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第119回 岡放技セミナー
研修会名 ： 第 119 回 岡放技セミナー＆桃子会 合同企画
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会
平成 29 年度

第 2 回肺がん部会 CT 研修会（肺がん精密検診機関研修会）

桃子会企画講演
主

催 ：

公益社団法人 岡山県診療放射線技師会

日

時 ：

平成 29 年 11 月 26 日（日） 13：10～16：00

場

所 ：

倉敷中央病院 大原記念ホール
〒710-8602 岡山県倉敷市美和 1-1-1

参 加 費 ：
後

会員・学生は無料

受付 12：40～

無料駐車券を発行します。

非会員 2,000 円

援 ： 岡山県（健第657号：平成29年8月28日）

＊岡放技セミナー研修会には「日本診療放射線技師会学術研修カウント」が付与されます。

プログラム
肺がん部会 CT 研修会
13：15～14：00 【話題提供】
『

CT 最新技術紹介 』
東芝メディカルシステムズ株式会社 中四国支社 営業推進部 CT 担当
大坪 和義 先生

14：00～15：00 【教育講演】
『

肺がんと区域浸潤

』
金光病院 医療技術部 放射線科 田淵 真弘 先生

15：00～16：00 【桃子会企画講演】
『

ちょっと考えてみませんか？私達の将来
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』

プルデンシャル生命保険株式会社 岡山支社 小林 新吾 先生

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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業務拡大に伴う統一講習会の開催のご案内

平成 27 年に診療放射線技師法が一部改正され、CT・MRI 検査等での自動注入器による造影剤の注入、造影剤
注入後の抜針・止血、下部消化管検査の実施（ネラトンチューブ挿入も含めて）、画像誘導放射線治療時の腸内
ガスの吸引のためのチューブ挿入等が診療放射線技師の業務として認められるようになりました。以上の業務を
行うための条件として、医療の安全を担保することが求められています。この業務拡大に伴う必要な知識、技能、
態度を習得することを目標とし、“業務拡大に伴う統一講習会”と称し、２日間にわたり実施することとしました。
本講習は厚生労働省と公益社団法人日本診療放射線技師会が検討したカリキュラムに従い、全ての診療放射線
技師が受講できる環境を提供することを目的としています。

① 倉敷会場
日

時 ： 平成 29 年 10 月 21 日（土）９：００～１７：４０
平成 29 年 10 月 22 日（日）９：００～１７：５０

場

所 ： 倉敷中央病院 看護研修センタ-（21 日）大原記念ホ－ル（22 日）

② 落合会場
日

時 ： 平成 29 年 10 月 28 日（土）９：００～１７：４０
平成 29 年 10 月 29 日（日）９：００～１７：５０

場

所 ： 落合病院

受 講 料 ： 会員 15,000 円

非会員 60,000 円

申込方法： JART 情報システム内のイベント申込メニュー から申し込んでください 。
※各種講習受講者減免
会

員

静脈受講者：13,000 円、注腸受講者： 5,000 円、静脈注腸受講者： 3,000 円

非 会 員

静脈受講者：50,000 円、注腸受講者：35,000 円、静脈注腸受講者：15,000 円

※静脈受講者は静脈抜針の DVD 講習及び実習は免除されます。
※全ての講義終了後に確認試験があります。
※受講申し込みは ＪＡＲTホームページの会員情報システムのみとなります。
※受講終了者には、厚生労働省医政局長からの終了証書が授与されます。
※両会場とも同一カリキュラムで実施します。

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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看護研修センター案内図
事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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第 118 回岡放技セミナー開催報告

報告

学術副委員長 田淵真弘
平成 29 年 9 月 3 日、津山中央病院医療研修センター2 階講義室において第 118 回岡放技セミナー・第 1 回肺癌
部会研修会を開催した。まず、話題提供としてシーメンスヘルスケア株式会社ダイアグノスティックイメージング事業本部
より CT 事業部 宮西 佐代子 先生、MR 事業部 齋木 秀太朗 先生を招聘し製品情報を教示いただいた。
MRI 撮像の高速化のために送信技術に改良を行うと共に GRAPPA と呼ばれるパラレルイメージング技術を開発して
いる。コイルの位置情報を活用しパラレルイメージングを実現する技術である。MAP 情報および事前スキャン不要
のため更に撮像時間の短縮できる。compressed sensing は逐次近似を活用した呼吸停止不要腹部撮像技術である。
被検者の呼吸停止の必要がないため一見便利な技術であるが診療放射線技師の将来が懸念される。
次に、肺がん部会 CT 研修会として滋賀医科大学医学部附属病院 放射線部 牛尾 哲敏 先生を招聘し『 肺がん
CT 検診の現状と被ばく低減への取り組み ～低線量化に向けた”技”とは？～ 』と『 知っておくべき肺がん CT の
撮影技術 ～診断から手術支援に必要な画像とは？～ 』二部構成で肺癌 CT に関する最近の知見を教示いただいた。
講演要旨は次の通りである。
・肺癌の早期発見に CT 検査は有用
・CT 検診認定の現状：認定医師 1402 名、認定技師 1034 名
・認定技師の主たる業務は低線量撮像、異常像検出、機器管理である
・低線量 CT 検診の臨床的意義について：米国においてはランダム比較試験の結果、喫煙者に限り有用性が
認められており、2014 年 2 月 6 日米国は肺 CT 検診に対して公的医療保険の適用を決定した
・CT 検診学会は来年 4 月より施設認定を開始する予定

