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巻頭言

37年間放射線技師を生きる、そして今

（公社）広島県診療放射線技師会　会長　　北川　明宏

　昨年とうとう還暦を迎える歳になった。いつか

やってくるとは思っていたが来てみると案外早

かったように感じる。子供たち、仲間から還暦の

御祝いだといって祝宴を開いてもらった。子供た

ち、いや孫たちには倍返し、ありがたいことであ

る。

　私の生まれ故郷は松江である。昨年、島根県で

開催された学術大会の折、最終日の夜に私の高校

の還暦同窓会が宍道湖湖畔のホテルで開催され

た。半数ぐらいの参加であったが懐かしい時を過

ごさせていただいた。ふるさと松江は私の青春時

代を過ごした城下町である。ずいぶん昔、梶光男

という歌手の「ああ青春の城下町」という歌がた

いへん流行っていたことを思い出した。まさに歌

詞の通りだと、高校時代のクラブ活動で汗を流し

た仲間と大声で「流れる雲よ城山に登ると見える

～．．．．」と熱唱し、これは松江の歌だと勝手に決

めて嬉しく思ったものだ。そして40年前、詰め襟

の学生服を着て見た宍道湖の夕日は今も何ひとつ

変わっていないことに気づき、何かしら懐かしく

こそばゆい感動を覚えた。それは診療放射線技師

の仕事と、技師会の運営という二つの事を駆け足

で行ってきたことの裏返しなのかもしれない。日

進月歩の医療界、特に放射線機器の急速な発展に

は目を見張るものがある。それについて行くため

にはいやおうなく短距離走のように駆け抜けなく

てはならなかったのであろう。

　少しゆっくりと過ごしてみようと思ってはいる

が性格上無理かもしれない。現在もフル勤務で働

いている方が非常に心身共に充実しているし、神

様はまだまだ仕事を与えてくださる、時間が足り

ないくらいの方が元気が出る。いつの日かスロー

ライフが楽しめる時がきたら、もう一度宍道湖

の夕日を心ゆくまで眺めてみたい。いつの日や

ら．．．．
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会　告

会員各位 公益社団法人広島県診療放射線技師会
会長　北川　明宏

平成25年度定時総会開催のお知らせ

　公益社団法人広島県診療放射線技師会定款に基づき下記のとおり総会を開催いたします。会
員の皆様はご参加くださいますようお願いいたします。

記

日　時　　平成26年 6 月 1 日（日）15：15～16：15
場　所　　広島市民病院　10階　大講堂
　　　　　広島市中区元町 7番33号
　　　　　（公共の交通機関でお越しください）

＊参加できない方は必ず委任状を提出して下さい。
＊総会資料をご持参ください。

以上
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会　告

平成26年度第 1回（公社）広島県診療放射線技師会研修会

日　時　　平成26年 6 月 1 日（日）10：30～15：00
場　所　　広島市民病院　10階　大講堂
　　　　　〒730-8518　広島市中区基町 7番33号
　　　　　（公共の交通機関でお越しください）

プログラム
10：30～11：00　　石膏　粉末固着方式三次元プリンターを用いた手術支援
　　　　　　　　　－広島大学病院技工室の場合－
 広島大学病院　診療支援部・歯科技工部門　　岩畔　将吾　先生

11：00～12：00　　診療放射線技師に必要なCT読影のピットホール
　　　　　　　　　～ＪＡＲＴの生涯教育システム解説と読影補助～
 埼玉県済生会川口総合病院　診療放射線部　放射線技術科　　富田　博信　先生

13：00～14：00　　fMRIでみるうつ病の脳機能
 広島大学大学院　精神神経医科学 特任講師　　岡田　　剛　先生

14：00～15：00　　胸部救急疾患の画像診断
 広島市立広島市民病院　放射線科　主任部長　　浦島　正喜　先生

15：15～　　　　　平成25年度　公益社団法人広島県診療放射線技師会総会
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学　術

小児の画像診断

広島大学病院　放射線診断科　谷　　千尋
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＊ 平成25年度第 1回広島県診療放射線技師会研修会にてご講演いただいたスライド内容です。
先生の許可をいただいて掲載させていただいました。
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US	 CT	 

感度＊	 88%	 94%	 

特異度＊	 94%	 95%	 

長所	 

・放射線被曝がない 
・前処置が不要 
・リアルタイムな情報が 
　得られる	 

・検者の技量に依存しない 
・病変の広がりが容易 
・患児の体格、消化管ガス 
　の影響がない	 

短所	 

・検者の技量に依存する 
・全体像の把握が難しい 
・患児の体格、消化管ガス 
　に影響される 

・放射線被曝がある 
・造影剤の使用 
・鎮静が必要な場合がある	 

Pediatr Radiol 39: S144-148, 2009
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設紹施 介

画像診断センター『霞クリニック』

　当クリニックは平成24年12月に開設され、
MRI・CT検査を主とし、正確かつ迅速な画像診
断の提供を目的とした新しいクリニックです。場
所は広島市南区東雲本町に位置し、地域医療に貢
献するとともに、大学病院や日赤病院等、近隣の
医療機関との医療連携にも努めております。
　機器は、MRI 2 台（PHILIPS社 Achieva 1.5T）
と、CT 1 台（東芝社16列Aquilion）を設置して
おります。特にMRIが 2 台設置されている事は当
クリニックの強みであり、大規模施設における予
約待ちの状態を軽減させ、早期発見・迅速な画像
診断の提供により患者様のQOLの向上に貢献し
ていこうと考えています。また、『遠隔画像診断
センター・エムネス』とのネットワークにより、

即日報告書を作成する事ができるので、検査当日
に依頼元病院の受診も可能です。

　現在、検査部門スタッフは、診療放射線技師 4
名、看護師 4名で構成されています。皆で日々患
者様に安心して検査を受けていただけるように努
めています。また、複数の画像診断医が常駐して
おり、さまざまな病態に合わせて専門医に確認し
てもらいながら検査を行いますので、読影医の目
から診た的確な診断を行える環境が整っていると
いうことは素晴らしい事に感じられます。

　当クリニックはMRI検査、CT検査において放
射線科医、MR専門技術者監修のもと検査プロト

柴﨑　三奈
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コールが決められています。そのため大学病院か
らの依頼も多く、肩、股関節における放射状撮
像、両足関節同時撮像など、通常の施設では検査
時間に制限があるため省略されている撮像も積極
的に行っています。

　特に大学病院乳腺外科からの依頼では、乳腺
MRIにおける高分解能画像の提供はもちろんのこ
と、乳腺エコーで使用しているRVS（Real-time 
Virtual Sonography）画像の提供も行っていま
す。最初のエコー検査では診えていないが、MRI
検査で描出された病変に再度エコー検査が行われ
る（second look echo）症例がまれにあります。
エコー時と同じ体位（仰臥位）で撮像した画像を
提供することによって、位置情報の対比がしやす
くなるため有用となります。今後は乳腺に対する
MRガイド下生検を行う予定もありますが、現在
は準備段階です。他に乳腺に関しては、大学病院
形成外科と連携してインプラントボリューム計測
に対するスタディの連携も行っています。
　また、最近ではリウマチ検査において、患者さ
んに対する負担を最小限にしながら、高画質な画
像を得るためのポジショニングやパラメーターを

検討するなど、検査の質の向上に努めています。
関節リウマチ読影結果は「コンパクトMRIスコア
による評価基準」にて対象とされている部位を評
価し、滑膜炎・骨髄浮腫・骨びらんが見られる部
位を分かりやすい表記で列挙し、提供していま
す。

　私自身がこのクリニックに勤め始めて、MRI・
CT等の精密検査が果たす役割、患者サービスの
意味を、医療従事者として改めて考えさせられて
います。検査時の患者様の不安低減・高画質な画
像提供・的確な診断・迅速な報告書の配信、私た
ちが患者様の為にできる事には限りがあります
が、その限りがある中で、霞クリニック職員一同
これからも精進していきたいと思います。
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PHILIPS社 Achieva 1.5T

東芝社 16列 Aquilion
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レントゲン週間2013　報告

井野口病院　戸塚　功二

　1895年11月 8 日のＷ.Ｃレントゲン博士による
Ｘ線発見を記念し、公益社団法人日本診療放射線
技師会が毎年11月 2 日～11月 8 日の期間を『レン
トゲン週間』と制定しています。広島県診療放射
線技師会でも2005年から毎年『レントゲン週間』
イベントを開催しています。イベントを通じて、
身近に診療放射線技師という放射線の専門家がい
ることを広く知っていただき、県民の皆様が安心
して放射線診療を受けられるための一助にして頂
く事が目的です。さらに今年も広島県診療放射線

