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第３８回日本診療放射線技師学術大会 事前登録延長
事前登録が延長されました。ＷＥＢ含む実行委員も参加される方は登録が必要です。
＜８月１４日までにはＪＡＲＴＩＳから余裕をもって登録してください＞
大会は、ＷＥＢでのオンデマンド参加も可能です。（興味ある内容は是非、ＷＥＢも利用してください）

日 時： 令和４年９月１６日（金）・１７日（土）・１８日（日）
会 場： 神戸コンベンションセンター
〒６５０‐００４６

兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目

参加登録期間：
令和４年８月１４日（日）まで延長
参加費（Ｗｅｂを含む）：
正会員
事前参加登録１０，０００円 当日参加登録１４，０００円
非会員
事前参加登録１５，０００円 当日参加登録１８，０００円
学 生
事前参加登録２，０００円 当日参加登録２，０００円
（正会員：消費税不課税、非会員・学生：消費税込み）
（学生：学部学生のみ 社会人大学院生は含まれません）
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新型コロナウイルスの蔓延により、実習先で不測の事態
「告示研修」（実技研修）の
が起こった場合は、実習を中止させていただきます。ご理
開催予定のご案内
解のほどよろしくお願いいたします。
日 時： 令和４年８月６日（土）１０：００～１５：００
２０２１年１０月より、医師の働き方改革を推進するため、
場 所： 京都医療科学大学 １号館２階 現地集合
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
こちらから指定した時間にお越しください。
診療放射線技師の業務が拡大されました。法令により、こ
遅延した場合は一番最後になる可能性があります。
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
内 容： 校正理論に関する講義と校正実習：５班(１班５
大臣が指定する研修を受講する事が必須と定められ、研
名）に分かれて実習
修の受講が義務化されました。
電離箱式サーベイメータの比較校正実習
兵庫県では、今年度から「告示研修」（実技研修）を開催し
京都医療科学大学 赤澤講師
ており、４月に北播磨総合医療センターで２回開催させて
① １０：００～１１：００ １班 ５名
頂きました。今後の開催予定ですが下記日程で４回の開
② １１：００～１２：００ ２班 ５名
催準備を進めておりますので、お伝えいたします。
③ １２：００～１３：００ ３班 ５名
日 程：
④ １３：００～１４：００ ４班 ５名
令和４年１０月９日（日）／１０日（祝月）
⑤ １４：００～１５：００ ５班 ５名
兵庫県民会館（神戸市中央区下山手通４丁目１６-３）
＊各班には各自の校正時以外にもお手伝いをお願いします。
令和４年１１月５日（土）／ ６日（日）
兵庫県立 但馬長寿の郷（養父市八鹿町国木５９７-１０）
新型コロナウイルス対策のため１０時～１５時までを５班
時 間： ９：００～１８：００頃
（１班５名）に分けて校正実習を行います。事前登録をして
（午前：DVD視聴、午後：実習）
頂き、こちらで班分けをさせて頂きます。（出来れば時間
定 員： 各日４８名（先着順）
の希望を記入して下さい。：先着順に割り振りをさせて頂き
（２０１５統一講習会受講済みの方は、先行予約あり）
ます。）
受講料： 会員 １０，０００円
非会員 ２０，０００円
申し込み方法：下記の内容をご記入後 MAIL で連絡くださ
上記日程のいずれか１日の受講をお願いいたします。
い（先着２５名）。
申し込み開始は未定ですが、早ければ８月中には開始す
①氏名②会員番号③所属（病院）④連絡先⑤メールアド
るかもしれません。開始されれば、ホームページ等でお
レス
知らせ予定です。よろしくお願いいたします。
申し込みが確定した方には、後日エクセルファイルを送付
お問い合わせ： 生涯学習担当理事 大久保病院
します。線量計のタイプをシートに記入していただき、メー
放射線科 内藤 祐介
ルにて返送をお願いします。
E-mail： yusuke09230419@yahoo.co.jp
兵庫県放射線技師会 事務局
TEL ０７８-３５１-５１７２ FAX ０７８-３５１-２３０９
令和４年度電離箱式サーベイメータ
