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＜ 会 告 ＞ 
 

研修会名 ： 第 139回 岡放技セミナー (Web・会場開催) 
          

  主 催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

日 時 ： 2021年 9月 5日（日） 13:00 ～ 15:10 （ 受付・接続可能 12：30～ ） 

場 所 ： 岡山旭東病院 1F パッチアダムスホール 

開催方法 ： 集会および webinar 
（ 参加方法などの詳細は岡山県診療放射線技師会 

ホームページ http://www.oart.jp/ を参照ください ） 
 

申込期間 ： 2021年 8月 15日（日） ～ 8月 31日（火） 
 

参 加 費 ： 会員・学生は無料   非会員 2,000円  
 

後 援 ： 岡山県 （健第 543号） 
 

＊集会への参加は先着申し込み 30名様に限る 
 

＊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 ― 
１３：００～１３：０５   【会長挨拶】   

 

肺がん部会研修会 

１３：０５～１４：０５   【教育講演】 

『 肺がん検診胸部 X線画像の撮影および読影の注意点 』 

岡山県健康づくり財団附属病院 院長 

西井 研治 先生 

１４： １０～１５：１０   【特別講演】 

『 新技術考：ウイルスとワクチン 』 

岡山大学 大学院 

ヘルスシステム統合科学研究科 教授 

妹尾 昌治 先生 
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されど胸部 X 線，見落とさないために!! 

/*** 講師の西井研治先生よりメッセージ ***/ 

 

胸部 X線は１枚の写真で胸部全体の情報が得

られるという情報量の多さ、施行の容易さ、費

用効果の点で優れた検査法であるが、CTの普

及により胸部 X 線を軽視する傾向もみられる。

しかし、一般診療や検診の場では肺癌をはじ

めとする呼吸器疾患の診断において基本とな

るのは現在でも胸部 X 線であることに変わりは

ない。 

呼吸器疾患が疑われる場合には、胸部 X 線が

最初に行われる検査である。医師に対して情

報をたくさん与えてくれる検査なのだが、見落と

しなく的確な読影をするには十分な高圧で撮

影されて、姿勢不良がない良い胸部 X 線が必

要である。低濃度の写真や少し斜位で撮られ

た画像では小さな肺癌に気づくのは難しい。吸

気不良で撮影されたフィルムでは下肺野特に

横隔膜下の肺癌の発見が困難になる。胸横隔

膜角が切れたような欠像がある胸部 X 線は論

外である。同様に肺動脈・肺静脈・心陰影に重

なる陰影もよい条件で撮られた X 線画像でな

いと発見は容易ではない。 

胸部 X 線の弱点も知っておきたい。胸部 X 線

は３次元的に存在する胸郭内の肺胞、気管

支、血管、胸膜、肋骨、脂肪などを平面画像（２

次元）に投影したものである。すなわち複数の

構造物が重なり合って像を作りあげているので

ある。当然、既存構造との重なりなどが原因で

見落とされやすい部位もある。 

このような読影医師の強力なパートナーとして

診療放射線技師の皆さんには、最良の X 線画

像を提供してくださることをお願いしたい。 

 

コロナを適切に恐れるために 

/*** 講師の妹尾昌治先生よりメッセージ ***/ 

 

昨今はコロナ禍が続く中、ウイルスとワクチンへ
の関心が高まっているが、ウイルスの起源は 
哺乳類の誕生よりも相当古く人類史 20 万年の
間に有史以前からパンデミックを繰り返してきた
ことは想像に難くない。これに対し、ワクチンの
歴史は 18 世紀末のジェンナーによる種痘に 
端を発しており、約130年が経過したとは言え、
ウイルス・細菌に対する人類の応戦は実に  
始まったばかりだ。唯、ウイルス学や細菌学を
源流とする核酸化学や分子生物学は、20 世紀
半ばの DNA 二重螺旋の発見以降、約四半 
世紀で大飛躍を遂げてきた。この科学は   
遺伝子工学や細胞工学の新技術を産み、  
21 世紀に入り遺伝子治療や免疫治療という 
新しい治療概念が急展開している。しかし、 
新技術開発には光と影が常につきまとう。 
 本講演では、B 型肝炎ウイルス遺伝子の   
クローニングからワクチン開発、遺伝子工学、
細胞工学、DDS、がん生物学へと多岐に   
関わってきた経験から、今回はウイルスと   
ワクチンに焦点を当てて新技術を論じたい。 
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令和 3年度岡山県診療放射線技師会総会に参加して 

