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新しい年を迎えて 

  

会長 藤田 仁 

新年明けましておめでとうございます。新年というだけで、身の引き締まる思いが

しますが、何か不思議な感覚です。今年も新しい目標を立て、新しい決意で岡放

技発展のために頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

昨年、熊代前会長の後を受け、4 月に会長に就任し、9 ヶ月が経過しました。慌

ただしい毎日でしたが、会長職の重大さとともに、責任の重さを痛感しています。

未曾有の大震災が起こった昨年でしたが、多くの亡くなられた方に哀悼の意を表

するとともに、一日も早い復興を願わずにはおれません。特に、福島の原発事故は、私たち放尃線を取り扱う

ものの一人として、大変衝撃的でした。「シーベルト」、「ベクレル」、「サーベイ」、「除染」等の言葉が日常使わ

れ、現実とは思えない異常な状態でした。まだまだ事故の収束には至っていませんが、これ以上放尃能汚染

が拡がらないように祈るばかりです。 

さて、私たち日本放尃線技師会においては、中澤会長のリーダーシップのもと、一歩ずつですが前に進ん

でいます。昨年 11 月、厚労省の「チーム医療推進方策検討ワーキンググループ」の会議において、診療放

尃線技師の業務範囲の見直しが了承されました。今後厚労省の「チーム医療の推進会議（本会議）」等を通

じて、最終決定される予定ですが、私たちにとっては朗報です。診療放尃線技師が可能な業務として、次の２

つが追加されました。 

①造影剤の血管内投与に関する業務…(1)医師・看護師が確保した静脈路・動脈路に造影剤を接続する

こと。及び自動注入器を操作すること。(2)造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うこと。②下部消

化管に関する業務…(1)カテーテル挿入部（肛門）を確認のうえ、肛門よりカテーテルを挿入すること。(2)肛門

より挿入したカテーテルより造影剤及び空気を注入すること。 

これらの業務は、日常実践されている方も多く、“今更”と思われている方も多いと思います。しかし、グレー

ゾーンの部分がはっきり明文化されたというだけで、私たちにとっては、業務拡大という大きな一歩になるわけ

です。今後、これらの実施に向けて統一講習会が行われますが、ぜひ講習を受けていただきたいと思いま

す。 

私たちが、最も関心のあるものに、「認定技師」があります。JART が広告できる認定技師として、「放尃線安

全管理認定技師」、「臨床指導認定診療放尃線技師」の２つを考えています。これらの認定技師は、全く新し

い認定資格ではなく、今まで取得した資格の延長線上にあるものです。広告できる認定技師は、全会員の望

んでいるところなので、一日も早く実現してほしいものです。 

今年は、岡放技としても、新公益法人に向けての大きな飛躍の年となります。皆様のご協力を頂きながら、

今年も一歩前進の年にしていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 
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会          告  

会員各位 

 

平成２４年１月１５日 

                      社団法人 岡山県放尃線技師会 

                             会長 藤田 仁 

 

平成２３年度第２回通常総会のお知らせ 

 

社団法人岡山県放尃線技師会定款第１９条により、平成２３年度第２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ご出席くださいますようお願い致します。 

 

記 

 

   日時  平成２４年３月４日（日） １１：００ ～ １２：００ 

 

   会場  岡山赤十字病院  研修センター 

       〒700-8607 岡山市北区青江二丁目１番１号 

         TEL：（086）-222-8811 

   議題 

        ⅰ）平成２４年度事業計画（案） 

        ⅱ）平成２４年度予算（案） 

        ⅲ）その他 

以上 

※ 第 89 回コメディカル研修会等の予定は一部演題、演者確定しておりません、詳細は次号ニュース 195 号（2

月 10日頃発刊予定）をご確認ください。 
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会          告  

 

