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新年明けましておめでとうございます 

 

（公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

 

皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 

昨年は初の試みでもある全国大会を皆様のご協力にて兵庫県で開催すること出来ました事、心から感

謝申し上げます。また、全国から盛会に開催にできました事で、多くの感謝の言葉をいただいており

ます事、皆様にお伝えいたします。  

昨年は当会もあっという間の一年であり、変化の大きな一年でありました。振り返ってこの学術大

会をするという決断をして本当によかったと思っています。もちろん、大変だったと痛感しています

が、しかしながら、今までと全く異なる環境に身を置き、新しいことにチャレンジする過程で得られ

るものは、多大であると信じています。そして見える環境は格段に広がり、この向上心や熱き情熱は

次の世代に繫がると信じています。 

2023年は兵庫県放射線技師会の創立75周年となり、節目の年であります。これからも「業務改革

でもあるタスク・シフト/シェア」が進み、診療放射線技師の発展・革新の年になると考えられます。 

そして新教育システムのラダーシステムも稼働します。会員の皆様が職場での立場や環境が少しでも

良くなる状況となる事を祈念し、皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。  

皆様にとって希望に溢れる一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。 

本年も宜しくお願い申し上げます。 
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新年あけましておめでとうございます 

 阪神支部 支部長 阿部 大佑  

 

会員の皆様におかれましては健やかに新年を迎えら

れたこととお慶び申し上げます。 

旧年中は新型コロナウイルスの対応でお忙しい中、支

部活動にご理解を賜り誠にありがとうございました。 

阪神支部 Web セミナーにおきましては、所属支部

を問わず、多くの方にご参加頂きましたこと心より感

謝申し上げます。今後も Web の利点を活かし、支部

の垣根を越え、幅広い交流を目指して企画・開催致し

ますので、皆様のご支援とご協力を賜りますようよろ

しくお願い致します。本年は会場開催での勉強会を予

定しております。役員一同、感染対策には十分配慮し

ながら企画していきますので、皆様のご参加お待ち申

し上げております。 

会員の皆様と顔を合わせて、共に学べることを楽しみ

にしております。 

また今年度は支部統合があり、阪神支部にも新たな

仲間が加わりました。今まで以上に幅広い会員層に向

けた、価値のある支部活動を行ってまいります。 

最後に会員皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念致し

まして、年頭の挨拶とさせて頂きます。本年もどうぞ

よろしくお願い致します。 

 

新年あけましておめでとうございます 

神戸東支部 支部長 井本 正彦  

 

会員の皆様におかれましては健やかに新しい年をお

迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は、コロナ禍

の中でも支部勉強会・神戸東西会をハイブリッド方式

で無事に開催することができました。今後も支部とし

て新しい事柄に挑戦しつつ、今まで築き上げてきた事

柄も継続しながら邁進して参ります。近年、人と人と

の交流の幅が少なくなっている中で、世代を超え、施

設間を超えた交流の場の一つとして、魅力ある支部活

動が出来ればいいと思っています。本年も皆様のご期

待に応えられるよう頑張りますので、積極的な意見や

感想を頂ければ幸いです。昨年同様、役員一同頑張り

ますので、理事及び会員の皆様のご支援賜りますよう

お願い申し上げます。 

 今年は、神戸東支部が兵庫県放射線技師会学術大会

の担当支部です。皆様の常日頃からの活躍の発表の場

として準備をして参ります。どうか、応援とご協力を

よろしくお願いいたします。 

最後に、皆様のますますのご健勝、ご多幸をお祈り

申し上げまして、年頭の挨拶とさせていただきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

謹んで新春のお慶びを申し上げます 

         神戸西支部 支部長 高井 夏樹 

 

新年明けましておめでとうございます。皆さまにお

かれましては、良い年をお迎えのことと存じます。 

旧年中は神戸西支部をご支援して下さいまして、誠

にありがとうございました。 

2020 年 2 月から始まった新型コロナウイルスの感

染拡大を3年間経験し、支部の研修会の運営方法も社

会の状況に対応し変化して参りました。 

コロナ後のはじめは Web のみを用いた研修会でし

たが、現在では現地参加と Web 参加を併用したハイ

ブリッド形式で行えるようにまでになりました。今後

もコロナ感染者数や社会の状況に合わせて研修会の開

催形式を適切に選択して、皆様にとりまして有用な情

報提供をして参ります。 

私事ではありますが、私は2023年3月31日をもっ

て9年務めさせていただきました支部長の役から顧問

へと役を変え、新体制の神戸西支部を援護させていた

だきます。 

4 月からは新支部長として田上修二さんにご就任い

ただきます。田上さんなら、さらに魅力ある神戸西支

部へと成長させてくれると私は確信致しております。 

新体制におきましても、皆様の応援とお力添えを引

き続きよろしくお願い申し上げます。 

皆様のご健康と更なるご活躍を祈念致しまして、年

頭のあいさつとさせて頂きます。 

 