 

岡山旭東病院   高尾 渉 

 

令和 3 年度通常総会はコロナウィルス感染拡大防止のため、通常総会の開催形態を会員の招集は行わず、 

本会定款 20 条による書面評決（議決権行使書）により行うことを 5 月 28 日に理事に報告しホームページに    

掲載した。総会は 6 月 13 日（日）10 時から当会事務所において開催した。5 月 12 日に総会資料、財務諸表、  

監査報告書をホームページへ掲載した。 

高尾より、令和 3 年度第 1 回理事会で承認を受けている会員総数 713 名に対し、459 名からの議決権行使書

の返信があり、定款 18条の規定により本日の通常総会は有効に成立することを報告した。 

議決権のある正会員総数は   ７１３名 

出席会員数（議決権行使書数） ４５９名 

出席役員   理事  大野 誠一郎  

           理事  髙尾 渉 
 

１，議長選任について 

定款 16 条により、総会の議長は当会総会において出席会員の中から選出することになっているが上述の事情  

により会員不在となり、議長選出は執行部に一任とすることを議決権行使書によって承認を諮った。 

総会の議長選出を執行部へ一任する 賛成 422票 反対 0票 保留 37票 

よって議長に馬場隆志会員、鈴木大介会員が選任された。 

議長より議事録作成人へ高尾渉会員、議事録署名人へ馬場隆志会員、鈴木大介会員が指名された。 

２，議案別決議の結果 

1号議案  令和 2年度事業、決算、監査報告の承認   賛成 441票、反対 0票、保留 18票 

2号議案  名誉会員の承認について  （熊代 正行元会長、藤田 仁前会長） 

賛成 436票、反対 4票、保留 19票 
 

３，今回の総会では令和３・４年度役員の改選が行われた。 

有効投票数は４５０票であった。候補者全員が過半数を上回る適任票数を得ており 

候補者全員当選という結果を赤木選挙管理委員長から報告された。 

承認された令和 3・4年度 理事は以下のとおりである。 

理事  赤木 耕平   池長 弘幸  池本 裕亮  太田 育宏  大西 治彦  大野 誠一郎  木下 琢実 

国府島 昌之  小林 有基  髙尾 渉   田淵 真弘  土本 真也  中川 博行   橋口 雄助 

福永 正明   本田 さだえ  光井 英樹  矢原 謙治  吉田 勝  
 

以上で公益社団法人岡山県診療放射線技師会令和 3年度通常総会の審議を終了し 11時 30分に散会した。 
 

  

報 告 
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令和３・４年度 役員紹介 

 

 

会長 

 

岡山大学病院 

大野 誠一郎 

 

 
(公社)岡山県診療放射線技師会の会長に就任しました

大野誠一郎と申します。 

技師法の一部改正も決まり、いよいよ告示研修が始まり

ます。今回は、診療放射線技師の免許を持っている人全

員が対象となる義務講習ですので、会員、非会員問わず

より多くの方に受講してもらえるよう進めていきたいと思い

ます。学術委員会も組織編成をし、より多くの会員の皆さま

からの意見が反映されるよう運営をしていきたいと考えます。 

また、ピンクリボン岡山、岡山県健康づくり財団、岡山県

臨床検査技師会と岡山県臨床工学技士会など、他団体と

の共同事業も積極的に取り組んでいきます。 

今年度は本会も創立７０周年の節目となります。 

今後とも皆さまのご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い い

たします。 

 