担当 姫路赤十字病院 放射線技術部 岩見 守人
比較校正実習
MAIL： morihito585@gmail.com
今年も比較校正方法の理解を目的とした講義と測定器
TEL ０７９-２９４-２２５１ (３６８４)
による実習を京都府で行います。皆様の施設にある校正
播間 利光氏 瑞宝双光章受章の
線量計がありましたら持参ください。
尚、校正台数は申し込み順に２５台とします。近年申し込
ご報告及び祝賀会のご案内
みが増加しておりますので早期の登録をお願いします。ま
事前登録の締め切りは８月１４日（日）になります
た、当日校正する測定器の順番はこちらで決めさせてい
ただきます。 参加費は無料です。
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播間利光元会長は長年にわたり診療放射線技師の発展
「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
のために誠心誠意を尽くし多大な貢献をし、知識と技術の
してください。
向上に寄与した功績を認められました。この栄えあるご受
勲を心よりお祝い申し上げ、会員皆様におかれましては、
先述のような意図をお汲みいただき、感染対策をしっかり
した祝賀会で盛大にお祝いしたいと思います。
発起人代表 （公社）兵庫県放射線技師会
会長 後藤 吉弘
発起人 中谷病院 画像診断科
科長 佐伯 勝
発起人 大阪行岡医療専門学校長柄校学友会
会長 中島 大平
発起人 姫路市病院事務長会
副会長 前田 文彦
第３２回技師のひろば～神戸東西会～
日 時： 令和４年８月２８日（日曜日）
現地・Web 開催（ご案内）
受付 午前１０時３０分より
皆様のお蔭で、神戸東西会は第３２回を迎えることがで
開宴 午前１１時００分
きました。御礼申し上げます。
場 所： ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
新型コロナウイルスの感染対策を徹底し、現地開催に
１０階 ザ・ボールルーム
加え
Web 開催を用いたハイブリット式の研修会を行いま
神戸市中央区北野町一丁目
す。
電話（０７８）２９１－１１２１
今回の研修会は、“救急”をテーマにした内容です。
参加費： １６、０００円（記念品代含む）
今、救急分野で非常に御高名であります日本赤十字社
記念品のみ： ２，０００円
愛知医療センター名古屋第二病院の大保
勇先生が“救
（登録時の振込先に事前にお振込みくださいますようお願
急症例画像について”盛沢山でご解説して下さいます。
い申し上げます）
大保先生は、救急撮影認定技師やJPTECプロバイダー
祝賀会参加・記念品参加は
や
ISLS など数多くの救急の資格を取得され、日本臨床救
下記の URL か QR コードより
急医学会の評議員や日本救急撮影技師認定機構の理事
の事前登録をお願いします。
や教育委員長や愛知＠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。
https://forms.gle/awKA45j38AF5DEFN7
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
情報委員会
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た上で、参
会員専用サイトへのログインパスワード
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
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
でも解消してご参加いただけたらと思います。
たプレゼンデータを公開しています。
（神戸西支部 高井 夏樹）
その他、給与実態調査のアンケート結果や診療報酬改定
＜講師メッセージ＞
に関する情報も掲載しています。
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コロナ禍以前は、愛知・岐阜の救急好きの技師が集まっ
Mf4Q5WWgavDsXeDaw
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
現地参加登録用 QR コード
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
