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  会      告 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第118回 岡放技セミナー 
 

研修会名 ：  第 118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 1回肺がん部会 CT研修会（肺がん精密検診機関研修会） 

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 9月3日（日） 13：00～15：30  受付12：30～ 

場    所 ： 津山中央病院  医療研修センター２階講義室 

          〒708-0841 津山市川崎1756番地 TEL 0868-21-8111（無料駐車場あり） 

参  加  費 ： 会員・学生は無料 非会員 2,000円 

後    援 ： 岡山県（健第457号：平成29年7月10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 

13：00～13：25【話題提供Ⅰ】 

『            SIEMENS製品情報 - CTについて         』   

            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  

CT事業部  宮西 佐代子 先生 

13：25～13：50【話題提供Ⅱ】 

『            SIEMENS製品情報 - MRについて        』   

            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  

MR事業部  齋木 秀太朗 先生 

肺がん部会 CT研修会 

13：50～14：40【教育講演Ⅰ】   

『 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？～ 』 

滋賀医科大学医学部附属病院   放射線部  牛尾 哲敏 先生 

         

14：40～15：30【教育講演Ⅱ】  

『 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？～ 』 

滋賀医科大学医学部附属病院   放射線部  牛尾 哲敏 先生 
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結核予防街頭キャンペーン 

組織委員長  高尾 渉 

 

 

組織委員会からのお知らせです。 

今年度も下記の要領で結核予防週間キャンペーンを行います。 結核予防を呼びかけるリーフレット、ティッシュ 

ペーパーの配布にご協力していただける方は平成 29 年 9 月 15 日（金） までに岡山県診療放射線技師会 

事務局（TEL:086-235-1313）までお申し込み下さい。  

日 時 ： 平成 29 年 9 月 23 日（土祝）13:00～15:00  

場 所 ： 岡山一番街 桃太郎観光センター前広場 

主 催 ： 岡山県 、岡山県結核予防婦人会・岡山県愛育委員連合会 

 (公社)岡山県診療放射線技師会、 (公財)岡山県健康づくり財団 

 

 参加申し込み締め切り：平成 29年 9月 15 日（金） 

 

 

各施設女性診療放射線技師会員の皆様へ 

『 H29年度桃子会（岡山県女性診療放射線技師の会）』 

アンケートのお願い 

                     桃子会  本田さだえ 

 

平素は大変お世話になっております。昨年『桃子会』を立ち上げ試行錯誤の段階ではありますが、楽しく 

参加していただけるような、そして皆様の声を反映できるような会を目指しております。 

ディスカッション形式で皆さんとお話する機会を持つことが出来たらとは思うのですが、なかなか時間調整が 

とれず申し訳ありません。今回アンケートという形で皆様のお声を大勢の方に届けて、何かお役に立つことが

出来たらと考えております。 

お忙しいとは存じますが、ぜひ皆様のお声をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

お知らせ 
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平成 29・30 年度役員紹介  

会員の皆様宜しくお願い致します  

 
 

 

会長 

 

岡山大学病院 

 大野 誠一郎 

 

 

 6 月 11 日の総会後の臨時理事会において、8 代目の

会長に就任することになりました。 

熊代元会長、藤田前会長時代の財務委員長をさせてい

ただいていた間、60 周年記念事業、公益法人への移行、

JART との合算請求等、様々なことがありました。それらの

経験を生かして、会の運営に臨みたいと考えています。 

若い理事や、女性の理事も入ったことにより、幅広い 

会員の意見を事業に生かしたいと思います。会員の皆さ

まと共に、県民のみなさまに貢献できる会を作ることにより、

診療放射線技師の職業を理解していただくよう努めたい

と思います。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

副会長 

 

 長島愛生園 

  小畑 慶己 

 

 
総会後の臨時理事会において、大野新会長のもと、 

前期に引き続き副会長の大役を担う事となりました国立

療養所長島愛生園所属の小畑慶己（こばた  よしみ）  

です。『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』作りを目標に今期も会員

の皆様と共に活動して参りたいと思っております。    

教育委員会活動では、少数勤務の技師の方々にも  

「診療放射線技師の業務拡大に伴う統一講習会」受講の

推進を図りたいと思っております。また、施設線量測定 

委員会からは、電離箱線量計の貸し出し事業の推進を

図りたいと思っております。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参加とご協力

を今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

副会長 

 

