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第３２回兵庫県放射線技師会学術大会のご案内
今年度は、神戸西支部の協力のもと、学術大会を開催致します。今回の開催はコロナウイルス感染拡大のこともあり、
演者、座長、実行委員のみ現地に集まり Zoom ウェビナーによる配信を行う形式で行います。また今回の市民公開講座は
明舞中央病院 田中日出樹先生、神戸常磐大学 木村英里先生に講演をお願いしています。市民の方は現地での視聴
を受け入れますが、Web での視聴も可能です。職場の方、お身内及びご近所の方にもお声かけいただき、出来るだけ多く
の一般市民の皆様にご参加及びご視聴いただければと存じます。
大会テーマ： 「価値への創造 ～ラジエーション テクニック～」
〇日 時： 令和３年１１月２１日(日)１０：００～１６：４５
〇会 費： 会員無料、非会員￥３，０００
〇場 所： Zoom ウェビナーによる配信
※市民公開講座の参加の市民の方に限り
神戸市産業振興センター９０４+９０５会議室(定員６６人)で
視聴できます。（入場は４０人程度にさせて頂きます）
〇兵庫県放射線技師会ウェブサイトから登録ができます。
視聴方法をよくお読みください。
【一般演題】１０：１０～１２：００
【市民公開講座】１３：３０～１５：００
・演題： 『人の心に寄り添える診療放射線技師の育成を目指して －ときわだからできること－』
講師： 神戸常盤大学 保健科学部 診療放射線学科 木村 英理 先生
・演題：『変形性手関節症～手を中心に～』
講師： 明舞中央病院 副院長兼整形外科部長 田中 日出樹 先生
【特別企画 神戸頭部研究会】１５：１５～１６：４５
・「症例解説〜はがきで定例会より」〜コロナ禍における頭部研究会の取り組みと〜
講演進行 神戸頭部研究会代表 吉田病院 森 勇樹
講演演者 神戸循環器クリニック 大西 宏之
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
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のアンケート用紙、もしくは QR コードを読み取ってご回答
トラブル回避のための
下さい。兵庫県放射線技師会ホームページからも回答で
ワンポイントアドバイス（３）！
きますので、１１月のパスワード｢２０２２｣を入力のうえご利
用ください。この調査で得られた情報に関しては本会事業
【モラルは、感情・立場で基準や優先順位が異なるものと
にのみ利用し、他への転用はいたしません。
認識するべし】
締め切り： 令和４年１月１４日（金）
人はトラブル発生時、クレームを言われると「そんなつもり
問い合わせ先：
は・・・」と感じます。悪意やわざと相手を戒める場合を除き、
兵庫県立西宮病院 検査・放射線部 水口健二郎
人は事の重大性に比例して、加害側としての責任の重さ
０７９８-３４-５１５１(PHS:７６８５)
を認知するものである。まず言い訳や責任逃れという自己
防衛を行い、反省や謝罪する感情は、後から生まれること
が多い。懸念することは、当事者の立場や流れにより、「そ
んなことで、大騒ぎして・・・」といった空気が生まれること
が現実として存在することである。モラルは、人付き合いと
いった人間関係が生み出す弱者の自己犠牲により基準が
低下することがあり、職場内検証を常に行うことが望ましい。
セクハラ・モラハラ・パワハラ・いじめは、認知されにくく、軽
視されるもの。モラルの低下は優秀な人材の損失を生ん
医療情報管理研修会のご案内
でしまう大きな問題であるから、職場環境には気を付けて
いただきたい。
（これからオンラインイベントを企画される方へ）
第６７回近畿地域診療放射線技師会野球大会
中止のお知らせ

