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第１１７回通常総会のお知らせ

定款第１４条・１５条に基づき第１１７回通常総会を下記の通り開催致します。
総会の詳細につきましては同封いたします議案書をご参照下さい。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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４年３月２０日（日）１３：３０～１５：００
会 場：神戸市教育会館（４Ｆ）４０４ 神戸市中央区中山手通４-１０-５
最新の情報はホームページでご確認ください。
総会後研修会：１５：００～１７：００ （ZOOM ウェビナーによる配信）
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厚生委員会
ハイキング同好会からのお知らせ

第１３回放射線安全管理測定研修会のご案内
放射線安全管理測定研修会は、放射線測定器の基礎
から特性を理解でき、患者被ばく線量の測定ができる技
師の育成を目的とした研修会です。今回は実習形式では
ありませんが、診療放射線技師の役割である医療被ばく
低減を考慮した web セミナーとさせていただきます。万障
繰り合わせの上、多数のご参加をお待ちしております。
日 時： 令和４年３月５日（土曜日）１３：００～１５：００
場 所： web セミナー
参加費： 会員 無料、会員以外１，０００円
１３：００～１３：３０
講演１ 「２０２０年の医療法施行規則の改正に関して」
姫路赤十字病院 放射線技術部 細岡 裕之
１３：３０～１４：００
講演２ 『IVR 領域の線量測定に必要な線量計とは？』

３月１２日（土）～１３日（日）鳥取県の東山（１３８８ｍ）に登
りませんか。
今年は、雪が多く、素晴らしい樹氷が見られるかな？
登山コース：鳥取、糸白見・・糸白見林道・・北尾根・・頂上
（３～４時間）積雪の状態で変わります。
登山装備、輪かんかスノーシュウ、ストック、非常食、行動
食、ヘッドライト等
コロナ感染状態により、中止することも有ります。
責任者： 赤松 曉（０９０-４９０４-４４０７）

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。

～線量計の取扱い注意点、校正について、線量計の紹介～

東洋メディック株式会社 大阪支店営業部 磯浜 隆宏
１４：００～１５：００
講演３ 「IVR 領域における安全管理を目的とした線量測
定とその活用法」 ～正当化と最適化を見据えて～
兵庫医科大学病院 放射線技術部 松本 一真
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）
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。

３月パスワード

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

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_klqwzu
2ZSDK7h9T6YWK9dg
＊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 JARTIS にカウント申請させていただきます。
お問い合わせ：
姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人
TEL ０７９-２９４-２２５１（３６８４）
MAIL: morihito585@gmail.com

組織委員会
総会後研修会のご案内
会員の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶
び申し上げます。「総会後研修会」を下記の要領にて開催
いたします。新型コロナウイルス感染対策を鑑み、ZOOM
ウェビナーを使用したweb 配信となります。多くの皆様にご
視聴賜りたく存じますので、事前登録のうえ御参加のほど
お願い申し上げます。
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日 時： 令和４年３月２０日（日）１５：００～１７：００
ります。（申し込み開始は３月中の予定。）
場 所： ZOOM ウェビナーを使用した web 配信
日 程： 令和４年４月２３日（土）/２４日（日）
会 費： 無料
場 所： 北播磨総合医療センター
【講演①】
時 間： ９：００～１８：００頃
「２０２２年度診療報酬改定について
定 員： 各日４８名（先着順）（２０１５統一講習会受講済
～画像診断・放射線治療分野を中心として～」
みの方は、先行予約あり）
一般社団法人日本画像医療システム工業会
受講料： 会員１０，０００円 非会員２０，０００円
経済部会会長 診療報酬委員会委員長
＊開催日程は２日間ですが、研修は１日で修了となります。
鍵谷 昭典 先生
ご都合の合う日程いずれか１日をお申し込みください。
【講演②】
お問い合わせ： 生涯学習担当理事 大久保病院
「画像レポートの見落とし問題へのシステムを利用した対応」
放射線科 内藤 祐介
株式会社エムアンドエイチ 営業部 田伏 健太 先生
MAIL: yusuke09230419@yahoo.co.jp

令和３年度 第７回阪神支部
web セミナーのお知らせ
登録リンク
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8-tyy
Er1TYWcGw1ivBAjqg
お問い合せ : 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
MAIL: hart.soshiki2@gmail.com

