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新しい年を迎えて 

 

（公社）岡山県診療放射線技師会 

会長 大野誠一郎 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は、本会が地方自治法施行７０周年記念 岡山県知事表彰を受賞いたしました。 

このことを糧に新年を迎え次のステップへと心が引き締まる思いです。 

業務拡大に伴う統一講習会は、今年度はあと２回、来年度も４回の開催を企画しています。 

診療放射線技師の業務拡大のためにより多くの皆さまに受けていただくようお願いいたします。 

 皆さまご承知のように、「柔道整復師法の一部を改正する法律案」が議案として国会へ提出されました。 

日本診療放射線技師会は断固反対されています。本会も共同し活動していく必要があります。我々の職業を   

脅かす法案を阻止するためにも、我々の代表を国会へ送り込むことは大きな強みとなります。 このようなことが  

あると、皆さまとの結束の重要性を強く感じています。 

2 月 25 日には、（公社）日本診療放射線技師会 中澤会長に諸問題についての取り組みと、今後の方向性に

ついて講演をお願いしています。多くの諸問題を我々にとって良い方向に進めるために、中澤会長と一緒に協働

していけるよう皆さまとの理解を深める場と考えております。 

今年は、第３４回日本診療放射線技師学術大会、第６回アジア放射線治療シンポジウムが山口県下関市で開

催されます。 中四国地域での開催であり、多くの会員の皆さまに参加していただき今後の職業向上のお役に立

てていただきたいと思います。 

本年も、本会の事業を通して会員の皆さまと結束

して多くの課題に立ち向かい、県民の皆さまに我々

の職業を理解していただけるよう運営していきます。 

本年もどうぞ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・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

 

研修会名  ：  第 9回 Okayama Technologist Cubicセミナー 

『  AI と医療そして‘絆’   ～ Beyond AI with humans ～ 』 

 

主    催  ：  公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

             一般社団法人 岡山県臨床検査技師会 

             一般社団法人 岡山県臨床工学技士会 

日    時  ：  平成 30年 1月 20日（土） 13：45～  受付 13：15～ 

場    所  ：  岡山国際交流センター B1 レセプションホール  （近隣に有料駐車場有り） 

〒700-0026 岡山県岡山市北区奉還町 2丁目 2番 1号  TEL 086-256-2905 

募    集 ： 事前に各会 25名（当日参加 OK） 

参 加 費 ：  無料 

 

プログラム 

13：45～14：45 【第一部】 

『  医療×AIの展望  』 

株式会社 日立製作所 ヘルスケアイノベーション研究センター 

荻野 昌宏 先生 

 

14：50～16：20 【第二部】 

『  絆こそ宝    ～人と組織の元気力を高めるコミュニケーション＆メンタルヘルス～  』 

こころ元気配達人  鎌田 敏 先生 

 

 

 

岡山国際交流センター案内図  

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

 

研修会名  ：  第 120回 岡放技セミナー 

岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会 

平成 29年度 第 3回肺がん部会 CT研修会（肺がん精密検診機関研修会） 

平成 29年度 第１回胃がん・大腸がん研究会 

主    催  ：  公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

日    時  ：  平成 30年 2月 25日（日） 12：50～16：30  受付 12：20～ 

場    所  ：  岡山大学鹿田キャンパス内 マスカットキューブ 

〒700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町 2丁目 5−1 無料駐車券を発行します 

参 加 費 ：  会員・学生は無料 非会員 2,000円 

後    援  ：  岡山県（健第 845号：平成 29年 10月 12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 

13：00～13：45 【教育講演Ⅰ】 

『  超高精細 CTの臨床活用  ～胸部領域を中心に～  』 

岡山大学病院  医療技術部 放射線部門 

森光 祐介 先生 

 

胃がん・大腸がん研究会 

13：45～15：15 【教育講演Ⅱ】 

『  大腸ＣＴ検査 初めての方から応用まで  』 

川崎医科大学 消化管内科学 准教授 

松本 啓志 先生 

 

 

15：30～16：30 【第 4回 技師長会議】 

 

『  日本診療放射線技師会の政策と今後  』 

公益社団法人 日本診療放射線技師会 会長 

中澤 靖夫 先生 

 

  

  会      告 
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岡山大学鹿田キャンパス案内図 

 

 

第４回技師長会議開催について 

                           組織委員長  高尾 渉 

 

