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第３８回日本診療放射線技師学術大会が２０２２年９月１６日(金)から１８日（日）までの３日間、神戸コンベン

ションセンターにて開催されました。その模様を、動画にて委員会・分科会企画シンポジウム（一部を除く）、ま

た一般演題については全て PDFにてオンデマンド配信いたします。 

たくさんの御参加をお待ちしております。 

 

Web参加受付期間： 

２０２２年９月２０日（火）から１０月１６日（日） 

(本大会に事前参加登録、また現地にて当日参加された方は申し込みの必要はありません) 

 

Web視聴期間： 

２０２２年１０月１日（土）から１１月１３日（日） 

 

登録方法： JART情報システム（JARTIS）から登録をお願いいたします。 

 

参加費 ： 

正会員  １４，０００円  

非会員  １８，０００円  

学 生   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)  

第３８回日本診療放射線技師学術大会（ｗｅｂ開催） 

Web配信及びWeb開催新規登録についてのお知らせ 

 
No.466 

兵放技ニュース 
公益社団法人 兵庫県放射線技師会 

神戸市中央区元町通  ５-２-３-１０１１ 

ＴＥＬ ： ０７８-３５１-５１７２ 

ＦＡＸ ： ０７８-３５１-２３０９ 

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

発 行 者／後藤 吉弘 

編集責任者／阪本 正行 

 



                              兵放技ニュース           令和４年１０月１日発行 

2 

 

 

 

 

テーマ： 「膵臓がんの診断と治療－update－」 

日 時： 令和４年１０月１５日（土）１４：００～１７：００  

(開場 １３：３０) 

会 場： 兵庫県民会館１１Fパルテホール  

  ※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 

対 象： 一般市民、患者・家族、医療関係者など参加希

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。 

開 会（１４：００～１４：１５）                   

開会あいさつ 

兵庫県がん診療連携協議会 議長 富永 正寛 先生  

兵庫県放射線医会 会長 村上 卓道 先生 

第一部：診断（１４：１５～１４：５５） 

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 先生 

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 先生 

第二部：治療（１５：０５～１６：４５） 

 講演３）「根治をねらう！スペシャリストの膵がん手術 

～ロボット手術から拡大手術まで～」 

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 先生 

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 先生 

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 先生 

質疑応答    神戸低侵襲がん医療センター  

理事長・病院長 藤井 正彦 先生 

閉 会（１６：４５～１６：５０） 

閉会あいさつ  兵庫県放射線技師会 後藤 吉弘 会長 

◎講演会場に来場される方 

事前に兵庫県がん診療連携協議会事務局（兵庫県立が

んセンター総務課）に FAX又は電話で申込ください。 

  FAX：０７８-９２９-２３８０ TEL：０７８-９２９-１１５１ 

◎Webで参加される方 下記のURLもしくはQRコードから

事前に登録をお願い致します。 

URL https://x.gd/FNCGt 

 

 

 

 

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 

後 援：兵庫県医師会、神戸市医師会、兵庫県看護協会、

神戸新聞社   

 

 

 

 

近畿地域放射線技師会野球大会が開催されます。雨天

中止、コロナウイルスのため３年ぶりの開催となります。感

染予防しながらの大会を行います。会員の参加をお待ち

しています。 

日 程： 令和４年１１月２３日（水・祝）８：４５受付  

場 所： 和歌山県 貴志川スポーツ公園 野球場 

和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口１４１１番１０ 

対戦相手： 滋賀県放射線技師会 

問い合わせ： 明石市立市民病院 雑喉（ざこう）  

TEL ０７８-９１２-２３２３  

兵庫県健康財団 恵美（えみ）  

TEL ０７８-７９３-９３３３ 

 
 

 

 

※新型コロナウイルスの感染状況により、急遽中止となる

場合がございます。ご了承いただきますようお願いいたし

ます。 

第９回放射線セミナー 

 

第６９回近畿地域放射線技師会 

野球大会のお知らせ 

 
 

組織委員会 

第１６回マンモグラフィ技術講習会 
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※開催可否は精中機構ホームページにてご確認ください。 

日 程：  令和５年１月２１日(土) ８：００～１８：３０頃 

令和５年１月２２日(日) ８：００～１７：００頃 

会 場： 神戸市立医療センター中央市民病院内 

定 員： ４８名予定（更新者講習はありません） 

申込方法： QRコードよりご登録ください 

申込開始：  

兵庫県会員申込は令和４年１０月下旬を予定 

他府県会員・非会員は令和４年１１月上旬を予定 

受講料： 技師会員４２，０００円 / 非会員５２，０００円 

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 （内線 ６５０９） 

MAIL：hart.soshiki2@gmail.com TEL０７８-３０２-４３２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

