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2006.11  

 会          告  

 

平成 25年 1月 15日 

会員各位 

                   社団法人 岡山県放尃線技師会 

                         会長 藤田 仁 

 

平成 24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 16条ならびに第 19条により、平成 24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 25年 3月 3日（日）11：00 ～ 12：00 

 

会場  （財）操風会 岡山旭東病院 パッチ･アダムスホール 

        〒703-8265 岡山市中区倉田 567-1 Tel 086-276-3231 

 

   議題 

    ⅰ）平成 25年度事業計画（案） 

ⅱ）平成 25年度予算（案） 

    ⅲ）提案 

    ⅳ）その他 

以上 

 

＊ 総会出席の方は、時間厳守でお願い致します。また、総会開催中は会場への入退場が制限さ

れる場合がございますのでご了解下さい。 
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 会          告 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

第 95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25年3月3日（日）9：30～ 受付9：00 

場 所 ： （財）操風会 岡山旭東病院 パッチ･アダムスホール 

                〒703-8265 岡山市中区倉田 567-1 Tel 086-276-3231 

      会 費 ： 無料 

 

※コメディカル研修会には「日本診療放尃線技師会社会活動カウント」が付与されます。 

※昼食は各自でお願いします。 

※駐車場は無料券を配布します。 

 

-プログラム- 

 

9:30～10:10  【教育講演】 

上肢の解剖と一般撮影                            岡山旭東病院 寺本善正先生 

10:10～10:50 【教育講演】 

下肢の解剖と一般撮影                      川崎医科大学附属病院 小橋秀樹先生 

 

11:00～12:00 【平成 24年度第 2回通常総会】 

 

13:00～14:00 【教育講演】 

関節 MRI検査の実践的撮影技術                    八重洲クリニック 田渕 隆先生 

14:10～15:10 【特別講演】 

青少年期のスポーツ外傷とスポーツ障害          岡山旭東病院整形外科 中村恭啓先生 

15:20～15:50   

（仮題）RSNA2012報告―MRIを中心に―                                   演者未定 

同封のハガキは出欠にかかわらず、平成 25 年 2 月 22 日（金）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

下さい。また、前回同様、「通常総会資料」は当会 HP 上に掲載（2 月 12 日

UP 予定）されていますので、HPにて内容等ご確認下さい。 

尚、当日総会に出席される会員の皆さまには、総会資料を受付にてお渡

し致します。 

ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 
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報告 

講演される北野達也先生 

OT3コラボセミナー開催報告 

 