 

副会長 

 

岡山旭東病院 

高尾 渉 
 

 

平素は岡放技事業にご理解とご協力頂きまして誠にあ

りがとうございます。この度の総会、臨時理事会で副会長

を拝命することになりました岡山旭東病院の高尾です。微

力ではございますが会員皆様の役に立つ岡放技であるた

めに出来る限り頑張りたいと思います。 

昨年よりコロナ感染拡大防止のため、岡放技主催事業

も縮小せざるを得なくなり、研修に関してはウェブカンファ

レンスへとシフトしてまいりました。また今年は法改正もあり

医師の働き方改革を推進するため、医師から診療放射線

技師へのタスクシフティングにより診療放射線技師の業務

が拡大されます。診療放射線技師全員が受講しなければ

ならない告示研修も始まります。大きく社会変化している今

ですが、診療放射線技師も変化を求められています。たく

さんの会員の方に受講してアップデートして頂きたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

岡山済生会総合病院 

    小林 有基 

 

 

この度、大野会長のご指名により令和３・４年度副会長

の大役を務めさせていただくことになりました岡山済生会

の小林です。組織委員及び調査委員も兼任させて    

いただきます。 

今年度の技師会スローガンは「タスク・シフト/シェアに 

伴う業務拡大を推進しよう」と掲げられましたが、私達の 

業務が大きく変化しはじめる年です。コロナ禍の中、自由

な活動が制限されている状況ですが、役員、会員の皆様

のご協力を仰ぎながら岡山県診療放射線技師会発展の 

ために微力ではありますが、努力していきます。どうぞ  

よろしくお願いします。 

 

 

監事 

 

医療法人鷲風会 下津井病院 

小畑 慶己 
 

 

この度、監事として岡山県診療放射線技師会の事業及

び会計の監査を担当させていただきます小畑慶己です。

よろしくお願い致します。今期も会員の皆様と共に研修会

や各種イベントの活動に参加して参りたいと思っておりま

す。また、引き続き、放射線管理士部会・放射線機器管理

士部会・施設漏洩線量測定委員を担当させていただきま

す。まだまだコロナ禍ではありますが、各地区会員の皆様

の積極的な参加により『会員のための魅力ある技師会、活

力ある技師会、そして社会に貢献する技師会』となるように

ご理解とご協力をお願い致します。技師会の活動は、決し

て役員や会員個人だけで成り立つものではありません。会

員皆様の参加とご協力は不可欠なものです。若い世代の

エネルギーと諸先輩方の皆様の自主的なご協力をお願い

致します。 

 

 

監事 
 

岡山大学病院 

   田原 誠司 
 

 

任期中につき留任 
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岡山市南部ブロック 

常務理事 
 

岡山ろうさい病院 

太田 育宏 
 

この度、理事を仰せつかりました岡山ろうさい病院の  

太田と申します。平成23年に岡山から出て北海道、香川、

大阪と異動し、昨年 4 月に 9 年ぶりに地元へ戻ってまいり

ました。久しぶりの岡山ろうさい病院勤務で様々な苦労も

ありますが、岡山県診療放射線技師会の発展と会員皆様

のお役に立てるよう微力ながら精進いたしますので宜しく

お願い致します。 

 

 

岡山市南部ブロック 

常務理事 
 

岡山大学病院 

   大西 治彦 

 

この度、財務委員として 2 期目の理事を務めさせて  

いただくことになりました、 岡山大学病院の大西です。 

引き続き公益法人としての管理、運営をしっかり努めて 

いきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

岡山市中央ブロック 

理事 
 

光生病院 

  橋口 雄助 

 

光生病院の橋口です。今回初めて理事に就任させて 

頂くことになりました。今まで技師会の仕事をしておらず、 

ほとんどお客さん状態で参加して来ました。これからは、 

諸先輩方からご指導をいただきながら、岡山県診療   

放射線技師会を盛り上げていけるよう精一杯尽力して  

いきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉敷・水島ブロック 

常務理事 

 