 岡山旭東病院 

  高尾 渉 

 

 

この度、大野会長のもと新体制で走り出した岡山県 

診療放射線技師会において副会長・組織委員長・事務

局委員長の大役を担うこととなりました岡山旭東病院の 

高尾 渉（たかおわたる）です。会員の皆様のための魅力

ある技師会、社会に貢献できる組織つくりを目指し、様々

な研修、社会活動を企画してまいります。微力ながら  

岡放技の活性化に向けて一生懸命努力いたしますので

ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

 

監事 

 

 

  森岡 泰樹 

 

 

 任期中につき留任 

 

 

監事 

 

 草加病院 

  藤田 仁 

 

 

今回監事として、公益社団法人岡山県診療放射線 

技師会の事業内容や、財務関係の監査を務めさせて 

頂くことになりました。岡放技が飛躍・発展していくため 

には、当会が開催します公益事業に関心を持って頂き、

できるだけ多くの方が参加していただくことが一番の条件

です。今年度も、福利厚生事業を含め、多くのイベントを

企画しています。岡放技を盛り上げていくためにも、  

多くの方の参加、協力をよろしくお願い致します。 

役員紹介 
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岡山第一ブロック担当 

理事 

  

岡山赤十字病院 

  梶谷 努 

 

 

この度、前回に引き続き 29・30年度第一ブロック理事、

及び事務局副委員長を務めさせていただきます岡山  

赤十字病院の梶谷です。この２年間、会の運営に携わる

のは初めてでしたが、すこしでも会全体として発展の一助

となればと思い活動してきました。つきましては今後   

ますます会員間のコミュニケーションをはかり皆さまの  

ご要望に添うよう一層の努力を致す所存でございますの

でご指導ご鞭撻を宜しくお願いします。 

 

岡山第一ブロック担当 

常務理事 

 

 岡山大学病院 

  本田 貢 

 

 
この度、理事を務めさせていただくことになりました、 

岡山大学病院の本田です。技師会に入会して 30 数年、

理事として会務に携わるのは初めてですが、会員の皆様

に微力ではありますが力添えができるよう頑張ってまいり

ます。大野会長のもとで財務を引き継ぎ、公益法人として

しっかりした運営に努めたいと思います。どうぞよろしく 

お願い致します。 

 

岡山第二ブロック担当 

理事 

 
川崎医科大学総合医療センター 

  田淵 昭彦 

 

 
 平成 29、30 年度、岡山市中央ブロックの理事を務め 

させて頂くことになりました、川崎医科大学総合医療  

センターの田淵昭彦です。7 年ぶりの理事となります。  

この度は組織副委員長として街頭キャンペーン、出前 

講義等担当させていただくことになりました。一般市民の

方に放射線を使った検査、治療について少しでも理解 

していただき、安心して受診していただくために、    

キャンペーン運営や講師の方々のサポートをして    

いきたいと考えています。ご指導、ご鞭撻のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

岡山第二ブロック担当 

常務理事 

 

 岡山済生会総合病院 

  小林 有基 

 

 

平成 29.30 年度も前回に引き続き岡山中央ブロック 

担当理事、調査委員長を務めさせていただくことになりま

した岡山済生会総合病院の小林です。大野新会長の 

下で新たに出発した岡山県診療放射線技師会を発展 

させていくために、微力ではありますが力添えができれば

と思っています。役員、会員の皆様のご助言、ご協力を 

あおぎ、業務に邁進してゆきたいと思います 。      

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

倉敷第一ブロック担当 

理事 

 

 倉敷中央病院 

  王田 順久 

 

 
この度、組織ならびに福利厚生副委員長を賜りました

倉敷中央病院の王田です。右も左も分からない状況で 

お引き受けし、理事・役員をはじめ会員の皆様方には 

いろいろとご迷惑を掛けることもあるかと思いますが、  

一生懸命務めさせていただきます。福利厚生では    

国府島委員長にご指導いただきながら、会員の皆さまに

喜んでいただけるような企画を催したいと思います。  

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

倉敷第一ブロック担当 

理事 

 

