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定款第１４条・１５条に基づき第１１９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来月のシャウカステンおよび同封いたします議案書をご参照下さい。 

今回から会誌の中に議案書を掲載しますので、お間違いの無いようご注意ください。 

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。 

また、欠席される場合にも委任状の提出をお願いいたします。 

記 

日 時： 令和５年３月１９日（日）１３：３０～１５：００ 

会 場： 神戸市中央区文化センター（１１Ｆ）１１０３、１１０４ 

〒６５０-００３１ 神戸市中央区東町１１５番地 

最新の情報はホームページでご確認ください。 

※総会終了後に総会後研修会を開催します 

１５：３０～１７：００（予定） 

テーマ： 検査説明について 
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『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/webinar/register/WN_z8 

WZ9X5KSm2svG9BdXXUXw 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 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） 

      ＤＶＤ講習（午前）：病院棟６階 大会議室 

実習（午後）：教育研修棟１階 講堂 

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 

＊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。 

＊お申し込みは会員情報システムＪＡＲＴＩＳからのみとな

りますので、ご注意ください。 

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 

第３２回医用画像学術講演会ご案内 

 

「告示研修」（実技研修）のご案内 
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会場（はりま姫路総合医療センター）へのアクセス方法 

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】 

＊自家用車の場合 

・立体駐車場（５０５台）あり。 

・駐車料金最大１，０００円 

 

＊公共交通機関の場合 

・ＪＲ姫路駅から歩行者デッキで徒歩１２分（９１０ｍ） 

アクリエひめじ閉館時は、アクリエひめじ手前のエレベータ

ーまたは階段で地上に降り、敷地南側の歩道を通行してく

ださい。 

・ＪＲ東姫路駅から徒歩９分（７１０ｍ） 

・ＪＲ京口駅から徒歩１２分（９５０ｍ） 

 

【会場案内】 

午前：病院棟６階 大会議室（ＤＶＤ視聴） 

午後：教育研修棟１階 講堂（実習） 

まずは、病院棟６階大会議室へお越しください。 

受付開始は８時３０分からとなっております。 

午前にＤＶＤ視聴後にお昼休憩し、午後は教育研修棟１

階へ移動して実習を行います。 

 

 

 

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、実習を含めた研修会を行います。 

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） 

参加費： 無料 

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） 

第１５回原子力災害医療研修会 
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gZF-ut

pYTdSRK6RskTM5Qg 

          

 

 

 

【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】１３：１０～１４：４５ 

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 「DMAT等の災害活動と放射線災害における避難について」 

講師：日本災害医学会災害医療ロジスティクス 

検討委員会委員長 中田 正明 氏 

４ 「原子力災害における放射線被ばく相談対応」          

 講師：日本放射線カウンセリング学会 小松 裕司 会長 

【休憩】１４：４５～１４：５５ 

【講演及び実習】１４：５５～１６：３０ 

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 
 

 

 

謹啓 時下、皆様におかれましては益々ご健勝のことと

お慶び申し上げます。 

第１６回兵庫県学術研修フォーラムを開催致します。今

回の整形外科領域で第一部が“手関節”をテーマに加古

川中央市民病院の金田和則先生の臨床画像についての 

ご講演と明舞中央病院 整形外科 田中日出樹先生に

我々が質問を投げかけるＱ＆Ａコーナーとしました。もし

手関節・手領域についてのご質問があれば下記のアドレス

に送って頂ければと思います。 

 第２部は“腰痛”について田中先生にご講演して頂きま

す。 

ご多忙中の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内

申し上げます。 

日 時： 令和５年３月１６日（木）１８：３０～ 

開催形式： Ｚｏｏｍウェビナーによる配信 

参加費： 無料（ＪＡＲＴ会員の方限定） 

参加方法： ２月上旬に兵庫県放射線技師会ウェブサイト

に登録フォームを設けます。 

〇プログラム 

【第１部】 

「日常診療でよく見る手関節症例」  

    加古川中央市民病院 放射線室 金田 和典先生 

・整形外科医によるＱ＆Ａ（手関節・手領域） 

明舞中央病院 副院長・整形外科部長 田中 日出樹先生 

【第２部】 

「下肢痛を伴う腰痛 

～診断と治療が困難であった症例について～」 

明舞中央病院 副院長・整形外科部長 田中 日出樹先生 

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： tsakai@hyo-med.ac.jp 

 