Web 参加登録用 QR コード
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
≪以下のポイント付与≫
情報提供： 「造影剤の後発医薬品について」
（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
光製薬（株） 内藤 康二
きます。）
〈〈 講演 〉〉
・救急撮影技師認定ポイント１ポイント
講演内容 ： X 線撮影・CT・MRI
・X 線 CT 専門技師認定機構 認定講習会
座長： こやまクリニック 田上 修二
１単位 (種別 II-３ 半日未満)
（題目）「 救急症例 Peer Review
・日本診療放射線技師会生涯教育ポイント
～症例出せるだけ～ 」
お問い合わせ先：
（講師）日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
・甲南医療センター（０７８-８５１-２１６１）
医療技術部放射線科 救急放射線技術係長 大保 勇
神戸東支部 支部長 井本 正彦
先生
・三菱神戸病院（０７８-６７１-７７０５）
日 時： 令和４年８月６日（土）
神戸西支部 支部長 高井 夏樹
接続開始 １５：３０～
令和４年度 第１回阪神支部
開催説明 １５：４５～
Web セミナーのお知らせ
研修開始 １５：５０～
講演開催 １６：１５～１７：５０
内容
現地会場： 神戸市産業振興センター ９階 会議室９０１
今回のテーマは、「一般撮影」です。
現地参加定員： 先着５０名
新人技師の方やこれから当直に入っていく技師の方がい
（事前登録制 Webinar で登録）・・・カラー資料付き
らっしゃるのではないかと思います。
現地参加費： 無料
今回は基本となる一般撮影をテーマに胸部単純撮影、当
以下の URL か現地参加登録用 QR コード にて登録
直での撮影法、FPD について学んでいきたいと思います。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sovDz
若いみなさんはもちろん、ベテランの方にも「なるほ
YKnTiaBUZ17x9ezfw
ど！！そういうことか！！」という発見と学びの時間を共有
Web 参加定員：先着５００名（事前登録制 Webinar で登
して、自分の日常（普段の診療）に活かし、参加前の自分
録）（Zoom のソフトを使用）（※ 事前に必ず Zoom のソフト
より少し成長した自分を一緒に手に入れましょう！
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）
《明日から使える・生涯使える》 知見に出会えるチャンス
Web 参加費： 無料
です！！
以下の URL か Web 参加登録用 QR コード にて登録
一緒に 「？？」 を 「！！」 に変えましょう！
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4xMKo
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質疑応答では、堅苦しくせず、ざっくばらんに色々な話が
＊申し込みは事前登録制になっております。
出来ればと思っております。
下記のＵＲＬかＱＲコードより参加登録をお願いします。
阪神支部以外の会員の方も是非ご参加ください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bNR
日 時： 令和４年８月２５日（木） １８：３０～２０：３０前後
-kxujR7ah3gbNVCoRBg
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、「胸部単純 X 線撮影の基本」
三田市民病院 放射線部 光岡 奈穂
プログラム： テーマ「股関節」
３、「当直での一般撮影」
１、代表世話人挨拶
兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線部 阿部 大祐
２、特別講演
４、「散乱線補正処理を正しく理解しよう」
『股関節疾患患者への関わり』～理学療法士の視点で～
兵庫医科大学病院 放射線技術部 藤川 慶太
姫路赤十字病院 リハビリテーション技術課
右の QR コードもしくは下記のリンクよ
岡田 祥弥先生
り事前登録をお願いいたします。
３、質疑応答
https://docs.google.com/forms/d
