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兵放技ニュース

No.457

謹んで新春のお慶びを申し上げます
（公社）兵庫県放射線技師会会長 後藤 吉弘

当会の運営および多くの活動につきまして、旧年中に賜りましたご理解とご支援、ご協力に深く感謝申し上
げます。
コロナのため、この 2 年間は県内の研修会をはじめ日本診療放射線技師会の事業が中止となり、皆様にはご
迷惑をおかけしましたが、最近、収束の方向に向かっている事を実感でき、これも医療現場で働く皆様が手洗
い・消毒・換気などの感染防止策を徹底し、新型コロナウイルス感染症に対し医療人として頑張った結果と感
謝いたします。
新年恒例の、賀詞交歓会は残念ですが感染拡大防止のため中止となりましたが、これからの事業は、学術大
会同様 Web 企画を中心とした講習会と徐々に感染対策をしっかりした対話型の講習会を始めたいと考えてい
ます。
今年度は法改正があり、我々には新たに告示研修が求められています。その研修は「基礎研修」
（家や職場
で見るオンデマンド 700 分）と「実技研修」
（1 日）から成り、基礎研修を受けた方から、集会型の実技研修
が受講可能となります。すべての診療放射線技師が対象で、現状は基礎研修をすでに 1500 人以上受講してい
ただき、実技研修の開始を待っていただいている状況と思われます。
今後求められる業務は CT・MRI・US 造影剤、RI 核種注入のための血管確保・注入・止血の一連の行為で
す。もちろん各病院が主体ですので病院でのルールに従って進めていただきますが、世界的に我々がその業務
を担うことはご理解をお願いし、参加協力をお願いいたします。
最後に、9 月 16 日(金)～18 日(日)、第 38 回日本診療放射線技師学術大会を神戸ポートアイランドの神戸
コンベンションセンターにて兵庫県が主体となり、全国大会を行います。テーマ「タスク・シフト/シェアに
伴う業務拡大を推進しよう」
「革新への挑戦」とし、多くの施設からの演題発表、座長やシンポジスト派遣等
の協力をお願いし、会員皆様が日常業務での疑問の明確化・情報の整理・医療現場で評価することにより、よ
り患者や医療に貢献できるような魅力ある大会にしたいと現在、企画中です。
今年はスピードと革新が求められ、益々皆様が活躍できる場や環境を整えていきたいと考えています。
一日も早く落ち着いた生活を取り戻せるよう、皆様、ご家族、病院のスタッフが感染をしないよう、本年で
のコロナ収束を祈り、これからも兵庫県放射線技師会をよろしくお願い申し上げ、新年の挨拶とさせていただ
きます。
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新年明けましておめでとうございます
したいと考えていますので、どうぞよろしくお願いい
副会長 半蔀 英敏
たします。また、放射線技師法改正に伴う告示研修（実
会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎
技）も開催します。今回の研修は義務研修であり、診
えのこととお慶び申し上げます。
療放射線技師免許取得者全員が対象者になります。今
また、新型コロナウイルスの影響もあり、事業が例年
年中にも数多く、
各地での開催を予定していますので、
通りとはいかず、ご迷惑をおかけしたかと思います。
こちらも会員の皆様のご協力をお願いいたします。
申し訳ありませんでした。
その一方で楽しく、魅力ある兵庫県放射線技師会であ
会長をはじめ各理事も言われているかと思いますが、 りたいと考えています。
各支部のご協力もお願いして、