倉敷成人病センター 

木下 琢実 
 

この度、二期目の理事を務めさせていただきます、倉敷

成人病センターの木下です。今期は教育委員長として 

会の運営や会員の皆様に少しでも活動の支援ができたら

と思っております。診療放射線技師法改正に伴う告示  

研修が 10 月から始まる予定ではありますのでご迷惑を  

お掛けしないよう会の運営をしっかり努めていきたいと  

思います、微力ではありますが貢献できたらと考えます  

のでご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 

 

 

倉敷中央ブロック 

理事 

 

倉敷中央病院 

   光井 英樹 

 

令和 3・4 年度の理事を引き続き務めさせていただくこと

になりました倉敷中央病院の光井です。組織及び線量 

測定委員を務めさせていただきます。この数年の法律  

改正などで皆様の御施設でも苦労されているかと存じます。

皆様方に正しい情報提供及びご支援ができるよう微力  

ながら活動していきますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

倉敷中央ブロック 

理事 

 

倉敷中央病院 

福永 正明 
 

今期も理事に就任いたしました倉敷中央病院の福永 

です。これまで通り、副教育委員長をさせていただきます。

今年度から、告示研修が始まります。告示研修の開催  

計画を会員の皆様へ早めに発信し、計画的に受講    

いただけるように取り組んでいきたいと思います。     

よろしくお願い致します。 
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岡山東部ブロック 

常務理事 
 

岡山旭東病院 

池本 裕亮 
 

広報委員として主にホームページ・SNS 等での情報 

発信を担当しております。会員の皆様におかれましては 

コロナ禍の影響で日常業務だけでなく、研修会等もオンラ

インになるなど大きな変化の起こった 1 年であったかと  

思います。岡山県技師会でも WebEx を利用したセミナー

を開催し、私も微力ながら運営に携わらせていただき貴重

な経験をさせていただけたと思います。懇親会をはじめと

した技師会恒例のイベントが中止となってしまっていて、 

ホームページの更新数も大幅に減ってしまい寂しいところ

ではありますが、コロナが収束し、また元の日常に戻れる 

ことを願っています。 

会員の皆様が見やすい、使いやすいウェブページに 

していきたいのでご意見やご感想などございましたら   

お教えいただければと思います。岡放技セミナーをはじめ、

イベントに多数の参加を頂けるよう精進いたします。    

よろしくお願いいたします。 

 

 

岡山東部ブロック 

理事 
 

熊山診療所 

本田 さだえ 
 

組織委員・桃子会（岡山県女性診療放射線技師の会）

担当の本田でございます。 

コロナ禍で厳しい状況の中、患者様に少しでも早く元気

と笑顔を取り戻していただけたらと願うばかりです。 

我々技師も今は体力勝負！ 少しずつではありますが

前向きに、国民の医療を担う診療放射線技師として、その

中で女性目線を活かして、皆様のお力添えの下に働き 

やすい環境つくりのお手伝いが出来るよう頑張って参り 

ます。一人一人の小さい声を大事にしていきたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山東部ブロック 

常務理事 
 

備前市立日生病院 

矢原 謙治 

 

引き続き岡山東部ブロック担当理事になりました、   

備前市立日生病院の矢原です。岡放技においても前回と

同様、編集部門を担当させて頂きます。 

最近は Web 配信など今までとは違う形態での開催が 

多くなりました。これらの情報をできるだけ早く多くの会員

の皆様にお知らせできるよう努めてまいりたいと思います。 

引き続き宜しくお願い致します。 

 

 

岡山東部ブロック 

理事 
 

竜操整形外科病院 

土本 真也 
 

引き続き理事を務めさせていただくことになりました  

竜操整形外科病院の土本真也です。施設線量測定   

委員長を担当させていただきます。前岡本理事の仕事を

引継ぎ、３期目になりました。これまでの経験を活かし、  

また新たな気持ちで会長はじめ他の理事の方々と共に 

皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。  

よろしくお願いいたします。 

施設線量測定委員では、施設へお伺いして測定をする

「漏洩線量測定」事業、線量測定器を施設へ貸し出す  

「サーベイメータ貸出」事業を主におこなっています。  

技師会のＨＰや会誌にも詳細を載せています。興味が  

ある方は、お気軽に声をかけてください。 

 

