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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同封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。 

 

（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。 

会 告    第１１８回通常総会のお知らせ 
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診療放射線技師として必要とされる「基礎知識」や「基

礎技術」を身につけ、医療の向上に貢献できる人材を育

成することを目的としています。技師会未入会の新人技師

の方だけでなく、すでに勤務されている若手診療放射線

技師への研修としてもご活用いただける内容となっており

ます。貴施設の新任職員、若手職員の皆様に是非ご参加

いただきますよう、ご案内お願いいたします。 

なお、感染対策を実施しながらの会場型講習会を想定

しております。ご協力の程よろしくお願いいたします。 

日 時： 令和４年７月２日(土)１３：３０～１９：００  

内 容： １．エチケットマナー講座 

      ２．医療コミュニケーション講座 

      ３．医療安全講座 

      ４．感染対策講座 

      ５．気管支解剖講座 

      ６．被ばく低減講座 

      ７．技師会案内・その他 

会 場： 宮野医療器大倉山別館６階ホール 

住 所： 神戸市中央区楠町２丁目３-１１ 

    （神戸市営地下鉄「大倉山駅」西出口③南すぐ） 

費 用： 参加費無料（会場参加型講習会を想定） 

申 込： 下記QRコードから事前登録お願いします。 

 

 

 

 

                 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAP5vX

bTIKwMuJyuS_9WDDTDbRfMzidrL5E24W8lblYXO3FQ/vi

ewform 

締 切： 令和４年６月２０日(月)申込締切り 

    （締切り後は直接お問合せお願いします） 

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 岡田 雄基 

           ＭＡＩＬ： hart.soshiki@gmail.com 
 

 

 

 

 

このたび、公益社団法人兵庫県放射線技師会名誉会

員である播間利光さまに令和2年春、栄誉ある「瑞宝双光

章」が授与されました 。 

一昨年、令和２年１１月７日（土）に受賞記念祝賀会を

開催予定でしたが、COVID-１９感染拡大により、開催を延

期しておりました。まだ完全な感染の広がりは終息に至っ

ておりませんが、現状の社会活動において、まん延防止

等重点処置が終了し、感染拡大以前の社会生活に戻りつ

つあることを考え、公益社団法人兵庫県放射線技師会 

会長 後藤吉弘 を代表発起人とし、下記内容にて祝賀会

を開催する運びとなりました。 

ご存じの方は多いかと思いますが、播間利光さま（医療

法人社団 健裕会 中谷病院勤務）は、平成１３年に兵庫

県放射線技師会理事就任、そして平成１５年から平成２５

年まで５期１０年間本会の会長、また日本診療放射線技

師会地域理事・副会長を歴任され、多年にわたる放射線

医療技術の発展ならびに兵庫県民に対する保険医療の

向上に貢献されました。 

開催を楽しみにされていた方へはお待たせして、大変

申し訳なく感じております。この場をお借りして、お詫び申

し上げます。開催時は、COVID-１９の感染対策には十分

気を付けて開催させていただきます。安心してご参加いた

だける様ご配慮させていただきます。皆様、よろしくお願い

します。 

開催日： 令和４年８月２８日（日曜日）昼の部 

場 所： ＡＮＡクラウンプラザ神戸 １０階 ボールルーム 

会 費： 未定   

＊その他、詳細が決まり次第、追って報告させていただき

ます事、ご了承ください。 

(公社)兵庫県放射線技師会  

副会長 表彰委員長 半蔀 英敏 

 

 

 

 

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。 

組織委員会 

フレッシャーズセミナーのご案内 

 
 

播間 利光氏 瑞宝双光章受章の 

ご報告及び祝賀会のご案内 

 
 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 
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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。 

 

 

６月パスワード 

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

 

 

 

 

 

 