新年あけましておめでとうございます 

淡路支部 支部長 藤田 達也 

  

会員の皆様におかれましては健やかに新しい年をお

迎えのこととお慶び申し上げます。 

 昨年は感染対策下ではありますが全国各地のお祭り
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や大規模イベントが再開された with コロナ年であり

ました。一方、世界では大きな国際紛争に連動した食

料・資源の不足やそれらに伴う生活必需品の高騰がよ

り一層我々の生活に暗い影を落とした1年でもありま

した。医療・福祉に目を向けますと相変わらず次々に

登場する変異株によって引き起こされる感染拡大と医

療逼迫への対応に疲弊させられた1年でありました。 

 支部活動においては一昨年同様に開催中止や対面で

の活動自粛を強いられました。十分なイベントが催せ

なかったことは企画・運営する立場の人間として本当

に心残りでなりません。しかしこのような厳しい冬の

環境の中こそ黙々と次のステージの準備を行えるよい

機会と捉え、いつか来る花咲く春の訪れを待ち望みた

いと思います。 

 最後に全員の皆様のご健勝とご多幸をお祈りし、年

頭のあいさつとさせて頂きます。本年もどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

新年明けましておめでとうございます 

東播支部 支部長 梅宮 清 

 

謹んで新春のお慶び申し上げます。旧年中は会員の

皆様をはじめ、兵放技理事、東播支部幹事と多くの皆

様方のご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げます。 

さて、ここ数年は挨拶と言えば「新型コロナウイル

ス」から始まることが常套句のようになっていますが、

近頃ではこの状況から脱したいと思うより、この状況

下で何が出来るか、どう工夫すれば安全に快適に過ご

せるかという考えにシフトしてきているような気がし

ます。対面での活動も以前に比べると増えてきていま

すが、オンラインツールにもすっかり慣れたせいか、

今ではオンラインでの勉強会や会議等への参加のほう

が便利で楽かもしれないと思うこともあります。しか

し、なんと言っても人の温かさを感じられる対面には

敵わないと思います。早く対面の良さを実感できるよ

う「withコロナ」で乗り切っていきましょう。 

東播支部では対面での事業が企画できるようになる

ことを心より願っております。そして皆様におかれま

しても良い年になりますようお祈りいたします。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

新年 明けましておめでとうございます 

西播支部 支部長 前田 啓明 

 

会員皆様におかれましては、健やかに新しい年を迎

えられましたこととお喜び申し上げます。旧年中は支

部の運営にご協力いただき、心より感謝申し上げます。

本年も新型コロナウイルス感染拡大防止と診療維持に

資する解決策が望まれる一年になろうかと思います。

診療放射線技師も解決に向け建設的な提案をすべく、

新たな取り組みにも挑戦する姿勢が重要と認識してお

ります。昨年は、業務拡大に関する法律改正が行われ

ました。新しい医療体制の支えとなれるように、まず

は厚生労働省によって定められた「告示研修」の受講

が責務となります。その上で、医療専門職種が対等な

立場で検査・治療について話し合い、患者情報の共有

化と専門業務をチェックし合える関係の構築こそが、

新しいチーム医療の第一歩と考えます。各々が業務拡

大実現に向けてこれまでと異なる発想で考える新たな

挑戦の一年になるよう、本年も患者安全を第一優先、

他職種との協働、質の高い医療技術の提供を掲げ、診

療放射線技師の継続的な育成と社会的責任を意識し、

支部活動を全うする所存です。本年も昨年同様に皆さ

ま方のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

あけましておめでとうございます 

但馬支部 支部長 上仲 彰洋 

 

