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第１１８回通常総会のお知らせ

定款第１４条・１５条に基づき第１１８回通常総会を下記の通り開催の予定です。
総会の詳細につきましては来月のシャウカステンおよび同封いたします議案書をご参照下さい。
新型コロナウィ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。

（注）委任状の早めの投函をお願い致します。
２０２１年１０月から郵便局のサービス変更により、土曜日配達の休止、
お届け日数の１日程度繰り下げとなっており、配達にかかる日数が多くなりました。

記
日 時： 令和４年６月１９日（日）１３：３０～１５：００
会 場： 神戸市勤労会館（３Ｆ）３０８ 神戸市中央区雲井通５-１-２
最新の情報はホームページでご確認ください。
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令和４年５月１日発行

～支部再編のお知らせ～

第１５回臨床学術講演会ご案内

支部からの要望もあり、支部設置規程を見直し、令和４年
４月１日から改正施行しています。丹有支部だった方は所
属支部が変わりましたので、ご承知おきください。
・三田市、篠山市 → 阪神支部へ
・丹波市 → 東播支部へ
勤務先の住所で、振り分けさせていただきます。その他の
希望がありましたら、事務所まで、ご連絡ください。

皆様方には益々御清祥のこととお慶び申し上げます。
前年度に引き続き第１５回臨床学術講演会を Web セミナ
ーにて開催いたします。テーマは「当直に役立つ腹部画
像診断」とし我々診療放射線技師が当直時に依頼される
症状に対しどのような疾患が考えられ、それに伴う画像所
見について学びたいと考えます。
技師講師として兵庫医科大学病院 放射線技術部 窪 沙
弥香技師、医師講師として神戸市立医療センター中央市
民病院 放射線診断科 光野重芝医師に講演をしていた
だきます。
日 時： 令和４年５月２７日（金）１８：３０～２０：００
会 場： オンライン開催（ZOOM ウェビナー）
参加登録 URL
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ap6Eo
1vqSMazMbmDxnfL8A
※兵庫県放射線技師会ウェブサイトからも登録可能です

第４２回支部対抗ソフトボール大会
中止のお知らせ
６月５日に予定していました第４２回支部対抗ソフトボール
大会ですが、まん延防止等重点措置も解除されましたが、
まだ新規患者数も多い状況の中、昨年に引き続き今年度
も中止とします。今後とも技師会活動にご協力よろしくお願
いいたします。
厚生理事 小田 敏彦

情報委員会
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。

参加費： 無料
プログラム：
【開会挨拶】１８：３０～１８：３５
（公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘
【情報提供】１８：３５～１８：４５
『イオプロミド製品紹介(動画)』 バイエル薬品㈱
【講演Ⅰ】１８：４５～１９：１５
座長：市立芦屋病院 放射線科 前田 勝彦 先生
「診療放射線技師が知っておきたい血液データの見方」
兵庫医科大学病院 放射線技術部 窪 沙弥香 先生
【特別講演】１９：５０～２０：３０
座長：市立芦屋病院 放射線科 前田 勝彦 先生
「当直・救急時に役立つ画像診断 ‐腹部編‐」
神戸市立医療センター中央市民病院
放射線診断科 光野 重芝先生
【閉会挨拶】２０：３０～２０：３５

５月パスワード

「

」

兵庫県放射線技師会 HP
http://www.hyogo-rt.org/
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（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 中野 大
今後も皆様が興味を持っていただけるテーマを取り上げて
問い合わせ：（公社）兵庫県放射線技師会 学術担当
参ります。これからもご参加くださいますようよろしくお願い
兵庫医科大学病院 放射線技術部 酒井 敏行
申し上げます。
TEL ０７９８-４５-６２５９
ありがとうございました。
MAIL: gakujutsu25th@yahoo.co.jp
報告者： 神戸西支部 支部長 高井 夏樹
尚、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)への登録を予定しています。
受講証明書の発行は総講演時間の２/３以上ログインして
第３１回兵庫放射線治療研究会のご案内
いることを条件とさせて頂きます。
温かさを感じる季節となりましたが、皆様にはお変わりな
くお過ごしのことと存じます。
第２０回神戸西支部 特別講演会
さて、第３１回兵庫放射線治療研究会を下記の通り開催
WEB 開催 （報告）
いたします。今回のテーマは『より良い放射線治療と治療
計画』 として、固定具作製から治療計画と治療に携わる
際の患者サービス向上への取り組みについて皆様と一緒
に学んでいきたいと思います。
皆様お誘い合わせの上、ご参加いただきますようよろしく
お願いいたします。
日 時： 令和４年５月２０日(金)１９：００～２０：３０
開催形式： Zoom を用いた Webinar 形式
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_He83u0RSeeKeGtVJVM7Sg
ウェビナーID： 863 3155 6651 パスコード： 613786

