
 

 

公益社団法人 広島県診療放射線技師会 

平成 30年度事業報告 

 

総 括 

 

平成 30年度前半は西日本豪雨災害という未曽有の災害が発生し、広島県においても多く

の被害と犠牲者が出る事態となりました。被災された会員の方、またご家族の方に心よりお

見舞い申し上げます。日本診療放射線技師会、並びに広島県診療放射線技師会からも義援金、

会費免除等のご支援をさせていただきました。 

さて、平成 30年度も事業計画の通り年４回の研修会、各支部での研修会、胃透視勉強会、

エコー勉強会、レントゲン週間イベントと主要な行事は滞りなく遂行することができました。

会員の皆様と執行部の皆さまのご協力に感謝いたします。また、管理者を対象としたマネジ

メント研修会を初めて開催することができました。例年１月に開催してきた市民公開講座は

11月に開催された中四国フォーラムとの関係により、平成 30年度は開催せず、会員向けの

シンポジウムといたしました。 

平成 30 年 11 月 3・4 日に広島市アステールプラザにて開催されました第 14 回中四国放

射線医療技術フォーラムにおきましては、会員の皆様の多大なるご協力のもと盛会裏に終了

することができました。心より感謝申し上げます。参加人数合計 836名（参加登録者数 694

名、企業参加者 142名）、一般演題数 132題、特別講演、市民公開講座、シンポジウム、ラ

ンチョンセミナーと多彩プログラムで開催できました。場所をグランドプリンスホテル広島

へと移した情報交換会では 348 名の方にご参加いただきました。公益社団法人の事業では

なく予算も拠出してはおりませんが、広島県の診療放射線技師が一丸となって取り組んだ成

果だと考えます。この場を借りて日本放射線技術学会側の大会長を務められた隅田博臣氏に

心より感謝申し上げます。 

日本診療放射線技師会（JART）の委託事業ではありますが「業務拡大人伴う統一講習会」

を県内で５回開催することができました。広島県診療放射線技師会の独自事業に加え、

JART の事業も開催することは広島県診療放射線技師会理事の皆様に多大なご苦労をかけ

ることとなっております。厚労省指定の講習会であり、我々の職業の発展に寄与する活動で

あると考え取り組んでおりますので引き続き会員の皆様には積極的に受講いただくようお

願いいたします。 

簡単ではございますが、平成 30年度の事業報告とさせていただきます。 

 



公益目的事業 

 

公１ 体験活動・講演・相談等による県民への知識の普及啓発活動 

体験活動 

平成 31 年 3 月 24 日（日）シャレオ中央広場にてレントゲン週間イベントを開催した。医療で使用さ

れる放射線の理解、各種検査の解説等をパネル展示で紹介した。骨密度測定の体験（約 400名実施）、模

型を用いた乳房触診の体験の実施。 

相談 

 上記のレントゲン週間イベントに際し、医用被ばく・放射線を用いた検査に関する相談コーナーを設

けた。 

講演 

 平成 30年 11月 4日（日）アステールプラザにて市民公開講座を開催した。 

テーマ「福島原発事故から 7年福島の今」 

１．福島県復興を願う診療放射線技師からのメッセージ 

広島大学病院 診療支援部 副部門長 西丸 英治 

２．福島原発事故から 7年福島の今‐医療者の視点から‐ 

福島県立医科大学 放射線災害医療学講座 教授 長谷川 有史 

その他 

 「ピンクリボンキャンペーン活動」、「がん検診へ行こうよキャンペーン（広島県）」、「21世紀県民の健

康とくらしを考える広島県民フォーラム」等へ参加。 

 

公２ 研修・セミナー等による放射線技術学の向上のための事業 

研修会事業 

第 1回研修会 

日時：平成 30年 6月 24日（日）10：00～15：00 

開催場所：広島大学霞キャンパス 臨床管理棟３階大会議室 

1．「最新MRI アプリケーション情報 Compressed Sense ～撮像時間短縮へのアプローチ」                

株式会社フィリップス・ジャパン 重見 和紀 

2．「膝関節 X線撮影のとりかた・みかた ～この撮影って何を見ているの？～」 

    県立広島病院 須藤 優 

3．「下肢スポーツ傷害の画像診断と治療，膝関節」 

    広島大学病院 整形外科 中前 敦雄 

4．「FPDの最新画像処理技術について（ダイナミック処理、Virtual Gridなど）」 

    富士フィルムメディカル株式会社 網本 直也 

5．「FPD時代のデジタル画像の基礎知識」 

   名古屋大学名誉教授 工学博士 小寺 吉衛 

第 2回研修会 

日時：平成 30年 9月 9日（日）13：00～16：50 



開催場所：広島赤十字・原爆病院 東棟 9階 講堂 

1.救急現場で活躍するメディカルスタッフの役割 

「救急救命士における現場活動」 

広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 救急救命学専攻 講師 坂口 英児 先生 

「診療看護師の成り立ちと役割」 

呉医療センター・中国がんセンター 救急部 診療看護師 国島 正義 先生 

2.救急撮影認定技師が解説！画像のチェックポイント 

「胸腹部エックス線写真を診てみよう」 

JA広島総合病院 田丸 隆行 先生 

「当院における外傷全身 CT撮影」 

福山市民病院 永井 能規 先生 

「外傷 CTで役立つ FACTを覚えよう」 

市立三次中央病院 平田 彰 先生 

3.救急医師がメディカルスタッフに求めるもの 

広島大学病院 救急集中治療医学 太田 浩平 先生 

 