 

岡山東部ブロック 

理事 

 

瀬戸内市民病院 

赤木 耕平 

 

この度、岡山県診療放射線技師会の理事をさせて   

いただくことになりました、瀬戸内市民病院の赤木耕平と

申します。過去に調査委員を 6 年間、編集委員を 10 年間

担当させていただきました。理事は初めてであり、不安  

だらけです。まずは副編集委員長として、編集委員長を 

サポートし、少しずつ編集委員担当業務の運用を覚えて

いこうと思います。どうぞよろしくお願いします。  
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

 

 

岡山西部ブロック 

常務理事 
 

金光病院 

田淵 真弘 
 

皆様，はじめまして，金光病院 田淵と申します．先日，

6 月 13 日の理事会におきまして学術委員長を拝命    

いたしました．昨年度より新型コロナウィルス感染予防対策

の一環でセミナーの開催形式に webinar を採用しており，

本 形式はしばらく継続するものと考えております．また，

今年度より，岡山県内の各研究会からのご協力を得て  

各モダリティの班結成を実現し，当面の目標としましては

下記要綱 3.に掲げる基礎講座を整備したいと考えて   

おります．ご賛同いただきました各研究会へ深く感謝   

いたします．先般，前吉田学術委員長から各研究会へ 

発信させていただきました岡放技学術委員会再編の要綱

について下記に示します． 

<要綱> 

1.学術委員会をモダリティごとの班に分け，各班へ    

班員を 2 名ずつ配置する． 

2.班員の選出は可能な限り岡山県下の主要な研究会へ 

委託する． 

3.会員が中級～上級レベル（各種研究会の取り扱うレベル）

へ円滑に進むことができるように各班は初級レベルの 

会員を対象とする基礎講座を毎年開催する． 

4.臓器，病態に合わせて関係するモダリティ班を結合する

ことにより学際的な企画を提案できるチームを編成する． 

<期待される効果> 

・初級者の知識レベルの底上げと指導者の育成 

・セミナー，学術大会企画のためのチーム結成 

未だ私の中では解決出来ていないことも多く，徐々に 

解決し基礎講座の毎年開催を是非とも軌道に乗せたいと

考えています．皆様の知恵をお借りできれば幸いです． 

ご意見ご企画ご要望何なりとお申し付けくださいませ． 

二年間，どうぞよろしくお願いいたします． 

 

 

岡山西部ブロック 

理事 
 

川崎医科大学附属病院 

池長 弘幸 

 

この度、岡山県診療放射線技師会の吉田耕治理事の

後任として理事に選任されました。さらに当会の学術   

副委員長としても会の運営に携わる事となりました。   

微力ながら会員皆様のより良い活動支援に貢献できるよう

努めたいと思います。最後に会員皆様の益々の本会への

参加およびご協力をお願いして新任の挨拶とさせて   

いただきます、よろしくお願いします。 

 

 

岡山南部ブロック 

常務理事 
 

岡山県健康づくり財団附属病院 

中川 博行 
 

前期に引き続き岡山南部ブロック理事と表彰慶弔   

委員長に選出されました中川博行です。なかなか技師会

の中での知り合いも少ないことから、理事在任中には  

色々な行事に参加して顔を広げていこうと思っていました

が、予期せぬコロナの広がりによって難しい状況になって

います。表彰慶弔という業務の都合上、会員の皆様の  

情報はできるだけ把握したいのですが、前期任期中には

それも叶いませんでした。コロナのせいばかりでなく、単に

私の努力不足だと思われるので、今期はできるだけ把握

できるよう情報整理していこうと思っています。業務拡大に

伴う告示研修も今期から始まることですし、行事への参加

や協力もしていきたいと思っています。ただ、個人での  

力は限られているため、今期も委員の皆様をはじめ、県 

技師会員の皆様のお力を借りながら理事職を全うできたら

と思います。よろしくお願いします。 
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

 

