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2006.11  

 会          告  

 第 92回コメディカル研修会 

 

会名：岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会 

平成 24年度 第 1回肺がん部会 CT研修会（肺がん精密検診機関研修会） 

平成 24年度 第 1回胃がん・大腸がん部会研修会 

日時：平成 24年 8月 26日（日）10：00～16：10 

場所：倉敷中央病院 看護研修センター 

    無料駐車券を発行します。 

後援：岡山県（予定） 

会費：500円 

昼食は各自でお願いします。 

 

■ 胃がん・大腸がん部会研修会  

 【教育講演】 10：00～11：00 

  胃がんＸ線検診セミナー 基準撮影法と精密検診における部位別撮影ポイント 

                                           日立記念病院  谷野節夫 先生 

 【特別講演】 11：00～12：00 

  胃がんＸ線検査における読影ポイント 

                                           草加病院院長  草加勝康 先生 

 

■ 肺がん部会ＣＴ研修会  

   【特別講演 1】13：00～14：00 

    最近の肺がん化学療法の進歩            倉敷中央病院 呼吸器内科 吉岡弘鎮 先生 

【特別講演 2】14：00～15：00 

    がん診療におけるＦＤＧ-ＰＥＴ/ＣＴの役割 ～肺がんを中心に～ 

                                       倉敷中央病院 放射線科 石守嵩好 先生 

【メーカー講演】 15：10～15：40 

  逐次近似応用画像再構成法の原理と特長 

                              GEヘルスケアジャパン株式会社 

 

■ 平成 24年度診療報酬改定について 15：40～16：10 

倉敷中央病院 清川文秋 先生 
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表彰 
厚生労働大臣表彰受賞 おめでとうございます 

 

お二人の会員の方が厚生労働大臣表彰を受賞されました。 

この度受賞されました方々は、長年にわたり診療放射線技師として地域医療に貢

献されるとともに、岡山県放射線技師会の運営にも大変ご尽力いただきました。 

この度の受賞に際し心からお祝い申し上げますとともに、お二人の益々のご活躍をお祈り致します。 

 

           受賞日：平成 24年 6月 1日（金） 

           受賞場所：東京パレスホテル 2Ｆ「葵」 

 

  【厚生労働大臣表彰】  大村博信 会員  

    

  【厚生労働大臣表彰】  熊代正行 会員  （倉敷中央病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣表彰をいただいて 

 

大村博信 

 このたび、東京パレスホテルで行われた、公益社団法人日本放射線技師会創立 65周年において、

診療放射線業務を通して国民医療の向上発展に顕著な功績があったとして、厚生労働大臣表彰を

いただきました。これも、藤田会長をはじめ現執行部の方々はもちろん、これまで会運営を支えてく

ださった歴代の役員並びに会員の皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。 

 私は、昭和 38 年に大阪物療専門学校（現大阪物療大学）を卒業し、川崎病院に 5 年間勤務の後、

岡山逓信診療所（後に NTT岡山健康管理所）に 34年間勤務しました。現在は、嘱託で、岡山中央

放射線診療所に勤務しております。県技師会活動の方は、昭和 53年より理事、昭和 59年より副会

長、平成 3年より理事、平成 7年より副会長、平成 13年より相談役として、34年間会の運営に携わ

ってきました。 

 長い役員生活の中で、特に印象に残っていることは、平成４年に厚生省後援で実施された、「臨床

実習指導者養成講習会」を受講したことです。これは、広島会場と岡山会場を一週間ごとに移動し、

大村博信 会員 熊代正行 会員 
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合計 6日間の講習会でありました。日程的にかなりハードな講習会でしたが、広島、岡山で約 200