日頃は兵庫県放射線技師会事業にご協力いただき誠
にありがとうございます。
コロナウイルスが蔓延している昨今、日常生活を送るう
えで多くの制約を受けたり、病院診療業務の負担が増す
など環境が一変しています。これらの現況を打開すべく兵
庫県放射線技師会では、他県よりいち早く web 研修会を
開催しております。
今回は医療情報管理士の廣田氏をお招きしました。本
講演では、webinar とミーティング（会議）の違いといった基
本的な事柄から、参加費を徴収するイベントの企画や運
用例、イベント開催後の参加者アンケートの実施など、主
催者側の準備を中心に解説していただきます。
ご多忙のことと存じますが、是非ご参加賜りますようお
願い申し上げます。
日 時： 令和３年１１月２０日（土）１５：００～１６：００
開催方式： web 開催（Zoom Webinar）
会 費： 会員無料 非会員１，０００円
【講演①】兵放技会員のための webinar の使用について
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人
【講演②】これからオンラインイベントを企画される方へ

１１月に奈良県で予定していました第６８回近畿地域診療
放射線技師会野球大会は新型コロナウイルスの感染拡大
防止の観点から中止となりました。参加を予定していただ
いた会員の皆さまにはご迷惑をおかけします。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
厚生理事 小田 敏彦

情報委員会
令和３年度 給与実態調査
アンケートご協力のお願い
本年は「給与実態調査」を実施いたします。この「給与実
態調査」は、社会情勢の変化や診療報酬改定等による医
療環境の変化が、私たち診療放射線技師の処遇面へ及
ぼす影響を把握することを目的としており、会員の皆様に
ご報告することで今後の活動における指針としてご利用頂
けるよう隔年で実施しております。何卒、趣旨をご理解のう
え、ご協力の程お願い申し上げます。回答方法は、同封
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製鉄記念広畑病院 放射線科 廣田 朝司
新型コロナウイルスのことも踏まえ、新型コロナウイルスの
１）申し込み時には所属と日本診療放射線技師会の会員
ワクチンを接種したことを条件に行います。また、当日の
番号をご記入ください。こちらからカウント申請させていた
体調チェックなどを含め、調査項目、連絡先等をご記入い
だきます。尚、記入されていない場合はカウント申請でき
ただきます。基本的にマスク着用をお願い致します。
ませんのでご了承ください。
どなたでも参加できますので、お友達をお誘い合わせの
２）ご視聴時間が９０％以上の方にメールにて医療画像情
上ご参加ください。
報精度管理士の出席証明書を送付いたします。申し込み
日 時： 令和３年１１月２３日（火・祝日）
時に証明書発行＜●希望する＞を必ず選んでください。
１２：００～１４：００ 少雨決行
３）参加方法について
場 所： サン神戸フットサルガーデン（コストコ横）
webinar 視聴方法については，参加登録管理サービスの
ブルーコート
Peatix 上に、詳細な説明がありますので、ご確認願います。 また、日曜日に神戸市内の公園で、数時間の練習も行っ
https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutio
ておりますので、気軽にお問い合わせいただき、ご参加く
ns/articles/44001934587-オンラインイベントに参加す
ださい。
る
お問い合わせ等：
神戸労災病院 中央放射線部 大鳥、山本
TEL ０７８-２３１-５９０１
MAIL： shiduki-takumi@hotmail.co.jp
3104mt.book@gmail.com
０８０-３７９５-２８８１ 大鳥携帯電話
４）Zoom アプリのインストールについて
医療情報管理研修会では、Zoom Webinar を利用します。
事前にZoomのホームページから、ご利用のデバイスに合
った Zoom アプリのインストール をお願いいたします。
Zoom アプリ ダウンロードサイト URL
https://zoom.us/download#client_4meeting
５）医療情報管理研修会で用いる Zoom Webinar では、視
聴時に入力いただく参加者のお名前は、他の参加者の方
からは見えませんので、本名にてご登録お願いたします。
お問い合わせ：兵庫県放射線技師会 管理士担当理事
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人
MAIL： ｍorihito585@gmail.com

