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日本赤十字放射線技師会 

会  長  益 井 謙 

 

『 守 ・ 破 ・ 離 』 
 

エベレスト。標高８，８４８ｍ。言わずと知れた

世界の最高峰。エベレストは英名。チベット語でチ

ョモランマ。霊峰である。山岳家の憧憬の聖山であ

る。そのアルピニストが垂涎の体で見上げる、ピラ

ミッド型の頂上付近は、黄金色に輝き、圧倒的荘厳

さで魅了する。イエローバンドと呼ばれている。８，

２３５ｍから８５４０ｍの３００ｍの幅で存在す

る。その南西壁を、チョモランマ層とノースコール

層に挟まれて、厳然と光彩を放つ。５億年前の大理

石。テチス海の堆積物。ウミユリ、三葉虫、介形石

の化石を閉じ込めている。５，０００万年前インド

大陸がアジア大陸に衝突。かつて南半球にあった大

陸棚は、１０，０００ｍ近く持ち上げられた。海中

生物と共に。世界一高い山脈（ヒマラヤ）と世界最

大の高原（チベット）の創造秘話伝説である。壮絶

壮大な地球のドラマの一端である。地理学的地学的

な進化論のドラマである。アルピニストはかつての

海底を目指して登攀するのである。安逸な環境も、

静謐な状況も何時かは一変すると言う、形而下的箴

言を以ってイエローバンドは今日も燦然と輝いて

いる。 

時代は変節し、歴史はその上に堆積し、ヒトの足

跡を化石として遺す。いつの時代でも、その節目は

必ず存在し、歴史を補強する。「内平らかに外成る」

「外平らかに天成る」と内外、天地ともに平和なれ

と希って付けられた『平成』も２１回目の春を迎え

た。そして、会員１２００余名の当会も齢５５歳を

超え、会誌も５０号の記念を重ねる事となった。諸

先輩が営々として築き上げ、連綿として継続し、

粛々として活動が為されてきた証である。数々の制

度的洗礼と、技術革新の波頭を越えて。病院の技術

的活性の定礎となり、臨床画像のゴッドハンドとし

て、医療チームの要（かなめ）として、進化して来

た。海底に潜んで、暗室暗黒空間で黙々と耐えてき

た時代。技術革新的衝突、衝撃で、持ち上げられ、

一気に陽の当たる表座敷に陣取る時代。医療経済逼

迫で、巨体を持て余して滅びた恐竜伝説の轍を踏ま

ない工夫を要する時代への変遷。変遷変革とともに

適者生存を見出し、自然淘汰を未然に防ぐ智恵が必

要である。ＨＰ（ホームページ）の技術的刷新、運

用の機能化は、時代の節目を強化する攻めの姿勢。

ホットクロス計画による、会員相互の連絡網補強。

モットクロス計画による、管理者同士の結束。学術

分科会（６分科会）の新設による、会員のスキル向

上。本社の新機軸、「大型医療機器共同購入」への

顧問的任務分担。赤十字医学会への根源的関与など、

時代の揺さ振り、攪拌への柔軟対応対策。時代の趨

勢、時代の表情を、会員全員で相互に洞察する時代

でもある。 

『 人、城を頼らば、城、人を捨てん 』織田信長の

弁として伝承してきた言葉である。いかにも信長が

言いそうな凄味のある響きがある。群雄割拠、他の

英雄豪傑の追従を超えた厳しさがある。「城を頼る

にあらず」と。ケネディ大統領。『 国があなたに何

をしてくれるかでなく、あなたが国に何ができる

か 』とその就任演説で世界に問いかけた。即ち、

戦国の世ならずとも、近世から鮮烈に覚悟を強いる

言葉として活きている。信長やケネディの言を待た

ずとも、時代は、夫々の組織、各自の立場の自立と

自活を促している。歴史は焦燥と憂慮を糧として、

夢と希望の血肉を育てる。喧騒と戦慄の果てに、各

施設の会員は赤十字の診療放射線技師の沽券を護



らねばならない。ＨＰやＭＬ(メーリングリスト)

などのネットワークパワーを活かし、ネットワーク

パンチを時代に浴びせ続けねばならない。 

 ブケパロス。奔馬なれど暴れ馬。自分の影に怯え

る汗血馬。アレキサンドロス３世が唯一乗りこなし

た。智恵を凝らして。奔走、迷走する時代を乗りこ

なすには、智恵が必要。乗らなければただの田舎マ

ケドニアのアレキサンドロス。乗りこなせば史上最

大の帝国のアレキサンダー大王。時代を進取席巻で

きるか出来ないかは僅かの差。放射線科部。医療技

術部放射線科。技術の粋を極めた高性能大型医療機

器配備され、放射線技師が管理運用する。但し、ス

イッチマンに甘んじることなく、乗りこなす、使い

切る事が出来ねばプロとは言えない。応用力と適応

能力などが必須の条件となりうる。一方で、赤十字

社の一員としての、幅広い役目がある。防災・災害

救助・検診・救命救急・国際貢献等。各地各施設の

取り組みは真摯になされても、大規模災害・広域救

命救急体制は緊密な連携プレーが必要。又、情報ネ

ットワーク（電子カルテ・PACS など）を院内に網

羅する役目も積極的に荷なければなら無いし、荷え

る立場にある。画像情報技師、コンピューター技師、

そして各種認定技師など複数のライセンスを取得

した会員が、又、医療技術学博士号を取得した会員

がその任を積極的に背負って、現世のブケパロスを

乗りこなす。技師会は、放射線科部の枠を超えた、

院内組織的活動への進出と、全国の赤十字施設をそ

の技術力と人的資源で繋ぐ準備とシステム構築の

初期段階を終えたばかりである。古来、武道や芸道

では「守・破・離」とその技量や芸域の修行段階を

3 文字で表す（先般、九州ブロックの若い会員が、

スキルの物差しとして引用してプレゼンしてい

た。）。不立文字の世界を簡潔明瞭に現した言葉であ

る。「守」は基礎。武芸では型に相当。師匠や先輩

がこの任に当たる。個や全の命運に関わる。「破」

は応用。当日直や修羅場をくぐって独りで体得。技

師会の関与は此処から。ＨＰやＭＬの活用で自己啓

発。「離」は思索、創造、自分の型。往々にしてヒ

トは、「守」を疎かにし「離」「破」を得ようと焦っ

て、大成しないもの。或いは「守」だけで「破」「離」

に境地があがらず、小成止まりの無念な例をひくも

の。である。 

 日本赤十字社は「守」。その倫理はすべての根源。

存在意義である。会員が所属する各施設は「城」。

唯この「城」は自活、自立を促す「城」であり、日

本赤十字放射線技師会はその会員を「破」に進化す

るため労を惜しまない。そして赤十字精神を内外に

「離」散、突出させ、燦然と輝く会員を育てたい。

エベレストのイエローバンドのように。
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日本赤十字社 医療事業部長 神 波 豊 

 

日本赤十字放射線技師会会誌５０号発刊にあたり 

 

このたび、日本赤十字放射線技師会会誌が発刊５

０号を迎えられたことを心よりお祝い申し上げま

す。 

会員の皆様には、日頃から赤十字病院の診療業務

にご尽力いただきありがとうございます。日本赤十

字社の放射線部門が今日のように発展を遂げるこ

とができたのは皆様のお力添えの賜物であり、心か

ら感謝申し上げます。 

振り返りますと、本会は昭和２８年に、放射線安

全管理の徹底や放射線に関する学術・研究の促進を

目的として、会員１５０名で創立され、本会誌につ

いては会員間の情報交換を目的としてその翌年創

刊されました。創立当時は、国内では労働組合運動

の活発な時期であり、日赤内でも組織や規則の整備

に対する議論が盛んに行われていた状況であった

ため、本会設立へ向けての先人のご苦労は計り知れ

ないものであったと想像に難くありません。 

 また、放射線に関する業務内容につきましては、

この約 50 年間で本会設立当時の診断業務主体のも

のから、今日のがん治療に見られるような放射線治

療の一角を担うものへと進歩して参りました。今後

も医療における放射線業務の拡大により、皆様のご

活躍の場が今以上に増えてくるものと存じます。 

一方、医療を取り巻く環境は昨今の深刻な医師不

足等により一層厳しさを増しており、地域によって

は病院の統廃合を余儀なくされているところもあ

ります。さらに、この４月には第５次医療法改正が

実施され、患者が病態に応じた治療法や医療機関を

選択できるよう、地域における各医療機関の役割が

具体的な病院名入りの医療計画で示されるように

なり、病院間の競争も激化しています。この苦境を

乗り切るためには、赤十字病院間の協力が不可欠で

あります。 

 その一方策として、日本赤十字社では効率的な運

営体制の推進とグループ内の連携強化を図るため、

グループメリットを生かした共同事業を推進して

います。平成２０年度におきましては、本会代表に

アドバイザーとして参画していただき、大型医療機

器の共同購入を成功裏に実施することができまし

た。 

今後も赤十字病院として生き残っていくために

は、放射線技師をはじめ全ての職種間を越えた、チ

ーム医療の推進が益々重要であり、また職員の満足

度を高め、患者、社会並びに職員から「選ばれる病

院」となることが必要不可欠であります。 

今後、その先導役として放射線技師の方々が積極

的に病院運営に携わられ、赤十字病院全体が「選ば

れる病院」となりますことと日本赤十字社放射線技

師会の益々の発展を祈念し、発刊 50 号のお祝いの

挨拶といたします。 
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平成２０年度全国赤十字病（産）院診療放射線技師業務研修会報告 
常任理事（学術担当） 浅 妻 厚 

 