技師会は広島県が行っている「がん検診へ行こう
よ」推進会議の会員であるため、がん検診啓発
キャラクター「デーモン閣下」のポスターと共に
広島県民にがん検診受診の大切さを呼び掛けまし
た。
　今回のイベントは例年の会場と異なり、紙屋町
シャレオ中央広場にて11月 3 日に開催されまし
た。会場の都合により、昨年の様に車載CTを展
示することは出来ませんでしたが、例年同様「超
音波による骨密度測定」「マンモグラフィの実機
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展示」「面白X線写真」「放射線に関するパネル展
示」を行いました。それに加えレントくんとレイ
ちゃんのイラスト入り風船プレゼントの企画も復
活しました。（前回は施設内でのヘリウムガス使
用許可が下りなかった。）
　さて実際のイベントですが、例年同様、10時か
らスタートしました。地下通路の人通りは祭日の
朝にしては多い印象で、午前中から会場の混雑を
覚悟しましたが、皆さん目的地を目指しておら
れるのか、足早に広場
を通り過ぎる方ばかり
で、一向にイベント会
場に足を踏み入れても
らえません。さらに昨
年までのイオンモール
広島府中と比べて家族
連れが少なく子供さん
の姿もまばらでした。
せっかく復活できた風
船プレゼントの企画な
のに効果半減か・・・
と思っていたその時、
救世主が現れました。
「普段は病院で業務
している我々診療放射
線技師が今日は病院
を飛び出しイベントを
開催しています！！」

「レントゲンの装置で
様々なものを撮影した
ら、とても面白い写真
が出来ました。どうぞ
ご覧になってください
♪♪」と、通路を行き
かう人々にマイクで呼
びかけた人がいたので
す。そう、レントゲン
週間実行委員副委員長
の中上さんです。会場
の広さゆえ地声での呼
び込みではなかなか伝
わらない状況だったの
で、マイク使うという
中上さんの機転は本当
に功を奏しました。ま
た、その語り口が絶妙
で立て板に水のごとく

サラサラと呼び込みのセリフが出てくるのには
びっくりしました。「人はいろいろな特技を持っ
ているんだなぁ」と変なことに感心しつつも、私
も負けずに声を張り上げた次第です。
　実行委員長外川さん、副委員長中上さんをはじ
めスタッフみんなの頑張りのおかげで、午後には
会場を覘かれる市民の方も増え、大盛況のうちに
イベントが終了しました。我々が毎年イベントの
反響のバロメーターにしている骨密度測定参加者
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は昨年の413人を大きく上回る509人を数えまし
た。
　というわけで、今年も多くのスタッフの協力の
もとイベントは無事終了しました。参加されたス
タッフの皆様本当にお疲れ様でした。来年もレン
トゲン週間イベントは開催されると思いますが、
是非多くの会員の方に参加して頂きさらに盛り上
げていきたいと思っています。今後ともよろしく
お願いします。
　また、マンモグラフィの実機を展示して頂いた
東芝メディカル様、ポスター展示用のパネル、
ビュワーを準備して頂いたコニカミノルタ様、骨
密度装置・机・椅子をレンタルして頂いたキャノ
ン様に対してこの場をお借りして厚く御礼申し上
げます。
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少人数で頑張ってます

広島市総合リハビリテーションセンター
 寺尾　敏昭

　当センターは、回復期リハビリテーション病
院、自立訓練施設、身体障害者更生相談所の複合
施設として2008年 4 月西風新都に開設され、現在
6年目の歴史の浅い施設です。
　病院の病床数は100床で、基本的に外来診察は
ありませんが、外来検査としてMRIは広島市民病
院と共同利用体制になっており30名/月程度を請
け負い、近隣の施設からの依頼検査も行っていま
す。現在、放射線科は親子ほど歳の離れた技師 2
名と受付 1名でCT,MRI,X線TV,一般撮影の業務
を行っております。
　業務量はさほど忙しいということはないのです
が、リハビリ中心の施設なのでリハビリ、食事、
入浴、面談などの隙間の時間で検査を行うのは結
構難しいなと思いながら日々、業務に励んでいま
す。検査を行う患者さんの病室からの送迎も技師

がするというのも特徴のひとつだと思います。私
自身、人生初の転勤 1年目で、相方の自称イケメ
ン技師は卒後 2年目でお互い相手が変な奴だった
ら嫌だなと思っていたのですが、変な奴同士が一
緒になると不思議とうまくいくようで、さらに、
おもしろい受付嬢が加わり毎日とっても楽しく過
ごしています。放射線科内も楽しいんですが、外
来の看護師さん、臨床検査技師さん、薬剤師さん
など周りのスタッフも優しい人ばかりで、困って
いるとすぐに救いの手を差し伸べてくれます。施
設の規模の大小にかかわらず、やはり大切なのは
人間関係、コミニュケーションですよね。
　思いつくままにつまらない文を書いてしまいま
したが、当センターを御存知ない方が多いと思い
ます。タクシーに乗っても「知らない」、呼んで
も「そちらは、どのあたりですか」
と言われます。文中にもありますが、さほど忙し
くは無いので、みなさん是非アポ無しで見物がて
ら遊びに来てください。



27

技師会誌　No.43

アマノリハビリテーション病院
 外川　雅士

　私の職場でのことを色々書いていき
たいと思います。
　その前に、今までの経歴をお話させ
ていただきます。 4年前に現在の職場
に来たのですが、それまでは約400床
の総合病院（技師人数は約20人）にい
ました。私はそちらに10年在籍しまし
た。その間に一般撮影、透視、CT、
心カテなど検査のことはもちろん、
リスクマネージメント、感染対策、医
療情報、患者接遇など多くのことを学
び、経験させていただきました。仕事
以外のこともたくさん人生経験をさせていただ
き、大変感謝しております。
　そんな私が約 4年前に当院に就職しました。当
法人では、当院とクリニックがあり、介護付有料
老人ホームも 2施設あります。また通所リハビ
リ、居宅介護、訪問介護、重度認知症患者デイケ
アなども行っています。
　当院は120床のリハビリを中心とした病院で
す。放射線科の設備としては、一般撮影（CR）、
透視（DR）、CT（ 4 列）があります。ちなみに
来年度PACSを導入予定です。
　放射線技師がいるのは当院とクリニックで、こ
の 2施設で私を含んで 4人です。その内、私以外
の 3人は非常勤の方です。主に私ともう一人の技
師さんの 2人で病院の勤務をしています。私が休
みのときに出てきてもらっている、という感じな
ので、実際の仕事は一人で行っています。実質ひ
とり職場です。
　そんな職場ですが、困ったところ、良いところ
が色々あります。
　困ったところから先にお話しますと、例えば、
勤務によっては行きたいと思っていた研修会、学
会に参加できない場合があります。金・土・日な
ど 3日連続はかなり難しいかもしれません。
　同じく参加することに関しては院内でもありま
す。院内の勉強会で「各部署一人は出席してくだ
さい」と通知が来ますと必ず私が参加することに
なります。同様に院内感染委員会、医療安全対策
委員会などの委員会や院内連携会議、管理者会議
などの会議など、各部署から一人は参加すること
となっているので、私が参加しています。他部署