新年明けましておめでとうございます。会員の皆さ

まにおかれましては、良い年をお迎えのことと存じま

す。旧年中は支部活動にご支援ご協力を賜り誠にあり

がとうございました。 

昨今、新型コロナウイルスの流行が落ち着かない中

ではありますが、徐々に制限を緩和されて様々な活動

が再開されてきています。しかしながら所属施設の感

染対策方針によってはまだまだ以前のような活動の見

込みが無い施設もあろうかと思います。このような状

況を鑑みながら、今後の支部活動についてご理解ご協

力の程よろしくお願いします。 

昨年は告知研修の実技研修が但馬の地でも開催され

多くの会員の方に参加いただきました。引き続き今年

度も告知研修に参加して頂きますよう、よろしくお願
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いします。また感染対策を十分に行いながら研修会等

の支部活動を充実させていきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

最後に会員皆様の益々のご健勝とご多幸をお祈り致

しまして、年頭の挨拶とさせて頂きます。本年もどう

ぞよろしくお願い致します。 

 

 

（公社）兵庫県放射線技師会元副会長 

大川 渡 氏 

叙勲（瑞宝双光章）受章のご報告 
 

寒冷の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこと

とお慶び申し上げます。 

このたび、平成７年から兵庫県放射線技師会理事職を８

年間、そして平成１５年から平成２１年まで３期６年間副会

長職を務められ、また日本診療放射線技師会 教育委

員・医療安全対策委員会 副委員長を歴任された大川渉

氏に、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た功績に対して、

令和４年秋の叙勲にて、栄誉ある「瑞宝双光章」が授与さ

れました。この場をお借りして、皆様にご報告いたします。 

そこで、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、記念祝賀会の開催を予定して

おります。最近のＣＯＶＩＤ-１９感染拡大により、開始時期

については、調整中でございます。 

ＣＯＶＩＤ-１９の感染状況（第８波）が落ち着きましたら、開

催をさせていただく所存です。 

しばらくの間、お時間いただきます様、よろしくお願いしま

す。 

（公社）兵庫県放射線技師会副会長  

表彰委員会委員長 半蔀 英敏 

 

 

 

現在、病院へのサイバー攻撃が増加しており社会問題化

しています。先日の大阪府急性期総合医療センターの事

例では電子カルテの普及に時間がかかり、全ての病院事

業はまだ戻っていません。そして、今回の事例は給食管

理システムが脆弱であったと報告されています。 

兵庫県放射線技師会としてこれらの問題を解決するため

兵庫県警とコラボレーションして「医療機関のサイバーセ

キュリティの在り方」をテーマに本セミナーを開催します。 

各施設の方々には是非ともご参加いただき、参考にしてい

ただけたらと考えています。 

多数の皆さまのご参加をお願いいたします。 

日 時： 令和５年１月２１日（土）１４：００～１６：００  

会 場： 姫路商工会議所 新館２０２号会議室  

ハイブリッド開催 

定 員： 現地１０名  Web４５０名 

参加費： 日本診療放射線技師会会員；無料   

非会員；５００円  

参加方法： 兵庫県放射線技師会 HP か下記より参加登

録お願いします。         

参加用URL  

 https://hart20230121cyber.peatix.com 

QRコード 

    

 

 

 

 

＜プログラム＞  

開会挨拶    兵庫県放射線技師会副会長 半蔀 英敏              

座長： 姫路赤十字病院 岩見 守人  

講演１ 現在病院で起こっているサイバー攻撃の現状把握 

はりま姫路総合医療センター 放射線科 廣田 朝司 

講演２ 仮） サイバー攻撃を受けない為の基礎知識 

兵庫県警察サイバー攻撃対策隊 

＊JARTのポイント申請は、兵庫県放射線技師会が行いま

す。 

＊医療画像情報精度管理士の出席証明書は、Webinar

終了後に、取得出来るようにします。ポイント申請は各自

で行って下さい。 

お問い合わせ： 姫路赤十字病院 放射線技術部  

岩見 守人 

            MAIL： morihito585@gmail.com 

               TEL ０７９-２９４-２２５１ (内線３６８４) 
 

 

 

医療画像情報精度管理セミナー 

第６９回近畿地域放射線技師会 

野球大会 報告 
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１１月２３日に和歌山県 貴志川スポーツ公園野球場で予

定していました第６９回近畿地域診療放射線技師会野球

大会は、久しぶりの開催となるはずでしたが雨天のため中

止となりました。 

 厚生理事 小田 敏彦 

 

 

 