平成２０年６月２・３日、本社２０１会議室にお

いて、平成２０年度全国赤十字病（産）院診療放射

線技師業務研修会が開催されました。すでに研修会

開催の報告は、総務部より技師会ニュースにて報告

されておりますが、この紙面をお借りいたしまして、

学術部より講演及び研究発表の概要を報告いたし

ます。本年度は日本赤十字放射線技師会創立５５周

年にあたり、その記念事業の一環として５５周年記

念講演を企画し、また赤十字職員として職業倫理高

揚のため研修会には欠かせない本社講演、さらには

乳房画像検査に関する学術講演を実施しました。今

回の研究発表では乳房画像検査を要望演題とした

ところ、７演題の応募があり、分科会報告２題と合

わせ９演題の発表がありました。そのため盛りだく

さんの内容となり、充実した研修会を実行できたと

自負しております。尚、研究発表については、各セ

クションの座長である伊藤卓也氏（北見）、川合佳

代氏（深谷）、武藤美子氏（芳賀）、三浦司氏（秋田）

に要約をお願いしております。 

１．本社講演  

日本赤十字社医療事業部 神波豊部長の挨拶に

引き続き、医療事業部企画課 大野博敬課長に「こ

れからの医療体制と赤十字病院について」と題し講

演して頂きました。赤十字病院の概要から経営環境、

そしてこれからの医療体制の中での赤十字施設の

あり方を教示されました。医療界を取り巻く環境は

厳しく、今や公立施設でも経営効率化・再編・ネッ

トワーク化など経営形態の見直しを検討せざるを

得ない状況です。赤十字施設も同様ですが、医療機

能の分化と地域医療連携の推進を掲げて公立施設

との連携を進めていく必要があります。 

又本年は、ＣＴやＭＲＩ等大型医療機器の共同購

入計画を進めておりますが、本技師会にも協力要請

が来ており、仕様書調整会議に益井会長以下２名が

アドバイザーとして参加、今後の動きが注目されま

す。 

２．５５周年特別記念講演 

 日本画像医療システム工業会 野口雄司先生に

より「医療機器の安全管理体制及び診療報酬上での

評価」と題して講演して頂きました。近年、医療施

設において、医療安全確保のためのさまざまな対策

が必要となってきています。本年４月に実施された

医療法の一部改正により、病院又は診療所の管理者

は、「その病院又は診療所に存する医薬品及び用具

につき薬事法の規定に違反しないよう必要な注意

をしなければならない」と定められました。つまり

施設管理者は医療法だけでなく、薬事法の理解が必

要になってきているということです。具体的には医

療機器の品質、有効性、安全性の確保のために薬事

法で定められた通り管理する必要が、医療施設側に

も求められています。薬事法第２条で医療機器は、

不具合が発生した場合のリスクのレベルで高度管

理医療機器、管理医療機器、一般医療機器と分類さ

れ、それぞれに特定保守管理医療機器が設定されて

います。その分類に応じた保守管理が必要となりま

す。そこで全ての医療機器に分類表記を色分けして、

判別可能な状態にしておく事が推奨されています。

（医療機器の分類については研修会にてＣＤにて

配布致しましたが、技師会ＨＰにも掲載してありダ

ウンロードできますので御参照ください） 

医療機器の添付文書についてですが、これらはす

べて施設で集中管理し、よく使用する文書について

は各現場にコピーを配布します。また、医療機器の

保守点検や安全使用のための研修については、責任

者をおいて書面に残しておく必要があります。 

３．学術講演  

 乳房画像分科会代表世話人である、さいたま赤十

字病院 尾形智幸氏より「知っておきたい乳腺診断

のながれ」と題して、乳房について最新の診断法を

中心に幅広い内容の講演をして頂きました。近年日

本では、乳がんの罹患率が上昇しており、２００５

年の罹患率２２人に１人に対し、２０１５年には１

９人に１人と今後もさらに上昇することが予想さ

れています。要因としては、食生活の欧米化や、未

婚、未出産、初潮の若年化などでのエストロゲン分

泌期間の長期化が挙げられます。又、罹患率上昇に

伴い死亡率も上昇していますが、アメリカなどでは

罹患率上昇に対し、死亡率は逆に低下しています。

日本での死亡率上昇の大きな要因は、検診の低受診

率（４．６％）にあるといわれています。これは、

乳がんは予防ができないため、早期発見が最も重要

であるからです。現在日本でも、乳がん撲滅キャン

ペーンなど各地で行われており、マンモグラフィに

ついても徐々に認知されつつありますが、怖くて痛

いというイメージを抱いてこられる受診者も少な

くありません。私たち放射線技師にできることは、

撮影時にできるだけ苦痛を減らしつつ、より良い写

真を提供するとともに、受診者の方に定期的な検査

の必要性を伝え、受診率を上げるよう協力していく

ことが必要です。 
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最後になりましたが、各演者及び座長の皆様には

ご多忙中にもかかわらずご協力いただき、御礼申し

上げます。又、各施設におきましては、限られた人

数の乳房画像担当者の出席を考慮していただき、大

変感謝しております。おかげを持ちまして充実した

業務研修会を開催することができました。改めて御

礼申し上げます。

 

平成２０年度 全国赤十字病(産)院診療放射線技師業務研修会プログラム 
【６月２日（月）】 

９：３０～１０：００  受 付  資料配布・会議費徴収・スライド 

１０：００～１０：１５    挨 拶  会 長    松江赤十字病院   益井 謙 

                   日本赤十字社 医療事業部長    神波 豊 様 

１０：１５～１１：１５   本社講演 「これからの医療体制と赤十字病院について」 

                   日本赤十字社 医療事業部企画課長 大野 博敬 様          

座長 松江赤十字病院  益井 謙 

１１：２５～１２：００   日本赤十字放射線技師会ＨＰの紹介 名古屋第二赤十字病院  新美 孝永 

１２：００～１３：００         昼食 

１３：００～１５：００  ５５周年特別記念講演「医療機器の安全管理体制及び診療報酬上での評価」 

                      （社）日本画像医療システム工業会  野口 雄司 先生 

                                座長 足利赤十字病院  中里 明  

１５：１０～１５：５０  会員研究発表  第１部   一般演題 座長 北見赤十字病院  伊藤 卓也 

１．ＰＡＣＳ導入及び運用時にあたっての問題点とその対策 

京都第二赤十字病院    西本 岳（ニシモト タカシ） 

２．放射線業務における医療安全について 

松山赤十字病院    大西 寛典（オオニシ ヒロノリ） 

３．三次元再構成ソフトＡｓｔｏｎｉｓｈの効果 

広島赤十字・原爆病院 原本 泰博（ハラモト ヤスヒロ） 

４．当院 MRI 検査での心肺停止時における対応についての一考察 

大阪赤十字病院      高津 安男（タカツ ヤスオ） 

１６：００～         第５５回 定期総会 

 

【６月３日（火）】 

９：２０～１０：５０  学術講演「知っておきたい乳腺診断の流れ」 

                乳房画像分科会代表世話人 さいたま赤十字病院 尾形 智幸  

                                  座長 芳賀赤十字病院  武藤 美子 

１１：１０～１２：００ 会員研究発表  第２部  要望演題  座長 深谷赤十字病院  川合 佳代 

１．職員によるマンモグラフィ検診-----施設画像認定取得に向けて 

名古屋第一赤十字病院   長谷 宏美（ハセ ヒロミ） 

２．当院における他職種を含めた合同乳がん症例検討会の現状 

成田赤十字病院      阿部 真波（アベ マナミ） 

３．マンモグラフィに関わるインシデント事例と対策 

神戸赤十字病院     辻本 梨香（ツジモト リカ） 

４．データベースによる乳房 X線撮影の技術管理 

北見赤十字病院     伊藤 卓也（イトウ タクヤ） 

５．デジタル乳房撮影装置における自動露出制御の管理とその重要性 

名古屋第二赤十字病院   村瀬 多美（ムラセ タミ） 

１２：００～１３：００               昼食 

１３：００～１３：５０会員研究発表 第３部要望演題＋分科会報告 座長 芳賀赤十字病院 武藤 美子 

１．マンモグラフィにおける客観的ポジショニング評価法－乳腺組織の伸展性－ 

松江赤十字病院    古川 春美（フルカワ ハルミ） 

２．マンモグラフィにおける客観的ポジショニング評価法の一提案 

松江赤十字病院    古川 春美 

３．MR 分科会アンケート報告「各施設における乳房ＭＲＩ検査について」 

姫路赤十字病院    岩見 守人（イワミ モリヒト） 
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４．乳房画像分科会アンケート報告 

長浜赤十字病院     西関 剛（ニシゼキ ツヨシ） 

１４：００～１４：３０  会員研究発表  第４部 一般演題   座長  秋田赤十字病院  三浦 司 

１．FPD システムにおける自動露出制御の特性把握－放射線管理の精度の向上を目指す－ 

名古屋第二赤十字病院   才賀 治(サイガ オサム) 

２．電子線のカットアウト照射野における MU 算出方法の検討 

浜松赤十字病院      布施 拓（フセ ヒラク） 

３．腹部領域における２D-Quantum De-noising Filter の物理的評価 

日本赤十字社和歌山医療センター 加賀 久喜（カガ ヒサヨシ）  

１４：３０～１５：００   ブロック連絡会議、出席証明書授与  

 

第一部 座長集約                    北見赤十字病院 伊藤 卓也 
 

会員研究発表の第１部は一般演題ということで

様々なテーマで４題の発表がありました。 

１．ＰＡＣＳ導入及び運用時にあたっての問題点と

その対策 

ＰＡＣＳによる画像のファイリングが始まりＦ

ｉｌｍでの運用時とは違った運用方法が必要とな

り、新たに出てきたさまざまな問題点についての対

処法とマニュアルを作成したという報告であった。

各施設に合った画像の配信方法を模索し、院内での

統一化をはかる必要がでてきます。停電時などの緊

急時や画像の修正方法などの対応方法をマニュア

ル化し統一するというのは迅速な対応を求められ

るモニタ診断の際には必要不可欠になると思われ、

今回の報告のようにあらゆるパターンの対処法を

マニュアル化し把握しておくというのは大変有用

なことであると思います。 

２．放射線業務における医療安全について 

インシデント・アクシデントについてはヒューマ

ンエラーが多くを占めています。その中でＩＤカー

ド等を使用し人間の作業の部分を簡略化すること

により患者の入力間違いや患者間違いを減らすこ

とができている報告であった。また他人任せにする

のではなく、スタッフ同士のコミュニケーションや

自分で確認するという意識を持つことにより事故

を未然に防いでいくことができていると思われる。

横のつながりを維持することにより検査の進みも

スムーズになり、それが患者へのより良いサービス

の提供になり全体の質の向上にも寄与しているの

は確かであると思います。 

３．三次元再構成ソフトＡｓｔｏｎｉｓｈの効果 

Ａｓｔｏｎｉｓｈという新しい三次元再構成法

により再構成像のコントラスト、空間分解能および

均一性が向上するという報告である。臨床的には、

再構成像の画質が改善することになるので、病変検

出能や定量性の向上がなされるようである。これら

の寄与を受けるにはＳＰＥＣＴ／ＣＴ装置が必要

になるので若干敷居が高く感じられるが、Ａｓｔｏ

ｎｉｓｈの効果を活用できれば核医学の検査もさ

らに有用なものになると思われる。 

４．当院ＭＲＩ検査での心肺停止時における対応に

ついての一考察 

ＭＲＩ検査時における緊急時の対応は室内にて

磁場が発生しているため様々な制限がある。よって

あらゆる処置を施すには室外に退出してからの方

が安全である。しかし容態の急変に気付くまでや、

気付いてから退出までに時間がかかってしまって

は蘇生率が下がってしまうので迅速な対応が必要

になってくる。そのためにＭＲＩ室においての問題

点を把握し対応方法を考慮しておくという報告で

した。患者の容態をチェックするための監視モニタ

やパルスオキシモニタの装着や、報告にもあるよう

に各装置メーカーの寝台の仕様による移動方法の

違い等を把握しておくことが重要と思われます。各

施設により人員の配置等に違いがあるので、それぞ

れに見合った対応方法を検討、マニュアル化しリハ

ーサルを行うことで万一の緊急時に素早い対応が

とれるようになり蘇生率の向上が望めると思われ

る。 

以上４題の発表はわれわれの業務内容や安全管

理の向上につながっていくものでありました。各施

設の持ち味に合わせた対応方法を検討し、より良い

ものを患者側へフィードバックしていけるよう努

めていかなければならないと再認識することがで

きた発表だったと思っております。 

演者の方々の今後の活躍を期待して座長集約とさ

せていただきます。

 