は多人数なので、一人が会議に出ようが仕事は進
むのですが、私が会議に出ると放射線科の仕事は
完全にストップしてしまいます。会議には出ない
といけない、でも出ると仕事が進まない…とジレ
ンマと戦っております。しかし、患者さんを優先
にしていますので、撮影が沢山ある場合、会議は
欠席しています。
　他に困ったこととして、外来患者さんを待たせ
てしまうことが多々あります。撮影できる技師は
私一人ですので、一般撮影とCTを同時に検査す
ることはできません。とはいっても、これは持ち
前のスピードと技術でどうにかカバーしています
が、そんな姿を見たからなのか、患者さんによく
「あんたはいつも忙しそうやねぇ」と言われま
す。
　撮影自体ですが、意外と困る場面は少ないよう
に思います。ひとりが患者さんを支えて、もうひ
とりが曝射という場面はよくあると思いますが、
今はどうにかこうにかひとりで撮影できていま
す。このことに関してですが、ひとつコツという
か、心がけていることがあります。患者さんに協
力してもらうということです。といっても患者さ
んに「カセッテを持っててください」とか「協力
してください」と言っているわけではありませ
ん。できるだけ検査に関する不安をなくし、こち
らの指示をわかりやすく提示し、スムーズに検査
が終わることができるように心がけています。具
体的に言いますと、患者さんが寝台に仰臥位で寝
ていて、左側臥位になってほしいとき、「あちら
を向いてください」とは言いません。「左を向い
てください」と言いつつ、患者さんの左肩をトン
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トンし、患者さんの顔の前で私の手で「左へ」と
いうジェスチャーをします。移動するときも「少
し右に寄りますよ」とは言いません。「 5 cm右に
寄りますよ」と具体的な数字を言うようにして
います。曖昧否表現だと患者さんは「どう向いた
らいいかわからん、あんたの言っとることがわか
らん、わからんの連続じゃ不安!!　検査やめてく
れー！　やりとうないー！」と感じる、のかもし
れません。簡潔に、具体的に言う、ジェスチャー
などで示すということを、当院に来てから強く意
識するようになって、よりスムーズに検査ができ
るようになった気がします。
　最大の困ったことは、仕事、仕事以外のこと、
私の発言など全部含めて私がしていることを誰も
指摘する人がいないということです。今の行動は
おかしいのではないか、こう修正したほうがいい
のではないか、先ほどの患者さんへの声掛けはよ
かった、など私の行動を良いことも悪いことも評
価する人がいません。当放射線科には部長がいる
ことはいるのですが、非常勤の方ですのでいつも
横にいて一緒に働いているわけではなく、私の行
動を常に見ているわけではありません。ですの
で、常に自分自身で自分の行動が間違っていない
か、もっといい方法があったのではないかと振り
返る必要があります。暴走していないか気を付け
る毎日です。
　次にひとり職場で良かったことをお話します。
良かったこと･･･あまりないのですが、自分の
ペースでできる、ということでしょうか。もちろ
ん患者さんのリハビリのスケジュールに合わせた
り、先生の時間に合わせたりする必要があります

が、基本的に私のペースで仕事ができ
ます。バリバリ撮影をしようと思えば
そうできるし、ちょっと間を空けよう
と思えばそうもできます。
　もう一つの良かったことは、この放
射線科の質を上げるのも下げるのも自
分自身で決めることができるというこ
とです。もちろん質を上げに上げてい
るつもりです。例えば、目的部位が正
確に、前回と同じ角度で撮影されてい
るかという写真の評価もあります。ま
た、患者さんへの接遇、他部署の職員
との会話なども私自身の行動・態度が
放射線科の質に直結しているのではな
いかと思っています。
　という感じのひとり職場で、楽しい

こと、辛いこと色々ありますが、全部含めて「今
日はどんなことがあるんだろう、どんな出会いが
あるのだろう」とワクワクしながら仕事をしてお
ります。
　まだまだ経験が足りず至らないところが多々あ
ると思います。お気付きの点がありましたらご指
導の程よろしくお願いします。
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　平成25年 6 月 9 日（日）、東広島市高屋町の
「東広島市中核工業団地」において広島県放射線
技師会ソフトボール大会が開催されました。当日
は時折小雨が降る中での開催となりました。今大
会は合計18チームの参加でした。
　結果は広総フェニックス（JA広島総合病院、
ほか）が 2年ぶりの優勝となりました。近年好調
の広総フェニックスは 1回戦で今大会 3位の安佐
市民病院に勝利すると、その波に乗り 2回戦を勝
ち進みました。準決勝は毎回上位に名を連ねる東
部とのシーソーゲームを制し、決勝へと駒を進め
ました。決勝では昨年優勝の広島大学PHOENIX
との対戦となりました。準決勝に引き続き、緊張
感が溢れる試合展開で最終回までもつれ、最後は
梶岡雄一選手のタイムリーヒットで広総フェニッ
クスのサヨナラ勝ちに終わりました。

　決勝戦だけでなく、各試合熱戦が繰り広げられ
ましたが、熱中症患者、大きな怪我人を出すこと
もなく無事に終えることができました。参加され
た皆様お疲れ様でした。
　最後に、朝早くからグランド整備・駐車場整
備、大会終了後の後片付けにご協力いただいた皆
様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げま
す。

結果
　　　　優勝　　　広総フェニックス
　　　　準優勝　　広島大学PHOENIX
    3 位　　　東部
    3 位　　　安佐市民病院

第40回 広島県放射線技師会
ソフトボール大会報告

広総フェニックス ２ 年ぶり優勝！！

緊張の中のサヨナラ安打！ ☆皆様、お疲れ様でした☆
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優勝　広総フェニックス

準優勝　広島大学PHOENIX

3位　東部 3位　安佐市民病院
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過去の市民公開講座テーマ
第 １回　～乳がん早期発見のために～
　　　　�知って安心、マンモグラフィ

検診の実際
第 ２回　CT検査の利益とリスク
第 ３回　胃がん早期発見のために
第 ４回　肺がんCT検診
　　　　禁煙外来の現状と意義

第５回市民公開講座を開催



33

技師会誌　No.43



34

技師会誌　No.43



35

技師会誌　No.43



36

技師会誌　No.43

理事会議事録
（公・社）広島県診療放射線技師会

総会議事録
日　時：平成25年 6 月 2 日15：30～16：30
場　所：広島市中区基町 7 -33
　　　　広島市民病院10階　大講堂
　　　　会員数　691名
 （平成24年 6 月 1 日現在）
　　　　　　総会成立人数　　346名
　　　　　　出席人数　　　　 39名
　　　　　　委任状出席　　　394名
　　　　　　出席総数　　　　433名
よって総会成立
総会役員
議　長　　　　　石橋　　徹
議事録　　　　　戸塚　功二

1 ．開会の辞　　司会　木口副会長
　平成24年度定期総会を開催しますと開会宣言。
2 ．会長挨拶
　広島県診療放射線技師会としては事業計画
通りに出来たように思われる。十分審議をお
願いしたい。
3 ．議長選出
　司会の木口副会長より議長の立候補はない
かの問いに司会者一任と声がかかり、司会者
の推薦により石橋　徹会員が満場一致で選出
された。
　会員数691名中参加者39名、委任状394名計
433名により過半数に達しているので総会成立
を石橋議長が宣言した。定款第18条（定足数）
4 ．議事
 1 号議案
　平成24年度事業報告
　北川会長が総括を報告された。
　本年も事業計画通り無事終了することが出

来ました。
　事業拡大に関しては、抜針と注腸時の
チューブ挿入という医療行為が出来るように
なるための講習会が企画され、広島でも 2月
に抜針の講習会が開催されました。現段階で
は法整備が整っていないのでNGです。
　社会活動として11月18日には恒例のレント
ゲン週間のイベントをイオンモールソレイユ
で開催しました。体験コーナーでは骨密度測
定、乳房の模型、乳房撮影装置の展示も行い
ました。CT検診車の展示も行い大変好評で
した。また、テレビ・ラジオで活躍されてい
る元広島カープの渡辺弘基さんにも参加して
頂き大変盛り上がりました。
　市民公開講座は平成24年 1 月19日呉共済病
院の森本　章先生に低線量肺がんCT検診に
ついて講演頂きました。もうお一人は松村循
環器・外科医院理事長の松村　誠先生に「禁
煙外来の現状と意義～すわんほうがええで
～」という題でご講演頂きました。先生はテ
レビにも出演されており、大変楽しいエピ
ソードとユーモアたっぷりの素晴らしい講演
をいただきました。
　詳しいことは総会資料を見てご意見をいた
だきたい。
 2 号議案
　平成24年度庶務報告
　今田副会長より総会資料に沿って会務報告
が行われた。
 3 号議案
　平成24年度決算報告
　面谷理事より総会資料に沿って説明があった。
 4 号議案
　平成24年度監査報告
　石田監事より平成25年 4 月26日に実施した。
　決算処理は公平かつ的確に行われていたこ
とを認める。
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　会務状況は運営は問題なく執行されている
と報告があった。
　議長より 1号議案から 4号議案まで質問、
意見はないか、無いようなので採決に入りま
すとの発言があった。満場一致の賛成（挙
手）で承認された。
 5 号議案
　平成25年度　事業計画
　北川会長が計画を発表された。
　まず初めに会費納入に関して、支払ったに
もかかわらず処理のミスで平成25年度分に合
算されて請求された会員がいらっしゃった事
はJARTのミスとはいえ広島県の会費を一緒
に請求させていただいている県技師会として
誠に申し訳ありませんでした。この場をお借
りしてお詫び申し上げます。
　公益社団法人として県民の皆様の健康福祉
に増々貢献できるように様々な事業を行って
いきたい。年 4回の研修会、消化管研修会、
社会貢献活動ではレントゲン週間イベントも
計画しています。レントゲン週間イベントに
参加されるスタッフには還元していきたいと
思っている。
　放射線技師総合学術大会は 9月20日から島
根県松江市で開催されます。広島県からも多
くの発表申し込みがあり、主催者から感謝を
伝えられている。大勢の参加をお願します。
　中四国フォーラムは山口県下関市で11月16
日より開催になります。参加お願いします。
 6 号議案
　平成25年度　予算計画
　面谷理事より総会資料に沿って説明があった。
　広告収入を少し減額している。
　事務所のスタッフが人材派遣から雇用に変
更したための人材派遣費から給与手当にして
いる。
　詳しくは資料をご覧ください。
　議長より 5号議案から 6号議案まで質問、
意見はないか、無いようなので採決に入りま
すとの発言があった。満場一致の賛成（挙

