
一般社団法人  島根県診療放射線技師会 第２７８号    2019/11/1 1 

一般社団法人  島根県診療放射線技師会 http://shimane-art.jp 

会報へのご意見・ご感想はメールで officesart@fuga.ocn.ne.jp 

会 告 

事業報告 

 

[発 行] 
発行責任者：会長 山田 正雄  

一般社団法人島根県診療放射線技師会 

〒690-0332  島根県松江市鹿島町佐陀本郷133-2 

TEL：0852-33-7251   FAX ：0852-33-7451 

 

[作 製] 
作製責任者：広報部長 西平 守人 

大田市立病院 診療技術部画像診断科 

〒694-0063  島根県大田市大田町吉永1428-3 

TEL：0854-82-0330（代表）  FAX ：0854-84-7823 

・あなたのための医療放射線展 ・・・・・・・ 2 

・西部地区研修会IM合同研修会 ・・・・・・ 3 

・令和２年賀詞交歓会 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

理事会・事業報告 

【重要】 

お知らせ 

・訃    報  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  10 

・会員動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

・今後の予定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

掲示板 

・ハングク ヘヨン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

 安来第一病院 井原瑠香 

事業報告 

・理事会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

・第８回 統一講習会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

・フレッシャーズセミナー ・・・・・・・・・・・・・  6 

・福利厚生事業ボウリング大会  ・・・・・・・ 6 

・緊急被ばく医療における ・・・・・・・・・・・・ 7 

  スクリーニング講習会 

・鳥取・島根合同セミナー ・・・・・・・・・・・・・ 8 

・秋季学術大会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

Relay Essay 

・日本オートプシー・イメージング ・・11 

（Ai）技術研究会の設立について 



一般社団法人 島根県診療放射線技師会 第２７８号  2019/11/1   

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS 

2 



一般社団法人 島根県診療放射線技師会 第２７８号  2019/11/1   

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS 

3 



一般社団法人 島根県診療放射線技師会 第２７８号  2019/11/1   

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS 

4 

    

      一般社団法人島根県診療放射線技師会  
 

令和２年 賀詞交歓会 開催のご案内 （第１報）  
 

謹啓 

 平素より本会の活動に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。   

 さてこの度、下記のとおり会員の親交の場として賀詞交歓会（講演会、情報交換会）を開催致し

ます。ご多用中とは存じますが万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようご案内申し上げます。  

謹白  
記  

     日 時   令和２年１月11 日㈯  15：00 ～ 18：15  

     会 場   ニューウェルシティ出雲（出雲市塩冶有原町 2-15-1）  

     会 費   4,500 円（新年会に参加される方）  

  
              プログラム  

 

開会挨拶  一般社団法人島根県診療放射線技師会 会長   山田 正雄  
 

１．講演会（画像戦術検討カンファレンス） 15：05 ～ 16：05   

 正確な画像診断のために、撮影の専門家である私達の撮影・画像処理技術は必要不可欠で 

あります。カンファレンスでは、各施設（４名の若者）より「ある検査目的を達成するため 

に、何を考え、どのように検査を行ったのか」についてご発表頂き、工夫したこと、苦労し 

たこと、更なる改善点などを議論し、情報共有を図りたいと思います。  

  

  座 長  金山 秀和（島根大学医学部附属病院）   

  発表者  

    ① JCHO玉造病院 放射線室  齊鹿 麻里子  
  
    ② 島根県立中央病院 放射線技術科 佐用 将隆  
   
    ③ 島根大学医学部附属病院 放射線部 坂田 貴典  
  
    ④ 総合病院松江生協病院 放射線室 白石 悠輔  
  
    ※ 演題名については、後日報告します。    
 
２．情報交換会 16：15 ～ 18：15  
 
閉会の挨拶  一般社団法人島根県診療放射線技師会 副会長  山口 裕三   

 

※  会場準備がありますので、新年会に出席される方は、令和元年 12 月 20 日㈮までに、     

  総務部へメール（officesart@fuga.ocn.ne.jp）でお知らせください。  
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理事会         