第 89回コメディカル研修会  一般公開講座 

岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会 

平成 23年度第３回肺がん部会 CT研修会 
 

日 時 ： 平成 24年 3月 4日（日）9：30～17：00（9：00受付） 

場 所 ： 岡山赤十字病院 センター棟 4階 研修室 

〒700-8607 岡山市青江 2-1-1 TEL 086-222-8811 

主 催 ： （社）岡山県放尃線技師会 

※コメディカル研修会には日本放尃線技師会社会活動カウ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も開催します。 

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。 

 

-プログラム案- 

 

9：30～10：50 【一般公開講座】【放尃線管理士部会講演】 

「福島原発事故による放尃線被ばくとその影響  ―診療放尃線技師の取り組み―」 

                              埼玉県立がんセンター 放尃線技術部   諸澄 邦彦先生 

 

11：00～12：00 【平成 23年度第 2回通常総会】 

 

 

テーマ「脊椎・脊髄の画像診断」 

13:00 ～ 13：30【教育講演Ⅰ】 

  脊椎一般撮影の基礎とトピック       

13：40 ～ 14：10【教育講演Ⅱ】 

  脊椎領域における CT 撮像技術       

14：20 ～ 14:50 【教育講演Ⅲ】 

  脊椎領域における MRI撮像技術       

15:00 ～16：00【特別講演】 

  脊椎領域の解剖と臨床                    岡山赤十字病院 整形外科 高田英一先生 

 

16：10 ～17：00【肺がん部会 CT 研修会】 

  肺がんCT検診認定技師について       

  肺がん検診用MDCT撮影マニュアルについて  

  低線量肺がんCT検診に必要な肺の解剖知識および読影方法   
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表彰 

報告 

社団法人岡山県放尃線技師会が表彰されました 

 

平成 23 年 11 月 18 日、三光荘において、「健康おかやま 21」より、私たち社団法人岡

山県放尃線技師会が表彰されました。「健康おかやま 21」は、国が策定した「21 世紀に

おける国民健康づくり運動（健康日本 21）」を踏まえ、健康づくり活動がより効果的に展開されるよう県民一人

一人はもとより、学校や企業、行政などが一体となって取り組んでいくために、県として平成 13 年 3 月に策定

した総合的な行動計画のことです。具体的には、生活の質の向上を目指した健康づくり対策と、「栄養」、「運

動」、「こころ」等の生活習慣病に関する９つの分野に取り組んでいます。そして、医療関係団体の枠を越えた、

幅広い関係団体の積極的な健康づくりの取り組みに対し、表彰を行っています。 

今回、社団法人岡山県放尃線技師会が表彰されたのは、

長年にわたる乳がん予防啓発事業が評価されたものです。

これも、代々の会長始め、役員の皆様方の努力の賜物と感

謝しています。これからも、この賞を励みとして、一層県民の

ための事業を展開してまいりたいと思いますので、よろしく

お願い致します。 

因みに今回表彰された他団体は、「アフラック岡山支社」、

「がん患者交流 笑う会」、「我が家ではつらつ実行委員会」

の 3 団体でした。               （文責 藤田 仁） 

 

 

 

日本放尃線技師会・永年勤続表彰の報告 

 