ＪＡＲＴ中澤会長講演 

日   時  平成30年2月25日（日） 

場   所  岡山大学鹿田キャンパス マスカットキューブ3階 

講演時間  15：30～16：30 

演 題 名  「日本診療放射線技師会の政策と今後」 

17:00 ～ 19:00  中澤会長を囲んで懇親会を行います。 

岡山大学病院 1階フードコート  

会費 4000円 たくさんのご参加お待ちしています。 

 

第120回岡放技セミナー後に開催されるＪＡＲＴ中澤会長講演を第4回技師長会議と合同開催といたします。

多くの会員の皆様にご参集いただき私たちの今後の診療放射線技師業務について考えてみたいと思います。

また終了後には上記の通り懇親会を開催いたします。たくさんの会員の皆様のご参加をお待ちしております。 

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

 

日本診療放射線技師会『業務拡大に伴う統一講習会』 

        開催のお知らせ 

 

教育委員長  小橋 高郎 

 

平成 27 年の診療放射線技師法一部改正による業務拡大に伴い、業務の安全な実施のために行っている  

『業務拡大に伴う統一講習会』も本年度も ２ 回開催いたしました。 さらに多くの会員等の皆様に受講して    

いただけるように、平成 29年度にさらに ２ 回の開催を予定しております。 

現在、県による医療監視立ち入り検査の際に、同講習会の受講についての確認が求められているようです。  

ぜひこの機会に多くの方に受講いただけますようお願いいたします。 

① 岡山会場 

日  時 ： 平成 30年 2月 17日（土）・18日（日） 

場  所 ： 岡山大学病院予定 

 

② 岡山会場 

日  時 ： 平成 30年 3月 3日（土）・4日（日） 

場  所 ： 岡山大学病院予定 

 

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。 

  

お知らせ 
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 『第 6回会員家族交流会』を開催いたします！ 

福利厚生委員長  国府島 昌之 

 

 会員の皆様には日ごろお世話になっています。今回の家族交流会は『吹きガラス体験』を企画してみました。

グラス、一輪挿し、小鉢の中からひとつ選んで作っていくそうですが、ぜひ、皆様の独創的な(!?)創作センスを

遺憾なく発揮してみてはいかがでしょうか。また、「小さなお子様もスタッフがしっかりとサポートするので、  

安心して体験が出来ますよ。」とのことですので、お子様連れの方もどんどんご参加ください。もちろん、   

お一人での参加も OKです。みんなでモノ作りを一緒に楽しみましょう！！ 

 なお、工房の都合上、参加上限を 15 名程度とさせていただいています。締め切り前までに上限に達した場

合、お断りをさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

  

お昼には児島・下津井でたこめしやたこ焼きそばなどいかがでしょうか？また、児島駅前には新鮮な魚介類

や海産物の加工品などの即売所もありますよ！！ 

 

記 

 

1. 日 時 ： 平成 30年 2月 4日（日） 10：00～（集合 9：45） 

2. 場 所 ： 吹きガラス工房 Glass Ten Studio 

              〒712-8052 岡山県倉敷市松江 1-3-15  090-1359-1688 

            国道 430号線沿い CoCo壱番屋 倉敷東塚店・GEO水島店の南 

瀬戸中央自動車道「水島 IC」より約 10分 

3. 参加費 ： 一人（組） ￥3,000（税込み） 

4.  申込み方法：参加希望の方は、 ①氏名 ②会員番号 ③施設名 ④連絡先 ⑤参加人数        

（大人、小人それぞれ）を必ず明記のうえ、『（公社）岡山県診療放射線技師会 事務局』までメール、

または FAXにてお申し込みください。 

なお、メール、FAXの件名には必ず『吹きガラス体験参加希望』とお書きください。 

           岡山県診療放射線技師会 事務局 

                               Mail：okahougi_jimu@yahoo.co.jp 

                         FAX：086-235-1515 

5. 申し込み締め切り：平成 30年 1月 25日（木） 午後 13：00着信(受付)分まで 

6. お問合せ：長野病院 放射線科 国府島昌之  

                               Tel：0866-92-2361（代） 

                               Mail：n-hp.koh@naganohp.jp 

                               090-1019-3858（携帯） 

7. その他：技師会から参加費補助があります。また、参加上限に達した場合は岡放技ニュース、   

もしくはホームページでお知らせいたします。 

8. 参加の注意：以下の内容をよくお読みください。 

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

お作りいただけるもの 

グラス、小鉢（12cm）、一輪挿しの中から 1つ選んでお作りいただけます。 

 

