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2006.11  

会          告  

第 88回コメディカル研修会 

第 3回ＯＴ３コラボセミナー（Okayama Technologists Cubic） 

日 時  ： 平成２４年１月１４日（土）15：00～18：00 (受付：14：30～) 

場 所  ： 倉敷中央病院 大原記念ホール 

           〒710-8602 倉敷市美和 1-1-1 

   主 催  ： （社）岡山県臨床検査技師会 

           （社）岡山県放射線技師会 

           （社）岡山県臨床工学技士会 

   後 援  ： 岡山県 山陽新聞社 倉敷中央病院医療安全管理室 

参加費 ： 無料、対象職種以外の方もご自由に参加できます。 

駐車場 ： できるだけ公共交通機関をご利用いただき、お車の場合は乗り合わ 

せてお越しください。受付で無料券をお渡しします。 

  問合せ先： 倉敷中央病院 清川文秋  Mail;kiyokawa@kchnet.or.jp   

PHS3736（電話は当日のみ） 

   

この度、「ＯＴ３コラボセミナー」と題しまして３団体主催で「医療事故防止」についてセミナーを開催

することになりました。今回は公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止センター坂井

浩美先生に基調講演をお願いしました。全国の医療事故情報やヒヤリハット事例を収集し、発生要

因や背景を分析し、広く医療安全対策に有用な情報の提供を行っておられます。その後、３団体の

会員がそれぞれの医療事故防止に向けた取り組みを発表し、シンポジウム形式で討論に移ります。 
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プログラム テーマ「医療事故防止への取組み」 

基調講演 15：00～16：00 

                                   司会 倉敷中央病院 放射線センター  清川文秋 

１ 「医療事故情報収集事業について…報告書の中から見えるもの…」 

           公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止センター  坂井浩美先生 

 

シンポジウム 16：10～18：00 

      司会 井原市立井原市民病院  岡本吉生 

                                           天和会 松田病院  岡本由美 

  ２ 「輸血業務の安全管理」 

               岡山済生会総合病院 臨床検査科  鋼 雅美先生 

３ 「病理検査の安全管理」                    

川崎医科大学附属病院 病院病理部  鐵原拓雄先生 

４ 「事例と対策」     

  倉敷中央病院 放射線センター  森分直実先生 

５ 「医療事故防止に向けた取り組み」 

                                姫路赤十字病院 臨床工学技術課   三井友成先生 

６ 総合討論 

以上 

 

会場案内図 
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大原記念ホールは外来棟３Ｆにあります 
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報告 
第８回乳がん無料検診体験・市民公開講座に参加して 

 