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開催を予定しておりますので、ご

案内いたします。 

日 程：  

令和５年１月２８日（土）／ ２９日（日） 

北播磨総合医療センター（小野市市場町９２６-２５０） 

令和５年２月１８日（土）／１９日（日） 

   はりま姫路総合医療センター 

（姫路市神屋町３丁目２６４番地） 

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： １月開催分は、１２月より申し込み開始しており

ます。２月開催分は、下記の予定です。 

令和５年１月１０日 

（２０１５統一講習会受講者の先行予約開始日。） 

令和５年１月１７日 

（２０１５統一講習会未受講の方。） 

＊オンデマンド講習を修了後に、上記日程のいずれか１

日の受講をお願いいたします。 

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 

告示研修の会場アクセスについて 

北播磨総合医療センターで開催される告示研修のアクセ

ス方法となります。受講生の方は、下記をご参考のうえ会

場へお越しください。 

【交通案内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・神戸(三宮)から阪急・阪神電車で「新開地」駅へ、神戸

電鉄粟生線に乗り換え「樫山」駅で下車 ※約１時間 

・神戸(三宮)から JR 山陽本線で「加古川」駅へ、JR 加古

川線に乗り換えて「市場」駅で下車 ※約５０分 

駅を下車後は、無料シャトルバスをご利用ください。 

【会場案内】 

駐車料金： 無料。 

「告示研修」（実技研修）のご案内 
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実習： 大会議室 

DVD講習：中会議室１・中会議室２・患者教室 

会場へは、病院北側２F の職員出入口からお願い致しま

す。(受付開始：８時３０分。) 

 

 

 

『大動脈疾患の診断と治療』 

第３２回医用画像学術講演会の開催をお知らせします。

テーマは「大動脈疾患の診断と治療」です。 

大動脈疾患の診断に欠かせないＣＴ検査について兵庫県

立はりま姫路総合医療センター山本健太先生より、また、

大動脈疾患治療に対し我々診療放射線技師の関わった

画像が診断だけでなくどのように治療に生かされているの

かを実際の治療手技の話とともに兵庫医科大学 心臓血

管外科学講座 渡辺健一先生にご講演して頂きます。 

医療機関においてはコロナウイルスの影響はまだまだ大き

く、ご多忙のことと存じますが皆様のご参加を 心よりお待

ちしております。 

日 時： 令和５年２月３日（金）１８：３０～２０：３５  

会 場： オンライン開催（ＺＯＯＭウェビナー） 

（下記ＵＲＬもしくは二次元コードよりご参加登録して下さい。

登録完了後、視聴ＵＲＬが記載されたメールが送信されま

す。兵庫県放射線技師会Ｗｅｂサイトからも登録が可能で

す。） 

https://us02web.zoom.us/webi

nar/register/WN_z8WZ9X5K

Sm2svG9BdXXUXw 

 

 

参加費： 無料（ＪＡＲＴ非会員の方はご遠慮下さい、申請

中の方はＪＡＲＴ会員番号の項目に“申請中”と入力して

下さい）   

プログラム 

【Ｚｏｏｍ入場開始】１８：１５～ 

【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】１８：３５～１８：５０  

             ＧＥヘルスケアファーマ株式会社 

【基調講演】１８：５５～１９：２５               

座長：市立芦屋病院 前田勝彦 先生 

「当院における心大血管造影ＣＴ検査について」           

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 山本健太 先生 

【特別講演】１９：３０～２０：１５                

座長：市立芦屋病院 前田勝彦 先生 

「専門医から学ぶ ～大動脈疾患の診断と治療～」 

兵庫医科大学 心臓血管外科学講座 渡辺健一 先生 

【閉会挨拶】２０：１５～２０：２０       

（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀英敏            

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)半日以下・１単位への登録申請をしています。   

受講証明書の発行は講演時間の２／３以上ログインして

いることを条件とさせて頂きます。 

問い合わせ：（公社）兵庫県放射線技師会 学術担当  

兵庫医科大学病院 放射線技術部 酒井敏行 

ＭＡＩＬ： gakujutsu25th@yahoo.co.jp 

 

 

 