１０月パスワード 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

この度は多数のご参加頂きありがとうございました。 

２０２２年８月２８日無事に播間利光先生瑞宝双光章受章

記念祝賀会が執り行われたことご報告いたします。 

ご来賓の先生方をはじめ、会員の皆様、感染対策は出来

るだけ対応させて頂きましたが、コロナ感染が広がる中、

ご不安もあったかと思います。 

そんな状況でありながら、約１００人のご参加をいただいた

事、発起人を代表して、お礼申し上げます。 

名誉会員の播間様、本当に瑞宝双光章受章おめでとうご

ざいます。 

播間様のご功績を心からお祝い申し上げます。 

代表発起人 後藤 吉弘 

――――――――――――――――――― 

新型コロナ感染症蔓延禍のなか、代表発起人の後藤会長

をはじめとする発起人の皆様、実行委員長の半蔀副会長、

中野副会長をはじめとする役員、実行委員の皆様には、

開催にあたり大変ご苦労があったとことと存じます。 

盛会となりましたことに対し、心より御礼申し上げます。 

今回の受章は、技師会活動が評価されての受章であり、

関わりのあったすべての方々と一緒に受章できたものと 

思っております。関わりのあったすべての方々に感謝を申

し上げ、御礼のことばとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

医療法人社団健裕会中谷病院 播間 利光 

  
 

 

 

〇テーマ 

次世代へ向けて、継続と進歩  

～Continuation and evolution 

                    for the next generation 

日 時： 令和５年２月１２日（日） 

会 場： ピアザ淡海 

募集期間：  

令和４年９月１５日（木）～令和４年１１月３０日（水） 

発表形式： ライブ配信とオンデマンド配信を予定 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 

 

播間利光先生 瑞宝双光章 

受章記念祝賀会を終えて 

 
 

令和４年度近畿地域診療放射線技師学術大会 

演題募集 
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（口述発表、プレゼンテーション７分） 

応募資格： 日本診療放射線技師会会員 

主催 公益社団法人日本診療放射線技師会 

    公益社団法人滋賀県診療放射線技師会 

詳細と演題登録は公益社団法人滋賀県診療放射線技師

会のウェブサイトから令和４年度近畿地域診療放射線技

師学術大会のサイトをご覧ください。 

演題登録も同サイトから可能です。 

 
 

 

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 ６F 

         兵庫県神戸市中央区楠町２丁目３−11 

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。講演内容は以前

から予定していた「各施設の頭部MRIルーチンの紹介と症

例提示」をお願いしております。  

参加方法は事前登録制となっております。 

また、会場参加される方は、参加費５００円(資料付き)、

web配信の参加費は無料となります。 

症例施設 

「当院における頭部MRI撮影」 石川病院 津田 大貴 

「頭部ルーチン検査＋α」  

                加古川中央市民病院 上田 久純 

「当院のルーチン検査  

-脳動脈瘤検出支援機能AIの使用経験をメインに-」 

                     北村クリニック 池之上 宙 

「知っておきたい脳転移検索シーケンス」  

                 兵庫県立がんセンター 重永 裕 

下記の URLかQRコードより、参加登録してください。 

Web 配信から視聴される方は、登録完了後、視聴用 URL

が記載されたメールが送信されます。宜しくお願い致しま

す。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_stm8v

1vkTgOjC0ZcRpxfnw 

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 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症第７波が蔓延しています。感染

状況が若干落ち着いてきたようですがまだまだ油断でき

ず、皆様の施設におかれましても大変な毎日をお過ごし

のことと拝察いたします。 

今年度も定例会活動再開の道筋がなかなか立てられず

苦労していますが、この度バイエル薬品株式会社様と共

催で Zoom ウェビナー形式の特別講演会を開催できる運

びとなりました。 

特別講演として、診療放射線技師からは手術支援を目的

としたCT検査の撮影技術について、医師から胸部領域の

画像診断について、２名を講師にお招きしご講演いただき

ます。 

テーマ・詳細は決まり次第ご案内いたします。スタッフ皆

様お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますようお願い

申し上げます。なお、(公社)日本診療放射線技師会、日

本 X 線 CT 専門技師認定機構、日本救急撮影技師認定

機構の各認定単位・カウント付与申請予定です。 

日 時： 令和４年１１月１５日（火）１８：２０開会 

場 所： オンライン開催(Zoom ウェビナー) 

（開会１５分前に開場予定） 

参加費： 無料 

事前登録URL： 

https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_2f275e-V

QcKN1S3491HkUw 

※Zoom視聴登録は、上記URLもしくは二次元コードより登

録して下さい。(公社)兵庫県放射線技師会Webサイトにも

掲載いたします。登録完了後，視聴用 URL が記載された

メールが送信されます。 

 

 

 

 

神戸MRの会のお知らせ 

 