 

 

ZOOMを使用したWEBセミナーのご案内 

皆様方におかれましては、益々御清祥のことと御喜び申し

上げます。 

今回、『ガイドライン研修会』 として新たに研修会を立ち上

げ、第３８回日本診療放射線技師学術大会の開催県企画

モーニングセミナーとして開催いたしました。今回第１回

目の研修会として下記内容でWEBにて開催いたします。 

多数のご視聴を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

第１回ガイドライン研修会 

 

第１７回兵庫県学術研修フォーラムのご案内 
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日 時： 令和５年３月１３日 (月) １８：００～１９：００  

【講演内容】 

『 肺がん診療ガイドラインについて 』 

演者： 神戸大学医学部附属病院 石川 和希 先生 

参加者登録用 URL と QR コードです。下記より参加申し込

みをお願いします。 

URL： 

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

qOkQRa4UGiZjFMTaQ 

ご登録いただきましたメールアドレスに運営事務局から当

日視聴用の URL、ID、パスワードを転送させていただきま

す。 

お問い合わせ：神戸大学医学部附属病院 曽宮 雄一郎 

MAIL： somiya13@med.kobe-u.ac.jp 

 

 

 

放射線安全管理測定研修会は、放射線測定器の基礎か

ら特性を理解でき、患者被ばく線量の測定ができる技師の

育成を目的とした研修会です。今回は実習形式ではあり

ませんが、診療放射線技師の役割である医療被ばく低減

を考慮した web セミナーとさせていただきます。万障繰り

合わせの上、多数のご参加をお待ちしております。 

日 時： 令和５年３月１７日（金）１９：００～２０：３０ 

場 所： webセミナー 

参加費： JART会員 無料 、会員以外５００円 

１９：００～１９：３０ 

講演１ 「IVR領域の線量測定に必要な線量計とは？」 

～線量計の取扱い注意点、校正について、線量計の紹介～ 

東洋メディック株式会社 大阪支店営業部 磯浜 隆宏氏  

１９：３０～２０：３０  

講演２ 「IVR領域における安全管理を目的とした 

線量測定とその活用法」  

兵庫医科大学病院 放射線技術部 松本 一真氏  

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） 

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。 

参加用URL： https://14housyasen.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 JARTISにカウント申請さ

せていただきます。 

また、日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線

技師認定機構のカウント申請事業です。 

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（３６８４）  

MAIL： morihito585@gmail.com 
 

 

 

 

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 

参加登録期間： 令和５年２月１１日（土）まで 

参加登録方法： ホームページの参加登録より申し込みし

てください 
 

 

 

 

 

 

 

 

現地参加については感染症拡大防止のため、定員を設け

ております。定員に達し次第、現地参加の申し込みを締め

切りますのでご注意ください。 

開催内容についてはリンク先をご参照ください。 

第１４回放射線安全管理測定研修会のご案内 

 

令和４年度近畿地域 

診療放射線技師会学術大会 
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参加費： 

【現地参加＋Web参加】 

日本診療放射線技師会会員 ２，０００円 

日本放射線技術学会会員 ２，０００円 

一般（非会員） ３，０００円 

学生（学生証提示） 無料 

 【Web参加のみ】 

日本診療放射線技師会会員 ２，０００円 

日本放射線技術学会会員 ２，０００円 

一般（非会員） ３，０００円 

学生 無料 

 

 

 

 

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。 

 

２月パスワード 

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

 

 

 

 

 

 