今年は、大きなイベントを控えております。兵庫県で
可能な限り前向きな事業を展開していきたいと思って
初めての日本診療放射線技師学術大会が 9 月開催予定
います。
です。是非会員の皆様とご一緒に盛り上げていきたい
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
と思います。2 年間、開催できてない情報交換会につ
いては、このまま感染拡大が終息することを願い、今
新年あけましておめでとうございます
のところ開催準備に取り掛かっております。全国の会
渉外担当理事 松崎 博貴
員の方に兵庫県を楽しんでいただければと思います。
本年は、我々診療放射線技師にとって非常に大事な
また、法改正による告示研修も進めていきます。統
年になることと思います。まずは「タスクシフト」
、こ
一講習会から告示研修と、ご不安なところもあるかと
れにつきましては全診療放射線技師対象の告示研修
思います。会員の皆様に周知されてないところは精一
（令和３年厚生労働省告示 273 号研修）を受けなけれ
杯、
担当理事を中心として、
お伝えしていきますので、
ばなりません。皆さん忙しいことと思いますが必ず受
ご安心いただければと思います。これらの研修会は、
けるようお願いいたします。そして、今年は「第 38
診療放射線技師の業務拡大にとても重要な位置づけと
回日本診療放射線技師学術大会」を兵庫県で開催いた
なりますので、ご理解の上多くの方に受講をいただき
します。このような大会が行われることは兵庫県の放
たいと考えております。
射線技師にとって非常に刺激的なことと思います。コ
新たな新型コロナウイルスの変異株も他国では広が
ロナ禍このような大会だけでなく会員のみなさんは各
り、不安なところでありますが、可能な限り、事業遂
勉強会などを企画するにあたり非常に苦慮しているこ
行を頑張ってまいりたいと思います。今後ともご協力
とと思います。
賜ります様、よろしくお願いします。
ここは会員のみなさん力を合わせてよい一年にしま
しょう。
新年あけましておめでとうございます
本年も兵庫県放射線技師会をよろしくお願いいたし
副会長 中野 大
ます。
会員の皆様には本会事業に対しまして、いつもご協
力いただきましてありがとうございます。昨年も新型
新年あけましておめでとうございます
コロナウイルス感染症の影響により限られた活動とな
財務担当理事 山本 敏志
りましたが、Web 併用等も活用し、新たな道を開拓で
会員の皆様におかれましては健やかに新しい年をお
きた年でもあったと考えています。今まででは思いつ
迎えのこととお慶び申し上げます。
かなかったことや気の付かなかったことも発見できた
新型コロナウイルスの中、皆様にもご理解ご協力を頂
と思います。
きまして、公益法人としての事業に関しましては、試
さて、今年は本会にとって一大イベントである『第
行錯誤を繰り返し、行って参りました。
38 回日本診療放射線技師学術大会』を開催いたします。
公益社団法人兵庫県放射線技師会として、本年も皆
役員も未経験のことが多く手探り状態で準備を進めて
様が、研修会、生涯学習などの公益事業、福利厚生事
いますが、各支部のご協力もお願いして最高の大会に
業などに、積極的に参加して頂いて、資質の向上に努
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めていかれるよう事業をもり立ててまいります。
ほとんどできない状況でした。昨年はコロナウイルス
納めていただいた会費の有効活用に向けての取り組み
感染予防をしながら少しずつ同好会事業ができるよう
も検討していきたいと思っております。
