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告示研修について 

 2月20日㈰に島根県立中央病院で予定されていた告示研修（実技）は、新型コロナ感染 
症のオミクロン株の感染拡大を受け、「まん延防止等重点措置」の適応期間にあたり、
中止となりました。今年度中の開催は難しいと判断し、来年度の開催になります。 
 
 実技の研修を受ける前にJARTの e-ラーニングでの受講が必要となります。 
今年初めにシステムトラブルがあり、登録や動画閲覧ができませんでしたが、今は復帰
し、登録も閲覧も可能になっております。 
 来年度の実技研修までにぜひe-ラーニングの受講をお願いいたします。 
 

e-ラーニングの内容 全700分（5項目43講義） 
1. 静脈路確保関連 
2. RI検査医薬品注入関連 
3. 動脈路への接続、当該装置の操作 
4. 下部消化管検査関連 
5. 上部消化管検査関連 

 
 各項目ごとに確認試験が８問づつあります。 
  
 まずはJARTの個人ページにログインし、 
 e-ラーニングの申し込みページから登録してください。 

告示研修について 
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理事会 
 

○2021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】 2021 年 9 月 5 日 ㈰ 13:00 ～ 14:10 
        【開催方式】 Web会議 
        【構  成】 22名（理事20名、監事2名） 
 
○2021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】 2021 年 12 月 5 日 ㈰ 14:00 ～ 15:15 
    【開催方式】 Web会議 
    【構  成】 22名（理事20名、監事2名） 
 
○2021年度 第6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】 2022 年 2 月 13 日 ㈰ 13:00 ～ 14:30 
  【開催方式】 Web会議  
  【構  成】 22名（理事20名、監事2名） 
 
○2021年度 第7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】 2022 年 3 月 12 日㈯  15:00 ～ 16:30 
  【開催方式】 Web会議  
  【構  成】 22名（理事20名、監事2名） 
 

各理事会の議事報告は、一般社団法人島根県診療放射線技師会のホームページ 
  （https://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 
 

一般社団法人島根県診療放射線技師会 
2021年度 春季学術大会 開催 

 

 2022年3月6日㈰オンラインで2021年度春季学術大会を開催しました。当初は主会場を拠
点とし、サテライト開催を考えてましたが、新型コロナウイルスの第6波の感染拡大防止の観
点から、完全ウェブ形式としました。発表者、座長等関係された方々ならびに会員の皆様や
ご参加頂きました会員の皆様に御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 



一般社団法人  島根県診療放射線技師会 第283号 2022/3/16  

一般社団法人島根県診療放射線技師会 
2021年度 春季学術大会 プログラム 

 

 
～基礎講座～ 座長：中尾 健人（島根大学医学部附属病院） 
  『急性腹症に対する各施設の画像検査』 

1. 島根県済生会江津総合病院 放射線技術科 村上 ゆかり 

2. 松江赤十字病院 放射線科部 石田 知大 

 
 

 
 
 
～会員研究発表～ 座長：静間 有二（公立邑智病院）／中村 誠也（益田赤十字病院） 
 
1. Philips社製 CT 5000 Ingenuity の使用経験 

島根県済生会江津総合病院 放射線技術科 山形  巧 
 

2. ガントリ自走式CTにおけるスライス厚特性の基礎的検討 
松江赤十字病院 放射線科部 石倉 靖也 

 
3. ファントムを用いたVirtual Non Calciumの線量適正化の試み 

松江市立病院 放射線部 原田  香 
 

4. Virtual non-calcium imageにおける至適条件の検討 
松江市立病院 放射線部 大前 敦子 

 
5. Wide volume scanのつなぎ目における金属アーチファクトの評価 

島根大学医学部附属病院 放射線部 宇奈手 彩子 
 

6. 胸部CT検査における肺野条件の不要画像に関する検討 
松江赤十字病院 放射線科部 峯岡 大騎 

 
7. 「手術用ガーゼの認識機能」を用いたガーゼ遺残発生防止に向けた検証 

島根県立中央病院 放射線技術科 佐野 滉介 
 

8. MRIプロテクター使用中に驚きの発見～信号値抑制効果に方向依存性がある！？～ 
松江赤十字病院 放射線科部 永岡 拓朗 

 
9. 深層学習による医用画像分類の基礎的検討 

島根大学医学部附属病院 放射線部 日野 勇希 
 

10.音響カプラ作成に関しての検討 
島根県済生会江津総合病院 放射線技術科  藤井  徹 
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事業報告 
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2022年度 一般社団法人島根県診療放射線技師会主催 
 
・第72回定時総会（一般社団法人島根県診療放射線技師会事務所 2022年5月15日㈰） 
・オンライン春の学術講演会（Web開催 2022年5月26日㈭） 
・フレッシャーズセミナー（島根県立中央病院 2022年7月30日㈯） 
・福利厚生事業「ボウリング大会」（出雲会館センターボウル 2022年7月30日㈯） 
・秋季学術大会（島根大学医学部附属病院 2022年11月20日㈰） 
・あなたのための医療放射線展（いずも産業未来博2022内で開催）（出雲ドーム  時期未定） 
・2023年賀詞交歓会（大田市内または出雲市内 2023年1月8日㈰） 
・春季学術大会（松江赤十字病院 2023年3月6日㈰） 
・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 

（島根県立中央病院 日程未定） 
・令和3年厚生労働省告示第273号研修（告示研修）における実技研修 

（第1回 島根県立中央病院 2022年6月19日㈰、第2回、第3回は場所日程未定） 

今後の予定 

Relay Essay 
 

  
 
