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会          告  

平成２４年度第１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１６条ならびに第１９条により、平成２４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５月２０日（日）１０：３０ ～ １２：００（予定） 

   会場  岡山大学病院 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丁目 5-1  

TEL:（086）-223-7151  

   議題  ⅰ）平成２３年度庶務報告 

        ⅱ）平成２３年度事業報告 

        ⅲ）平成２３年度決算報告 

        ⅳ）監査報告 

        ⅴ）その他 

 

※ 総会出席者の方は、時間厳守でお願いします。また、総会開催中は入退場が制限される場合 

  がございますのでご了解ください。 

※ 通常総会前に特別講演、午後から一般公開講座、教育講演等を行いますので多数ご出席くだ

さい。 

※ 駐車料金は無料です。（会場受付で駐車券をお渡しいたします。） 

同封のハガキは出欠にかかわらず、平成 24年 5月 13日（日）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ください。なお、今回は、新公益法人移行に伴う「定

款改正」を予定していますので、出欠ハガキが大変重要 になります。必ずご投函くださるようよろし

くお願いいたします。「通常総会資料」は当会 HP 上に掲載されていますので、HP にて内容をご確

認ください。 

尚、総会に出席される会員の皆様には、総会資料を会場受付にてお渡しいたします。 

ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。 
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会          告  

 

第 90回コメディカル研修会 

 

主 催 ：（社）岡山県放尃線技師会 

日 時 ： 平成24年5月20日（日）9：00～16：45 受付8：30～ 

場 所 ： 岡山大学病院臨床第二講義室 

〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1 

参加費 ： 無料 

＊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。 

 

-プログラム- 

 

9：00～10：20 【特別講演】 

『ＣＴ領域のＸ線計測』                 名古屋大学医学部保健学科 小山修司 先生 

 

10：30～12：00 平成 24年度第 1回通常総会 

 

13：00～14：20 【一般公開講座】 

『医療被ばくの現状とその影響』                 放尃線医学研究所 島田義也 先生 

 

14：30～15：00 【教育講演１】 

『被ばくを考慮したＣＴ検査プロトコル』                岡山大学病院 赤木憲明 先生 

 

15：00～15：30 【教育講演２】 

『造影ＣＴとＣＴＡ』                            倉敷中央病院 山本浩之 先生 

 

15：40～16：10 【教育講演３】 

『より良い学会発表をするために』                川崎医療短期大学 北山 彰 先生 

 

16：10～16：30 【臨床報告】 

『Discovery CT750HD の使用経験』             岡山済生会総合病院 西山徳深 先生 

 

16:30～16：45 【会員学術発表】 

『Dual Energy 造影ＣＴによる Virtual Non Contrast処理の検討―胸部領域について―』 

                                         岡山大学病院 三村誠一 先生 
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会員の声 

今回の「会員の声」は瀬戸内市民病院にご勤務されている赤木耕平会員からご寄稿い 

ただきました。ありがとうございました。 

 

シリ－ズ ≪会員の声≫ No.8 

瀬戸内市の診療放尃線技師 ある日の出来事 

 