名の方が受けられ、その熱気に圧倒される思いでした。役員としても、講師や弁当等の手配等があ

り、大変だったことが思い出されます。また、平成 13年には、倉敷市で全国放射線技師総合学術大

会が開催されたことも金の思い出として残っています。山本一雄会長のもと、全会員が一致団結して、

学術大会の成功に向け努力したことは、生涯忘れられません。 

 最後になりましたが、表彰式当日、熊代本部常務理事に諸々のことでお世話を頂き、厚くお礼申し

あげます。社団法人岡山県放射線技師会が、公益社団法人へと移行し、益々発展することを祈念し

まして、受賞の言葉とさせていただきます。大変有難うございました。 

 

 

診療放射線業務功労者厚生労働大臣表彰を受賞して 

 

                                倉敷中央病院 熊代 正行 

平成 24年６月１日、公益社団法人日本診療放射線技師会は、65周年記念式典並びに記念祝賀

会を東京・丸の内のパレスホテルにおいて挙行しました。式典表彰式では、診療放射線業務功労

者・厚生労働大臣表彰を医政局長推薦により受けました。岡山県からは、大村博信元副会長が県

知事推薦により同時に受賞されました。大村氏は県技師会の会務に長年に亘り携わって来られ、県

民の保健医療の向上に貢献されました。私はそのキャリアーには到底及びませんが、県技師会役

員暦 12年間の中で副会長職に 2期、会長職に 3期就任し、平成 20年 6月より本部理事に就任し

現在に至っております。また同時に、厚生労働省医政局内の委員にも就任し、現在 3 期目を迎えて

おります。 

式典では、大谷医政局長、安藤病院協会副会長をはじめ多くの医療職能団体の代表が来賓とし

て出席され、受賞者に対し診療放射線技師として医療の発展に貢献したことへの激励と労いのお

言葉を頂きました。また、祝賀会では、57 名の受賞者と同伴者および日本放射線技師会理事経験

者も多数出席され、当会の発展に尽力された当時のお話を伺う中で、公益社団法人として名称も新

たになった日本診療放射線技師会の現職役員として、その責任の重さを痛感し、決意を新たにいた

しました。 

今後も診療放射線技師の地位向上と職域拡大に向けて、今回の受賞を契機にさらに会務に邁

進して行きたいと思います。 
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報告 

表彰 
地域医療事業功労者表彰受賞 おめでとうございます 

 

会員の方が地域医療事業功労者表彰を受賞されました。 

この度受賞されました会員は、長年にわたり診療放射線技師として地域医療に貢

献されました。この度の受賞に際し心からお祝い申し上げますとともに、益々のご活躍をお祈り致し

ます。 

 

           受賞日：平成 24年 7月 18日（水） 

           受賞場所：三光荘 パブリゾン 3 

 

     【備前保健所長表彰】 矢原 謙治 会員  （備前市立日生病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時総会が開催されました 

 

津山中央病院 伊田 和司 

7月15日に、フレッシャーズセミナー終了後臨時総会が開催されました。 

平成24年5月20日に開催した第一回総会において、新公益社団法人移行に伴う

定款改定の承認を得る予定でしたが、ハガキによる賛成と合わせた数が、全会員数の４分の３に満

たなく、総会での承認を得ることができませんでした。 

しかし、新公益社団法人に移行するためには、定款の改定が絶対の条件となります。定款の改定

ができないと、移行申請ができず、来年の 11月 30日をもって解散となります。岡山県放射線技師会

では、公益社団法人を目指すことがすでに議決されていますので、今回の臨時総会開催の運びと

なりました。 

当日は 34名の会員の出席があり、議長に松田英治会員（川崎医科大学附属病院）と渡辺治夫会員

（倉敷中央病院）の 2 名が選出されました。厳粛な雰囲気の中議事が進められ、新公益社団法人に

移行することに満場一致で賛成となり、ハガキによる賛成と合わせた数が全会員数の４分の３を超え、

定款の改定が行われることが可決されました。 

矢原謙治 会員 



 岡放技ニュース No.200 平成 24 年 8 月 15 日発行 - 5 - 

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

報告 

開会の挨拶をする藤田会長と執行部役員 議長に選出された松田会員（左）と渡辺会員 

これにより、新公益社団法人への移行へとまた一歩前進することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14回ビアパーティー開催報告 