第二部 座長集約                    深谷赤十字病院 川合 佳代 
 

平成２０年６月２日～３日、日本赤十字社で行わ

れた日本赤十字放射線技師会では、乳房画像分科会

の世話人の一人として、会員研究発表の第２部の座

長を担当させていただきました。第２部では乳房撮

影を主にした５演題の発表がありました。 

まず、第１演題では、職員によるマンモグラフィ
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（ＭＭＧ）検診～施設認定取得に向けて～（名古屋

第一赤十字病院、長谷 宏美さん）であり、施設認

定取得にむけて職員の検診の導入を試みた発表で

した。近年、認定取得を目指す施設は増加していま

す。マンモグラフィ検診精度管理中央委員会（略、

精中委）の掲げる条件を満たした施設として、維持、

管理、継続していくことは、受診する側からも信頼

のおけるものとして一定の指標となります。今回、

受診した職員の年代別では２０代４４名、３０代６

５名に対して、４０代３８名、５０代１９名、６０

代２名と、乳がん罹患率の高い年齢層の受診が少な

い結果となりました。その原因は何か、そして職員

全体の何割が受診されたかなどを把握し、医療従事

者から乳がん検診への関心を高めていっていただ

きたいと思います。最後に、貴院の施設認定の取得

を祈念いたします。 

第２演題は、当院における他職種を含めた合同乳

がん症例検討会の現状（成田赤十字病院 安部 真

波さん）でした。医師、（病理、エコー）検査技師、

放射線技師間の症例検討会では、患者様の病歴や画

像評価、診断、治療方針等の情報交換の中から、他

職種間の所見評価の違いを比較しているという発

表でした。ＭＭＧでのカテゴリー分類正誤率の違い

は見られないものの、腫瘤の辺縁について、技師の

ほうが読みすぎてしまう傾向にあるようでした。画

像評価をすることにより、撮影を行うという一方向

的な流れだけでなく、自己の画像が他者に評価され

る緊張感と責任感が生じます。その効果は、患者様

の利益となる画像として提供されることが理想と

されます。自身の多様なレベルアップを図れる症例

検討会は、多大な効果をもたらすものとしてどの施

設でも開催されることが望まれます。 

第３演題は、マンモグラフィに関わるインシデン

ト事例と対策（神戸赤十字病院 辻本 梨香さん）

でした。ＳＨＥＬＬ分析を行い、今後予測されるイ

ンシデントへの対策の検討と行うという内容でし

た。対応策を検討し実行することでリスクを減らし、

さらに、患者様への問診表作成で、多くの（危険リ

スク）情報を事前に確認してから撮影に望むことが

できます。装置を熟知することが、危険箇所の予測

をたてる上でも非常に重要です。日ごろから、撮影

時の危険リスクへの対応策を講じるよう努めてい

きましょう。 

第４演題は、データベースによる乳房Ｘ線撮影の

技術管理（北見赤十字病院 伊藤 卓也さん）でし

た。以前は撮影レポートを手書きで保存していたが、

うまくデータを活用できていなかったそうです。そ

こで、パソコンによるデータベース化（Ｍｉｃｒｏ

ｓｏｆｔ Ａｃｃｅｓｓ ２０００）を行い、撮影

レポートの入力や検索などを迅速で効率的に活用

できるようになった、という発表でした。結果とし

て、カテゴリー分類の医師と技師の見解を確認する

ことが容易になったことと、個人の苦手とするポジ

ショニングの把握（数値化）ができるようになった

ことで、再撮影の減少につながったことを挙げてい

ました。さらに、個人別の目標値を設定することで、

技術の維持と向上を行いやすくなったということ

でした。  

近年のコンピュータの普及は広域的に浸透した

だけでなく、そのレベルも格段に上昇傾向にありま

す。このような機器をうまく利用し、技術の向上に

つなげる工夫はこれからも沢山取り入れていきた

いものです。 

従来の撮影方法と弱点に注意しながらの撮影と

で、要した時間の差や、再撮影の減少率などが発表

の中に加えられていたら良かったと思いました。 

最後の第５演題は、デジタル乳房撮影装置におけ

る自動露出制御の管理とその重要性（名古屋第二赤

十字病院 村瀬 多美さん）でした。ＭＭＧは、一

般的にあらゆる乳房に診断可能な画像を提供でき

るよう、自動露出制御（ＡＥＣ）で撮影を行ってい

ます。このＡＥＣの管理をＲＭＩ１５６型ファント

ムだけでなく、ＣＮＲ（ｃｏｎｔｒａｓｔ ｔｏ－

ｎｏｉｓｅ ｒａｔｉｏｎ）等の算出を加えて行っ

ているということでした。ＡＥＣの再現性における

変動係数は正常範囲の５％以内とされていますが、

管理の中で５％を越えてしまった日があったこと

を発表されていました。装置の日々の管理が重要で

あることは言うまでもありません。その管理の中で、

非日常となった結果を探り、対応策を講じることが

何よりも大切です。管理方法や点検作業に誤りがな

かったかなど、フィードバックして考えることで見

えてくるものを見逃さず、日常の管理の精度を高め

ていっていただきたいと思います。何よりそれが信

頼の置ける医療技術として、患者様に提供できるか

らです。 

 

第三部 座長集約                   芳賀赤十字病院  武藤 美子 
 

会員研究発表第３部は、要望演題２題と、分科会

報告２題が行われました。 
第１演題 マンモグラフィにおける客観的ポジシ

ョニング評価法―乳腺組織の伸展性― 

マンモグラフィの精度向上には、適切なポジショ

ニングをとることが必要不可欠であり、特に乳房下

部組織の伸展性と、乳腺後方の描出は、ＮＰＯ法人

マンモグラフィ検診精度管理中央委員会の定める

評価基準でも、配点は決められていますが、具体的

な数値では表現されていないため、詳細が不明で高

い評価点を取ることが難しいのが現状です。ポジシ

ョニングのなかでも、描出しにくい乳腺組織の伸展
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性について、解剖学的知見を踏まえ、理想的伸展距

離を求め、撮影画像上の伸展距離との比を表すこと

で、伸展性の判断基準として評価し、客観性の高い

評価案を構築することで、ポジショニングの技術向

上が期待される発表でした。 

第２演題 マンモグラフィにおける客観的ポジシ

ョニング評価法の一提案 

第１演題では、ポジショニングの評価基準の乳腺

の伸展性についての検討でしたが、精中委評価基準

の、左右対称性、乳頭の側面性、大胸筋、乳腺後隙、

乳房下部に対するポジショニング評価を、より詳細

に分類し配点をすることで個々の評価基準のばら

つきを少なくし、客観的に数値化することでポジシ

ョニング精度を向上させるという発表でした。 

第３演題 各施設における乳房ＭＲＩ検査につい

て（ＭＲＩ分科会によるアンケート結果から） 

日本赤十字放射線技師会会員施設で、ＭＲＩ装置

が導入されている６５施設（９５台）についてアン

ケート調査を行った。乳房ＭＲＩ検査を行っている

施設は３５施設であった。ＭＭＧ撮影後に２５％が、

ＣＴ検査を４６％がＭＲＩ検査を行っている。近年

利用されている拡散強調像、ＭＩＰ、ＭＰＲ、Ｄｙ

ｎａｍｉｃＳｔｕｄｙ等、ＭＲＩの組織コントラス

ト分解能の良さが検査数に反映しているのであろ

う。ＣＴ検査はマルチスライスＣＴの多列化に伴い、

空間分解能や、時間分解能が、格段に向上し、乳房

ＣＴ検査では全身検索も同時に検査可能となって

おり、画像診断の役割は、多様化すると思われます。 

第４演題 乳房画像分科会アンケート報告 

全国赤十字病院９４施設にアンケート方式で調

査をし、回答数７４施設でした。乳房撮影装置設置

施設は７０施設で、装置数は８０台、うち４６台が

５年以内に導入されたものでした。全国的には、約

６割がデジタル化していますが、赤十字病院７０施

設のうち、７８％がデジタルで、アナログは２２％、

モニター読影もデジタル５１施設中１２施設で行

っています。乳房撮影装置の環境は各施設によりま

ったく異なる状況ですが、今回のアンケート調査を

契機に分科会活動を通して、乳房撮影に係わるすべ

ての環境がレベルアップすることに期待したいと

思います。 

最後に、各演者の方々及び共同研究者の皆様、ア

ンケート調査にご協力いただいた全国赤十字病院

の皆様、研究発表にご協力いただきありがとうござ

いました。 

 