毎年行っている原子力災害医療研修会を関西広域連

合と企画しました。昨今の新型コロナウイルスの感染状況

を鑑み、ハイブリットでの開催で行います。今回は日本診

療放射線技師会でご活躍されている中田先生、小松先生

をお招きし研修会を行うので、万障繰り合わせの上、多数

のご参加をお願いします。 

日 時： 令和５年２月１９日（日）１３：００～１６：３０ 

場 所： 県民会館 ３０３会議室（ハイブリット開催） 

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://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gZF-ut

pYTdSRK6RskTM5Qg 

第３２回医用画像学術講演会ご案内 

 

第１５回原子力災害医療研修会 
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【開会挨拶】 

（公社）兵庫県放射線技師会 会長 後藤 吉弘 

【来賓挨拶】 

（公社）日本診療放射線技師会 副会長 江藤 芳浩 

【講演】１３：１０～１４：３５ 

１ 「原子力発電所の災害における現状と対策」  

関西電力株式会社 広報室 

２ 「原子力災害時の広域避難について」      

関西広域連合広域防災局  

３ 「原子力災害時と DMATの関係」（仮） 

    講師：兵庫県災害医療センター 中田 正明 技師 

４ 「放射線被ばく者へのカウンセリングについて」（仮） 

 講師：日本放射線カウンセリング学会 小松 裕司 会長 

【休憩】１４：３５～１４：４５ 

【講演及び実習】１４：４５～１６：３０ 

１ 兵庫県放射線技師会活動報告  

（公社）兵庫県放射線技師会 管理士担当理事 岩見 守人 

２  「避難退域時検査等及び除染について」              

「放射線測定装置の使用方法及び測定方法」 

                  原子力安全技術センター 

【閉会挨拶】 

（公社）兵庫県放射線技師会 副会長 半蔀 英敏 

＊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。 

お問い合わせ： 姫路赤十字病院 放射線技術部  

岩見 守人 

          TEL ０７９‐２９４‐２２５１（内線３６８４） 

          MAIL： morihito585@gmail.com 

 

 

 

 

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。 

 

 

１月パスワード 

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

 

 

 

 

 

 

 

内容 

今回のテーマは、「救急MRI」です。 

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

らっしゃるのではないかと思います。 

今回は、MRI の基礎、頭部・脊椎・骨盤部領域の救急 MRI

撮影についてご講演をいただきます。  

皆様の日常診療に活かせる機会になればと思います。 

質疑応答では、堅苦しくせず、ざっくばらんに色々な話が

出来ればと思っております。 

阪神支部以外の会員の方も是非ご参加ください。 

日 時： 令和５年１月１９日（木）１８：３０～２０：３０前後 

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、「情報提供」  キャノンメディカルシステムズ株式会社 

３、「MRIの基礎～画像コントラストについて～」 

兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線部 池内 一志 

４、「脊椎の炎症/感染性疾患」 

兵庫医科大学病院 放射線技術部 脇 大登 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 
 

令和４年度 第２回阪神支部 

webセミナーのお知らせ 
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５、「MRIでみる婦人科領域の急性腹症」 

兵庫県立西宮病院 放射線部 唐渡 久恵 

６、「頭部 MRI」(仮)          社会医療法人榮昌会  

吉田病院附属脳血管研究所 放射線科 森 勇樹 

右のQRコードもしくは下記のリンク

より事前登録をお願いいたします。

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIC567e

KtvWvci-qiwDc60b1XpCz7h2lsgEX6fr92JyekAaQ/view

form?usp=sf_link 

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    

              尼崎中央病院 画像診断部門 鎌田照哲 

MAIL： teruaki_kamata@yahoo.co.jp 
 

 

 

謹んで新春のお祝いを申し上げます。新型コロナウイルス

の影響により、本研究会の活動も長期間の中止となり大変

寂しい思いをしておりましたが、ようやく活動再開の目処が

立ってきました。その時の状況に合わせて定例会など開

催のお知らせを致しますので、どうぞよろしくお願いします。

さて、対面定例会の代替として進めています「はがきで定

例会」では、頭部と腰椎のＭＲ画像を掲載しました。この２

枚の画像が意味することは･･･何か関連がありそうですね。

得られた画像所見から疾患を考えてゆきましょう。症例の

詳細は研究会ＨＰに記載しておりますので、是非ご確認く

ださいね。今年第一弾の定例会は対面式で行う予定です。

状況により変更が生じる場合はＨＰ等でお知らせしますの

でよろしくお願いします。（久しぶりでちょっと緊張で

す･･･！！）                    （田上修二） 

題 目：  

１．「アナフィラキシーガイドライン２０２２」光製薬株式会社 

２．「ＣＴ最新情報」    シーメンスヘルスケア株式会社 

３．「技師も知っておきたい医療情報システムと今後の展望」 

 株式会社 イグナイシス 

日 時： 令和５年１月１１日（水）１９：００～２１：００ 

会 場： 神戸市立兵庫勤労市民センター 第３会議室 

     （ＪＲ兵庫駅北）ＴＥＬ ０７８‐５７６‐０９８１ 

会 費： 会員・会員以外 ５００円 

連絡先： 吉田病院 放射線科 森 勇樹  

                 ＴＥＬ ０７８‐５７６‐２７７３ 
 

 