平成２３年９月１６日（金）１４時よりホテル青森４階『錦鶏の間』において永年勤続表

彰伝達式が執り行われました。岡山県からの出席者は、勤続５０年表彰の服部始会員

（7152）大ケ池診療所、勤続３０年表彰の白神登会員（22282）倉敷中央病院、森分直実

会員（22283）倉敷中央病院、中田和明会員（22284）倉敷中央病院と私、田原誠司（21639）岡山大学病院で

した。全国から今回の表彰式に出席された方は、５０年表彰８名、３０年表彰７４名でした。中澤靖夫ＪＡＲＴ会

長の挨拶の後、５０年表彰の方々から一人ずつ壇上に上がり中澤会長より表彰状を頂きました。５０年表彰の

服部会員は、病院を退職された後、放送大学に入学・卒業後、さらに岡山大学の大学院へ進学、勉強熱心

な方です。５０年表彰の後、３０年表彰の方々も北海道から沖縄県まで１人ずつ表彰状をいただきました。そ

の後、記念写真の撮影を行い、１６時３０分からの第２７回 診療放尃線技師総合学術大会開会式（青森市文

化会館大ホール）にて表彰式が行われました。その日の情報交換会では、大間のマグロの解体ショーがあり、

本場のトロを堪能してきました。 

今回表彰式に出席したのは５名でしたが、岡山県放尃線技師会の受賞者は、他に勤続３０年表彰小西光男

会員（20299）医療法人三十会倉敷神経科病院、末森慎治会員（21543）川崎医科大学附属病院、北山彰会

員（21546）川崎医科大学附属病院、川上嘉弘会員（21558）赤磐医師会病院、藤下好弘会員（22142）総合

病院岡山市立市民病院、松田英治会員（22172）川崎医科大学附属病院、金田俊章会員（22426）川崎医科
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服部会員（中央） 左から 白神、中田、森分会員 

左から、白神、田原会員 

報告 

大学附属病院です。補足ではありますが、３０年表彰を受賞しますと、ＪＡＲＴの終身会員制度を利用できます。

これは、３０年表彰を受賞した会員は、翌年度以降の会費を終身にわたって免除となる申請が可能となるもの

です。会費終身免除申請書と終身免除のための会費一括納入金を納めると翌年度以降の会費が免除となる

ものです。詳しくは、日本放尃線技師会のホームページをご覧ください。 

皆様も３０年という節目の記念を形に残しませんか？                       （報告：田原誠司） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 71回日本放尃線技師会臨時総会参加報告 

                            

 岡山県放尃線技師会副会長 

                                    小畑慶己 

第 71回日本放尃線技師会臨時総会が、平成 23年 12月 11日（日）午後 2時 15分～

午後 4 時に東京都港区三田にある笹川記念会館国際ホールで開催された。岡山県放尃線技師会からは、

日本放尃線技師会理事として熊代前岡山県放尃線技師会会長、代議員として第１部は田原副会長、小畑副

会長、藤前副会長、池田常務理事、渡辺常務理事が、第２部は藤田会長、田原副会長、小畑副会長、池田

常務理事、寺嶋前常務理事が出席した。 

総会に先立ち、日本放尃線技師会事務局満足度調査の結果の報告と来年 9月に開催される第 28回日本診
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療放尃線技師総合学術大会のＰＲが開催県である愛知県放尃線技師会代表からあった。 