■お持ち帰りについて 

・手渡しをご希望の方は翌日以降お持ち帰りいただけます。 

ご都合の良いときに工房までお越しください 

・ご希望の場合は、完成次第発送となります（別途送料）。 

体験のスケジュール・詳細 

①来店・受付 

②制作手順の説明 

③制作体験 

 

※上記の流れは目安です。 

当日の状況によって流れが変更になる場合があります。 

支払い方法 当日現金にて集金いたします。 

 

１．体験時間について 

体験時間 30分 

所要時間 

   （集合～解散） 
約１時間～ 

 

２．参加資格について 

対象年齢 
６歳～ 

13歳未満の方は保護者の同伴が必要です。 

 

３．準備していただくもの 

基本 動きやすい服装, タオル, 汚れてもよい服・肌の露出の少ない服 

参加の際、次の服装は  

避けてください。 
熱に弱い素材の服装(ナイロン、ポリエステルなど) 

 

 

＊  申し込み方法のアドレスはイベント申し込み専用のものです。間違いの無い様にお気をつけください。 

＊  連絡先はご自身の携帯や PCまたは施設、いずれでも結構です。必ずお書きください。 

＊  参加費は現地にて徴収させていただきます。 

＊ 応募の状況によっては中止させていただく事もあります。その場合、平成 30 年 1 月 28 日（日）までに  

連絡させていただきます。何卒ご了承ください。 
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放射線の基礎講座： 

病院でエックス線検査を受けられる方へ（第１４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、Q18 よりご覧下さい。 

 

Q18  

前回，どんなに少ない放射線でも発癌を起こす可能性はあると言っていました。 

胎児の場合には放射線感受性が高いということでしたね。 

では，小児がんや白血病の可能性は高まるのではないですか。 

 

A18  

放射線による胎児の発がんのリスクは，妊娠のほぼ全期間を通して，小児と同程度であると考えられ

ています。胎児が 10 mGy被ばくすることによって，小児がんが 40%増加すると見積もられています。

10 mGy で 40%というのは随分大きなリスクだと考えられてしまいますが，放射線被ばくをしない場合

の小児がんの自然発生率は 0.2%～0.3%と極めて低いのが現状です。これが 40%，つまり 1.4 倍に 

増えたとしても，0.2%×1.4～0.3%×1.4，すなわち，0.3%～0.4%となるだけであって，一人一人の胎児

が生まれて，やがて小児がんとなるリスクは，実際には無視できると考えられます。 

広島・長崎の原爆で子宮内被ばくをした人の中では，今日まで過剰な発がんは認められていません。 

  

一般の方へ 
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第 119回 岡放技セミナー開催報告 
 

学術委員長 池長 弘幸 

 

平成 29 年 11 月 26 日 日曜日 倉敷中央病院 大原記念ホールにて、第 119 回 岡放技セミナーが  

開催された。当日は、曇りの寒い日となったが、44名が参加した。 

 話題提供として、東芝メディカルシステムズ株式会社 大坪 和義先生より「CT 最新技術紹介」と題して、 

東芝社製 CT 装置の被ばく低減技術と超高精細 CT について講演がなされた。最適な X 線エネルギーの 

出力、新開発の高効率検出器さらに電気ノイズ低減技術による pure VISION OPTICSテクノロジー、AIDR3D

や FIRST による画像再構成技術、線量コントロールで低減効果に寄与しない下限域において kV 値をさげる

Sure kV 技術等の開発によって、更なる被ばく低減とともに画像ノイズやアーチファクトの少ない画像の提供

が可能であるとの内容であった。つづく超高精細 CT では、面内、体軸方向の空間分解能を従来比で 2 倍と

することで、新たな生体情報の取得が可能となった。その適応部位は、肺の微小構造、頭部の細血管の描出、

腹部腫瘍辺縁構造のより詳細な描出等の臨床画像の紹介がなされた。特に肺構造で HRCT を作成すること

なく単純拡大操作だけで HRCT に劣ることなく画像所見が読み取れる点が興味深く感じられた。今回の講演

を経て今後の CT装置に大きな期待が膨らんだ。 

 教育講演では、金光病院 田淵 真弘先生による「肺がんの区域浸潤」と題して、CT 画像から肺がんと  

推測できる特徴的な所見についての講演がなされた。今までも、スピキュラ、ノッチ、肺静脈の流入等の   

肺がんにもよく見られる特徴的ないくつかの所見についての知識はあったが、さらに肺動静脈の流入を   

認める場合、肺動脈の経路を中枢測まで追って肺区域を同定し複数区域にまたがる所見は、強く肺がんを

疑うとの内容であり、とても新鮮であった。なお、金光病院での統計データでは 52%の確率で肺がんであった

との報告がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告 

 大坪 和義 講師 

 田淵 真弘 講師 

セミナー会場風景 
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桃子会企画 講演会開催報告 

桃子会   本田 さだえ 

『ちょっと考えてみませんか？私達の将来』 

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 

 