第 3回研修会 

日時：平成 31年 1月 19日（土）13：30～17：30 

場所：TKPガーデンシティ広島駅前大橋 

会員による学術発表会 

X線 CT  

 冠動脈 CTA における撮影タイミング決定法の比較  

土谷総合病院 吉田 理人 

 Dual Energy CT画像を用いた仮想単色 X線画像の空間分解能評価 

 広島大学病院 高先 勇希 

 Dual Energy CTにおける管電圧、ボウタイフィルタが線質及び線量に及ぼす影響  

広島大学病院 豊田 高稔 

AG  

 経皮的下肢動脈形成術に対する希釈造影剤の使用経験  

福山市民病院 下江 亘 

MR  

 呼吸同期撮像における視覚と聴覚を利用した呼吸誘導の有用性についての検討  

県立広島病院 國重 智之 

 時短に挑戦!! 息止め MR-myelography  

広島赤十字・原爆病院 大胡 文彦  

  

日本診療放射線技師会優秀賞 受賞講演  

X線 CT  



 冠動脈 CTAにおけるランジオロール塩酸塩静脈投与による心拍出量の変化  

土谷総合病院 山下 由香利 

 

「診療放射線技師として知っておきたいパワーハラスメント・マタニティハラスメントについて」～妊

娠・出産に関するアンケート調査から見えてきたこと～ 

基調講演 「職場のハラスメントに関する基礎知識」 

    法律事務所八丁堀法律センター 弁護士  寺本 佳代 

 

アンケート調査報告            広島県診療放射線技師会理事 森 美由紀 

 ディスカッサー 

  広島県診療放射線技師会理事 森 美由紀 

  株式会社メディカルクリエート取締役 倉敷支社長 診療放射線技師 逸見 典子 

  豊川市民病院 診療放射線技師 伊藤 光代 

  コメンテータ    弁護士 寺本 佳代 

  （モデレーター）広島県診療放射線技師会 会長 今田 直幸 

 

第 4回研修会 

日時：平成 31年 2月 11日(月・祝日) 13：00～17：10 

場所：福山市医師会館 ４階 演習室 

１．「造影剤のリスクマネージメントと異常時対応」 

バイエル薬品ラジオロジー領域ＭＳＬ/アソシエイトマネージャー 山田 真由美 

２．「当院の考える線量管理ビジョン」～なぜ、二つの線量管理システムが必要であったのか？～           

倉敷中央病院 医療技術部門 放射線技術部 福永 正明 

３．「若手発表 整形領域の撮影で困ったこと、聞きたいこと」 

「肩関節のＭＲアルトログラフィー」       日本鋼管福山病院 高橋 明香音 

 「ストレッチャー患者での上肢撮影について」    ＪＡ尾道総合病院 杉原 伸章 

 「見逃した骨折線」                尾道市立市民病院 柏原 聖英 

４．「整形外傷における CT volume dataの有効活用」 

       福山市民病院 整形外科 科長 寺田 忠司 

 

第 27回 消化管撮影研究会 

日時：平成 30 年 7 月 21 日（土） 

場所：広島大学病院 臨床管理棟 3F 大会議室 

１．「鉤状胃・牛角胃・瀑状胃の撮影法」          中国労働衛生協会 竹内 誠 

２．「X 線画像によるHP 感染診断 〜未感染・現感染・既感染（除菌後）の画像〜」 

 日本鋼管福山病院 石川 祐三 

３．「読影判定区分を紐解く 〜対策型検診編〜」    広島県環境保健協会 冨士田亮介 

４．「症例検討」 症例提示                  広島大学病院 田村 隆行  



 

第 28回 消化管撮影研究会 

日時：平成 31年 2月 9日（土） 

場所：日本鋼管福山病院 ３F講義室 

１．「胃がん検診専門技師制度と胃がん X線検診技術 B検定・読影 B検定について」 

日本鋼管福山病院  石川 祐三 

２．「基準撮影のおさらい 〜部位別発見率から考える〜」 

          広島県地域保健医療推進機構  廣段 達彦 

３．「中垣流基準撮影攻略術 〜ありがちな失敗例から学ぶ〜」 

      広島県地域保健医療推進機構  中垣 健治 

４．「どう読む！？この症例 ～基本的な読影の仕方を説明します～」 

                        鳥取生協病院  小西 哲生 

 

放射線技師のためのエコー塾 

日時：2月 21日（木） 

場所：広島逓信病院 会議室 

『隣の検査室を覗いてみよう』3施設の腹部ルーチンのエコーライブとプチレクチャー 

広島逓信病院 松原 進 

吉島病院 石橋 太志 

土谷総合病院 今田 直幸 

 

支部開催研修会 

（内容については支部活動報告に記載） 

東部支部（尾三支部） 

日時・場所 平成 30年 7月 22日 尾道市民病院 

呉支部 

日時・場所 平成 30年 8月 18日 済生会呉病院 

日時・場所 平成 31年 2月 2日 中国労災病院 

東広島支部 

日時・場所 平成 30年 11月 22日 社会医療法人 千秋会 井野口病院 

広島中央支部 

日時・場所 平成 31年 3月 7日 浜脇整形外科病院 

北部支部 

日時・場所 平成 30年 4月 20日 市立三次中央病院 

日時・場所 平成 30年 11月 30日 市立三次中央病院 

芸南安芸支部 

日時・場所 平成 31年 2月 4日 広島大学病院 

北西山県支部 



日時・場所 平成 31年 1月 29日 安佐市民病院 

 

公３ 放射線に関する情報を出版等により提供を行う 

会誌発行 2回 

研修会案内・お知らせ 4回 

メールマガジン発行 14回 

 

収益事業 

  

表彰事業 

 総会にて発表 

  

互助会事業 

  結婚祝い 11件 

出産祝い 5件 

弔慰金 3件 

入院見舞金 1件 

義援金 4件 

 

 