皆様のお蔭で、神戸東西会は第３２回を迎えることがで

きました。御礼申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染対策を徹底し、現地開催に

加え Web 開催を用いたハイブリット式の研修会を行いま

す。 

今回の研修会は、“救急”をテーマにした内容です。 

今、救急分野で非常に御高名であります日本赤十字社

愛知医療センター名古屋第二赤十字病院の大保 勇先

生が“救急症例画像について”盛沢山でご解説して下さい

ます。 

大保先生は、救急撮影認定技師やJPTECプロバイダー

や ISLS など数多くの救急の資格を取得され、日本臨床救

急医学会の評議員や日本救急撮影技師認定機構の理事

やで教育委員長や愛知＠災害・救急撮影研究会の会長

もされておられる救急のスペシャリストの先生です。一次

救急から三次救急のご施設の多くの方が役立つお話をお

聞きすることができます。 

講師の大保先生も現地でお話をしてくださいますので、

質問がとてもしやすいです。さらに、現地参加者には、カラ

ー資料が配布されます。 

１０８名入る会場にて、感染対策を充実させて上で、参

加者数５０名限定で行います。コロナコンプレックスを少し

でも解消してご参加いただけたらと思います。 

（神戸西支部 高井 夏樹） 

＜講師メッセージ＞ 

コロナ禍以前は、愛知・岐阜の救急好きの技師が集まっ

てPeer Review（ピアレビュー）を行っていました。日本語だ

と技師間相互評価でしょうか！？ 医師の世界ではよく行

われている Peer Review ですが、技師間ではこれまで行

われて来なかったのではないでしょうか？ 他施設の専

門家が意見を言い時には正しい方向へと導いてくれたり、

新しい発見があったりすると思います。 

当日は一方通行な講演ではなく、QRコードを使用し、皆

様にもご意見や解答をしていただきPeer Reviewみたいな

講演が出来ればと思います。 

症例を沢山持って行きますので楽しみにしていて下さい。 

司会： 甲南医療センター 井本 正彦 

情報提供： 「製品紹介 ～光製薬～」  

光製薬（株） 内藤 康二 

〈〈 講演 〉〉 

講演内容 ： X線撮影・CT・MRI 

座長： こやまクリニック 田上 修二 

（題目）「 救急症例 Peer Review  

～症例出せるだけ～ 」 

（講師）日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二赤十

字病院 医療技術部放射線科 救急放射線技術係長 

大保 勇 先生 

日 時： 令和４年８月６日（土） 

接続開始 １５：３０～ 

開催説明 １５：４５～ 

研修開始 １５：５０～ 

講演開催 １６：１５～１７：５０ 

現地会場： 神戸市産業振興センター ９階 会議室９０１ 

現地参加定員： 先着５０名 

（事前登録制 Webinarで登録）・・・カラー資料付き 

現地参加費： 無料 

以下の URLか現地参加登録用QRコード にて登録 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sovDz

YKnTiaBUZ17x9ezfw 

Web 参加定員：先着５００名（事前登録制 Webinar で登

録）（Zoomのソフトを使用）（※ 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） 

Web参加費： 無料 

以下の URL か Web参加登録用QRコード にて登録 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4xMKo

第３２回技師のひろば～神戸東西会～ 

現地・Web開催（ご案内） 
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≪以下のポイント付与≫ 

（但し、視聴時間を参考にしてポイント申請をさせていただ

きます。） 

・救急撮影技師認定ポイント１ポイント 

・X線CT専門技師認定機構 認定講習会 

  １単位 (種別 II-３ 半日未満) 

・日本診療放射線技師会生涯教育ポイント 

お問い合わせ先： 

・甲南医療センター（０７８-８５１-２１６１） 

     神戸東支部 支部長  井本 正彦 

・三菱神戸病院（０７８-６７１-７７０５） 

     神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

 

 

 