 

 

「第２３回 Imaging Technical Conference」を下記の要領で

開催させていただきます。 

当院では今年度、循環器領域の画像診断に欠かすことの

できない、血管造影装置とガンマカメラの更新を行いまし

た。そこで、今回は虚血心疾患の画像診断をテーマに、

技師から循環器領域を中心に新装置の紹介をさせていた

だき、医師から「虚血心疾患のモダリティの役割と使い分

け」について講演いただく予定です。 

ご参加のほどよろしくお願いします。 

日本救急撮影技師認定機構の認定ポイント付与予定です。 

日 時： 令和５年１月１９日(木)１８：１５～１９：３０ 

オンライン開催（事前登録制）申し込みは下記の URL か

QRコードからお願いします。 

参加登録用URL 

https://us02web.zoom.us/we

binar/register/WN_sVbU-BEJ

TjWsu7uezXQyOA 

   QRコード 

         

 

内 容： 「虚血性心疾患の画像診断」  

演 者：  

『当院の新心血管造影装置導入にあたって 

～使用経験および撮影・透視条件等の検討～』  

放射線技術部 血管造影担当 村上 智裕 

『当院の新ガンマカメラ装置と 

循環器領域の核医学検査について』 

放射線技術部 核医学担当主任 伊田 雄貴 

『虚血性心疾患の診断と虚血評価 

～各イメージングモダリティの役割と使い分け～』 

循環器内科 副医長 鈴木 雅貴  

参加方法：申し込み後に届いたメールよりご視聴ください。

神戸市立西神戸医療センター オープンカンファレンス 

「第２３回 Imaging Technical Conference」のご案内 
 
 

神戸頭部研究会のお知らせ 
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当日の参加は１８時から入室可能です。 

＊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。 

お問い合わせ：  神戸市立西神戸医療センター 

 放射線技術部 藤本 孝弘 TEL ０７８-９９７-２２００ 

 

 

 

下記内容にて東はりま放射線研究会を開催いたします。

今回から、放射線科医と放射線技師の協力体制にて開催

します。  

日 時： 令和５年１月２０日（金）１８：５０～２１：００  

場 所： グリーンヒルホテル明石 ２階 「喜春」  

〒６７３-０８９１ 兵庫県明石市大明石町２-１-１  

ＴＥＬ ０７８-９１２-０１１１  

会 費： 無料 

―プログラムー  

１８：５０～１９：００ 「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  

【症例検討】 １９：００～ 

司会 北播磨総合医療センター 放射線診断科  

部長 濱中 章洋 先生 

「症例検討①」  

北播磨総合医療センター 放射線診断科 梅野 晃弘 先生  

「症例検討②」  

兵庫県立がんセンター 放射線診断・ＩＶＲ科 戎 直哉 先生  

「症例検討③」  

加古川中央市民病院 放射線診断・ＩＶＲ科 田中 千賀 先生  

【レクチャー】 １９：３０～ 

司会 北播磨総合医療センター 中央放射線室  

後藤 吉弘 技師 

「ＭＲエラストグラフィーの基礎知識～当院の撮影方法～」 

 北播磨総合医療センター 中央放射線室  

前田 崚太 技師  

【特別講演】 ２０：００～  

座長 北播磨総合医療センター 放射線診断科  

部長 冨田 優 先生  

「膵がんの画像診断と早期発見への取り組み（仮）」 

 神戸大学大学院医学研究科 放射線医学分野  

准教授 祖父江 慶太郎 先生 

＊ご記帳・ご登録頂いた、ご施設名･ご芳名は医薬品およ

び医学薬学に関する情報提供の為に利用させて頂くこと

がございます。 何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。  

＊当日は軽食をご用意させて頂いております。情報交換

会はございません。  

＊グリーンヒルホテルの駐車場は宿泊者優先となっており

ますので満車の可能性がございます。満車の際は近隣の

コインパーキング をご利用ください。（駐車券のご用意は

ございません。ご了承頂きますようお願い申し上げます。）  

（お問い合わせ：主催 ＧＥヘルスケアファーマ株式会社 

及川 kumiko.oikawa@ge.com）  

問合せ： 北播磨総合医療センター 後藤 吉弘  

 ＭＡＩＬ： yoshihirogotoh@yahoo.co.jp 

 