研修会名  ： 第 119回岡放技セミナー＆桃子会合同企画 

日    時  ： 平成 29年 11月 26日（日） 15：10～16：10 

場    所  ： 倉敷中央病院大原記念ホール 

参加人数  ： 44名（女性 5名） 

 

今年度桃子会では、ファイナンシャルプランナーのプルデンシャル生命保険株式会社岡山支社小林新吾

先生より『ちょっと考えてみませんか？私たちの将来』というテーマで御講演いただきました。 

働くうえにおいて、将来設計はとても重要になってきます。ただ毎日に追われなかなか将来を考える時間も、

お若い方でしたらまだまだ先の話だし…とピンと来ないのが実情です。 

知っているようで知らない、聞いてみたいけど機会がなくて…。実は私自身もその一人でした。 

先ず保険の種類①定期②養老③終身のそれぞれのメリット、デメリットを丁寧にご説明いただきました。   

（この時点でえっ？？知らなかったこと勘違いしていたことが多く、早速自分の加入している保険を再確認  

して、きちんと内容を把握しなくては…と焦ってしまいました。） 

また将来の大きなお金のお動きとして①家②教育③老後の 3 つがあり、これに向けて各自ライフプランを  

立てることが必要であり、そのための貯蓄の大切さをしっかり教えていただきました。 

家族みんなの幸せに向けて将来を見据えるという言葉は、とても感銘を受けました。ご参加くださった皆様 

ありがとうございました。また学術委員の皆様、理事の皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

講師の小林先生 

講演の様子 

会場の様子 
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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 4回 CS9研修会 

「アンガーマネージメント 

～イライラや怒りの感情に振り回されていませんか～」を開催して 

CS9実行委員 逸見 典子 

本田さだえ 

 

第 13 回中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT 2017）の中で、JART 特別企画として CS9 が企画した

「アンガーマネージメント ～イライラや怒りの感情に振り回されていませんか～」を開催しました。 

平成 29 年 12 月 3 日(日)10：10～11：20 にあわぎんホール(徳島文化会館)で、講師はヒーリングアトリエ   

創美館代表・アンガｰマネージメントコンサルタントの内田美佐先生にお願いしました。 

 開催後のアンケート結果から、参加者は 99 人、50 歳代の男性が一番多くご参加いただきました。      

この年代の方は熱心に自己啓発を行い少しでも働きやすい職場環境を作ろうと努力されている印象を   

受けました。先生からは怒った後で後悔しないような怒り方をすることが重要であると学びました。       

自身の怒りのタイプを理解し、対処できるようになりたいと思います。 

 ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。また、JART 企画に取り上げ、CSFRT プログラムの中で  

実施させていただきました事を大変ありがたく思います。大会長をはじめ関係者の皆様に深謝いたします。 

 

次回の第 5 回 CS9 研修会は平成 30 年 11 月に開催される第 14 回 CSFRT 開催に合わせて行います。   

テーマは女性の働き方です。ぜひ広島県でお会いしましょう。 

 

研修会の様子 

  

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

 

初めて海外の学会に参加して 

岡山済生会総合病院 画像診断科 

中川 潤一 

 

