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社団法人岡山県放射線技師会会長に就任して 

会長 藤田 仁 

 このたびの東日本大震災で亡くなられた方々に、哀悼の意を表するとともに、被

災地の一日も早い復興をお祈りいたします。 

 1000 年に一度の大地震は、予想をはるかに超える津波を生み、多くの三陸海岸

の港町を呑み込みました。亡くなられた方と行方不明者を合わせると、２万 7 千人

を超える大惨事は、日本中の人々の心を暗く沈みこませました。被災より１ヶ月経

った現在では、多くの支援物資が届けられ、避難所の住環境も多少良くなったよう

ですが、本当の復興はこれからです。日本人は、かつての戦災や阪神大震災を乗り越えてきた実績

があります。また乗り越えるだけの知恵とバイタリティーがあります。海外メディアも絶賛している秩序

正しさと、オールジャパンの団結で、必ずや乗り越えられると確信しています。 

 現在地震に伴う原発事故が、大きな社会問題となっています。大気中に飛散した放射性物質は、

体の中に取り込まれると、がんの発生リスクを高める恐れがあり、住民の方々をパニック状態に巻き

込んでいます。これには、一にも二にも正しい情報の開示しかありません。流言飛語に惑わされるこ

となく、冷静な態度をとることが不可欠です。またこのたびの原発事故の教訓として、初期対応の遅

れが指摘されています。原発の封じ込め作戦が遅れたのは、首相の現地視察が原因だとの報道も

ありました。何事においてもそうですが、一旦後手に回ると、打つ手打つ手が空回りし、時間がかか

ってしまいます。とにかく、一日も早い原発事故の収束を願いたいものです。この非常時に当たり、

厚労省の命を受け、当県の山本顧問がサーベイヤーとして活躍されました。放射線管理士としての

資格を天下に示したわけです。今後広告のできる資格として、脚光を浴びることは間違いないと思

います。 

 前置きが長くなりましたが、このたび熊代前会長の後を受け、岡放技の会長として務めさせていた

だくことになりました。行動力がありバイタリティー溢れる熊代会長には到底及びませんが、岡放技発

展のために全力で頑張りますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。会長就任にあたり、ど

うしたら皆様の期待に応えられるか模索中ですが、まず岡放技のアンケートの中にもあったように、

学術に力を入れていきたいと思います。できるだけ多くの会員が参加できるように、ホームページ上

で各種勉強会の案内をしていきます。また、会員のニーズに合わせた行事を企画し、実行に移して

いきたいと思います。新公益法人化という最重要課題もあります。とにかく私一人では何もできませ

ん。執行部を含めた会員の皆様と一致団結してこの難題に取り組み、実現していきたいと思います。

よろしくお願い致します。 
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会          告  

 

会員各位 

平成 23年 4月 30日 

社団法人 岡山県放射線技師会 

会長 藤田 仁 

 

平成 23年度第 1回通常総会開催のお知らせ 

 

社団法人岡山県放射線技師会定款第 16条ならびに第 19条により、平成 23年度第 1回通常総

会を下記日程で開催いたします。 

万障お繰り合わせの上多数ご出席くださいますようお願い致します。 

 

記 
 

日時  平成 23年 5月 22日（日）10：30 ～ 12：00 

会場  岡山大学病院 鹿田キャンパス臨床第 2講義室 

〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1 TEL086-223-7151 

 

議題  ⅰ平成 22年度庶務報告 

ⅱ平成 22年度事業報告 

ⅲ平成 22年度決算報告 

ⅳ監査報告 

ⅴその他 
以上 

 

＊ 総会出席の方は、時間厳守でお願い致します。また、総会開催中は会場への入退場が制限さ

れる場合がございますのでご了解下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同封のハガキは出欠にかかわらず、平成 23年 5月 14日（土）までに、

必ずご投函ください。都合で欠席される場合は、必ず委任状の欄にも

ご記入下さい。また、前回同様、「通常総会資料」は当会 HP 上に掲載

（5月 2日 UP予定）されていますので、HPにて内容等ご確認下さい。 

尚、当日総会に出席される会員の皆さまには、総会資料を受付にてお

渡し致します。 

ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 
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会          告  

 

第 84回コメディカル研修会および通常総会 

主 催 ：（社）岡山県放射線技師会 

日 時 ： 平成23年5月22日（日）9：00～15：30（受付8：30） 

場 所 ： 岡山大学病院 岡山大学鹿田キャンパス臨床第二講義室 

〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1 TEL086-223-7151 

 ＊コメディカル研修会には「日本放射線技師会社会活動カウント」が付与されます。 

 

