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平成２１年度全国赤十字病（産）院診療放射線技師業務研修会報告 

 

日本赤十字放射線技師会 

学術理事  浅妻 厚 

 

平成２１年６月８・９日、本社２０１会議室において、平成２１年度全国赤十字病（産）

院診療放射線技師業務研修会が開催されました。講演としては、赤十字職員として職業倫理

高揚のため研修会には欠かせない本社講演（医療事業部企画課長 大野博敬様）、災害医療に

関する教育講演（兵庫県災害医療センター副センター長 中山伸一様）、ＭＲ分科会に依頼い

たしました学術講演（仙台赤十字病院 安彦茂様）の３講演を実施しました。さらに今回は、

教育講演に引き続き、「今から始められる災害医療支援」と題しまして、駒井一洋氏（名古屋

第二赤十字病院）、山根晴一氏（鳥取赤十字病院）、中田正明氏（兵庫県災害医療センター）、

小川宗久氏(神戸赤十字病院)のＤＭＡＴ研修修了者 4 名に、パネルディスカッションを行っ

て頂きました。近年、災害医療が注目を集めており、この問題は赤十字職員として避けては

通れません。他人事ではないと関心を持って頂けたら幸いと思っています。 

会員研究発表は、今回は特に要望演題は設けなかったため、バラエティに富んだ１３演題

の発表があり、充実した研修会を実行できたと自負しております。又、今回初めて会員研究

発表における優秀賞及び 優秀賞の選考を行い、４演題に対して表彰を行いました。今後の

研究発表の活性化に一役買えればと願っております。 

尚、研究発表につきましては、各セクションの座長である井澤秀恭氏（日本赤十字社和歌

山医療センター）、新藤裕之氏（水戸赤十字病院）、竹野修一氏（熊本赤十字病院）に要約を

お願いいたしました。 

後になりましたが、各演者及び座長そして各施設におきましては、ご多忙中にもかかわ

らず会にご協力いただき、御礼申し上げます。おかげを持ちまして充実した業務研修会を開

催することができました。改めて御礼申し上げます。 

今回の優秀発表賞は、下記の皆様です。更なる研鑽と共にご活躍を祈念いたします。 

優秀発表者（順不同） 

高津 安男氏（大阪赤十字病院） 

山本 絵美氏（京都第二赤十字病院） 

齋藤 幸夫氏（深谷赤十字病院） 

古西 健太氏（広島赤十字・原爆病院） 
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第一部 会員研究発表 座長集約 

 

