本会の動き

平成 27 年度

災害医療支援部活動報告

【国内災害】
1．被災病院への人的支援システム
昨年度の災害医療支援部会にて、標記事項の構築を目指すことが決定された。これは地震等に
よる被災病院に対する技師の人的支援を漏れなく速やかに実行することを目的とするものであ
り、モデルケースとしてまず近畿ブロックでの構築を試みる予定であったが、残念ながらまった
く進んでいない。 その原因は本社・技師会を取り巻く状況の変化と、システム構築を目指すた
めの具体的方策の欠如といえる。これらのことについて、1 月 30 日に開催された近畿ブロック
施設代表者会議にて、災害医療支援部理事が事情説明を行った。
2．日本赤十字社災害医療コーディネートチームへの日赤技師会の参加要請
大規模災害時に日赤本社には災害医療コーディネートチーム（災害対策本部）が設置される。
1．の人的支援システムを実行するために、技師会がコーディネートチームに加わることが有用
という判断から、本社事業局 救護・福祉部 救護課に技師会参加の可能性について打診している
ところである。
【原子力災害】
1．平成 27 年度 第 1 回日本赤十字社原子力災害対応基礎研修会参加（2015.09.06）
平成 27 年度 第 2 回日本赤十字社原子力災害対応基礎研修会参加（2015.11.06）
研修会内容は前年度とほぼ同じ。来年度以降のブロック単位での開催を視野に入れ、災害医
療支部
員以外の放射線対応支援要員が講師を担当した。また今年度から参加者には修了証が与えられ
た。
2．第 1 回日本赤十字社緊急被ばく医療アドバイザー会議出席（2015.07.22～23）
第 2 回日本赤十字社緊急被ばく医療アドバイザー会議出席（2015.12.03～04）
緊急被ばく医療アドバイザーとは、原子力災害において放射線下での救援活動を安全かつ適
切に行うために被災地支部および本社災害対策本部に配置される、日赤の被ばく医療施設に所属
する医師と診療放射線技師。現在 12 施設から各 12 名の医師・技師が任命されている。医師は
放射線対応専門要員、技師は放射線対応支援要員と呼ばれる。
（主な協議内容）
1.

活動従事者の安全を確保するための運用

2.

施設避難

3.

国際的支援

4.

被災地住民に対するスクリーニング支援

5.

原子力災害における救護活動基準等の修正

6.

平成 28 年度原子力災害対応基礎研修会の開催について

【国際救援】
特になし。
【災害医療支援部会】
3月5日(土)に神戸赤十字病院にて開催。
出席者は磯田康範副会長、浅妻厚学術理事他、全災害医療支援部員が出席。今年度の反省と来
年度の活動方針が協議された。

以上
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ネパール地震救援活動報告
名古屋第二赤十字病院

医療技術部

放射線科

堀部

良美

1．はじめに
ネパールの首都カトマンズの北西約 77 キロメートルを震源として 2015 年 4 月 25 日の現地時間 11
時 56 分、マグニチュード 7.8 の地震が発生しました。また、その後の 5 月 12 日にも、カトマンズを挟
んだ東側でマグニチュード 7.3 の地震が発生しました。
死者数は 8856 人、全壊または半壊した家屋は合計で約 80 万戸に上ると報告されています（7 月 14 日
現在、国際赤十字・赤新月社連盟 発表）
。
日本赤十字社では調査職員 1 人を 4 月 25 日の地震発生当日、医師・看護師ら 4 人を翌 4 月 26 日にネ
パールに派遣し、国際赤十字・赤新月社がネパール政府から医療支援活動を依頼されたシンデュルパル
チョーク郡メラムチ村（カトマンズから北東へ約 29 キロメートル。車で約 2 時間半の距離）で現地調
査と医療活動を開始しました。さらに、日赤の保健医療チーム（緊急対応ユニット：ERU）第 1 班 14
人が 4 月 30 日、現地に向けて出発し、5 月 1 日から本格的に診療活動を開始しました。私は ERU 第一
班の一員として現地で約 60 日間活動を行いました。

2．ERU(Emergency Response Unit)とは
日本赤十字社では緊急事態と大規模災害発生に備え、緊急出動が可能な資機材とこれらを使って医療
活動ができる訓練をうけた専門家チームが整備されています。このチームと資機材を併せて ERU と呼
びます。ERU は発電機や浄水器、診療所となるテントだけでなく、チームが生活する住居、テーブル、
椅子など緊急救援に必要な機材がすべてセットになっています。ERU 資機材は災害発生時に被災地へ
届けられるように日本国内（熊本）とドバイに配備されています。
ERU チームの人員としてはチームリーダーをはじめ、医師 2 人、看護師が 3～6 人、機材を整備する
技術要員が 2 人、
資金管理や記録などを担当する管理スタッフが 2 人と 10 人を超える体制になります。
派遣されるためには日本赤十字社が指定する研修を受けて派遣要員として登録される必要があります。