になりました。厚生事業の大きな事業としてソフトボ
今後も皆様の声にもっと答えていきたいと考えており
ール大会や新入会員歓迎交流会事業は各支部に協力を
ます。
いただき、開催が出来るようにしていきたいと思って
会費の納入につきましては、本会の事業を行うため
います。近畿地域事業としては野球大会がありますが
に、会費の期限内納入（毎年9月30日まで）のご理解
この大会も 3 年連続中止となっています。今年開催さ
ご協力をお願い申し上げます。
れれば多くの会員の参加をお願いいたします。
本年も放射線技師会事業に関しましてのご理解ご協
これからも会員の親睦・交流の場として、事業を進
力を頂き、各事業にご参加頂きますようお願い申し上
めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたし
げます。
ます。
今後とも一所懸命頑張りますので、ご指導ご鞭撻の
今年も本会事業に、ご理解・ご協力をよろしくお願
ほどよろしくお願い申し上げます。
いいたします。最後になりましたが、本年も皆様のご
多幸をお祈り申し上げます。
新年明けましておめでとうございます
管理士担当理事 岩見 守人
謹んで新年のご挨拶を申し上げます
会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎
情報担当理事 水口 健二郎
えのこととお慶び申し上げます。旧年中は管理士委員
令和 4 年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し
会にご協力を賜り誠にありがとうございました。
上げます。旧年中、会員の皆様におかれましては、情
一昨年より新型コロナウイルスの蔓延によりパンデ
報委員会事業にご理解ご協力を賜り誠にありがとうご
ミックな状態が続きました。そして研修会の中止が相
ざいました。
次ぎ、勉強会のあり方が一変しました。管理士委員会
一昨年同様、昨年も新型コロナウイルスに振り回さ
では早くから webinar 事業に着手し、自宅で勉強でき
れ、会員の皆様にとっては苦渋を味わう生活だったの
るシステムを早くから構築して現在に至っています。
ではないでしょうか。そこに新たな変異株「オミクロ
今後はハイブリット開催を中心に事業を展開してまい
ン」の登場で、これからも先行きの見えない日々が続
りたいと思います。2 月 20 日には近畿放射線学術大会
くことが想像されます。新型コロナウイルスの感染防
で放射線管理士活動を行う予定です。原子力災害時に
止や拡大阻止のために私達ができることを今一度確認
サーベイメーターを活用できる放射線技師の育成を念
して、コロナ禍を共に乗り越えて頂きたいと願ってい
頭に置き、スクリーニングの実習を行います。また、
ます。情報委員会としては、この時代だからこそホー
9月16日からの3日間は日本診療放射線技師会の学術
ムページなどウェブを活用し、引き続き会員様に最新
大会も控えています。兵庫県の会員の皆様の協力なく
の情報を発信していきたいと考えております。
して成功はありません。今後とも技師会活動にご協力
本年が皆様にとりまして良き年となりますように心
の程、よろしくお願い申しあげます。
よりお祈り致します。
新年あけましておめでとうございます
厚生担当理事 小田 敏彦
会員の皆様におかれましてはお健やかに新しい年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は本会事
業にご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございまし
た。
新型コロナウイルスの影響でここ 2 年は厚生事業が