 

岡山北部ブロック 

理事 
 

長野病院 

国府島 昌之 
 

今期で就任 8 期目! 正直、最初にお話をお受けした 

時には、こんなにも長く技師会に関わることになるなんて、

思ってもいませんでした。これも各理事・役員の皆様から

のご指導やご協力はもちろんですが、なによりも会員の 

皆様方からいただく温かい声に励まされているおかげと 

感じています。 

今期も引き続き福利厚生委員長として会の運営の   

お手伝いをさせていただくことになりました。これまで    

続けてやってきた中にも改善や見直しが必要な点があり、

より一層会員の皆様からのご理解とご協力を得ることが  

できるように try&error を重ね、より魅力ある事業を企画  

していきたいと思っています。 

 

 

岡山北部ブロック 

理事 
 

津山中央病院 

吉田 勝 
 

今期も北部ブロック担当理事、福利厚生副委員長を 

担当させて頂きます津山中央病院の吉田です。コロナの

影響でなかなか一所に集まっての活動が出来ませんが 

福利厚生事業を通して会員同士が気軽に相談し合える 

関係性を築けるよう活動していきたいと思います。どうぞ 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

事務員 

 

 

田原 妙子 

 

公益社団法人としての 事業が円滑に行われるよう、 

お手伝いさせて頂いております。今後ともよろしくお願い 

いたします。 
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

 

     第 137回岡山県放射線技師会セミナー開催報告 

 

               岡放技 学術担当  金光病院  田淵真弘 

 

令和 3 年 6 月 20 日に開催した第 137 回岡放技セミナーについて概要を報告させていただき  

ます．現在，岡山県診療放射線技師会におきましては，web 会議ツールとして Cisco 社製    

webex meetingsを採用しておりますが，webinar は今回で 5回目を数え，この環境に戸惑いながらも

徐々に慣れて参りました． 

 今回の講演は下記の通り． 

『 まずは基礎と基本から - SE と EPI - 』 

 岡山大学 学術研究院保健学域 准教授 木田勝博 先生 

『 造影 CTに関わる医原性空気塞栓症 』 

 東北大学病院 診療技術部 放射線部門 主任診療放射線技師 茅野伸吾 先生 

前半は MRI 画像生成のメカニズムと画像作成時における問題の対策，後半は造影剤注入時に  

混入する空気の進入に対する考えかたをご教示頂きました． 

MRI 画像生成のメカニズムの理解は未だ困難を極めるところではございますが，木田先生に大変 

分かり易くご解説いただき，会員も問題解決の糸口を掴めたのではないでしょうか．また，造影剤 

注入時における空気の混入に関しましては本講演を聴講するまで著者自身軽視していた問題で 

あり，実際に左心系に映った遊離ガスの CT 画像を目にすると『こんなこともあるのか』と驚愕     

させられました．今年度の診療放射線技師法改正において血管確保業務を担当する我々にとって

まさにタイムリーな話題提供であったと実感しています． 

  

  

 
 

  

報 告 
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

前回の続きです。 

  

Ｘ線検査に用いられる「造影剤」の話 （最終回） 

     副作用に要注意      
 

川崎医療福祉大学 放射線技術科 

准教授  北 山  彰   

 

以上の判例結果から、検査を行う側では、 

①救急処置が適切に行える環境が整備されている。 

②アレルギー、既往歴、現病歴、家族歴、内服薬に関する細かな問診が十分に   

行われている。 

③問診や経過についてカルテに詳細に記録されている。 

ことが重要で、これらが正しく行われていれば、裁判での病院側の責任は       

否定されるようです。 

裁判での勝訴、敗訴は別にして、造影検査での最悪の結末は、検査を行う側、  

検査を受ける側の両方にとって大変悲しい、大変辛い、しかも取り返しのつかない 

結末であり、この結果を生じさせないためには、お互いにできることは軽視する    

ことなく正しく実行し、検査を行うことが大切だと思います。 
 

 