セミナー会場の様子

宮西 佐代子 講師

牛尾 哲敏 講師

齋木 秀太郎 講師

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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放射線の基礎講座：
一般の方へ

病院でエックス線検査を受けられる方へ（第１３回）
岡山大学大学院保健学研究科 准教授
診療放射線技師・医学博士 澁谷 光一

前回に引き続き、Q17 よりご覧下さい。
Q17 胎児が 100 mGy 以上被ばくすることはないので大丈夫、という趣旨のお話だったと思いますが、病院の放射
線科に行くと、あちらこちらに「妊娠の可能性のある方はお知らせください」と書いてあります。矛盾していませんか。
A17

表 2 に「英国における通常の診断手法から受けるおおよその胎児線量」を抜粋したものを示します。これは

1999 年の ICRP 勧告に掲載されている表です。胸部のレントゲンで 0.01 mGy 未満，腰椎の撮影では 1.7 mGy、
胃レントゲン検査では 1.1 mGy です。CT 検査でも，子宮から離れた頭部の CT であれば 0.005 mGy 未満です。
さすがに胎児に直接にレントゲンがあたる骨盤の CT 検査では 25 mGy と、他とは桁違いの被ばくになっています。
しかし、胎児のしきい値である 100 mGy よりは十分小さな値です。
妊娠する女性は、健康な方がほとんどですから、会社の健康診断で胸部レントゲン撮影をした。つわりの症状を
胃炎や潰瘍と疑われ、胃のレントゲン検査を受けた。あるいは腰痛のために、腰椎のレントゲンを撮った。そして、
その後に妊娠が分かったというような場合が多く、胎児被ばくの比較的大きい、CT を撮った後で妊娠が分かったと
いうような例は少ないと思います。
妊娠した女性が CT 検査を受けたケースでも、胎児への影響は検出できないと言えます。ここで、CT の話題を
一つ紹介します。放射線医学の進歩は，文字通り日進月歩です。被ばくを低減するための装置が次々に誕生して
います。フィルムに撮影していた時代からデジタルに装置が変わった時には、被ばく線量が一気に数分の一に低
下しました。CT については、レントゲンを使わず、同様な断層写真が撮影できる MRI の可能性の探求に熱心だっ
たからでしょうか、CT そのものの進化は鈍く感じられました。しかし、現在は、1 mGy 以下の線量で撮影できる装置
が稼働しています。日本 CT 検診学会によると、CT を用いた場合には、胸部レントゲン撮影に比べて、早期肺が
んの発見率が 10 倍になったそうです。
放射線科に掲げている注意書きについてご説明します。放射線科には「妊娠の可能性のある方はお知らせくだ
さい。」というプレートを掛けています。それは何故かと申しますと，胎児の放射線に対する感受性が、成人よりも高
いからです。レントゲンなどの放射線を用いなくても、超音波などで同等な検査結果が得られるなら、検査方法を
変えます。基本的に健康な方を相手にする健康診断の場合は、レントゲンを用いた検査は中止します。しかし、ど
うしてもレントゲンで検査をしなければならない時があります。もし母親が肺炎を起こしていたら、胎児にとっても重
大なことです。その疑いが強い場合には、胸部のレントゲン検査等は行われると思います。お腹の中に赤ちゃんが
いることが分かっていたならば、私達、診療放射線技師は、赤ちゃんにレントゲンが当たらないように十分に注意し
て検査を行います。「妊娠の可能性のある方はお知らせください。」と言っているのは、X 線検査を行うか否かを判
断するため、または慎重に行うためです。
ただし、稀にレントゲンを用いて、IVR という、血管を拡張したり、塞栓するなどの治療を行う場合があります。これ
は治療なので、胎児の被ばくが 100 mSv 超えるようなケースはゼロではありません。そのような場合の対応につい
ては、妊娠しているかどうかのテストも含めて、医療機関側と納得がいくまで話し合う必要があると思います。

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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平均胎児線量（mGy）
1.4

（胸部）

＜0.01

（腰椎）

1.7

透視検査（上部消化管）

1.1

ＣＴ

（頭部）

＜0.005

（骨盤）

25

表 2 英国における通常の診断手法から受けるおよその胎児線量（抜粋）

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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公益社団法人日本診療放射線技師会

お知らせ
永年勤続 30 年・50 年表彰について
岡山県診療放射線技師会では、日本診療放射線技師会の表彰規程に定める永年勤続表彰候補者
（平成 29 年度）の推薦を行います。表彰式は、平成 30 年 9 月 21 日～23 日に山口県下関市で開催される、
第 34 回日本診療放射線技師総合学術大会開会式において行なわれる予定です。
該当する会員の方は、JART ホームページをご確認の上、下記の要領にて平成 29 年 10 月 31 日までに
お手続き頂きますようお願いいたします。
1.