ご登録後、ウェビナー参加の確認メールが届きます。この
/e/1FAIpQLSd1ZqSeBw5v-p6oW
事業は日本診療放射線技師会の生涯教育カウント単位付
F6vw_PClKeEhJaKL2ykydGD0IbGB
与の対象になります。
JG_sQ/viewform?usp=sf_link
お問い合わせ：加古川中央市民病院
共催： （公社）兵庫県放射線技師会 阪神支部
放射線室 東元・中間 ＴＥＬ ０７９-４５１-５５００（代表）
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
第２４回近畿救急撮影セミナー
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９月１０日（土）１４：００～１７：００
場 所： Ｗｅｂ開催（Ｍｅｄｉｎａｒにて配信）※事前登録制
一般撮影勉強会のお知らせ
参加費： １，０００ 円（クレジット決済のみ）
日本救急撮影技師認定機構対象セミナー ２単位
今回は趣向を変え、姫路赤十字病院の理学療法士であ
※参加登録方法、参加証発行に関する注意事項につい
る岡田祥弥先生にご講演をお願いしております。テーマは
てはＨＰをご確認ください
前回に引き続き『股関節』です。いつもとは違った目線から
（ｈｔｔｐ：／／ｋｉｎｋｉｑｑｓａｔｓｕｅｉｓｅｍｉｎａｒ．ｋｅｎｋｙｕｕｋａｉ．ｊ
の勉強会となりますので色々な『気付き』が得られると思
ｐ）
います。
全体テーマ 「プロフェッショナルに学ぶ外傷救急」
新人からベテランまで多数のご参加をお待ちしています。
１４：００～１４：０５ 開会の挨拶 注意事項説明
日 時： 令和４年８月２６日（金）１９：００～２０：３０
１．１４：０５～１４：３５ 情報提供
場 所： ｚｏｏｍを使用したｗｅｂｉｎａｒ
座長：大阪赤十字病院 放射線診断科部 加賀 久喜先生
会 費： 無料
「ＳＩＥＭＥＮＳ社Ｐｈｏｔｏｎ‐ｃｏｕｎｔｉｎｇＣＴのご紹介と救急用Ｃ
定 員： ５００名（定員に達した場合ご参加いただけない
Ｔへのメリット」
場合がございます）
講師：シーメンスヘルスケア株式会社 ＤＩ事業本部
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ＣＴ事業部 プロダクトスペシャリスト 佐々木 信治先生
ーチンの紹介と症例提示」をお願いしております。
２．１４：３５～１５：０５ 教育講演 １
参加方法の選択も含めて事前登録制となっております。
座長：愛仁会 高槻病院 放射線科 渡辺 博也先生
また、会場参加される方は、参加費５００円（資料付き）、
「救急時の下肢Ｘ線撮影を簡便にさせる多目的補助具と
ｗｅｂ配信の参加費は無料となります。
ポジショニング攻略理論」
症例施設
講師：三菱神戸病院 健康診断センター
「当院における頭部ＭＲＩ撮影」
主任 高井 夏樹先生
石川病院 津田 大貴
３．１５：０５～１５：３５ 教育講演 ２
「頭部ルーチン検査＋α」
座長：大阪府立中河内救命救急センター
加古川中央市民病院 上田 久純
放射線室 藤本 清治先生
「当院のルーチン検査 －脳動脈瘤検出支援機能ＡＩの使
「外傷初期診療におけるＦＡＳＴの重要性と正しい検査方
用経験をメインに－」
北村クリニック 池之上 宙
法」
「知っておきたい転移性脳腫瘍検索シーケンス」
講師：名古屋徳洲会総合病院 検査科
兵庫県立がんセンター 重永 裕
副主任 河井 伸午先生
下記のＵＲＬかＱＲコードより、参加登録してください。
４．１５：３５～１６：０５ 教育講演 ３
Ｗｅｂ配信から視聴される方は、登録完了後、視聴用ＵＲ
座長：大阪急性期・総合医療センター 医療技術部
Ｌが記載されたメールが送信されます。宜しくお願い致し
放射線部門 西 健太先生
ます。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_stm8v1vkTg
「外傷全身ＣＴのエビデンスと撮影方法」
OjC0ZcRpxfnw
講師：りんくう総合医療センター 診療支援局 放射線部門
主査 藤村 一郎先生
１６：０５～１６：１０ 休憩
５．１６：１０～１７：００ 特別講演
座長：りんくう総合医療センター 放射線技術科
西池 成章先生
「プロフェッショナル 情熱的外傷チーム医療」
講師：鳥取県立中央病院 高次救急集中治療センター
救急外傷外科・救急集中治療科
院長補佐／センター長／部長 小林 誠人先生
１７：００ 閉会