財団法人津山慈風会 津山中央病院 

加納 亜季 

 平成２３年１１月６日に津山中央病院にて、『第８回乳がん無料検診体験・市民公開講

座』が開催されました。今回も「乳がんから女性を守ろう」をテーマに、一般公開講座と乳がん無料健診、パネ

ル展示や被曝相談を行いました。 

 公開講座は当院の放射線科 河原道子先生の「乳がん検診について」と、乳がん患者の会「あけぼの会」岡

山県支部長 宮本絵実先生の「乳がん早く見つけて良かった」の２講演でした。地元の愛育委員さんや一般

の方々、そして受診者の方をあわせると１００名以上となり、広いホールが満席でした。予想を大きく上回る参

加者の数に尐しとまどいましたが、一般の方々が乳がん検診に対してとても興味をもっておられることを嬉しく

思いました。河原先生は臨床の観点から今日の乳がん検診についてわかりやすくお話されました。そして宮

本先生は患者さんの立場から実際の経験談をお話しされ、どちらの講演も乳がん検診の重要性を再確認で

きる内容でした。講演後の質疑応答でも質問が多数あがり、大変盛り上がりました。 

その後グループに分かれ、パネル閲覧や被曝相談、乳がん無料健診を行いました。パネルは放射線の種

類の話から医療被曝の話まで、かなり詳しく書かれてあったのですが、皆さん熱心に読んでおられ、放射線

に対する関心の高さを感じました。乳がん無料体験では視触診とマンモグラフィを行いました。私はマンモグ

ラフィの撮影を担当させてもらったのですが、技師会の女性スタッフの方が手際よく誘導をしてくださったおか

げで、混雑することもなくスムーズに撮影することができました。受診者の方には「遠慮せずにいいようにしてく

ださい」と声をかけていただき、大変ありがたかったです。撮影後も「ありがとうございました」と深々とお辞儀を

してくださいました。 

その後ホールに戻り、受診者の皆さんには昼食を食べていただきながら『一枚のコイン』というＤＶＤを上映

しました。こちらも好評で、とてもいい内容だったとお言葉をいただきました。受診者の方々は朝から忙しいス

ケジュールだったので、疲れているだろうと思っていたのですが、「色々とありがとうございました」とにこやかに

挨拶をして帰られ、ほっとしました。 

今回のイベントを通して、検診の現状や実際の患者さんの体験談などを知ることができ、私自身とても勉強

になりました。日々の業務では時間に追われ、撮影を急いでしまっていたのですが、今一度自分の撮影方法

を見直して、改善しようと思いました。患者さんから質問されたり相談されたりした時にきちんとお話できるよう、

もっと知識を増やしたいと思います。そして患者さんの痛みを最小限に抑えられるように、撮影技術を磨いて

いきたいです。 
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 イベントスタッフ 

会場の様子 藤田会長開会の挨拶 

講演される河原先生 講演される宮本先生 

松田部長閉会の挨拶 パネル展示の様子 
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講習の様子 

修了証書授与（代表者） 

報告 

開会挨拶をする藤田会長 

診療放射線技師基礎技術講習「一般撮影」 

岡山県開催報告 
 

 日本放射線技師会主催の診療放射線技師基礎技術講

習「一般撮影」が平成 23 年 11 月 13 日（日）、岡山大学病

院臨床講義棟第 1 講義室において開催されました。中四国地域および近県の

会員が対象ということもあり、他県からの参加もありました。参加された会員数は、

岡山県 53 名、広島県 6 名、香川県 4 名、愛媛県 3 名、兵庫県 2 名、山口県 1

名、島根県 1名、未所属 3名で、合計 73名と多数の会員が参加され、関心の高

さがうかがえました。年齢層は、若手からベテランの方まで、幅広い年齢層の

方々が参加されていました。 

 一般撮影の分野は、診療放射線技師の基本中の基本とされておりますが、普

段、研修会や勉強会がほとんど行われていないのが現状であります。今回の講

習を通じて、若手技師の方

は新たな知識の獲得、ベテラン技師の方は、学生や新人

時代を思い出しながら、知識の再確認や目からうろこのよ

うなことがあったりして、とても有意義な講習であったので

はないかと思います。 

 講習は、9時から17時すぎまで行われ、その後、臨床技

術能力検定試験が行われました。 

講習の内容は、機器に関するもの、画像の処理、検像、

解剖、撮影法、撮影条件、

造影について、撮影時のワ

ンポイントアドバイス、患者

の対応法等まで幅広く講義があり、とても充実した内容でした。最後の修了証

書授与まで長時間にわたる講習でしたが、受講した会員は、心地よい疲労感と

充実感を味わって、講習を終えられたのではないでしょうか。この講習で得られ

たものを、今後の撮影業務に生かしていただきたいと思います。 

 来年度は、「RI検査」の基礎技術講習を岡山県で開催予定となっております。

岡放技としましては、次回も多数の会員が参加していただけるように準備を進

めてまいりますので、来年度もまた、宜しくお願い致します。 

                                         （文責 松本浩二） 
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お知らせ 

お知らせ 

会費納入のお願い 

 

今年度から年会費の納入期日が 8 月 31 日となりました。 

平成 23 年度会費が未納の方がまだ多数おられます。 

至急お振込頂きます様にお願い致します。 

 

          お問合せは、事務局まで。 

 

 

 

メ－リングリストへの登録のお願い 

 

 当会では、各種お知らせなどを岡放技ニュ－スで会員の皆様にお伝えしていますが、

役員はじめ各委員長なども多忙な業務の中での技師会活動であることや、年間の活

動行事が増えている状況で講師や会場の調整がたいへん難しく予定変更を余儀なくさ

れる場合もございます。 

また、編集に関わる岡放技予算についても、できるだけ経費を抑えなくてはならない重要な項目です。した

がって、迅速かつ経済的に情報発信をおこなうためにも、岡放技ニュ－スの印刷発送を年間 3～4 回程度に

とどめ、残りはＨＰ（ホ－ムペ－ジ）およびＭＬ（メ－リングリスト）を利用して案内やお知らせを行っております。

会員の皆様には、ＭＬへの登録についてご理解ご協力ください。 

登録方法は、ＨＰのＭＬ登録からか、下記の岡放技のアドレスにメールで必要事項を入力して 

お送りください。 

 