                                                           瀬戸内市民病院  赤木耕平 

瀬戸内市邑久町山田庄に通称邑久団地と呼ばれるところがあります。その邑久団地の公会堂では毎月 1

回ふれあいサロンゆうこう会という名の集会が開催されています。邑久団地周辺の住民が参加する約 2 時間

の月例会では、会の前半は講師を呼んで講演を聞き、後半はダンスや琴の演奏を聴いたりする催しが行わ

れています。その後、集まった人たちはみんなで昼食をとって談笑し親交を深めます。2 月の会では約 40 名

の方々が参加されていて、笑顔いっぱいでとてもアットホームな雰囲気でした。 

『2 月のふれあいサロンゆうこう会で医療被ばくについて約 50 分間の講演をして欲しい』という依頼を私が

受けたのは 10日前のことでした。講演当日までの間、医療被ばくについてどういうふうにしゃべろうかなとアイ

ディアが浮かんでは消え浮かんでは消え、眠れない日々が続きました。いろいろ思案した結果、私がファイリ

ングしておいた 2008年 1月 27日の朝日新聞の記事（医療被ばくについて半面以上にわたる特集）を資料と

して使い、その記事を朗読した後で内容について解説を加えるというスタイルでいくことに決めました。なぜな

ら新聞記事というのは（放尃線の専門家ではないが取材のプロ）である新聞記者が（放尃線の専門家ではな

い）読者にも理解できるように分かりやすく書かれたものであろうと考えたからです。また新聞の記事なら一般

の方にも馴染み深く、内容にも説得力があるのではないかと考えたからでした。 

当日朝 10時、公会堂へ着くと係りの人に講師席まで案内されました。目の前では来場者たちが会の始まり

を今か今かと待っていました。座席はほぼ満席でした。少し緊張して待っていると会のリーダーが立ち上がり、

合図するとＣＤプレーヤーから『キヨシのずんどこ節』の曲が流れてきました。会場にいる皆が曲に合わせて体

操を始めました。つられて私も一緒に体操をしました。心の緊張をほぐす最高のアイスブレーキングとなりまし

た。 

講演の直前、会のリーダーが「瀬戸内市民病院からレントゲン技師の赤木さんが来てくれました。」と紹介し

て下さりました。来場者の視線が自分に注がれるのを充分待って、「私は瀬戸内市民病院からやって来ました

診療放尃線技師の赤木といいます。レントゲン技師ではありません。」とまず一言訂正してから自分のプランし

たとおりの講演に入りました。50 分間はあっという間に過ぎ、質問コーナーも無難に切り抜けました。最後に

「地域の病院には岡山県放尃線技師会に所属する診療放尃線技師が勤めています。どうか皆さん、放尃線

や被ばくなど不安・相談ごとがございましたら気軽に立ち寄って質問してください。」と伝えて講演を終了しま

した。 

講演終了後、ケーキとコーヒーが準備されていたのでご馳走になりました。会場では次の催し物（フラダン

ス）が始まっていて陽気な音楽が流れていました。帰り際に外まで送ってくださったリーダーが「今日の講演は

分かりやすくてよかった。またお願いします。」と言ってくださり、ほっとしました。 

診療放尃線技師になって約 19年、地域の皆様に育てて頂いた私が、今まで学んできたことを講演というか

たちで地域の皆様に還元できたことがよかったです。また診療放尃線技師という職業が国民からもっと見える

ようになるための地道な活動を瀬戸内市の田舎で継続していきたいと考えています。 
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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

放尃線技師会主催・第 10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、他の病院職員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 24年 6月 3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 45分  （スタート時間 10時 20分スタート） 

            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、（okahougi_jimu@yahoo.co.jp） 

                    にて岡山県放尃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 10回ゴルフ大会申し込み」としてください。 

締切：  平成 24年 5月 20日（日）   
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報告 
第 13回ボーリング大会が開催されました 

 

平成 24年 3月 18日（日）17時 30分より岡山市の両備ボウルにおいて、第 13回ボ

ーリング大会を開催いたしました。 

4 歳から 9 歳までの子供さんを含む 20 名が参加、2 時間程の大会でしたが、日ごろ顔を

あわせない会員や研修会・勉強会で顔をあわす会員の意外な好プレー珍プレーに大いに盛り上がりました。 

 1970 年代のボウリングブームを知っているであろう方々の華麗なフォームとボールの軌道には感心するば

かり・・・また、小さな子供さんもガータ防止レーンと投球補助台で投球しピンが倒れて喜んでいる姿をみると

本当にボーリングは小さなお子さんから年配の方までみんなで楽しめるスポーツだと思いました。 

 今回参加できなかった皆さんも次回は参加し、ストライクを出して皆とハイタッチで喜び、施設 年代を越え

て親睦を深めましょう。 

 スコアは 2ゲームの合計で結果は次の通りです。 

 

 大人  

1位 唐井 正雄  （岡山済生会総合病院）399 （205・194） 

    2位 村上 奈津紀 （岡山済生会総合病院）355 （158・137 HC60） 

    3位 土本 真也  （竜操整形外科病院） 304 （168・136） 

 

 ファミリー 

    1位 土本ファミリー  （竜操整形外科病院） AVE 107.5 

    2位 白岩ファミリー  （竜操整形外科病院） AVE 102.75 

    3位 深澤ファミリー  （竜操整形外科病院） AVE  97.6 

    4位 丸尾ファミリー  （竜操整形外科病院） AVE  88.5 

 

（福利厚生委員長 池田茂良） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優勝された唐井会員（中央） 

準優勝 村上会員（左） 

3位 土本会員（右） 

土本、白岩、深澤、丸尾ファミリー 
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始球式の様子 参加された皆様 

案内 

案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集委員会からのお知らせ 

 

編集委員会では会誌No32の原稿を募集しております。論文、学術資料、エッセイ等

会員の皆様の活動などを掲載していく予定ですので、会誌投稿規程ご参照の上、電

子媒体にて、10月末までに岡放技事務所または編集委員会（松本）までお送り下さい。 

 

（社）岡山県放尃線技師会           竜操整形外科病院 

〒700-0867岡山市北区岡町 16-10-201      〒703-8245 岡山市中区藤原 21-1 

TEL：（086）235-1313                    放尃線科 松本浩二 

FAX：（086）235-1515                   TEL：（086）273-1233 

E-mail: oart@oka.urban.ne.jp               E-mail：k.matsumoto@ryusou.jp 

 

 

 

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

尃線技師会では、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、岡山県放尃線技師会まで、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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案内 
インタ－ネット環境の整備とメ－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－スで会員のみなさまにお伝えしていま

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急に予定変更を余儀

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まいりま

す。 

会員のみなさまには、インタ－ネット環境の整備およびＭＬへの登録についてご理解ご協力ください。 

※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 

 

※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。 
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