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「告示研修」（実技研修）申し込み開始のご案内
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。
兵庫県では下記日程で４回の開催予定ですが、このたび全日程にて申し込みが開始される事となりました
ので、ご案内いたします。
日 程： 令和４年１０月９日（日）／ １０日（祝月）
兵庫県民会館 （神戸市中央区下山手通４丁目１６-３）
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）
時 間： ９：００～１８：００頃 （午前：DVD 視聴、午後：実習）
定 員： 各日４８名（先着順）
受講料： 会員 １０，０００円

非会員 ２０，０００円

申し込み開始： 令和４年９月１０日 （２０１５統一講習会受講者の先行予約開始日。）
令和４年９月１７日 （２０１５統一講習会未受講の方。）
お問い合わせ： 生涯学習担当理事 大久保病院 放射線科 内藤 祐介
MAIL： yusuke09230419@yahoo.co.jp
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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
第９回放射線セミナー
に関する情報も掲載しています。
テーマ： 「膵臓がんの診断と治療－update－」
「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
日 時： 令和４年１０月１５日（土）１４：００～１７：００
してください。
(開場 １３：３０)
会 場： 兵庫県民会館１１F パルテホール
９月パスワード
※会場での講演と同時に ZOOM を用いた
Web セミナー（ハイブリッド方式）で開催（予定）
兵庫県放射線技師会 HP
対 象： 一般市民、患者・家族、医療関係者など

「

」
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参加希望者（会場：定員７５名）
目 的 ：最先端で活躍中の診療放射線技師、放射線診
断科・治療科医師、腫瘍内科・肝胆膵外科医師からの講
演と意見交換を行い、膵がんの診断と治療についての理
解を深める。また、わかりやすい講演を依頼し一般市民や
患者・家族、医療関係者の理解を深める。
共 催 ：兵庫県がん診療連携協議会、兵庫県放射線医
会、兵庫県放射線技師会
第一部：診断（１４：１５～１５：１０）
１４：１５ 講演１）「知っ得？納得！すい臓の CT・MRI
～安心・安全な検査のために～」
神戸赤十字病院 放射線科部 松田 智史
１４：３５ 講演２）「膵がんの画像診断と早期発見への取り
組み」 神戸大学医学部附属病院 放射線診断・ＩＶＲ科
講師 祖父江 慶太郎
第二部：治療（１５：０５～１６：３５）
１５：０５ 講演３）「膵癌治療の Up To Date（仮）」
神戸大学大学院医学研究科 外科学講座
肝胆膵外科学分野 准教授 外山 博近
１５：３５ 講演４）「エビデンスに基づく膵癌に対する
高精度放射線治療」
兵庫県立粒子線医療センター 院長 沖本 智昭
１６：０５ 講演５）「ステージ４でもあきらめない！
ここまで進んだ抗がん剤治療」
神戸市立医療センター中央市民病院
腫瘍内科部長 安井 久晃

第３２回技師のひろば ～神戸東西会～
ハイブリッド開催 （報告）

第３２回 技師のひろば～神戸東西会～の報告です。
２０２２年８月６日（土）１５時５０分～１８時に、神戸東支
部と神戸西支部の合同で、光製薬様の共催のもと神戸産
業振興センターの９階にて開催致しました。
講師は、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二

