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第 86回コメディカル研修会 

日 時 ： 平成２３年９月４日（日）9：30～17：00 

場 所 ： 津山中央病院 別館 医療研修センター２F講義室 

        〒708-0841 津山市川崎 1756-7番地   TEL 0868-21-8333 

   主 催 ： （社）岡山県放射線技師会 

会 費 ： 会員 500円、非会員 2000円、学生無料 

 

※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。 

※救急撮影認定機構から出席 2、発表 2ポイントが付与されます。 

※岡山県肺がん精密検診機関の届出基準を満たすための研修会です。肺がん部会 CT研修会の

参加証明書を発行します。 

※駐車場は無料です。 ※昼食は各自でお願いします。 

 

プログラム  

テーマ「救急撮影」 

岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会平成 23年度第２回肺がん部会 CT研修会 

9：30～12：00 教育講演 

１．「救急撮影認定技師について」       川崎医科大学附属病院    黒住 晃先生 

２．「救急診療に関する基礎知識」       津山中央病院          三好一外先生 

３．「一般撮影の実際とポイント」         岡山大学病院医療技術部  赤木憲明先生 

４．「CT撮影（急性腹症）」            川崎医科大学附属病院    池長弘幸先生 

５．「CT撮影（外傷）」                川崎医科大学附属病院     松本博樹先生 

12：45～13：45 教育講演 

６．「CT撮影（脳血管障害）」          倉敷中央病院           萩原芳明先生 

７．「CT撮影（造影法と三次元画像）」   岡山済生会総合病院      西山徳深先生 

13：50～14：50 特別講演  

８．「患者急変時の対応」        津山中央病院救急救命センター長 森本直樹先生 
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15：00～17：00 第２回肺がん部会 CT研修会 

９．特別講演 

  「CT検診の将来と課題」    岡山県健康づくり財団附属病院院長 西井研治先生 

10.「CT検診における画質改善フィルター使用の検討」   

               岡山県健康づくり財団南部健康づくりセンター 小橋恒夫先生 

11.「CT装置の MTF測定」    岡山大学病院医療技術部      松浦龍太郎先生 

会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

研修センター前の駐車場にお止めください。 

医療研修センター２F講義室 
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案内 

報告 

第 27回診療放射線技師総合学術大会（青森大会） 

参加事前登録の締め切り迫る！ 
 

第 27回診療放射線技師総合学術大会および第 18回東アジア学術交流大会

の参加事前登録の期限が迫ってまいりました。参加予定で事前登録が済まれてな

い会員におかれましてはお急ぎ頂きますようよろしくお願い致します。 

岡山県放射線技師会といたしましては、多数の会員参加を促進するため、事前参加登録券と情報

交換会券に 1,000円ずつ補助金を出すことになりました。（但し、岡山県放射線技師会から購入した

場合に限ります。）購入金額は下記になりますので、参加、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

 事前参加登録券  5,000円 → 4,000円  

情報交換会券   8,000円 → 7,000円  

 

お申し込み先     各ブロック担当理事まで 

お申し込み期限    平成 23年 8月 20日（土） 

お支払方法      各ブロック理事に直接お支払ください。 

お支払期限      平成 23年 8月 20日（土） 

 

購入後のキャンセルは 8月 31日（水）までにお受けいたします。 

詳細につきましては各ブロック担当理事までお問い合わせください。 

 

 

 

第 13回ビアパーティの開催報告 

 今回で 13 回目となるビアパーティが、例年より早い梅雨明けで暑さも

増した 7 月 16 日の土曜日、17 時半から岡山駅近くの『ピュアリティま

きび』において開催されました。 

 この会はフレッシャーズセミナー終了後引き続き行われ、新入会員及び入

会予定者にとっては職場以外の先輩技師の話を聞たり、色々な繋がりが出来る絶好の機会で

す。 

 藤田会長から開会の挨拶があり、続いて岡山大学大学院・澁谷光一准教授の乾杯の音頭で

開会、和やかな時間を過ごしました。会食の間には施設の先輩技師と共に新入会員の紹介、

協賛会員のＰＲ、恒例のビンゴゲーム、県内各地域で行われている勉強会・研究会の紹介が

行われました。 

 最後に田原副会長の閉会挨拶で盛況のうちに幕を閉じることができました。 

 なお、参加者は 53名、うち新入会員 9名（入会予定者含む）、3年以内参加者 4名、賛助

会員 12名でした。 

 来年度はより多くの会員の皆様に参加していただけるよう内容を検討し、会員の親睦と情
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報告 