新年明けましておめでとうございます
学術担当理事 酒井 敏行
新年あけましておめでとうございます。旧年中は県
学術大会をはじめとする学術事業に対し皆様の多大な
るご支援ご協力を頂けた事、
厚く御礼を申し上げます。
一昨年はほとんど行えなかった学術事業ですが、昨
年からは Zoom ウェビナーを用いた Web 配信による
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開催を行っています。Web 配信することにより今まで
コロナ禍におきまして、その対応のため多忙な日々を
会場開催では中々参加することが難しかった地域の
お過ごしの所ではあると思います。そんな中で、昨年
方々にも参加いただけるようになったことは一つの僥
10 月に技師法および施行規則等の一部改正が施行さ
倖であったかと思います。今後コロナ感染の影響を考
れ、それに伴いまして日本診療放射線技師会の主催の
えなくてもよい時期を迎えることができたとしても勉
下、
「告示研修」がスタートしました。生涯学習委員会
強会の Web 配信は行っていきたいと考えております。
としては、前回の「2015 統一講習会」に引き続き、開
Web での勉強会は数多く開催され誰でもどこでも参
催に向けて対応することとなり、告示研修についての
加が可能になっております。皆様に興味を持って選ん
広報として、会誌においての記事掲載や説明会(Web
でいただけるような講演になるよう兵庫県放射線技師
型にて)等も開催させて頂いたところです。
会ならではの学術事業を心掛けて企画を行っていきた
この研修は、基礎研修と実技講習の二本立て構成と
いと考えております。
なっており、実技講習は会場型であるため全国の都道
また今年は兵庫県において第 38 回日本診療放射線
府県において開催されようとしておりますが、兵庫県
技師学術大会が開催されます。会員の皆様のご協力な
におきましても受講を希望される会員の方がより多く
しには成り立たない規模のイベントです、是非ともご
受講できるよう、前回と同様に各支部と連携しながら
協力をお願いいたしたく存じます。
計画していきたいと思っております。
最後になりましたが、本年も会員皆様とご家族様の
最後になりましたが、本年も会員の皆様方にとって
益々のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
良い一年となるようお祈りいたしまして、新年のあい
さつとさせて頂きます。本年もどうぞよろしくお願い
新年あけましておめでとうございます
致します
学術大会特別委員会 前田 勝彦
会員の皆様におかれましては、健やかに新しい年を
謹んで新春のお慶びを申し上げます
お迎えのこととお慶び申し上げます。
総務担当理事 神澤 匡数
旧年中は本会活動にご支援、ご協力を賜りありがと
新年おめでとうございます。
皆様におかれましては、
うございました。
幸多き新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。
今年は神戸で日本診療放射線技師学術大会を開催い
旧年中は本会活動に格別のご支援、ご協力をいただ
たします。
『革新への挑戦』を大会テーマに掲げて、会
きまして深く感謝いたしております。
員一丸となって兵庫県を全国にアピールできるような
本年度は総務担当として 2 期目を迎えることになり
大会にしたいと考えています。今回も昨年同様、新型
ました。既にお気づきの方もいらっしゃると思います
コロナウイルス感染拡大への対策として、会場参加と
が、2020 年 8 月に JARTIS が更新されて以降、生涯
オンラインのハイブリッド開催で準備を進めています。 学習のカウントが反映されておりません。イベントの
会員の皆様には学術大会への参加はもちろんですが、
申請と参加者の報告はしていますので、管理はされて
できる限り多くの方に発表演題を応募していただきま
いると思います。反映まで、今しばらくお待ちくださ
すようご協力をお願いいたします。
い。
最後に皆様の益々のご健康とご多幸をお祈りし、年
何かと制限の多い世の中になっていますが、皆様に
頭のご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお
とりましてより良き年となりますようお祈り申し上げ
願いいたします。
まして、新年の挨拶とさせて頂きます。本年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
新年明けましておめでとうございます
生涯学習担当理事 内藤 祐介
新年あけましておめでとうございます
会員の皆様におかれましては、新年をお迎えしてま
企画担当理事 曽宮 雄一郎
すます御健勝のこととお慶び申し上げます。この度の
あけましておめでとうございます。会員の皆様にお
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かれましてはお健やかに新しい年をお迎えのこととお
いつも鼠を追い廻すようになったそうです。
慶び申し上げます。
令和 1 年 6 月の役員改選により企画理事を拝命し、
謹んで新年のお慶びを申し上げます
あっという間に 2 年と半年が過ぎました。コロナ禍に
広報担当理事 阪本 正行
なり思うように事業を進めることが難しいですが、こ
旧年中は格別のご交誼を賜り深く感謝申し上げます。
れまで以上に Zoom など遠隔での仕事に携わることが
本年も、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げま
増えました。企画委員では昨年、最先端医療画像研修
す。
会を立ち上げるなど Web を中心に研究会の企画運営
また、広報事業をより良いものにするため，ご意見
を進めております。いずれは対面式での研修会が開催
ご要望等ありましたら、広報メールアドレス
できること願いながら少しでも会員の皆様に満足いた
（hyogoradiotech@gmail.com）へ連絡いただければ
だけるような技師会を目指しこれからも努めて参りた
幸いです。
いと思います。なにぶん力不足ではございますので皆
今年が会員皆様にとりまして更なる飛躍の年となら
様からの率直な意見、一層のご指導ご鞭撻をいただけ
んことをお祈り申し上げます。
ますと幸いです。
本年も変わらず本会活動へのご理解、ご協力をよろ
新年明けましておめでとうございます
しくお願いいたします。皆様のご多幸をお祈り申し上
組織委員会 岡田 雄基
会員の皆様におかれましては、健やかに新しい年をお迎え
げます。
のこととお慶び申し上げます。