内 容： 今回のテーマは、「線量管理」です。
最近のトピックスの一つである「線量管理」ですが、「実は
よく分かっていない」「やっているけどこれでいいの？」など
疑問や悩みが多いところだと思います。
今回は線量管理システムを持つ３つのメーカーさんにお
話を聞きたいと思います！
線量管理自体についての深めるのはもちろんですが、各メ
ーカーの特徴を比較しながら知ることのできるチャンスで
す！
「線量管理」と言われ出して時間が経ちましたが、ここで
「何となく分かっているけれど、、、」と言うのを「しっかり分
かっている！！」に変えましょう！
また質疑応答では本当のところどうなのか？と言うことなど
も何でも疑問を解決できるような時間にしたいと思っており
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３月１１日（金）１８：３０～２０：１５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、「被ばく線量管理システム

「告示研修」（実技研修）の開催予定のご案内
２０２１年１０月より、医師の働き方改革を推進するため、
医師から診療放射線技師へのタスク・シフティングにより
診療放射線技師の業務が拡大されました。法令により、こ
のタスク・シフトされた業務を実施するためには、厚生労働
大臣が指定する研修を受講する事が必須と定められ、研
修の受講が義務化されました。
この労働省告示第２７３号研修を、「告示研修」と呼び、
日本診療放射線技師会の責任の下、開催されることとなり
ました。
詳細は、「診療放射線技師法改正に伴う告示研修特設
サイト」
（http://www.jart.jp/activity/kokujikousyuu_2021.html）
をご参照ください。
なお、兵庫県におきましては、「告示研修」（実技研修）
を下記日程にて開催する事となりましたので、ご案内いた
します。申し込みは、基礎研修と同様に、日本診療放射線
技師会の会員情報システム「JARTIS」からのみとなってお
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『ShadeQuest/DoseMonitor』のご紹介」
日本診療放射線技師会員の方は、ポイント付与手続きを
富士フイルム医療ソリューションズ（株） 鏑木 善誉
行いますので、会員番号もお願いします。なお申込み〆
４、「線量最適化ソリューション DoseWatch の特長について」
切は、令和４年２月末とさせて頂き、以降の受付は致しか
GE ヘルスケア
ねますので予めご了承下さい。
５、「シーメンスヘルスケアが考える「Dose Management」
－ プログラム －
と「Digitalizing Healthcare」」
☆特別講演Ⅰ １３：００～１４：００
『医療安全から考える造影検査と診療放射線技師の在り方』
シーメンスヘルスケア 高木 寛和
下記の google form の URL よりご登録し、ご参加していた
県立こども病院 検査・放射線部 前田 啓明 技師
だきますようよろしくお願い致します。
☆特別講演Ⅱ １４：００～１５：００
Zoom ミーティングの URL は google form の登録の際にお
『救急撮影の考え方』
知らせいたします。また勉強会が近づきましたら、ご登録
社会医療法人愛仁会 高槻病院 放射線科
のメールアドレスにも Zoom ミーティングの URL を送信させ
渡辺 博也 技師
ていただきます。
☆講 演 １５：００～１６：００
また当日は、下記日時に Zoom に接続し、ご参加ください。
『一般撮影領域における入射表面線量測定』
（１０分前から開場致します）
県立こども病院 検査・放射線部 前田 貴彦 技師
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjXFMM
☆特別講演Ⅲ １６：００～１７：３０
rYFkROZFcTTz-pC3JzRlgFUbsJ6OmAQxYmFccKz9-w
『診療放射線領域での学術活動のススメ
/viewform?usp=sf_link
～臨床と研究の楽しみ方～』
社会医療法人峰和会 鈴鹿回生病院 診療関連部
放射線課 水井 雅人 先生
【認定ポイント】
日本救急撮影技師認定機構２ポイント
QR コード
日本 X 線 CT 専門技師認定機構３単位
問合せ： 尼崎総合医療センター 放射線部 阿部大佑
肺がん CT 検診認定機構５単位
MAIL: daisukeabe1230@gmail.com
日本診療放射線技師会生涯教育カウント付与
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１７４回東播支部勉強会のご案内
西播支部
第５６回西播支部学術講演会のご案内