-プログラム- 

09：00～10：00【特別講演Ⅰ】 

1)『次回診療報酬改定における重要論点とは！』 

富士フイルムメディカル（株）医療政策室部長 

（社）日本画像医療システム工業会 経済部会部会長  野口 雄司 先生 

10：00～10：30【特別講演Ⅱ】 

2)『東日本大震災と放射線技師～JART放射線サーベイヤ派遣に参加して～』 

        JART第3次サーベイ隊長 津山中央病院 放射線技術部  山本 一雄 先生 

10：30～12：00【平成23年度第1回通常総会】 

12：00～12：45【ランチョンセミナー】 

3)『MRI用造影剤の現状と今後』 

        バイエル薬品株式会社 診断薬事業部 学術情報課長  佐治 靖弘 先生 

13：00～14：00【教育講演】 

4)『MRIの基礎』 

1.MRIの原理 

岡山大学病院 医療技術部             大野 誠一郎 先生 

2.脂肪抑制法と非造影MRAについて 

岡山大学病院 医療技術部                田川 忍 先生 

14：00～15：15【会員学術発表】（JSRT第 67回総合学術大会 MRI部門エントリー演題） 

5)『Dynamic Studyにおける Time Intensity Curveの基礎的検討』 

            津山中央病院 放射線技術部           光岡 由企夫 会員 

6)『造影 3D Dynamic MRIにおけるAuto Prescanが信号強度に与える影響についての基礎的検討』 

川崎医科大学附属病院 中央放射線部       吉田 耕治 会員 

7)『3D－MR imagingにおける呼吸停止中の腫瘍模擬ファントムの体積変化 

（iso voxelにおける体積測定）』 

            川崎医療短期大学 放射線技術科          荒尾 信一 会員 
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報告 

8)『MSDE併用 TRANCEを用いた Subtraction MR-Venography 』 

           倉敷中央病院 放射線センター             古牧 伸介 会員 

9)『下肢動脈における短時間撮像を目的とした T2prep pulse併用 TRANCEの至適条件の検討』 

           倉敷中央病院 放射線センター             中河 賢一 会員 

 

 

 

平成 23・24年度新役員が決定 

 

平成 23年 3月 6日（日）に開催された平成 22年度第 2回通常総会におい

て、今期の役員選出選挙がおこなわれ、下記のとおり藤田 仁会長をはじめ新

しい役員の方々が決定致しました。 

 

会 長 (定数 1 名) 

藤田 仁                  草加病院 

副会長 (定数２名) 

小畑 慶己（線量測定・教育副委員長）     呉医療センター・中国がんセンター 

田原 誠司（事務局長）           岡山大学病院 

  

監 事 （定数２名） 

森岡 泰樹                総合病院岡山赤十字病院 

北山 卓一                岡山大学病院 

理 事 （定数 10～15 名） 

第 1 ﾌﾞﾛｯｸ  大野 誠一郎（財務委員長）          岡山大学病院 

第 2 ﾌﾞﾛｯｸ  大枝 嗣人（広報委員長）            心臓病センター榊原病院         

第 3 ﾌﾞﾛｯｸ  清川 文秋（学術委員長）           倉敷中央病院 

第 4 ﾌﾞﾛｯｸ  渡辺 庄一（調査委員長）      岡山済生会昭和町健康管理センター 

第 5 ﾌﾞﾛｯｸ  松本 浩二（編集委員長）           竜操整形外科病院 

第 6 ﾌﾞﾛｯｸ  船山 麻弓（組織・調査副委員長）        赤磐医師会病院 

第 7 ﾌﾞﾛｯｸ  武田 典之（学術副委員長）          玉野三井病院 

第 8 ﾌﾞﾛｯｸ  三村 浩朗（学術副委員長）          川崎医科大学付属病院 

第 9 ﾌﾞﾛｯｸ  近藤 義昭（表彰・慶弔 委員長）        倉敷リバーサイド病院 

第 10 ﾌﾞﾛｯｸ  池田 茂良（組織・福利厚生委員長）          笠岡市立市民病院 

第 11 ﾌﾞﾛｯｸ  国府島 昌之（福利厚生副委員長）        長野病院     

第 12 ﾌﾞﾛｯｸ  伊田 和司（編集・広報副委員長）        津山中央病院 

会長推薦     小橋 高郎（教育委員長）            笠岡第一病院 

会長推薦     特手 あゆみ（組織・施設線量測定副委員長）   岡山光单病院 
 

☆新役員のご紹介については次号ニュ－スで詳しくご紹介いたします。 
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案内 
       第 9回ゴルフ大会のご案内 

 

 新緑が目にまぶしい季節がやってきました。今年も技師会では親睦を深めるために

下記の要項で岡山県放射線技師会主催・第 9回親睦ゴルフ大会を開催いたします。 

前回と同じように参加資格を会員・家族だけではなく、他のコ・メディカルの方にも広げて親

睦をはかっていきたいと思っています。 

みなさん、どしどし他の職種の方々を誘って参加よろしくお願いします。 

  

