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災害医療 

災害医療支援部活動報告 
名古屋第二赤十字病院 

災害医療支援部 駒井 一洋 

 

東日本大震災被災地への医療機器貸出支援を継続し、国内外の災害医療及び放射線被ばく医療などの

災害医療支援への啓蒙活動を実施しました。詳細は以下の通りです。 

 

(1) 平成 25 年 3 月末時点で、ポータブル型 X 線装置＋FCR システムと画像表示装置を貸出してお

ります。 

(2) 平成 24 年学術総会において、医療機器貸出支援活動、放射線被ばく支援活動および災害医療ア

ンケート報告を分科会活動として、駒井・森・坂井委員が報告しました。 

(3) 委員による災害医療支援に係る講演活動 

1. 『3.11 日本の危機に私たちができたこと』 

神戸赤十字病院 中田正明  

  平成 24 年 7 月 7 日（土）       於：江南厚生病院 講堂 

愛知県厚生連放射線技師会 

2. 『緊急被ばく医療 患者受け入れの実際』 

唐津赤十字病院 坂井征一郎 

平成 24 年 8 月 25 日（土）      於：安曇野赤十字病院 

中部ブロック研修会 

3. 『3.11 日本の危機に私たちができたこと～DMAT における診療放射線技師の役割～』 

神戸赤十字病院 中田正明 

 平成 24 年 10 月 20 日（土） 於：仙台市産業・情報プラザ 

東北ブロック研修会 

4. 『災害医療における放射線技師の役割』 

名古屋第二赤十字病院 駒井一洋 

平成 25 年 1 月 26 日（土）   於：名古屋大学保健学科 

日本放射線技術学会中部部会 

 

 

災害医療支援部活動計画案 

東日本大震災被災地への医療機器貸出支援を継続します。また、国内外の災害医療及び放射線被ばく

医療などの災害医療支援の啓蒙活動を継続するとともに、災害医療支援体制つくりを目指します。 

以上 
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分科会 

平成 24 年度 CT 分科会活動報告 
京都第二赤十字病院 

CT 分科会代表世話人 河本 勲則 

 

CT 分科会世話人 

加賀久喜（大阪赤十字）、細川博明（松山赤十字） 

大竹 覚（成田赤十字）、河本勲則（京都第二赤十字） 

 

平成 24 年度 CT 分科会は、昨年同様 4 名の世話人が主にメールにて意見交換を行い、日赤技師会 HP

掲載用資料作成や会員からの質問事項の検討を行い回答いたしました。 

平成 24 年度も CT 部門における技術の向上、新しいシステムへの取り組みを目的に活動いたしまし

た。残念ながら、23 年度より HP に掲載しております、施設紹介は HP 掲載用 FILE のひな形の作成、

内容統一がうまく調整できず掲載が遅れています。 

また、新しい装置や検査内容に関する情報提供も各メーカから寄せられた資料やデータが揃わず公開

するに至っておりません。早急な HP への掲載をとただいま集約しているところです。 

CT分科会で被ばく低減に関するシステムの特徴を装置別にまとめ平成25年度総会にて報告できるよう

準備をしています。 

平成 25 年度 CT 分科会は、被ばく低減をテーマに資料を作成し HP への公開と日常業務で活用できる

情報や話題を提供できるように取り組んで行きたいと考えています。 

会員の皆様からも CT 装置や検査に関する意見や質問等を CT 分科会へメールにてお寄せください。 

 

平成 24 年度 6 月総会において、23 年度の CT 分科会活動の総括として、世話人施設の CT 検査室紹

介、CT 各メーカの新しいシステム（逐次近似画像再構成法）について簡単にまとめ報告いたしました。

当日は、学術安彦理事にも仙台赤十字病院の CT 検査室の紹介、装置の概要、主な検査内容についてご

報告していただきました。 

 

  

              

 

 

 

 

 