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４年３月２４日（木）１８：００～１９：３０
（入室開始１７：３０）
参加費： 無料
【司会進行】 兵庫県立がんセンター 小橋 一輝
【支部長挨拶】(１８：００～１８：０５)
兵庫県立姫路循環器病センター 梅宮 清

会員の皆様方には益々御清祥のことと御慶び申し上げ
ます。下記の通り、第５６回西播支部学術講演会をTeams
にて開催を致します。
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４年３月１２日（土）１３：００～１７：３０
参加費： 無料
事前申込み： Web サイトの URL、参加証（後日に送信）を
発行しますので、必ず！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。また、
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内 容： （１８：０５～）
高い大腿骨近位部骨折を中心に基礎解剖から診断、骨
１．CT 急変時シミュレーションを終えて（仮）
折型と手術方式、術前計画、術後経過観察など、それぞ
北播磨総合医療センター 中央放射線室 山崎 和輝
れの目的を考えた股関節X 線撮影法について解説させて
２．最新 Philips Elition ３T-MR 装置の導入メリット
いただき、みなさまと一緒に股関節 X 線撮影について理
～一歩踏み込んだプラス機能における臨床価値を求めて～
解を深めたい。
北播磨総合医療センター 中央放射線室 後藤 吉弘
テーマ： X 線撮影
参加方法：勉強会当日は上記 URL からアクセスしていた
〈〈 講演 〉〉
座長：こやまクリニック 田上 修二
だき、参加お願い致します。
（題目）
１７時半から入室可能です。（事前登録は不要です。）
『 股関節 X 線撮影 』
－ 術前・術後観察に適した X 線撮影法 －
（講師）
下田メディカルセンター 放射線技術科 鈴木 義曜 先生
日 時： 令和４年３月２６日（土）
参加者の Web 接続開始 １４：３０～
https://us02web.zoom.us/j/81740700206?pwd=WVR
開催説明 １４：５０～
SNFRIOXZzaisxZG92ejJ1WU1vQT09
講演開催 １５：００～１７：００
ミーティング ID: 817 4070 0206
会 場： Web 開催（Zoom のソフトを使用）
パスコード: 20220324
（※事前に必ず Zoom のソフトをパソコン・スマートフォン等
問い合わせ先： 兵庫県立がんセンター 放射線部
にダウンロードして下さい）
小橋 一輝 MAIL： kobashi1107@yahoo.co.jp
参加費： 無料
参加申し込み： 事前登録制
定員： 先着５００名
神戸西支部
以下の URL か 添付の参加登録用 QR コード にて登録
第２０回 神戸西支部 特別講演会
https://us02web.zoom.us/webinar/r
今回の神戸西支部の特別講演会は、
egister/WN_3pi-IoWCQ2yaWKDSytc
『 股関節 X 線撮影 』と題しまして研修会を行います。
K5g
このたびは、静岡県の下田メディカルセンター 放射線技
術科の 鈴木 義曜 先生に御教授いただきます。
日本放射線技師会生涯教育ポイント
鈴木先生は、２０２１年の日本診療放射線技師学術大会
お問い合わせ先： 三菱神戸病院（０７８-６７１-７７０５）
JCRT in東京にて骨関節撮影分科会企画で股関節X線撮
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
影についてご講演されており、このたび、計測学に適した
股関節X線撮影を詳細かつ分かりやすく解説して下さいま
一般撮影勉強会からのお知らせ
す。
コロナ禍で中止となっておりました一般撮影勉強会です
≪講師：鈴木先生からのメッセージ≫
が、この度 Web 形式での再開となりました。再開を記念し
股関節は人体の中でも広い可動域を持つ球関節である
まして大阪ハイテクノロジー専門学校の安藤英次先生を
がため、X 線撮影の際には目的に合った撮影法の選択や
講師としてお迎えしご講演をいただきます。
下肢の肢位をどのようにするかが画像診断をするうえで重
今回のテーマ部位は『股関節』です。安藤先生の講演
要となる。診療ガイドラインによれば老年人口の増加に伴
後『股関節正面撮影における大腿骨肢位』『小児股関節
い、大腿骨頚部骨折と転子部骨折は２０２０年に約２５万
撮影における生殖腺遮蔽』について世話人を交えてディ
人であったものが、２０４２年には約３２万人発生すると推
スカッションを予定しています。皆さまのご参加をお待ちし
計されている。そこで、股関節疾患として遭遇する頻度の
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ています。
内 容： 「西神戸 装置 Up Date」
日 時： 令和４年３月１７日（木）１９：００～２０：３０
演 者：
会 費： 無料
80 列 CT Canon メディカル Aquilion Prime SP i edition のご
定 員： ５００名（定員に達した場合ご参加いただけません。）
紹介 -装置リプレイス・バージョンアップ・新規導入でアッ
テーマ 「股関節撮影」
代表世話人挨拶
プデートされた検査体制特別講演 大阪ハイテクノロジー専門学校 安藤 英次先生
神戸市立西神戸医療センター 放射線技術部 三船 祐輔
ディスカッション
３T MRI 装置 MAGNETOM Vida の紹介
①『股関節正面撮影における大腿骨肢位』
-新装置で出来る様になった事と導入による運用の変化神戸市立西神戸医療センター 放射線技術部 橋本 強志
②『小児股関節撮影における生殖腺遮蔽』
申し込みは下記の URL か QR コードからお願いします。（事
お申し込みは下記の URL か QR コードからお願いします。
前登録制）
（事前登録制）
登録完了後、視聴用 URL が記載
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpfuGsq
されたメールが送信されます。
TgiH9L4w-xV4pfmgrNbiiRQjJkR