 倉敷中央病院 

  福永 正明 

 

 

この度、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、私は 2 期 4 年にわたって学術委員

として岡放技セミナーの企画・運営に関わってきました。

今後は、教育副委員長並びに学術委員を兼任させて 

いただき、統一講習会、各セミナー・研修会でより多くの

会員の方々に興味をもち、参加していただけるような  

企画を行っていけるようにしたいと思っております。   

よろしくお願い致します。 
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倉敷第二ブロック担当 

理事 

 

倉敷成人病センター 

   藤 照正 

 

 

近藤義昭前理事の後任として平成 29・30年度の倉敷・

水島ブロック担当理事を務めさせていただきます、   

倉敷成人病センターの藤です。平成 15 年 4 月～平成 

23 年 3 月の常務理事・副会長職以来の 6 年ぶりに理事

を務めさせていただきます。今期、組織副委員長として

「乳がんから女性をまもろう」の公益社団法人としての事

業を主に担当させていただきます。この事業は小職が 

初回の立ち上げから係わったもので、乳がん検診は  

その役割が大きく社会から期待されるものとなっています。

マンモグラフィーや乳腺超音波でご活躍の会員の皆様、

どうぞご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

東部ブロック担当 

常務理事 

 

岡山旭東病院 

   池本 裕亮 

 

 
このたび常任理事を仰せつかりました池本と申します。

広報委員として主にホームページ、フェイスブック等での

情報発信を担当いたします。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など

あればメール等で教えてください。編集委員会では   

岡放技ニュース、会誌の作成に携わらせていただきます。

至らない点もあるかと思いますが、岡放技セミナーを  

はじめ、県技師会のイベントに多数の参加を頂けるよう 

努力していきたいです。よろしくお願いいたします。 

 

東部ブロック担当 

理事 

 

 熊山診療所 

  本田 さだえ 

 

 

引き続き理事を務めさせていただく本田でございます。

昨年立ち上げた桃子会（岡山県女性診療放射線技師 

の会）も試行錯誤の段階ではございますが、皆様に楽しく

参加していただけ、皆様の声を反映できるような会を  

目指して頑張ってまいります。どうぞ温かく見守って、  

時には厳しくご指導いただけたらありがたく存じます。  

ポジティブだけが取り柄の私ですが、どうぞよろしく   

お願いいたします。 

 

東部ブロック担当 

常務理事 

 

 備前市立日生病院 

  矢原 謙治 

 

 

前期に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。     

岡放技ニュースや会誌の発行に対し、会員の皆様より 

ご指摘を受けることもございますが、執行部と会員の皆様

を繋ぐ重要な発信源として、これからも責務を果たすべく

尽力してまいりたいと思います。皆様のご協力を宜しく 

お願いします。 

 

東部ブロック担当 

理事 

 

 竜操整形外科病院 

  土本 真也 

 

 
この度、新しく理事を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。技師として働き  

15 年になります。理事として初めてで、至らない点も多く

あると思いますが、大野新会長、理事の方々と共に会員

の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。前任の岡本委員長を引き  

継ぎ施設線量測定委員長を務めさせていただきます。 

施設線量測定事業は岡山県放射線技師会の収益事業

にもなっています。漏洩線量測定を行うと共に、電離箱 

サーベーメーターの貸し出し事業も行っています。   

詳細は事務所までお問い合わせ下さい。 

 

西部ブロック担当 

常務理事 

 

 川崎医科大学病院 

  池長 弘幸 

 

 

今期より岡山県診療放射線技師会会長をはじめ理事

役員の大幅な刷新があり、岡山県診療放射線技師会も

新たな出発を迎えました。そうしたなか岡山西部ブロック

理事および学術委員長を拝命いたしました川崎医科  

大学附属病院 池長弘幸です。少しでも会の活発な運営

や会員皆様のより良い活動の支援に貢献できるよう微力

ですが頑張りたいと思います。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挨拶とさせて 

いただきます、よろしくお願いします。 
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西部ブロック担当 

常務理事 

 

 笠岡第一病院 

  小橋 高郎 

 

 