兵庫県 放射線技師長・担当責任者
告示研修説明会

兵庫県放射線技師会フットサル同好会
練習のお知らせ

（zoom を使用した webinar での研修会です。）
医師の働き方改革（タスク・シフト／シェア）に伴う診療放
射線技師の業務拡大が実施されることとなり、それに伴い
まして、今年度の７月３１日より「告示研修」がスタートしま
した。
直近での業務拡大に伴って開催された「２０１５業務拡大

長い間、コロナ禍で、活動できませんでしたが、緊急事態
宣言の解除を受け、フットサルで日頃のストレスを忘れるこ
とができるようにと、フットサル同好会の活動を再開したい
と考えておりました。その練習日が決まりましたのでお知ら
せいたします。ゲーム形式で２時間予定しております。
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に伴う統一講習会」は受講が努力義務であった講習会で
テーマ： 『 AI 技術に触れよう 』
したが、今回の「告示研修」におきましては、全ての技師に
【講演】
おいて受講を義務づけられております。つきまして、「告示
『基礎から学ぶ AI 技術 ～deep learning って何？～』
研修」の説明会を開催させていただきます。
演者： 神戸大学医学研究科 放射線診断学分野
多数の方のご参加をお待ちしております。
先端医用画像診断学部門 松尾 秀俊 先生
日 程： 令和３年１１月２７日（土曜日）１４：００～１５：００
『GECT True Fidelity Image について』
参加費： 会員・非会員ともに無料
演者： GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
プログラム：
MICT 営業推進部 CT Modality Sales Specialist
１．会長挨拶 兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘
末永 武雄 氏
２．講演「告示研修受講の必要性について」
『MRI 高速化技術 -Deep Learning を用いた画像再構成
兵庫県放射線技師会 生涯学習担当理事 内藤 祐介
技術を中心に-』
３．質疑応答
演者： 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 MRI 担当 グループ長 林 宏行 氏
申し込みは下記の URL か QR コードからお願いします。（事
前登録制）
参加者登録用 URL と QR コードです。
登録完了後、視聴用URL が記載されたメールが送信され
下記より参加申し込みをお願いします。
ます。
URL：
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qO9JQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__-KZro
JSRSaK0CMgY1wHKwg
iXQeublUg1tHuIvQ

＊申し込み時には所属と日本診療放射線技師会の会員
番号をご記入ください。こちらからカウント申請させていた
だきます。尚、記入されていない場合はカウント申請でき
ませんのでご了承ください。
お問い合わせ：
兵庫県放射線技師会 生涯学習担当理事 内藤 祐介
MAIL: yusuke09230419@yahoo.co.jp

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：
神戸大学医学部附属病院 曽宮 雄一郎
MAIL: somiya13@med.kobe-u.ac.jp

第２回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

第４回医療機関に於ける放射線管理研修会
「医療放射線安全管理責任者の育成に向けて」
２０２０年の４月に医療法省令の一部改正が施行され１年
が経ちました。各施設では新型コロナウイルス対策をとりつ
つ、日常業務に追われて厳しい日々を送られていることと
思われます。
今回「医療放射線安全管理責任者育成」のテーマで勉強
会を webinar で執り行います。万障繰り合わせの上、多数

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『最先端医療画像研修会』
の第２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１１月２９日(月)１８：００～２０：００
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のご参加をお願いします
会 場： 神戸市立医療センター中央市民病院内
日 時： 令和３年１２月５日（日）１３：００～１５：００
定 員： ４２名（更新者講習はありません）
場 所： zoom を使用した webinar
申込方法： HART ホームページより WEB 登録
申込開始： 兵庫県会員申込 令和３年１０月２５日(月)０時～
会 費： 無料（兵庫県放射線技師会の会員を優先させて
その他一般申込 令和３年１１月 ６日(土)０時～
いただきます。）
定 員： １００名（定員になりしだい締め切ります。）
受 講 料： 技師会員 ３９，０００円/非会員 ４９，０００円
＊申し込みは事前登録制になっております。
お問合せ： 神戸市立医療センター中央市民病院
下記の URL か QR コードより参加登録をお願いします。
放射線技術部 岡田雄基 （内線 ６５０９）
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bXyxM
hart.soshiki2@gmail.com TEL ０７８-３０２-４３２１
JNmTc6cj_jyAOtb2A