 平成 25年１月 12日（土）倉敷中央病院、大原記念

ホールにおいて第 4回okayama technologist cubicの

コラボセミナーを開催しました。 

基調講演として星城大学経営学部教授、北野達也先生の講演がありま

した。先生は九州大学大学院を終了後、多くの病院で医療安全管理部部

長を歴任し、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

ー初代医療事故防止事業課長を務め、サーベイヤーとしての経験もありま

す。医療安全・医療の質の向上の取り組みについては、業務マニュアルを

作成、配布することでなく、各施設の院内スタッフ全員に周知されることが

前提であり、マニュアルに基づき実践されなければ何の意味もないことを指

摘されました。院内において、組織横断的に取り組むことのできる調整役 / 交渉役（Coordinator/Negotiato 

r）である高度医療専門職としての医療安全管理者、院内感染対策管理者、医療事故調査官、院内評価調

査者（surveyor）などの人材育成が急務であり、また、構成員である医療関係者一人一人が Cooperator（協同

行動者）となるべく、さらなる患者安全向上のための第一人者になる気持ちが重要であること。医療従事者は

患者の方々にとって安全で安楽な質の高い医療を継続的に提供し続けなければならず、当然のことながらそ

れらを行う使命があることを力説されました。 今一度、“誰のための医療機関で、誰のための医療であるの

か？”を自問自答され、患者本位の安全管理体制構築のさらなる重要性が認識されることを願っておりますと

結ばれた。 

次にシンポジウムでは院内感染対策における臨床検査技師の役割と題して川崎医科大学附属病院の河

口豊先生が発表されました。問題となる微生物の分離状況を判り易く病棟別に、時間経過と共に伝えること

や、検査の注意点、活用法を院内職員に伝える重要性を指摘しました。グラム染色等、我々にはなじみのな

い分野であり、抗菌薬の使用法など、興味深く傾聴しました。針刺し、切創事故は少なくはなっているものの

ゼロではなく、ルール違反がその主要な要因を占めるとのことです。 

当会からは川崎医科大学附属病院中央放尃線部技師長、柳元真一先生が発表をされました。放尃線業

務の安全の質管理マニュアル（2007/5関連 3団体による合同班作成）を参照しながら、安全管理、危機管理

について自院の方法を提示しながら講演されました。人間はエラーを犯すものであるという基盤に立った対

応策を考案します。①エラーレジスタント・アプローチ：個人への訓練や教育、使用機器等の改善、作業手順

の改善等によりエラーの発生頻度を抑える方法。②エラートレラント・アプローチ：エラーをゼロにすることは不

可能であると認め、早期にエラーの前兆を発見し対処することでエラーが発生しても最終的に事故に至らなく

する方法などについて説明がありました。 

西神戸医療センターの加藤博史先生は医療機器安全管理の取り組みについて発表されました。医療機

器の安全を確保するためには、特掲 8 種だけでなくより多くの機器に対し保守点検が必要だが、現状は保守

管理が行えていない機器が多いため、それによるリスクを運用と教育で補う必要があります。研修の充実は必

要だが看護師等の負担を考え、ＷＥＢやＤＶＤを活用するなど、研修方法や形態を工夫する必要もあるとのこ

とでした。 

今回のセミナーでは他職種の方々のお顔や仕事内容を知ることにより知恵を出し合ってさらに有効な対策

が工夫され、意識の高揚に役立つとものと感じました。1 番印象に残ったのは北野先生の基調講演の中の
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「かかわり行動」で、患者さんとの信頼関係を形成する最も初歩の行動であり、場所や時間に応じた対応、自

身の服装や身だしなみ、姿勢や位置、人と会話する時は相手がどんな人であっても視線を合わせ、言葉遣

い、声の調子によって肯定的な雰囲気を作り出すことができます。これがコミュニケーションの第 1 歩であると

言われたことです。 

次年度は臨床検査技師会が主に企画を行い、市民公開講座を予定しています。 

学術委員長 清川文秋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河口豊先生 柳元真一先生 

加藤博史先生 会場の様子 
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柴田 明佳会員 

表彰 

岡本 吉生会員 

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尃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 11月 15 日（木） 

受賞場所：備中県民局 

 

【備中保健所所長表彰】 

岡本 吉生 会員  （井原市立井原市民病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞日：平成 24 年 12月 6 日（木） 

受賞場所：グリーンヒルズ津山リージョンセンター 

     

     【美作保健所所長表彰】  

柴田 明佳 会員  （芳野病院） 
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会員の声 

案内 

今回の「会員の声」は倉敷中央病院にご勤務されている武政 洋会員からご

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.11 

倉敷市保健福祉功労者市長表彰を拝受して 

 

倉敷中央病院 武政 洋 

 平成 24 年 11 月 1 日(木)、くらしき健康福祉プラザに於いて【倉敷市健康福祉功労者市長表彰】を頂きまし

た。推薦頂きました、社団法人岡山県放尃線技師会会長藤田仁様をはじめとする役員の方々、並びに会員

の皆様に厚く御礼申し上げますとともに心より感謝いたします。 

 私が財団法人倉敷中央病院に就職したのは昭和 57 年で、昨年で 30 年になり、平成 24 年 6 月 1 日には

当院永年勤続 30年表彰を頂いたばかりでした。就職当時の CTは 1スライス 9.8秒かかる GEの装置で、一

人 20－30 分かかり、呼吸停止がうまくできないため、撮り直しばかりしていました。一般撮影は CRではなくフ

ィルム現像でした。明室処理化がされていたため、撮影毎に暗室での作業は不要でした。撮影条件を多く掛

け過ぎた時は自動現像機を手で早回しして現像時間を調整して適性濃度にしていました。当時もポータブル

撮影は 40－50 人と多かったです。当時の当院技師は 20 人前後でしたが、現在は 78 名と大所帯になりまし

た。 

 岡山県放尃線技師会では編集委員を 8年させて頂いた後、平成 15年から 2期 4年間、常務理事として編

集委員長を務めさせて頂いておりました。 

 最後になりましたが、今回このような栄誉を賜りましたことを重ねて厚く御礼申しあげます。公益法人となる岡

山県放尃線技師会の益々の御発展と御活躍を祈願致しまして受賞の挨拶に代えさせて頂きます。 

 

 

第 14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 25年 3月 17 日（日）  

        集合 17 時 00 分（時間厳守） 

        ゲーム開始 17 時 30 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。 
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企画 

         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 

申込締切 ： 平成 25 年 3 月 2 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ください｡ 

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 ゲームの合計で順位を決めます。 

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。 

 

 