謹賀新年

旧年中は本会事業に多大なご協力を賜りまして誠にあり

監事 有元 直史
令和四年 元旦新年あけましておめでとうございま
す。
年も改まり、会員皆様にはこれまで以上にご満足い
ただけるようにと技師会執行部一同気持ちを新たにし
ております。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げ本年も宜し
くお願い申し上げます。

がとうございました。昨年度に引き続きコロナ禍の影響もあ
り多くの事業を中止することとなりお詫び申し上げます。新
年に予定していました「賀詞交歓会」も見送ることとなりま
したが次年度以降も開催できる環境が整えば皆様と是非お
会いしたいと考えております。
「マンモグラフィ講習会」は
現在の状態が続けば新年1 月に開催予定ですのでよろしくお
願いいたします。私の力の及ばない点もあるとは存じますが
会員の皆様のご要望にお応えするべく組織委員のスタッフ
共々全力で努めてまいります。2022 年 9 月に開催される兵

新年おめでとうございます

庫県での JART 全国大会も含めましてどうぞご協力の程よ

監事 後藤 博
本年、
「日本診療放射線技師学術大会 in 神戸」が開
催されます。会員の皆様ご協力のもと役員一丸となっ
て“有意義な大会”となるよう努めて参ります。今後
とも皆さまのご支援、ご指導を賜ります様よろしくお
願い申しあげます。寅年に因んで、
「時に遭えば鼠も虎
となる」のことわざ。時運に際会すれば、つまらない
ものも勢いを得る。発展するという意味。大いに発展
していきましょう！雑学ですが、
十二支
（鼠・牛・虎・
・
・）
は神様が元旦の日に訪れた順番にその年の大将に任命
したといった話で、猫もいたようですが鼠に騙されて
翌日到着。十二支には入れなかった。その恨みで猫は

ろしくお願いいたします。最後になりますが本年も会員皆様
の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

トラブル回避のための
ワンポイントアドバイス（５）！
トラブルはできるだけならないに越したことはないのです
が、もしトラブルになった場合、すぐ上司に報告し相手（例
えば患者様）と話すことが大切です。その時の対応はでき
るだけ急いで、そしてあまり複数で患者様を取り囲むような
話の仕方は逆効果です。対応が遅いと不誠実に感じます
し、複数で取り囲むようになると威圧感があります。少人数
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で、できればみんな座って目線を同じ高さにして話すこと
が大切です。そして何よりも原因は何なのか、患者様の話
をまず聞くことから始めてください。

令和４年１月１日発行

１月パスワード

「 ２０２２ 」

情報委員会
令和３年度 給与実態調査

兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/

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、QR コ
ードを読み取ってご回答下さい。兵庫県放射線技師会ホ
ームページからも回答できますので、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
関しては本会事業にのみ利用し、他への転用はいたしま
せん。
締め切り： 令和４年１月１４日（金）
問い合わせ先：
兵庫県立西宮病院 検査・放射線部 水口健二郎
０７９８-３４-５１５１(PHS:７６８５)

第１４回原子力災害医療研修会のおしらせ
（令和３年度原子力スクリーニング研修）
今回、毎年行っている原子力災害医療研修会は、奈良
県放射線技師会と合同で行うことが決まりました。新型コロ
ナウイルスの感染状況によっては、ハイブリットでの開催も
視野に入れております。今回はセグメント法を啓蒙されて
いる神奈川県放射線技師会の吉田先生を現地にお招きし
研修会を行います。
万障繰り合わせの上、多数のご参加をお願いします。
尚、詳しい内容につきましては２月号のシャウカステン
でお知らせします。
日 時： 令和４年２月２０日（日）１３：００～１６：３０
場 所： 奈良県コンベンションセンター ２０１会議室
（奈良県奈良市三条大路一丁目６９１-１）
実施方法： 現地開催（ハイブリット開催）
プログラム（案）：
１３：００～１３：１０ 開会挨拶 日本診療放射線技師会
江藤副会長
１３：１０～１３：２５ 原子力施設の説明
（原子炉の構造や災害対策） 関西電力株式会社
１３：２５～１３：４０
原子力災害時の広域避難 関西広域連合
１３：４０～１４：２５ 原子力災害時の放射線被ばく
神奈川県放射線技師会 吉田 篤史先生
１４：３５～１４：５０ 放射線技師会の活動報告
兵庫県放射線技師会 管理士委員会
１４：５０～１６：２０
避難退域時検査等の説明・放射線測定装置の使用方法
及び測定方法
原子力安全技術センター＆兵庫県放射線技師会＆吉田