情報委員会
会員専用サイトへのログインパスワード
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。

開会挨拶
（公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘
１．医療法改正の経緯と概要
姫路赤十字病院 岩見 守人
２．診療用放射線の安全利用のための指針作成例
姫路赤十字病院
細岡 裕之
神戸労災病院
大鳥 武志
市立川西病院
山崎 一樹
３．水晶体の被ばくについて
姫路赤十字病院 細岡 裕之
４．患者への説明
JCHO神戸中央病院 入江 潤一
ご登録後、ウェビナー参加の確認メールが届きます。
この事業は日本診療放射線技師会の生涯教育カウント単
位付与の対象となる予定です。
お問い合わせ：
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人
MAIL： morihito585@gmail.com

１１月パスワード

「 2022 」
兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/

第３１回医用画像学術講演会 報告
１０月１日（金）に開催しました第３１回医用画像学術講
演会は１００名を超える視聴者の方々に参加いただきまし
て盛況のうちに無事に会を終えることが出来ました。ここに
お礼を申し上げます。
さて講演会中に多くの質問を頂きましたが時間の制約も
あり、講師の先生方に全ての質問に答えて頂くことができ
ませんでした。そこで鎌田先生、東浦先生に答えられなか
った質問に対して答えを頂き、兵庫県放射線技師会ウェ
ブサイトに期間限定で載せることとしました。掲載の期間は

組織委員会
第１５回マンモグラフィ技術講習会
※緊急事態宣言が発令された場合は開催中止となります※

※詳細は精中機構ホームページを適宜ご閲覧ください※
日 時： 令和４年１月１５日(土) ８：００～１８：３０(予定)
１６日(日) ８：００～１７：００(予定)

5

兵放技ニュース
令和３年１１月１日発行
１１月中とさせていただきます。今後とも兵庫県放射線技
＊本会は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研
師会 学術委員会の活動にご理解とご協力をお願い致し
究会です（更新点数５単位）
ます。
後日、ご視聴時間が９０％以上の方にメールにて出席証
兵庫県放射線技師会 学術担当理事 酒井 敏行
明書を送付いたします。
申し込み時に証明書発行＜●希望する＞を必ず選んでく
ださい。
第９２回西播画像研究会のご案内
お問い合わせ：
姫路赤十字病院 放射線技術部 藤岡 護まで
西播画像研究会を下記の要領を web にて開催させてい
MAIL： m.fujioka.hrc@gmail.com
ただきます。
東播支部
ご多忙のことと存じますが、是非ご参加賜りますようお願い
申し上げます。
第１７３回東播支部勉強会のご案内
日 時： 令和３年１１月６日（土）１４：００～１６：００
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
開催方式： web 開催（Zoom Webinar）にて無料
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
「内容」
ご協力を賜り誠に有難うございます。
造影剤に関する情報提供 GE ヘルスケアファーマ株式会社
今回も、引き続き感染拡大の対策として Web（Zoom）にて
【基礎講演】
下記のとおり勉強会を開催させていただきます。
「MAGNETOM Vida の使用経験」
多くの皆様の参加お待ちしております。
兵庫県立姫路循環器病センター
日 時： 令和３年１１月２５日（木）１８：００～１９：３０
放射線部 寳谷 俊洋 技師
（入室開始１７：３０）
【特別講演】
参加費：
無料
『ASL を活用した神経疾患の病態診断』
【司会進行】 兵庫県立がんセンター 小橋 一輝
兵庫県立姫路循環器病センター
【支部長挨拶】(１８：００～１８：０５)
脳神経内科部長 寺澤 英夫 先生
兵庫県立姫路循環器病センター 梅宮 清
申し込みは下記の URL か QR コードからお願いします。（事
内 容：（１８：０５～）
前登録制）
１．MRI 装置更新を経験して
登録完了後、視聴用URL が記載されたメールが送信され
甲南加古川病院 中央放射線部 田伏 真一郎
ます。
２．新人技師の自己チェックシートとインシデントレポートか
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hroG-n
ら学ぶこと
dqQ92rrVV2KEoX2g
・当院のインシデントレポートの現状
加古川中央市民病院 放射線室 田井 博明
・入職から 2 年以内の技師のインシデント事例と考察
加古川中央市民病院 放射線室 田中 悠介
参加方法： 勉強会当日は下記URL からアクセスしていた
だき、参加お願い致します。１７時半から入室可能です。
https://us02web.zoom.us/j/83198039741?pwd=aVB
JdDdmcGpjZHF1bmd6RHJnTkhsZz09
ミーティング ID： 831 9803 9741
パスコード： the173th