平成 29 年 11 月 26 日～12 月 1 日にわたり、アメリカのシカゴで開催された RSNA2017 に参加しました。 

実は 4 年前から演題を提出しているのですが、今年やっと演題が採択されました。メールで採択通知を見た

ときの喜びを今でも覚えています。海外発表は初めてで、海外への経験も少なかったため準備が大変でした。

皆さんは ESTA って知っていますか？ESTA というのは電子渡航認証システムの略称で、アメリカに入国する

際に必ずインターネットのウェブサイトで米国出入国カードを電子申請しなければならないシステムです。  

パスポートがあっても ESTA を申請していないとアメリカには入国できません。当初私は知らなくて、      

ある Dr に「ESTA って登録した？」と訪ねられたことで初めてその存在を知りました。そこから地球の歩き方を

読んで学習しました。 

そして成田空港から 13 時間かけてシカゴに入国し、会場のマコーミックプレイスに到着しました。      

話には聞いていましたが、改めて学会の規模の大きさに驚きました。私は Education で発表形式は      

電子ポスターでした。知らない方から Like（いわゆるいいね！）をいただいたのは非常にうれしかったです。 

日中はほとんど学会場に滞在していましたが、観光ではフィールド美術館や産業科学博物館に       

足を運びました。 

食事に関しては生地の上にミートソース、中にチーズがたっぷり入って 3cm 前後厚みがあるシカゴピザ、   

ステーキそしてシュラスコは絶品でした。ただ何を食べてもアメリカサイズで大きく、毎食かなり腹が膨れて  

苦しみました。後半２日間はシカゴの食事を体がうけつけなくなり、中華料理やタイ料理で米や麺類を食べて

何とか乗り切りました。 

最後になりますが今回初めて海外の学会に参加して貴重な経験ができました。このような経験をさせていた

だくにあたり協力してくださった多くの皆様に感謝して、日々の業務に邁進していきたいと思います。 

以上 

 

 

平成 29 年度岡山県診療放射線技師会活動 

アンケート調査のご案内 
 

 

平成 29年度岡山県診療放射線技師会活動アンケート調査を、下記日程で実施します。 

会員の皆さまのご回答ご意見を承り、今後の技師会運営活動等に役立てていきたいと思います。      

お忙しいところご負担とは存じますが、一人でも多くの方に、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

実施期間  平成 30年 1 月 11日（木） ～平成 30年 2月 9日（金） 

アンケート用紙に回答をご記入の上、返信用封筒で返送をお願い致します。 

会員の声 

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

 

『   H29年度桃子会（岡山県女性診療放射線技師の会）』 

アンケート報告 
                     平成 29年 8月 15日～9月 15日実施 

                           桃子会  本田 さだえ 

 

平素は桃子会では大変お世話になっております。 

大変遅くなりましたが、8/15～9/15 まで岡山県女性診療放射線技師を対象にアンケートをさせていただき    

189 名中 113 名の方より回答（回収率 59.8％）をいただきましたのでご報告させていただきます。今後男性技師の

皆様の声もお聞きしながら、よりよい働きやすい環境作りに向けて、皆様に情報発信ができたらと考えております。 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

『   H29年度桃子会（岡山県女性診療放射線技師の会）』アンケート 

 

1.あなたの年齢 ①20代 52名 ②30代 28名 ③40代 25名 ④50代以上 8名 

 2.家庭状況 

   ①単身 57名     ②単身子供有 2名 ③共働き子供無 7名  

④共働き子供有 36名 ⑤その他 2名           （無記名 9名）   

3.勤務状況 

②雇用形態（1）常勤 100名（2）非常勤 3名（3）パート 4名（4）（無記名 6名） 

 

4.現在の仕事についてお尋ねします。 
 ①満足している 24名   ②まあまあ満足している 60名 

 ③少し不満あり 11名   ④改善してほしい  3名   （無記名 15名） 

  それぞれの理由を教えてください。 

    ・楽しく働けている×2 

    ・休みがとりにくい（ほぼ取れない） 

    ・上司が適切な指導をしてくれない 

    ・中間管理職の不足 

    ・有休がとりやすい（体調不良などの急な休暇にも対処してくれる）×5 

    ・忙しいが学ぶことが多い（多くの経験ができる） ×6 

    ・給料が安い ×4 

    ・休日・祭日出勤が多い（ボランティア精神） ×2 

    ・長期休暇が取れない 

    ・環境、人間関係がよい ×10 

    ・やりがいがある仕事だから（知識を活かせる） ×11 

    ・当直などの免除をしてもらっている 

    ・定年後残業無しはありがたい 

    ・子育てに理解がある 

    ・特に大きな不満もなく働けている 

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

    ・休暇が希望通りにとれる（学校行事など休暇をとりやすくしてほしい） 

    ・うまくいかないことが多い 

    ・先輩が理解あり、指導力がある 

    ・上司が男尊女卑で、行動に一貫性がない  

    ・昔と今との考えが変わらないので、上司が変わるのを待つしかない 

    ・院内に病児保育があり助かっている 

    ・考えると不満ばかりになるので考えないことにしている 

    ・時期によっては休みが取れない（健診業務など） 

    ・高いスキルを持った先輩が近くにいるので刺激になる 

    ・子供が小さいので定時に帰れることがありがたい 

    ・他部署との情報交換ができる環境にない 

    ・勤務体系などの労働条件が、入所時と変更になっており労働条件の不満あり 

    ・給料面での条件は良くないが、勤務に融通が利くのでやりやすい 

    ・部署内は問題ないが病院全体での不満あり 

    ・一人勤務なので休日出勤もあり、勉強会などへの参加ができない 

    ・技師以外の仕事量が多すぎる ×2 

    ・女性技師が 1人なので MMG検査から離れられない 

    ・以前に比べたら人数も増え、時間外業務も交替が出来ずいぶん楽になった 

    ・仕事量が少ないので育児をしながらの両立ができる 

    ・拘束時間が長い 

 