CT 装置は日進月歩で開発が進み、逐次近似再構成法や被ばく低減システムにより画質向上が図られ、

不必要なＸ線を除き被ばくは軽減されました。しかし、CT 検査を担当する診療放射線技師がどれだけ

装置の特徴や検査内容を熟知しているかによって画質や画像処理に大きな違いが生じています。 
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2012/06/01平成24年度日本赤十字放射線技師会学術総会

HP掲載メーカ

GE Healthcare       「ASIR CT用逐次近似法」

東芝メディカル

「東芝CTの被ばく低減ソリューション」

シーメンスジャパン

「逐次近似画像再構成法」

PHILIPS 「iDODE4紹介」

1.CT部門の施設紹介

目的
各施設のCT装置のスペック、稼働内容と

運用状況、スタッフの配置など紹介

HP掲載施設

大阪赤十字病院

松山赤十字病院

京都第二赤十字病院

成田赤十字病院
2012/06/01平成24年度日本赤十字放射線技師会学術総会

目的
新しい技術の話題提供として「逐次近似を使いこな
そう」をテーマに各メーカから資料をいただきHP用

に構成、画像再構成法や画質の向上、被曝低減につ
いて掲載し会員の皆様から質問や意見をいただき情
報交換する。

2012/06/01平成24年度日本赤十字放射線技師会学術総会
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CT 分科会では多くの会員の参加、協力により活発な情報交換の場を構築し、日常業務や検査に少し

でもお役にたてる内容の情報を提供、また会員間で共有したいと考えております。 

さらに、診療放射線技師のチーム医療推進による業務拡大（CT 造影検査後の抜針、止血）への対応

や読影管理加算 2取得施設の専従者の業務範囲規制や待遇などいろんな問題点や業務改善についても意

見交換したいと考えております。 

会員の皆様のご支援、ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

平成 24 年度 MR 分科会活動報告 
京都第一赤十字病院 

MR 技術係長 金澤裕樹 

 

 MR 分科会は、昨年度に立てた活動計画を引き続き活動を行った。日本赤十字技師会総会にて、平成

23 年度の活動報告ならびに共同研究の募集を行ったところ、松江赤十字病院から参加の意向を頂いた。

6 月から 10 月までは、文献検索及び研究計画書の作成を中心に分科会世話人を中心に手分けして活動

を行った。 

 11 月に研究課題及び研究計画書が完成し、世話人の施設及び研究参加施設にメールにて配布した。し

かし、業務の傍らで各施設が多忙なため、実験が予想以上に進行できなかった。Multi-center trial の

難しさを痛感し、共同研究という形にはならないのが現状であるが、筆者の施設で行った研究結果を以

下に記す。 

 

研究課題名：単一 RF コイルを用いた拡散強調画像の特性について 

 

【目的】 

 四肢末梢部の軟部腫瘍および炎症の拡散強調画像を撮像するために、単一 RF コイルを使用した拡散

強調画像の特性を検討した。 

【方法】 

 1.5 テスラ MR 装置にて、2 種類（直径 10 cm，直径 6 cm）の単一 RF コイルを用いて、自作ファン

トムを撮像し検討を行った。撮像シーケンスは、周波数選択型脂肪抑制を付加した広く凡庸性のある

single shot spin-echo EPI で撮像した。撮像パラメータは、TR = 6000 ms、 TE = 80 ms、スライス厚 

= 10 mm、スライス枚数 = 1、撮像マトリクス = 128 x 128、受信バンド幅 = ±128Hz、加算回数 = 10、 

b-factor = 0、 500、1000 sec/mm2とした。また、撮像視野（FOV）はコイル径の 2 倍になるように設

定した（直径 10 cm の場合 10 cm x 10 cm、直径 6 cm の場合 6 cm x 6 cm）。測定値は、10 mm2の関

心領域（region of interest：ROI）を設定し、信号強度を測定し中間値±標準偏差でデータ解析を行っ

た。測定位置は、単一 RF コイル中心部を 0 とし、x 軸、y 軸、ｚ軸方向に 1 cm 毎に測定した。測定は、

MR 装置の解析ツールで行い記録した。  
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 ファントムは、異なる濃度のスクロース溶液を用いて検討を行った。スクロース溶液を 20 - 60 wt% 