 

 

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。 

今回は心臓をテーマに技師、医師の立場から特別講演を

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５年２月２５日（土）１４：００～１６：００ 

開催方式： web開催（Zoom Webinar） 

会 費：  JART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   

【特別講演１】        

『心臓の解剖とシネ撮像の基本』 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 放射線部門 

                          林 智一技師 

【特別講演２】 

『心臓MRIのこれまでそしてこれから』 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 総合内科 

院長補佐 診療部長 谷口 泰代先生 

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） 

peatixの URL   https://95seibangazou.peatix.com 

第９５回西播画像研究会のご案内 

 

第２６回東はりま放射線研究会のお知らせ 
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＊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）。 

ポイントが必要な方は本webinar登録と共に、認定機構HP

上の RacNeより研究会参加登録を行ってください。 

ご視聴時間が９０％以上の方にポイントを付与いたしま

す。 

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 

 

 

 

日 時： 令和５年３月４日（土）１４：００～１７：３０ 

開催方法： Hybrid開催（会場+Web配信） 

＊感染状況によりWeb開催のみの可能性があります。 

会 場： 国立病院機構大阪医療センター講堂 

参加費： １，０００円（現地参加者には配布資料あり） 

参加申込方法： ２月４日正午に近畿救急撮影セミナーの

ホームページ上にURLを掲載（現地参加用とWeb視聴用） 

参加申込期間： ２０２３年２月４日（土） 

～２月２３日（木・祝） 

日本救急撮影技師認定機構対象セミナー ２単位 

※その他詳細については HPをご確認ください 

（http://kinkiqqsatsueiseminar.kenkyuukai.jp）。 

問い合わせはkinkiqq99@gmail.com（神戸赤十字病院 放

射線科部内 宮安まで） 

全体テーマ 「脳卒中診療最前線 

～医師と技師で実現する脳卒中診療～」 

１４：００～１４：０５ 開会の挨拶 

１．１４：０５～１４：３５ メーカーからの情報提供 

座長：地域医療振興協会 市立奈良病院  

肥後谷 瞬 先生 

「Abierto Reading Support Solution for Neuroの紹介」 

 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 営業本部ヘル

スケア IT営業部 網代 啓志（仮） 先生 

2．１４：３５～１５：０５ 教育講演１ 

座長：大阪赤十字病院 加賀 久喜 先生 

「CTで実践したい脳卒中診療アシストのための検査技術」 

地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立循環

器・脳脊髄センター 放射線科診療部 主任専門員 

大村 知己 先生 

１５：０５～１５：１５ 休憩（１０分） 

３．１５：１５～１５：４５ 教育講演２ 

座長：大阪赤十字病院 玉井 良昭 先生 

「今日からMRIはじめます～脳卒中編～」 

大阪府済生会吹田病院 中央放射線科 係長  

青木 大悟 先生 

4．１５：４５～１６：１５ 教育講演３ 

座長：京都第一赤十字病院 澤 悟史 先生 

「AIS診療でのRAPID使用経験から分かること：DWI低信号

にどう向き合うか」   兵庫医科大学病院 放射線技術部  

主任 桐木 雅人 先生 

１６：１５～１６：２５ 休憩（１０分） 

５．１６：２５～１７：２５ 特別講演 

座長：国立病院機構大阪医療センター 山田 賢磨 先生 

「脳卒中の急性期画像診断：治療のために何が重要なのか」 

国立病院機構大阪医療センター 脳卒中内科 科長  

山上 宏 先生 

１７：２５～１７：３０ 閉会の挨拶    

 

 

 