5.結婚・出産・介護など仕事で休暇をとられた経験のある方にお尋ねします。 

①希望にそった休みが取れた  38名  ②無理を承知で取らせてもらった 8名  

③全く希望通りとれなかった  3名 

  それぞれの理由を教えてください。 

    ・公休（婚姻のため）を早めに届けたので希望通りとれた。 

    ・1年産休・育休が取れた 

    ・産休は今に比べると少なかったが初めての女性技師だったので大事にしてもらった。 

    ・職場の理解がある ×4 

    ・保育所入所まで育休をとらせてもらえた 

    ・自分には直接言われないが不満を持っている人もいるのではないだろうか 

    ・もともと早期の仕事復帰を望んでいたのでそのために頑張った 

    ・同じ仕事に戻れたので不安はなかった 

    ・育児休暇は一週間しかとれなかった 

    ・職場に産後すぐ復帰するのが当然のような風習があった ×3 

    ・当時人数が少なく産休も半分しか取れなかった 

    ・女性技師同士で妊娠時期が被らないようにした 

    ・産休時の補充がなく申し訳なかったが、家庭も大事にしたかった ×4 

    ・他の女性技師と時期が被ったので、他のスタッフに迷惑をかけた 

    ・休暇は無理と思っていたが上司と相談して 2回に分けてとることができありがたかった 
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事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

    ・少し前ではあるが当時技師の人数が今より多かったので休暇がとれた 

    ・休暇中パートの確保が出来たのでありがたかった 

    ・女性技師が一人なので休みがとれない 

    ・人がいなくて育休など取れる状態ではなかった（産前産後もあまりとれず） 

    

 6. 結婚・出産・介護などで休暇をとって復帰された方にお尋ねします。 

 ①復帰してよかった 31名 ②復帰が早すぎた 6名  ③検討中 1名 

  

それぞれの理由を教えてください。復帰に対するアドバイスなどもありましたらお願いします。 

 ・子育て世代に寛容・理解がある ×3 

 ・急な休みにも対応してもらえる 

 ・仕事を続けていたので離婚後も影響が少なかった 

 ・生活にメリハリがある ×3 

 ・子育てで忙しいが、自分の力を出せるので復帰してよかった ×2 

 ・復帰するのが当たり前だと思っていた ×2 

 ・育児ストレスから解放（しかし両立は大変）され心に余裕ができる ×2 

 ・復帰までは不安が多かったが、思ったよりスムーズに頑張れる 

 ・子供の病気などで急に休まなくていけないことが多く職場に負担をかけた（復帰が早かったのだろうか…）

×3 

 ・職場の流れで産休後すぐ復帰したが、もう少し子供との時間が欲しかった ×2 

 ・長期の休暇は仕事に不安があった 

 ・家族の理解があったので早い段階で復帰できた ×2 

 ・うまく保育園に入所でき、近くに病児保育があり助かっている 

 ・職場の都合も考慮に入れ、上司と相談し思ったほどの長期ではなかったが 

   職場で温かく迎えてもらえた（ごり押しをしなかったのがよかったのか） 

 ・復帰が早く体力的にきつかった 

 ・金銭的に余裕ができる ×4 

 ・仕事しているので、それ以外の時にそのぶんも子供へ愛情が注げた 

 ・ブランクが長いと復帰に不安が出てくるので 

 ・育児休暇・介護休暇も全く希望通りとれない 

 ・復帰した時感謝の言葉がありがたかった ・ 

 

7.女性技師として働き方についてお尋ねします。 

① 特に意識せずに働けている 96名  

②  男性技師との差別を感じたことがある 11名 

① 不満がある（上司他に相談したことがある ・誰にも相談できない 3名） 

 特に問題を感じていることがあったら教えてください 

・区別はあっても差別はない 

・男性技師からのセクハラ発言（休みを取ると「結婚か？」「彼氏ができたのか？」） 

・既婚者は残業しないのに、独身者にしわ寄せがくること 
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事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