第１１６回臨床画像研究会－若葉会－ 

特別講演会のご案内 
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テーマ： 

『知っておきたい・知っておくべき胸部領域の画像診断』 

座長：北播磨総合医療センター 診療支援部  

中央放射線室 末廣 克義（当会代表世話人） 

情報提供：バイエル薬品株式会社 

特別講演１．診療放射線技師から 

北播磨総合医療センター 診療支援部中央放射線室  

山﨑 和輝 先生 

特別講演２．画像診断医から 

天理よろづ相談所病院 放射線部診断部門部長  

久保 武 先生 

お問い合わせ：北播磨総合医療センター 診療支援部 

 中央放射線室 末廣克義 

TEL ０７９４-８８-８８００（代）  

FAX ０７９４-６２-９９２６（中放直通） 
 

 

 

第１２回研究会 

テーマ 「 悪性腫瘍に対する画像検査」 

日 時： 令和４年１１月２５日（金）１８：５０～２１：００ 

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

願いいたします。 

ZOOMウェビナー 

このウェビナーに事前登録する： 

https://zoom.us/webinar/register/WN_xH4NozKURS2m

l3o6rqwKwg 

 

  

 

 

 

悪性腫瘍に対する画像検査として従来から用いられてい

る CT 検査は、形態の変化によって腫瘍を発見します。

PET 検査は細胞の活動状態を視覚的に表すことにより、

腫瘍を発見することが出来ます。さらに従来の検査法と組

み合わせることで飛躍的に診断能が高くなったと言われ

ています。 

MRI 検査も本来は形態を診断する検査法ですが、拡散強

調画像を用いた撮像方法により全身の細胞の活動状態を

表すことが可能となってきました。 

今回はPET検査・MRI検査の特性・特徴についてご聴講頂

き、そのメリットや有効な使い方などの知識をアップデート

してください。PET検査を導入していない施設でも、役に立

つ知識となります。 

奮ってご参加ください。 

・情報提供              PDRファーマ株式会社 

１． 「MRIでみえる腫瘍イメージング 

～拡散強調画像について～」 

三菱神戸病院 山田 達也 

２． 「FDG-PETと言えばがん全身検索！！その基礎について」 

神戸市立医療センター中央市民病院 富張 晋 

３． 「同時撮像で見えてくる PETと DWIBSの世界」 

神戸大学医学部附属病院 元野 裕子 

問い合せ： 神戸赤十字病院 新井 純一 

TEL ０７８-２３１-６００６ 
 

 

 

 

テーマは前回に引き続き『股関節』を取り上げ、zoom を使

用した webinar 形式での開催となりました。今回は趣向を

変え、姫路赤十字病院の理学療法士である岡田祥弥先

生にご講演していただきました。『股関節疾患患者への関

わり』～理学療法士の視点で～のタイトル通りいつもとは違

った目線からの勉強会となり、色々な『気付き』が得られた

と思います。また、患者の安全な移乗について実技もあり、

座学だけでは伝わらない学びがありました。 

講師の岡田先生、ご参加いただいた皆様ありがとうござい

ました。 

今後の一般撮影勉強会の案内はシャウカステン等でお知

らせ致します。 

お問い合わせ： 加古川中央市民病院 放射線室  

東元・中間 TEL ０７９-４５１-５５００（代表） 
 

 

 
 

西播画像研究会を下記の要領をｗｅｂにて開催させてい

ただきます。 

今回は頭部緊急ＭＲＩをテーマに技師、医師の立場から特

医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

一般撮影勉強会よりご報告 

第９４回西播画像研究会のご案内 
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別講演をお願いしております。 

ご多忙のことと存じますが、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１２月３日（土）１４：００～１６：００ 

開催方式： ｗｅｂ開催（Ｚｏｏｍ Ｗｅｂｉｎａｒ） 

会 費： ＪＡＲＴの会員無料 非会員５００円 

「内容」 

造影剤に関する情報提供  

ＧＥヘルスケアファーマ株式会社   

【基礎講演１】        

  『脳梗塞の経時的変化とサイン』 

  姫路赤十字病院 放射線技術部 高須賀 良介技師 

【基礎講演２】        

  『当院で経験した血栓回収術につながったＭＲＩ』 

    姫路赤十字病院 放射線技術部 河上 康希技師 

【特別講演】 

『緊急ＭＲＩと血管内治療（仮）』 

 姫路赤十字病院 脳神経外科部長 高橋 和也先生 

申し込みは下記のＵＲＬかＱＲコードからお願いします。 

（事前登録制） 

ｈｔｔｐｓ：//９４ｓｅｉｂａｎｇａｚｏｕ．ｐｅａｔｉｘ．ｃｏｍ 

 

 

 

 

 

 