の範囲で 20 wt% 毎に変化させた 3 種類用意し、格納容器（20 x 20 x 20 cm3）に充満させた。 

検討項目は、①位置依存性の検討と②均一補正効果の検討を行った。①位置依存性の検討において、

各測定位置から、信号強度および標準偏差を測定し、信号雑音比（signal-noise ratio：SNR）を算出し

た。また、ADC map からも同様に算出した。②均一補正効果の検討において、信号値の位置依存性を

①の検討と同様に行った。感度補正の種類は、weak、strong、なしの 3 種類で行った。 

【結果】 

①位置依存性 

 3 種類のファントムとも RF コイル近傍において も高い SNR を示し、RF コイル内部から中心領域

の x 軸および z 軸方向では変動率 5 % 以内の SNR を保持した。しかし、y 軸方向の SNR は RF コイ

ルから離れていくと変動率が大きくなった。また，b-factor が上がると共に SNR は減少した。さらに、

RF コイルの外側に関して、SNR は総合的に低値となった。 

②均一補正効果 

 3 種類のファントムとも strong で も RF コイル近傍の信号値の変動率が少なく、y 軸方向の変動率

が大きくなった。また、均一補正がない場合には、10 cm の単一 RF コイルの径において、コイルの中

心部方向で信号強度が低値となった。 

【結論】 

 単一 RF コイルを用いた拡散強調画像は、コイル内部および近傍において、高い SNR および均一性

で画像収集可能である。さらに、高空間分解能の拡散強調画像が収集可能であり、四肢末梢部の軟部腫

瘍および炎症の診断に有用である。 

 

 以上が平成 24 年度の活動報告である。来年度は、新世話人および代表の新体制での活動に期待した

い。 
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乳房画像分科会活動報告 
さいたま赤十字病院 

代表世話人 尾形智幸 

 

 今期の乳房画像分科会活動として、デジタルマンモグラフィと題して CR・FPD それぞれの施設の紹

介を HP 原稿として寄稿しました。内容的には充実したものと思っています。来年度も HP を中心に日

本赤十字放射線技師会の皆様とフレッシュな情報を共有していきたいと思っています。 

 

長浜赤十字病院         西関 剛      （世話人） 

京都第二赤十字病院   梶迫 絵美  （世話人） 

大森赤十字病院     出井 愛子  （世話人） 

さいたま赤十字病院   尾形 智幸  （代表世話人） 

 

よろしくお願いいたします。 

 

 

核医学分科会活動報告 
旭川赤十字病院 

医療技術部 放射線科 荻野真博 

 

核医学分科会として今年度報告できる具体的活動は特になかったことについて会員の皆様にお詫び

いたします。 

他役員の皆様が活発に活動されている中、私の企画不足、力不足と、地域の離れた世話人 3 名におけ

る密な連携の難しさを痛感しております。 

来年度以降、世話人が交代となりますが、後任の先生方には今より一歩でも二歩でも進んだ企画を期

待したいと考えております。 

 

 

平成 24 年度治療分科会事業報告 
長野赤十字病院 

放射線治療品質管理係長 小山登美夫 

 

治療分科会ではホームページに記事を掲載することで事業を進める予定でしたが、あまり積極的な活

動は実施できず投稿記事は 1 件のみでした。投稿内容は標準計測法 12 の概要であり、治療業務におい

て非常に重要な内容で、会員への情報提供としては良い内容だったと考えています。 

来年度もホームページを中心とした活動となりますが、会員の皆様から積極的な投稿をしていただく

よう活動していきたいと考えています。引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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災害医療支援部活動報告 
名古屋第二赤十字病院 