この度、岡山県診療放射線技師会の理事を拝命   

いたしました笠岡第一病院の小橋です。前期に引き続き、 

教育の担当をさせていただくこととなりました。 

ご存じのとおり、診療放射線技師法が改定され、診療  

放射線技師の業務が新たに追加されました。これらの 

新しい業務を安全に行うための統一講習会の開催を  

中心に事業を開催する予定です。 

皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

西部ブロック担当 

理事 

 

 金光病院 

  田淵 真弘 

 

 
今期より組織委員長から学術副委員長へ転任を   

命ぜられました。昨期 2 年間におきましては組織事業の

目的として組織力強化が最優先課題でありましたが   

決して期待する成果を収めたとは言えません 。      

しかしながら何とか事業を遂行することが出来たのは  

ご協力いただいた組織委員、会員の皆様のおかげです。

さて、学術事業も同様でありセミナーの受講者数は   

組織力を量るバロメータであります。受講者数向上の  

ために脳に響くテーマの選定と受講システムの基盤づくり

が鍵と考えております。セミナーのテーマ選定におきまし

ては診療放射線技術学における三本柱『読影』『被ばく』

『画像処理』を中心に学術委員会で検討していきたいと

思います。皆様の意見を積極的に取り入れながら    

池長委員長をサポートさせて頂きますのでどうぞ宜しく 

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部ブロック担当 

常務理事 

 

 玉野三井病院 

  武田 典之 

 

 

引き続き今期も岡山南部ブロックを担当させて    

いただきます、玉野三井病院の武田典之です。岡山  

南部ブロックの皆様には、ご迷惑をおかけすることも多々

あるかと存じますが、ご指導ご協力の程お願い致します。

また、担当委員会は、近藤義昭前理事の後を引き継ぎ、

表彰・慶弔委員長を務めさせていただきます。表彰・慶弔

に関する会務は今まで経験がありませんが、表彰推薦や

慶弔事について、会員の皆様や役員の方々のご意見に

耳を傾けながら頑張っていきたいと考えております。  

何卒よろしくお願い致します。 

 

北部ブロック担当 

理事 

 

 長野病院 

  国府島 昌之 

 

 
就任を打診された時、「いつまでできるかわかりません

が…」と言っておきながら、既に 6 期目となりました。   

自分自身の能力に全く自信が無く不安のみが 100%で 

就かせていただいたのですが、何とか無事こなしていく 

ことができたのも、歴代会長をはじめ諸先輩理事の   

ご指導はもとより、会員の皆様方のご協力があってのこと

だと大変感謝しています。今期も引き続き福利厚生   

委員長・組織副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。それぞれの事業にも  

改善が必要な点があり、これを一つ一つ解決してく事で、

会員の皆様からのご理解とご協力を得ることができると 

思っています。これからも皆様の力をお借りしながら魅力

ある企画を立てていきたいと思っていますので、その際は

是非参加をお願いしたいと思います。 
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北部ブロック担当 

理事 

 

 津山中央病院 

  光岡 由企夫 

 

 

前回に引き続き、北部ブロックおよび学術副委員長を

担当させていただきます。津山中央病院の光岡由企夫

です。今回新任された池長学術委員長と共に岡放技  

セミナーなどの学術関連イベントを通して、会員の皆様に

役立つ情報を提供していきます。また、勉強会も様々な

モダリティーを取り入れて、皆様が興味を持つ内容にして

いきたいと思います。至らぬ点もあるかと思いますが、 

今期もよろしくお願い致します。 

 

 

相談役 

 

 

  大村 博信 

 

 
前年度に引き続き相談役を仰せつかりました。微力 

ながら本会の発展のために尽くしますのでご協力の程 

よろしくお願い致します。 

 

 

顧問 

 

 津山中央記念病院 

  山本 一雄 

 

 
引き続き今期も顧問役を仰せつかりました。「相談を 

受け、意見を述べる」という顧問の役割を果たしていきた

いと思います。会長を始め、役員体制も変わりました。 

「岡山県技師会は活力ある技師会」であるよう、役員皆様

の更なる活躍を期待しています。 

 

 

顧問 

 

 倉敷中央病院 

  熊代 正行 

 

 

岡放技の理事会に JART 役員会議が重なることが多く、

職務を全うできないことが多々ありますが、岡放技の発展

のために、微力ながら引き続き顧問としてお役に     

立ちたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

顧問 

 