 日本赤十字社 和歌山医療センター 

井澤 秀恭 

 会員研究発表の第一部は CT に関するテーマで５題の発表がありました。 

１、冠動脈 CT 撮影時の被写体位置が画像に及ぼす影響 

  冠動脈 CT 撮影時被写体と心臓の部位が、CT の回転中心に位置したときそれぞれの分解能

を比較した発表でした。CT 撮影の基本である回転中心に、目的部位を置くことが忘れら

れ被写体を回転中心に、位置することが多くなっています。この実験結果により目的部

位心臓を中心にすることにより、高コントラスト分解能、ノイズ及び低コントラスト分

解能の物理学的検討で分解能を向上させることが分かり、大変有用であると思います。 

２、当院の心臓 CT 撮影技師育成における見本解析画像の作成 

  心臓CT撮影での画像解析で見本解析画像をもとにワークスステイションで行うことで技

師の心臓画像解析の訓練及び技術育成に有用な手段になるとの報告でした。 

  心臓CTの画像解析は技師が作成する施設と放射線技師が画像だけ作成して循環器医師が

解析する施設があるが循環器医師の方が色々なデータをもとに作成するので良いと思わ

れますが、ただできない場合もあり技師が作成する方法としてはよい訓練になると思わ

れます。 

３、CTによる内蔵脂肪面積測定ソフトFat scan1000例の経験と肺気腫計測ソフトLung Vision

の使用経験 

  CT 装置による内脂肪面積ソフト Fat scan と肺気腫計測ソフト Lung Vision の使用経験の

発表でした。 

  メタボリックシンドロームの診断基準としてウエスト周囲径男性８５㎝女性９０㎝以上

（内蔵脂肪面積１００㎠以上に相当）に加えて次の２項目以上（血清脂質異常・血圧高

値・高血糖）を有する場合をメタボリックシンドロームと診断されています。その中の

内蔵脂肪面積を測定するソフトが開発され精度も良く今後この検査が有用になると思い

ます。 

   又、肺気腫計測ソフトは、国内で急増する COPD（慢性閉塞性肺疾患）の分類の一つ肺

気腫の早期発見方法の一つとして、CT 画像による低吸収領域の分布の評価がもちいられ

ます、ただ誤差が大きく正確でないため、三次元的に肺気腫領域を抽出し、評価するソ

フトがラングビジョンであります｡肺気腫の原因は不明ですが、肺気腫患者の８０％は喫

煙者であることで治療はなく予防としては煙草を吸わないことから、禁煙外来の患者の

禁煙効果が簡単な CT 検査でよく、カラーレポートで分かり易く非常に良いソフトである

と思います。 

４、OPE 室 CT の使用経験 

  新棟の手術室に新規導入された手術室 CT 装置の使用経験の発表でした。 

  手術室に CT 装置が整備されている施設は少なく、みなさんが望んでいる施設も多いかと

思います、装置は IVR 用のガントリー自走式で Large Bore の MDCT である。手術直後に

CT が撮影できることが利点である。ただ何か理由はあると思いますが使用実績が少ない

こと、自走式であるため安全面に気を配らなくてはならないことなどが考えさせられる

ことである。 

５、MV Cone Beam CT の使用経験 



  近年治療装置は Mega voltage cone beam CT（MVCT）撮像が可能な装置で、その治療装置

を使用した経験の発表である。IMRT（強度変調放射線治療）など定位放射線治療が普及

しています。複雑で且つ高度な治療を精度良く行うには、正確な患者の位置合わせが必

要となってきます。そこで病巣の位置決めを高精度に自動的に行う IGRT（画像誘導放射

線治療）により、治療精度が向上しています。 

  治療装置の照射精度の向上により多方向から病巣に集中照射ことにより正常組織を傷つ

けることなく、病巣部位に照射する事が可能です。 

病巣への照射精度をより一層の向上を期待しています。 

 

以上５題は診断・治療・検査にかかわる、多種に活躍している CT の発表で私たち技師の業

務に役立つものだと思います。演者のみなさまの今後の活躍を期待しています。 

 

第二部 会員研究発表 座長集約 

             

水戸赤十字病院  

新藤 裕之 

会員研究発表第二部は、MDCT の Volume Data を利用した診断領域のポジショニング、MRI,

マンモグラフィの３つの領域に対する４演題でした。 

１ 大腿骨上顆軸撮影（Epicondylar View）の検討 

 松山赤十字病院で人口膝関節置換術の術前･術後の評価をするために撮影している大腿

骨上顆軸撮影の検討についての発表でした。膝の人工関節置換術を受けるような患者様は

一人で支えもなく立位を保持するのは、困難なケースが多いと思います。そのような患者

様に対して、座位での撮影を可能にする補助具を作成し Retrospective に MDCT の Volume 

Data から 3D CT 画像を作成し再現性のある撮影を可能にするために検討を行ったすばらし

い研究発表だったと思います。さらに、これから撮影条件、X線の入射角、フィルタ処理、

結果で報告なさっているポジショニングの際の内外転の度合い等について、さらなる研究

をしていただき次の研究発表につなげていただきたいと思いました。 

２ 頭部単純 X線撮影法の検証と新しいポジショニング法の提案 

      －頬骨弓軸位と Waters 氏法を対象として－ 

  診断領域の撮影においては、撮影する部位によって、大なり小なり、どちらの施設でも

撮影者の経験値や技術によって、再現性に差が出るなど、場合によっては再撮をしなくて

はならないケースになることがあると思いますが、今回、前橋赤十字病院では、頭蓋骨に

おいて今まで蓄積された MDCT の Volume Data を Retrospective 見直し Volume Rendering

画像および Raysum 画像を作成することによって、単純 X線画像と比較検討し基準点を決め

角度を計測することによって検証を行い、意外と撮影者間でバラツキがでてしまいそうな

撮影角度に対して一工夫し、新たな基準を作ることによって、角度計などを使わずに目視

だけのポジショニングでも再現性が高く、撮影者間での差が小さい撮影が可能であるとい

う、すばらしい研究発表だったと思います。これからも、他の撮影部位においても同様の

研究をしていただきたいと思いました。 

３ MRI における手関節部機能撮影補助具作成および解析の試み 

 手関節は様々な運動を行うが、特に診断情報として重要なのは掌背屈運動であるという

背景から、一般撮影による掌背屈運動の観察には限界があると考え、まずは補助具を作成

し、それを使用して掌背屈運動の機能解析を試みたという研究発表でした。補助具は非常

に安価（５００円ぐらい）で比較的簡便に作成することができたそうですが、それを使用

することによって角度に対する再現性を保つことができ、他の施設においても同じスタデ



ィを簡単に行うことが出来るのは、すばらしい事だと思いました。また機能解析において

も、各角度の変化をグラフ化することで動きを可視化でき、理解しやすくなった。という

ことですので、早く臨床応用をしてそれについての研究発表をしていただきたいと思いま

した。 

４ デジタルマンモグラフィとアナログマンモグラフィにおける低コントラスト分解能の比

較 

   京都第二赤十字病院では現在スクリーンフィルムを用いているが、デジタル化を目指

し検討中であり、解像度に関してはデジタルの方が良いとは考え難いが、低コントラス

ト分解能に関しては明らかではないという背景から、導入を検討している CR の読取装置

と既存のスクリーンフィルムシステムで、それぞれ撮影線量、画像処理パラメータにお

いて比較検討を行った研究発表でした。研究内容は、きちんとした理論と処理に基づき

結論づけられたすばらしいものだと思いますので、実際に撮影を行う条件の範囲内（撮

影線量・管電圧等）で検討を行っていただいて、さらなる結果における研究発表につな

げていただきたいと思いました。 

 