第四部 座長集約                     秋田赤十字病院 三浦 司 
 

１、ＦＰＤシステムにおける自動露出制御の特性

把握 －放射線管理の精度の向上を目指す－ 

 従来の形式であるフォトタイマ方式を使用せず、

ＦＰＤ独自の自動露出制御を搭載したＸ線透視撮

影システムの特性把握、及び放射線管理の精度につ

いての発表であった。 

透視時において、直前の透視Ｘ線信号量より独自の

アルゴリズムを用いて撮影条件を決定するという、

新しい自動露出制御である。線量測定を行った結果、

透視に関してはばらつきが少なく放射線管理面か

らは精度の高い結果が得られた。しかしながら撮影

に関しては、ばらつきが大きく不適正線量の出現が

発生した。原因に関してメーカーサイドからの結果

待ちであったが、絞りの線質補償フィルターが正し

く動作していないという回答が得られた。早期改善

を目指したい。 

２、電子線のカットアウト照射野におけるＭＵ算

出方法の検討 

 電子線におけるカットアウト照射野のＭＵ算出

方法は、施設間においてさまざまである。今回は低

融点鉛で円形照射野を作成し、作成した照射野の深

部量百分率をそれぞれエネルギーごとに測定した。

得られた深部量百分率からＤｍａｘを求めＤｍａ

ｘと照射野サイズとの近似多項式を算出した。実測

したＤｍａｘとの線量誤差は１％以内であること

が示され、治療毎に深部量百分率を測定せずＭＵ値

を算出することが可能になった。 

３、腹部領域における２Ｄ－Ｑｕａｎｔｕｍ Ｄｅ

－ｎｏｉｓｉｎｇ Ｆｉｌｔｅｒ の物理的評価 

 マルチスライスＣＴにおける、２Ｄ量子ノイズ除

去フィルターの物理的評価を行った。①オリジナル

画像、②Ｑ０１、③Ｑ０２（フィルター）で比較し、

ＭＴＦ、ＳＤ値、ｗｉｅｎｅｒ ｓｐｅｃｔｒｕｍ、

ＣＮＲの評価を行った。ＣＴ値の変動はなく、ＳＤ

値のみ低くなりノイズの少ない画像となった。フィ

ルターを用いることにより画像のＳＤ値及びＣＮ

Ｒは向上し、低コントラスト分解能の改善を認めた。

しかし、ＭＴＦの影響は少なく、高コントラスト分

解能の向上は認められなかった。フィルターを使用

することにより、ＳＤ値を高く設定でき、被ばく線

量の低減が期待できる。 

今回の３題の共通点は分野こそ違うものの、全て

測定・評価に関わる内容であった。職場では我々診

療放射線技師しかできない内容であり、今後も是非

継続され研究に励んでいただきたいと思います。演

者の方及び共同研究者の皆様に感謝いたします。 
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****************************************************************************************** 

本会の動き（分科会報告）               日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

****************************************************************************************** 

 

分科会報告 
常任理事（学術担当） 浅 妻 厚 

昨年度に発足した、ＭＲＩ・ＣＴ・乳房画像の３

分科会に引き続き、本年度は新たに放射線治療・医

療情報・核医学の３分科会が発足いたしました。ま

だ分科会によって、活動状況はまちまちですが、各

世話人の方々の熱い思いが、徐々に目に見える形で

表れ始めています。紙上講座や各種のアンケート調

査等、技師会ＨＰを活用した活動、本社業務研修会

や各ブロックでの講演活動や裏方作業など多岐に

渡る活動を展開しています。ただし、このような積

極的な活動も、皆様ユーザーが関心を持って参加し

てくれなければ単なる自己満足に終わってしまい

ます。こんなこと聞いたら恥ずかしい等と引っ込ま

ずに、どんどん積極的に活動に参加してください。

（同じ赤十字の職員ですから）とりあえずは、ＨＰ

をチェックしてみてください。新たな情報が得られ

るかも知れません。 

ＨＰ 

2008/06/17    乳房撮影等に関するアンケート報告 【乳房画像分科会】 

2008/06/17    乳房ＭＲＩ検査等に関するアンケート報告 【ＭＲ分科会】 

2008/10/28    検査着に関するアンケート報告    【乳房画像分科会】 

2008/10/29    Ｅｘｃｅｌを利用したＭＵ独立検証作成手順【放射線治療分科会】 

2008/11/04    ＣＴ造影技術講座Ⅰ   【ＣＴ分科会】 

 

ＨＰ（掲示板） 

2008/06/23    インプラントについて【乳房画像分科会】 

2008/06/25    ＥＯＢプリモビストについて【ＭＲ分科会】 

2008/08/25    検査着について【乳房画像分科会】 

2008/09/02    体重入力について【ＭＲ分科会】 

2008/11/17    乳房生検認定技師について【乳房画像分科会】 

2008/11/20    分科会主催研究会およびポイント付与について 

2008/11/21    ＣＴ造影ライン確認方法について【ＣＴ分科会】 

2008/11/28    放射線部門内における静脈注射について 

 

ＭＬ 

2008/01/24    [art-ac:00136]  中心部と辺縁の標準偏差の比較 

2008/04/02   [art-ac:00146]  ＲＣＡＲＴ 分科会 Ｎｅｗｓ．００３ 

2008/04/16    [art-ac:00152]  ＲＩ＆ＣＴに関する質問 

2008/06/12   [art-ac:00158]  アンケート報告 

2008/06/17   [art-ac:00159]  分科会掲示板の開設／ＨＰ情報 

2008/07/02   [art-ac:00160]  乳房画像分科会講演会のお知らせ 

2008/09/25   [art-ac:00173]  新分科会発足のお知らせ 

2008/10/01   [art-ac:00175]  医療情報分科会代表挨拶 

2008/10/01   [art-ac:00176]  放射線治療分科会代表挨拶 

2008/10/01   [art-ac:00177]  核医学分科会代表挨拶 

2008/10/07   [art-ac:00178]  アンケートご協力についてのお願い／ＨＰ情報 

2008/10/28   [art-ac:00179]  乳房画像分科会アンケート結果公開について／ＨＰ情報 

2008/11/12   [art-ac:00181]  Excel を利用したＭＵ独立検証作成手順／ＨＰ情報 

2008/11/12   [art-ac:00182]  ＣＴ造影技術講座／ＨＰ情報 

                                   （２００８年１１月末現在） 
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ＭＲ分科会 ２００８年度報告 

会員の皆様、日ごろのご協力ありがとうございま

す。ＭＲ分科会として１年間活動してきたことにつ

いて報告いたします。 
まず、赤十字本社の研修会において、姫路赤十字

病院・岩見氏より乳房撮影のアンケート集約結果を

提示させていただきました。 
 続いて、日本赤十字技師会のＨＰもリニューアル

され、掲示板にて質問等、意見交換できるようにな

りました。これまでの内容は、Ｇｄ‐ＥＯＢ‐ＤＴ

ＰＡの使用方法についての問い合わせや、装置への

体重入力に関する疑問でした。 
 これからも会員皆様の疑問やご意見を拝聴し、で

きる限りご期待に添う返答ができるように、世話人

一同力を合わせて取り組んで行きます。よろしくお

願いいたします。 

 

乳房画像分科会 活動報告 

平成２０年１月：全国赤十字病（産）院 における 乳房Ｘ線装置の設置調査（アンケート形式） 

４月：放射線技術学会会場（横浜）にて、分科会世話人初顔合わせ 

６月：２０年度 全国赤十字病（産）院診療放射線技師業務研修会（本社） 

        学術講演「知っておきたい乳腺診断の流れ」 尾形 智幸 

        乳房画像分科会アンケート報告       西関 剛 

        会員研究発表 座長            武藤 美子、川合 佳代 

７月：第１回乳房画像勉強会 in FUKAYA 深谷赤十字病院    多目的ホール 

内容  

     Ⅰ. 講演「デジタル乳房画像の自動露出制御の管理と重要性」  

（名古屋第二赤十字病院 真野晃浩氏）   

        Ⅱ．講演「診療の流れ」    （尾形） 

        Ⅲ．練習問題の読影方法＋解説 （川合） 

        Ⅳ．読影 

        Ⅴ．Ⅳの解説と質疑応答    （尾形）       

     ９月：乳房撮影時におけるガウン着用の実態調査 

       

    
 

 

ＣＴ分科会報告 

             

   

長野赤十字病院 中央放射線部 八町 淳 

 ＣＴ分科会が発足して１年が経ちました。これと

言った活動ができていないことを初めに陳謝して

おきます。日本赤十字放射線技師会は名前のとおり

日本全国が対象となります。このような広範囲の地

域において時間的・経済的に分科会を活動させるに

は、やはりインターネット経由による投稿形式が有

効だと思います。会には大変無理をお願いしました

が、十分使用に耐えられるホームページが完成した

と思います。また、会員限定の投稿板も稼働し始め

ましたが、やはり分科会的な内容は各分科会のペー

ジで自由に討論したいところです。なかなか公開ペ

ージでは難しいと思われます。 

分科会はアカデミックな内容でなければと考えて

おられる方もいると思いますが、そんなことはあり

ません。実際に現場で困っていることがあれば是非

掲示板に質問を上げてください。今のところ質問に

ついては倫理的問題がないかどうか担当者が目を

通してからアップする仕組みとなっていますが、担

当者の努力のおかげでほぼ即日アップしていただ

いているようです。 
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一つの質問でも、ＣＴ装置性能・環境が違うなか

でその質問に対する回答は多数存在すると思いま

す。またどれが正解かは質問された方が判断される

ものだと思います。 

そんな中からみんなで取り組める課題が提示され

れば、可能な施設で共同研究などしてみたいな、な

どと考えています。 

会長をはじめとし、役員皆さんの努力で環境が整い

つつあります。後はこれをどう使いこなしていくか

ですが、会員の参加がなくてはどうにもなりません。 

是非、分科会としてもこの環境をおおいに使わせて

いただきたいと思います。みなさん御協力をお願い

いたします。 

 

核医学分科会活動について 

核医学代表世話人   大津赤十字病院 放射線科部 課長 門前 一 

今年度から日本赤十字放射線技師会においても

六つの分科会を起ち上げ、専門性追求する傍ら、ユ

ビキタスを利用した、密な連携環境の充実を図って

おられます。今まで、同じ赤十字技師会に属しなが

ら、近隣の同じ赤十字病院の中身を知ろうともしな

かったのが現状ではないでしょうか。同じ赤十字病

院で勤務する技師の間で共有すべきことや、職場で

抱えている多くの問題を実直に話せる環境整備は

急務だと考えております。 

来年度、核医学分科会での活動を考えますと、学

術的テーマを主体とした、技術の標準化、検査プロ

トコールの検討等、私たち技師が必要と認識してい

る課題は山積しています。しかし、産声を上げたば

かりの分科会を鑑みますと、顔も知らない仲間との

運営、様々な難局が予想されます。また、世話人代

表に選任された際の挨拶文にも書かせていただき

ましたが、ＲＩ検査件数が右肩上がりだった時代は

終わり、右肩下がりの時代を迎えています。その一

因としてＤＰＣ導入を誤解釈し、不採算部門として

のレッテルをはられたことです。また、ＲＩ部門が

閉鎖されたとの悲しい知らせもあります。この様な

背景の中で、何が出来るのだろうと不安が過ぎるの

は当然です。しかし、待っていても良い方向には進

まないことは世の常なので、一歩ずつ確実に前進し

ていきたく思っております。 

今年度はお互いを知る、また実直に相談できる関

係構築を目的に、簡単なアンケート調査を実施した

いと考えております。まずは、全国の赤十字病院で

行われている、ＰＥＴ、ＲＩ検査の年度推移を調査

し、赤十字病院のＲＩ検査を取り巻く環境、実態を

把握し、お互いにディスカッション出来る土壌を作

ります。また、ＤＰＣ導入時の工夫、苦労、秘策等

を集約し、今後のＲＩ部門運営に何らかのプラスな

れば良いと考えています。放射線部領域で唯一、処

置２に入っているＲＩ検査をどのようにパスに組

み込んでいるか、今後２０１０年の病院機能係数廃

止に伴い、ＲＩ検査はどのような扱いになるのだろ

う？といった多くの疑問や意見が出てくることを

期待しております。今後の活動が、医療におけるＲ

Ｉ検査の役割に一条の光を差し込む一助となるよ

う、皆さんの多大なご協力をお願いいたします。 

 