手）で承認された。
 7 号議案
　提案事項
　会長よりなし。
 8 号議案
　その他
　会場からなし。面谷理事より平成24年度第
6回理事会で可決された、事業報告手続きを
円滑にするため、申請書類及び決算書類等に
ついて原案の骨子に変更のない程度の修正及
び軽微な事項の修正については会長に一任し
ていただきたいとの発言があり満場一致で承
認された。
5 ．議長解任
6．表彰
　石井賞
　　該当者なし
　槙殿賞
　　呉共済病院　　　　　　森本　　章さん
　奨励賞
　　県立広島病院　　　　　須藤　　優さん
　　県立広島病院　　　　　森本　芳美さん
　　広島記念病院　　　　　加藤　雅士さん
　　広島赤十字・原爆病院　小西　健太さん
　　広島大学病院　　　　　高橋　祐治さん
7 ．閉会の辞
　木口副会長よりこれで平成24年度定期総会
を終了しますとの挨拶があり終了した。

平成25年度第 1回理事会議事録
日　時：平成25年 7 月13日（土）
　　　　14：00～16：00
場　所：広島大学病院
　　　　カンファランスルーム
議事録記載人　戸塚　功二　
理事現在数　23名
出席理事
会　長　北川　明宏　　副会長　今田　直幸
副会長　木口　雅夫　　理　事　冨久　　昇
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理　事　山口　裕之　　理　事　戸塚　功二
理　事　花本　隆秀　　理　事　穐山　雄次
理　事　本山　貴志　　理　事　森　美由紀
理　事　中上　康次　　理　事　竹田　賢治
理　事　西原　精人　　理　事　山本　健之
理　事　豊田　隆繁　　理　事　伊藤　博美
監　事　渡辺　和美　　監　事　石田　順一
出席理事16名
　以上のとおり、理事の過半数に相当する理事
が出席したので、本理事会は適法に成立した。
　よって当法人定款第35条に基づき会長　北
川　明宏　は議長席に着き開会を宣言し、た
だちに議事に入った。

議題
第 1号議案　
平成25年度第 2回研修会について
　山口理事より
　平成25年度第 2回研修会は事業計画では 9
月 8日を予定していたが10月 6 日（日）に変
更したい会場は県病院を予定しているがよろ
しいでしょうか。意見はないかとの議長の問
いに、なし。承認を求めた所、満場異議無く
これを承認可決した。
　何か講演に希望があればメールで提出して
ください。

第 2号議案　
レントゲン週間について
　中上・戸塚　理事より
　今年は会場を変更してシャレオで行いと思
います。会場費約33万円開催日は11月 3 日で
ヘリウム使用ＯＫです。このまま進めたいと
思いますがよろしいでしょうか。質問・ご意
見はありませんか。なし。承認を求めたとこ
ろ、満場意義無く承認可決した。

第 3号議案　
21世紀県民のくらしを考える会協賛金について
 2 年間休止していた21世紀県民のくらしを

考える会が復活します。今までは医師会がほ
とんどお金を出してきた（200万）これから
は各団体が出せる範囲で協力していただきた
いとの要望が医師会より出されましたいかが
しましょうか、何かご意見がありますかの問
いに、なし。承認を求めた所、満場異議なし
で 5万円くらいまでなら協力しようというこ
とになり、承認可決された。

報告事項
・日本診療放射線技師会第72回定期総会報告
　北川会長より報告
　平成25年 6 月 1 日11：00より東京都千代田
区日経ホールにて開催されました。代議員と
して、北川、今田、木口、面谷、山口で参加
しました。もめるような議案もなくすべての
議案が全員賛成で可決されました。島根での
学術大会の参加を促進するよう大会本部より
お願いがあった。
・中四国会長会議報告
 6 月15日に海峡メッセ下関で開催された。
11月16日、17日に開催される中四国フォーラ
ム順調に準備が進んでいる。これで中四国を
一巡したので来年は岡山に戻ります、来年か
らは参加費の値上げも必要になりそうだ。
　その他で島根小林会長より 9月20日からの
学術大会の時18日の準備と19日の人手かたり
ないのでなんとか派遣をしてほしいとの要望
があり当県からも中上さんと戸塚さんか協力
してくれます。
・静脈注射についての講習会報告
　木口副会長より報告
 6 月23日に無事広島大学病院で開催し終了
することができました。参加人数38名でし
た。全員合格でした。
・ソフトボール大会報告
　戸塚理事より
 6 月 9 日東広島工業団地で例年通り開催
　優　勝　ＪＡ広島総合病院
　準優勝　広島大学病院
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　第 3位　東部地区
　　　　　安佐市民病院
・フレッシャーズセミナー開催について
　木口副会長より
 8 月18日に広島大学病院で開催します。来
週には各病院技師長さんあてに案内を郵送し
ます。
・その他
　会長よりあぜもとさんの電話対応と演説会
への参加をよろしくとのお願いがあった。

平成25年度第 2回理事会議事録
日　時：平成25年 9 月29日（日）
　　　　10：00～12：00
場　所：広島大学病院
　　　　カンファランスルーム
議事録記載人　花本　隆秀　
理事現在数　18名
出席理事
会　長　北川　明宏　　副会長　今田　直幸
副会長　木口　雅夫　　理　事　冨久　　昇
理　事　山口　裕之　　理　事　花本　隆秀
理　事　森　美由紀　　理　事　中上　康次
理　事　竹田　賢治　　理　事　西原　精人
理　事　山本　健之　　理　事　豊田　隆繁
理　事　伊藤　博美　　理　事　面谷　耕司
理　事　西丸　英治　　理　事　畑山　秀貴
監　事　渡辺　和美
出席理事16名
　以上のとおり、理事の過半数に相当する理事
が出席したので、本理事会は適法に成立した。
　よって当法人定款第35条に基づき会長　北
川　明宏　は議長席に着き開会を宣言し、た
だちに議事に入った。

議題
第 1号議案　
レントゲン週間について
　中上理事より

　順調に準備は進んでいる。ただし駐車場が
無料ではないのでスタッフの駐車料金少しで
も援助していただけないか。いろいろ意見が
出たが最終的に会長から荷物を持ってくる方
には全額お支払いしますがその他の方は無理
ですので公共交通機関でおねがいしたい。今
回から謝礼金を少し多く出すように面谷さん
にお願いしています。承認を求めたところ満
場意義無くこれを承認可決した。

第 2号議案　
市民公開講座について
　今田副会長より
　テーマを大腸がんとして内視鏡とＣＴコロ
ノグラフィーについて話していただこうと思
いますがよろしいでしょうか。
　との提案があった　議長より質問・ご意見
はありませんか。なし。承認を求めたとこ
ろ、満場意義無く承認可決した。