 小西整形外科 

  北山 卓一 

 

 

引き続いて、公益社団法人岡山県診療放射線技師会

の顧問を拝命いたしました、北山卓一です。これまでの

理事、監事としての経験を活かし、当会の運営・事業に

多方面からサポートし、顧問として幅広い社会の視野を 

もって関わっていきたいと思います。公益性が維持   

できますように事業に参加、理解をいただき、当会の発展

のため御協力よろしく御願い致します。 

 

 

事務 

 

 岡放技事務所 

  田原 妙子 

 

 

平成 21年度より「ちょっとお手伝い・・・」のつもりが、

今日に至っております。もうしばらく、会員の皆様の 

お役に立てるよう、努力をしていきたいと思います。  

よろしくお願いいたします。 
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第 78回公益社団法人日本診療放射線技師会定時総会報告 

                             

大野誠一郎 

 

第 78 回日本診療放射線技師会定期総会は、平成 29 年 6 月 3 日（土）午前 11 時か

ら午後 2 時まで東京都  千代田区にある日経ホールで開催された。日差しの強い晴天の日であった。岡山県診

療放射線技師会からは、藤田会長、小畑･田原両副会長、大野常務理事の 4 名が参加した。全国から参加した代

議員は、185名のうち  出席者 170名、欠席 6名、委任状出席 9名 計 179名の出席のもと開催された。 

定時総会は総会次第に基づき進められた。開会の辞を佐野副会長が宣言され、続いて中澤会長より開会の挨

拶があり、この中で３つの話があった。１つ目は、業務拡大に伴う統一講習会のことである。現在、9,000名を超える

方が受講しているが、さらなる業務拡大を要望するためにはより多くの方に受講した実績を作り、それを軸に次の

業務の明確化を考えているとのことである。２つ目は、診療放射線技師学校養成指定規則についてである。   

現行の 95単位から 105単位への変更を要望したが 102単位で行くこととなった。特に臨床実習は、医師がやって

いるような参加型を実現したい。３つ目は、診療放射線技師教育の在り方についてである。現在、養成校 46 校中

33 校(約 72％)が４年生大学である。学士が標準の時代になっている。将来６年制教育を目指して、全国の会員の

皆さまに修士を目指してほしいとのことであった。 

次に、平成 28年度物故会員 41名の方のご冥福を祈り黙祷を行った。 

続いて、山本表彰委員長から、厚生労働大臣表彰について、本会よりの推薦 10 名、各都道府県よりの推薦 47名

の報告と本会役員等の功労表彰 5名、地域役員の功労表彰 6名、50年勤続表彰 21名、30年勤続表彰 360名、

学術奨励賞 8名を答申したことが報告された。  

 議事を開始するに当たり総会運営委員長より議事進行についての報告があり、議長として、福岡県の中村氏と 

埼玉県の田中氏が選出され、承認された。 

 次に、平成 28年度事業報告、平成 28年度決算報告、平成 28年度監査報告があり、質問があった。 

① 代議員のメーリングリストを作って連絡網としたらよいのでは。 

→ 地域理事がおられるので、地域理事を通した連絡網のほうが明確である。 

② 臨床工学技士会が ESWLを業務としているが、X線を使用するのでは。 

→ 一度確認したい。医療従事者同士の連携を図りたい。 

③ 女性活躍推進イベントに８地域で 30万円ずつ配分している。 

→ 各地域主体型をとっている。30万円を上限としてお願いしている。 

④ 表彰の人数が、総会資料と表彰委員長とで異なっている。 

→ 表彰委員長の発言が正しい。 

⑤ 会員促進のため、年齢構成が判れば。 

→ 総会資料の年度別、都道府県技師会会員数の推移表を参考にしてほしい。 

⑥ 決算報告に事業ベースのものをつけてほしい。 

→ 公益法人として義務づけられてはいないが、理事会では報告している。総会資料に載せるかどうかは、 

   今後検討したい。 

 

 

 

報告 
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ここで、午前の部が終了し、ランチョンでシステム工業会の野口雄司先生の特別講演「平成三十年度診療報酬

