２ （日）  

９/１３ （月）  

９/１４ （火）  

９/１５ （水） 令和３年度 第２回阪神支部webセミナー 

９/１６ （木）  

９/１７ （金）  

９/１８ （土）  

９/１９ （日）  

９/２０ （月）  

９/２１ （火）  

９/２２ （水）  

９/２３ （木）  

９/２４ （金）  

９/２５ （土）  

９/２６ （日）  

９/２７ （月）  

９/２８ （火）  

９/２９ （水）  

９/３０ （木）  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