心燃やして 

 

川崎医科大学附属病院  矢尾 大輝 

 

今年の 4 月から川崎医科大学附属病院の中央放射線部に所属している矢尾大輝と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。現在、ＣＴ検査室で精一杯働き、日々精進しております。新しい 

環境でわからないことだらけのなか、上司の方々は学生時代に学んだ知識しかない私に、診療  

放射線技師として大切な患者接遇やＣＴ装置について多くのことを、優しく丁寧に、時には厳しく 

教えてくださいました。まだまだできないことはありますが、常に考えながらＣＴ検査ができるように 

なりました。これから先、様々な部署で多くの知識と経験を経て、多くの仕事ができるようになりたいと

考えています。そのために学生時代よりも知識を深め、常に考えながら仕事をし、わからないことは

わからないままにしないようにしようと考えています。また、どの部署においても患者接遇が一番重要

だと私は考えるので、患者さんの安全を第一に考え、患者さんに不安に思われないような接遇を 

行っていきたいと思います。 

今現在、多くの方々に支えられながら、多くのことを学び、仕事ができるようになってきています。

これからもっと様々な経験をするとともに、たくさんの困難にも直面すると思います。これからも周りの

方々への感謝の気持ちを忘れず、精一杯努力を続けて困難を乗り越え、一人前の診療放射線技師

になれるよう、心を燃やして精進していこうと思います。  

一般の方へ 

会員の声 
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

 

CSFRT鳥取 JART特別企画のご案内 

                                           

                       CS9実行委員   梶谷典子  本田さだえ 

 

 

いつもお世話になっております。 

新型コロナウィルスの影響で、日々厳しい状況にいる皆様に心より敬意を表すると 

ともに、早期の終息を願ってやみません。 

 

昨年延期になっておりました CSFRT 鳥取（2021.12/18～12/19）の開催にあたり

無事開催出来るよう、ぜひみんなで協力し盛り上げていきましょう。 

今回 CS9では｢JART特別企画｣と致しまして 

「診療放射線技師が知っておくべきフィジカルアセスメント」 

として、医療従事者として心得ておきたいバイタル測定の知識、急変時のサイン、 

急変時の対応について、基礎的な部分を学び、共有できるような研修を企画    

しました。 

特に我々診療放射線技師において、患者の病態評価の際にきわめて重要であり、

必要なスキルとして、いっしょに座学・実習を通して勉強できたらと考えています。 

また、アンケートを通して、何が知りたいか・患者急変時に困ったこと、不安だった 

こと・実際の事例のなかで、共有できることをまとめていけたらと思います。 

ぜひチラシの QR コードよりアンケートのご回答をお願いいたします。(9月末まで) 

なお、CSFRT鳥取開催については詳細が決まり次第おってご連絡致します。 

ご協力よろしくお願い致します。 
  

お知らせ 
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

 

 

サーベイメータ貸出について 

 

                       施設線量測定委員長  土本 真也 

 

岡山県診療放射線技師会では、漏洩線量の測定のため、会員施設を中心にサーベイメータの貸出を   

おこなっています。 

貸出を希望される方は申込書をファックスかＥメールで岡山県診療放射線技師会までご連絡下さい。 

貸出申込書は岡山県診療放射線技師会のホームページにあります。 

サーベイメータの引き渡しは本会事務室にて行ないます。 

貸出使用料の請求は本会が使用者あてに後日行います。 

 

サーベイメータ貸出規程 

１  ALOKA社製 電離箱式サーベイメータ １台 （トランシーバー２台を含む） 

（サーベイメータは年１回の校正をおこなっています） 

 

２  貸出料金 １週間 30,000円（税抜） 1回の貸出は 1週間を限度とする 

 

３  会員以外への利用は規程の倍額とする 

 

