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第１１７回 （公社）兵庫県放射線技師会通常総会報告
令和４年３月２０日(日)１３：３０より神戸市教育会館にて第１１７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少人
数での開催となった。
今総会では下記についての審議があった。
１．令和４年度事業計画（案）
２．令和４年度予算（案）
３．令和４年度資金調達及び設備投資の見込みについて
４．その他
後藤会長による会長挨拶の後、第１号議案 「令和４年度事業計画案」、第２号議案 「令和４年度予算案」、第３
号議案 「令和４年度資金調達及び設備投資の見込みについて」の説明があった。
出席状況は会員数 1,３０９名中、出席者数１１名、委任状提出者数６５７名、計６６８名であった。
１・２・３号議案は全員賛成にて可決された。
総会後研修会は、「２０２２年度診療報酬改定について～画像診断・放射線治療分野を中心として～」一般社団法人
日本画像医療システム工業会 経済部会会長 診療報酬委員会委員長 鍵谷 昭典先生・「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」 株式会社エムアンドエイチ 営業部 田伏 健太先生の２講演が行われた。
～後藤会長挨拶・事業計画より～
新型コロナウイルス感染状況の最新の分析によると「新規感染者が減少傾向に転じた」との報道があり、ようやくピークア
ウトが近いという印象を受けておりますが、高齢者感染の増加に伴う病床の逼迫と重篤化が心配されるところです。皆様に
は、最前線でのコロナ対応業務にあたっておられることに心から敬意と感謝を申し上げます。
さて、働き方改革を進めるためのタスク・シフト／シェアの推進に伴う診療放射線技師法が改正され、厚生労働大臣が
指定する告示研修の義務化されました。しかし、オミクロン株の急激な拡大、蔓延により、１２月から予定されていた全国
各地の告示研修は中止・延期を余儀なくされており、新たに次年度の開催に向けて引き続き絶大なるご支援とご協力をよ
ろしくお願いします。
また、現在、第３８回日本診療放射線技師学術大会を、２０２２年９月１６日（金）～１９日（日）の３日間、神戸コンベンシ
ョンセンターにて開催する予定で、鋭意準備を進めております。日本診療放射線技師学術大会を兵庫県で開催すること
は初の試みで、本会会員および皆様のご協力のもと、全力を尽くし重責を果たす所存でございますので、演題発表や講
師・座長・シンポジスト等、ご協力そして参加をお願いいたします。
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手が本心から求めていることは何なのかを考えながら会
話をしよう。
第１５回臨床学術講演会ご案内
２．状況把握力が高いこと
謹啓 皆様方には益々御清祥のこととお慶び申し上げま
まず問題の全体像を客観視して正確に把握しなければい
す。
けません。そして次はどのような行動をするべきか先のこ
前年度に引き続き第１５回臨床学術講演会を Web セミナ
とまで考えながら行動しましょう。
ーにて開催いたします。テーマは「当直で役立つ画像診
３. どんな事態でも冷静沈着
断～腹部領域～」とし我々診療放射線技師が当直時に依
なるべく穏便に解決するために冷静沈着でいるのは大切
頼される症状に対しどのような 疾患が考えられ、それに
なこと。トラブルや自分自身を客観的にみることができる
伴う画像所見について学びたいと考えます。
冷静さを持つことです。
技師講師として兵庫医科大学病院 放射線技術部 窪 沙
４．リスクやトラブルをあらかじめ想定
弥香技師、医師講師として神戸市立医療センター中央市
考えられる質問や反論をあらかじめ想定し対処法まで考
民病院 放射線診断科 光野重芝医師に講演をしていた
えておきます。想定外の事態になる可能性をできるだけ
だきます。
なくすために、なるべく視野を広く持ち、これまでの経験を
日 時： 令和４年５月２７日（金）１８：３０～２０：００
思い出しながら、あらゆる可能性を考えておくことが大切で
会 場： オンライン開催
す。
（ZOOM ウェビナー、登録は４/１５頃兵庫県放射線技師会
ウェブサイトから開始予定
情報委員会
参加費： 無料
会員専用サイトへのログインパスワード
【講演】
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
「診療放射線技師が知っておきたい血液データの見方」
たプレゼンデータを公開しています。
兵庫医科大学病院 放射線技術部 窪 沙弥香先生
その他、給与実態調査のアンケート結果や診療報酬改定
【特別講演】
に関する情報も掲載しています。
「当直・救急で役立つ画像診断～腹部～」
「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
神戸市立医療センター中央市民病院 放射線診断科
してください。
光野 重芝先生
問い合わせ：（公社）兵庫県放射線技師会 学術担当
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

４月パスワード

「 sakura 」
兵庫県放射線技師会 HP

トラブル回避のための
ワンポイントアドバイス（７）！

http://www.hyogo-rt.org/

トラブル回避のために対応力（あらゆる事に対して柔軟に
対応できる力）を養っていきましょう。
１．ヒアリング力が高いこと
トラブルが発生した際、原因や経緯といった実際に起きた
ことは正確に聞き出しやすいでしょう。
どんな質問をすれば相手は真意を伝えてくれるのか、相