3．活動地
今回の活動地は首都カトマンズから北東に 29 キロ離れたシンデュルパルチョーク郡メラムチ村。震
源地に近く被害が特に大きかった地域です。カトマンズからメラムチ村までは車で 2 時間半、活動地に
近づくほど道路、建物の損壊や落石が多くみられるようになりました。メラムチ村周辺では住宅の約 9
割が損壊、多くの住民は壊れた家の隣に家族毎にテントやビニールシートを張るなどして避難生活を送
っていました。
日本赤十字社が活動した診療所はこの地域唯一の診療所で医師 2 人を含む医療スタッフ 名で運営さ
れていました。地震直後には 3 日間で 1000 人以上の患者が運び込まれるなど現地スタッフの対応能力
を明らかに超えた状態で、私たちが到着した当初も落石や家屋の倒壊で外傷を負った患者が診療所から
あふれ、家を失った人々が診療所前の広場に簡易のテントを張って生活をしていました。
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4．現地での活動①
本格的に現地での活動を開始したのは 5 月 1 日。診療所のもともとの体制を維持しつつ、日本人医師
の技術を生かすため、初期診察は現地の医療者が行いました。そのうえで治療や処置が必要だと判断さ
れた患者を ERU チームが担当していました。
現地診療所にはもともと X 線撮影室が備わっていましたが、教育を受けた技師がいるわけではなく、地
震後は患者数の増加により対応が困難だったこともあり、使われていない状態でした。今回の ERU チ
ームでは Canon 社製の X 線撮影装置 CXDI-50D を持ち込んでいましたので、この装置を 5 月 2 日に診
療所の X 線撮影室に設置に撮影を開始しました。
この時点では地震から 1 週間ほど経過していましたが、現地が山岳地帯であることもあり始めて診察
を受け骨折が判明するということも多くありました。X 線装置が稼働し始めてから数日はほとんど休み
なく患者の撮影を行っていました。普段救急外来働いていても骨折は目にしますが、ここまで多くの骨
折を見ることは初めてでした。しかも多くの人は手や足に傷を負っているにも関わらず病院まで歩いて
きていました、どうしても歩けないというような重傷者が家族に抱えられてくることもありました。
日本ではけがをしたらすぐに診察を受けるのが当たり前、遅くとも翌日には医師の診察を受け、処置
を受けるのが普通です。しかし今回活動した地域はもともと医療過疎でここまでくるのも困難という人
も多くいます。さらに地震により道路が崩壊していたり、けが人がいても診療所まで付き添う家族がい
なくなってしまったりなど様々な事情により地震から二週間がたって初めて診察をうけ、骨折の診断を
うけるという人もいました。
当初は一日に 20 人ほどの撮影を行っていました。一番困ったのは撮影時の言葉です。ただ単に座っ
てほしい、手を置いてほしいということさえ伝えるのは大変でした。さらに現地の人々はＸ線撮影が初
めてという人も多く撮影のために私が部屋をでるとついてきてしまったり、逆に家族が中に付き添おう
としたりということもありました。このころはチーム内に通訳は 1 人しかおらず、診療や処置にも通訳
は欠かせないため。通訳の取り合いのような状況でした。数日後カトマンズから活動を手伝いたいとい
う通訳スタッフが到着、それからは通訳助けてもらいながら、言葉を習い、紙に書いてもらいそれを見
せたりなどの工夫をしつつ撮影を行っていました。

5．現地での活動②
地震発生から二週間ほどたつと診療所の新規の患者数は落ち着いてきていました。それに伴って X 線
の撮影数も減少してきていましたが、このころから骨折のフォローアップのための撮影が増えていきま
した。活動していた診療所でギプスをまいた患者はもちろん、カトマンズなどで手術をした患者が撮影
に来ることも多くありました。
ネパールでは地震後重症患者の搬送に軍用ヘリなどを使っていましたが、本来の交通網は貧弱でメラ
ムチ村からカトマンズに行くには 3 時間ほどかけてバスに乗るのが一般的です。けがをした人を連れて
バスに乗ってカトマンズまで行くのは大変で、できれば診療所で見てほしいという患者やその家族が日
本の医療チームがメラムチの診療所にいるという話を聞き診察に訪れるようになっていました。
またこの頃にはがれきの撤去や家の再建中のけがや骨折が増えていました。活動を始める前には地震
から 2 週間もたてば X 線の撮影は減るだろうと予想していましたが、実際には急激に減ることはなく平
均で 14 人ほどの撮影を行いました。
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6．現地での活動③
活動開始から数日たったころ、一人の女性が撮影に来ました。明らかに腫れた足を引きずり、家族に
支えられて歩いていました。下腿の撮影を行うと腓骨、脛骨が両方骨折していました。通訳が話を聞く
とこの女性は地震発生直後にも診療所を訪れていたのですが、その頃 X 線撮影は稼働していなかったの
で診断がつかず、この日再び診療所を訪れたということでした。どうやって来たのかと聞いたところ、
今のように支えてもらいながら 3 時間かけて歩いてきたといいます。バスも通っていない地域では歩く
しか他に方法がないというのがネパールの山岳地帯の現状でした。また自分が診察を受けるのに家族に
迷惑をかけたくない、メラムチで無理ならばカトマンズには行けない、治療が受けられなくても仕方が
ないという人もいました。ERU チームがもっている医療資機材は限られており、最終的には本人の意
思に任せるしかないのですが文化や環境の違いに戸惑うことも多かったです。

7．ネパール人スタッフに支えられて
今回の活動は約 1 か月半、しかも現地が混乱状態でほぼ休みも取れないという状況でした。
患者は休みなく訪れ、慣れない環境で働くのは困難でしたが、ERU チームの仲間や現地ネパール人ス
タッフに支えられ乗り越えることができました。
特にネパール人スタッフには今回の活動を行うことはできませんでした。日本人が現地で活動するた
めには先ほどもあったように通訳が必要不可欠です。またそこには単なる言葉の壁だけではなく文化の
違いにも注意しなければいけません。カーストを廃止はしていますがその風習は根強く残っています。
また食習慣など生活面でも大きな違いがあります。このような文化を無視して活動を行うことはできま
せん。ネパール人スタッフは自分たちも被災者でありながら、けがをした人を助けたい、日本から救援
にきた ERU チームを手伝いたいとあらゆる面でチームを支えてくれました。
彼らの助けやアドバイスによってよりよい ERU 活動にしていくことができました。彼らの多くは学生
や看護師でしたがモチベーションが高く、その姿勢から自分自身の医療への向き合い方を学ぶことも多
かったです。