 私自身、初座長ということで演者の方々にはご迷惑をおかけしたかもしれませんが、会 

員の皆様のおかげで無事おえることが出来たことを感謝しています。ありがとうございまし

た。 

 

第三部 会員研究発表 座長集約 

 

熊本赤十字病院 

   竹野 俊一 

 今回、会員研究発表の充実を目指し新しい試みとして第一回目の座長の 1 人として参加さ

せて頂き誠にありがとう御座いました。 

まず、会長をはじめ学術部の先生方の意欲と熱意に深く感激いたしました。それに答える

様に会員の皆様も発表者のみならず会場方々も熱心に参加され有意義な時間であったことを

申し添えます。 

さて、私の担当セッションは 4 題で被ばく軽減、リスクマネ－ジメント、病診連携、災害

医療に関する発表でした。全ての発表に共通するものは、今まさに医療が直面している事柄

であり、同時に我々単独の職種では上手に解決できない事ではないかと思います。今から我々

が目指す指針のような演題でした。 

『FPD オーバーチューブ透視装置における術者被ばく軽減への取り組み』では術者の被ばく

低減に努めるために、まず、我々が出来ることで装置の特性をよく知る調べることから始め

られて、散乱線の空間的広がりを認識することによって現実的な対策を取れるように導いた

ことが重要です。今や TV 透視は殆どが治療目的での使用で長時間に及ぶ場合もあり、出来る

だけ短時間かつ安全を確保するには治療に従事する医師・看護師・放射線技師のチームワー

クと専門領域の情報交換が必要です。また、防護用品の新規購入や更新にも重要なデ－タと

なります。専門領域に固執せず医療従事者の観点に目を向け患者さんに向き合う姿を連想し

ました。古西先生ありがとう御座いました。 

『当院放射線科におけるリスクマネ－ジメントの取組みと課題』ではインシデント・アク

シデントレポ－トは今や医療に定着しつつあると思われますが、まだ非常に個人的な出来事

である様に考えられる場面もあります。今回の発表の着目点は事例の分析と予防策の立案・

実施の継続性を訴えられていることが重要なポイントでした。リスクマネ－ジメントの 大

の目的はアクシデントを防止することです。その為に多くの有益なインシデントレポ－トが



必要なのです。現在、感じるのは単独業種でのアクシデントは殆ど対策がとれているのでは

ないかと思います。しかし、現実の現場は異業種間での情報伝達の問題など全体で話し合い

相互理解の上で対策を取らないと医療事故につながる危険性があることを演者は継続的とい

う言葉で表現なさったのかと思います。アクシデントは個人に重くのしかかります。施設全

体での安全マニュアルの実態に沿った簡素化や現場物品配置・人員配置など環境整備も必要

と思われます。西山先生ありがとう御座いました。 

『可搬媒体による診療情報提供の問題』では、正に現在医療が取り組むべき課題であると

思います。病病連携・病診連携は患者さんにとって、また社会にとって重点課題です。我々

の現場で発生する医療画像は今や単独医療機関のものではなくなってきています。正確に安

全に重要な診療情報を特に医療画像を届けるのは不可欠です。今回の発表では紹介される側

の立場に立って診療情報提供の問題を語っておられることは、全ての方々の心に残り改善点

を見出すいい機会を与えて下さったものと思います。 

増田先生ありがとう御座いました。 

『災害医療におけるコメディカルの必要性』では、災害医療という医療の原点とも云うべ

き重要な演題でした。救急医療という 先端医療の中での経験は多数の方々が経験があるも

のの災害医療でのコメディカルの必要性を熱く語られる姿には圧倒されました。災害という

究極の状況で専門職としてではなく医療従事者としてなにをなすべきか？そのためには何が

必要なのか？一語一句が心に響く発表でした。日常の診療や救急医療で培われた医療知識や

経験が重要であり、チ－ムとして連携し協力し合う姿がありました。少し観点を変えてみる

だけで医療の根本を学ぶ必要性や日赤の果たすべき継続的役割について意識させる素晴らし

い発表でした。 

さて、このセッションをまとめさせていただきますと、キーワードは“連携”であると思

います。医療機関どうしの連携、医療職種間の連携、また同職種種間の連携、患者さんから

考えるとあたりまえことなのです。少し考え方を縦横に観点を移すだけでいいと思います。

これからは競争よりも協力が必要なキーワードではないでしょうか。 

後に皆様のご協力に深く感謝いたします。ありがとうございました。 
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報告（定期総会議事録）                日本赤十字放射線技師会会誌 電子１号 

****************************************************************************************** 

 

第５６回 定期総会 議事録 

 

１．日 時 ：平成２１年６月８日（月） 午後３時３０分 ～ ５時 

２．会 場 ：日本赤十字社 本社２０１号室 

３．出席者 ：日本赤十字放射線技師会 会員 １１６名 

４．議事録作成人：常任理事 総務担当 辻 秀憲 

５．総会次第 

① 開会の辞 

② 会長挨拶 

③ 表  彰 

④ 総会議事運営報告 

⑤ 議長選出 

⑥ 議事録署名人・採決係り任命 

⑦ 議事 

         第１号議案  平成２０年度事業経過報告 

         第２号議案  平成２０年度決算報告 

         第３号議案  平成２０年度監査報告 

         第４号議案  平成２１年度事業計画(案) 