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
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病院の大保 勇先生により、『救急症例 Peer Review～症
４．１５：３５～１６：０５ 教育講演 ３
例出せるだけ』と題しましたご講演をいただきました。
座長：大阪急性期・総合医療センター 医療技術部
この度はコロナ感染対策を充実させて、対面式と Web
放射線部門 西 健太先生
を用いたハイブリッド形式での研修会で、現地には１０８名
「外傷全身ＣＴのエビデンスと撮影方法」
入る会場に１３名、Web 登録は５００名、当日接続数は３５
講師：りんくう総合医療センター 診療支援局 放射線部門
９名で、全国から多くの方がご参加下さいました。
主査 藤村 一郎先生
今後も皆様が参加しやすい体制と興味を持っていただ
１６：０５～１６：１０ 休憩
ける内容の研修会を目指して参りますので、引き続きご参
５．１６：１０～１７：００ 特別講演
加くださいますようよろしくお願い申し上げます。
座長：りんくう総合医療センター 放射線技術科
ありがとうございました。
西池 成章先生
報告者： 神戸西支部 支部長 高井 夏樹
「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
第２４回近畿救急撮影セミナー
院長補佐／センター長／部長 小林 誠人先生
日 時： 令和４年９月１０日（土）１４：００～１７：００
１７：００ 閉会
場 所： Ｗｅｂ開催（Ｍｅｄｉｎａｒにて配信）※事前登録制
参加費： １，０００ 円（クレジット決済のみ）
第３２回兵庫放射線治療研究会のご案内
日本救急撮影技師認定機構対象セミナー ２単位
※参加登録方法、参加証発行に関する注意事項につい
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
てはＨＰをご確認ください
平素は、兵庫放射線治療研究会の活動に格別のご支援と
（ｈｔｔｐ：／／ｋｉｎｋｉｑｑｓａｔｓｕｅｉｓｅｍｉｎａｒ．ｋｅｎｋｙｕｕｋａｉ．ｊｐ）
ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、下記の日程で
全体テーマ 「プロフェッショナルに学ぶ外傷救急」
「第３２回兵庫放射線治療研究会」を開催致します。
１４：００～１４：０５ 開会の挨拶 注意事項説明
前半は放射線治療の基本ともいえる MU 校正と日々の
１．１４：０５～１４：３５ 情報提供
治療中の前立腺移動量の評価について、後半はコミッショ
座長：大阪赤十字病院 放射線診断科部 加賀 久喜先生
ニング時のビームデータ測定について解説して頂きます。
「ＳＩＥＭＥＮＳ社Ｐｈｏｔｏｎ‐ｃｏｕｎｔｉｎｇＣＴのご紹介と救急用Ｃ
ビギナーからベテランまで、多くの方に興味を持って聞
Ｔへのメリット」
いて頂ける内容かと思います。
講師：シーメンスヘルスケア株式会社 ＤＩ事業本部
皆様、お誘いあわせの上ご参加頂きますよう、宜しくお
ＣＴ事業部 プロダクトスペシャリスト 佐々木 信治先生
願い致します。
２．１４：３５～１５：０５ 教育講演 １
日 時： 令和４年１０月１４日（金）１８：３０～２０：００
座長：愛仁会 高槻病院 放射線科 渡辺 博也先生
開催形式： Zoom を用いた Webinar 形式
「救急時の下肢Ｘ線撮影を簡便にさせる多目的補助具と
URL：
ポジショニング攻略理論」
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OmtirZ
講師：三菱神戸病院 健康診断センター
hdQAGAT0efDNjRgQ
主任 高井 夏樹先生
ウェビナーID 869 9971 1532
３．１５：０５～１５：３５ 教育講演 ２
パスコード 354351
座長：大阪府立中河内救命救急センター
または、右の QR コードよりご登録を
放射線室 藤本 清治先生
お願い致します。
「外傷初期診療におけるＦＡＳＴの重要性と正しい検査方法」
プログラム
講師：名古屋徳洲会総合病院 検査科
１８：３０～１８：３５ 開会挨拶
副主任 河井 伸午先生
１８：３５～１９：００ モニタ校正用のエクセルシート作成に
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所在地 明石市魚住町清水１８７１−３
ついて
姫路赤十字病院 小関 健太
求人内容 正規職員
１９：００～１９：２５ サイバーナイフを用いた前立腺の
Intra Fractional Motion 評価
○神戸市医師会
神戸低侵襲がん医療センター 田村 周平
所在地 神戸市中央区橘通４丁目１−２０
１９：２５～１９：３０ 休憩
求人内容 パート職員
１９：３０～１９：５５ リニアック装置のビームデータ測定
○兵庫県立リハビリテーション中央病院
～概要と注意点～
所在地 神戸市西区曙町１０７０
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 小坂 賢吾
求人内容 パート職員
１９：５５～２０：００ 閉会挨拶および次回予告
○兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター
担当世話人：
所在地 神戸市中央区港島南町１丁目６−８
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 小坂 賢吾
求人内容 パート職員
姫路赤十字病院 松井 寛
神戸低侵襲がん医療センター 竹内 朝子
○加東市民病院
所在地 加東市家原８５
求人内容 正規職員

神戸頭部研究会からのお知らせ

○笹生病院
所在地 西宮市弓場町５−３７
求人内容 正規職員

酷暑の中、各地で豪雨をもたらし不安定な天候が続いて
おりましたが、朝夕は次第に涼しさを感じられるようになっ
ている頃でしょうか。頑張って継続中!!の「はがきで定例会」
は２回にわたり頚椎疾患を取り上げました。上肢のしびれ、
疼痛等を来す疾患を分かりやすくまとめ、脳疾患との鑑別
にも理解することが出来ました。是非、研究会HPをご覧下
さいね!!
さて、今回のテーマは検討中につき、お手元に届いて発
表となります。どうぞよろしくお願いします。 （田上修二）

○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
○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

≪ 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
○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

○サポートハウス ココロネ住吉
所在地 神戸市東灘区住吉山手７丁目１−１
求人内容 正規職員

○西宮回生病院
所在地 西宮市大浜町１−４
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

○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
○明石仁十病院
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< ９月スケジュール >
９/１
９/２
９/３
９/４
９/５
９/６
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

（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）

令和４年９月１日発行

< １０月スケジュール >
１０/９
１０/１０
１０/１１
１０/１２
１０/１３
１０/１４
１０/１５
１０/１６
１０/１７

第２４回近畿救急撮影セミナー

１０/１８
１０/１９
１０/２０
１０/２１
１０/２２
１０/２３

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

「告示研修」（実技研修） 兵庫県民会館
「告示研修」（実技研修） 兵庫県民会館

第３２回兵庫放射線治療研究会
第９回放射線セミナー

神戸ＭＲの会

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
第３８回日本診療放射線技師学術大会

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８月１２日現在）
会 員 数 ： １，２９３名
会 費 納 入 率 ： ６２．１０％
会費未納者数 ： ４９０名
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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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～第３８回日本診療放射線技師学術大会～
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

参加費（Ｗｅｂを含む）：
正会員
当日参加登録１４，０００円
非会員
当日参加登録１８，０００円
学 生
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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兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目