報交換の場となるようにしていきたいと思っておりますので、皆様からのご意見をおまちし

ております。 

（組織・福利厚生委員長 池田茂良） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フレッシャーズセミナー・ビアパーティに参加された新入会員の方から、参加報告が届いています 

フレッシャーズセミナーに参加して 

 

倉敷中央病院 松下 太郎 

４月から放射線技師として働き早３か月が経ちました。そろそろ仕事にも慣れ

る頃だと思いますが、同じく新人放射線技師の皆さんはいかがでしょうか。また

我々新人を指導してくださる諸先輩方、迷惑をかけてばかりですが早く一人前になれるよう頑張りま

すので何かとお願い致します。 

さて、去る７月１６日（土）に岡山のピュアリティまきびにて「診療放射線技師のためのフレッシャー

ズセミナー」が開催されました。電子メールのマナー、医療安全や感染症対策など、医療現場で働く

我々フレッシャーズにとって大変有益な講義でありました。画像処理技術に関する講演では、新しい

開会の挨拶をされる藤田会長 乾杯の挨拶をされる澁谷准教授 挨拶をされる熊代顧問 

会場の様子 閉会の挨拶をされる田原副会長 
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周波数処理やノイズ除去技術を用いることでより診断に適した画像を提供できることを学ぶと共に、

これらの技術は医療分野のみならず、雑誌をはじめとする印刷物にも用いられていることに改めて

気が付きました。また、何か１つの事を懸命に頑張ることは大事であるが、常に広い視野を持って取

り組むことで他分野から何かしらのヒントを得ることができるのではないだろうかと考えさせられまし

た。 

講演が終了するとビアパーティが開催され、我々フレッシャーズをはじめ諸先輩方、企業の方々と

自己紹介やビンゴゲームなどで盛り上がり、楽しい時を過ごすことができました。個人的に、前田敦

子さんのポスターが欲しかったのですが、言い出す勇気が出なかったのが心残りであります。 

１７日（日）には岡山大学に場所を移して肺がんに関する講演がありました。気管支解剖講座では、

気管支体操を通して気管分岐や肺区域に関して基礎から臨床応用まで分かりやすく講演して頂き

ました。その後の特別講演では肺がんの外科的治療についての特別講演があり、診断価値の高い

画像を撮影することの大切さを感じました。これはある意味当たり前のことであるように思いますが、

フレッシャーズであるこの時期に気が付けたことには意味があると思います。 

２日間にわたるフレッシャーズセミナーは大変勉強になると共に、職場の異なる同期や先輩方と

交流を図る良い場でありました。これからも勉強会などには積極的に参加して自分を磨いていこうと

思います。最後になりますが、フレッシャーズセミナーに参加しての感想を述べる機会を与えて下さ

り、ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小橋高郎先生 藤田卓史先生 米山浩英先生 

セミナーの様子 
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案内 スタッフを募集します！ 
 

結核予防週間街頭キャンペーンスタッフ 

  毎年行われている“結核予防週間（9月 24日～30日）”にあわせて街頭活動を全国で行います。結核

は世界で最大級の感染症です。日本でも年間約 2万 5千人が発病、約 2千 2百人が亡くなっており、決し

て過去の病気ではありません。 

 岡山県では岡山県健康づくり財団を中心に標語入りゴム風船、ティッシュなどを配布し、結核とその予

防についての知識を深めていただくためのキャンペーンを行います。 

 当会独自の協力活動として放射線啓発パネル展、医用画像紹介、放射線被ばく・検査についての相談な

どを行う予定です。 

 皆様のご協力とご参加をお待ちしております。 

   日時：9月 24日（土） 11：00～15：00 

   場所：イオン津山ショッピングセンター 

      津山市河辺 1000－1 

  参加協力して頂ける方は、（社）岡山県放射線技師会（oart@oka.urban.ne.jp）まで、 

ご連絡ください。メールの件名を「結核予防週間街頭キャンペーン・スタッフ募集」として氏名、会員

番号、施設名、当日連絡可能な TELを記載してお申し込みください。 

後日担当者が連絡いたします。 

 