報告事項
・日本診療放射線技師会学術大会（島根）報告
　北川会長より報告
　平成25年 9 月20～22日まで島根県松江市で
開催された。
　広島県からたくさんの演題を出していただ
いて感謝していますと実行委員長からお礼を
いわれた。全体で1500名の参加があった。当
県からも 2名の応援（中上、戸塚）お疲れ様
でした成功裏に終了したと思います。
・中四国会長会議報告
 9 月14日に岡山市で開催されました。教
育委員会も同時に開催された。各県の事業
報告とこれからの計画を報告した。来年度
のJARTの基礎講習はMRIをするように決定
した。11月16日、17日に開催される中四国
フォーラム順調に準備が進んでいるとの報告
があり懇親会には事前登録が必要なのでホー
ムページからお願いしますとの依頼があっ
た。来年度役員改選がある、中国四国地域理
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事として北川氏に立候補していただきたいと
の要請があった。
・フレッシャーズセミナー開催報告
　木口副会長より
 8 月18日に広島大学病院で開催しました。
新しい方が少なく準備スタッフも一緒に登録
した。
・中四国医療技術フォーラム（下関）について
　順調に準備が進んでいる事前登録は必要な
いが懇親会だけは事前登録が必要です。
・第 2回研修会について
　山口理事より
　10月 6 日県病院にてパネルディスカッショ
ン形式で行う。今回から案内を目立つように
カラーバージョンで制作。今後このような感
じで会員に案内する
・その他
　福山での静脈注射（抜針）講習会は中国中
央病院を予定しています、会場確保できしだ
い木口さんに連絡をしてJARTに起案書を提
出してもらう。
　女性技師サミット今回が最後になる、これ
からは地域別で行ってもらう。

平成25年度第 3回理事会議事録
日　時：平成25年12月23日
　　　　15：00～17：00
場　所：広島大学病院管理棟 2Ｆ
　　　　カンファランスルーム
議事録記載人　宮野音　努
理事現在数　23名
出席理事
会　長　北川　明宏　　副会長　木口　雅夫
副会長　今田　直幸　　理　事　冨久　　昇
理　事　外川　雅士　　理　事　本山　貴志
理　事　面谷　耕司　　理　事　山口　裕之
理　事　戸塚　功二　　理　事　花本　隆秀
理　事　畑山　秀貴　　理　事　伊藤　博美
理　事　竹田　賢治　　理　事　穐山　雄次

理　事　豊田　隆繁　　理　事　中上　康次
理　事　森　美由紀　　理　事　森本　　章
理　事　宮野音　努　　理　事　西丸　英治
理　事　山本　健之　　監　事　渡辺　和美
出席理事21名
　以上のとおり、理事の過半数に相当する理事
が出席したので、本理事会は適法に成立した。
　よって当法人定款第35条に基づき会長　北
川　明宏　は議長席に着き開会を宣言し、た
だちに議事に入った。

議題
第 1号議案　
平成25年度第 3回研修会・市民公開講座につ
いて
　木口副会長、山口理事（業務執行理事）より
　日時は平成26年 1 月18日（土）研修会13：
30より会員発表形式で
　これから今年度発表した人にお願いしてい
く。発表内容が決定したらメールで理事全員
に報告します。
　市民公開講座　今田副会長よりテーマは前
回の理事会の時報告したように「もっと知ろ
う大腸癌」
① 広島県におけるがん検診受診率の現状
　（15：30～16：30）
 広島県健康福祉局がん対策課　　
 武田　直也　先生　　
②ＣＴを用いた大腸検査の実際
　（16：30～17：30）
 広島原爆障害対策協議会　　
 健康管理増進センター　　
 診療放射線技師　　
 品川　祐樹　先生　　
　と決定したいと思いますが、いかがでしょ
うかと提案があった。
　意見はないかとの議長の問いに、なし。承
認を求めた所、満場異議無くこれを承認可決
した。ポスターも完成していた
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第 2号議案　
平成25年度第 4回研修会について
　竹田理事より
　平成26年 2 月11日（祝）開催の第 4回研修
会について発言があった
開催場所　福山市まなびの館ローズコム
開催日　　平成26年 2 月11日　13：00～
　研修会内容はまだすべて決定していないの
で、決定次第学術担当理事に承認してもらい
皆様に連絡する事でよろしいでしょうかとの
提案があった。
　議長より何か意見がありますかの問いに、
なし。承認を求める。
　満場異議なしで可決された。

報告
1．中四国会長会議（下関）について
　北川会長より報告
　平成25年11月15日（金）
　16：00～18：00
　山口県国際総合センター　海峡メッセ
 1 ．フォーラム2013山口の報告
　　口述発表107　ポスター44
　 　情報交換会は19時よりシーモールパレス
にて
 2 ．次期開催地岡山の進捗状況
　　平成26年10月 4 日、 5日
　 　岡山コンペションセンター、メインテー
マを未来につなぐ一歩　情報交換会は少し
離れているがメルパルク岡山で。
　 　フォーラムも一巡したので元の順番にも
どす。岡山、香川、島根、徳島、広島、高
知、鳥取、愛媛、山口
2  ．日本診療放射線技師会勤続30年・50年表
彰推薦者
　30周年 2名
 1 ．中電病院　川崎さん　
 2 ．中区保健センター　神田さん
　を推薦した。

3 ．レントゲン週間報告
　外川理事、中上理事、戸塚理事より
　今年は開催場所を変更してシャレオ（地下
広場）で行った。広くて良かった反面あくま
でも通り道なのでなかなか立ち止まって興味
をもってくれる人が少なかった。中上さんの
呼び込みの案内がなかったらなかなか気づか
ない人もいた。見に来るかたが女性・子供か
ら対象が変わった。一番の問題は無料の駐車
場がないことで来年度は会場を元に戻しても
いいし変更のよちがある。
4 ．ＪＡＲＴ主催各種講習会予定（広島）
　木口副会長（業務執行理事）より
　平成26年 1 月26日予定の静脈注射（抜針）
福山会場は今のところ申し込が 2名なのでこ
れでは開催されないので最低20名以上集めて
くれるように各理事に要請があった。来年度
はＲＩのガイドライン講習会を 7月広島で予
定されている。それと10月にＡIの講習会も
予定されていて現在会場確保等調整中、基礎
講習もＭＲＩを予定している。
5 ．その他
・ 女性技師サミットに伊藤理事に行っていた
だく。平成26年 1 月

・ 21世紀県民の福祉と健康を守る会の講演会
が平成26年 1 月25日に開催されます。

・ 来年度の全国学術大会は大分県で行われま
すたくさんの参加をお願いします。

議長より
　これですべての議題・報告が終了します。
何か質問はありませんか。
　なし　閉会となった。

平成25年度第 4回理事会議事録
日　時：平成26年 3 月 9 日
　　　　10：00～11：00
場　所：広島大学病院旧管理棟 2階
　　　　カンファレンスルーム
議事録記載人　戸塚　功二　
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理事現在数　23名
出席理事
会　長　北川　明宏　　副会長　木口　雅夫
理　事　冨久　　昇　　理　事　面谷　耕司
理　事　西丸　英治　　理　事　山口　裕之
理　事　花本　隆秀　　理　事　畑山　秀貴
理　事　竹田　賢治　　理　事　清堂　峰明
理　事　穐山　雄次　　理　事　伊藤　博美
理　事　豊田　隆繁　　理　事　森　美由紀
理　事　森本　　章　　理　事　宮野音　努
理　事　西原　精人　　理　事　山本　健之
理　事　戸塚　功二　　監　事　渡辺　和美
出席理事19名
　以上のとおり、理事の過半数に相当する理事
が出席したので、本理事会は適法に成立した。
　よって当法人定款第35条に基づき会長　北
川　明宏　は議長席に着き開会を宣言し、た
だちに議事に入った。

議題
第 1号議案　
平成26年度事業計画（案）
　北川会長より
　平成26年度事業計画（案）について説明が
あった。詳細は「公益社団法人　広島県診療
放射線技師会　平成25年度事業計画（案）」
を参照。
　意見はないかとの議長の問いに、なし。承
認を求めた所、満場異議無くこれを承認可決
した。

第 2号議案　
平成26年度予算（案）
　面谷理事より
　平成26年度予算（案）について説明があっ
た。詳細は「収支予算表」「収支予算内訳
表」を参照。
　事務所のPCが故障したので買い替えを検
討中である。10万円程度の支出を考えている。
　意見がありますかの問いに、なし。承認を

求める満場異議なしで可決された。

第 3号議案　
平成25年度定期総会開催について
　北川会長より
　平成25年度定期総会を平成26年 6 月 1 日
（日）広島市民病院にて開催します。　
　何かご意見がありますかの問いに、なし。
承認を求めた所、満場異議なしで承認可決さ
れた。

第 4号議案　
平成26年度27年度役員選挙について
　立候補期間は平成26年 4 月半ばから 4月29
日とする。
　現在の退任希望者は、伊藤理事、戸塚理
事、渡辺監事の 3名。戸塚理事は地区理事退
任後、会長推薦理事に立候補予定。選挙管理
委員は川上さん
　次回理事会は平成25年度会計報告の承認が
必要なため会計報告がまとまる期間が必要。
よって平成26年 4 月29日（火）広島大学病院
にて開催を予定しています。
　何かご意見がありますかの問いに、なし。
承認を求めた所、満場異議なしで承認可決さ
れた。