改定に向けた取り組みと課題」についてで、検像と装置の精度管理を含めた技術料や技師の人員配置など   

総合的な評価を要望している旨の内容であった。 

 

午後からは、第 1 号議案 平成 29 年度事業計画（案）、第 2 号議案平成 29 年度予算（案）についての報告が  

あり、いくつかの質問があった。 

① 統一講習会を含め、会員の増加に力を入れてほしい。 

→ 昨年より 510名ほど会員が増加している。保険制度も学生時代から引き継ぐ形態で普及させたい。 

② 会誌の内容がホームページから見られるようにしてほしい。 

→ 今後、検討したい。 

③ 総会資料には、全国学術大会で２つの分科会の開催しか載っていないが。 

→ ２つの分科会しかしないのではなく、実際には出ているが記載はしていない。 

④ 奨学金について、予算にはないが。 

→ 予算としては入れていないが、応募があって予算が発生する形となっている。 

定員は２名で一時貸し出す方法を予定している。 

   

第 1 号議案と第 2 号議案の採決が行われ、どちらも否決 0 名、保留 0 名、賛成 182 名、棄権 1 名で承認     

された。最後に、第 3 号議案 定款･諸規定の改正案について報告があり、否決 0 名、保留 0 名、賛成 183 名、 

棄権 0名で承認された。 

閉会の辞を熊代副会長が宣言され、総会を終了した。 

 

 

 

 

 

 

出席された（左から） 

田原副会長、藤田会長、 

大野常務理事、小畑副会長 
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公益社団法人 日本診療放射線技師会 創立 70周年記念式典 

 

大野誠一郎      

 

平成 29 年 6 月 2 日（金）、パレスホテル東京にて公益社団法人日本診療放射線技師会 創立 70 周年記念  

式典が行われた。梅雨入り前の晴天の日であり、岡山県診療放射線技師会からは、藤田会長、小畑･田原    

両副会長、大野常務理事の 4名が参加した。全国から 280名の出席のもと式典が執り行われた。 

主催者を代表して中澤会長による挨拶があり、武井貞治厚生労働省医政局医事課長より祝辞があり、小倉明夫 

日本放射線技術学会代表理事ら来賓の祝辞があった。 

続いて、厚生労働大臣表彰が執り行われ当会藤田会長を含め 57名の受賞者が紹介された。受賞者代表として

小林一郎 JART理事が壇上に上がり表彰を受け、謝辞を述べた。 

 記念講演会では、昭和女子大学理事長・総長の坂東眞理子氏より、「共生社会に求められる人間力」と題した 

実体験に基づく講演があった。 

 夕刻より、記念祝賀会が行われ、鏡開き・乾杯の後祝宴が執り行われた。 

橋本岳厚生労働副大臣や横倉義武日本医師会長をはじめ、来賓より祝辞があり祝宴は盛大に盛り上がった。 

 

  

祝賀会の様子                         挨拶をされる中澤会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 
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一般の方向けのコーナー  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１２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、Q16 よりご覧下さい。 

 

Q16 放射線の胎児への影響について教えてください。 

 