記 

 

期日：平成 23年 6月 5日（日） 

               場所：真庭カンツリークラブ 

                   〒719‐2155 岡山県真庭市杉山 684 

                   ℡ (0867)42‐2155 

            集合時間：9時 15分  （スタート時間 10時スタート） 

            競技方法：ダブルぺリア方式 ノータッチ セルフプレー 

            プレー費：8,000円程度 

             参加費：3,000円 

        申し込み：氏名、年齢、勤務先、ハンディキャップを明記し、 

             ＦＡＸ（086‐235‐1515）または、（oart@oka.urban.ne.jp） 

                          にて岡山県放射線技師会事務所までお申し込みください。 

         ＊メールの件名は必ず「第 9回ゴルフ大会申し込み」としてください。 

         

締切：  平成 22年 5月 21日（土）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oart@oka.urban.ne.jp
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石原節子先生 

西貝圭子先生 

受付の様子 
岡山済生会病院検診担当の 

女性スタッフのみなさん 

被ばく相談で対応する 

スタッフ 

参加報告 

   乳がんから女性をまもろう 参加報告 

 

 岡山済生会総合病院 安田好恵 

2011年 3月 13日に岡山済生会総合病院で『第 7回公開

講座＆乳がん検診無料体験』が開催されました。今年のテー

マも「乳がんから女性をまもろう」で、岡山県放射線技師会の行う公益事業の一

つとして、乳がん検診、一般公開講座、放射線パネル展と被ばく相談を行い、乳

がん検診の重要性および放射線被ばくに対する安全性を広く市民に理解して

いただけるよう活動しました。 

公開講座は、岡山済生会総合病院放射線科主任医長の石原節子先生の「乳が

ん検診のお話」と日本放射線技師会外部理事の西貝圭子先生の「乳がんを経

験してからと検診のすすめ」の 2 公演があり 60名の参加がありました。西貝先生

は、東京から来られるということでしたが、3月 11日に東日本大地震が起こり、大

変心配しましたが、新幹線で無事到着され、講演をして頂くことができました。そ

のことを公開講座の会場で参加の方にお話しすると、「うわあ…大変でし

たね。」というざわめきが起こりました。 

石原先生のお話は、どんな人が乳がんにかかりやすいか、乳がんの症状、

マンモグラフィやエコーの話など充実した内容でした。そして日本の受診

率が欧米と比較して低いため、検診には友達を誘ってみんなで受けましょ

うと言われました。 

西貝先生はご本人が乳がんの手術を受けられた話や、あけぼの会のボラ

ンティアのお話をされました。乳がんを克服し、今元気に活動されている

西貝先生の姿は同じ病気と闘う方々の励ましになると言われました。 

講演後の質疑応答では、様々な質問が挙がりましたが時間を十分にとれ

ず、全員の方にお聞きすることができませんでした。その分、公開講座終

了後は先生方の周りに直接質問をされる方の輪ができていました。 

その後、事前に募集していた 24名の方の乳がん検診無料体験が行われました。 

まず 2チームに分け、12名の方には先に食事を、あとの 12名の方に健診センターへ移動していただき、マン

モグラフィ、視触診、自己検診や超音波の説明を行いました。マンモグラフィは撮影前の不安がありましたが
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検診前の打合せの様子 

岡山済生会病院 

小林有基技師長 

熊代正行会長 

スタッフ集合写真 

「思っていたより痛くなかった」、「これならまた受けてもいいわ」と言われ、よかったと思いました。また今回初

めての超音波の説明では、実際に乳腺の検査はしていませんが、超音波装置を見ながら質問をされたり興

味を示された方が多く、時間が足りなくなり、予想以上の盛り上がりでした。自己検診は乳がん模擬ファントム

を実際に触っていただきながら、真剣に話を聞かれ、話し込んでいる様子がたくさん見られました。皆さん有

意義な時間を過ごされたと思います。 

このような事業に参加させていただいて、私自身たいへん勉

強になりました。一般の

方々に乳がん検診の重

要性を理解していただ

き、マンモグラフィへの

不安を取り除き、乳がん

のことや放射線被ばくの

安全性について知っていただくことが大切だと思います。 

無料検診の三日後、撮影室の前で一人の患者さまと目が合いました。

その方は「先日は乳がんの検診でお世話になりました。ありがとう。とて

もよかったわよ。」と笑顔で言われました。今回の活動を行い本当によ

かったと思いました。 

当日参加された方々、お疲れさまでした。 

興味のある方、乳がん検診に携わっている技師さんはぜひ一度参加さ

れてみてはいかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

読売新聞に掲載された記事 
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