報告
1．JART委託事業について
　北川会長より報告
　今年度のJART委託事業は静脈注射（針刺
しは除く）に関する講習会 2回（広島大学
病院、中国中央病院）と基礎技術講習－IVR
（広島大学病院）を開催しました。
　来年度は基礎技術講習－MRI（ 2 月22日ま
たは 3月 1 日）、RIの講習会、AIの講習会が
予定されている。
2 ．ピンクリボン実行委員会より
　森理事より依頼
　 5月25日（日）ピンクリボンdeカープ、
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13：00からマツダスタジアムにて開催予定で
す。技師会からの人的協力を頂きたい。
　北川会長から
　レントゲン週間の担当者に相談します。協
力依頼をメールします。
3 ．技師会誌について
　戸塚理事より依頼
　支部活動報告を提出してください。一人技
師の施設からの原稿をお願いします。 3月
いっぱいにお願いします。
4 ．給料調査票について
　北川会長より依頼
　給料調査票を出してください。
議長より
　これですべての議題・報告が終了します。
何か質問はありませんか。
　なし　閉会となった。

平成25年度第 5回理事会議事録
日　時：平成26年 4 月29日
　　　　10：00～12：00
場　所：広島大学病院旧管理棟 2階
　　　　カンファレンスルーム
議事録記載人　戸塚　功二　
理事現在数　23名
出席理事
会　長　北川　明宏　　副会長　今田　直幸
副会長　木口　雅夫　　理　事　面谷　耕司
理　事　西丸　英治　　理　事　山口　裕之
理　事　花本　隆秀　　理　事　畑山　秀貴
理　事　竹田　賢治　　理　事　清堂　峰明
理　事　穐山　雄次　　理　事　外川　雅士
理　事　豊田　隆繁　　理　事　森　美由紀
理　事　本山　貴志　　理　事　宮野音　努
理　事　西原　精人　　理　事　戸塚　功二
監　事　渡辺　和美
出席理事19名
　以上のとおり、理事の過半数に相当する理事
が出席したので、本理事会は適法に成立した。

　よって当法人定款第35条に基づき会長　北
川　明宏　は議長席に着き開会を宣言し、た
だちに議事に入った。

議題
第 1号議案　
平成25年度事業報告（案）
　北川会長より
　平成25年度事業報告（案）について説明が
あった。詳細は「公益社団法人　広島県診療
放射線技師会　平成25年度事業報告書（案）」
を参照。
　意見はないかとの議長の問いに、森理事よ
り「公 1体験・講演・相談等による県民への
知識の普及啓発事業」の講演の中に「ピンク
リボンdeカープ」の活動が記載されている
が、項目を分けるべきではないか。と指摘が
あった。
　会長からはその他の項目を作りそこに「ピ
ンクリボンdeカープ」の活動を記載する形
に修正すると返答があった。
　今田副会長から「公 3放射線に関する情報
を出版等による提供を行う事業」の「ニュース
レター　 4回発行」を「研修会案内　発行 3
回」に訂正してください。西丸理事から同じく
「メールマガジン　 3回発行」を「 6回発行」
に訂正してください。との発言があった。
　会長からは指摘の通り訂正しますと返答が
あった。
　その他意見はないかとの議長の問いに、な
し。承認を求めた所、満場異議無くこれを承
認可決した。

第 2号議案　
平成25年度決算報告（案）
　面谷理事より
　平成26年度決算報告（案）について説明が
あった。詳細は「正味財産増減計算内訳表」
「貸借対照表内訳表」「財産目録」「別表A」
「別表B」「別表C」を参照。



44

技師会誌　No.43

　意見がありますかとの議長の問いに、な
し。承認を求める満場異議なしで可決された。

第 3号議案　
平成25年度監査報告
　渡辺監事より以下の通り監査報告があった。
　税理士からは財務は健全に管理運営されて
いる。と報告があった。加えて、日本診療放
射線技師会からの委託事業も公益事業に該当
するのではないか。
　事業の公益比率が毎年変化しているが大丈
夫か。
　会費収入、広告収入の予測と実際の金額の
差異が大きい。
 3 点の指摘があった。
　会長からは指摘に対して今後の参考にす
る。と返答があった。
　何かご意見がありますかの問いに、なし。
承認を求めた所、満場異議なしで承認可決さ
れた。

第 4号議案　
広島県診療放射線技師会平成26年度第 1回研
修会について
　山口理事より
　平成26年 6 月 1 日（日）10：00～15：00　
広島市民病院にて第 1回研修会を行います。
内容は「広島県診療放射線技師会平成26年第
1回研修会」を参照。
　意見がありますかとの議長の問いに、な
し。承認を求める満場異議なしで可決された。

第 5号議案　
各種被表彰者決定（槙殿賞、石井賞、奨励賞）
　協議の結果以下の表彰者の案が出された。
　石井賞　渡辺　和美さん
　槇殿賞　守本さん
　奨励賞　品川さん、山下さん、豊東さん、
　　　　　門田さん、國本さん
　何かご意見がありますかの問いに、なし。

承認を求めた所、満場異議なしで承認可決さ
れた。

報告
1．日本診療放射線技師会総会について
　北川会長より以下の報告があった。
 6 月 8 日土曜日、東京日経ホールにて開催
される。北川会長が代議員を辞任するので代
わりに戸塚理事が参加する。会長選挙が実施
される。
2 ．広島県診療放射線技師会役員選挙につて
　北川会長より報告。
　立候補者をHPに載せ会員に周知する。総
会の後に第 1回の理事会を開催する。そこで
選挙、旅費規定などの規定を変更する。
3 ．永年勤続表彰について
　北川会長より報告。
 30年永年勤続表彰広島支部から 2名推薦さ
れています。
4 ．ピンクリボンdeカープについて
　森理事より伝達。
　ピンクリボンdeカープ 5月25日ナイター
　13時～準備　ポスターを施設に貼ってくだ
さい。
5 ．がん検診行こうよ推進委員会よりお知らせ
　今田副会長から伝達。
 4 月18日にがん検診に行こうよ推進委員会
に参加した。今年もデーモン閣下にメインキャ
ラクターをお願いする。 5月18日に福山バラ
祭りにてデーモン閣下がパレードするので技
師会にも手伝ってほしい。10万円補助が出る
ので申請してください。と言われています。
議長より
　これですべての議題・報告が終了します。
何か質問はありませんか。
　なし　閉会となった。
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平成25年度支部活動報告

東部支部（福山支部、尾三支部）

� 脳神経センター大田記念病院　藤原　賢治

　東部地区（福山支部、尾三支部）では次のとお
り平成25年度研修会、研究会、行事を行いました
ので報告いたします。

東部地区研修会
日　時：平成25年 7 月 7 日（日）13：00～16：10
会　場：興生総合病院
参加者：60名
1 ．「富士フィルムDRシステムについて」
 MS販売促進部 西日本センター センター長
 大島　裕二　先生
2．「コミュニケーションエラーを防ぐには」
 第一三共株式会社日本医業経営コンサルタント
 メディカルリスクマネージャー
 服部　哲茂　先生
3．「整形領域の画像診断」
 興生総合病院　整形外科医長
 森実　　圭　先生

第 4回広島県放射線技師会研修会
日　時：平成26年 2 月11日（火・祝）
　　　　13：00～17：10
会　場：まなびの館ローズコム
参加者：129名（技師113名、メーカー16名）
1．「最新のＣＴ、ＭＲＩ装置について」
 ＧＥヘルスケア・ジャパン
 フィリップスエレクトロニクスジャパン
 シーメンスジャパン
 東芝メディカルシステム
2  ．「早期アルツハイマー型認知症診断支援シス
テムＶＳＲＡＤの有用性と最新の話題」
 大日本印刷株式会社Ｃ＆Ｉ事業部
 マーケティングソリューション本部
 第 1 企画開発室
 重森　景子　先生

3．「Challenge to Signa 甲子園
　　～広島予選から全国大会まで～」
 厚生連　尾道総合病院　放射線科
 上中　　治　先生
4．「診療放射線技師が直面しうる緊急時の対応」
 福山市民病院　救命救急センター
 副看護部長（救急看護認定看護師）
 中村　道明　先生