 臨時総会は、総会次第に基づき進められ、小川 清副会長の開会宣言で始まり、最初に中澤靖夫会長の

会長挨拶があった。この中で３つの頄目について話があった。 

① 3・11 東日本大震災に関する本会の対応について 

本年 3 月 11 日に東北地方において大震災＆大津波が発生し、3 月 12 日に災害対策本部を設置して、

福島県災害対策本部と連携を取りながら放尃線のサーベイヤーの派遣を行ってきた。14 日には内閣府

の原子力委員会、厚労省から確保できるＧＭサーベイ数と診療放尃線技師のボランティア派遣の人数の

確認があったので急遽「拡大地震対策本部」に切り替え近県の技師会に連絡を行い 16日に第 1 次隊サ

ーベイ活動を行った。4 月 11 日から８月 10 日まで福島県警本部の依頼により遺体検案前サーベイ（366

遺体）を行ってきた。また、厚労省の依頼により８月 30 日から福島原発の診療所へ放尃線技師の派遣を

現在も行っている旨報告された。 

② 診療補助の拡大について 

厚労省は平成 21 年 8 月にチーム医療に関する検討委員会を結成し、主に看護師の診療補助に関して

検討がなされ、平成 22年 10月に正式にチーム医療推進会議が開催された、5月には看護のワーキング

グループが発足、本会からも委員１名が参加している。このことに関してのアンケートを実施、全国 1001

施設の実態調査を基にワーキンググループに報告している。また、アンケートに基づいて診療補助行為

検討委員会を立ち上げ、以下の内容を厚労省・文科省に答申を行っている。 

１） Ｘ線ＣＴ＆ＭＲＩ等の造影剤自動注入器の扱いについて 

２） Ｘ線ＣＴ＆ＭＲＩ等の造影検査後の抜針・止血について 

３） 鼻腔チューブ挿入・下部消化管ネラトンチューブ挿入について 

４） 核医学検査の検査薬の調剤について 

③ 診療放尃線技師法の改正について 

（第１次改正）として、第 20 条１頄に「学校教育法に基づく大学を卒業した者を・・・」という内容を盛り込み

たい。 

（第２次改正）として、３～５年先に「検査・治療における依頼に対して疑義を問う」という内容を盛り込みた

い。 

総会議事を開始するにあたり資格審査委員会：池田委員長より、第１部の総会代議員 239名（役員代議員 30

名、地区選出代議員 209名）全員が議決権を有する資格者であり、出席者 200名、委任状 17名で過半数を

満たしている為総会成立であると報告があった。 

次に総会運営委員会より議長として宮崎県の柴垣氏・広島県の木口氏が提案され承認された。議事に移り、

第１部解散準備総会として「１．社団法人日本放尃線技師会の解散について」が提案され、賛成多数で承認

された。（提案理由については、JART2011．12 月号を参照して下さい。）10 分間の休憩の後、資格審査委員

会：池田委員長より、第２部の総会代議員 190 名全員が議決権を有する資格者であり、出席者 167 名、委任

状 5 名で過半数を満たしている為総会成立であると報告があった。第２部設立準備総会として「１．公益社団

法人日本放尃線技師会の設立について」「２．公益社団法人日本放尃線技師会の「定款」ならびに「諸規程」

の一部変更について」「３．公益社団法人日本放尃線技師会理事の選任について」「４．公益社団法人日本

放尃線技師会監事の選任について」「５．公益社団法人日本放尃線技師会会計監査人の選任について」が

提案され、それぞれ賛成多数で承認された。（提案理由については、JART2011．12 月号を参照して下さ

い。）質問が大阪府の代議員より１件あった。今回の定款改正で日本放尃線技師会の名称を日本診療放尃

線技師会に変更しないのか。（答）今回の公益社団法人への移行に向け、平成 23年７月 25日に電子申請を
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報告 

行った際、公益社団法人日本放尃線技師会として申請を行っている為、認定登記後に平成 24 年 6 月の第

72 回定期総会において提案する予定である。 

詳細はＪＡＲＴの臨時総会議事録を参照していただきたい。最後に井戸靖司副会長の閉会の辞で総会は終

了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性技師サミットに参加して 

       

渡辺病院   尾崎 孝子 

日本放尃線技師会、診療放尃線技師女性サミットが、平成 23年 10月 22・23日に、東

京都の晴海グランドホテルで開催されました。岡山県放尃線技師会から、参加させてい

ただきましたので、ご報告いたします。参加者は、役員・各都道府県代表を合わせて 55名でした。 

1 日目は、「ライフワークバランス」と題して、昭和大学看護部統括部長 市川幾恵先生より、基調講演があり、

その後、委員 4 名による発表「女性就業者の現在における傾向」「アンケート結果（学生編）」、「アンケート結

果（千葉県女性技師編）」、「アンケート結果（ＪＡＲＴ編）」がありました。 

その後、グループディスカッション、乳がん啓発ショートムービー「1 枚のコイン」の上映がありました。 

グループディスカッションは、「Ａ：女性技師の役割」、「Ｂ：管理職として求められるものとは？」「Ｃ：ライフワー

クバランスについて」、「Ｄ：学ぶために必要なことは？」、「Ｅ：女性の会は必要か」の5つのテーマに分かれ話

し合いをしました。私は、「Ａ：女性技師の役割」を選択し、北海道、秋田、長野、京都、島根、広島の方と一緒

にディスカッションしました。2 日目に、グループ発表が予定されていた事、日放技の役員の方の指導もあり、

全員初対面であったにも関わらず、活発に意見が出されスムーズな話し合いができました。職場により女性

就業者の立場は異なると思いますが、産休・育休などが取りやすい職場の環境作り、周りの理解が大切であ

ること、女性技師がいることで安心感がある、相談しやすい、明るくなる・・・などメリットがあげられ、放尃線科

だけではなく、病院全体を見て気配りができる技師でありたいと話合いました。もちろん、男性技師がいること

臨時総会 第１部開始前 

左から、藤前副会長、寺嶋前常務理事、池田常務理

事、小畑副会長、藤田会長、田原副会長、渡辺常務

理事 

 