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。
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令和４年１月１日発行
兵庫医科大学病院 放射線技術部 酒井 敏行
MAIL： gakujutsu25th@yahoo.co.jp
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)半日以下・１単位への登録をしています。
受講証明書の発行は講演時間の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。

篤史先生
１６：２０～１６：３０ 閉会挨拶 奈良県放射線技師会
お問い合わせ：
兵庫県放射線技師会 管理士委員会
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人
姫路市下手野１丁目１２番１号
TEL ０７９-２９４-２２５１ （内線３６８４）
MAIL: morihito585@gmail.com

令和３年度 第５回阪神支部
web セミナーのお知らせ

第１６回兵庫県学術研修フォーラムのご案内

今回は「コラボ企画」第４弾として、なんと「神戸頭部研究
会」とコラボさせていただきます！
技師会雑誌の連載・アジアでの活躍など多方面で活躍さ
れている神戸頭部研究会が阪神支部とのコラボを実現し
ました。
内 容： 今回のテーマは、
「頭研流『ここがポイント脳梗塞！』」 です。
普段よく撮影しているけれど、「実はよく分かっていない？」
「分かっているつもりになっている？」ということがあるので
はないでしょうか？
若いみなさんはもちろん、ベテランの方にも「なるほ
ど！！そういうことか！！」という発見と学びの時間を共有
して、自分の日常（普段の診療）に活かし、参加前の自分
より少し成長した自分を一緒に手に入れましょう！
《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４年１月２６日（水）１８：３０〜１９：４５前後
会 費： 無料
定 員： １００名
（定員に達した場合ご参加いただけないことがあります）
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、「頭研流 『ここがポイント脳梗塞！』」
社会医療法人榮昌会 吉田病院附属脳血管研究所
放射線科 森 勇樹
下記の google form の URL よりご登録し、ご参加していた

約２年ぶりに兵庫県学術研修フォーラムを開催いたしま
す。今回は特別講演に北播磨総合医療センター リウマ
チ・膠原病内科 診療科長 三崎健太先生にお迎えしご
講演をいただきます。北播磨総合医療センターに技師さ
んと夜な夜な CT を使って実験をされているリウマチ・膠原
病内科の先生がおられるという話をききまして興味を持ち、
当フォーラムでの講演をお願いしたところ快諾していただ
きました。研究中でまだ発表できない話もあると伺ってい
ますが、非常に興味深い講演となるのではないかと期待し
ております。基調講演には GE ヘルスケア・ジャパンの
MICT 営業推進部 末永武雄様に DE-CT の臨床応用につ
いてご講演をいただきます。皆様のご参加をお待ちしてい
ます。
日 時： 令和４年２月２５日（金）１８：３０～
場 所： Zoom ウェビナーによる配信
参加登録開始は１２月末を予定しております。
参加費： 無料（JART 会員の方限定）
内容：
【基調講演】
「Dual Energy CT の臨床応用
～物質の推定や鑑別、弁別への応用～」
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
MICT 営業推進部 末永 武雄（診療放射線技師）
【特別講演】
「ここまで変わった関節リウマチの診断アプローチとアウトカ
ム！〜令和時代に実践したいリウマチ医目線の Imaging
modality への挑戦〜」
北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科
診療科長 三崎 健太先生
問い合わせ： （公社）兵庫県放射線技師会 学術担当

7

兵放技ニュース
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だきますようよろしくお願い致します。
会 費： 無料
Zoom ミーティングの URL は google form の登録の際にお
定 員： １００名
知らせいたします。また勉強会が近づきましたら、ご登録
（定員に達した場合ご参加いただけないことがあります）
のメールアドレスにも Zoom ミーティングの URL を送信させ
プログラム：
ていただきます。
１、支部長挨拶
また当日は、下記日時に Zoom に接続し、ご参加ください。
２、「症例紹介〜使用造影剤の適切な選択〜」
（１０分前から開場致します）
尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田 照哲
Googleform:
３、「頭研流 『ここがポイント脳出血！』」
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSVvmg
法人社団菫会 北須磨病院 放射線科 山本 卓典
iU716yxW8KVLhsvHV-KWOJf5QetoxNFSuEXDqyAY6Q
参加登録用の google form の URL・QR コードについては、
/viewform?usp=sf_link
来月分（２月）のシャウカステンに掲載したいと思います。
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
QR コード
大阪行岡医療専門学校長柄校放射線科学友会
問合せ： 尼崎総合医療センター 放射線部 阿部 大佑
令和３年度学術講演会のお知らせ
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