＊申し込み時には所属と日本診療放射線技師会の会員

番号をご記入ください。こちらからカウント申請させていた

だきます。尚、記入されていない場合はカウント申請でき

ませんのでご了承ください。 

＊本会は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構の認定研

究会です（更新点数５単位） 

後日、ご視聴時間が９０％以上の方にメールにて出席証

明書を送付いたします。 

申し込み時に証明書発行＜●希望する＞を必ず選んでく

ださい。 

お問い合わせ：  

姫路赤十字病院 放射線技術部 藤岡 護まで 

         ＭＡＩＬ： ｓｅｉｂａｎｇａｚｏｕ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 
 

 

 

 

 

木々が色づきはじめ、秋の気配を感じるようになりました。

新型コロナウイルス感染は拡大傾向にありませんが、まだ

警戒が必要で、医療施設においても通常の医療が制限さ

れる状況が続いております。気を緩めることなく対応してゆ

きたく思います。さて、先月１６日より３日間にわたり開催さ

れました第３８回ＪＡＲＴ学術大会へ当会も参加発表し、

全国よりご参加の皆様にご聴講いただき大変光栄に思い

ました。当会の取り組みなど、また広く知れ渡ることができ、

今後の活動へスキル上昇と気が引き締まる思いとなりまし

た。引き続き頑張ってまいります！！ さて、肝心の「はが

きで定例会」は諸事情によりＨＰ掲載等が遅れており大変

ご迷惑をおかけしております。作成しだいお送りしますので、

どうぞよろしくお願いいたします。（田上修二） 
 

 

 

≪ 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 

 

○西宮協立脳神経外科病院 

所在地 西宮市今津山中町１１−１ 

求人内容 正規職員 

○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 

○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 

○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 

○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 
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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 

 

○明石仁十病院 

所在地 明石市魚住町清水１８７１−３ 

求人内容 正規職員 

○兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター 

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 

○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 

○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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

事務手続き上、１０月末日時点にて会費未納の方へは発

刊物発送の停止を１２月１日以降より行います。 

申し訳ございませんが、ご了承頂きますようお願い致し

ます。 

※ご注意ください！ 

９月３０日時点にて会費未納の方には、１１月発刊物の

宛名シールへ未納表示を行っております。 

払込票の期限切れや紛失された場合は、日本診療放

射線技師会ホームページの JART 情報システムより、再

発行の申請が可能です。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費納入状況 （令和４年９月９日現在） 
会 員 数 ： １，３０１名 

会費納入率 ： ６８．８７％ 

会費未納者数 ： ４０５名 
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     < １０月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < １１月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

１０/１ （土）  

１０/２ （日）  

１０/３ （月）  

１０/４ （火）  

１０/５ （水）  

１０/６ （木）  

１０/７ （金）  

１０/８ （土）  

１０/９ （日） 「告示研修」（実技研修） 兵庫県民会館 

１０/１０ （月） 「告示研修」（実技研修） 兵庫県民会館 

１０/１１ （火）  

１０/１２ （水）  

１０/１３ （木）  

１０/１４ （金） 第３２回兵庫放射線治療研究会 

１０/１５ （土） 第９回放射線セミナー 

１０/１６ （日）  

１０/１７ （月）  

１０/１８ （火）  

１０/１９ （水）  

１０/２０ （木）  

１０/２１ （金）  

１０/２２ （土） 神戸ＭＲの会 

１０/２３ （日）  

１０/２４ （月）  

１０/２５ （火）  

１０/２６ （水）  

１０/２７ （木）  

１０/２８ （金）  

１０/２９ （土）  

１０/３０ （日）  

１０/３１ （月）  

１１/１ （火）  

１１/２ （水）  

１１/３ （木）  

１１/４ （金）  

１１/５ （土） 
「告示研修」（実技研修）  

兵庫県立 但馬長寿の郷 

１１/６ （日） 
「告示研修」（実技研修）  

兵庫県立 但馬長寿の郷 

１１/７ （月）  

１１/８ （火）  

１１/９ （水）  

１１/１０ （木）  

１１/１１ （金）  

１１/１２ （土）  

１１/１３ （日）  

１１/１４ （月）  

１１/１５ （火） 第116回臨床画像研究会－若葉会－特別講演会 

１１/１６ （水）  

１１/１７ （木）  

１１/１８ （金）  

１１/１９ （土）  

１１/２０ （日）  

１１/２１ （月）  

１１/２２ （火）  

１１/２３ （水） 第６９回近畿地域放射線技師会 野球大会 

１１/２４ （木）  

１１/２５ （金） 医用画像の活用をクロスモダリティで考える会 

１１/２６ （土）  

１１/２７ （日）  

１１/２８ （月）  

１１/２９ （火）  

１１/３０ （水）  
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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 

 

 

庶 務 報 告
 

《新入会員》  

《転入会員》  

《転出会員》  

《県内異動》  

 
 

 

 

 