＊申し込み時には所属と日本診療放射線技師会の会員
番号をご記入ください。こちらからカウント申請させていた
だきます。尚、記入されていない場合はカウント申請でき
ませんのでご了承ください。
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Zoom ミーティングの URL は google form 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：
問い合わせ先： 兵庫県立がんセンター 放射線部
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_OM6
小橋 一輝 MAIL： kobashi1107@yahoo.co.jp
WbiyvoasJAijHMsaXlujsKOf-HU5yQrQ71JSBbklktA/vie
wform?usp=sf_link

令和３年度 第３回阪神支部
web セミナーのお知らせ
内 容：
今回は、「救急（時間外）」の診療について焦点を当てまし
た。診療放射線技師には様々な働き方があり、「病院」と
一括りにしても、その形態は多種多様です。
その中で、「一次」 「ニ次」 「三次」 で救急（時間外）の
対応を行なっている方々に、それぞれの現状や課題を聞
きたいと思います。
そして、「一次」 「ニ次」 「三次」のそれぞれの視点から、
同じ技師に知って欲しいこと・これだけは覚えておきたいこ
となどを共に考え、ディスカッションできればと思います。
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１１月２６日（金）１８：３０～１９：４５前後
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、司会：兵庫医科大学病院 放射線技術部 高橋 良幸
「一次救急 （仮）」
晴風園 今井病院 西田 成弘
「当院における時間外検査の現状 ～二次救急～」
明和病院 放射線部 前川 龍太郎
「三次救急 （仮）」
尼崎総合医療センター 放射線部 富永 祐貴
下記の google form 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。