平成25年度東部地区懇親会
日　時：平成26年 2 月11日（火・祝）18：00～
会　場：福山ニューキャッスルホテル
参加者：63名（技師会員36名、賛助会員27名）

　東部地区では年 2 回の研修会の他にMRI、
CT、消化管の勉強会も開催しております。ご多
忙な中、多数参加いただき有難うございました。

呉支部

� 呉市医師会病院　山本　健之

　呉地区では年 2回の研究会開催し、他にも芸南
放射線技術勉強会を年数回の予定で開催しており
ますので報告いたします。

第116回　呉地区放射線技術研究会
日　時：平成25年 8 月24日（土）14：00～17：00
場　所：労働者健康福祉機構　中国労災病院
　　　　 8Ｆ多目的ホール
参加者：36名
司　会：中国労災病院　滝口　裕章
話題提供
（ 1）「GE　MRIの最新技術」
 GEヘルスケアジャパン（株）
 MRセールス＆マーケティング部
 営業技術Gr．西日本担当　松尾　祥司
（ 2）「 富士フィルムデジタルマンモグラフィシ

ステムAMULETシリーズについて」
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 富士フィルムメディカル株式会社MS販売促進部
 西日本センター　センター長
 大島　裕二

一般演題
座長　中国労災病院　谷口　英紀
（ 1）「FPDを用いたポータブル撮影の現状報告」
 中国労災病院　山本　蜜詔
（ 2） 「呉地区における画像提供媒体の共同調査

報告」
 呉中通病院　新谷　雄太
（ 3）「感染に対する意識の向上とその取り組み」
 呉共済病院　豊東　彩香
（ 4） 「当院MMG検診における技師によるレポー

ト作成の現状」
 中国労災病院　福田　智哉

研修会終了後施設見学（FPDシステムなど）

懇親会
会　場：てんまる

第117回　呉地区放射線技術研究会
日　時：平成26年 3 月15日（土）14：00～17：00
場　所：国立病院機構　呉医療センター
　　　　呉医療技術研修センター
参加者：35名
司　会：呉医療センター　田坂　　聡
一般演題
座長　呉医療センター　古志　和信
（ 1） 「X線TV装置における面積線量計の有用性

について」
 呉医療センター　杉浦　大貴
（ 2） 「MRI検査における下肢MRVのアーチファ

クトの低減」
 呉医療センター　熊谷　祐都
（ 3） 「ダットスキャン撮影の適切なコリメータ

の検討」
 中国労災病院　竹内　　亨
（ 4） 「国立病院における放射線技師長・副技師

長ガイドブックによる人材育成について」
 呉医療センター　姫野　　敬

話題提供
（ 1） 「ワイヤレスカセッテ型FPD AeroDRにつ

いて」
 コニカミノルタヘルスケア株式会社
 宮本　高顕
（ 2） 「平成26年度診療報酬改定と後発医薬品使

用促進について」
 光製薬株式会社　中四国エリア
 医療情報担当リーダー
 倉持　裕吾

研修会終了後施設見学（FPD AeroDRなど）

懇親会
会　場：食洞空間　和楽（やわらく）

第23回芸南放射線技術勉強会（第 8回胃透視勉強会）
日　時：平成26年 3 月18日（火）18：30～19：30
場　所：呉共済病院　南館 2階　第 1会議室

「ヘリコバクターピロリ菌を考えた胃がんX線検
診」
広島原爆障害対策協議会健康管理増進・センター
 品川　祐樹

東広島支部

 土肥整形外科病院　荒木　真悟

　東広島支部の支部活動は次の通り行われまし
た。

■第 1回研修会
日　時：10月10日（木）18時30分～
場　所：井野口病院　 3階中会議室　放射線科
参加人数：48人
研修会内容：
1． 「デジタルラジオグラフィAeroDR システム
の最新情報」

 コニカミノルタヘルスケア株式会社
 中島　龍介　先生
2．「心臓CTの基礎」
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 井野口病院　放射線科
 伊藤　和美　先生
3．「心臓CTの臨床」
 東広島医療センター放射線科
 小鷹狩賢司　先生
4．「一般撮影用FPD AeroDR システムの施設見学」
 井野口病院　放射線科
 1 題目、数年前より急激に進歩・普及してきた
AeroDR システムは、使い易い装置であり、高
いDQE（検出量子効率）によって低線量撮影が
可能なため、妊婦・小児にも優しい診断装置とい
うことでした。 2題目、 3題目の心臓CTについ
ての講演では、検査を行うために必要な初歩的な
ことから、実際の臨床で経験した深い話しまで、
広い範囲で教えて頂きました。 4題目の施設見学
では、遅くまで色々の情報を教えて頂き、井野口
病院放射線科の皆さまありがとうございました。

■新年宴会
日　時：平成26年 1 月25日（土）18時30分～
場　所：しょうの助　
参加人数：18人
　多忙な時期にも関わらず多数参加して頂きまし
て、ありがとうございました。今回参加できな
かった人達も含めて、本年度もよろしくお願い致
します。また、25年度の当番幹事施設、土肥整形
外科病院と忠海分院の皆様どうもお疲れさまでし
た。

広島中央支部

 梶川病院　中上　康次
 吉島病院　花本　隆秀

　広島中央支部では平成25年度の研修会を下記の
とおりおこないました。

日　時：平成26年 2 月12日（水）19時
場　所：広島国際大学　広島キャンパス
　　　　第 2情報演習室
内　容：画像処理ソフト“Image－J”入門
　　　　・セットアップ
　　　　・基本操作
　　　　・画像処理、解析
講　師：広島国際大学保健医療学部診療放射線学科
　　　　講師　井上　　聖　先生
　　　　講師　川下　郁夫　先生
参加者：38名

北部支部

 庶務会計　市立三次中央病院　井上　大介

　2013年度の北部支部での活動状況をご報告しま
す。

■2013年度総会及び第 1回研修会
日　時：2013年 4 月20日（土）15：00～17：20
会　場：市立三次中央病院健診センター 2階講堂
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テーマ：CT検査いつ学ぶか？　今でしょ！
会員発表
　①「AquillionONEの使用経験」
 市立三次中央病院　原田　典明
　②「 3 D‒CTAにおけるSoft kernelを用いた血

管描出能と被ばく線量低減の検討」
 庄原赤十字病院　松本　頼明
特別講演
「 3 D-CTを極める・診療報酬改定について」
 広島大学病院　診療支援部　石風呂　実　先生
出席者：23名

■2013年度第 2回研修会
日　時：2013年 7 月12日（金）18：30～20：30
会　場：市立三次中央病院健診センター 2階講堂
テーマ：北部で学ぼう！　MRI検査
特別講演
「最新のMRボリュームイメージング」
 GEヘルスケアジャパン　松尾　祥司　先生
会員発表
　①「1.5TMRI　OPTIMA 450Wを導入して」
 吉田総合病院　三宅　晴樹
　②「腰椎MRI撮像のポイント」
 三次中央病院　井上　大介
　③「 基本的な非造影MRAとSSFP T‒SLIP法を

IRを併用した腎動脈描出の改善について」
 庄原赤十字病院　藤本　耕平
出席者：22名

■2013年度第 3回研修会
日　時：2013年11月30日（土）15：00～17：40
会　場：庄原赤十字病院 6階講堂
テーマ：祝！　庄原赤十字病院新装
会員発表
　①第15回医療の質改善活動全国大会発表
　　「CT検査数も患者満足度もアゲアゲ」
 市立三次中央病院　宮野音　努
　②「 当院における胃透視の実際～最新のトピッ

クスも」
 市立三次中央病院　赤木　幹男
　③「 低管電圧CNR指標線量制御法による冠動

脈CTAを想定した微小血管描出能の検討」
 庄原赤十字病院　松本　頼明

特別講演
「医療安全の感性を磨くKYT（危険予知トレー
ニング）の進め方」
 第一三共株式会社　服部　哲茂　先生
出席者：15名

■役員体制

名前 所属

支部長 宮野音　努 市立三次中央病院

副支部長 瀬藤　章義 JA吉 田 総 合 病 院

副支部長 宇山　浩文 庄 原 赤 十 字 病 院

庶務会計 井上　大介 市立三次中央病院

監査 平田　伸二 ビハーラ花の里病院

　本年度の北部支部役員体制は昨年の体制を引き
継ぎ、 2年目の飛躍を誓う 1年となりました。昨
年からの取り組みとして、より多くの会員が研修
会に参加してもらえるような研修会の内容を考え
ており、今年度は北部支部初となる平日夕方の研
修会を開催しました。北部は面積が広く移動に時
間がかかることもあり、時間の設定などに問題点
もありますが、多くの参加を得ることができまし
た。今後も支部としてより発展できるよう、活動
を行っていきたいと考えています。