   ・女性技師に求められることが多いのに、業務量の配慮のない男性技師が多い。 

   ・産業医に相談したが改善策はない 

   ・定年を待つしかない 

   ・女性の立場から後輩の技術、人間性を育てていきたい 

   ・患者さんが「女性の技師さんがよい」と希望されることも多く、かえって男子の方が差別を感じているのではな

いだろうか ×3 

   ・腕力の差があり、患者さんの移乗など男性を頼りにすることもあるが 

それは差別とは思わない 

・上司は男女平等というが、やはり乳腺系は女性が係わることが多くなりその分拘束される ×2 

・年齢とともに当直、オンコールが負担に感じるようになった 

・差別とはいかないまでも差があるのは事実 

・給料面での差はないと思う 

・休み時間のお茶の用意は女性がするものという考えがあった（上司に訴えたら 

 「女性が入れた方がおいしいから…」と腑に落ちない返事だった） 

・えこひいきがあるが誰にも相談できない 

・子育てが落ち着くまでは仕事のブランクもあり、また子供の行事が多くて技師会などの勉強会にほとんど  

参加できなかったのがとても残念であった ×2 

・女性技師が一人なので MMG検査から離れられず、ほかのモダリティー検査につけない 

（その分呼び出しは外してもらっている） 

・客観的にみて知識、技術が劣っている感じがあったら自分のスキルアップしかない 

（理不尽ならハラスメントに訴えるべき） 

・女性だから無理だと言われないように頑張っている 

                               

8.今までにセクハラ・マタハラなど感じたことがある方にお尋ねします。 

 1）記入できる範囲で教えてください 

   ・男性技師から「被ばくするから子供が産めなくなって、婚期が遅れるぞ」と言われた 

   ・休みを取ると「結婚か？」「彼氏ができたのか？」と言われる。 

   ・彼氏の有無、結婚について意味なく突っ込まれる 

   ・上司の行動、発言が男尊女卑 

   ・医師・技師からのセクハラ（本人の自覚の有無はわからない） 

   ・パワハラ発言は普通にある 

   ・あったかもしれないが気に留めなかった 

   ・クレームがあった時上司に「女だから舐められるんだ」と言われた 

   ・妊娠を発表した途端、態度が冷たくなった技師がいる 

   ・妊娠の時期の指定があった（仕事の忙しい時期に妊娠は避けてくれと）×4 

   ・産休・育休を取得したので後輩が先に昇給した（自分の中では納得した） 

   ・飲み会の席でほかの人から日頃可愛がっていただいている上司との関係を『不倫しているだろうと』と言われ

た（いくら酔った席でもあり得ない） 

・好き嫌いを言動・態度に出され辛かった 

   ・妊娠中体調が悪く座っていたら「仕事をしてください」と言われた 
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事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

   ・気を使って少ししか育休をとっていないのに代休がたくさんあるのにと言われた 

   ・若い時（休日・時間外）の呼び出しのファーストコールは自分にと言われ毎日のように呼び出しがあった。 

   ・妊娠中体調不良で思うように動けない時同性から嫌な視線を受けた 

   ・少し前までは問題にしてもらえず我慢することが多かった ×2 

 

 2）そのことで解決策をとられた方がおられたらアドバイスをお願いします。 

   ・女性上司に相談したが解決まで至らなかった。 

   ・産業医にも相談したが解決策は見つからず 

   ・上司から注意してもらった 

   ・世の中の流れとともに（問題になるから）以前より減った気がする 

   ・妊娠を発表した途端、態度が冷たくなった技師がいる 

   ・妊娠の時期の指定があった（仕事の忙しい時期に妊娠は避けてくれと） 

   ・飲み会でのパワハラ発言を指摘したがその人は覚えていないと言われたが納得できずその上の上司に掛け

合って対応してもらった（退職も覚悟で） 

   ・ひたすら我慢した 

   ・調子のよい時にしっかり仕事をして休める環境を作る 

   ・味方をつけておく 

 