 

 令和元年6月15日㈯～16㈰に総合病院松江生協病院において、島根県では第８回となる業務拡大に伴

う統一講習会が開催されました。 

 皆さんもうご存知だと思いますが、この講習会は平成26年6月の診療放射線技師法の一部改正に伴い

全国の各都道府県技師会を主体に開催されています。この統一講習会も今年度までの開催という背景も

あってか、県外からの参加者も多く隣県の鳥取、山口、広島、岡山はもとより、遠くは福岡県、神奈川

県からの参加者もあり、30名の方が受講されました。 

 来年２月には島根県での最後の統一講習会を島根県立中央病院にて開催する予定となっております。

まだ受講されておられない方は是非本講習会の受講をお願いいたします。 
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○2019 年度 第４回  一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 

  【開催日時】 令和元年8月25日㈰ 12:45～14:30 

  【会  場】 島根県済生会江津総合病院 2階 会議室1 

  【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 

 

○2019 年度 第５回  一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 

  【開催日時】 令和元年10月6日㈰ 15:40～ 17:40 

  【会  場】 島根島津株式会社 C棟2F 会議室  

  【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 
 

各理事会の議事録は、一般社団法人島根県診療放射線技師会のホームページ 

（http://shimane-art.jp/）に掲載しておりますので、ご確認ください。 

 

 事業報告         

【静脈注射実習】 【BLS実習】 

【下部消化管実習】 【講義模様】 【試験模様】 
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フレッシャーズセミナー講師 島根大学医学部附属病院 新藤 陽子 
  

 令和元年８月３日（土）に島根大学医学部附属病院にて診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナーが開

催されました。セミナー内容は例年同様の規定の項目でありますが、「エチケット・マナー」や「医療コミュニ

ケーション」では新人社会人としての作法や心構え、求められるコミュニケーション力について講師の経験談な

どを織り交ぜて話をされていました。「医療安全」や「感染対策」は医療人として全職種が知っておくべき基礎

知識ですので、既に所属施設で聞かれた事がある内容かもしれませんが、意外と知らないミニ知識を盛り込まれ

たり、最新の情報を取り入れられたりして、興味深く聴講できる内容となっていました。「胸部撮影」や「気管

支解剖」、「医療被ばく低減」では診療放射線技師として必要な専門知識を掘り下げた内容となっており、学生

時代の講義とは違って現場の技師ならではの臨床に即した目線でお話しされているので、参加者には勉強になっ

たのではないかと思います。  

 セミナーに参加したことで知り合えた参加者同士、今後も多くの場面で交流を続け助け合っていかれると良い

と思います。 
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一般社団法人島根県診療放射線技師会 企画部長 三澤 秀武 
  

 令和元年8月3日、出雲センターボウルにて福利厚生事業「ボウリング大会」を開催致しました。昨年同様、本

年度もフレッシャーズセミナー終了後の開催とし、受講者の方に多く参加して頂けました。 

 本事業では３回目のボウリング大会となります。会員のお子さん含め総勢28名で、８レーンに分かれ（女性に

はハンディキャップ１ゲーム20点、子供さんには１ゲーム30点、子供さんのレーンはノーガター）２ゲームの合

計で個人賞、チーム賞を争いました。結果、平均が100点を切る低レベルな接戦の中、空気を読み間違えた古川

副会長が２ゲーム目178点をたたき出し断トツの優勝！チーム賞は平均点114点で「チーム西平」が僅差で優勝

でした。個人賞２位は島根県中の小嶋さん、３位は島根大学の新藤さん。おめでとうございます。来年からは

HDCPなしですね… 

 ボウリング大会後はフレッシャーズセミナーと共同開催で情報交換を行いました。松江水郷祭の花火を我慢し

て多くの方に参加頂き、フレッシャーズの方々と親睦を深めることができました。また、フレッシャーズの方も

先輩技師の顔を多少は覚えられたのではないでしょうか。 

 最後になりましたが、今回お手伝い準備してくださった皆様、大変ありがとうございました。来年度も多くの

会員の皆様に参加して頂けるよう水郷祭を外して企画致しますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。 
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                         放射線管理委員会 副委員長 青木 早和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年8月25日（日）に島根県済生会江津総合病院２階講堂にて、2019年度緊急被ばく医療におけ