         第５号議案  平成２１年度予算（案） 

         第６号議案  その他 

⑧ 役員改選 選挙管理委員会報告 

⑨ 議長解任 

⑩ 閉会の辞 

 

上記の総会次第に基づいて、当技師会 益井会長の挨拶にはじまり、表彰に移る。 

 

表彰委員長の戸口理事により紹介される                           

功労賞は、１１名  奨励賞は、施設 １施設 、個人 ３名  感謝状は 1 名 

 

表彰後、次に、総会議事運営報告（資格審査報告）を事務局の磯田理事より報告 

本日の出席者 １１６名、委任状提出者 １０８１名、合計 １１９７名（９６％）の 

確認より、会則第２０条の規定に基づき本総会は成立しますと報告。 

 

次に、議長選出となる。会場より立候補がないため、執行部より２名を推薦した。 

 大田原赤十字病院 手塚 章一様   福岡赤十字病院 山口 英雄様 

 

議長より、議事録署名人・採決係りを会場より４名を任命 

      議事録署名人は、神戸赤十字病院   中田 正明         

              足利赤十字病院   蓼沼 志織         

         採決係りは、前橋赤十字病院   長瀬 博之                

              大分赤十字病院   凍田 淳平            

議長の進行により議事に入る。 



第１号議案から第３号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質問に入る 

☆Ｑ：基金の決算報告がないのは、なぜか 

  Ａ：昨年の総会でも説明があったように、郵便貯金法による会計を一本化したため、 

予備費に掲載している。 

☆Ｑ：決算報告で、繰越金が年々減っている関係上、今後、赤字になるのではないか 

Ａ：会誌発行料や会議数を減らす方向でいるため、今のところ懸念はありません。 

 ☆Ｑ：組織率について、教えていただきたい 

  Ａ：組織率は、現在、９５％です。会費の納入率は、１００％です。 

 ☆Ｑ：決算報告で、会誌売却費とは、何か 

  Ａ：メーカーさんより、会誌購入の申し出があり、１冊１，０００円で、３０冊の売 

却となった費用です。 

 

採決にはいり、第１号議案から第３号議案までは、賛成多数で承認された。 

 

次に第４号議案から第５号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質問に入る。 

☆Ｑ：２１年度予算案で、会誌広告収入が、２０万円と減額になっているのはなぜか 

Ａ：１９年度は６２万円、２０年度は４９万円と、年々減っており、社会情勢や企業 

  の経営事情により、各企業の広告収入の削減があります。本年度は、期待できない

と考えております 

☆Ｑ：ブロック活動費、各１０万円の予算があるが、これは、強制なのか 

Ａ：７ブロック全てに活動をお願いしておりますが、やはり、地域性もあるため、検討

はしていただいているが強制はできません。活動していないブロックの分を削減す

るわけにはいかない。活動しているブロックを目標にして、それぞれ、活発に活動

していただきたいと思います。  

☆Ｑ：事業計画の中の分科会活動の目的を明確にしたらどうか 

Ａ：各分科会の世話人に一任のため、現在のところ、明確になっていませんが、今後目

的を明確にして、ホームページ（ＨＰ）に掲載していく予定です。 

☆Ｑ：メーリングリスト（ＭＬ）とＨＰの活用方法についてはどのようにされているかＡ：

ＨＰを中心に掲載するだけでは、情報伝達力不足のため、今後、ＨＰとＭＬの２ 

本立ての発信を考えています。 

 ☆Ｑ：ＭＬの内容をチェックしているのか 

  Ａ：現段階では、社会的問題もありますので、チェックせざるを得ないです 

 

採決にはいり、第４号議案から第５号議案までは、賛成多数で承認された。 

 

次に第６号議案の報告・承認があり、賛成多数で承認された。 

 