第１１４回 Basic MRI のお知らせ
日 時： 令和４年４月２３日（土）１４：００～１５：００
Web 開催（事前登録が必要です）参加費は無料です。
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基礎講演 「プリパルスの活用術」
変?脳血管障害、炎症、変性、腫瘍などの鑑別が挙げら
MRI 撮像におけるプリパルスの役割と使用方法をお話しし
れます。本症例は症状や時間的所見の変化より AOP 梗
ます。
塞と判明しました。視床へ還流する血管の正常変異が原
プリパルスとは、信号収集のための励起パルスの前に印
因でしたね。稀な疾患ですが、この成因を辿ってゆくと非
加するパルスのことを指します。
常に興味深い内容で大変勉強になりました。これは為に
Saturation パルスや CHESS 系脂肪抑制パルス、
なる!! 是非、頭研 HP をご覧くださいね。さて、４月のはが
BlackBlood パルスなど、代表的なプリパルスがどのような
きで定例会は、斜台近傍の病変で進めてまいります。これ
場面で活用されているのか？またそれによって磁化の挙
も考えさせられる症例です。鑑別疾患などじっくりみてゆき
動はどのように変化するのか？実際のパラメータ設定と画
ましょうね。（田上修二）
面を見ていただきながら解説いたします。
講 師： 株式会社フィリップス・ジャパン
一般撮影勉強会報告
アプリケーションスペシャリスト 桐ケ谷 茉恋
情報提供
３月１７日（木）に Web 形式で「股関節撮影」をテーマに講
「新しいソフトウェアの購入形態」
演会を開催しました。
株式会社フィリップス・ジャパン
大阪ハイテクノロジー専門学校の安藤英次先生を講師に
マーケティングスペシャリスト 柳田美香
お迎えし講演していただきました。
下記 URL から事前登録してください。
安藤先生の熱い思いが詰まった内容で再開記念にふさわ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YMcm
しい講演でした。参加者は最大１２０名で大盛況となりまし
nu5DRCqRwT_mRR1OXw
た。
講演後の股関節正面撮影での大腿骨肢位と小児の生殖
腺遮蔽について質疑応答は各施設の取り決めや考え方を
知ることができ、有意義な会となりました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
次回も股関節をテーマにして解剖やリハビリ目線など違う
視点から勉強することを企画しています。皆様ご参加よろ
QR コードからもご登録できます。
しくお願いします。
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
≪ 求人情報 ≫
＊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。
詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで
○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

神戸頭部研究会からのお知らせ
うららかで春風の心地よい季節となってまいりました。まん
延防止措置期間も解除され、感染者数も徐々ではありま
すが減少傾向に向かっているようです。早く終息し、これ
からの季節、活動の範囲を拡げてゆきたいですね。さて、
前回の「はがきで定例会」はいかがでしたか? MR 画像の
所見で両側視床の信号変化が確認されました。両側の病

○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
○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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○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

< ４月スケジュール >

４/２２

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

４/２３

（土）

４/２４

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）

４/１

○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

４/２
４/３
４/４

○北播磨総合医療センター
所在地 小野市市場町９２６-２５０
求人内容 会計年度任用職員
○兵庫県立加古川医療センター
所在地 加古川市神野町神野２０３
求人内容 会計年度任用職員
○日並内科・外科医院
所在地 姫路市香寺町犬飼５０２
求人内容 正規職員

【 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

４/５
４/６
４/７
４/８
４/９
４/１０
４/１１
４/１２
４/１３
４/１４
４/１５
４/１６
４/１７
４/１８
４/１９
４/２０
４/２１

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４年３月１１日現在）

令和４年４月１日発行

４/２５
４/２６
４/２７
４/２８
４/２９
４/３０

会 員 数 ： １，３０９名
会 費 納 入 率 ： ９４．０４％
会費未納者数 ： ７８名
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告示研修（北播磨総合医療センター）
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庶務報告
《転入会員》
鈴木 聖佳 ＜ 阪神支部 ＞ 京都工場保健会 BRIO 健診クリニック ← 静岡県より
平野 裕子 ＜ 淡路支部 ＞ 聖隷淡路病院 ← 静岡県より
《転出会員》
田和 光
＜ 阪神支部 ＞ 兵庫医科大学病院 → 富山県へ
福田 一生 ＜ 阪神支部 ＞ 陸上自衛隊中部方面衛生隊 → 岡山県へ
《県内異動》
定永 優作 ＜神戸東支部＞ 神戸マリナーズ厚生会病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 医療法人愛仁会 千船病院
阪本 正行 ＜ 阪神支部 ＞ 市立芦屋病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 芦屋クリニック のぞみ
石原 光
＜ 西播支部 ＞ ツカザキクリニック → ＜ 西播支部 ＞ 医療法人三栄会 ツカザキ記念病院
萱岡 佑香 ＜ 阪神支部 ＞ 大阪市立大学医学部附属病院 → ＜ 阪神支部 ＞ 自宅
前田 徹
＜ 但馬支部 ＞ 公立豊岡病院 → ＜ 但馬支部 ＞ 公立豊岡病院出石医療センター
《施設 名称・所在地・電話番号等変更》
(姓名変更) 木下 真由美 ＜ 阪神支部 ＞ → 伊藤 真由美 ＜ 阪神支部 ＞
（所在地移転） GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 神戸支店（令和３年１１月頃）
神戸市灘区大石東町３丁目４-８
TEL ０１２０-２０２-０２１（コールセンター）
バイエル薬品株式会社
神戸オフィスが３月末で閉鎖の為、令和４年４月１日以降の郵送先
〒５３０-０００１ 大阪市北区梅田２-４-９ ブリーゼタワー

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：〒659-0034 芦屋市陽光町 3-84 芦屋クリニック のぞみ 阪本 正行宛
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