 

 平成 24年 7月 15日(日)18：00 より、岡山市の『ピュアリティまきび』にて第 14

回ビアパーティーが行われました。今年も暑い日が続く中、休日での開催となり

ましたが、会員を始め、新入会員や入会希望者、賛助会員の方々と数多くの参加

がありました。 

藤田会長からの開会の挨拶のあと、岡山大学大学院・澁谷光一准教授から乾杯の音頭をいただ

き、会食の合間には賛助会員の PRや景品抽選会などで盛況のうちに幕を閉じることができました。 

今回は新しい試みとして若い世代の会員の方たちにもっと食事を楽しんでもらおうと、バイキング

形式の食べ放題･飲み放題としてみました。レストラン内で一般のお客様と一緒ということもあり、賛

助会員の PR が十分行えなかったというハプニングもありましたが、“好きなものを好きなだけ”という

今回のようなやり方は概ね好評であったかなと企画した側としては安堵しています。 

 なお、当日参加者は 59 名。うち新入会員は 26 名（入会予定者を含む）、賛助会員の方は 8 名で

した。 

これからも数多くの新入会員の方々に参加していただき、情報交換の有効な場のひとつとして活

用していただけるように企画していきたいと思っております。 

（福利厚生副委員長 国府島昌之） 
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会場の様子 抽選会の様子 

開会挨拶をする藤田会長 乾杯前の挨拶をする澁谷先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フレッシャーズセミナー＆ビアパーティーに参加して 

 

岡山大学病院 医療技術部放射線部門  三浦 勇人 

 今回, このようなセミナー・ビアパーティーに参加させて頂き, ありがとうございました。医療を担う

私たちにとって, 大変重要なことを学ぶことができました。社会人として基本となる挨拶の大切さや医

療人として患者さんへの接し方一つで患者さんのメンタルに変化を与えてしまうこと, また自分の身

は自分で守ることの大切さなど幅広いことを教わることができ, 大変感謝しています。 

 診療放射線技師として患者さんに接する時間は短いかもしれないが, その時間でどれだけコミュ

ニケーションがとれるかが大切であるという小橋先生の話を聞き, 何気ないことが実際の医療現場で

いざ実践できるかというと大変難しいことであるとしみじみ感じています。 

 私は, ４月から放射線治療部門に配属になり, 先輩方から社会人として基本的なことや業務に関

する事, また研究の内容など様々なことを教わり, 日々充実した生活を送っています。その中で患

者さんとの接し方について最初に教わりました。治療に来る患者さんは他のモダリティーの患者さん

と違い, 毎日治療を受けに来るということです。同じ患者さんに毎日接することが日常である治療室

では患者さんとコミュニケーションをとることは極めて大切であると思いました。治療に来ている患者

さんに一度でも不誠実な対応をしてしまうと次回からの治療に差し障り, ぎこちない関係になってし
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フレッシャーズの紹介 フレッシャーズの紹介 

セミナーの様子 

まいます。また, 患者さんに快く治療を受けてもらうためには, 技師間のコミュニケーションも必要で

あると感じました。患者さんの状態やメンタル面を前もって把握しておくことで事前にどのように対応

すればいいのかを明確にすることができ, スムーズに患者さんと接することができるからです。医療

を提供する側として万全な状態で患者さんを受け入れることは必要不可欠ですが, 実際に医療現

場に身を置くと業務のことで頭がいっぱいになり, 患者さんに対する対応が疎かになっているのでは

ないかと思うことがよくあります。今は新人で知識・技術面において学ぶ事が多くありますが, 日々の

業務に真剣に取り組み, そのなかで自信をつけることで広い視野を持てるよう努めていきたいと思い

ます。 

 最後に, このようなセミナーを開催していただき, ありがとうございました。 
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報告 
中学校へ出前講義に行ってきました 