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

令和３年度 第４回阪神支部
web セミナーのお知らせ
「コラボ企画の２回目」も前回大好評をいただいた 『はりま
C T 研究会』とコラボをさせていただきます！！
内 容：
今回のテーマは、「押さえてほしい腸疾患～急性腸疾患
中心に～」 です。
腸というのは、私たちの食の好みやある部分の性格なども
左右するとも言われている臓器で、特に腸内細菌は人間
の影の支配者とも言えるほど、私たちに大きな影響を与え
ています！そんな腸疾患は病院に罹らなくても良いレベ
ルから、緊急の処置が必要なレベルまで様々な病態をと
るのが特徴です。平常時間・救急時間問わず、多くの患者
さんに遭遇するのではないでしょうか？
そのポピュラーだけど、分かりにくいところを皆様と一緒に
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！
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質疑応答では、堅苦しくせず、ざっくばらんに色々な話が
れます。本講演では、これから胸部(呼吸器)について学ぼ
出来ればと思っております。
うとする方や、さらに知識を深めようとしている方のために
阪神支部以外の会員の方も是非ご参加ください。
COVID-１９を題材に呼吸器疾患の特徴や画像所見の定
日 時： 令和３年１２月９日（木）１８：３０～１９：４５前後
義や成因について This and that(あれやこれや)解説を加
会 費： 無料
えたいと思います。
定 員： １００名（定員に達した場合ご参加いただけない
情報提供： 「造影剤のジェネリック医薬品について」
ことがあります）
光製薬（株） 大辻 暢之
プログラム：
〈〈 講演 〉〉
１、支部長挨拶
講演内容： 胸部 X 線撮影・CT
２、「症例紹介 ～使用造影剤の適切な選択～」
座長：こやまクリニック 田上 修二
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲
（題目）
３、「押さえてほしい腸疾患～急性腸疾患中心に～」
「COVID-１９から学ぶ！呼吸器疾患の This and that」
はりま C T 研究会 明舞中央病院 放射線部 須賀 俊夫
（講師）
参加登録用の google form の URL・QR コードについては、
東京医科大学病院 画像診断部 吉田 和則 先生
来月分（１２月）のシャウカステンに掲載したいと思いま
日 時： 令和３年１２月１１日（土）
す。
接続開始 １５：００～
問合せ： 尼崎総合医療センター 放射線部 阿部大佑
開催説明 １５：４５～
MAIL： daisukeabe1230@gmail.com
講演開催 １６：１５～１７：５０
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田照哲
会 場： Web 開催（Zoom のソフトを使用）
MAIL： teruaki_kamata@yahoo.co.jp
（※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
第３１回技師のひろば
参加申込み： 事前登録制
～神戸東西会～Web 開催 （ご案内）
定員： 先着４５０名
皆様のお蔭で、神戸東西会は、第３１回を迎えることが
以下の URL か参加登録用 QR コード にて登録
できました。御礼申し上げます。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NGUEO
新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き Web 開催と
yJJSByBq-Nb9WR7-w
なりました。今回の研修会は、“胸部一般撮影と胸部 CT”
をテーマにした内容です。
今、世界に大きな影響を及ぼしている COVID-１９を題
材にして、東京医科大学病院の 吉田 和則 先生が“胸
部読影”を解説して下さいます。
吉田先生は、日本診療放射線技師会（JART）の読影分
科会と骨関節分科会の両方の副会長をされており、現在、
お問い合わせ先：
JART で Web 開催されている Master's eye seminar でご
・甲南医療センター（０７８-８５１-２１６１）
講演をされています。これまでも JART 会誌や多くの参考
神戸東支部 支部長 井本 正彦
書に執筆されている先生です。
・三菱神戸病院（０７８-６７１-７７０５）
＜講師メッセージ＞
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
２０１９年に遭遇した新型コロナウイルス感染症(COVID-１
９)は世界中でパンデミックを引き起こしました。この為、
我々の呼吸器感染症への関心も高まっているものと思わ
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神戸市立医療センター中央市民病院
第１０回救急撮影オープンカンファレンス

令和３年１１月１日発行

医用画像の活用をクロスモダリティで考える会
第１０回研究会
テーマ： 「 ちょっとした事を伝える会」
日 時： 令和３年１２月３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。
ZOOM ウェビナー
【視聴登録 URL】
https://fujifilm-group.zoom.us/webinar/register/WN_Mg
TjqUpuQb2sw71PLuCfJw
【ミーティング ID】922 8128 1918
【パスコード】061649

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて
この度「第１０回救急撮影オープンカンファレンス」を開催
する運びとなりました。今回は「新型コロナウイルス
(COVID-１９)」をテーマに、神戸市立医療センター中央市
民病院所属の先生方にご講演いただきます。
日 時： 令和３年１１月２６日(金）１８：３０～２０：３０
会 場： Zoom ウェビナーによるオンライン開催
参加費： 無料
テーマ： 新型コロナウイルス(COVID-１９)
視聴方法： 下記の URL から、または QR コードを読み取っ
ていただきウェビナー登録（事前視聴申し込み）を行って
いただきますようお願いいたします。当日参加も可能で
す。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wAOKr
mNhRSSOytmisSiIzg