日 時： 令和４年１月２９日(土)１９：００～２０：４５
Web 開催(Mediner 内にて配信)
参加費： 無料
※ご視聴には Mediner 会員登録が必要となります(詳細は
HART ホームページ更新情報より)
※今回は、会場での開催はありません
１９：００ 開会挨拶及び事業報告
学友会 本部会長 中島 大平
１９：１０ 講演１
座長 山本第三病院 放射線科 比嘉 敏夫
『 ワークモチベーションを科学する ～人工知能でも死
亡時画像診断でもない AI の可能性～ 』
大阪急性期・総合医療センター
医療技術部 伊泉 哲太 先生
～休憩 ５分 ～
１９：５５ 講演２
座長 おおさかグローバル整形外科病院
放射線科 泉田 勝也
まだ知らない人も必見
『 医師のタスクシフトに伴う診療放射線技師の告示研修
について ～役立つ 知ってほしいメリットある情報～ 』
北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 先生

令和３年度 第６回阪神支部
web セミナーのお知らせ
「コラボ企画」第４弾も前回大好評をいただいた「神戸頭部
研究会」とコラボさせていただきます！
内 容： 今回のテーマは、
「頭研流『ここがポイント脳出血！』」 です。
普段よく撮影しているけれど、「実はよく分かっていない？」
「分かっているつもりになっている？」ということがあるので
はないでしょうか？
若いみなさんはもちろん、ベテランの方にも「なるほ
ど！！そういうことか！！」という発見と学びの時間を共有
して、自分の日常（普段の診療）に活かし、参加前の自分
より少し成長した自分を一緒に手に入れましょう！
《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４年２月１６日（水）１８：３０〜１９：４５前後
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閉会挨拶 学友会大阪府支部会長 伊泉 哲雄
いたします。
知人、友人を多数お誘いのうえ Web にてご参加下さい。
第９３回西播画像研究会のご案内
主催 放射線科学友会 本部
共催 大阪府支部 京都府支部 兵庫県支部 滋賀県支部
西播画像研究会を下記の要領を web にて開催させてい
奈良県支部 和歌山県支部
ただきます。
大阪行岡医療専門学校長柄校 放射線科 学友会
今回は骨盤腔をテーマに技師、医師の立場から特別講演
ホームページアドレス
をお願いしております。
https://www.yukioka-kinki-gakuyukai.net/
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１１３回 BasicMRI
日 時： 令和４年２月５日（土）１４：００～１６：００
日 時： 令和４年１月２２日（土）１４：００～１５：１０
開催方式： web 開催（Zoom Webinar）にて無料
内 容： 「初学者必見！MRI 基礎中の基礎」
「内容」
～スピンエコー法とグラジエントエコー法～
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
講 師： 甲南加古川病院 田伏 真一郎
【特別講演１】
服部病院 松崎 博貴
『骨盤部 MRI の基礎と実践（仮）』
新年あけましてお め でとうございます。本年初の
神戸大学医学部附属病院 医療技術部 放射線部門
BasicMRIは、MRIをする上で知っておきたい内容「スピンエ
曽宮 雄一郎技師
コー法とグラジエントエコー法」についての話です。コロナ
【特別講演２】
禍、なかなか勉強会に参加できていなかった、MRI 初学
『婦人科領域の画像診断』
者のみなさん「必見」です。
日本赤十字社 姫路赤十字病院 放射線科 副部長
勉強会の進め方も Web 中心になり、今回当会は最後の
正岡 佳久先生
質疑以外すべて録画での勉強会にしたいと考えています
申し込みは下記の URL か QR コードからお願いします。（事
今年もよろしくお願いいたします。
前登録制）登録完了後、視聴用 URL が記載されたメール
第１１３回 Basic MRI
が送信されます。
このウェビナーに事前登録する
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Wsef
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_594Fn
WVgRSeiEeOi45WB4Uw
k35T5yP3gvy3jtDyg
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。
＊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。
＊本会は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研
究会です（更新点数５単位）
後日、ご視聴時間が９０％以上の方にメールにて出席証
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