 

「とんちんかん とんてんかん」 
えだクリニック整形外科・リハビリテーション科 PICTORUいずも画像診断室 尾崎 史郎 

  
 松江市立病院の多田さんからご指名いただきバトンをうけとりましたえだクリニック尾崎と申します。 
 私の最近の流行りは、切れなくなった包丁やナイフを砥石で研ぐ事です。砥石を使っての包丁研ぎは体力も
使い非常に疲れます。時間をかけて研いだ後、刃がついたことを確認するために新聞紙を切るのですが、軽い
力で抵抗なく紙が切れるととても達成感があります。 
 私の家は祖父の代までは、珍しいと思いますが「鍛冶屋」を営んでおり、小さいころから金属を加工する作
業を見ていました。鍛冶屋の仕事は、真っ赤に熱せられた鉄や鋼を祖父が金槌でたたき、祖母は祖父よりもは
るかに大きい金槌で「向こう打ち」（鍛冶屋の親方が金槌で打った後、続けて弟子が大金槌で対面から打ち鍛
造すること）をし、金属を繰り返し鍛造し、鍬（クワ）や鎌（カマ）など沢山の農具や刃物を作る所を日常と
して見ておりました。鉄フライパンなどを高温に熱し発火点に近い温度で油が燃えた匂いを嗅ぐと、今でも祖
父が鋼を真っ赤に加熱し「焼き入れ」（高温に熱した鋼を油で急冷する作業）をしている情景を思い出します。
そういった環境で育ち、刃物を研ぐ作業も日常的にみていました。しかし、研ぐという作業は近くで見ている
だけで、自分一人ではやったこともありませんでした。今はまだ祖父のようにはうまく研げてはいませんが、
祖父の鍛冶屋場での仕事の情景を思い出しながら刃物研ぎに挑戦している次第です。 
 ここでタイトルの解説をしておきます。前述の「向こう打ち」に由来するようですが、二人の鍛冶屋が金属
を交互に槌で打つときに、リズムが合わずに音が響く様子を「とんちんかん」と表現し、物事のつじつまが合
わない事や、間の抜けたことをそのように呼ぶようになったそうです。また、うまく叩くと「とんてんかん」
と聞こえるそうです。祖父と祖母は他界しましたが、二人はいつも息がぴったりで「とんてんかん」という音
色を響かせていた様に記憶しています。仕事の現場においても、スタッフが互いに息を合わせ「とんてんか
ん」でなければ良質な医療は提供出来ないと思う今日この頃です。 
 次のバトンは、前職場でお世話になりました島根大学医学部附属病院の宮原善徳先生にお渡ししたいと思い
ます。宮原先生に教わった「米一粒運動」（弁当の米は一粒も残さずきれいに食べる）と「弁当箱は必ず洗っ
て自宅へ持ち帰る」を今でも実践させていただいております。宮原先生この度は快く承諾いただきありがとう
ございました。 



一般社団法人  島根県診療放射線技師会 第283号 2022/3/16  

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS 

8 

第 19 回 島根県理学療法士学会 

※詳細は大会ホームページ https://shimane-physical-therapist-19.jimdofree.com/をご確認ください。 

・定期総会 

https://shimane-physical-therapist-19.jimdofree.com/
https://shimane-physical-therapist-19.jimdofree.com/
https://shimane-physical-therapist-19.jimdofree.com/
https://shimane-physical-therapist-19.jimdofree.com/
https://shimane-physical-therapist-19.jimdofree.com/
https://shimane-physical-therapist-19.jimdofree.com/
https://shimane-physical-therapist-19.jimdofree.com/
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事  務  連  絡 
  
一般社団法人島根県診療放射線技師会 
    会  員  各  位 
 
                         一般社団法人島根県診療放射線技師会 

                               総務部長  松  井   賢 
 
 

 総務部より会員情報把握のためのお願い 
 
 

  平素より会務運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。総務部では円滑な会務運
営のため正確な会員情報の把握に努めております。つきましては会員情報（転入・転出、氏名、
勤務先、自宅住所、連絡先、メールアドレスなど）に変更がありましたら、JARTホームペー
ジ（http://www.jart.jp）内のJART情報システムにログインしていただき、速やかに変更手
続きをお願いいたします。 
 ただし、退会される場合は『退会届』を島根県診療放射線技師会まで、ご提出していただく
必要がありますのでご注意ください。 
 島根県診療放射線技師会としましては、インターネット環境のある会員様にはJART情報シ
ステムを積極的にご利用いただきたいと考えておりますが、インターネット環境の無い会員様
や手続きについてご不明な点がある会員様は、ご遠慮なく総務部までご連絡ください。 
 なお、県技師会にのみ登録しておられます会員の皆様で、会員情報に変更がありましたら、
従来通り『変更届』を総務部までご郵送いただきますようお願いいたします。 
 今年度も島根県診療放射線技師会ならびに日本診療放射線技師会へのご理解ご協力を宜しく
お願いします。  
  
 
      【お問い合わせ先】 
        松 井  賢（一般社団法人 島根県診療放射線技師会 総務部長） 
          E-mail : officesart@fuga.ocn.ne.jp 
          事務所TEL : 0852-33-7251  事務所FAX : 0852-33-7451 
 
        〇総務事務局／勤務先 
          島根県立中央病院 放射線技術科内 
          〒693-8555 島根県出雲市姫原 4丁目 1-1 
          TEL : 0853-22-5111（内線7710） FAX : 0853-21-2975（代表） 

総務部よりお願い 

http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
mailto:officesart@fuga.ocn.ne.jp
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