次に、役員改選が行なわれ、選挙管理委員長より報告された。 

立候補者の定数を満たしているため、立候補者の当選と報告があり、承認されました。 

平成２１、２２年度の役員は以下のとおり 

会  長： 益  井 謙       （松江赤十字病院） 

副 会 長： 清  水 文 孝   （深谷赤十字病院） 

      ＊広報担当兼務 



副 会 長： 久保田 利 夫   （前橋赤十字病院） 

       ＊学術担当兼務 

監  事： 鈴  木 利 男    （赤十字医療センター）  

   々  ： 中  里 明     （足利赤十字病院） 

常任理事 

事 務 局： 磯  田 康 範   (松江赤十字病院） 

総  務： 辻   秀 憲  （京都第二赤十字病院） 

学  術： 浅  妻 厚    （神戸赤十字病院） 

財  務： 前 川 栄 寿   (成田赤十字病院） 

組織調査： 石  田 智 広  （福井赤十字病院） 

企  画： 新  美 孝 永  （名古屋第二赤十字病院） 

表  彰： 戸  口 豊 宏  （大分赤十字病院） 

ブロック理事 

北海道ブロック：川井 明彦 （函館赤十字病院） 

東 北ブロック：新田  仁 （盛岡赤十字病院） 

東 部ブロック：林   智 （長岡赤十字病院） 

中 部ブロック：福吉 正利 （静岡赤十字病院） 

近 畿ブロック：中島 敏博 （姫路赤十字病院） 

中四国ブロック：西田 史生 （松山赤十字病院） 

九 州ブロック：三谷 孝二 （今津赤十字病院） 

ブロック委員 

北海道ブロック：欠  

東 北ブロック：欠 

東 部ブロック：星野 洋満 （前橋赤十字病院） 

中 部ブロック：金子  彰 （高山赤十字病院） 

近 畿ブロック：内橋 宣尚 （中町赤十字病院） 

   々   ：浅妻  厚 （神戸赤十字病院） 

中四国ブロック：真貝  勝 （徳島赤十字病院） 

   々   ：梶谷  努 （岡山赤十字病院） 

九 州ブロック：吉見 公作 （鹿児島赤十字病院） 

 

以上にて、議事を終了したので、議長は解任となった。 

後、中里副会長に閉会の辞をもって、総会は終了となった。 

 

以上 

                平成２１年   月   日 

 

                  議事録署名人               ㊞ 

                  議事録署名人             ㊞ 
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東部ブロック活動報告 
 

                               水戸赤十字病院   海老沢平司 

                                     