安芸南東支部

 広島大学病院　穐山　雄次

平成23年度　研修会
　平成23年度広島県放射線技師会南東安芸支部研
修会は、10月19日（水）18時30分から広島大学病
院　外来棟 2階会議室にて、ひろしま放射線診
断・技術講演会開催との同時開催として行われま
した。ハーバード大学から Pei－Jan Paul Lin 先
生をお招きして、冠動脈CTの被ばく線量計測・
管理についてご講演いただきました。
【講演】
Scan Parameter Affecting Radiation Dose and 
Low Dose CT Protocols with Emphases in 
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Cardiac CT Imaging
Pei－Jan Paul Lin， Ph．D．， FACR， FAAPM， 
FACMP
Associate Professor， Department of Radiology 
Harvard Medical School 
Chief Medical Imaging Physicist Department of 
Radiology Beth Israel Deaconess Medical Center
　英語でのご講演でありましたが、皆さん熱心に
聞き入っており、多くの質問もでていました。
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桝　本　佳　史 広島原爆障害対策協議会
熊　谷　通　郎 大田記念病院　放射線課
佐　伯　一　也 広島大学病院　診療支援部放射線部門
牛　尾　綾　香 広島大学病院　診療支援部放射線部門
山　本　密　詔 労働者健康福祉機構　中国労災病院 
柴　﨑　三　奈 画像診断センター　霞クリニック
吉　浦　貴　之 医療法人あかね会土谷総合病院
河　田　美　咲 福山市民病院　放射線科
村　上　季実子 医療法人社団飛翔会　高陽整形外科クリニック
津　山　純　平 社会医療法人里仁会　興生総合病院
舩　津　慶　大 八本松病院
井　隈　美　鶴 マツダ病院　放射線技師室
積　善　勇　人 福山市民病院　放射線科
門　田　広　樹 広島赤十字・原爆病院　中央放射線科
下　宮　幸　子 福山市民病院　放射線科
廣　田　充　宏 広島赤十字・原爆病院　中央放射線科
小鷹狩　賢　司 国立病院機構　東広島医療センター
赤　木　美　保 福山市民病院　放射線科
坂　井　貴　一 広島赤十字・原爆病院　中央放射線科
谷　本　健　人

　転入
福　井　　　忍 岡山県より
本　田　章　子 医療法人メディカルパーク野村病院　福岡県より
赤　堀　　　亮 国立病院機構　岩国医療センター　鳥取県より
三　宅　久美子 兵庫県より
金　子　周　平 翠清会　梶川病院　大阪府より
小　川　太　一 広島市立安佐市民病院　福岡県より
熊　谷　佑　都 国立病院呉医療センター　大阪府より

　転出
五反田　龍　宏 福岡県
渡　邊　良　彦 大阪府
塙　　　総　子 茨城県
巻　幡　　　弘 愛知県

　退会
尾　門　瑞　穂 医療法人あかね会土谷総合病院
有　江　和　子 中電病院
梅　本　佳寿子 中国労働衛生協会
中川原　哲　広 ＪＡ尾道総合病院
平　垣　　　剛 サカ整形外科　放射線科
安　楽　浩　一 有限会社　熊本放射線技師サービス
末　広　裕　治 広島厚生病院
金　行　伸　二 本郷中央病院
加　藤　美　栄 　
村　上　季実子 広島記念病院
中　村　真　也 馬場病院
山　名　　　修 中国労働衛生協会
安　田　千佳子 　
武　森　伸　夫 公立学校共済組合　中国中央病院
池　園　　　静 中国労働衛生協会
酒　井　友　恒 県立安芸津病院
田　中　百合愛 中国労働衛生協会
森　下　雅　昭 ＪＡ尾道総合病院
長　岡　大　治 公立みつぎ総合病院
長　島　和　子 中国労働衛生協会
玖　島　利　男 永眠
砂屋敷　　　忠 永眠

　除籍
頼　田　典　久
中　田　　　翔
近　藤　且　久
宮　下　太　介
村　上　直　治
岡　野　志津香

会員情報
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　ご結婚おめでとうございます

平　野　伸　彦 広島市民病院

奥　田　香　子 マツダ病院

藤　井　慶　太 中国中央病院

　ご出産おめでとうございます

羽　原　幸　作 赤十字・原爆病院

松　坂　伸　也 マッターホルン病院

中　川　拓　哉 ＪＡ吉田総合病院

赤　木　幹　男 市立三次中央病院

山　岡　優　巳 舟入病院

久　能　紳　一 神原病院

　お悔やみ申し上げます

染　井　隆　光 呉共済病院（実父）

永　井　　　誠 本永病院（実父）

西　　　秀　治 庄原赤十字病院（配偶者）

平　田　伸　二 ビハーラ花の里病院（実母）

玖　島　利　夫 会員本人

砂屋敷　　　忠 会員本人

互助会



ACUSON S3000

www.siemens.co.jp/healthcare

The Gateway to Siemens
Pioneering technology now and in the future

超音波のパイオニアとして進化を続けている
〝The ACUSON S Family”。
その頂点に立つACUSON S3000は、
先進の技術で現在、そして将来に亘り
新たな臨床応用への道を開きます。

汎用超音波画像診断装置 アキュソン S3000
医療機器認証番号  225AIBZX00036000

Pioneering Technologies That Make A Different

Save Time
Multi-modality Review

Practical
eSie Fusion Imaging

Accuracy
eSie Guide for Fusion

Confidence
Virtual Touch IQ

Probe Line-up
HD Transducer



ADCTは、ついに第2世代へ。
Quantum Vi Detector

散乱線除去率を20％向上する、新開発検出器

超高速 0.275 秒回転、780mm ワイドボアガントリ
高心拍の症例や緊急・多様な検査に柔軟に対応

90kW 新開発ジェネレータ、耐遠心力性能強化の X 線管球
超高速・高精度撮影を実現

新画像再構成ユニット
0.5mm×320列のボリュームデータを、最短約5秒で処理

東芝スキャナ　Aquilion ONE TSX-301C
認証番号：224ACBZX00004000

Vision Qualityが切り拓く、ADCTの新たな領域。
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90kW 新開発ジェネレータ、耐遠心力性能強化の X 線管球
超高速・高精度撮影を実現

新画像再構成ユニット
0.5mm×320列のボリュームデータを、最短約5秒で処理

東芝スキャナ　Aquilion ONE TSX-301C
認証番号：224ACBZX00004000

Vision Qualityが切り拓く、ADCTの新たな領域。





Changing
expectations
dStreamがもたらす革新的なフルデジタルの世界

超電導磁気共鳴画像診断装置
Ingenia

販売名：フィリップス3.0Ｔ　超電導磁気共鳴イメージング装置 
医療機器認証番号:223ACBZX00013000
設置管理医療機器／特定保守管理医療機器／管理医療機器

販売名：フィリップス1.5T　超電導磁気共鳴イメージング装置 
医療機器認証番号:223ACBZX00012000
設置管理医療機器／特定保守管理医療機器／管理医療機器

記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.の商標または登録商標です。　
© 2014 Philips Electronics Japan, Ltd. 

www.philips.co.jp/healthcare
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http://www.terumo.co.jp/

http://www.guerbet.co.jp/

マグネスコープ、Magnescopeはゲルベ･ジャパン株式会社の登録商標です。
DOTAREMはゲルベ社の登録商標です。

東京都千代田区紀尾井町3番8号

マグネスコープ _A4_1/2waku 品名（W182mm×H128mm）





札　幌（011）736-0010・仙　台（022）236-3621・新　潟（025）243-6391・さいたま（048）663-2221・東日本第一（03）3814-7851
東日本第二（03）3814-7850・神奈川（045）476-2860・中　部（052）531-6231・金　沢（076）237-7511・京　都（075）691-5101
近畿第一（06）6382-3787・近畿第二（06）6382-8701・神　戸（078）651-2601・岡　山（086）232-6721・広　島（082）232-1341
九　州（092）472-0241・鹿児島（099）266-3141

●商品に関するお問い合わせは下記まで

東京都文京区湯島2丁目17番4号 （03）3814-4956
摂津市庄屋1丁目14番12号 （06）6382-7009

本社／大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル9階

営業推進統括本部 http://www.canon-lcs.co.jp
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