治療分科会活動報告 

治療分科会 田中 啓一 

治療分科会では、放射線治療装置で投与線量をコン

トロールするモニターユニットに関して、取扱者自

身が不安なく十分な理解を得られる検証システム

として「モニタ単位独立検証プログラム」作成手順

を掲載することになりました。これにより、各施設

で苦心しています品質管理についてお役立にたて

ていただければと活動を開始いたしました。 

第一回目は０章「なぜＭＵ値の独立検証は必要か」

を１０月２９日に掲載いたしました。 

今後も、皆様の反響に応えながら勧めて行く予定で

す。 

 

医療情報分科会活動報告 

福井赤十字病院 秋田 直昭 

「ええっ、それって契約違反じゃない！新しいサ

ーバに過去画像がほとんど移行できていないって、

どうやって診療しろと言うんだ？フィルムレスを

延期するか？そんなことできるわけないだろ。な

に！今度は画像がオーダー順に並ばないって・・・。

今度は・・・」という具合に、当院ではフィルムレ

スモニター診断に向けて、かなり前から画像情報科

の若手スタッフを中心に念密な準備を重ねてまい

りました。しかし、なかなかスムーズなフィルムレ

ス移行とはなりせんでした。でもやはりこういうこ

とは、能力のある人が進んで行えるような環境がベ

ストだと思います。あとは邪魔しないように・・・。

（自虐笑）また、今まで画像修正端末としての使用

に限定していた検像システムを更新し、本格運用を

行いました。これは、一般撮影についてのみの運用

ですが、撮影後に再度、オーダー内容、部位情報と

の整合や、枚数、並び順等をチェックしＰＡＣＳへ

送信するためのツールとしての使用です。しかし、
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この運用一つとっても部内では意見が分かれます。

情報システムの整備に伴い浮上してくる問題は、枚

挙に暇がございませんでした。 

そんな折、日本赤十字放射線技師会の命を受けて

発足した医療情報分科会でございますが、平成２０

年は準備期間としての年であり、原稿執筆を依頼い

ただいた現時点において活動報告として掲載でき

るような内容はございませんでした。計画といたし

ましては、フィルムレス移行を先駆けて行っている

施設の苦労話、情報システムの導入状況を把握でき

るマップなどの作成を予定し、同じ問題をかかえる

会員の皆様との情報共有に利用できたらと考えて

おります。 

自身のことばかりで恐縮ですが、年輪を積み重ね

ると、どうしても考え方が左巻きになりがちです。

変化している事象に対して順応できずに、固定観念

を堅持してしまう傾向にあります。例えば、前述し

た検像システムの役割を性格としたならば、それは

検像の役割であって、検像の役割では「ない」ので

す。そのような発想ができないのです。検像システ

ムにＱＣ機能を実装したことは、当院若手スタッフ

の大きな功績であると自負しております。 

とにかく一日も早く、この日本放射線技師会提供

の情報蓄積のメディアを有効活用し、会員の皆様の

一助となり、また親しみを持って参加して頂けます

ような分科会を目指して努力して参りますので、ど

うか今後とも宜しくお願い申し上げます。 
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****************************************************************************************** 

ブロック報告（北海道ブロック）            日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

********************************************************************************************** 

 

北海道ブロック活動報告 
       北海道ブロック理事 川 井 明 彦  

 （函館赤十字病院） 

 

◎平成２０年度 技師長・課長（職務代行者）会議 

開催日時：平成２０年４月１９日（土） 

開催場所：日本赤十字社北海道支部 会議室（札幌） 

参加施設：旭川、伊達、釧路、北見、栗山、浦河、

小清水、置戸、函館 

議事 

 1）第１８回総会までの事務局中間報告 

 2）第１８回総会までの会計中間報告 

 3）第１８回総会並びに研修会について 

 4）業務検討会 

 ・各施設の業務量・内容変化について 

 ・診療報酬改定への対応状況 

 ・特定健康診断（メタボ健診）への対応状況 

 ・勤務評定の実施状況 

 ・その他  

 5）平成１９年度 全国理事会報告  

 6）その他 

◎第１８回北海道地区会総会並びに研修会 

開催日時：平成２０年９月２７日（土）  

     平成２０年９月２８日（日） 

開催場所：北海道放射線技師会研修センター 

 第１８回北海道地区会総会並びに研修会を９月

２７（土）・２８（日）日の両日にわたり、会員９

施設１９名の参加のもとに北海道放射線技師会研

修センターにおいて開催しました。 

初日の技術情報交流は施設規模の違いを乗り越え

て、参加全施設において興味の持てる題材を取り上

げて互いに「教え合おう」というものです。今回の

「撮影補助具」においても日頃の研鑽から生み出さ

れた『手作りの力作』が紹介され、会場からは「ス

ゲー」、「ナルホド」、「それいいネ」等々の歓声が揚

がっていました。会員研究発表は 8題で、いずれも

臨床に即したとても興味深い演題であり活発な討

議がなされていました。 

２日目は診療報酬改訂を受けて「院内ＩＴ化を成功

に導くためには」をサブテーマとした会員によるレ

クチャーと講師を招いての講演をおこないました。

会員によるレクチャーでは既にＰＡＣＳを運用し

ている経験を基にした導入・運用にあたってのお薦

めや注意・問題点について丁寧なお話がありました。

講演は『フィルムレス時代のＰＡＣＳ構築につい

て』と題して（株）Ｊ‐ＭＡＣ ＳＹＳＴＥＭから

お話がありました。主にこれから本格的なＩＴ化に

向けて動き出す施設に対して最新の情報を提供し

ていただき、皆真剣に聞き入っていました。 

 プログラム、参加者は以下の通りです。 

第１日目 平成２０年９月２７日（土曜日） 

１３：００～１３：３０  受付・参加登録 

１３：３０～１４：３０   

技術情報交流『（パクッテください）当院自慢の補

助具』                

座長 北見赤十字病院 相澤 幹也 

１，「血管撮影-ＣＡＳの作業台について-」 

         函館赤十字病院 川井 明彦 

２，「当院における膝蓋骨撮影補助具について」      

         北見赤十字病院 中井 圭介 

３，「下肢全長撮影用板について」 

         伊達赤十字病院 中村 貴彦 

４，「Ｓｔｅｎｖｅｒｓ撮影用補助具について」 

         栗山赤十字病院 刀根 公二 

５，「膝関節・手根管撮影用補助具、発泡スチロー

ルカッターの開発について」       

        小清水赤十字病院 岩田 雄一 

６，「小児立位撮影器具について」 

         釧路赤十字病院 高谷 義人 

７，「小児用撮影台・息止め表示燈・その他」 

         清水赤十字病院 首藤 竹司 

８，「一般撮影・ＣＴ・ＭＲ撮影補助具の紹介」 

         旭川赤十字病院 高田 直行 

９，「ポータブル撮影・患者移動用具・覆布ガード

について」 

         浦河赤十字病院 大沼 孝司 

１４：３０～１５：３０ 会員研究発表 第１部 

座長 伊達赤十字病院 山内 修司 

（1）「ＢＬＡＤＥシークエンスによる体動補正の応

用」 

          旭川赤十字病院 平野 充 

（2）「当院におけるマンモグラフィカテゴリ分類医

師と技師の比較」                 

          北見赤十字病院 佐藤 裕樹 

（3）「ＭＤＬ撮影関連事項変更後のアンケート結

果」         

          清水赤十字病院 首藤 竹司 

（4）「大動脈後左腎静脈の症例を経験して」 

          浦河赤十字病院 石川 辰美 

１５：３０～１６：３０ 会員研究発表 第２部     

座長 浦河赤十字病院 大沼 孝司 
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（5）「一時立入者の被ばく線量管理」 

         伊達赤十字病院 渋谷こずえ 

（6）「超音波造影剤（ソナゾイド）を用いた検査の 

有用性」 

         旭川赤十字病院 長尾 圭介 

（7）「Ｓｏｎａｚｏｉｄ造影超音波検査が有用であ

ったＲＦＡ後の２症例」        

         小清水赤十字病院 岩田 雄一 

（8）「ＦＰＤを用いたコーンビームＣＴ画像」 

          北見赤十字病院 長島 正直 

１６：４０～１７：３０第１８回総会・反省会 

１９：３０       懇親会 

第２日目 平成２０年９月２８日（日曜日） 

０９：３０～１１：３０   

ワンポイントレクチャー 

 - 院 内 Ｉ Ｔ 化 を 成 功 に 導 く た め に は -               

座長 函館赤十字病院 川井 明彦 

(1)「北見赤十字病院ＰＡＣＳの紹介」       

          北見赤十字病院 中島 勲  

(2)「当院におけるＰＡＣＳ運用 — 現状と問題点

について —」 

          旭川赤十字病院 増田 安彦 

特別講演 

『フィルムレス時代のＰＡＣＳ構築について』 

（株）Ｊ－ＭＡＣ ＳＹＳＴＥＭ 上杉 正人先生 

１１：３０       解散 

 

 

 

第１８回総会 

１． 開会の辞 

２． 会長挨拶 

３． 議長選出 

４． 議  事 

 (1)第１８回総会までの事業報告 

 (2)第１８回総会までの会計報告 

 (3)第１８回総会までの会計監査報告 

 (4)第１９回総会に向けての事業計画案 

 (5)第１９回総会に向けての会計計画案 

 (6)その他 

５． 議長退席 

６． 閉会の辞 

 

参加者 

旭川赤十字病院   

増田 安彦  長尾 圭介  高田 直行  平野 充 

伊達赤十字病院   

山内 修司  中村 貴彦 渋谷こずえ 

釧路赤十字病院  高谷 義人 

北見赤十字病院   

相澤 幹也  長島 正直  中島 勲  佐藤 裕樹  

中井 圭介 

栗山赤十字病院  刀根 公二 

浦河赤十字病院   

大沼 孝司   石川 辰美 

小清水赤十字病院 岩田 雄一 

清水赤十字病院  首藤 竹司 

函館赤十字病院  川井 明彦 
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****************************************************************************************** 