8．国際医療救援について
私の所属する名古屋第二赤十字病院は本社の定める国際医療救援拠点病院の一つです。毎年複数スタ
ッフが国際活動の現場に行っています。そんな中で仕事をする中で、自分も国際活動にかかわりたいと
思い、研修を受けました。しかし実際に国際救援の現場に行くのは今回が初めてでした。どこで活動を
するのかも、
現地がどんな状況化もわからないまま日本を出発し、
手探りで活動をした 1 か月半でした。
国際医療救援というと過酷で難しいことをしているように思えますが、実際にかかわってみると普段
の仕事が基本だと改めて感じました。また日常とは違った環境の中でチームの一員として過ごすため、
協調性が求められる仕事でした。限られた人数で多くのことをしなければいけないので自分にできるこ
とはなんでも積極的にやるというような姿勢が必要です。
特に一班では休暇を取ることもなかなかできず、環境も整っていないため大変な事も多かったです。
しかし病院で働いていると気づくことの少ない X 線写真一枚の重要性を感じ、また写真一枚で患者から
感謝をされるという仕事のやりがいを感じることができました。
過酷な状況下でともに過ごしたチームのメンバーや現地のスタッフと過ごした時間はとても貴重で忘
れられないものになりました。
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9．最後に
日本赤十字社の中でも国際救援活動に登録されている放射線技師の数は限られています。医療が高度
化していく中で国際救援のような現場でも医師は画像診断を必要としていると感じました。
この機会にぜひ国際救援活動にも関心をもっていただけたらと思います。
多忙のなか、人手不足にも関わらず快く送り出してくれ、現地での活動中もいろいろな形で応援して
いただいた名古屋第二赤十字病院放射線科の皆さんに感謝します。
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平成 27 年度

専門部報告

赤十字職員間の横断的情報共有の達成とそれによる技術、業務の均一性を図ることを目的に活動
を行ってきた。専門部登録率は 65％としているが、各専門部の連絡体制を強固にするために、IT
事業部と協力を行った。組織率の向上と専門部活性を更に目指すこととし、ブロック活動企画など
SNS にてあらゆる情報を発信した。

1．平成 27 年度 専門部世話人会議

平成 28 年 2 月 27 日（土）13：00～17：00
日本赤十字社

101 会議室

出席者 専門部世話人 17 名
8名

理事

議事内容
① 登録状況の報告
② 各専門部名簿作成

： 各部門世話人へ配布

③ ホームページ活用方法 ：

IT 理事による説明を行った

④ その他
2．専門部概況（平成 27 年度平成 28 年 3 月 17 日現在）
2－1 専門部世話人
世話人

＊

専門部

（人）

施設

CT

4

成田（東部）
・京都第二（近畿）
・大阪（近畿）
・松山（中四）

MRI

3

八戸（東北）
・小川（東部）・那須（東部）

放射線治療

4

足利（東部）
・医療センタ（東部）・長野（中部）・松山（中四）

乳房撮影

4

さいたま（東部）・大森（東部）
・長浜（近畿）
・京都第二（近畿）

核医学

4

さいたま（東部）・前橋（東部）
・浜松（中部）
・神戸（近畿）

医療情報

3

福井（中部）
・松江（中四）・熊本（九州）

世話人は 4 名または 3 名．

- 36 -

2－2 専門部世話人のブロック比率
施設数

＊

世話人数

全国

95

比率（%）

22

比率（%）

北海道

10

11

0

0

東北

6

6

1

5

東部

19

20

8

36

中部

20

21

4

18

近畿

14

15

5

23

中四国

15

16

3

14

九州

11

12

1

5

少

多

多

少

世話人のブロック比率として北海道および九州ブロックが低い．

3－1 専門部施設担当登録者
担当者登録施設
該当無し率（%）
登録施設数

該当なし施設数

（該当無し／回答施
設）

CT

62

0

0

MRI

59

3

4.8

放射線治療

40

21

34.4

乳房撮影

61

2

3.2

核医学

49

12

19.7

医療情報

58

3

4.9

多

多

＊「該当無し率」は回答のあった施設を母数とした（登録する専門部の該当が無い可能性があるため）
＊

放射線治療および核医学は該当施設が少ない（多）
．
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3－2 専門部施設担当登録者のブロック別登録状況

（CT）

施設数

施設担当者

回答率（%）

全国

95

62

65

北海道

10

7

70

東北

6

4

67

東部

19

15

79

中部

20

15

75

近畿

14

10

71

中四国

15

7

47

九州

11

4

36

＊「該当者なし」が 0%の CT を元にブロック別の回答率を示した．
＊

X 線撮影装置のみを有している施設は登録が無い（回答無し）可能性が高いと考えられる．

＊

西日本の登録率が低い．

【 CT 】
世話人：河本勲則（京二）
、加賀久善（大阪）
、川嶋宏樹、小林弘幸（和歌山）
、笹田勇造（成田）
1．CT 装置や検査方法についての Topix を HP にて掲載し、情報提供の計画を継続していく．
2．施設紹介につきましては、原稿が集まらず、掲載できなかった．HP に質問や業務における疑問
点などの質問も寄せられなかった．
3．昨年末より CT 業務に関するアンケート調査をお願いしていますが、3 月末で集計し、結果報告
させていただきます．
4．
「CT の被ばく低減への工夫」について、電子会誌へ投稿．
5．総会にて「専門部レクチャー（乳がん）」で発表．
【 MRI 】
世話人：大澤哲平（八戸）
、宇田暢樹（小川）
、佐藤統幸（大田原）
、揚出泰弘（秋田）
1．アンケート分析結果を技師会 HP に UP した。また、メーリングリストにて部会員に配布した。
2．アンケート結果から想定される MRI 対応ペースメーカへの推奨対策の検討を行い、仮となるも
のを作成した。現在は部会員にメーリングリストにて配布しており、意見やアドバイスなどを集め
ている状況。
3．部会員の活動をうながすため、メーリングリストを用いて、各施設の MRI 設置状況や MRI に
ついての疑問点を聞く調査を開始した。
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【 治療 】
世話人：小山登美夫（長野）
、上田真吾（松山）、簾谷和男（足利）
、丸山大樹（医療センタ－）
1．近隣赤十字病院との施設間交流および、勉強会などでの情報交換活動
2．HP を利用した学会アンケートの発信および施設間交流などの活動報告
3．専門部より HP を利用した情報発信をおこない、HP 利用促進を図った。
【 核医学 】
世話人：小池克美（さいたま）
、坪井孝達（浜松）
、星野洋満（前橋）
、岸本義幸（神戸）
1．各施設の装置状況を含め装置保守点検に関するアンケートを作成した。
2．導入機器データベースの更新
3．機器ごとのワークフローを共有化
4．関係書類のフォーマットの共有化
【 医療情報 】
世話人：加藤秀之（松江）
、西村英明（福井）
、西小野昭人（熊本）
1．メーリングリストの整備
2．SNS の施設活用についての検討
3．メーリングリストでのディスカッション
【 乳房画像 】
世話人：尾形智幸（さいたま）
、西関 剛（長浜）
、梶迫絵美（京二）
、出井愛子（大森）
1．乳がん検診精度管理中央機構 HP に掲載されている赤十字病院および検診施設の一覧をまとめ
た．
2．ブロック研修会（近畿）へ参加を行い、ＨＰにて報告した．
3．学術総会にて「乳がん」について座長参加した．
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第 25 回