災害医療支援部 駒井一洋 

 

東日本大震災被災地への医療機器貸出支援を継続し、国内外の災害医療及び放射線被ばく医療などの

災害医療支援への啓蒙活動を実施しました。詳細は以下の通りです。 

 

(1) 平成 25 年 3 月末時点で、ポータブル型 X 線装置＋FCR システムと画像表示装置を貸出してお

ります。 

(2) 平成 24 年学術総会において、医療機器貸出支援活動、放射線被ばく支援活動および災害医療ア

ンケート報告を分科会活動として、駒井・森・坂井委員が報告しました。 

(3) 委員による災害医療支援に係る講演活動 

1. 『3.11 日本の危機に私たちができたこと』 

神戸赤十字病院 中田正明  

  平成 24 年 7 月 7 日（土）       於：江南厚生病院 講堂 

愛知県厚生連放射線技師会 

2. 『緊急被ばく医療 患者受け入れの実際』 

唐津赤十字病院 坂井征一郎 

平成 24 年 8 月 25 日（土）      於：安曇野赤十字病院 

中部ブロック研修会 

3. 『3.11 日本の危機に私たちができたこと～DMAT における診療放射線技師の役割～』 

神戸赤十字病院 中田正明 

 平成 24 年 10 月 20 日（土） 於：仙台市産業・情報プラザ 

東北ブロック研修会 

4. 『災害医療における放射線技師の役割』 

名古屋第二赤十字病院 駒井一洋 

平成 25 年 1 月 26 日（土）   於：名古屋大学保健学科 

日本放射線技術学会中部部会 

 

 

災害医療支援部活動計画案 

東日本大震災被災地への医療機器貸出支援を継続します。また、国内外の災害医療及び放射線被ばく

医療などの災害医療支援の啓蒙活動を継続するとともに、災害医療支援体制つくりを目指します。 

以上 
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医療情報分科会 平成 24 年度活動報告 
松江赤十字病院 

世話人代表 加藤秀之 

 

現行の世話人となった 2 年目の活動を報告する。 

はじめに学会等を利用した世話人会を開催することを目標としたが、日程調整ができず開催には至ら

なかった。分科会活動を活発に行うには必要なことであり、今後の課題と考える。 

具体的な活動としては、平成 24 年度本会学術総会において昨年度に作成したシステムマップの紹介

と利用法についての提案を行った。提案として、各モダリティやシステムを導入する際に施設間での情

報交換に利用出来ること、また災害時の施設間支援に利用出来る可能性などを挙げた。システムマップ

の更新については、利用度などをふまえて検討することとしていたが、先ごろ公開された「ホームペー

ジ内容充実のための意識調査」を受けて、今後の活動として更なる充実を図ることとした。 

次に現在進行中の内容として、医用画像表示用モニタの運用に関するアンケートを行い、その結果を

ふまえて平成 25 年度の本会学術総会にてシンポジウムを企画している。 

その他、可搬媒体による画像連携については課題も多く関心も高いことから、今後の活動に繋げたい

と考える。 

また、初年度より日常的な問題点などについて会員同士で容易に情報交換ができる方法を模索してい

たが、成果を上げることができなかった。この点については、ホームページの更新にも期待したい。 

 後に本会の活動が有意義なものとなるよう、今後も協力させていただくこととし結びとする。 

 

平成 25 年 3 月 25 日 

 

西村英明  （福井赤十字病院） 

西小野昭人（熊本赤十字病院） 

加藤秀之  （松江赤十字病院） 
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ブロック活動報告 

 
第 22 回北海道地区会総会並びに研修会 開催の報告 

浦河赤十字病院 

北海道ブロック 大沼 孝司 

 