9.先輩技師の皆様へお尋ねします。仕事を続けてこられた理由を教えてください。 

（後輩技師より質問がありました） 

    ・生活のため、お金のため ×17 

    ・家族の支えと理解があったから ×8 

    ・職場の業務形態が自分に合った働き方が可能だったので続けられた ×2 

    ・職場の環境がよく、働きやすい（職場の人間関係がよい） ×16 

   ・働くことで外の世界と繋がっていたい欲求があった ×2 

   ・家庭と仕事と相互にストレスを発散でき、うまくバランスが取れている 

    ・資格を無駄にしたくないから 

（やりがい、モチベーションアップにつながる）×6 

    ・周りの信頼が厚く、仕事に達成感がある ×3 

    ・患者さんからの感謝に応えたい ×3 

    ・子育てのみの生活は自分には合わないと思う ×2 

    ・自分なりにできることを頑張ってやればよい（仕事と子育てのバランスをとりながら） ×2 

    ・職場を変えることは勇気がいるから 

    ・何度か辞めようと思ったが他に資格もなく、何となく過ぎていった ×2 

    ・経済的に自立するべきだと思っていたので働くのは当然だという意識あり 

    ・世の中こんなものだとあきらめて続けている 

    ・自分が自分らしくあるために頑張ってきた 

    ・相手にばかり求めるのではなく自分が変わるようにして人間関係も上手いった 

    ・呼び出しや日直などを外してもらえたから 

    ・人が好きだから 
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    ・無理せず頼れる時には頼り任せる 

 

10.先輩技師の皆様へ聞いてみたいことやお願いなどありましたらお書きください。 

    ・転職しなかったことを後悔したことがありますか？ 

    ・夏休みなどの長期の休みをどう対応されてきたか？ 

    ・妊娠をいつの時点で職場に報告されましたか？ 

    ・妊娠時の業務について（通常勤務？当直免除？被ばくに対する考慮など知りたい） 

    ・仕事をするうえで常に心掛けていることは何？ 

    ・やりがいを見つける（職種にこだわらず頑張っている人を見たり知るのは大切） 

    ・出産後の復帰の経験談などを聞いてみたい 

    ・仕事と育児の両立について経験談を聞きたい 

    ・女性技師として定年まで働けるのか？ 

    ・お子さんの病気などで急な休みが取れるか？ 

    ・結婚・出産で働き方を変えたか？ 

    ・仕事・家庭・育児を両立するコツを教えて欲しい 

    ・忙しくても声を掛けやすい雰囲気を出していてほしい 

    ・お子さんがおられる方はワークライフバランスをどう考えておられますか？ 

 

11. 後輩技師の皆様へアドバイスやお願いなどありましたらお書きください。 

   ・休むことに罪悪感はいらない（できるときにしっかりやる！！） 

   ・同僚方へ休みなどのフォローをしてあげるように    

   ・いろんなことにどんどん挑戦してスキルアップしてほしい ×3                            

   ・男性技師の皆様、しっかり協力お願いします 

   ・子供がいることを考慮した行動や発言をしてほしい 

   ・学校ではないのだからすべて教えてくれると思わないでほしい。 

   ・仕事はやっただけ楽しくなります 

   ・続けられるなら頑張ってほしい 

   ・わからないことはどんどん聞いてほしい ×4 

   ・お互い感謝の気持ちをもって（言葉の意味を理解して）、助けられるときに助け合えばいいと思う（自分が変

われば相手もかわるはず） ×4 

   ・無理をしない（どうしても無理な時は休む・辞めるも選択肢にすればいい）×3 

   ・長く勤めればいろいろことに遭遇するであろうがやはり普段の態度・仕事ぶりで、必ず困ったときに助けてく

れる人はいる 

   ・後で後悔しないためにも勉強できるときにしっかり勉強してほしい 

   ・一人だけで頑張ってもできないこともあるので、困難は 2人以上で解決しましょう。 

 

12.桃子会へのご意見・ご要望などなんでも… 

   ・桃子会は既婚、子供有の人が対象ですか？？ 

   ・技術だけでなく知識や教養が身につくような勉強会を希望、医療に関連していればなおいいと思う 

   ・技師一人施設などの急な休みの時にどなたか来ていただけるシステムの希望 
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   ・地方の施設への求人が少ないので対策はないだろうか 

   ・子育て中で勉強会などに参加できないが情報が欲しい時の対策をお願いしたい 

   ・各勉強会などの案内、情報をもっと連携がとれないか 

   ・LINEなどのグループ作成が出来たらいろいろ話ができるのではないか 

   ・育児休暇などの派遣ができるような体制ができるとありがたい ×3 

   ・勉強会、イベント時に託児の環境が欲しい（コストはかかるかもしれないが） 

   ・桃子会の会員サイトなどを作り、書き込み自由の質問サイトみたいなものがあれば 

    情報交換の場になるのでは？ 

（全国の女性技師専門サイトがあればなおいいと思う） 

                           

 ※ありがとうございました 
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