第２１回神戸西支部 特別講演会の報告です。 

２０２２年１２月１７日（土）１４時５０分～１７時 Web にて、

広島県の福山市民病院 医療技術部 放射線科の三村 

尚輝 先生によるCT検査における『読影補助』から『STAT

画像報告』へ－ killer disease を見逃さない！－ と題し

ました講演にて研修会を開催致しました。 

この度は現地での対面参加とWeb参加の両方を用いたハ

イブリッド式での研修会を行いました。 

参加登録者数は９２名、当日の Web 参加者数は６８名、

現地参加者数は１９名で、全国から多くの方がご参加下さ

いました。ご参加下さいました皆様、ありがとうございまし

た。 

開催直前になってWeb接続会場を予定の所ではなく、急

遽技師会事務所に変えなければいけない緊急事態となり

ましたが、兵庫県放射線技師会の学術委員・管理士部会

の皆様のご協力と機転の効いたご判断のお陰で、無事に

研修会を開催することが出来ました。 

現地に参加していただきました参加者の皆様が講師に直

接お会いすることができなくなり、大変申し訳ない事態とな

りました。この場をお借りして心からお詫びを申し上げま

す。 

今後も皆様が興味を持っていただけるテーマを取り上げて

参ります。これからもご参加くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 

ありがとうございました。 

報告者： 神戸西支部 支部長  高井 夏樹 

 

 

 

 

下記の通り、研修会を開催します。 

日 時： 令和５年３月３日（金）１８：３０～（１時間程度）  

参加費： 会員無料  

内 容： 

情報委員会 
会員専用サイトへのログインパスワード 

 
 

第２１回神戸西支部 特別講演会 

現地＋Web開催 （報告） 

 
 

但馬支部 

令和４年度支部研修会のお知らせ 
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Ⅰ．講演 

「ＡＩを用いた医療画像診断システム」（仮） 

講師：富士フィルムメディカル株式会社 

Ⅱ．一般演題 

「優しいマンモグラフィ検査を目指した圧迫圧減圧の検討」（仮） 

演者：公立八鹿病院画像診断科 

Ｚｏｏｍによるオンライン開催の予定です。申し込みは下記

アドレスまでお願いします。 

演題・内容等は都合により変更になる可能性があります。 

ＺｏｏｍのＵＲＬは但馬支部の広報誌「えっくすれい」に掲載

します。また支部外、非会員の方には勉強会が近付きまし

たら、申し込み時にご登録のメールアドレスに送信させて

いただきます。 

問い合わせ、申し込み先 

公立八鹿病院 画像診断科 上仲彰洋まで 

ＴＥＬ ０７９-６６２-５５５５（内線１４５０番） 

ＭＡＩＬ： xsen@hosp.yoka.hyogo.jp 
 

 

 

 