 

川崎医療短期大学  北山 彰 

 平成 24年 7月 23日（月）と 24日（火）の二日間、岡山県立倉敷天城中学校に

出前講義に行ってきました。倉敷天城中学校は平成 19 年 4 月に倉敷天城高等学校内に新設され

た併設型中高一貫教育校で、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール」に指定され、特に

理数教育に力を入れて教育を行っている中学校です。したがって、今回も中学２年生のサマーチャ

レンジで「放射線研究者による理科特別授業」をしてほしいと依頼を受け、「放射線の医学的利用」

というテーマで 90分授業をすることにしました。 

 さて、依頼された日まで一ヶ月を切り、そろそろ準備をしようかなぁと思ったところで「えっ？中学２

年生って放射線を習っているの？？？」と気がつきました。遙か昔の自分のことを思い出してみると

放射線って、高校３年生で習ったような？・・・ヤバいかも・・・急いで倉敷天城中学校の担当教諭に

問い合わせたところ、原子核から放射性同位元素の話まで、なんと高校の内容までの授業がすでに

終わっているとのこと。「スーパーサイエンスハイスクール」の授業の進捗度の早さに恐ろしさを感じ

ながら、一般社会人を対象とした内容と同程度の内容で話すことにしました。 

 まず、CT による心臓の三次元動画をデモンストレーションで見せたのち、「放射線の基礎」として、

放射線ってなんだろう？、粒子放射線と電磁放射線、放射線の透過能力、Ｘ線とγ線、放射線と放

射能、自然放射線と人工放射線、社会における放射線の利用、核分裂と原子炉、レントゲン博士、

ベクレル博士、キュリー夫妻、放射線の単位、放射線の量と人体への影響、放射線障害、放射線の

ホルミシス効果を前半で話して、後半は「放射線の医学的利用」について、Ｘ線写真はなぜ写る？、

単純Ｘ線写真（胸部、骨、乳房）、消化管や血管を写すには？、造影写真（胃、大腸、胆のう胆管、

子宮卵管、腎尿管膀胱）、DSA撮影の原理、DSA画像（腹部動脈瘤、肝動脈造影の動画）、Ｘ線CT

撮影、CT画像（頭部、胸部）、MPR技術、頭部CT三次元血管画像（脳動静脈奇形、脳動脈瘤およ

びGDC治療）、仮想内視鏡（気管、大腸）、CTによる肥満タイプの判定、核医学検査、SPECT検査、

SPECTとMRIの比較、PET検査、高エネルギー放射線治療、腫瘍と正常細胞の感受性の違いを話

し、最後に診療放射線技師の職業紹介と私の研究分野の紹介をして特別授業を終えました。 

 今回は 40 人クラスを対象に、３クラス別々に授業しましたが、どのクラスでも生徒たちは興味深そう

に話にうなずき、目を輝かせながら、熱心に聞いてくれたのが印象的でした。さらに、授業後には、

被ばくの影響は蓄積されないのか？、子供と大人の感受性の違い、胎児被ばくの問題、原発事故

後に食品の線量限度が変更された理由など、大人、いや専門家顔負けの質問が次から次へと飛び

出し、中学生の柔軟で前向きな勉学に対する姿勢と素直に疑問をいだく勉学意欲に感心して二日

間にわたる出前講義を終了しました。 

 

テーマ「放射線の医学的利用」 

 

最新技術による医用画像のデモ：放射線を使った人体構造の映像化 

人体内部の三次元表示、仮想内視鏡、血管内治療など 

 

【放射線の基礎】 
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事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

放射線の発見（レントゲン博士、キュリー婦人、ベックレル博士） 

放射線とは？ 

放射線の種類と特徴 

自然放射線と人工放射線 

放射性物質からの放射線（α線、β線、γ線）と 

電気的な放射線の発生（Ｘ線、電子線、重粒子線） 

放射線の利用 

原子炉と核分裂 

放射線被ばくと放射線障害 

 