第 22 回東部ブロック研修会が水戸赤十字病院の主催の下、平成２１年１１月２８日(土)、

２９日(日)の両日ひたちなか市のホテルニュー白亜紀にて開催しました。快晴のなか、眼下

には太平洋の大海原を望む中世代白亜紀の地層の上に建つホテルには、参加 18 の施設から総

勢 61 名の出席者を迎え魅了しました。 

今回は慣例になっている教育講演および特別講演を割愛し、日本原子力研究開発機構の施

設見学を研修に取入れ会員の見聞を深めようと企画しました。従って、会員の研究発表を研

修会 1日目に充て、放射線治療２題、管理関係３題、CT１題、MRI２題、一般撮影（乳腺）２

題の全１０題が発表されました。研究発表のそれぞれが業務多忙のなか、技術向上のために

日々研鑽している会員の姿が強く感じられました。会場では全ての発表に活発な質疑応答が

あり知識の向上と業務の参考に繋がったと思います。また、研修会運営会議および技師長・

課長会議では清水副会長、鈴木幹事、そして林ブロック理事よりそれぞれ今後の「会」の運

営の一部変更(取入れ)や連絡等がありました。そして、情報交換会では郷土料理の「あんこ

う鍋」を囲み、研修会とはまた違った雰囲気の中で施設を越えた情報交換と親睦が図られた

と思います。 

研修会２日目は早朝より東海村にある日本原子力研究開発機構東海研究開発センターの施

設見学のためにホテルを後にしました。東海開発センターの核燃料サイクル工学研究所と原

子力科学研究所 J-PARK の２施設を２班に分かれそれぞれ見学しました。東海研究開発センタ

ーは、原子力機構の 大の研究開発拠点として国内外より多くの研究者を受入れ、原子力に

関するありとあらゆる研究開発をしている国内 大級の施設です。見学時には係の方が丁寧

にいろいろとわかり易く説明してくださって会員も熱心に耳を傾けておりました。さすがに

原子力の研究施設だけあってセキュリティーは非常に厳しく、取扱っているモノの重大さと

参加者のだれもが広大な敷地と研究内容に驚きと少しだけ見聞と知識の向上(??)を感じる取

ることが出来たのではないかと思いました。 

［研修会プログラム］ 

  開催日 ： 平成２１年１１月２８日（土）、２９日（日） 

  場 所 ： ホテルニュー白亜紀 （ひたちなか市磯崎町） 

【第１日目】 １１月２８日（土） 

  13:00   受付 

  13:30   開会式 

         開会の辞           水戸赤十字病院  山縣徳治 

         当番病院あいさつ       水戸赤十字病院  海老沢平司 

         当番病院事務部長あいさつ   水戸赤十字病院  小沼均 

    13:45  会員研究発表 第１部 座長  水戸赤十字病院  野澤哲也 新藤裕之    

①  放射線治療 「放射線治療装置（直線加速器）の精度管理」 

              水戸赤十字病院        塩谷浩之 

②  放射線治療 「Cyberknife Ⅱ」について 

              日本赤十字社 医療センター  鈴木英二 

③   X 線 TV 「JSGI ファントムによる装置点検」 



              水戸赤十字病院        菊池正見 

④   業務改善 「健診胃透視検査における業務改善」 

              小川赤十字病院        村田雅弘 

⑤  管理運用「放射線科部内業務改善の試み」 

              深谷赤十字病院        中山 進 

    15:00  休憩 

    15:15  会員研究発表 第２部 座長 水戸赤十字病院  北澤雅人 菊池美弥 

① CT  「死後 CT（DOA－CT）における撮影条件の見直し」 

              大田原赤十字病院       大谷津崇 

② MRI 「3.0T MRI 頸部拡散強調画像の画質改善における SSGR 法の有用

性の検討」 

              水戸赤十字病院        新藤裕之 

③ MRI 「当院における乳腺 MRI 検査～THRIVE、e-THRIVE 法の比較～ 

              水戸赤十字病院        西丸貴恵 

④ 乳腺 「マンモグラフィーにおける拡大撮影の検討」 

              成田赤十字病院        島田亮子 

⑤ 乳腺 「当院におけるステレオガイド下マンモトーム生検の検討」 

              長岡赤十字病院        若月英介 

    16:40    東部ブロック研修会運営会議および技師長・課長会議 

    18:30    情報交換会 

【第２日目】 １１月２９日（日） 

     9:00  施設見学 

日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 

  「核燃料サイクル工学研究所」および「原子力科学研究所 J-PARK」 

    12:30  閉会式 

           閉会の辞         水戸赤十字病院  海老沢平司 

―研修会風景― 

    
 



参加 施設 氏名 一覧 

 
NO. 施 設 名 参加者名 役職 NO. 施 設 名 参加者名 役職 

礒 良史 課長 樋口 新一 課長 
１ 古河赤十字病院 

大竹 美佳  古屋 賢一  

佐藤 祐二  

13 大森赤十字病院 

出井 愛子  
２ 芳賀赤十字病院 

飯村 通  川上 直志 課長 

高橋 稔 課長 嶋村 和也  
３ 大田原赤十字病院 

大谷津 崇  瀬戸 大介  

茂木 常男 技師長 飯田 有紀  

中里 明 課長 

14
横浜市立 

みなと赤十字病院 

梅原 嵩  

深澤 千穂  堀内 順一 課長 
４ 足利赤十字病院 

蓼沼 志織  
15 秦野赤十字病院 

黒﨑 大輔  

渡邉 寿徳 係長 松山 繁 技師長

佐藤 良祐  
16 津久井赤十字病院 

望月 延浩  ５ 前橋赤十字病院 

関口 美雪  林 智 技師長

６ 原町赤十字病院 原沢 秀一  田村 博文 係長 

黒田 順平 技師長

17 長岡赤十字病院 

若月 栄介 係長 
７ さいたま赤十字病院

鈴木 裕之  海老沢 平司 課長 

小川 清 技師長 山縣 徳治 課長 

古川 富男 課長 大貫 信也 係長 

小林 教浩 課長 北澤 雅人 係長 

田中 達也 係長 野澤 哲也 係長 

８ 小川赤十字病院 

村田 雅弘  新藤 裕之 係長 

清水 文孝 技師長 工藤 公之  

中山 進 課長 澤田 泰考  ９ 深谷赤十字病院 

飯島 秀信 係長 菊池 正見  

前川 栄寿 課長 塩谷 浩之  
10 成田赤十字病院 

島田 亮子  西丸 貴恵  

鈴木 利男 技師長 出澤 宏美  

足澤 登 課長 

18 水戸赤十字病院 

千木崎 信介  11 
日本赤十字社 

医療センター 
鈴木 英二  

川原 明世 係長 

 

12 武蔵野赤十字病院 
鷺池 真吾  

 

２８日のみ参加者                                                ２９日のみ参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 施 設 名 参加者名 役職 

１ 古河赤十字病院 田村 一幸  

18 水戸赤十字病院 菊池 美弥  

NO. 施 設 名 参加者名 役職 

１ 古河赤十字病院 青木 貢  

7 
さいたま赤十字病

院 
尾形 智幸 課長 
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第１７回日本赤十字放射線技師会近畿ブロック活動報告 

長浜赤十字病院 放射線科部 

課長 川嶌  剛 

 