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。
会終了後、ウェビナーの退出をしますとアンケートが開き
ます。今後の勉強会運営に役立てるためご協力をお願い
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詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで

ださい。
お問い合わせ： 姫路赤十字病院 放射線技術部
藤岡 護まで MAIL： m.fujioka.hrc@gmail.com

○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

神戸頭部研究会からのお知らせ

○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

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。コロナ禍も感染症の
大幅な減少がみられ、しばらく落ち着いた状況となってお

○高砂市民病院
所在地 高砂市荒井町紙町３３−１
求人内容 正規職員

りますが、新たな変異株も現れ、まだ警戒を強めてゆく必
要があります。最新の情報を注視し、更に感染予防策の
徹底を努めてゆきたく思います。

○川崎病院
所在地 神戸市兵庫区東山町３丁目３−１
求人内容 正規職員

さて、大好評の「はがきで定例会」も回を重ね、たくさんの
症例を取り上げてまいりました。臨床では目にすることが非
常に少ない疾患も、成り立ちから症状、画像所見に治療法

○兵庫県立がんセンター
所在地 明石市北王子町１３−７０
求人内容 会計年度任用職員

までと、一連を分かりやすくお伝えすることが出来たように
思われます。１枚の画像から結びつく疾患に考える力がつ
きましたね。引き続き今年の定例会もしばらくはこのスタイ

【 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

ルで進めたく考えております。早くこの状況が終息し以前
のような活発な意見を交わす対面式の定例会が出来るこ
とを願ってやみません。また、機会をみまして web 形式で
行うことも視野に入れ調整しております。今年もまた精一
杯頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

（田上 修二）

一般撮影勉強会からのお知らせ
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。

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。
テーマは「股関節」です。講演あり、ディスカッションありの
内容で計画しています。
詳細につきましては２月の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）

会費納入状況 （令和３年１２月１０日現在）
会 員 数 ： １，３０１名
会 費 納 入 率 ： ８０．８６％
会費未納者数 ： ２４９名

≪ 求人情報 ≫
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兵放技ニュース

< １月スケジュール >

１/２８

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 組織委員会 第１５回マンモグラフィ技術講習会
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 第１１３回 BasicMRI
（日）
（月）
（火）
（水） 第５回阪神支部 web セミナー
（木）
（金）

１/２９

（土）

１/３０

（日）
（月）

１/１
１/２
１/３
１/４
１/５
１/６
１/７
１/８
１/９
１/１０
１/１１
１/１２
１/１３
１/１４
１/１５
１/１６
１/１７
１/１８
１/１９
１/２０
１/２１
１/２２
１/２３
１/２４
１/２５
１/２６
１/２７

１/３１

令和４年１月１日発行

< ２月スケジュール >
２/１
２/２
２/３
２/４
２/５
２/６
２/７
２/８
２/９
２/１０
２/１１
２/１２
２/１３
２/１４
２/１５
２/１６
２/１７
２/１８
２/１９
２/２０
２/２１
２/２２
２/２３
２/２４
２/２５
２/２６
２/２７
２/２８

大阪行岡医療専門学校長柄校放射線科学友会
令和３年度学術講演会
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（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 第９３回西播画像研究会
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
磁気共鳴（MR）専門技術者認定試験 直前対策

（日） on the web
（月）
（火）
（水） 第６回阪神支部 web セミナー
（木）
（金）
（土）
（日） 第１４回原子力災害医療研修会
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 第１６回兵庫県学術研修フォーラム
（土）
（日）
（月）