【放射線の医学的利用】 

レントゲン写真に骨が写るのはどうして？ 

血管や胃、腸を写すためにはどうしたらいい？ 

コンピュータを利用した映像法（DSA装置、Ｘ線 CT装置） 

核医学検査 

放射線治療 

チーム医療とは？ 

医療での画像スペシャリスト『診療放射線技師』 

診療放射線技師の仕事と役割 

放射線を使用しない画像検査（MRI検査、超音波検査） 

診療放射線技師になるためには 

講師の研究分野の紹介「骨の構造解析」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北山先生 講義風景 
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事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 28回日本診療放射線技師総合学術大会（名古屋大会） 

参加事前登録のご案内 
 

第 28回日本診療放射線技師総合学術大会（名古屋大会）が、平成 24年 9

月 28日（金）から 30日（日）までの 3日間、名古屋市で開催されます。岡山県放

射線技師会と致しましては、多数の会員参加を推進するため、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なり

ます。）購入金額は下記になりますので、参加の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（34枚→残り 21枚） 

情報交換会券    8,000円 → 7,000円（7枚→残り 3枚） 

 

お申込み先   各ブロック担当理事まで 

お申込み期限  平成 24年 8月 25日(土) 

お支払い方法  各ブロック理事に直接お支払いください 

お支払い期限  平成 24年 8月 25日(土) 

 

※購入後のキャンセルは、9月 8日（土）までお受けします。 

 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。 

  

 

 

 

 

 

講義風景 質問をする生徒さん達 
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事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

案内 
地引き網漁＆塩づくり体験参加者募集 

 

昨年までスポーツ企画ばかりでしたので、今回ちょっと趣の違う企画を実施い

たします。 

それは地引き網漁と塩づくり体験 

場所は児島、揚がったばかりの近海の旬の魚は 持ち帰ることができます。大勢で力を合わせて

網を引き、手ごたえを感じたとき、子どもたちも大人も大きな感動を得るとともに、会員の親睦を深め

ることができるでしょう。 

その後、塩田王の野崎邸での塩づくり体験、楽しい 1日を過ごしましょう。 

 御家族一緒の参加をお待ちしてます。 

 

記 

日 時 ： 平成２４年１０月１４日（日）１０時までに集合してください。 

集合場所： 倉敷市児島大畠海岸 

駐車場・倉敷市大畠２丁目２ 児島地区漁村研修交流センター付近  

予定人員 : 30～40名 

参 加 費 ： 大人 1,500円 子供 800円 （昼食代含まず） 

申し込み ： 参加人数（大人・子供）  昼食の要・不要（昼食は予約をします） 

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 FAX (086)235-1515 

 

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２４年９月２２日（土） 

 

 

その他：地引き網後、児島観光港の岡山県漁連水産物展示直売所 

「ふゅ～ちぁ～」にて昼食、午後から野崎邸見学・塩づくり 

体験となります。 

     昼食は予約になります。児島たこしお焼きそば 700円 

たこ飯定食 1,050円などホームページ参照  

http://www.jf-net.ne.jp/oygyoren/setsumei/future/syokuji%20future.html 

     獲れた魚などは持ち帰れますが、当然どれくらい獲れるかわかりません、尐ない場合抽選に 

なります。 

詳しいことは参加者にあらためて連絡いたします。 
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事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結核予防週間街頭キャンペーンスタッフを 

募集します！ 
 

  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。 

 今年は日本診療放射線技師学術大会の期間と重なってしまいましたが、皆様のご協力とご参加を

お待ちしております。 

   日時：9月 29日（土） 14：00～16：00 

   場所：岡山市表町上之町商店街 時計台あたり 

   締切：9月 21日（金） 

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

 

「第 9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、

また当日と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 10日（土） 9：00～15：00 

   場所：倉敷中央病院・総合保健管理センター 

  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 9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。 
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