第２０回神戸西支部 特別講演会の報告です。
２０２２年３月２６日（土）１５時５０分～１８時 Web にて、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 先生による演目『股関節 X 線撮影』－術前・術後観察
に適した X 線撮影法－と題しました講演にて、第２０回神
戸西支部 特別講演会を開催致しました。
この度は COVID-１９の感染拡大を避けるため、引き続き
Zoom を用いた Web での研修会となりました。兵庫県放射
線技師会の学術委員・管理士部会の皆様のご協力のお
陰で円滑に研修会を行うことが出来ました。
参加登録者数は３４１名、当日参加者数は２３３名で、全
国から多くの方がご参加下さいました。ご参加下さいまし
た皆様、ありがとうございました。

備 考： 上記 URL または QR コードから事前申し込みをお
願いいたします。
プログラム
１９：００～ 開会の挨拶
１９：０５～
当院における頭部放射線治療の固定具作製
神戸大学医学部附属病院 大下 凌
当院における頭頚部固定具作製方法の紹介
県立尼崎総合医療センター 二ノ丸 雄也
植込み型心臓電気デバイス装着患者に対する対応
加古川中央市民病院 川村 哲朗
（休憩５分）
１９：４０～
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VARIAN 放射線治療計画装置 Eclipse の最新動向
活用されるようになります。
（株）バリアンメディカルシステムズ 小林 真
今回の研究会は一般臨床病院での AI を用いた画像診断
ELEMENTS のご紹介
支援が今どのような状況なのかを、いくつかの部門に分け
ブレインラボ株式会社 放射線治療ビジネス部
てまとめてみました。
アプリケーションコンサルタント 小島 健吾
将来の放射線業務に役立つ知識になるかもしれませんの
RayStation １０A SP１ 機能紹介
で、奮ってご参加ください。
（株）日立製作所 陣野 隼汰
１． 「RI 検査における診断支援ソフトの有用性」
２０：２５～ 次回予告 次回担当世話人代表
神戸市立医療センター中央市民病院 上向井 敏希
担当世話人
神戸大学医学部附属病院 表田 真弓
２． 「診断支援を活用した MRI」
神戸大学医学部附属病院 宮本 昌宜
三菱神戸病院 山田 達也
加古川中央市民病院 川村 哲朗
３． 「X 線領域における画像診断支援について」
兵庫県立尼崎総合医療センター 二ノ丸 雄也
神戸市立医療センター中央市民病院 吉原 宣幸
４． 「デジタイゼーションとデジタライゼーション」
神戸赤十字病院 新井 純一
医用画像の活用をクロスモダリティで考える会
問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一
TEL ０７８-２３１-６００６
第１１回研究会
テーマ： 「画像診断支援の今」
日 時： 令和４年５月２０日（金）１８：５０～２１：００
第５９回西播イメージング研究会のご案内
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
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
願いいたします。
す。
ZOOM ウェビナー
下記の通り、第５９回西播イメージング研究会を Teams に
【視聴登録 URL】
て開催を致します。
https://zoom.us/webinar/register/WN_-5enmCiBRCqeU
多数の御視聴を賜りますようお願い申し上げます。
PkpVVYUdw
代表世話人 前田 啓明
【ミーティング ID】993 3281 4913
日 時： 令和４年５月２１日（土）１３：００～１７：３０
【パスコード】660594
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、
日本診療放射線技師会員の方は、カウント付与手続きを
行いますので、会員番号もお願いします。なお申込み〆
切は、令和４年５月１５日とさせて頂き、以降の受付は致し
かねますので予めご了承下さい。
先日行われた放射線技術学会総会や ITEM 会場において
－ プログラム －
も AI(Artificial Intelligence)に関する話題はありましたが、ど
講演Ⅰ １３：００～１３：５０
うも海外程には積極的に AI について議論は行われていな
『医療安全の観点から考える読影補助の在り方』
いようです。もしかすると、未知の体験に対する気おくれな
県立尼崎総合医療センター 放射線部 前田 啓明 技師
どを多くの人が感じているのかもしれません。しかし我々が
講演Ⅱ
１３：５０～１４：４０
関与する、しないに関わらず、AI は確実に放射線業務に
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『救急領域における CT 技術の進歩と今後の展望 』
シーメンスヘルスケア株式会社 CT 事業部 山根 祐輝 氏
症例検討･読影補助Ⅰ １４：４０～１５：４０
『症例における CT 撮影技術と読影補助 其の壱 』
県立西宮病院 検査・放射線部 大谷 健人 技師
講演Ⅲ １５：４０～１６：３０
『どの臨床科で使える？キヤノンメディカル Angio-CT シス
テム』
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
X 線装置担当 上安 悠太 氏
症例検討･読影補助Ⅱ １６：３０～１７：３０
『症例における CT 撮影技術と読影補助 其の弐 』