第 22 回北海道地区会総会並びに研修会が 9 月 29 日（土）～30 日（日）にわたり北海道支部会議室に

て開催されました。一昨年に新装された北海道支部での念願の開催であり（札幌駅とススキノの中間点

という好立地）、道内 10 施設から 21 名の参加がありました。 

研修会の内容についてはすでにお知らせしておりますが、毎年決められたテーマについて各施設それぞ

れの視点からコメントする「技術情報交流」、「会員研究発表」、更に今年は会場が広いので二手に分け 

脳疾患と肝疾患について多いに討論していただこうとの趣旨で企画しました。 

各セッションとも討論が白熱し、いろいろ質問も飛び交い予定終了時刻を30分延長して終わりました。 

来年も意義のある研修会を企画したいと思います。 

総会では事務局より 1 年間の事業・会計報告、来年度の計画、規約の一部改正案が承認されました。 

今年は新米役員でいろいろとありましたが、無事終了いたしました。 

皆さんお疲れさまでした、また来年もよろしく。 

 

     日本赤十字放射線技師会 北海道地区会 

     第 22 回総会並びに研修会 日程表 

 

  開催日時 ： 平成 24 年 9 月 29 日（土）  12：00〜18：00 

         平成 24 年 9 月 30 日（日）   9：30〜11：30 

  開催場所 ： 日本赤十字社 北海道支部 会議室 

          〒060－0001 札幌市中央区北 1 条西 5 丁目 

                （TEL）011－231－7126 

 

第 1 日目 平成 24 年 9 月 29 日（土曜日） 

12：30 ～ 13：00  受付・参加登録 

13：00 ～ 14：40  技術情報交流 

座長・・・・旭川    荻野 真博 君 

浦河    三浦 康成 君 

『ちょっと工夫してみました』参加施設からの報告 

 

14：50 ～ 16：00   

会員研究発表            座長・・・・北見    古川 望 君 

〇「SOMATOMEmotion 16 における CT-AEC の検討」 

                       旭川   小笠原 尚樹 君 

長島 正直  君 
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   ○「乳房 X 線撮影装置における平均乳腺線量の表示値と実測値の比較」 

                    北見  田所 奈緒美 君 

                         垂水 昌子  君 

 

   ○「3 Phase 骨シンチの一考察」 

                     伊達  藤部 英俊 君 

 

○「一般撮影における被曝線量測定について」 

                     浦河  三浦 康成 君 

 

   ○「冠動脈バイプレ－ン撮影の検討」 

                     旭川  豊田 宏典 君 

 

○「123I-MIBG 心縦隔比（H/M）のコリメ－タによる比較検討」 

                     旭川  荻野 真博 君 他 

 

 

16：20 ～ 17：20  第 22 回総会・反省会 

 

19：00          情報交換会 

 

第 2 日目 平成 24 年 9 月 30 日（日曜日） 

9：30 ～ 11：30    

         『 この指と～まれ 』 

                       総合司会  浦河  大沼 孝司 君 

        セッション 1「 HCC 」  座長       小清水  河村 康広  君 

総論    小清水  岩田 雄一 君 

                                       CT     置戸  安喰 邦心  君 

                                       超音波   釧路  木内 良次 君 

MRI     旭川  池田 悠太 君 

ANGIO   函館  髙田 礼二 君 

 

セッション 2「脳血管障害」 座長        北見  長島 正直 君 

                    総論        北見  長島 正直 君 

                    CT      浦河  藤村 仁  君 

                    超音波     栗山  大野 修  君 

MRI      伊達  中村 貴彦 君 

ANGIO    北見  管野 裕幸 君 

SPECT    旭川  荻野 真博 君 
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11：30      解散 
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平成 24 年度日本赤十字放射線技師会東北ブロック研修会活動報告 
八戸赤十字病院 

ブロック理事 大澤 哲平 

 