会員の皆様方には益々御清祥のことと御慶び申し上げ

ます。下記の通り、第５７回西播支部学術講演会をTeams

にて開催を致します。 

多数の御視聴を賜りますようお願い申し上げます。 

代表世話人 前田 啓明 

日 時： 令和５年３月１１日（土）１３：００～１７：００ 

参加費： 無料 

事前申込み：Web サイトの URL、参加証（後日に送信）を

発行しますので、必ず！所属、氏名、アドレスを明記し

hiroaki_maeda916@yahoo.co.jp までお願い致します。また、

日本診療放射線技師会員の方は、ポイント付与手続きを

行いますので、会員番号もお願いします。なお申込み〆

切は、令和５年２月２０日とさせて頂き、以降の受付は致し

かねますので予めご了承下さい。 

－ プログラム － 

特別講演Ⅰ １３：００～１４：００ 

『造影検査におけるタスク・シフトと診療放射線技師の在り方』  

 県立尼崎総合医療センター 放射線部 前田 啓明 技師 

情報提供 １４：００～１４：３０ 

『新時代へのワークステーション  

ザイオステーション REVORAS』 

アミン株式会社 大阪営業所 井上 浩史 氏 

特別講演Ⅱ １４：３０～１５：３０ 

『救急撮影で考えること』  

社会医療法人愛仁会 高槻病院 放射線科 渡辺 博也 技師 

特別講演Ⅲ １５：３０～１７：００ 

『手の外科で必要なX線撮影技術  

～本には載っていない最新の撮影法～』 

三菱神戸病院 画像技術科 高井  夏樹 技師 

【認定ポイント】 

日本救急撮影技師認定機構２ポイント 

日本X線CT専門技師認定機構３単位 

肺がんCT検診認定機構５単位 

日本診療放射線技師会生涯教育カウント付与 

問合せ： 県立尼崎総合医療センター 前田 啓明まで 

 TEL ０６-６４８０-７０００ (内線:#１３０１) 

 

 

 

 

新年迎え１カ月経ちましたがいかがお過ごしでしょうか？ 

阪神支部今年度３回目の勉強会は久しぶりの対面式です。

皆さんお誘いあわせの上ご参加ください！！ 

 

①令和５年度 阪神支部総会（対面式） 

日 時： 令和５年３月１７日(金)１８：４５～１９：００ 

場 所： 西宮市民会館アミティホ－ル４F 中会議室４０１ 

（阪神西宮駅東出口より徒歩約１分 北東へ１００m） 

    〒６６２-０９１８ 西宮市六湛寺町１０番１１号  

TEL ０７９８-３３-３１１１ 

         http://amity.nishi.or.jp/amity/access.html 

②第１回阪神支部学術勉強会（対面式） 

日 時： 令和５年３月１７日(金)１９：００～２０：４５ 

場 所： 西宮市民会館アミティホ－ル４F 中会議室４０１ 

会 費：  

診療放射線技師（会員）、診療放射線技師以外の方５００円 

診療放射線技師（非会員）１，０００円 

プログラム：  

１．支部長挨拶  

兵庫県立尼崎総合医療センター 阿部 大佑 

２．「情報提供」  キャノンメディカルシステムズ株式会社 

西播支部 

第５７回西播支部学術講演会のご案内 

 
 

令和５年度 阪神支部総会 

第１回阪神支部学術勉強会のお知らせ 
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３．「当直での一般撮影」           

兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線部 阿部 大佑 

４．「CTで見る急性背部痛」               

尼崎中央病院 放射線科 中村 陵 

５．特別講演 救急での技師の読影補助（仮題） 

三田市民病院 救急部 特任部長 橋本 直樹 

問い合わせ先： 

尼崎総合医療センター 放射線部 阿部 大佑 

MAIL： daisukeabe1230@gmail.om 

尼崎中央病院  画像診断部門  鎌田 照哲  

MAIL： teruaki_kamata@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

まだまだ寒さが厳しく続きますが、早く来ないか春の訪れ

を待ち望んでいる日々です。２０２３年を迎えまして、２年

ぶりとなりました対面式の定例会を先月無事行うことが出

来ました。いつもの会場で入念な感染対策のもと、ひとき

わ新鮮な気分に浸りながら、再会（再開）!!できる喜びがぐ

っとこみ上げてきました。現在の状況、年始でもあり少ない

参加者数ではありましたが、１月恒例である医療メーカー

様からのお話しは大変勉強になりました。１部では「アナフ

ィラキシーガイドライン」改定の説明をいただきました。主

な変更点と共に機序・誘因・初期対応の手順と、臨床現場

で必要な事項は改めて知識が得られました。２部には次

世代ＣＴとされる「フォトンカウンティングＣＴ」の原理とメカ

ニズム、更に臨床応用についてお話しいただきました。現

装置を上回る「高精細画像「被曝線量低減」「物質選択的

イメージング」の特徴があり、中でもＤＥＣＴでは困難であっ

た生体物質の分離が明瞭となり、ＭＲＩに迫るコントラスト分

解能が得られることに大変驚きました。また、脳神経領域

では穿通枝が描出されていたのには感動しました。最後

に医療情報システムと今後の展望と題し、「サイバー攻撃」

についてお話しいただきました。以前より社会的問題とさ

れ、広く大きな被害をもたらしており、技師も知っておきた

い知識として、攻撃の種類、なぜ医療機関が狙われるの

か、その対策についてなど、非常に分かりやすい説明で、

断片的であった知識が一つにまとまり、理解することが出

来ました。今後も慎重に情報を取り扱いたく思います。さて、

今月の定例会は下記の要項で進めてまいります。休会中

の中、続けておりました「ハガキｄｅ定例会」を振り返り、更

に広く深く勉強してゆきます。たくさんのご参加をお待ちし

ております!! （田上修二） 

題 目： 

１．ｓｅｒｉ．「会場版!!ハガキｄｅ定例会」その１～角回梗塞～ 

            こやまクリニック 画像技術科 田上 修二 

２．仮題 ｓｅｒｉ．「世話人数珠つなぎ」…ＨＰ掲載中!! 

  世話人が自由なテーマで調べた疾患などを取り上げた

く考えています!! 

日 時： 令和５年２月８日（水）１９：００～２１：００ 

会 場： 兵庫区文化センター 

（旧 神戸市立兵庫勤労市民センター）第３会議室  

     ＪＲ兵庫駅北 ＴＥＬ０７８-５７６-０９８１ 

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 
 

 

 

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』 

第９５回西播画像研究会のご案内 

 

神戸頭部研究会のお知らせ 
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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  

＊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

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 

 

ます。講師に高井先生をお招きし、「徹底理解！膝関節X

線撮影ポジショニング理論」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。 

※現地参加者には資料配布、会場は最大４０名まで 

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）１８：４５～２０：３０ 

場 所： 加古川市民交流ひろば 会議室１ 

加古川市加古川町篠原町２１番地の８ カピル２１ビル５階 

ハイブリッド開催 

会 費： 現地・WEB無料 

講 演：「徹底理解！膝関節Ｘ線撮影ポジショニング理論」 

        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 

○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 

○加東市民病院 

所在地 加東市家原８５ 

求人内容 正規職員 

○兵庫県立淡路医療センター 

所在地 洲本市塩屋１丁目１−１３７ 

求人内容 会計年度任用職員 

○兵庫県立がんセンター 

所在地 明石市北王子町１３−７０ 

求人内容 会計年度任用職員 

○芦屋セントマリアクリニック 

所在地 芦屋市大原町５−２０ 

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。 



                              兵放技ニュース           令和５年２月１日発行 

11 

 

  
 

 

 

 

 

< ２月スケジュール > 

 

 

 

 

 

 

 

< ３月スケジュール > 

 

 

３/１ （水）  

３/２ （木）  

３/３ （金） 但馬支部 令和４年度支部研修会 

３/４ （土） 第２５回近畿救急撮影セミナー 

３/５ （日）  

３/６ （月）  

３/７ （火）  

３/８ （水）  

３/９ （木）  

３/１０ （金） 一般撮影勉強会 

３/１１ （土） 西播支部 第５７回西播支部学術講演会 

３/１２ （日）  

３/１３ （月） 第１回ガイドライン研修会 

３/１４ （火）  

３/１５ （水）  

３/１６ （木） 第１７回兵庫県学術研修フォーラム 

３/１７ （金） 
第１４回放射線安全管理測定研修会 

阪神支部総会 第１回阪神支部学術勉強会 

３/１８ （土）  

３/１９ （日） 第１１９回兵庫県放射線技師会通常総会 

３/２０ （月）  

３/２１ （火）  

３/２２ （水）  

３/２３ （木）  

３/２４ （金）  

３/２５ （土）  

３/２６ （日）  

３/２７ （月）  

３/２８ （火）  

３/２９ （水）  

３/３０ （木）  

３/３１ （金）  

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） 神戸頭部研究会 

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会学術大会 

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） 第４９回医療職団体研修会 

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）  

会費納入状況 （令和５年１月１３日現在） 
会 員 数 ： １，３３０名 

会費納入率 ： ８６．０９％ 

会費未納者数 ： １８５名 
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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

 

 