令和４年５月１日発行

第４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
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。
『最先端医療画像研修会』 の第４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宜しくお願い申し上げます。
テーマ： 『 次世代技術に迫る！ 』
日 時： 令和４年５月２４日 (火) １８：００～１９：００
【講演内容】
『 ITEM 報告「世界初の臨床用
Photon counting CT/NAEOTOM Alpha」 』
演者： シーメンスヘルスケア株式会社
DI 事業本部 CT 事業部 山根 祐輝 様
参加者登録用 URL と QR コードです。下記より参加申し込
みをお願いします。
URL
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_na9gV
VRnRZmi6cHbWboVRg
です。

社会医療法人愛仁会 高槻病院 放射線科 渡辺 博也 技師

【認定ポイント】日本救急撮影技師認定機構２ポイント
日本 X 線 CT 専門技師認定機構３単位
肺がん CT 検診認定機構５単位
日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師
認定機構１単位
日本診療放射線技師会生涯教育カウント付与
問合せ： 県立尼崎総合医療センター 前田 啓明まで
TEL ０６-６４８０-７０００

神戸頭部研究会からのお知らせ
清々しい５月晴れが快い季節となりました。色々なところ
へお出掛けをしたくなりますね。コロナ禍の中、徐々に陽
性者の減少がみられておりますが、まだまだ油断せず感
染拡大の予防を意識した生活習慣を整えてゆきたく思い
ます。さて、４月にご案内をいたしました「はがきで定例会」
では、症例の事後確認等で時間を要し、お届けが大変遅
れましたことをお詫び申し上げます。症例解説の詳細を研
究会HP で更新しましたので是非ご覧下さいね。続いて、５
月の「はがきで定例会」は症状からのアプローチと題し、カ
ルテ記載された不意な行動から何が読み取れるのか？
画像所見との照らし合わせにより疾患を考えてゆきたく思
います。ある程度の予測をし、検査取り組み時の注意す
べき点などを一緒に考えてみましょう。また、研究会 HP で
は「世話人数珠つなぎ」も毎週（を目標に…）更新中です!!
頭部領域に拘らず日常で経験した様々な症例や情報など
を掲載していますので、お気軽に覗いてみて下さいね。
（田上 修二）

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１１５回 Basic MRI のお知らせ
※Web 開催 登録必要 参加費無料
この春入職された放射線技師の方々、当BasicMRI では
MRI の基本原理を中心に行っている勉強会です。これから
もさらなるスキルアップのため勉強していきましょう。
今回は、日常 MRI で使用する、T1WI・T2WI といった用
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語の説明と MRI を知るうえで基礎中の基礎になります RF
○川西市健康医療部保健センター
パルスについて勉強していきます。
所在地 川西市中央町１２番２号
求人内容 会計年度任用職員
初学者必見です。
日 時： 令和４年５月２８日（土）１４：００～１５：２０（予定）
【 兵庫県放射線技師会事務所について 】
内 容：
対応時間は月～金 の１０：００～１６：３０ です。
「MRI で使用する用語」
時間厳守およびおかけ間違いのないようお願いし
加古川中央市民病院 上田 久純
ます。
TEL ０７８-３５１-５１７２
「RF パルス」～MRI の基本～
明舞中央病院 羽田 安孝
下記 URL からご登録ください
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y6lf8k
WZTnevyd0uIzq2Iw
QR コードからもご登録できます。
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。

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。

会費納入状況 （令和４年４月１５日現在）
会 員 数 ： １，２６６名
会 費 納 入 率 ： ０．９５％
会費未納者数 ： １，２５５名

≪ 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
○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
○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
○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
○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
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< ５月スケジュール >

５/１９

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

５/２０

（金）

５/２１

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

５/１
５/２
５/３
５/４
５/５
５/６
５/７
５/８
５/９
５/１０
５/１１
５/１２
５/１３
５/１４
５/１５
５/１６
５/１７
５/１８

５/２２
５/２３
５/２４
５/２５
５/２６
５/２７
５/２８
５/２９
５/３０
５/３１

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。
第３１回兵庫放射線治療研究会

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

医用画像の活用をクロスモダリティで考える会

第５９回西播イメージング研究会

第４回最先端医療画像研修会

第１５回臨床学術講演会
第１１５回 BasicMRI
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