平成 24 年 10 月 20 日、平成 24 年度日本赤十字放射線技師会東北ブロック研修会が、八戸赤十字病

院担当のもと、仙台市青葉区の AER ビル、産業プラザにおいて開催され、東北ブロック各施設より 41

名の参加を頂きました。 

多くの会員の方に参加していただき、誠にありがとうございました。また、様々なご協力、ご支援をし

ていただいた会長、副会長、常任理事、演者の方々にこの場を借りて深く感謝致します。おかげさまで

無事研修会を成功させることができました。ありがとうございます。 

研修会後に行われた懇親会も、大いに盛り上がりました。 

研修会のプログラムは以下の通りです。また、日本赤十字放射線技師会のホームページでも報告を行っ

ておりますのでご覧下さい。 

 

 

13:15  受付 

13:30  開会 

13:40  教育講演Ⅰ「 3.11 日本の危機に私達ができた事 

～DMAT における診療放射線技師の役割～ 」              

                           神戸赤十字病院 

           中田 正明 先生 

                           座長 八戸赤十字病院 

                               田中 幸隆 

14:40  休憩 

14:50  会長講演「 もっとクロスしませんか 日本赤十字放射線技師会 」 

日本赤十字放射線技師会 

久保田 利夫 副会長 

座長 仙台赤十字病院 

                                安彦 茂 理事 

15:30  休憩 

15:45  教育講演Ⅱ「 FPD 装置の現状と将来 」 

島津製作所 医用機器事業部 グローバルマーケティング部 

      清水 達也 先生 

座長 八戸赤十字病院 

                                鳥越 亮大 

16:45  技師長・課長会議 

17:00  記念撮影および閉会 
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参加者による集合写真です。 
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日本赤十字放射線技師会 第 25 回 東部ブロック研修会報告 
さいたま赤十字病院 

東部ブロック担当理事 尾形 智幸 

 

日本赤十字放射線技師会 第 25 回 東部ブロック研修会 

期日：平成 24 年 11 月 23 日（金）・24 日（土） 

当番病院：深谷赤十字病院 

会場：キングアンバサダーホテル熊谷 

参加者：17 施設 70 名 

 

研修会内容： 

・特別講演「国際女医会長の旅した世界と国連総会の経験」では埼玉医科大学名誉教授・国際女医会前

会長の閉式先生の講演で、百ヵ国以上を旅し、任務をこなしてこられたバイタリティには感服した。ま

た、講演開始、終了後の挨拶一つとっても聴く者に対する礼儀・配慮が素晴らしく人間的にも非常に尊

敬できる先生の講演であった。また、研修会二日目の「荻野吟子 波乱の生涯」妻沼郷土史研究会理事 

鈴木先生の講演とも関連があり、企画にも配慮が見られた。 

 

・パネルディスカッションⅠ（業務改善） 

 パネルディスカッションⅡ（放射線被曝に関する取り組み） 

 テクニカルディスカッション（ワークステーションの活用法） 

が行われ、いずれかのディスカッションにすべての東部ブロック施設が参加して行われた。 

参加型研修会としてとても参加施設の親睦もはかれ画期的な企画である。 

 

 

 

一般演題は 5 演題であった。 

 

・情報交換会では各施設が自己紹介し、大変盛り上がり親睦を深めることができた。 
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・施設代表者会議 

次回以降担当施設について 

  平成 25 年度当番病院 武蔵野赤十字病院 

      11 月 23 日～24 日 中野サンプラザ 

 平成 26 年度当番病院 那須赤十字病院 

  平成 27 年度当番病院 横浜市立みなと赤十字病院 

 日本赤十字放射線技師会ブロック理事及び委員の選出 

  東部ブロック 理事 さいたま赤十字病院    尾形智幸 

         委員 那須赤十字病院      吉成亀蔵 

         委員 横浜市立みなと赤十字病院 青木敏博 

  以上 3 名が平成 25 年度 26 年度の理事・委員として選出された。 

 