問い合わせ先： 王子会神戸循環器クリニック
放射線技術科 大西 宏之
MAIL: h0801ohnishi@gmail.com

神戸頭部研究会からのお知らせ
神戸ＭＲの会のお知らせ
早い梅雨明けから一転、豪雨・猛暑の不安定な天候が続
きましたが、今夏も厳しい暑さとなりそうですね。先月は
「第７波」と考えられる感染の波により過去最多の感染者
数を更新しました。感染力の強いオミクロン株が背景にあ
るようで、５つの対策を講じ、しっかり取り組んでゆきたく思
います。さて、こつこつ続けております「はがきで定例会」
は諸事情により少し遅れをとっており、大変ご迷惑をお掛
けしております。今回も頚椎疾患で進めてまいります。上
肢のしびれ・疼痛を主訴とする疾患で、脳血管障害と紛ら

日 時： 令和４年１０月２２日（土）１４：００～１６：３０
会 場： 宮野医療器株式会社 大倉山別館会議室（仮）
Ｗｅｂ配信： Ｚｏｏｍウェビナー
内容・講師
前回はｗｅｂ形式のみの開催でしたが、今回はハイブリット
方式（会場とｗｅｂ形式）で開催致します（開催時の状況を
鑑みｗｅｂ形式のみへの変更の場合は、ご了承下さい）。
講演内容は以前から予定していた「各施設の頭部ＭＲＩル
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わしい頚椎症や頚椎ヘルニア、その他の脊髄疾患などを
○兵庫県立リハビリテーション中央病院
取り上げます。病因・病態や各種検査法、診断、治療まで
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院
を分かりやすくまとめてゆきますので、是非ご覧くださいね。
詳しくはホームページを確認ください
（田上修二）
https://www.hwc.or.jp/
求人内容 正規職員

≪ 求人情報 ≫

○京都市立病院機構
詳しくはホームページを確認ください
https://www.kch-org.jp/kcho
求人内容 正規職員

詳細ご希望の方は兵庫県放射線技師会事務所まで

○神戸市医師会
所在地 神戸市中央区橘通４丁目１−２０
求人内容 パート職員

【 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

○兵庫県立リハビリテーション中央病院
所在地 神戸市西区曙町１０７０
求人内容 パート職員
○兵庫県立粒子線医療センター附属神戸粒子線センター
所在地 神戸市中央区港島南町１丁目６−８
求人内容 パート職員
○加東市民病院
所在地 加東市家原８５
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。

○笹生病院
所在地 西宮市弓場町５−３７
求人内容 正規職員
○新神戸ウェルネスクリニック
所在地 神戸市中央区北野町１丁目１ コトノハコ神戸１Ｆ
求人内容 正規職員・パート職員

会費納入状況 （令和４年７月１５日現在）
会 員 数 ： １，２８２名
会 費 納 入 率 ： ５６．７９％
会費未納者数 ： ５５４名

○西宮渡辺病院（西宮渡辺心臓脳・血管センター）
所在地 西宮市室川町１０−２２
求人内容 正規職員
○三田市民病院
所在地 三田市けやき台３丁目１−１
求人内容 正規職員
詳しくはホームページを確認ください
○近畿四国地区病院
詳しくはホームページを確認ください
https://www.jcho.go.jp/chikukinki/
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< ８月スケジュール >
８/１
８/２
８/３
８/４
８/５
８/６
８/７
８/８
８/９
８/１０
８/１１
８/１２
８/１３
８/１４
８/１５
８/１６
８/１７
８/１８
８/１９
８/２０
８/２１
８/２２
８/２３
８/２４
８/２５
８/２６
８/２７
８/２８
８/２９
８/３０
８/３１

令和４年８月１日発行

< ９月スケジュール >

（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

９/１
９/２
９/３
９/４
９/５
令和４年度電離箱式サーベイメータ比較校正実習

９/６

（土） 第３２回技師のひろば～神戸東西会～
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木） 第１回阪神支部 Web セミナー
（金） 一般撮影勉強会
（土）
（日） 播間 利光氏 瑞宝双光章受章祝賀会
（月）
（火）
（水）

９/７
９/８
９/９
９/１０
９/１１
９/１２
９/１３
９/１４
９/１５
９/１６
９/１７
９/１８
９/１９
９/２０
９/２１
９/２２
９/２３
９/２４
９/２５
９/２６
９/２７
９/２８
９/２９
９/３０
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（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

第２４回近畿救急撮影セミナー

第３８回日本診療放射線技師学術大会
第３８回日本診療放射線技師学術大会
第３８回日本診療放射線技師学術大会
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庶務報告
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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
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