新型コロナウイルス感染症（COVID-１９）が猛威を振るった
ために、我々が関わる多くの研究会や研修会がオンライン
化されました。これは参加しやすいという大きなメリットを
生み出しましたが、逆にデメリットとして小さな発見や提案
はオンラインで語られることなく個人の中に埋もれていき
ます。
今回の研究会は学会などでは語らないであろう小さな事
柄について、あえて提案いたします。
明日からの診療に役立つ知識になるかもしれませんので、
奮ってご参加ください。
１．MRI 関連「MRI の常識 / 非常識」
神戸大学医学部附属病院 島田 隆史
２．IVR 関連「使用しているデバイス、視えていますか？
～医師が変わればデバイスも変わる？～」
神戸市立医療センター 中央市民病院 吉原 宣幸
３．RI 関連「その定量値、大丈夫？？」
神戸赤十字病院 岸本 義幸
４．CT 関連「CT 腫瘍相造影についてちょっとだけ考える」
神戸赤十字病院 新井 純一
５．CT 関連「頸部 CT 撮影時、甲状腺に対する
ストリークアーチファクトの画質検討」

講演：
１．COVID-１９患者の放射線検査対応
放射線技術部 診療放射線技師 大塚 聖
２．COVID-１９肺炎の画像診断
放射線診断科 副医長 尾上 宏治
３．救急外来における COVID-１９の診療体制について
救命救急センター・救急部 医長 水 大介
４．入院 COVID-１９患者の管理ポイント
救命救急センター・救急部 医長 瀬尾 龍太郎
認定ポイント： 日本救急撮影技師認定機構 ２ポイント。
後日、参加された診療放射線技師（７割以上の視聴）の方
の登録メールアドレスに送付いたします。
お問合せ：
神戸市立医療センター中央市民病院 放射線技術部
岡村 佳明 TEL ０７８-３０２-４３２１
MAIL： okamurart@kcho.jp
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りんくう総合医療センター 近藤 幹大
○兵庫県立粒子線医療センター
問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一
所在地 たつの市新宮町光都１丁目２−１
求人内容 会計年度任用職員
TEL ０７８-２３１-６００６
○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

一般撮影勉強会からのお知らせ

○明石仁十病院
所在地 明石市魚住町清水１８７１-３
求人内容 正規職員

コロナ禍で開催を中止しておりました一般撮影勉強会です
が、２０２２年３月よりウェビナー形式で再開を予定してい
ます。詳細につきましてはシャウカステンにてお知らせい
たします。
お問い合わせ：
加古川中央市民病院 放射線室 東元・中間
TEL ０７９-４５１-５５００（代表）

【 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

神戸頭部研究会からのお知らせ
紅葉の綺麗な季節となりましたが、その分寒さも日一日と
深まってまいりました。コロナ禍も緊急事態宣言が解除さ
れ、感染者も徐々に減少し第５波も収束に向かっている
状況です。引き続き十分な感染対策を講じ、一刻も早く封
じ込めたく思うところです。さて、前回で第１３回を迎えまし
た!!「はがきで定例会」は多発する悪性髄膜腫を取り上げ
ました。腫瘍摘出後の４年後に再発が確認された症例で
した。良性腫瘍の印象がある髄膜腫ですが、様々な形態
を呈し異型性のものも存在することが分かりました。やはり
術後の経過観察は必須のようですね。本症例では術中写
真もあり MR 画像と対比することが出来ました。さて、今月
の「はがきで定例会」は、更に「腫瘍」を深めたく思っており
ます。若年者で殴られたような感じの頭痛、嘔気あり…
身体症状と画像を照らし合わせ、鑑別疾患を含めた読影
のポイントを理解してゆきましょう。（田上修二）

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、１０月末日時点にて会費未納の方へは発
刊物発送の停止を１２月１日以降より行います。
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。
※ご注意ください！
９月３０日時点にて会費未納の方には、１１月発刊物の
宛名シールへ未納表示を行っております。
払込票の期限切れや紛失された場合は、日本診療放
射線技師会ホームページの JART 情報システムより、再
発行の申請が可能です。