４  本会の活動に有益と思われる場合は代表理事の承認を得て利用料を免除することができる 

 

５  使用に関して、故障・水漏れ・落下により修理が必要となった場合、修理費の一部として   

   10,000円を支払い頂く 

 

※その他、ご不明な点やご質問、ご要望などございましたら、お気軽にお問合せ下さい 

 

 

  

お知らせ 
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

エックス線室の漏洩線量測定事業 

岡山県診療放射線技師会では、線量測定委員が各施設にお伺いしてエックス線室漏洩線量測

定する事業を行っています。漏洩線量測定をご希望の方は、岡山県診療放射線技師会までご連絡

お願いいたします。測定日時について調整させていただきます。 

 

測定の流れ 

１． 測定図面の作成 

初回測定時に今までの線量測定結果とＸ線撮影室の平面図を担当者にお渡し下さい。 

（２回目以降は必要ありません） 戴いた図面を元に漏洩線量測定図面を作成します。 

 

２． 漏洩線量の測定  

測定員２名以上を派遣し、漏洩線量測定を実施します 

（ X線装置の操作は病院様側でお願いします。 

これをもって病院様の立会者とさせていただきます ） 

サーベイメータ、ファントム、トランシーバー等、必要な備品は当方で準備いたします。 

 

３． 測定結果報告書の作成 

後日、漏洩線量測定結果報告書をお届けします。法定規制値以下と認められた施設には

撮影室入り口ドアに貼る、測定済証のステッカーもお送りします。 

 

測定時間 

１室約３０分 

 

測定料金 

基本料金 20,000円 + 1装置・1管球追加毎に 10,000円 を加算させていただきます。 

 

 

測定をご希望の施設がありましたら、岡山県診療放射線技師会まで、お気軽にご相談下さい。 

 

 

  

おお申し込み先 

     〒700-0867 岡山県岡山市北区岡町 16-10-201 

     （公社） 岡山県診療放射線技師会 施設線量測定委員会 宛 

Tel ０８６－２３５－１３１３ 
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

 

 

「変更届」提出のお願い 

 

 

勤務先・自宅住所など変更をされた方は、岡放技事務局まで「変更届」に変更内

容を記入してお送りください。 

「変更届」用紙はホームページのメニュー「入会・変更など」にあります。 

日本診療放射線技師会 JART にもご入会の方は、JART のホームページよりログイン

後、ご自身で登録情報の変更ができます。【推奨】 

（ログインできない方は、岡放技への申請により JARTの変更支援を致します。） 

岡放技独自の会員台帳にて会費管理やニュースの発送など様々な処理をして 

おりますので、是非とも、お忘れなくお知らせください。 

よろしくお願い致します。 
                         【送り先】 

                         〒700-0867 岡山市北区岡町 16-10-201 

岡山県診療放射線技師会 事務局 

                           FAX : 086-235-1515 

                           Mail : oart@oart.jp 

≪追伸≫ 

         過去に引越しをされて、住所変更を出されていない方もおられるようです。 

         確認の為に送って頂くのも歓迎です。よろしくお願い致します。 
 

 

パート事務職員募集 
 

 

時給 900円 別途交通費あり 

  現在 1人事務員がいます。交代で週２or３日程度の勤務をしていただきます。 

メール・Word・Excelなどの入力・書類作成が多いです。 

＊難しいテクニックは要りません。 

＊１ヶ月程は指導期間を設ける予定です。 

  駐車場は１台置けます。 

   月・火・木・金  10：00～14：00 

     水のみ   10：00～12：00 
  

お知らせ 

連絡先 

公益社団法人  

岡山県診療放射線技師会 

岡山市北区岡町 16-10-201 

TEL  086（235）1313 

FAX  086（235）1515 

Mail：  oart@oart.jp 

 

お知らせ 

mailto:oart@oart.jp
mailto:oart@oart.jp
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事務所開所時間：月・火・水・金 10:00～14:00  木 お休み 

 