北海道ブロック研修会報告
釧路赤十字病院

工藤

武志

開催日時：平成 27 年10 月 3 日（土）～4 日（日）
開催場所：日本赤十字社北海道支部
台風 21 号から爆弾低気圧に変わり北海道を直撃し荒れた天候の中、北海道地区会第 25 回総会並びに
研修会が行われました。一部の地域の方が交通機関のマヒにより移動に苦労され参加さました事に感謝
いたします。
開催場所は札幌市にある日本赤十字社北海道支部の会議室で行い、8 施設から 23 名の参加がありま
した。研修会の内容は、初日は会員の研究発表が 8 演題、日本赤十字社診療放射線技師会研修会の報告
があり、特別講演として『日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなった HP のご説明』を日本赤十字
社診療放射線技師会 荒井一正理事から大変わかりやすく説明をして頂きました。
2 日目は「医療安全知恵の輪・造影剤の副作用に関する各施設の取り組みの状況報告」と題して各施
設から発表をして貰い、また参加していない施設からデーターを貰い事務局で代わりに発表をしました。
特別講演では「副作用発生時の対応素案」と題して製薬会社から講演を頂き、各施設の副作用発生時の
対応などについて有意義な意見交換が出来た事がよかったと思います。

釧路赤十字病院
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研修会プログラム
平成 27 年 10 月 3 日（土）1 日目
12：30 受付・参加登録
13：00 会員研究発表
セッション 1
【座長】釧路赤十字病院 多津美 敦
小清水赤十字病院 河村 康広
1．
「当院におけるタブレットを利用した患者呼び込みシステムについて」
北見赤十字病院 垂水 昌子
2．「マンモグラフィシステム専用品質管理ツール 1 Shot Phantom の使用経験」
旭川赤十字病院 福屋香菜子
3．「EI による線量評価について」
北見赤十字病院 岩橋 秀樹
4．「CT 造影剤注入用専用カテーテルの使用経験について」
伊達赤十字病院 竹内 佳輝
セッション 2
5．「膵臓の描出について」
浦河赤十字病院 天戸 康博
6．「手指の関節炎と超音波検査～当院の事例から動画を中心に」
釧路赤十字病院 木内 良次
7．「バックボードの有無による画質の違いの検討」
旭川赤十字病院 近藤 悠太
8．「耳鼻科領域におけるトモシンセシス利用についての基礎検討」
北見赤十字病院 中島

勲

15：10 特別講演
【座長】函館赤十字病院 川井 明彦
「日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなった HP のご説明」
日本赤十字社診療放射線技師会 常任理事 荒井 一正
16：10 全国総会報告
【座長】釧路赤十字病院 木内 良次
小清水赤十字病院 河村 康広
16：50 北海道地区会総会
19：00 情報交換会
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平成 27 年 10 月 4 日（日）2 日目
8：40 受付
9：00 医療安全知恵の輪・造影剤の副作用に関する各施設の取り組みの状況報告
【座長】釧路赤十字病院 熊谷 敬広
10：40 特別講演
【座長】釧路赤十字病院 工藤 武志
「副作用発生時の対応素案」
第一三共株式会社 田口
12：00 閉会

荒井 理事

第一三共 田口先生
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聡

集合写真
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第4回

東北ブロック研修会報告
石巻赤十字病院

及川

順一

開催日時：平成 27 年 9 月 26 日（土）
開催場所：仙台市戦災復興記念館
平成 27 年 9 月 26 日（土）13 時から、仙台市戦災復興記念館において平成 27 年度日本赤十字社診
療放射線技師会東北ブロック研修会が開催されました。東北 5 県の 6 施設から 45 名の参加がありまし
た。
今回は、日本赤十字社診療放射線技師会の竹安理事より日赤技師会のホームページの活用について
ご講演していただき、一般研究発表 5 題と共同テーマ発表「画像データ管理」を行いました。
研修会後の施設代表者会議で、次年度は平成 28 年 9 月 24 日に石巻赤十字病院で開催することがき
まりました

研修会プログラム
13：35 特別講演
【座長】仙台赤十字病院 安彦

茂

「ホームページの活用について」
日本赤十字社診療放射線技師会 常任理事 竹安 直行
14：35 一般演題発表
【座長】石巻赤十字病院 山内
多施設間での H/M、ROI カウントおよび ROI 内ピクセル数の比較」
八戸赤十字病院 對馬
2．「整形外科の手術中透視の水晶の体被ばく線量の測定」
仙台赤十字病院 鈴木
3．「当院の RIS・PACS システムで経験したトラブルについて」
福島赤十字病院 菅野
4．「大規模災害訓練に参加して」
仙台赤十字病院 笹
5．「CT 装置による撮影条件の検討」
石巻赤十字病院 高橋
15：50 共同テーマ発表