るスクリーニング測定及び漏洩線量測定・散乱線測定講習会を開催しました。当日は８月最後の日曜日

でしたが、20名の参加がありました。 

 島根原子力発電所で事故が発生した場合、住民が半径30km圏外にある避難所に移動する際には、必

ず「避難退域時検査場」を通り、そこで検査を受け「検査済証」の交付を受ける必要があります。この

「検査済証」がないと避難所へ入ることが出来ません。そこで私達技師には、「避難退域時検査場」で

住民へのスクリーニングサーベイや説明を行うことが要求されています。 

 講習会は先ず、「原子力災害時の技師の役割」について私が講義を行い、次に南京委員より「マニュ

アルに沿った漏洩線量測定・散乱線測定方法」について講義を行いました。そして矢田委員・南京委員

の指導による測定器を使用した実習を行いました。矢田委員からはGM計数管式サーベイメータの取扱方

法、スクリーニング測定におけるセグメント法のサーベイ方法について指導頂き、南京委員からは電離

箱式サーベイメータの取扱方法についてご指導頂きました。 

 矢田委員は島根県行政職や中国電力職員を対象とした島根県原子力防災訓練事前研修会において、南

京委員は技師会の測定事業においてご協力を頂いており、両委員による実習はご経験によるポイントを

押さえた内容でした。 

 この講習会は毎年開催されますので、未だ講習会に参加されたことがない方は予習ということで、受

講済みの方は復習ということで何年に一度か、ぜひご参加頂けますと助かります。島根県は原発立地県

です。有事に備えて準備しておきましょう。 
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一般社団法人島根県診療放射線技師会 広報部副部長 大坂 健一 
 

 令和元年8月31日（土）に『診療用放射線に係る安全管理のための鳥取・島根合同セミナー』が、鳥取大学医

学部附属病院431講義室にて開催されました。来年4月1日から施行されるホットな話題ということで、島根鳥取

合わせて多数の方の参加がありました。共催である富士フイルムメディカル株式会社の被ばく管理ソフトの紹介

や使用経験、被ばく低減施設取得までの取り組み等様々な発表がありました。中でも参加者が最も関心深かった

「JART小田先生」の最新の話が聞けたのは、非常に有意義ではなかったでしょうか。「線量の値はどこに記録す

るの？」「指針は？」「院内研修って何をしたらいいの？」と「？」だらけの法改正に少しは光が見えた気がし

ます。 

 島根鳥取は横に長いので頻繁に今回のように合同で行うのは難しいかもしれませんが、新鮮な気がして良かっ

たです。 
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一般社団法人島根県診療放射線技師会 学術部長 金山 秀和 
 

 令和元年10月6日（日）に島根島津にて「2019年度 一般社団法人島根県診療放射線技師会 秋季学術大会」

を開催し、総勢73名の方にご参加頂きました。テーマが「みんなで考える乳腺Imaging～私たちにできることは

何か～」であったこともあり、例年より女性の参加者が多い印象を持ちました。 

 第１部では、島根島津社長の藤本様に島根島津のこれまでのあゆみについて、島津製作所の高橋様に乳房専用

PET装置の最新技術と乳がん検診への可能性についてご講演頂きました。第２部ではRadtec Forumとして、

ひゃくどみクリニックの百留美樹先生をお招きし、「もっと知ってほしい乳がん治療の今」についてご講演頂き

ました。乳がんの基礎から診断や治療、画像検査を駆使した検診の重要性を学びました。そして何よりも、先生

の乳がん診療に対する熱意は、私にとって大きな刺激となりました。 第４部では、特徴の異なる４施設より乳

腺に関する活動をご報告頂き、その後全体討論を行いました。この領域に無知な私にとっては、全てが新鮮で大

変勉強になりました。きっと皆様も新しい発見や刺激があったことと思います。 

 最後に、休日にも関わらずご参加頂いた皆様、貴重なご発表を頂いた先生方、会場の設営や工場見学にご協力

頂いた島根島津の皆様に感謝申し上げます。 
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安来第一病院 放射線科 井原 瑠香 