臨時総会 第２部終了後 

左から、田原副会長、寺嶋前常務理事、池田常務

理事、熊代前会長（現日放技常務理事）、藤田会

長、西貝日放技理事、小畑副会長、渡辺常務理事 
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のメリットはたくさんあると思います。すべてはお互いさまで助け合いながら仕事ができる職場環境が大切だと

思いました。 

懇親会では、グループの方とテーマ以外の話で盛り上がり、一人で参加することに不安もありましたが、他県

の方と知り合う有意義な時間となりました。参加させていただき、ありがとうございました。 

 

＊女性サミットの内容は、日放技のＨＰに掲載予定ということなのでご覧ください。          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

（先着項です。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） 

参加された皆さんと 
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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：診療放尃線技師歴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 

        救急放尃線診療の安全管理 

 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/ 

 

 

 

第 13回ボウリング大会のご案内 

 

ボウリング大会を開催いたします。より多くの皆様へ参加していただくために、会員

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。ご家族での参加も歓迎いたしますので、おおいに親睦をはかりましょう。 

 

記 

 

期日    ： 平成２４年３月１８日（日）  

           集合 １７時００分（時間厳守） 

           ゲーム開始 １７時 40 分 

場所    ： 両備ボウル   

          岡山市桑田町１３－３２  ＴＥＬ086-231-6215 

参加費  ： １，０００円 （ゲーム代と景品代） 

申し込み ： 名前、連絡先、参加人数を明記のうえ 

          ＦＡＸまたは、メールにて下記まで申し込みください。 

          ＦＡＸ 086-235-1515 

          Mail  okahougi_jimu@yahoo.co.jp 

          家族の方で、小学生以下の方は明記下さい。 

お問合せ ： 笠岡市立市民病院 放尃線科 

          ＴＥＬ 0865-63-2191（678）池田 

          Mail  housyasen@kasaokacityhsp.jp 
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申込締切 ： 平成２４年３月３日（土） 

その他  ：  ①小学生以下のお子様はガータ防止レーンとします。 

申し込み時、年齢か学年を明記ください。 

②女性の方でガータ防止レーン希望の方はその

旨お書き添え下さい。 

③ガータ防止レーンでない女性の方と６０歳以上        

の方は１ゲーム３０ピンの HDCP あり。 

           ④１人２ゲームの合計で項位を決めます。           

           ⑤家族での参加を大歓迎いたします。 

           ⑥靴代（２００円）は各自ご負担下さい。 

 

 

 

職場・住所等変更後の届けについて 

 

 所属医療機関の異動や自宅住所など、当会に登録されている内容に変更事頄が生

じた場合には、お手数ですが変更届に必要事頄をご記入の上、ＦＡＸにて事務所まで

お送りください。 

岡放技ＦＡＸ 086-235-1515 

 

 

 

次号ニュ－スおよび総会資料についてのご案内 

 

 次号岡放技ニュ－ス 195 号は、平成 24 年 2 月 10 日発刊（印刷発送）予定です。平

成 23年度第 2回通常総会の出欠はがき（委任状）が同封されますので、ご協力のほど

よろしくお願い申し上げます。 

また、総会資料（次年度事業計画および次年度予算）につきましては、次号ニュース発刊以降に、当会ＨＰ

上にて掲載いたしますのでご確認下さい。なお、総会にご出席の方は、HP 上から次年度事業計画（word ま

たは PDF）をプリントアウトしてお持ちください。予算書は当日に配布いたします。 
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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頄目です。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頄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）岡山県放尃線技師会      

〒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 

 

 

 

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。 
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