佑一

1．「123I-MIBG

和也
陽
徹
陽子
和也

「画像データの管理」
【座長】石巻赤十字病院 鎌田 賢治
【演者】八戸赤十字病院 大澤 哲平
秋田赤十字病院 大隅 康之
盛岡赤十字病院 厚谷 祥一
仙台赤十字病院 安彦

茂

福島赤十字病院 佐藤 竜馬
石巻赤十字病院 安住
17：00 施設代表者会
17：15 集合写真撮影・閉
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渉
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第 28 回

東部ブロック研修会報告
さいたま赤十字病院

尾方

智幸

開催日時：平成 27 年 11 月 7 日（土）～8 日（日）
開催場所：日本赤十字社神奈川県支部
東部ブロック研修会が平成 27 年 11 月 7 日（土）～8 日（日）横浜市立みなと赤十字病院担当
により日本赤十字社神奈川県支部 6F 研修室において開催された。17 施設から 82 名の参加、大会
長・会長 挨挨拶の他、教育講演 2 題、特別講演 1 題、研究発表 8 演題等多彩な内容（詳細はプロ
グラム参照）であった。なかでも、横浜市立みなと赤十字病院

救急部中山副部長の教育講演で

は参加者を巻き込んだ参加型講演であり楽しく学ぶことができた。また、特別講演では神奈川県
ライトセンター支援課相談青山しのぶ係長による視覚障害についての講演で、我々医療従事者で
も理解できていなかったお話を聞くことができ、今後の勤務における貴重な糧となった。
情報交換会では当番施設の皆さんに大いに盛り上げていただき、神奈川の良き「お・も・て・
な・し」を実感することができた。今回担当いただいた宮沢課長をはじめスタッフの皆様に感謝
いたします。お疲れ様でした。
施設代表者会議議事
・当番病院について
・各施設代表者氏名等の連絡方法について
・現当直体制と体制移行による問題点
・各専門部会への協力
・次期選挙管理委員の立候補について
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研修会プログラム
11 月 7 日（土）1 日目
12：00

受付開始

13：00

開会式
大会長挨拶
横浜市立みなと赤十字病院

宮澤

明

事務部長挨拶
横浜市立みなと赤十字病院
13：10

日本赤十字社診療放射線技師会

会長挨拶
日本赤十字社診療放射線技師会

13：20

小山田茂夫

会長 清水

文孝

教育講演
【座長】相模原赤十字病院

大澤耕一郎

「がん診療における PET と放射線治療のはなし」
横浜市立みなと赤十字病院
14：10

休憩

14：30

一般演題

放射線診断部

部長

荻

成行

【座長】横浜市立みなと赤十字病院

落石

祐一

足利赤十字病院

桐山

岳

1．「低管電圧を用いた冠動脈 CT の検討」
2．「急変時対応と ICLS 受講に関する調査」
横浜市立みなと赤十字病院

山本 陽介

大森赤十字病院

水石 岳志

武蔵野赤十字病院

古屋 裕輝

3．「挿入デバイス確認画像の超低線量撮影」
4．「kv イメージを用いた軟部組織の自動位置照合方法の開発」
15：10

休憩
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15：30

日本赤十字社診療放射線技師会講演
【座長】横浜市立みなと赤十字病院

川上真希子

「ホームページの活用について」
日本赤十字社放射線技師会
16：20

休憩・注意事項・その他

16：30

施設代表者会議

常任理事

竹安

直行

【司会】横浜市立みなと赤十字病院

宮澤

明

【議長】東部ブロック理事
17：30

情報交換会

尾形 智幸

中華街 金香楼
11 月 8 日（日）2 日

9：00

教育講演
【座長】秦野赤十字病院

湯山

浩司

災害担当

中山

祐介

【座長】横浜市立みなと赤十字病院

宮澤

明

「救急外来での画像検査」～外傷診療を中心に～
横浜市立みなと赤十字病院
9：45

休憩

9：55

特別講演

救急部

副部長

「ライトセンターとは」
神奈川県ライトセンター
10：40

休憩

10：50

一般演題Ⅱ

支援課

相談係長

青山しのぶ

【座長】横浜市立みなと赤十字病院

青木

敏博

那須赤十字病院

天澤

麻紀

さいたま赤十字病院

田中

里奈

大森赤十字病院

東香

奈江

1．「当院における救急 MRI 検査の利用状況」
2．「長尺撮影における歪みの検討」
3．「X 線 TV 装置用プロテクターの放射線遮蔽効果」
4．「非造影 T1 協調像における小脳歯状核の高信号化ガドリニウム造影剤との関連」
深谷赤十字病院
11：30

閉会式

次回当番病院挨拶
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登坂

崇史

第 6 回 中部ブロック業務研修会報告
開催日時：平成 27 年 9 月 5 日（土）～6 日（日）
開催場所：浜松赤十字病院

浜松赤十字病院の外観
秋雨前線の影響で雨の続く中、第 6 回中部ブロック業務研修会を平成 27 年 9 月 5 日（土）
・6 日
（日）の両日に開催しました。雨降りでの開催を覚悟しておりましたが、その合間を縫った晴天での
開催ができました。
開催場所は当院の研修ホールで行ない、15 施設から 76 名の参加がありました。
研修会内容は、テーマを「地域連携の充実」と設定し、放射線部門の役割や関わり方について 7 施
設・8 名の演者の方に発表をして頂きました。その後ディスカッションを行い、各施設での現状や問題
点について話し合いました。また、メーカー講師をよんでテーマに沿った地域連携システムや地域医
療ネットワークについて講演をして頂き、その日の終わりは部門ごとに分かれてのミーティングをし
ました。
2 日目には、会員発表 7 題と本部講演として「日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなった HP
のご説明」を本部事務局の荒井様が分かりやすく説明して下さりました。その後、メーカー講師によ
る X 線線量情報の管理システムについて、製品紹介を交えながら説明して頂き、閉会となりました。