A16 妊娠のステージは，通常，月経齢か妊娠齢で表されます。月経齢とは，最終月経の最初の日を，妊娠ゼロ

週ゼロ日として数える方法です。この場合には，妊娠 2週の終わりまでは，実際には受精卵はなかったことになりま

す。妊娠齢では，受精の日がゼロ週ゼロ日となります。妊娠齢は超音波などを使った，胎児の頭等の計測等から

決められます。わが国では一般に月経齢が用いられています。 

 胎児の時期は，着床前期，器官形成期，胎児期の 3 時期に大きく分けられます。着床前期は，受精した受精卵

が子宮に着床するまでの時期であり，受精後約 8 日間です。器官形成期は，細胞が分化して個々の臓器の元に

なる細胞ができる時期で，受精後 3週から 8週の時期です。それ以降が胎児期です。 

 胎児は，時期により放射線の影響が異なります。着床前期は分裂したそれぞれの細胞が，いわゆる万能細胞 

です。放射線等でどれかが傷ついても，他の細胞がカバーしますので，生まれてくる子供には障害は見られ   

ません。胎児被ばくで重要になるのが器官形成期です。細胞の分化が進んでいく時期であるので，この時期に 

被ばくして一部の細胞が死ぬと，奇形や新生児死亡の可能性が出てきます。広島・長崎の胎内被爆では，小頭症

が見られています。しかし，これらは確定的影響で，それ以上では発生しないというしきい値があります。その   

しきい値は 100 mGy です。胎児期の初期も脳の発育に関わる重要な時期で，この時期には精神発達遅延や   

発育遅延が見られることがあります。これらのしきい値は 100 mGyから 200 mGyです。25週を過ぎると安定な時期

となります。ICRP 勧告は，「100 mGy 未満の胎児線量を妊娠中絶の理由としてはならない」，「通常の X 線診断  

でも，胎児線量が 100mGy に達することはない」と強調しています。妊娠中にレントゲン検査をしたからといって， 

それで胎児に異常は生じない，レントゲン検査を理由に妊娠中絶をするな，といっているわけです。 

 「CT 検査を受けた後に妊娠が分かったが，どのように対応するべきか意見を聞かせてほしい」との問い合わせが

あったそうです。上述のようなお話をしたところ，CT 検査の時にはまだ受胎していなかったことが判明し，大いに 

安心していただいた，と聞いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般の方へ 
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財務委員会よりお願い 

 

平成２９年度の会費納入期限が９月３０日となっております。 

                         お早めに納入をお願いいたします。 

＊ 多くの方が、日本診療放射線技師会との合算での請求となっております。 

                コンビニでのお支払いが可能になっております。 

＊ 岡放技だけ支払いがある場合は、岡放技専用の払込用紙をお送りしております。 

                ゆうちょ銀行のみの対応となります。 

お問合せは事務局（TEL:086-235-1313）まで 

 

 

真庭の山歩き 

落合病院  松原 英明 

 

 

みなさんは何か趣味をお持ちでしょうか。日々の仕事に追われ、疲れた時の息抜きに必要なものです。最近、

新たな趣味として山歩きを始めました。山育ちの私にとって、わざわざ山を歩くなんて疲れるだけじゃないかと  

思っていたのですが、友人から誘われた大山登山がきっかけとなったのです（今から思えば、初心者向けと言いな

がら最初に大山とは少し無謀だったかなと・・・）。登り始めて 1 時間は楽しみながら歩いていたのですが、日ごろ 

から運動不足の私にとって頂上までの 3 時間（全行程 6 時間）はまさに修行でした。しかし、ようやくたどり着いた 

頂上からの眺めは最高で、まったく興味のなかった山登りも悪くないなと。 

 その後、もっと手軽な山歩きはないものかと思っていたら、ありました。私の住んでいる近くには、手軽に登れる 

山がいくつもあるのです。真庭には、蒜山三座（上蒜山、中蒜山、下蒜山）をはじめ、三平山、星山、毛無山、  

津黒山など他にも多くの山があります。これらは標高 1,000m 程度、登山道も整備されており、2 時間以内で登頂 

できる手軽な山です。 

先日も、この中の三平山に行ってきました。蒜山高原の西端にある標高 1,010m の山です。特に予定のない  

休日、天気がよかったので急に思いついて出かけました。登山口までは、我が家から 40 分程度。途中のコンビニ

でおにぎりとお茶を買い 9:30 に山歩き開始（妻はどんな山でもアタック開始と言っています）。新緑の中、     

整備された登山道を進んでいきます。10:00 しばし休憩。1 時間足らずで頂上に到着。頂上からは眺めがよく、  

蒜山三座、大山、遠くには弓ヶ浜まで見えました。少し早い昼食を済ませ 30分ほど滞在して別ルートで下山開始。

遠回りでしたが 12:00 に登山口に到着しました。（全行程 2 時間 30 分）その後、蒜山で買い物して 15:00 帰宅、 

お手軽山歩きを楽しみました。 

真庭にはこのような気軽に登れる山がいくつもあります。春は新緑を浴び、夏は暑さに耐え、秋は紅葉を楽しみ

ながら山頂を目指す実に気持ちのいいものです。最近は、山ガールブームもあり妻も一緒に楽しんでいます。  

機会があれば真庭の山にお越しください。 

 

お願い 

会員の声 
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山頂からの大山 蒜山三座 
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