「第１７回日本赤十字放射線技師会近畿ブ

ロック研修会」が、平成２１年２月２８日（土）

３月１日（日）の２日間にわたって長浜赤十字

病院が担当して開催しました。 

近畿ブロックの１３病院から７２名の会員

の参加者がありました。 

今回は日本赤十字放射線技師会の益井 謙

会長に講演をお願い致しました。「日本赤十字

放射線技師会活動のキーワード」という演題で、

益井会長が改革を目指しておられる日本赤十

字放射線技師会の方向性や具体的な考え方等

を熱っぽく、いろいろな言葉で語って頂きまし

た。そして、今回のような会員が主体となって

の地区活動の重要さを示唆されました。 

特別講演には日本で唯一のバイオ系単科大

学の長浜バイオ大学の伊藤正恵教授に「新型イ

ンフルエンザ、トリウイルスからヒトウイルス

へ」と、実にタイムリーな演題で講演して頂き

ました。 

この研修会は近畿地区の赤十字病院の会員

が直接顔を合わせる会ですので、学術研修だけ

でなく、各施設の意見交換会を設定しました。

これは従来の施設代表者会議でなく、出席会員

全員での意見や情報を交換が出来る場として

考えました。（前回の高槻赤十字病院様が企画

実施され好評でした）予め、聞きたい、取り上

げて欲しい等のテーマを募り、当日の資料にア

ンケート結果を添付しました。身近なテーマが

多くあり時間が足りないぐらいでした。夕方の

懇親会にも、この熱気が持続していて大いに盛

り上がりました。 

会員学術発表には９施設から１０題の演題

の応募があり、演者は入職１０年未満の若手技

師の方々がはつらつとして発表されていて、こ

の研修会が若手育成の場と成りつつあるのが

実感できました。 

次回は神戸赤十字病院の当番で開催されま

す。 



今回の日程は以下のように進行しました。 

◎会場は１日目：長浜バイオ大学 命江館 （滋賀県長浜市田村町 1266）   

    ２日目：長浜ロイヤルホテル   （長浜市大島町３８） 

◎１日目（長浜バイオ大学・長浜ロイヤルホテル）        

13:30 長浜バイオ大学内の講義室にて受付開始 

14:00 開会                         

   14:05 日本赤十字放射線技師会会長講演  

「日本赤十字放射線技師会活動のキーワード」     益井 謙 会長 

14:35 特別講演 

「新型インフルエンザ、トリウイルスからヒトウイルスへ」 

長浜バイオ大学   伊藤 正恵教授 

   16:00 近畿地区病院の意見交換会（予めアンケートを取りテーマを例示した） 

・ 一般撮影：撮影法が統一されているのか？マニュアルの有無は？ 

・ フイルムレスに対しての問題点：検討してみてどうだった？運用してみてど

うだった？設備、人員、データの保存の仕方、検像の方法 

・ 画像データの運用を知りたい：誰が、どの時間に、依頼はどのように、ウイ

ルスチェックは 

・ 患者さんとのトラブルの事例（コードホワイト）及び対応策 

・ 各モダリティーのローテーション体制は？ 

・ 毎日の配置は誰が作るのか？当日の配置表は有りますか？ 

・ 当日直時のアンギオ対応、ＭＲ対応、ＲＩ対応ＯＮ-ＣＡＬＬ体制をとって

いるか？拘束体制をとっているか？ 

・ 年休は希望通り取れるか？複数重なった時の対応は？ 

・ 突発的な休暇者が突発的な休暇者が出たときの対応は？ 

・ 産休、育休の助勤者の補充は？ 

17:40 終了      (バイオ大学での行事はこれで終了)     

18:30 長浜ロイヤルホテルにて懇親会      

    来賓挨拶            長浜赤十字病院 院長 濱上 洋先生 

                 浜赤十字病院放射線科 部長 楠井 隆先生 

    会長挨拶及び乾杯    日本赤十字放射線技師会 会長 益井 謙 様 

    業務連絡 （食事をしながら）    近畿ブロック理事 井澤 秀恭様 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎２日目（長浜ロイヤルホテル） 

09:00 会員学術発表                     

   ① 「FPD 搭載デジタル X 線テレビ装置の導入」     

         姫路赤十字病院  畑中 宏基 

     ② 「当院での乳房 X 線装置使用時における撮影モードの検討」 

 大阪赤十字病院  嶋田 祐子 



     ③ 「当院のフィルムレス運用開始報告」 

高槻赤十字病院  松下あゆみ 

 

     ④ 「血管造影 X 線診断装置 Allura Xper FD20 の使用経験」 

京都第１赤十字病院  藤川  守 

     ⑤ 「急性虫垂炎の CT」 

日本赤十字社 和歌山医療センター  山崎 正樹 

     ⑥ 「ガントリー傾斜ヘリカルスキャンの物理的特性評価」 

大阪赤十字病院  山本 真一 

     ⑦ 「頭部領域における軌道同期サブトラクション CT の使用報告」 

長浜赤十字病院  岩島 基樹 

     ⑧ 「VBA マクロを用いた MU 値独立検証シートの開発と有用性について」 

神戸赤十字病院  岡田  亘 

     ⑨ 「IMRT における線量検証の検討」 

大津赤十字病院  鈴木 敬俊 

     ⑩ 「当院の当直時間帯における MRI 検査の対応と現状」 

    京都第二赤十字病院  松山 良太 

   12:00 ランチョンセミナー 

  「３ＤＣＴとチーム医療」 長浜赤十字病院放射線科 部長  楠井 隆先生  

13:00 解散 
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第１０回日本赤十字放射線技師会九州ブロック活動報告 

大分赤十字病院 放射線科部 

久保 浩二   

開催日時 ： 平成２１年９月２６日（土）～２７日（日） 

開催場所 ： 日本赤十字社九州ブロック研修センター『アソシエート』 

       熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽４３６９－１９ 

当番病院 ： 大分赤十字病院 

 
 