後に、今回の開催企画を担当した深谷赤十字病院スタッフの企画力は大変素晴らしいものであった。

今までの常識にとらわれず、参加者が満足できる研修会であった。 
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平成 24 年度 中部ブロック活動報告 
高山赤十字病院 

中部ブロック理事 山口 忠夫 

 

1.中部ブロック技師長・課長会議の開催 

   平成 24 年 8 月 25 日（土）am10 時から、中部ブロック技師長・課長会議を安曇野赤十字病院で

開催しました。中部ブロック 19 病院のうち、13 病院からの出席をいただき、今後の中部ブロック

の活動について話し合いました。また、オブザーバーで清水文孝会長も出席していただき、いろい

ろとアドバイスをいただきました。 

 

2.平成 24 年度中部ブロック業務研修会の開催 

   平成 24 年 8 月 25 日（土）pm1 時から、安曇野赤十字病院（長野県）で第 3 回となる中部ブロ

ック業務研修会を開催しました。 

  業務研修会の冒頭に清水文孝会長の講演があり、 初から大変盛り上がりました。また、緊急被ば

く医療のテーマでは、唐津赤十字病院の坂井征一郎様が遠い所からご講演に来ていただき、中部ブ

ロックの会員はとても驚いていました。これも日本赤十字社という組織ならではと感じています。 

  業務研修会終了後、安曇野赤十字病院の放射線科部施設見学を行いました。 

今回の業務研修会の中部ブロック参加者は 13 施設 32 名でした。 

 

開催プログラムは以下の通りです。 

 

平成 24 年 8 月 25 日（土） 

日本赤十字放射線技師会 中部ブロック 

平成 24 年度業務研修会 at 安曇野病院 

プログラム 

12:30～13:00 受付 

進行 山口 忠夫（高山） 

13:00～13:20 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 会長 清水 文孝（深谷） 

13:20～13:30 病院紹介 安曇野赤十字病院 

茅野 充治（安曇野） 

13:30～14:10 メーカー講演 

座長 茅野 充治（安曇野） 

・「デジタルマンモグラフィの 新トピックスご紹介」 

GE ヘルスケアジャパン株式会社 X 線営業部 

関東ゾーン担当営業技術 阿久津 拓光 

・「Digital Breast Tomosynthesis」 

シーメンス・ジャパン（株）XP-SP ビジネスマネージメント部 

シニアプロダクトスペシャリスト 大塚 恭一 
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14:10～14:30 休憩とマンモ用医用画像表示モニタ（ナナオ）見学 

・2MP モノクロ RadiForce GX240－CL 

・3MP モノクロ RadiForce GX340－CL 

・5MP モノクロ RadiForce GX530－CL－P（2 面仕様） 

14:30～15:15 日本赤十字放射線技師会 災害医療支援部講演 

座長 片山 典明（金沢） 

「緊急被ばく医療 患者受け入れの実際」 

唐津赤十字病院 坂井 征一郎 

15:15～16:15 会員発表 

・「緊急被ばく医療に対する当院の取り組み」 

浜松赤十字病院 北野 光浩 

・「福井県における緊急被ばく医療の現状」 

福井赤十字病院 西郡 克寛 

・「緊急放射線災害における当院の取り組み」 

伊勢赤十字病院 森島 毅行 

16:15～16:40 「緊急被ばく医療」討論会 

進行 片山 典明（金沢） 

16:40～17:00 情報交換会「当直の交代勤務の現状報告」 

司会 牧内 正史（諏訪） 

17:00～ 施設見学（自由参加） 

 

  

    

 

以上 
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中四国ブロック活動報告 
松山赤十字病院 

技師長 西田 史生 

 

日時  平成 25 年 3 月 16 日（土）～17 日 (日) 

場所  岡山赤十字病院 研修センター 

内容  災害時における緊急被ばく医療及び測定実習 

 

研修項目 

第一部 福島第一原発災害医療に携わって 

 