※E-mail で直接申し込む場合は件名に「メ－リングリスト希望」として会員番号・氏名・勤務先施設名を明記し

てください。 

 

※携帯電話からでもＭＬへの登録は可能ですが、添付ファイル等が開けない場合がございますので、パソコ

ンを利用してＨＰ上からの登録をお願いします。 

 

（社）岡山県放射線技師会      

〒700-0867 岡山市北区岡町 16-10-201 

TEL：（086）235-1313 

FAX：（086）235-1515  

http://www.oka.urban.ne.jp/home/oart/ 

E-mail: oart@oka.urban.ne.jp 
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お知らせ 

お知らせ 

救急放射線技術メーリングリスト開始のお知らせ 

 

日本救急撮影技師認定機構 

代表理事 坂下惠冶 

日本救急撮影技師認定機構は、認定制度を通じて救急医療に関わる放射線技術をより

高め、速やかに広める活動を行っております。 

このたびその一環といたしまして、日本救急撮影技師認定機構関係者および救急撮影技師の皆様、医療

関係者を対象としたメーリングリストを開始いたします。本メーリングリストに参加を希望される皆様に加入して

いただき、情報交換の場を提供させていただきます。 

この救急放射線技術メーリングリストの運用にとり、皆様が多くの情報を共有し、新たな救急放射線技術が

導きだされ、速やかに広まることによって、多くの救急患者様の診療に役立つことを願っております。 

 日本救急撮影技師認定機構ホームページより申し込みを募っております。多くの方々のご参加をお待ちし

ております。 

 

 問い合わせ先：大阪府立泉州救命救急センター内 日本救急撮影技師認定機構事務局 

office@jert.info  TEL 072-464-9911 

 

 

 

第 2回救急撮影技師認定試験の実施について 

 

日本救急撮影技師認定機構 

代表理事 坂下惠治 

日本救急撮影技師認定機構では、下記の要領で、第 2 回救急撮影技師認定試験を実

施しますのでご案内します。東京会場と大阪会場で同時に開催されます。本試験に合格されますと、所定の

実地研修を経て救急撮影認定技師に認定されます。 

 

 日 時：平成 24 年 3 月 18 日(日)   13：00（12：30 受付開始） 

 会 場：［東京会場］読売理工医療福祉専門学校（都営地下鉄「三田駅」徒歩 2 分） 

      ［大阪会場］大阪市立大学医学部 阿倍野キャンパス医学研究科 医学部医学科学舎 ４階大講 

義室（「JR天王寺駅」より徒歩５分） 

 募集人員：各会場 200 人 

        （先着順です。同一施設から多数ご応募いただいた場合には、一部の方にご遠慮いただく場合 

があります。定員を超過した場合には、当機構ホームページにて案内しますので、申し込みの

際にはご注意ください。） 

 携帯品：筆記用具、消しゴム 

 受験料：10,000 円 

 申し込み期間：平成 24 年１月 4 日（水）～2 月 17 日（金）（必着） 
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 申し込み方法：当機構ホームページの試験申し込みフォームより送信する。 

          所定の応募用紙をダウンロードして記入する。必要書類を添付し、郵送する。 

 受験資格：診療放射線技師歴５年以上 

        申請時からさかのぼり、１年以内に心肺蘇生法講習会を受講もしくは指導している、もしくは有 

効期間内の蘇生法講習会受講票を所有する。 

        救急診療歴が３年以上あり、施設長、所属長により所定の用紙で証明できる。 

        機構の定める認定ポイントを申請時に 30ポイント保有する。 

 試験科目：救急医学概論 

        救急画像読影 

        救急撮影技術 

        救急放射線診療の安全管理 

 その他：不明な点は、ホームページに記載されている事務局にお問い合わせください。 

      本認定は、取得後５年毎に更新することにより、継続可能です。 

 主 催：日本救急撮影技師認定機構  http://www.jert.jp/ 
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