九州ブロック研修会も早いもので二桁を数えるようになりました。今年も、秋を感じさせ

る抜けるような青空と、開き始めたススキと爽やかな空気のもと、世界一のカルデラ阿蘇を

望む研修センター『アソシエート』にて、九州各病院より総勢４３名の参加で開催されまし

た。 

今回、特別後援２題、一般演題９題、教育講演１題と内容も充実し、特別講演は「腹部間

膜の画像診断」と題して、発生学をはじめとして一歩踏み込んだ画像診断を、また、「話題の

感染症」と題して、ノロウイルス、新型印フルエンザに関して非常に分りやすく、タイムリ

ーな講演を頂きました。 

教育講演では、「フィルムレス時代の放射線情報システムの構築のポイント～災害時を見据

えた運用構築」と題し、考慮しておくべきポイント、考え方など講演して頂き、これからシ

ステムを構築する施設には、非常に参考になったと思います。 

懇親会を含め、九州地区の繋がりが益々強くなったと感じる研修会でした。 

開催プログラムは以下の通りです。 



第１日 ９月２６日（土） 

１３：００ 受付 

１３：２０ 挨拶              当番病院 大分赤十字病院 久保 浩二 

ブロック理事 今津赤十字病院 三谷 孝二 

特別講演 

１３：３０～１４：３０             座長 大分赤十字病院 久保 浩二     

  『腹部間膜の画像診断』 

                   大分赤十字病院 放射線科部長 高木 一先生 

 

１４：４０～１５：４０             座長 大分赤十字病院 久保 浩二 

   話題のウイルス感染症『ノロウイルス、新型インフルエンザ』 

                      大分赤十字病院 副院長 岡田 薫先生 

  
       高木 一 先生             岡田 薫 先生 

会員研究発表 

１５：５０～１６：３０             座長 大分赤十字病院 久保 浩二 

１．ＣＴコロノグラフィの紹介             熊本赤十字病院 戸上 諒 

２．ＦＰＤ胸部撮影装置の導入と画像改善の取り組み  

熊本健康管理センター 西田 和隆 

３．当施設の胃Ｘ線検診の現状とデジタル化について 

                        熊本健康管理センター 江藤 清隆 

４．「電子カルテ・ＲＩＳ・フィルムレス運用の導入経験について」 

                            長崎原爆病院 前田 夕介 

  
         戸上 諒氏            西田 和隆氏 



     
        江藤 清隆氏            前田 夕介氏 

１６：５０ ブロック代表者会議 

１８：３０ 懇親会 

 

第２日 ９月２７日（日） 

会員研究発表 

９：００～１０：００              座長 大分赤十字病院 豊本 隆章 

１．ＰＥＴ－ＣＴ検診で発見された肺癌の分析   熊本健康管理センター 大村 伸哉 

２．ＳＰＥＣＴ－ＣＴの使用経験            大分赤十字病院 櫛野 恭治 

３．Exact Traking System 使用経験           熊本赤十字病院 濱田 勝徳 

４．ＯＢＩの使用経験                 大分赤十字病院 粕谷 健二 

５．第２回がん医療における放射線治療の品質管理高度専門教育セミナー参加報告 

                           長崎原爆病院  宮本 憲一 

 

      
        大村 伸哉氏            櫛野 恭治氏 

 
  濱田 勝徳氏        粕谷 健二氏       宮本 憲一氏 

 

 



教育講演 

１０：１０～１１：１０             座長 大分赤十字病院 尾本 健一 

「フィルムレス時代の放射線情報システムの構築のポイント 

～災害時を見据えた運用構築～」 

（株）インフォコム西日本 医療情報システム部 部長 吉田 達也氏 

インフォコム株式会社 放射線システム部 久野 恵梨氏

  
     吉田 達也氏       久野 恵梨氏      スタッフとパチリ 

施設紹介 

１１：２０～１１：５０       日本赤十字社 長崎原爆諫早病院  壁村 早苗 

              
壁村 早苗氏 

閉会挨拶 

１１：５０～     次回当番病院    日本赤十字社 長崎原爆病院 山口 敏郎 

    
 次回、第１１回のブロック研修会当番の長崎原爆病院山口技師長をはじめ、長崎原爆諫早

病院合同スタッフの皆さんです。よろしくお願いいたします。 

 

参加者名 

福岡赤十字病院  

木下 洋之 古賀 則夫 桑野 さゆり 今藤 麻貴 

日本赤十字社長崎原爆病院  

山口 敏郎 宮本 憲一 近藤 文宏 前田 夕介 酒田 俊介 

 



長崎原爆諫早病院  

小楠 弘幸 壁村 早苗 

嘉麻赤十字病院  

島田 三賀佐 

熊本赤十字病院   

村上 直治 白石 修  濱田 勝徳 岡本 好史 菊川 証一  

山室 勇太 斎藤まゆみ 藤井 竜一 戸川 諒  大木 一嘉 

今津赤十字病院  

三谷 幸二 

日本赤十字社熊本県区管理センター 

        赤澤 武  藤田 清一 右田 健治 宮田 貞司 宮崎 武士 

 西田 和隆 江藤 清隆 大村 伸哉 

唐津赤十字病院  

平田 一英 宮村 定 

鹿児島赤十字病院  

米山 信司 的場 優佳 

大分赤十字病院  

久保 浩二 尾本 健一 櫛野 恭治 野本 隆章 粕谷 健二 

平岡 徹  永嶋しのぶ 藤澤 有希 

以上 ４３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