≪ 求人情報 ≫
会費納入状況 （令和３年１０月１５日現在）
会 員 数 ： １，２７８名
会 費 納 入 率 ： ６９．７２％
会費未納者数 ： ３８７名

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
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< １１月スケジュール >

１１/２５

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

１１/２６

（金）

１１/１
１１/２
１１/３
１１/４
１１/５
１１/６
１１/７
１１/８
１１/９
１１/１０
１１/１１
１１/１２
１１/１３
１１/１４
１１/１５
１１/１６
１１/１７
１１/１８
１１/１９
１１/２０
１１/２１
１１/２２
１１/２３
１１/２４

< １２月スケジュール >
１２/１
１２/２
１２/３
１２/４
１２/５
１２/６

第９２回西播画像研究会

１２/７
１２/８
１２/９
１２/１０
１２/１１
第３７回日本診療放射線技師学術大会

１２/１２

（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）

医用画像の活用をクロスモダリティで考える会

第４回医療機関に於ける放射線管理研修会

第４回阪神支部 web セミナー
第３１回技師のひろば～神戸東西会（Web）

第３７回日本診療放射線技師学術大会
第３７回日本診療放射線技師学術大会

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。

医療情報管理研修会
第３２回兵庫県放射線技師会学術大会

◎ 原稿締切日は 前月の第３木曜日です。
厳守ください。

フットサル同好会 練習日
第１７３回東播支部勉強会
第３回阪神支部 web セミナー
第１０回救急撮影オープンカンファレンス

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

（土） 兵庫県 放射線技師長・担当責任者 告示研修説明会
１１/２８ （日）
１１/２９ （月） 第２回最先端医療画像研修会
１１/３０ （火）
１１/２７
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庶務報告
《新入会員》
立見 健太朗 ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院
京都医療科学大学
笹倉 佳祐 ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院
京都医療科学大学
福田 猛
＜ 東播支部 ＞ 北播磨総合医療センター
神戸総合医療専門学校
柳田 明慶 ＜ 西播支部 ＞ 姫路赤十字病院
神戸総合医療専門学校
鶴永 紗花 ＜神戸西支部＞ 神戸百年記念病院
神戸総合医療専門学校
井上 真由子 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター
東洋公衆衛生学院
木村 汐音 ＜神戸東支部＞ 神戸市立医療センター中央市民病院 大阪大学
北村 紗希 ＜ 東播支部 ＞ 北播磨総合医療センター
岡山大学
戸坂 善彦 ＜ 西播支部 ＞
神戸総合医療専門学校
吉田 葵
＜ 東播支部 ＞ 北播磨総合医療センター
神戸総合医療専門学校
小松 冬弥 ＜神戸東支部＞ 神戸市立医療センター中央市民病院 神戸総合医療専門学校
谷 奈津希 ＜神戸西支部＞ 神戸百年記念病院
大阪物療大学
川嶋 冬馬 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター
神戸総合医療専門学校
木崎 祥子 ＜ 阪神支部 ＞ 兵庫県立尼崎総合医療センター
神戸総合医療専門学校
《再入会員》
金澤 昇平 ＜ 西播支部 ＞ 姫路中央病院
《県内異動》
中根 昌美 ＜ 東播支部 ＞ 川井整形外科 → ＜ 西播支部 ＞ 自宅
村主 瀬成 ＜ 東播支部 ＞ 甲南加古川病院 → ＜神戸東支部＞ 六甲アイランド甲南病院
大嶋 とも華 ＜神戸東支部＞ 甲南医療センター → ＜ 東播支部 ＞ 甲南加古川病院
三木 智大 ＜神戸東支部＞ 六甲アイランド甲南病院 → ＜神戸東支部＞ 甲南医療センター
《施設 名称・所在地・電話番号等変更》
（名称変更） ２０２１年１０月１日より
富士フイルムメディカル株式会社
神戸営業所 → 神戸支店
（住所・TEL・FAX 番号に変更はございません）
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