当番病院挨拶

ディスカッション風景
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研修会プログラム
9 月 5 日（土）1 日目
13：00 当番病院挨拶
浜松赤十字病院 放射線画像診断課 課長 佐々木 昌俊
13：05 日本赤十字社診療放射線技師会 会長挨拶
日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝
13：15 浜松赤十字病院院長挨拶
浜松赤十字病院 院長 奥田 康一
13：25 メーカー講演
【座長】浜松赤十字病院 村松 真也
「C@RNA Connect を利用した、地域連携システム」
富士フイルムメディカル株式会社 IT ソリューション事業本部事業推進部 青栁 正宏
「地域医療ネットワーク Human Bridge ご紹介」
富士通株式会社 ヘルスケアビジネス推進統括部 第二ヘルスケアビジネス推進部マネジャー 星 裕
之
14：40 テーマ「地域連携の充実」について放射線部門の役割・関わり方
【現状の問題点と今後の展望を考える】
※放射線科または各部門の視点から発表をしていただき、発表終了後にディスカッションを行い
ます。
【座長】浜松赤十字病院 坪井 孝達
1．「当院放射線科の地域医療との係わり～主に RI 検査室において～ 」
静岡赤十字病院 山本 智久
2．「当院放射線部における地域連携の現状(MRI 部門について) 」
名古屋第一赤十字病院 鈴木 厚次
3．「当院 MR 部門の地域連携～現状と問題点～ 」
浜松赤十字病院 猿田 忠司
4．「当院の地域医療連携～放射線科の取り組み」
名古屋第二赤十字病院 小坂 健太
5．「当院における地域連携と放射線科との係わり 」
岐阜赤十字病院 竹中 明美
6．「福井赤十字病院放射線科部と地域連携との関わり」
福井赤十字病院 西村 英明
7．「地域消防との連携による放射線災害に対する取り組みについて」
伊勢赤十字病院 岡田 和正
8．「地域医療機関における一般撮影入射表面線量の調査および最適化について 」
伊勢赤十字病院 柴原 卓彦
16：30 ブロック代表者会議・専門部会ミーティング
18：30 情報交換会
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9 月 6 日（日）2 日目
9：00 会員発表
【座長】浜松赤十字病院 水野 洋行
1．「CT 透視下 IVR 時の空間線量分布の測定」
伊勢赤十字病院 大形 鮎美
2．「頭部 MRI におけるスライス断面の統一化」
伊勢赤十字病院 松月 俊晴
3．「Exac Trac システムにおける画質評価 」
伊勢赤十字病院 伊藤伸太郎
4．「当院の

123I

における TEW の基礎的検討 」
伊勢赤十字病院 森嶋 毅行

5．「マンモグラフィにおける追加撮影システム導入の経緯について 」
伊勢赤十字病院 後藤 咲月
6．「当院における可搬媒体(PDI)の取り扱いの現状と今後について 」
伊勢赤十字病院 幕谷 幸弘
7．「日本赤十字社診療放射線技師会学術専門部の紹介」
浜松赤十字病院 坪井 孝達
10：00 本部講演
「日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなった HP のご説明」
武蔵野赤十字病院 荒井

一正

11：10 メーカー講演
【座長】浜松赤十字病院

猿田 忠司

「X 線線量情報の一元管理システム～Radimetrics～の紹介」
日本メドラッド株式会社ラジオロジー事業部医療機器アプリケーションスペシャリスト 上村しづ香
12：10 閉会挨拶

清水会長挨拶

奥田院長挨拶
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閉会後の集合写真
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第 24 回

近畿ブロック業務研修会報告
近畿ブロック地域理事 長浜赤十字病院 奥出隆夫

開催日時：平成 28 年 1 月 30 日（土）～31 日（日）
開催場所：姫路赤十字病院及び姫路キャッスルグランヴィリオホテル

日本で最初にユネスコの世界遺産に登録され、昨年 3 月に 5 年半に渡る改修工事を終えたくさん
の観光客が訪れる国宝姫路城。今年度の近畿ブロック研修会はこの地、姫路赤十字病院にて開催さ
れ 13 施設から 91 名の参加がありました。

姫路城

姫路赤十字病院

今年の開催テーマは「各施設間での情報の共有化」です。
1 日目、
講演は全国他の各ブロックと同様に日本赤十字診療放射線技師会の新ホームページについ
て、日本赤十字診療放射線技師会広報担当の荒井理事より分かりやすい説明があり、その後姫路赤
十字病院放射線科内の施設見学がありました。

荒井理事

施設見学
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グループワークでは、昨年のブロック研修に引き続き、部門別ミーティングが開催されました。昨
年の検討部門の中から引き続き「一撮影部門」
「CT 部門」と、今年は新たに「乳房撮影部門」
「医用画
像情報部門」が加わった４部門にて、各施設の担当者より技術的課題や診療運用問題点など活発な討
議が行われ、各施設の情報を共有する事ができました。部門別ミーティングに並行して、施設代表者
会議も開催され、各施設での問題点の協議が持たれました。

一般撮影部門

CT 部門

医用画像情報部門

乳房撮影部門

施設代表者会議
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夕方からは会場を病院会議室からホテルに移し、情報交換会が開催されました。各テーブルとも施設
の垣根を超えさらなる意見の交換が持たれました。

2 日目は、会員研究発表が若手を中心に 8 演題ありました。その後、参加型の研修会を目指し「CT，
MRI 検査時の造影剤の血管内投与後の抜針・止血の行為について」として、姫路赤十字病院看護部の協力
にて、静脈路抜針に関する基本知識のレクチャーと抜針の実習が行われました。