テーマ 『膝関節』 

新型コロナウイルスの影響で通常の勉強会開催がきびしく

なっております。今回はハイブリッドでの開催を計画してい

ます。講師に高井先生をお招きし、「膝関節の真髄（仮）」

で講演をお願いしております。 

皆さんの日頃の業務での疑問や悩みに応えて頂ける勉強

会になると思いますので、新人からベテランまでの参加を

お待ちしています。 

※開催場所等、詳細な案内はシャウカステン等でお知ら

せ致します。 

第２５回近畿救急撮影セミナー 

 

一般撮影勉強会のお知らせ 
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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 

 

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://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MyoDnl

EARr27noFHCEA6tA 

 

        

 

 

 

 

 

日 時： 令和５年３月１０日（金）１９：００～２０：４５ 

場 所： ハイブリッド開催 

会費 ： 無料 

講 演： （仮）「膝関節の真髄」 

        三菱神戸病院 高井 夏樹先生 

＊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。 

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） 

 

≪ 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 

○東加古川病院 

所在地 加古川市平岡町新在家１１９７−３ 
求人内容 正規職員・パート職員 

○神戸市医師会医療センター診療所 

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 

○兵庫県立はりま姫路総合医療センター 

所在地 姫路市神屋町３丁目２６４番地 

求人内容 会計年度任用職員 

○津山中央病院 

所在地 岡山県津山市川崎１７５６ 

求人内容 医学物理士 正規職員 

（Uターン支援活動） 

○高岡病院 

所在地 姫路市西今宿５-３-８ 
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１２月９日現在） 

会 員 数 ： １，３２５名 

会費納入率 ： ８４．４５％ 

会費未納者数 ： ２０６名 
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     < １月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 < ２月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１/１ （日）  

１/２ （月）  

１/３ （火）  

１/４ （水）  

１/５ （木）  

１/６ （金）  

１/７ （土）  

１/８ （日）  

１/９ （月）  

１/１０ （火）  

１/１１ （水） 神戸頭部研究会 

１/１２ （木）  

１/１３ （金）  

１/１４ （土）  

１/１５ （日）  

１/１６ （月）  

１/１７ （火）  

１/１８ （水）  

１/１９ （木） 
第２回阪神支部webセミナー 
第２３回 Imaging Technical Conference 

１/２０ （金） 第２６回東はりま放射線研究会 

１/２１ （土） 
医療画像情報精度管理セミナー 

第１６回マンモグラフィ技術講習会 

１/２２ （日） 第１６回マンモグラフィ技術講習会 

１/２３ （月）  

１/２４ （火）  

１/２５ （水）  

１/２６ （木）  

１/２７ （金）  

１/２８ （土） 告示研修（北播磨総合医療センター） 

１/２９ （日） 告示研修（北播磨総合医療センター） 

１/３０ （月）  

１/３１ （火）  

２/１ （水）  

２/２ （木）  

２/３ （金） 第３２回医用画像学術講演会 

２/４ （土）  

２/５ （日）  

２/６ （月）  

２/７ （火）  

２/８ （水）  

２/９ （木）  

２/１０ （金）  

２/１１ （土）  

２/１２ （日） 令和４年度近畿地域診療放射線技師学術大会 

２/１３ （月）  

２/１４ （火）  

２/１５ （水）  

２/１６ （木）  

２/１７ （金）  

２/１８ （土） 告示研修（はりま姫路総合医療センター） 

２/１９ （日） 
告示研修（はりま姫路総合医療センター） 

第１５回原子力災害医療研修会 

２/２０ （月）  

２/２１ （火）  

２/２２ （水）  

２/２３ （木）  

２/２４ （金）  

２/２５ （土） 第９５回西播画像研究会 

２/２６ （日）  

２/２７ （月）  

２/２８ （火）  
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庶 務 報 告
 

《新入会員》  

 

《転出会員》  

 

《県内異動》  

 

《施設 名称・所在地・電話番号等変更》 

（姓名変更）  

（事務所休所） 公益社団法人 京都府放射線技師会  ℡ ０７５-８０２-００８２ 

            【休所日】令和４年１２月８日（木）～令和５年１月４日（水） ※令和５年１月５日（木）より通常運営 

（緊急連絡）社会福祉法人恩賜財団 京都済生会病院  ℡ ０７５-９５５-０１１１（放射線科）  

                    京都府放射線技師会庶務理事 後藤 正 

（病院機能移転）市立川西病院  →  ２０２２年９月１日に川西市立総合医療センター開院 

                     〒６６６-００１７  兵庫県川西市火打１丁目４番１号  ℡ ０５７０-０１-８１９９ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