ブロック報告（東部ブロック）             日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

********************************************************************************************** 

 

東部ブロック活動報告 
ブロック委員 星野 洋満 

（所属：前橋赤十字病院） 

第２１回東部ブロック研修会は、前橋赤十字病院

の主催のもと伊香保温泉で開催されました。伊香保

の山は紅葉に包まれ参加施設１９・総参加者数６１

名の参加者を魅了しました。 

研修会 1日目は、会長講演・教育講演２題そして

研修会運営会議及び技師長・課長会議が行われまし

た。会長講演では、益井会長が日本赤十字放射線技

師会のためにこれから会員に何が必要とされるか

を魅力溢れる話し方と、目を楽しませてくれるスラ

イドで会員の心のベクトルを一つの方向に導いて

いただけました。教育講演はＰＡＣＳとＩＶＲにつ

いてでした。ＰＡＣＳでは、その歴史的背景から未

来へ予想される可能性と問題点を考える手がかり

をわかりやすく講演していただけました。ＩＶＲで

は、デバイスの発展がＩＶＲの発展につながり診

断・治療のレベルを上げ患者の苦痛を低減している

ことを講演していただけました。研修会運営会議終

了後に学術部の久保田 利夫理事より新しい日本

赤十字放射線技師会のホームページの使用方法に

ついて丁寧に教えていただきました。 

研修会２日目は会員による研究発表で放射線治

療１題、ＭＲ２題、画像１題、ＣＴ３題の計７題が

発表されました。どの発表も日々の業務多忙の中で

業務向上のために日々研鑽している演者の姿が印

象的でした。フロアーからも全ての演題に対し活発

な質疑応答があり会員の知識向上に繋がりました。 

 

＜研修会プログラム＞ 

開催日：平成２０年１１月８日（土）、９日（日） 

場 所：伊香保温泉 よろこびの宿 「しん喜」 

【第 1日】 １１月８日（土） 

13:00  受付 

13:30  開会式 

     開会の辞            前橋赤十字病院 川上 規行 

     当番病院挨拶          前橋赤十字病院 鈴木 繁 

     当番病院長挨拶         前橋赤十字病院 宮﨑 瑞穂 

13:45  教育講演Ⅰ 「放射線科システムの現状」 

横河電機株式会社 医療ソリューション本部 田 中 敏 郎 先生 

座長 前橋赤十字病院 鈴木 繁 

15:00  休憩 

15:15  会長講演「日本赤十字放射線技師会活動のキーワード」  

日本赤十字放射線技師会 会長 益 井 謙  

座長 前橋赤十字病院 鈴 木 繁 

15:50  休憩 

16:00  教育講演Ⅱ「ＩＶＲ(ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎａｌ ｒａｄｉｏｌｏｇｙ)について」   

                    前橋赤十字病院 放射線科診断部長 森 田 英 夫 先生 

座長 前橋赤十字病院 川 島 康 弘 

16:50  休憩 

17:00  東部ブロック研修会運営会議及び技師長・課長会議 

18:30  会員の集い 

【第 2日】11 月 9 日（日）                           

9:00  会員研究発表＿1部                  座長 前橋赤十字病院 髙 橋 稔 

① ＭａｐＣＨＥＣＫＭｏｄｅｌ １１７５の使用経験       

水戸赤十字病院 塩 谷 浩 之 

② 当院における当直時間帯ＭＲＩ検査について    

小川赤十字病院 宇 田 暢 樹 

③ ＭＲＣＰにおける経口造影剤の検討        

大田原赤十字病院 大 木 敦 史 
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④ ＦＣＲを用いたディジタルＸ線撮像に  

照射野サイズが及ぼす影響                  前橋赤十字病院 長 瀬 博 之 

 

10:00  休憩 

10:15 会員研究発表＿２部                 座長 前橋赤十字病院 那 賀 稔 

                   

① 当院における心臓ＣＴの使用経験          

深谷赤十字病院 斉 藤 幸 夫 

② 当院における頭部３Ｄ－ＣＴＡについて       

             前橋赤十字病院 佐 藤 良 祐 

③ ＣＴ ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙにおける撮影電圧の検討     

成田赤十字病院 川 口 貴 之 

11:00 閉会式                          

    挨拶                             

    閉会の辞    前橋赤十字病院 岡 庭 繁 樹 

 

研修会風景場面集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育講演Ⅰ                   教育講演Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長講演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表風景 
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【 参加 施設 氏名 一覧 】 

 

Ｎｏ 施  設  名 参 加 者 名 役職 Ｎｏ 施  設  名 参  加  者  名 役職

海老沢平司 課 長 樋口 新一 課 長

山縣 徳治 課 長 中村 有利 係 長

大貫 信也 係 長

１３ 大森赤十字病院 

山﨑 亜希  

北澤 雅人 係 長 宮沢  明 課 長

野澤 哲也 係 長 平井 信之  

１ 水戸赤十字病院 

塩谷 浩之  

１４
横浜市立 

みなと赤十字病院 
大井 基弘  

２ 古河赤十字病院 館野  誠  堀内 順一 課 長

山岸  弘 課 長
１５ 秦野赤十字病院 

田部井 誠  
３ 芳賀赤十字病院 

高橋 伸彰  １６ 津久井赤十字病院 松野 吉晃  

手塚 章一 課 長 丸田 正巳 課 長
４ 大田原赤十字病院 

大木 敦史  
１７ 長岡赤十字病院 

楳田 圭介  

茂木 常男 技師長 １８ 山梨赤十字病院 佐藤 法行 係 長

簾谷 和男 課 長 鈴木  繁 技師長

大川 公利 係 長 岡庭 繁樹 課 長
５ 足利赤十字病院 

石川 貴彬  川上 規行 課 長

町田  充 技師長 久保田利夫 課 長
６ 原町赤十字病院 

奥泉 敬二 係 長 佐藤 順一 係 長

尾形 智幸  星野 洋満 係 長
７ さいたま赤十字病院 

渡部 伸樹  川島 康弘 係 長

小川  清 技師長 髙橋  稔  

小林 教浩 課 長 那賀  稔  ８ 小川赤十字病院 

宇田 暢樹 係 長 萩原 鈴絵  

清水 文孝 技師長 安藤 大輔  

中山  進 課 長 鈴木 麻由  ９ 深谷赤十字病院 

齊藤 幸夫  佐藤 良祐  

前川 栄寿 課 長 貝瀬 宏子  
１０ 成田赤十字病院 

川口 貴之  神山 有香  

鈴木 利男 技師長 長瀬 博之  
１１ 

日本赤十字社 

医療センター 竹安 直行 係 長 関口 美雪  

荒井 一正 係 長

１９ 前橋赤十字病院 

川田 真吾  
１２ 武蔵野赤十字病院 

藤田 寛之  
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****************************************************************************************** 

ブロック報告（近畿ブロック）             日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

********************************************************************************************** 

 

近畿ブロック活動報告 
        高槻赤十字病院 放射線科部 課長 森上 安一  

 