抜針実習
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研修会プログラム
1 月 30 日（土）1 日目
会場：姫路赤十字病院
12：30 受付開（管理棟 5F 大会議室）
13：00 開会式
13：10 「日赤放射線技師会ホームページの活用について」
日本赤十字社診療放射線技師会 常任理事 荒井 一正
14：00 施設見学（病院内の放射線科部門の説明）
15：15 施設代表者会議（管理棟 5F 第 2・第3 会議室）
部門別ミーティング（管理棟 5F 大会議室）
【 題目】
1．一般撮影部門
2．CT 部門
3．医療情報部門
4．乳房撮影部門（乳房撮影室）
17：00 姫路キャッスルグランヴィリオホテルへ移動(シャトルバス 30 分程度)
18：30 情報交換会（姫路キャッスルグランヴィリオホテル）

1 月 31 日（日）2 日目
会場：姫路キャッスルグランヴィリオホテル
8：30 受付
9：00 会員研究発表
1．「FPD を用いた胸部Ⅹ線撮影の適切な撮影線量の検討」
神戸赤十字病院 福嶋 英人
2．「患者説明用の表面被ばく線量の再評価について」
大津赤十字病院 藤川 沙凡
3．「CR と FPD における解像特性の比較検討」
京都第二赤十字病院 渡利 信也
4．「乳房撮影装置更新に伴う初期検討」
長浜赤十字病院 寺村 理沙
5．「DMQC ファントムの CNR が変化する要因」
大阪赤十字病院 皆吉 福子
6．「CT 装置における新型検出器の性能評価」
大津赤十字病院 蓮本 亨佑
7．「MRI 撮影における機能性肌着の成分と発熱の関係」
神戸赤十字病院 小川 宗久
8．「当院における診断用Ⅹ線防護衣の管理について」
姫路赤十字病院 内海 武彦
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10：40 「CT、MRI 検査時の造影剤の血管内投与、投与後の抜針・止血の行為について」の講演・
実習
11：30 ランチョンセミナー（株式会社日立メディコ）
12：10 閉会式
次期開催担当病院挨拶
大阪赤十字病院 技師長 福田 浩士
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第5回

中四国ブロック研修会報告
鳥取赤十字病院 入川 富夫

開催日時：平成 27 年 11 月 28 日（土）～29 日（日） 開催場所：鳥取赤十字病院
本年度で 5 回目数える標記研修会ですが、初となる 2 日間研修を企画いたしました。多くの施設のご
協力を得て下記プログラムにありますように会員レクチャー8 演題、会長講演、教育講演、そして、竹
安理事をお迎えして「赤十字技師会ホームページの活用」と題して講演頂きました。研修会 2 日前に
寒波が到来して鳥取市内も雪が降り、瀬戸大橋の不通や飛行機の発着を心配しておりましたが、当日
は気温も上がり風も収まり中四国会員、本部理事を含め 39 名、当院の技師 12 名を加え総勢 51 名の
出席でした。

（開会挨拶）

（会場風景）
当院は、本年創立 100 周年を迎え祝賀会 や記
念事業を開催した記念すべき年に当たります。
また、平成 30 年 5 月のグランドオープンに向
け、新棟の建築中でもあります。よって、昭和
38 年築のレトロ感満載の研修室での開催となり、
工事の関係で暖房が利かない等、悪条件の中で
の開催となりました。暖房はファンヒータ 3 台
を使用してしのぐことができました。このよう
な中、竹安理事の「ホームページの活用」では、

知らない多くの機能があることを知り、有効活用すれば会員にとって大きな武器になることが判明
しました。今後、聴き得た情報を施設に帰り広めて頂けると信じております。会員レクチャーでは、
MR，CT，消化管、一般と 1 レクチャー30 分枠が足らない内容で、質疑応答でも関心の高さが窺えま
した。教育講演では、当院放射線科部長に
「急性腹症の画像診断」と題して講演頂きま
した。14 症例を高山植物のスライドを挿みな
がら詳しく説明して頂けました。講演を聴い
ていて思ったことは、他の検査情報との総合
評価から、疑われる病名の確固たるサインを
みつけられた時以外は軽はずみにコメントす
べきでないということでした。われわれは医師
では無いので診断することはできません。し
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かし、実質的に疑われる疾患部を強調表示したり画像再構成で医師が診断しやすい画像を提供した
りと、読影できなければできない業務を日々行っています。これは、正しく読影の補助ではないでし
ょうか。小林先生の講演も予定を大幅に超過して情報交換会が 30 分も遅れてしまいました。
19 時より、待ちに待った情報交換会が始まりました。季節がら鳥取の味覚、松葉ガニのコース料理
を準備いたしました。予算の関係で徴収金額は多くなりましたが、せっかくの機会なので研修会出席者
は全員参加して頂きました。先ずは食べることに集中、カニ料理は両手が塞がりアルコールの消費が
いつもより少 なく、予算の範囲内に収まりホット一息。時間も忘れ気が付けば早 21 時 30 分。カニの
お出しが利いたお鍋にご飯と溶き卵を投入、締めのおじやの完成です。
そのお味は、
、
、
、
、です。その後は 2 次会、3 次会とお宿の門限を少し過ぎた深夜１時過ぎに散会。お
疲れさまでした。

2 日目は、8 時 30 分から会長講演で幕を開けました。皆、不思議と元気な姿で会場入り。清水
会長講演の中で、①学術総会の地方大会開催についての模索、②日本赤十字社医学会総会での 1 施
設 1 演題の登録、③職員交換研修制度創設の 3 点が興味を引いた。特に職員交換研修制度は私自身
が組合活動をしていたころ、日赤施設間研修制度の創設を訴えてきた経緯があり、とても興味深か
った。現に、平成 26 年 5 月より伊勢赤十字、名古屋第二で始まっているとのこと。また、平成 28 年
度には制度を策定し、本格的に始動するようです。これが全国規模で開始されれば相乗効果で施設自
体がより良い環境になるような気がする。伝統もよいが新たな風も期待したい。
その後 12 時過ぎまで、会員レクチャーが 5 演題続き、各施設のスキルの高さが窺えた。
次回（平成 28 年度）は広島での開催を決定し閉会となりまし
た。 本部役員の皆様、遠路遥々お越し頂きありがとうござい
ました。
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研修会プログラム
11 月 28 日（土）1 日目
12：30 受付開始
13：00 施設見学
13：30 施設代表者会議
14：00 開会
研修会テーマ【読影の補助】
【司会】鳥取赤十字病院 池原