 日本診療放射線技師会より放射線サーベイヤー派遣事業に 7 回参加した津山中央病院放射線技

術部顧問の山本技師を講師に迎え講演をしていただいた。 

住民のサーベイから始まり、遺体のサーベイ・福島第一原発の医務室での勤務の状況など実際

の業務を写真を見ながらの説明があり、各現場での作業の様子がうかがわれた。 

 遺体検案前のサーベイに従事した者の中には PTSD 症状の出た人もいたと言う事であり大変な

業務であったことがうかがわれる。 

 

第二部 福島の現状と除染への取り組み 

 

  南相馬市生活圏除染作業に現在従事している、千代田テクノル社員による作業の方法と効果、除

去土壌の管理と保管について講義された。 

  現在廃棄物の中間保管施設も決まらないまま仮置き場に置かれていることを考えると早期に国

の方針を示してもらいたいと感じた。 

  

第三部 サーベイメーターの使い方 

 

 研修会参加者による、タイベック作業服の着かた、GM サーベイメーターを使用し、被ばく住

民を想定したサーベイの実施、タイベックを脱ぐ順序などの実習を行った。 

 

東日本大震災から 2 年が経過したが、まだまだ収束はほど遠い。 

現在も多くの人が、原発周辺で作業を続けている。今後、緊急被ばく医療の研修会や講義に積極

的に参加し、放射線・放射性物質を扱う専門職として緊急被ばく医療に関わっていかねばならな

いであろう。 

 今回、研修会参加者 37 名、情報交換会に 19 名が参加した、各病院間の情報交換などが行われ、有意

義な研修会であった。 
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平成 24 年度第 13 回日本赤十字放射線技師会九州ブロック研修会活動報告 
熊本健康管理センター 放射線課 

 

開催日時 

平成 24 年 9 月 15 日（土）13：30～ 

16 日（日）12：00 

 

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』 

 

今回の研修会は、熊本健康管理センターが担当施設となり熊本県南阿蘇村の研修センター『アソシエ

ート』にて開催しました。9 月とはいえ残暑厳しく、大型台風が接近しているなか 10 施設から 48 名の

参加で、以下のプログラムの内容で研鑽しました。 

 

第 1 日目 9 月 15 日（土） 

1. 受付（12：30） 

2. 開会挨拶（13：30） 

 
                担当施設の開会挨拶 

3. 会長挨拶（13：40） 

 

                  清水会長 

4. 特別講演 1（13：50～15：20） 

「聴くことの力、話すことの力」 

京都大学非常勤講師 佐藤泰子先生  

 

佐藤先生  
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5. 特別講演 2（15：30～16：50） 

「パーソナルカラーについて」 

カラーコーデイネータ 三村 弘美先生 

    

会員のパーソナルカラーは？ 

 

6. 施設代表者会議（17：10） 

 

第 2 日目 9 月 16 日（日） 

7. 会員研究発表（9：00～9：50） 

(1)「冠動脈 CT におけるコアベータの使用経験」 

唐津赤十字病院  立川 圭彦 

  

 

(2)「64 列 CT による大動脈弁口面積測定の検討」 

大分赤十字病院  中島 浩二 

 

 

(3)「PET-CT 検診の現況と成績｣ 

健康管理センター  中島 佳子 
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(4)「PET-CT 検診が有効だった症例」 

健康管理センター  荒木 洋明 

 
 

8. 施設紹介（10：00～10：20） 

熊本赤十字病院 

総合救命救急センター・こども医療センター 

熊本赤十字病院  山室 勇太 

 

 

9. 教育講演（10：30～11：30） 

「医療安全と機器管理について」 

GE ヘルスケアジャパン 佐藤 哲也 先生 

 

 

10. 総評（11：40） 

 

久保田副会長 
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11. 閉会の挨拶 

 

次回担当施設の閉会の挨拶 

 