 

 玉造病院の齊鹿さんからバトンを受け取りました、井原です。齊鹿さんとは同期で、おっとりとし

た雰囲気があり、近くにいると落ち着くような魅力を持っている方です。これをきっかけに、交流を

深めていけたらいいなと思います。 
 

 今年の5月に友達と二人で３泊４日の韓国旅行に行ってきました。お互いこれが初めての海外旅行

だったので、なにもわからずとにかく調べまくっていました。１月ごろから旅行会社をいくつか回っ

たり、現地の情報を集めたりと大変でしたが、ガイドブックを見ながら「ここに行きたい！」「これ

食べたい！」と話し合っているときは、わくわくしてとても楽しかったのを覚えています。 

 韓国までは、米子鬼太郎空港から1時間弱（向こうの空港の状況で変わりますが）で着き、思って

いたより早くて驚きました。１日目と４日目はあまり時間がなかったので、ホテル周辺の明洞（ミョ

ンドン）を観光しました。美容大国というだけあって街にはコスメのお店がたくさん並んでおり、見

るだけでも楽しかったですが、日本語表記が多く店員の方もペラペラなので、会話を楽しんだり困る

ことなく買い物ができました。夜は韓国らしく焼き肉を食べ、キムチの辛さに撃沈してしまいました。

日本のキムチは食べやすくしてあったのですね．．．。 

 ２日目と３日目は、やりたいことを詰め込んだ２日間になりました。まずは、念願のチマチョゴリ

を着て景福宮（キョンボックン）という王宮を見て回りました。チマチョゴリは柄や色の種類がたく

さんあり、チマと呼ばれるスカートがふんわりしていてとても可愛かったです。暗い色にしようかと

思いましたが、せっかくなので普段選ばない赤にしてみました。他にも、カフェや初のエステに行っ

たり壁画アートも見てきました。夜はおしゃれで可愛いバーに行ってみたりと、観光というよりも写

真を撮ることがほぼメインになっていましたが、とても楽しかったです。 

 初めての海外で大変なこともありましたが、準備も含めて楽しめました。次は全く違うアジアや

ヨーロッパの国へ旅行できたらいいなと思います。 
 

 次回は、同期である県立中央病院の佐用将隆さんにバトンを渡したいと思います。知り合いが少な

いのでドキドキしながら頼みましたが、拍子抜けするほど快く受けてくださりほっとしました。あり

がとうございます。ちなみに、タイトルのハングクヨヘンは、「韓国旅行」という意味です。 

では、よろしくお願いします。 

  