準

開会挨拶
鳥取赤十字病院 入川 富夫

14：10 基調講演
【座長】松江赤十字病院 磯田 康範
『日赤技師会ホームページの活用』
日本赤十字社診療放射線技師会 常任理事 竹安 直行

15：00 会員レクチャー 読影の補助（part1）
【座長】鳥取赤十字病院 米田

猛

1．「頭頸部領域の画像診断の補助」
岡山赤十字病院 帆足 有布
2．「救急撮影時の展開、整形外科領域（大腿骨頸部・股関節etc.）
」
松山赤十字病院 大西 寛典
3．「読影補助レポート（消化管）
」
広島赤十字・原爆病院 田中 久喜

16：40 教育講演
【座長】鳥取赤十字病院 入川 富夫
『急性腹症の画像診断』
鳥取赤十字病院 放射線科部長 小林 正美

18：20 情報交換
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11 月 29 日（日）2 日目
【司会】鳥取赤十字病院 磯見 正美
8：30 特別講演
【座長】高松赤十字病院 安部 一成
『日本赤十字社診療放射線技師会の活動を未来に繋ぐ』
日本赤十字放射線技師会 会長 清水 文孝
9：30 会員レクチャー 読影の補助（part2）
【座長】鳥取赤十字病院 山根 晴一
1．「胸部領域：CT」
松江赤十字病院 山城 圭進
2．「救急患者の読影」
松江赤十字病院 石田 知大
10：30

会員レクチャー

読影の補助（part3）
【座長】大分赤十字病院 戸口 豊宏

3．「救急患者のMRI検査の現状と頭部領域のMRI検査」
高松赤十字病院 石井 寛人
4．「急性腹症（虫垂炎）」
鳥取赤十字病院 澤田 徹也
5．「MR検査における稀な症例」
鳥取赤十字病院 池原

12：00

準

閉会挨拶
鳥取赤十字病院 入川 富夫
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第 16 回九州ブロック研修会報告
熊本赤十字病院 村上 博司
開催日時：平成 27 年 9 月 5 日（土）～6 日（日）
開催場所：熊本赤十字病院

第 16 回九州ブロック研修会を平成 27 年 9 月 5 日から 6 日の 2 日間にかけて開催しました。今回は
熊本赤十字病院の担当で、開催場所は当院の研修ホールで行い、参加人数は 11 施設から 49 名の参加
がありました。
初日は、特別講演 1「救急患者へのアプローチ」～診療放射線技師の役割～を熊本赤十字病院 第二
救急科部長 桑原謙先生に、又、初めての試みといたしまして「救急医療における放射線業務につい
て」のテーマでシンポジウムを開催しました。シンポジウムでは、5 施設の代表の方々と救急医療での
現状や取り組み、勤務体制など活発な話し合いが行われました。その後、当院施設（画像診断治療セ
ンター、救命救急センター）
、ドクターヘリを見学しました。
2 日目は、一般演題としまして 6 演題、特別講演 2「日赤技師会ホームページの活用について」を日
本赤十字社診療放射線技師会 竹安直行理事に大変分かりやすく説明していただきました。2 日間の研
修でしたが救急での業務など各施設との意見交換をする事ができ大変有意義な研修会であったと思い
ます。

一二三院長挨拶

竹安理事講演

シンポジウム
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研修会プログラム
9 月 5 日（土）1 日目
12：45 受付開始
13：15 開会の辞
熊本赤十字病院 放射線科 技師長 村上 直治
13：20 院長挨拶
熊本赤十字病院 院長 一二三 倫郎
13：25 特別講演 1
【座長】熊本赤十字病院 村上 直治
「救急患者へのアプローチ」 ～診療放射線技師の役割～
熊本赤十字病院 第二救急科部長 桑原 謙
14：55 シンポジウム
「救急医療における放射線業務について」
【座長】熊本赤十字病院 西小野昭人
シンポジスト
福岡赤十字病院 八波 誠一
大分赤十字病院 櫛野 恭治
唐津赤十字病院 平田 一英
長崎原爆病院 近藤 文宏
熊本赤十字病院 藤井 竜一
16：15 ブロック代表者会議 (503,504 研修室)
施設紹介「熊本赤十字病院の紹介」
熊本赤十字病院 永田 圭吾
16：40 施設見学(ドクターヘリ・ヘリポート 16:50～)
19：00 懇親会
9 月 6 日（日）2 日目
9：30 2 日目開会挨拶
9：40 一般演題発表
【座長】熊本赤十字病院 矢野 祐二
戸上

諒

1．
「長崎原爆諫早病院放射線科の開院 10 年の推移と考察」
日本赤十字社長崎原爆諫早病院 大町 繁美
2．
「当院放射線科部内での BLS の取り組み」
福岡赤十字病院 平山 卓巳
3．
「マンモグラフィ・トモシンセシスの使用経験」
熊本赤十字病院 中村 沙織
4．
「バイプレーン血管造影装置距離計測におけるアイソセンターキャリブレーションの有用性」
大分赤十字病院 凍田 淳平
5．
「シーメンス 3T MRI の使用経験」
熊本赤十字病院 黒木 陽平
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6．
「頭部 MRA における内頚動脈屈曲部アーチファクト低減の試み」
福岡赤十字病院 木船 智司
10：50 休憩
11：00 特別講演 2
【座長】熊本赤十字病院 増田 弘明
「日赤技師会ホームページの活用について」
日本赤十字社診療放射線技師会 常任理事 竹安 直行
12：00 閉会の辞 次回担当施設

閉会後集合写真

ドクターヘリと記念撮影
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