一般の方向けのコーナー 

 

今回は、一般の方から岡山県放尃線技師会に実際に寄せられた被ばく相談事例を紹

介します。 

 

相談事例 

はじめましてこんにちは。 

今医療被ばくについて悩んでおり、こちらのサイトを拝見してメールさせて頂きました。かなり不安に思ってお

りますのでお答え頂けたら感謝致します。 

私は現在 29 歳の女性です。最近体調を崩したのと同時に胸にしこりが見つかりまた長期海外滞在予定でし

たので、念入りに検査を受けました。 

まず以下がここ 1 か月以内に私の受けた検査なのですが 

5 月 7 日  バリウム注腸検査（20～30 分程度） 

5 月 10 日 マンモグラフィー（右 2 枚左 2 枚計 4 枚） 

5 月 15 日 胸部 X線写真（4 枚程度） 

5 月 20 日 マンモグラフィー（右 2 枚左 2 枚計 4 枚）病院を変えたため 

6 月 9 日  胸部・腹部 CT検査 

以上になります。 

後に注腸検査と CTの放尃線量がかなり多いことを知り不安になっています。 

また 6月 10日から海外に出たため長時間（15時間）の航空機によるフライトもあり、 これもまた放尃線量が通

常より高いことを知りました。これだけの放尃線量を浴びて大丈夫なのでしょうか？色々なサイトを調べました

が、どのサイトも検査による放尃線量の表示が違うため、合計でどれほどの量を浴びたのかわかりません。一

番多いと思われる注腸検査の時間は 20～30 分程度だったと思います。様々なサイトによって違うのですが、
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注腸では最高 200ｍSv もの放尃線量があるとのことでしたので、私の場合合計で 300ｍSvを超える可能性が

あるのではないかと驚愕しております。最後に CTを撮影しようといった医師にこのことは相談したのですが、

「何千枚もとるわけではないから大丈夫」とのことでした。しかしもし 300ｍSvとなると胸部X線写真何千枚分に

なるのではないでしょうか？また今回の胸のしこりは乳腺症または繊維腺腫とのことでしたが、今回のこの諸

検査で 悪性に変わる可能性はないのでしょうか？ 

現在海外にいるため、医師に直接相談することができません。どうかお答え頂ければと思いますのでよろしく

お願い致します。 

回答例 

岡山県放尃線技師会のホームページを閲覧いただきありがとうございます。 

長期の海外滞在中ということで、被ばくに対して日本語で相談できる機会も少なく、不安な思いをされたことと

思います。メールから、被ばく線量に関して勉強をされたことも拝察させていただきました。本題に入らせてい

ただきます。 まず、第一にお寄せいただいたメールからあなたが実際に被ばくした線量を計算することは困

難です。ですから、ここでは一般的な検査に対しての被ばく線量ということで話をさせていただきたいと思いま

す。 

あなたがお調べになった放尃線量は、私どもの推測では使用された X線の量と思われます。 

そしてあなたが心配されている、被ばくによるあなたの体への悪影響を考慮するときに、私どもは直接この X

線量を使用することはございません。では、どのように被ばくの影響を考えるかですが、それぞれの検査部位

に入っている臓器によって放尃線による感受性が異なってきます。その感受性を判断して放尃線による影響

が発生するかを判断いたします。ここでの感受性とは放尃線に対しての感じやすさとお考えください。 

注腸検査について仮に最大線量の 200ｍSv被ばくされていたとしてあなたの健康への問題はございません。

また、CT検査・胸部Ｘ線検査についても同様で問題ございません。 

ここまでの検査はあなたが長期海外滞在をなさる間のための健康診断を受けたとお考えになって、被ばくに

対しては安心していただいてよろしいと判断いたしております。 

次にマンモグラフィーについてですが、しこりがあって検査結果は乳腺症または繊維線腫とお聞きのご様子

です。今回の検査が原因で悪性化することはございません。しかし，乳腺症や繊維線腫がある方とない方と

でガンの発生率を比較した結果がございます。その結果は乳腺症や繊維線腫がある方により多くガンが発生

しているとの報告でございました。乳房検査については受診された施設の先生とよく相談されておられると思

います。被ばくによって悪性化する恐れよりすでに自然発生の確率が高いので逆に定期的な検査をされるこ

とがよろしいかと考えます。 参考になさってください。 

なお疑問点等ございましたら改めてご質問下さい。 

 

連絡先 

社団法人 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 

Mail:oart@oka.urban.ne.jp 

事務所開所時間 月・火・木・金 10：00～14：00 

                                              水のみ 10：00～12：00 
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