一般社団法人 島根県診療放射線技師会 第２７８号  2019/11/1   

本会会員の勤務先の移動がありましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS 

10 

お知らせ 

 氏  名 ： 生田 浩司 様 

 旧勤務先 ： 松江市立病院（松江市乃白町32-1） 

 新勤務先 ： 鳥取大学附属病院（鳥取県米子市西町36-1） 

 氏  名 ： 伊藤 央恭 様 

 旧勤務先 ： 松江市立病院（松江市乃白町32-1）           

 新勤務先 ： 大田市立病院（大田市大田町吉永1428-3） 

 氏  名 ： 多田 佳司 様 

 旧勤務先 ： 島根大学医学部附属病院（出雲市塩冶町89-1） 

 新勤務先 ： 松江市立病院（松江市乃白町32-1） 

 氏  名 ： 栗原 康平 様 

 旧勤務先 ： 島根県環境保健公社（松江市古志原1丁目4-6） 

 新勤務先 ： 島根県環境保健公社 出雲出張所（出雲市塩冶町223-1） 

 令和2年 島根県診療放射線技師会 賀詞交歓会 

 日 時 ： 令和2年1月11日（土）  

 会 場 ： ニューウェルシティ出雲 （出雲市塩冶有原町2-15-1） 

        ＊詳細は島根県診療放射線技師会ホームページ（http://shimane-art.jp/）をご確認ください。 

 2019年度 レントゲン週間 ｢あなたのための医療放射線展｣ 

 日 時 ： 令和元年11月3日（日）   

 会 場 ： 〇 ゆめタウン益田 1F催事場 （益田市高津 7丁目 21 -12 ）  TEL：0853-24-4555 

         ＊詳細は島根県診療放射線技師会ホームページ（http://shimane-art.jp/）をご確認ください。 

 2019年度 西部地区研修会および Infomal Meeting in 浜田 

 日 時 ： 令和元年12月7日（土）   

 会 場 ： 浜田医療センター 2F総合研修センター （浜田市黒川町4175番地） 

   ＊詳細は島根県診療放射線技師会ホームページ（http://shimane-art.jp/）をご確認ください。 

 

         

         

         

一般社団法人島根県診療放射線技師会の会員様が、令和元年9月11日に永眠されました。 

故人のご冥福をお祈りし謹んでご報告申し上げます。 

景 山 良 夫  様 

 氏  名 ： 中村 誠也 様 

 旧勤務先 ： 出雲徳洲会病院（出雲市斐川町大字直江3964-1） 

 新勤務先 ： 益田赤十字病院（益田市乙吉町イ103-1） 
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掲示板 

～日本オートプシー・イメージング（Ai）技術研究会の設立について～ 

島根大学医学部附属病院 金山 秀和 

 

 突然ですが、皆様のご施設で、Ai（Autopsy imaging）は行われていますか？私が勤務する島

根大学医学部附属病院では、平成23年6月にご遺体専用のCT装置を設置し、画像検査による死因

究明や医療安全の確保、臨床研究の支援を開始しました。しかし、当時の私には、Aiに関する知

識や人脈は皆無でした。何とか、当院にAiの文化を浸透させるため、当時のAiセンター室の小松

明夫室長と共に試行錯誤したことを今でも鮮明に覚えています。その後、研究会や学会への参加、

学術発表を通して徐々に人脈が増え、今では日本全国にAiの輪が広がりました。そしてこのたび、

縁あって、日本オートプシー・イメージング（Ai）技術研究会設立にあたり、運営委員のひとり

として活動できる機会を頂きました。 

 本研究会は、阿部一之会長、小林智哉副会長のもと、日本全国から22名の運営委員によって構

成されています。設立趣意書には、「診療放射線技師をはじめ、関連する医療職種やAi撮像技術

開発に従事する研究者等により構成され、学生等の参加も可能とするものであり、年１回、学術

集会を開催して最新の知見とAi撮像技術等の最適化と情報共有を図ることにより、会員相互の学

術交流と研鑚を目指す。さらに国際的な学術団体と連携を図ることで「IAFR (International 

Association of Forensic Radiographers ) in Japan」として国際的な活動を通じて社会貢献に努め

る」と明記されています1)。また、小児や腐敗症例に対するCT、MRI 撮影条件の適正化、読影補

助、さらには死後の個人情報と画像データの扱い方など、13ものテーマによる共同研究活動を開

始しました。皆様に良い報告ができるように活動して参ります。 

 最後に、Aiは「遺族を納得させる為のもの」だけでなく、「遺族を精神的に助けるもの」にも

成り得えます2)。死因究明の最前線で我々にできることは何か、我々にしかできないことは何かと

常に考え、本研究会活動に取り組みたいと思います。そして、今以上にAiの輪が広がれば幸いで

す。どうぞ皆様、日本オートプシー・イメージング（Ai）技術研究会をよろしくお願いします。 
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