開催日時平成２０年２月２３日（土）～２４日（日） 

開催場所 高槻京都ホテル 

日本赤十字放射線技師会 第１６回近畿ブロック

研修会は、高槻赤十字病院の担当で行いました。 

１１施設から、６３名の方々に参加していただきま

した。 

１日目 

今回は、皆さんが集まる良い機会ですから他施設と

の情報交換や、業務連絡の時間をとることに主眼を

置きながら計画をしました。 

１．毎日の業務での具体的な疑問や、二交代制につ

いての不安・問題点。 

２．電子カルテ・フィルムレスへの移行について。

導入済みの施設の現況と予定している施設の情報

交換。 

３．ＤＰＣの導入で放射線科はどのような影響を受

けるか？どう関わっていくのか？ 

４．機器のメンテナンスについて、内容と費用はど

うなっているのか？ 

５．危機管理について、各施設の取り組みは？ 

以上のような内容について、それぞれの施設から現

況報告をして頂き、質問や意見が活発に出され、有

意義な情報交換を行うことが出来ました。 

２日目 

９題の会員発表と特別講演が行われました。 

講演では、「最新ＣＴの現状」について話をして頂

き、そのびっくりするような進んだ世界をのぞかせ

てもらうことが出来ました。 

最後に次回第１７回近畿ブロック研修会は、長浜赤

十字病院の開催担当を確認して会を終了しました。 

慣れないためにいろいろ不自由な思いをさせたり、

ご迷惑をお掛けした事と思いますが、皆さんのご協

力のお蔭で無事会を終えることが出来ました。 

私達にとって、単独での初めての開催担当でいろい

ろ貴重な経験をさせて頂きました。 

御世話になった関係者の皆さんに、心よりお礼申し

上げます。 

研修会プログラム 

第１日 ２月２３日（土） 

１４時 情報交換・業務連絡会 

１６時「乳癌検診の現状と施設認定評価のポイント」コニカミノルタヘルスケア(株)関西支社販売促進部  

ソリューションシステムグループ 斉藤 純一様 

「平成２０年度の医療制度改訂」 

コニカミノルタエムジー株式会社医薬事業推進グループ穂坂 元久様 

「画像支援高精度放射線治療システム」 ＭＨＩメディカルシステムズ(株)営業部長 桶矢 淳司様  

18 時 イブニングセミナー 

第２日 ２月２４日（日） 

９時 会員研究発表 

舞鶴 「ＭＭＧの品質管理について（ロット番号の違いが画質に及ぼす影響）」 竹内 隆志 

高槻 「肩関節撮影について」 松山 佳央 

大阪 「当院のＭＲＩ検査におけるペイシェントケアについての検討」 米田 卓哉 

長浜 「当院のＭＲＩ診断装置の使用経験」 保正  拓 

大津 「乳房温存術後の予防照射におけるＭＬＣの有無の検討」 井上  努 

休憩 

和歌山「腹部領域における 3Ｄ－Ｑｕａｎｙｕｍ Ｄｅ－ｎｏｉｓｉｎｇ Ｆｉｌｔｅｒの物理的評価」

 加賀 久喜 

京一 「当院におけるＭＳＣＴの 3Ｄ解析方法（冠動脈、大動脈）」 前田 健一、藤川 守 

神戸 「ＣＲ画像読取装置における品質管理の検討」 齋藤 優子 

長浜 「部内における連絡網及び緊急検査勤務把握への新しい試み」 福田 哲也 

11 時 「最新ＣＴについて」  

東芝メディカルシステムズ株式会社 営業推進部 田口 浩様 

12 時 ランチョンセミナー 

13 時 閉会 
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研修会参加者名簿 

長浜赤十字病院 木村 幸一・松井 久男・川嶌 剛・橋本 清和 

        勝間 明・奥出 隆夫・金森 義孝・西関 剛・福田 哲也 

        保正 拓 

大津赤十字病院 門前 一・武田 宣明・津田 康弘・井上 努・大門 洋之 

        澤 龍貴・森田・光正 

大津赤十字志賀病院 銭谷 潔 

京都第一赤十字病院 美藤 賢三・酒井 健司・藤川 守・前田 健一 

          田中 義浩 

京都第二赤十字病院 辻 秀憲・山本 絵美 

舞鶴赤十字病院 谷口 憲二・竹内 隆志 

大阪赤十字病院 尾上 章・福田 浩士・芦田 信示・高津 安男 

        米田 卓哉・瀬尾 州平・嶋田 祐子・中出 考一 

        廣瀬 良範 

日本赤十字社和歌山医療センター 井澤 秀恭・岩井 計成・角 正次 

        加賀 久喜・渡邉 奈美・湯浅 大輔 

神戸赤十字病院 福本 芳人・浅妻 厚・新井 純一・上江 孝典 

        齋藤 優子 

姫路赤十字病院 中島 敏博・塩崎 勝久・樽本 佳樹・松井 寛 

高槻赤十字病院 森上 安一・浅田 健・大嶋 浩嗣・木野村 亨 

        日高 利明・中村 義隆・松原 健夫・山本 淳子 

        関本 淑徳・西村 大樹・田中 愛子・松山 佳央 
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****************************************************************************************** 

ブロック報告（九州ブロック）             日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

********************************************************************************************** 

 

第９回日本赤十字放射線技師会九州ブロック研修会 
福岡赤十字病院  八波 誠一 

 

開催日時：平成２０年９月２７日（土）～２８日（日） 

開催場所：日本赤十字社九州ブロック研修センター

『アソシエート』 

     熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 4369-19 

第９回九州ブロック研修会が９月２７日、２８日

の二日間、爽やかな秋風のもと、雄大な阿蘇の大地

にて開催され、九州各地の病院より、総勢４４名の

参加で行われました。 

今回は特別招待として、日本赤十字病院放射線技

師会・益井会長をお招きする事が出来、例年にも増

して、盛大に会を催す事が出来ました。 

また、一般演題も通年の倍に当たる９題の演題が

揃い、会員の熱心さが伺われます。 

懇親会を含め、他施設との交流が深まり、九州ブ

ロック・赤十字放射線技師会の繋がりが、より一層

強くなったと感じる研修会でした。 

開催プログラムは以下の通りです。            

（当番・福岡赤十字病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔第 1日 ９月２７日（土）〕 

１３:００ 受付 

１３:２０ 挨拶   当番      福岡赤十字病院         木下 洋之 

ブロック理事     熊本健康管理センター         赤澤  武  

常任理事     大分赤十字病院        戸口 豊宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３:３０～１４:３０ 特別講演    放射線科の展望 ―自分史をふりかえって― 

福岡赤十字病院・放射線科部長    平田 展章 

座長 福岡赤十字病院    八波 誠一 

１４:４０～１５:４０ 教育講演  電子保存の３原則について、もう一度考えてみませんか 

マネジメントカタリスト  大石  洋 

座長 福岡赤十字病院    古賀 博幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平田 展章先生 大石 洋氏 

開会挨拶 当番 木下 洋之氏

氏

ブロック理事 赤澤 武氏 常任理事 戸口 豊宏氏 

受付 会場 会場から阿蘇を望む 
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１５:５０～１６:３０ 会員研究発表 座長 福岡赤十字病院 山口 英雄 

１、新しい治療装置の紹介 大分赤十字病院 粕谷 健二 

２、ＱＣツールの使用経験 長崎原爆病院 宮本 憲一 

３、当院におけるボディＭＲＩ検査について 長崎原爆病院 近藤 文宏 

４、下肢造影ＭＲＡ造影タイミングについて 福岡赤十字病院 高倉 隆吉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６：３０ 日本赤十字放射線技師会会長挨拶         会長  益井  謙  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１６：５０ ブロック代表者会議 

１８：３０ 懇親会 

 

〔第２日 ９月２８日（日）〕 

９:００～１０:００ 会員研究発表 座長 福岡赤十字病院 山口 英雄 

１、11Ｃ-メチオニンＰＥＴの有用性について 熊本健康管理センター 宮田 貞司 

２、胃部Ｘ線撮影における新人育成 熊本健康管理センター 大村 伸哉 

３、豊胸術後の画像についての検討 熊本健康管理センター 松永真理子 

４、マンモトームについて 大分赤十字病院 永嶋しのぶ 

５、当院におけるマンモグラフィー画質に関する一検討 福岡赤十字病院 吉山  優 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粕谷 健二氏 宮本 憲一氏 

近藤 文宏氏 高倉 隆吉氏 

益井 謙会長 アソシエート 

宮田 貞司氏 大村 伸哉氏 松永 真理子氏 
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１０:１０～１１:１０ 教育講演 

シーメンスＣＴ装置の現状と最新情報 

シーメンスマーケティング本部 ＣＴ事業部プロダクトマネージャー 大西 哲夫 

 座長 福岡赤十字病院 高倉 隆吉 

１１:２０～１１:５０ 施設紹介 嘉麻赤十字病院 塚原美能留 

１１:５０ 閉会挨拶 大分赤十字病院 戸口 豊宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会参加者 

 今津赤十字病院     三谷 孝二 

 嘉麻赤十字病院     嶋田 三賀佐  塚原 美能留 

 唐津赤十字病院     平田 一英   槇  康児 

 長崎原爆病院      一瀬 弘之   宮本 憲一   近藤 文宏 

 長崎諫早病院      小楠 弘幸 

 熊本健康管理センター  赤澤 武    右田 健治   宮田 貞司    

             西田 和隆   大久保 秀   宮崎 武士 

             大村 伸哉   中島 佳子   高本 さや 

             松永 真理子 

 熊本赤十字病院     玉永 正博   村上 直治   濱田 勝徳   

             耕  仁征   岡本 好史   矢野 祐二 

             山室 勇太   藤井 竜一   菊川 証一 

 大分赤十字病院     戸口 豊宏   久保 浩二   櫛野 恭治 

             粕谷 健二   永嶋 しのぶ  藤沢 有希 

 鹿児島赤十字病院     米山 信司    

福岡赤十字病院      木下 洋之   古賀 則夫   古賀 博幸 

              山口 英雄   高倉 隆吉   八波 誠一 

              吉山 優    新本 望美 

 日本赤十字放射線技師会会長(特別招待)            益井 謙 

 

 

 

 

 

 

 

永嶋 しのぶ氏 吉山 優氏 

大西 哲夫氏 塚原 美能留氏 閉会の挨拶 戸口 豊宏氏 総合司会 古賀 則夫氏 
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****************************************************************************************** 

日本赤十字医学会                   日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

********************************************************************************************** 

 

第４４回日本赤十字社医学総会報告 

学術大会を終えて 
釧路赤十字病院 放射線科 大澤 晶 

 

２００８年１０月９・１０日の二日間に亘り、北

海道釧路市において第４４回日本赤十字社医学総

会が開催されました。 

技師会ホームページに紹介されていましたが大会

運営スッタッフとして参加しましたので報告しま

す。 

開催日の二日間とも生憎の空模様で霧の多い夏

が過ぎ、日本一と称される釧路の澄み切った秋の空

と釧路港に沈む夕日を参加の皆様にお見せ出来な

かったのは残念でしたが１０月には珍しく発生し

た、数メートル先もかすむ釧路特有の深い霧を体験

できたのはある意味幸運であったかもしれません。 

大会の詳細は下記の通りです。 

メイン会場 釧路市国際観光交流センター 

釧路全日空ホテル 

会長 二瓶 和喜（釧路赤十字病院院長） 

メインテーマ 

  『地域の医療を！地域とともに！』 

 ～北の大地から赤十字のメッセージを～  

担当ブロック  北海道 

当番病院    総合病院釧路赤十字病院 

参加人数    １，２２２名 

要望演題数   １８４題 

一般演題数   ４５１題 

医療人の集い  ５８０人 

日赤医学会が全職種参加型の大会になり年々参

加者が増える傾向にあるようで昨年の大分大会よ

り参加者が増え過去最高となりました。 

医学会に向けて昨年の８月２９日に第一回実行

委員会が開かれその後、事務方を中心に準備を進め

てきましたが一年は瞬く間に過ぎ大会当日を迎え

るわけですが前日８日午後より道内各病院より来

た応援のスタッフとの打ち合わせと会場の下見な

どの最終確認を行い、その後決起集会（飲み会）の

中で昨年大分に参加した医師より病院の組織がこ

んなにも多くの職種が集まり運営されていること

が実感できる大会は他になく、とても有意義な大会

であり皆様と共に是非とも成功させたいと挨拶が

あり、その場所にいたスタッフ一同大いに共感し大

会の成功を願わずにいられませんでした。 

大会当日は朝７時１５分に集合し事務部長の挨

拶の後、それぞれ部署に付き来場者を向かえました。 

８時より受付が開始しましたが一般演題の受付

の人数が足りず長蛇の列が出来、急遽人数を増やす

事で何とか対応しましたがご迷惑をお掛けした方

がいらっしゃいましたらこの場を借りてお詫びし

ます。 

波乱の幕開けとなりましたがその後は特に混乱

も起きずスムーズに受付をしていたようです。 

私は午前中、要望演題の進行係を勤め、午後は一

般演題の放射線技術部門（１）の座長をしましたが

演者の皆様の協力のおかげでスムーズに進行でき

無事終了すること事が出来ました御礼申し上げま

す。 

教育講演と特別講演は一般演題発表終了後、全日

空会場にて行われましたが旭山動物園副園長の坂

東先生の講演には５００人規模の会場がいっぱい

になり椅子席を追加するほどの人気でした。 

その後の医療人の集いでは全日空ホテルが用意

した北海道の山海の珍味を参加の皆様の大せいな

食欲で一時間あまりの間にほとんど食べてしまう

ほど大いに盛り上がりました。 

アトラクションの北海蝦夷太鼓は勇壮な太鼓で

したが会話を楽しんでいた方には迷惑な音量で申

し訳ありませんでした。集い終了後はメイン会場近

くの釧路の繁華街へ２次会３次会と流れ、釧路の夜

を大いに楽しまれたと思います。 

大会期間２日目は午前中のみで要望演題の発表

ですが二日酔いにも負けず、皆様朝早くから来場さ

れていました。 

メイン会場の演題の進行が送れ、閉会式が若干遅

れましたが２日目も大きな混乱も無く無事終了す

る事が出来ました。実行委員が不慣れな為、大会期

間中ご迷惑をお掛けした事も多々あると思います

がこの紙面を借りてお詫び申し上げます。 

最後になりましたが沢山の会員の方にご参加頂

き有り難うございました、来年は群馬県前橋赤十字

病院の担当で開催されます。皆様の多数の参加と盛

大に開催される事を願っています。 
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 閉会式 次期開催地前橋赤十字病院院長の挨拶 