『心臓・大血管』に重点をおいた当研究会ですが、今回は

腹部大動脈から体幹部ＭＲＡ撮像をテーマに知識の向上

を図りたいと思います。特別講演には北播磨総合医療セ

ンター放射線診断科部長の宮本直和先生に臨床におけ

るＭＲ撮像のご講演をお願いしております。是非ご参加賜

りますようお願い申し上げます。 

日 時： 令和４年６月１８日（土）１４：３０～１７：３５ 

会 場： 三宮スペースアルファ大会議室 ｏｒ ＷＥＢ参加 

神戸市中央区三宮町１-９-１  

三宮センタープラザビル東館６階  

ＴＥＬ ０７８-３２６-２５４０ 

ＷＥＢ参加をご希望の方は、 

下記の参加登録用ＵＲＬまたは二次元バーコードより参加

登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

参加費： 無料 

『腹部大動脈から体幹部ＭＲ撮像』 

１４：３０～１４：４５ 

「ＭＲＩ用インジェクターＭＲＸｐｅｒｉｏｎの使用経験」 

北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

１４：４５～１５：２５【テクニカルレクチャー】  

「腹部血管の撮像テクニック」 

株式会社フィリップス・ジャパン 宅見 寿輝先生 

【臨床講演】  

１５：２５～１５：５５「こんなに簡単 非造影腎動脈ＭＲＡ」 

甲南医療センター 吉崎 正哉 

１５：５５～１６：２５「腹部大動脈中心４Ｄ‐ｆｌｏｗ撮像・ＭＲＡ

の魅力」 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘 

１６：３５～１７：３５【特別講演】  

『動脈疾患におけるＭＲＡの有用性』 

北播磨総合医療センター 放射線診断科 宮本 直和先生 

問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘  

０７９４-８８-８８００ ｙｏｓｈｉｈｉｒｏｇｏｔｏｈ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ 

*当日はご施設名、ご芳名の記帳をお願い申し上げます。

ご記入、ご登録いただいた個人情報については本会の運

営・管理に使用し、これ以外の目的では使用致しません。

個人情報及び参加者記録は心血管ＭＲ画像研究会とバイ

エル薬品で共有されますのでご了承下さい。本会は磁気

共鳴専門技術者更新のための研究会（５単位）として認定

されております。当日更新カードを持参いただきますと、押

印させていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０回心血管ＭＲ画像研究会のご案内 

 

Web参加登録用QRコード 

現地参加登録用QRコード 
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【 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 

 

 

≪ 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 

○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 

○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 

○たつの市民病院 

所在地 たつの市御津町中島１６６６-１ 

求人内容 正規職員 

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。 

 

 

 

 

 

 

         < ６月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

６/１ （水）  

６/２ （木）  

６/３ （金）  

６/４ （土）  

６/５ （日）  

６/６ （月）  

６/７ （火）  

６/８ （水）  

６/９ （木）  

６/１０ （金）  

６/１１ （土）  

６/１２ （日）  

６/１３ （月）  

６/１４ （火）  

６/１５ （水）  

６/１６ （木）  

６/１７ （金）  

６/１８ （土） 第１０回心血管ＭＲ画像研究会 

６/１９ （日） 兵庫県放射線技師会 第１１８回通常総会 

６/２０ （月）  

６/２１ （火）  

６/２２ （水）  

６/２３ （木）  

６/２４ （金） 関西地区第２２回学術講演会 

６/２５ （土）  

６/２６ （日）  

６/２７ （月）  

６/２８ （火）  

６/２９ （水）  

６/３０ （木）  

会費納入状況 （令和４年４月１５日現在） 

会 員 数 ： １，２６７名 

会費納入率 ： ２８．９７％ 

会費未納者数 ： ９００名 
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木々の緑が深まる季節となり、そろそろ梅雨入りも間近な

時期となってきました。コロナ禍も感染の波はやや落ちつ

いた状況となりましたが、今後も気を緩めず感染対策を講

じた生活を過ごしてゆきたく思います。定例会の開催が延

期されている中、少しでも以前のような会場の雰囲気をお

伝えできればと、「はがきで定例会」をお送りさせていただ

いておりますが、状況を見守りながら、そろそろ対面式で

の活動をしたく準備を整えてまいります。お会いできる日を

楽しみにしていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、6月の「はがきで定例会」は頸椎疾患を行います。上

肢の症状で来院された際、脳疾患もしくは頸椎疾患などを

考えなければなりません。検査を進めてゆく上で、何か手

がかりになるものは…X線撮影法や画像のみかたも含め、

より詳しくすすめてゆきます。是非、ご覧くださいね!!  

（田上修二） 

 

 

 

 薫風の候、先生方には益々ご清祥のこととお慶び申し上

げます。 

この度、下記の要領にて『関西地区第２２回』学術講演会

をWEBにて開催致します。 

皆さまのご参加をお持ちしております。 

日 時： 令和４年６月２４日（金）１８：３０～２０：００  

会 場： Ｚｏｏｍウェビナーによるオンライン開催 

参加費： 無料 

視聴方法： 下記のいずれかの方法でアクセス頂きウェビ

ナー登録（事前視聴申し込み）を 

行って頂きますようお願い申し上げます。 

・下記URLにアクセス 

 https://bit.ly/39qqgB3 

・右記二次元コードの読み取り（スマートフォン等の方） 

 

講演内容 

講演１（技術講演）【１５分】       

「フォトンカウンティングCT：NAEOTOM Alphaについて」 

演者：佐々木 信治 先生（シーメンスヘルスケア株式会社） 

講演２(教育講演）【２０分】      

「臨床経験をメーカーに還元し如何にして医療貢献する

か！？」 

演者：京谷 勉輔 先生（富士フイルムヘルスケア株式会社） 

講演３（特別講演）【４０分】         

「放射線診療における働き方の未来を考える」 

演者： 山田 惠 先生（京都府立医科大学 教授） 

問い合わせ先：兵庫医科大学病院 放射線技術部  

琴浦 規子  ＴＥＬ ０７９８‐４５‐６２５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸頭部研究会からのお知らせ 

 

学術講演会のご案内 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