 

 

「第 8回「乳がん検診無料体験・一般公開講座」スタッフ 

  「乳がんから女性をまもろう」をスローガンに、乳がん検診の受診率向上のための事業（レントゲン

週間協賛事業）を毎年行っています。活動としては、受付・放射線検査の啓発・説明、会場案内、また

当日に現地での事前の打ち合わせ会に参加して頂きます。 

 皆様のご協力をお待ちいたしております。 

   日時：11月 6日（日） 9：00～15：00 

   場所：津山中央病院 

      津山市川崎 1756 

  参加協力して頂ける方は、（社）岡山県放射線技師会（oart@oka.urban.ne.jp）まで 

ご連絡ください。メールの件名を「第 8回乳がん検診無料体験一般公開講座・スタッフ募集」として

氏名、会員番号、施設名、TELを記載してお申し込みください。 

後日担当者がご連絡いたします。 

 

 

 

 

mailto:oart@oka.urban.ne.jp
mailto:oart@oka.urban.ne.jp
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案内 
第１4回ソフトボール大会参加チーム募集 

 

第１4回ソフトボール大会を遥照山総合公園で開催いたします。このグラウンド

からは、瀬戸内海の島々が一望でき、応援だけの方もお弁当片手に行楽気分を

味わうことが出来ます。また夜はちょっとした夜景スポットにもなっています。汗をかいた後はすぐ近く

の遥照山ホテル（旧かんぽの宿）で温泉（500円タオル付）に入れます。汗と一緒に日頃の疲れも流

しては・・・・子供さんと参加の方は、岡山天文博物館はいかがでしょうか？ 

職場、地域ブロック、有志、賛助会員等でチームを作り、参加してくださるようお願いいたします。

家族のご参加も歓迎いたしますのでどんどん参加お願いいたします。 

 

記 

期 日：平成２３年９月２５日（日）９時までに集合してください。 

開会式：９時３０分 

場 所：遥照山総合公園   浅口市金光町上竹 2536-25   

山陽自動車道 鴨方ＩＣから県道 64号 北へ約 15分（遥照山ホテル近く・電波塔目標） 

参加費 ： ８，０００円 （１チーム） 

申し込み：チーム名、連絡責任者、選手名、勤務先を明記のうえＦＡＸまたは、メールにて下記まで

申し込みください。 

     Mail  oart@oka.urban.ne.jp 

問い合せ：笠岡市立市民病院 放射線科 池田茂良 

     ℡ ０８６５-６３-２１９１ 内線６７８ 

 

申込締切：平成２３年９月１０日（土） 

 

その他：①１チームの構成人数は１０名以上とします。 

（但し、女性１名以上含むこと。会員家族歓迎します。） 

     ②女性がいない場合は男性会員５０歳以上２名以上含むこと。 

     ③同職場等複数チームの参加も歓迎します。 

     ④詳細は後日、チーム責任者にお知らせいたします。 

     ⑤スパイクは使用禁止です。 

ルール：スローピッチソフトボールで行います。 

守備１０名 攻撃１０名以上 盗塁、バント、離塁の禁止。 

      ３ストライクでアウト。（２ストライク後のファールもアウト） 

      ボールはスローピッチ１４インチ（公認球）使用  

途中交代自由（リエントリーも認めます）   以上 

 

 放射線技師以外・・・医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務、・・・・の方々の参加もＯＫです。

貴病院でチームを作って是非ご参加下さい。 

 

mailto:oart@oka.urban.ne.jp


 岡放技ニュース No.189 平成 23年 8月 15日発行 - 8 - 

 
事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

案内 

 

 

 

勉強会ご案内のお知らせ 

 

“現在、県内各地でさまざまな勉強会が行われています。会員からの声として、

「勉強会に参加したいが、何時、何処で開催しているのか分からない。」「勉強

会の内容によっては参加したいが、演題名、講師名が分らない」等々の声をよく

聞きます。岡山県放射線技師会では、毎月の種々の勉強会を一覧表にして、月初めに、ホームペ

ージで紹介したいと思います。勉強会を主催されている方は、月末までに、岡山県放射線技師会ま

で、お知らせください。（様式は、岡放技ホームページにあります） 
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