https://us02web.zoom.us/webin
ar/register/WN_DCeHt1yAQDKgB1I-fYGnGw
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 JARTIS にカウント申請させていただきます。
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）

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。
当日は開始時刻１０分前より入室可能となっております。
お問い合わせ： 神戸市立西神戸医療センター
放射線技術部 大政 亘
TEL ０７８-９９７-２２００
MAIL： wataru_omasa@kcho.jp

神戸市立西神戸医療センターオープンカンファレンス
「第２回西神戸 Imaging Assist Conference」のご案内

≪ 求人情報 ≫

皆様におかれましては益々のご清祥のこととお慶び申し
上げます。
この度、昨年度延期しておりました、「第２回西神戸
Imaging Assist Conference」を WEB にて開催する運びと
なりました。
当院では、昨年度CT、MR 装置の更新を行いました。そ
こで今回は「西神戸 装置 Up Date」と題しまして、新装置
についての紹介やその特徴、また新装置でできるようにな
ったことなど当院の運用も交え、講演をさせて頂きます。
ご多忙の折とは存じますが皆様のご参加を賜りますようお
願い致します。
日 時： 令和４年３月２４日（木曜日）１８：３０～１９：３０
場 所： Zoom Meeting を利用した WEB 開催
参加費： 無料

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
○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
○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
○高岡病院
所在地 姫路市西今宿５丁目３-８
求人内容 正規職員
○明和病院
所在地 西宮市上鳴尾町４-３１
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求人内容 正規職員

< ３月スケジュール >

○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 会計年度任用職員

３/４

（火）
（水）
（木）
（金）

３/５

（土）

３/６

３/１１

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金） 第７回阪神支部 web セミナー

３/１２

（土）

３/１３

３/１９

（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 一般撮影勉強会
（金）
（土） 第３回兵庫の放射線治療の未来をかたる会

３/２０

（日）

３/２１
３/２３

（月）
（火）
（水）

３/２４

（木）

３/２５

（金）
（土） 第２０回神戸西支部 特別講演会
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

３/１
３/２

○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

３/３

○兵庫県立西宮病院
所在地 西宮市六湛寺町１３-９ ·
求人内容 パート職員

３/７
３/８

○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

３/９
３/１０

○宝塚エデンの園附属診療所
所在地 宝塚市ゆずり葉台３丁目１-１
求人内容 パート職員

３/１４

【 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

３/１５
３/１６
３/１７
３/１８

３/２２

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。

３/２６
３/２７
３/２８
３/２９

会費納入状況 （令和４年２月１０日現在）

３/３０

会 員 数 ： １，３０７名
会 費 納 入 率 ： ９１．５１％
会費未納者数 ： １１１名

３/３１
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第１３回放射線安全管理測定研修会
第２３回近畿救急撮影セミナー

第５６回西播支部学術講演会
ハイキング同好会活動日
ハイキング同好会活動日

兵庫県放射線技師会 第１１７回通常総会
組織委員会 総会後研修会

第 174 回東播支部勉強会
第２回西神戸 Imaging Assist Conference