永年勤続 30 年表彰について
➢
➢
➢
➢

表彰該当者は平成 29 年度において 30 年以上診療放射線技師関連業務に従事された方で、日本診療放射線
技師会入会後引き続き 15 年以上会費を完納していることが条件となります。
表彰年度（平成 29 年度）まで、引き続き会費を完納していることが必要ですので
ご留意下さい。
申請に当たりましては、永年勤続 30 年表彰者用履歴書（様式第 5 号※）を 2 部、
「捺印」の上、下記の岡山県診療放射線技師会まで郵送してください。
履歴書の記入について
履歴書の職歴欄について、就職した年月日と退職した年月日を必ず記入してください。特に、勤務先を変更さ
れた方は、勤務年数の算定に必要ですので、全ての就職した年月日と退職した年月日をご記入ください。

（記入例）
昭和 年 月 日 ○○病院 就職
平成 年 月 日 ○○病院 退職
平成 年 月 日 ○○病院 就職 現在に至る。

※30 年表彰者用履歴書（様式第 5 号）は、以下よりダウンロードしてください。
公益社団法人 日本診療放射線技師会
日本診療放射線技師会について＞各種様式 http://www.jart.jp/profile/youshiki.html
会員籍に関する諸様式＞表彰推薦に必要な書類＞表彰規定 様式 5
2.

永年勤続 50 年表彰について
➢
➢

➢

過去に 25 年勤続表彰または 30 年勤続表彰を受けられ、引き続き 50 年に達するまでの間会員として在籍し、
表彰年度（平成 29 年度）まで会費を完納していることが必要です。
履歴書などは不要ですが、会員番号、氏名、連絡先住所、電話番号、25 年または 30 年勤続表彰を受けられた
年月日、E メールアドレスを記載の上、E メールまたは郵送にて下記の岡山県診療放射線技師会までお知らせ
ください。
勤続 50 年を越える方で、25 年または 30 年勤続表彰を受けられていない方は、前の「1．永年勤続 30 年表彰に
ついて」へお戻りください。

郵送先
〒700-0867 岡山市北区岡町 16-10-201
公益社団法人岡山県診療放射線技師会
TEL 086(235)1313 FAX 086(235)1515 mail ：oart@oart.jp
提出期限：平成 29 年 10 月 31 日（火）

事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00
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すこし背伸びしてオーストリアまで

会員の声
岡山大学病院 医療技術部放射線部門
井上 智洋
2017.3.1～3.5 にオーストリアで開催された ECR(European Congress of Radiology)に参加してきました。
関西国際空港から出発しフランス経由で 14 時間の長旅でした。初めてのヨーロッパは不安で一杯でした。
そもそも学生時代から英語が苦手で、話すことはおろか読むことにすら苦戦を強いられていたため、
抄録を書く以前に、要綱を読むことができずにいました。Google 翻訳を駆使してなんとか抄録を登録するに
至りましたが、英語を読めない、書けない、聞き取れないは大変苦労しました(笑)。
今回の演題はデジタルポスター(EPOS)による発表で登録しましたが、Voice of EPOS というデジタル
ポスターの口述発表という形式に選ばれました。面白い事に Voice of EPOS の口述発表には母国語
セッションというものがあり、私はその日本語セッションに採択されヨーロッパの地で日本語発表してきました。
もちろんポスターは英語で作成しましたが。英語を苦手とした自分が悪いのですが、せっかくの海外発表
なのに日本語発表とはもったいない、と悔しい思いをしたので次回の海外発表は英語の口述発表を…。
口述発表ではディスカッションが盛んであることに驚きました。多少時間をオーバーしても質疑応答に時間
を割き、会場からの質問に対して、会場の人同士で白熱したディスカッションをするという場面が何度もあり
ました。発表時の英語は聞き取り易く、理解し易いのですが、ディスカッションの英語は全く聞き取れません
でした。駅前留学でもしようかと思いました。
せっかくなので国立歌劇場でのオペラ、博物館、美術館などを見てまわり、日本とは全く異なる文化とその
スケールの大きさに感動しました。道端の演奏を横目に街を歩き、夜は場外スケートリンクでスケートを
楽しみました。
今回の ECR 参加は思いつきでした。海外はかなり不安であったため上司に軽い気持ちで一緒に
行きましょうよ～、なんて誘ってみたら行ってくれるとのことでの一念発起でした 。すこし背伸びをした
チャレンジでしたが、参加してみれば刺激が強く、毛嫌いしていた英語を勉強するなど自らを奮い立たせ、
プラスになることばかりでした。チャンスがあればもう一度、いや何度でも行きたいです。
最後に発表にあたりご指導いただき、また快く送り出していただいた岡山大学病院のスタッフの皆さまに
この場を借りてお礼申し上げます。

会場にて

街中の様子

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