 

   
医療人の集い                   パネル発表（放射線技術部門１） 

 
釧路の観光について 

原稿依頼に周辺の観光名所も紹介してください

との事でしたのでご当地グルメ情報も含めて紹介

します。 

釧路市の周辺には昔からマリモで有名な阿寒・摩

周国立公園と昭和６２年に指定された丹頂鶴で有

名な釧路湿原国立公園の二つの国立公園があり自

然豊かな観光名所になっています。 

阿寒･摩周は昔から全国に知られていますので釧路

湿原の楽しみ方について少し紹介します。 

◇見る 

釧路湿原（東西２５km 南北３６km 日本で一番広

い湿原）を一望できる場所は釧路市湿原展望台と対

岸に位置する細岡展望台の 2箇所あり、毎年多くの

人が訪れています。 

釧路湿原展望台の中には湿原の四季折々の様子

がわかる展示物が多くありますし、一周４㎞程度の

遊歩道も整備されています。私は対岸の細岡展望台

からの眺めの方が気に入っています。ビジターセン

ター以外何もないのですが近くで夏の間は熱気球

を乗る事もできます。 

 



－ 26 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ノロッコ号で 

釧路湿原の中（釧路駅～塘路駅間）を走る日本

一遅い列車ノロッコ号（２０～３０㎞）の展望

車両から湿原の風景を楽しんで見ませんか？

運が良ければ蝦夷鹿やキタキツネなどの野生

動物を見ることが出来ますし、釧路川を下るカ

ヌーと会えるかもしれません。 

◇ カヌーで 

釧路湿原の中を流れる釧路川はダムの無い川

（一級河川ではここと四国の四万十川のみ）で  

全国のカヌーイストの憧れの場所であり多くの 

愛好家がカヌーを楽しんでいます。 

初心者の観光客にも手軽にカヌーを楽しんで頂

けるように様々なコースが用意されていて２時

間ほど湿原の中を下るコースに人気があり、一

度下ると病みつきになるそうです。 

 
◇ 馬で 

釧路は戦前までドサンコの馬産地として有名で

今でも釧路近郊の大楽毛（オタノシケ）には馬頭観

音奉られています。鶴居のドサンコ牧場ではそのド

サンコに乗り釧路湿原を楽しむことが出来ます。初

心者でも短時間のレッスンで半日の湿原ツアーに

行けます。 

 
◇ カメラで 

釧路湿原に住み、国の特別天然記念物である丹頂

鶴は優美な美しさと華麗な求愛のダンスでプロ、ア

マ問わず多くのカメラマンに愛されてきました。２

月厳冬の鶴居にはマイナス２０度を越える厳寒の

中、雪裡川に片足で立つ丹頂を写そうと何台もの望

遠レンズが並んで撮影しています。 

最近、もう一つの被写体が話題になっています、

冬のＳＬ湿原号です。 

１月から３月までの運行ですが厳寒の冬、釧路特

有の真っ青な空と雪化粧した湿原をもうもうと白
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い煙（寒さのため特に目立つ）を出し、力強く走る

姿は全国のＳＬファンに賞賛を浴びています。その

勇姿を撮影する為、多くの愛好家が来て撮影してい

ます。 

以上、簡単に紹介しましたが釧路湿原を楽しむ方

法は多種様々ありますので釧路に来た際はお試し

下さい。 

 
 

 

釧路のご当地グルメ 

◇ 炉ばた 

お客さん目の前で海産物や農産物を炭火で焼い

て提供する炉端焼きのスタイルは釧路発祥といわ

れており、「炉ばた」を最初に初めた店です。   

現在では観光名所にもなりシーズンには入れない

程込み合っているそうです。 

焼き魚はホッケが有名ですが釧路では是非メン

メ（キンキとも言う）を食べてみてください。 

 
 

◇ スパカツ 

釧路の古くからの洋食屋さんではスパゲッテーを

熱々に熱したステーキ用の鉄板に盛り付けします。

寒い釧路で最後まで暖かく食べて貰おうと老舗の

洋食屋さんが始めて広まったそうですがその熱々

のミートソースの上にカツを載せたのがスパゲッ

テーミートカツです。若者には一度試してもらいた

いと思います。 

 
 

◇ ザンギ  

鶏のから揚げを北海道ではザンギと呼ぶのが一般

的ですがその呼び名は釧路にある「鳥松」と言う店

のマスターが中国語のザーギーからザンギと呼び、

それが全道に広まったと言われています。 

高温のラードで揚げたザンギに甘辛いたれをつけ

て食べるのが釧路風です。 

 
 

その他、細く縮れた麺と魚介を使ったあっさりス

ープの釧路ラーメン、和商市場で自分好みのネタで

海鮮どんぶりを作る勝手丼、夏でも食べることが出

来る厚岸産のカキ、９・１０月は釧路沖の調査捕鯨

で捕れる生の鯨（団塊の世代には懐かしい）など美

味しいものは沢山あります。 

釧路湿原は四季折々色んな顔を見せる素晴らし

いところですし、釧路には美味しい物も沢山ありま

す。 

皆さん機会がありましたら、是非一度釧路に遊び

に来て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 28 － 

****************************************************************************************** 

施設紹介                       日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

****************************************************************************************** 

 

        裾
スソ

 野
ノ

 赤 十 字 病 院         
                    静岡県裾野市佐野７１３ 

                    Tel ０５５－９９２－０００８ 

                    http://www.h2.dion.ne.jp/~susono/ 

                                        E-mail  susono@h2.dion.ne.jp 

 

○概要 
 

 開設    昭和２７年８月 

 病院長名  清水 誠 

 敷地面積  ７，７５０㎡ 

 建物面積  ６，９６４㎡ 

 病床数   １１６床 

（一般１１０・ 感染 ６） 

 

 
左より 外来棟    入院棟 

 

診療科 

 内科・外科・整形外科・婦人科・脳神経外科 

放射線科・特殊外来・糖尿病外来 

呼吸器外来・  理学療法 

 

患者数 

   外来 １９０人/日 

   入院  ８５人/日 

 

職員数 

  医師（非常勤含）   ２５名 

  看護師        ４８名 

  准看護師       １０名 

  看護助手       １３名 

  薬剤師         ３名 

  診療放射線技師     ４名 

  

 臨床検査技師      ５名 

  理学療法士       １名 

  管理栄養師       ２名 

  事務職員       ２２名 

  他          １４名 

   合 計      １４７名 

 

○ 沿革 
昭和６年  

 駿東郡泉村・小泉村・深良村・富岡村の村立組合

伝染病舎設置。 

昭和８年 

 村立組合伝染病舎に付属の診療所を設置。 

昭和１７年 

 中駿診療所発足。（日本赤十字社静岡県支部移管） 

昭和２７年 

 診療棟・病棟を増築して診療科目を内科・小児 

科・外科・放射線科とし中駿赤十字病院と改称。 

昭和３３年 

 産婦人科を増設。 

昭和４０年 

 整形外科を増設。 

昭和４８年 

 静岡県東部伝染病舎完成し中駿赤十字病院に併 

設。 

昭和５５年 

脳神経科を増設。 

平成９年 

 入院棟新築工事完了。 

平成９年 

 裾野赤十字病院改称。 

平成９年 

外来棟耐震工事終了。 

平成１３年 

健康管理室（人間ドック開始） 

平成１５年 

 健康管理室を検診センターに名称変更 

平成１７年 

  政府管掌健康保険生活習慣病予防検診開始。 
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○ 裾野赤十字病院の位置 

        
 

静岡県下には  

浜松赤十字病院・静岡赤十字病院・引佐赤十字病院・伊豆赤十字病院・裾野赤十字病院の五つの赤十字病

院があります。 

その内の伊豆赤十字病院と裾野赤十字病院は静岡県の東部地区にあり、そして、裾野地区は山梨県・神奈

川県の境に位置して、北に富士山
ふ じ さ ん

南に駿河
するが

湾東に箱根
はこね

大連山
だいれんざん

 西に愛
あし

鷹
たか

山麓に囲まれた地域であります。 

夏は涼しく、冬でも温暖な気候でありそして何よりも四季折々の“霊峰富士”を観ることができます。 

―――― 富士の裾野 ――――と云われる所以かも。              

                       

      
       

                                  

○ 放射線部内 
・ 人員構成                

放射線科部長  丸岡副院長（婦人科部長兼務） 

  

放射線科課長  水野技師 

  

放射線科    朝倉技師 

  

放射線科    影山技師 

 

 放射線科    庄司技師 

 

 事務員     西岡さん 
 

（左）西岡・朝倉・丸岡部長・庄司・ 

水野課長・影山 
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・主要機器 

一般撮影装置   

日立ＤＨＦ－１５５ＨＳ 

    

   Ｘ線ＴＶ装置 

     日立 ｍｅｄｉｘ 

 

   Ｘ線ＣＴ撮影装置 

     横河 Ｌｅｍａｇｅ ＳＸ 
      ２００９年 更新予定 

   磁気共鳴撮影装置 

     横河 Ｓｉｇｎａ Ｃｏｎｔｏｕｒ 

 

   乳房Ｘ線撮影装置 

     東芝 Ｍａｍｍｏｒｅｘ 

 

   ポータブル撮影装置 

     日立 Ｓｉｒｉｕｓ１２５ＭＸ  

   外科用イメージ装置 
    フィリップス  ＢＶ３００－９ 

 

業務量 

一般撮影  ９５２件/月 

ＣＴ    ２１９件/月 

ＭＲ     ７１件/月 

検診・ドック ３６件/月 

 

○ 裾野市及び近郊案内 
Ⅰ・裾野市内観光スポットと産物 

① 富士サファリパーク 

  家族、二人連れでも高原で夏涼しいレジャース

ポット。 

   
 

② 裾野中央公園 

  市民憩いの場所で滝音もすがすがしい。 

  全長６０ｍのつり橋も魅力。 

   

③ 裾野地酒 

  富士山地下水を利用する地酒で暖地製造酒は

希少。 

    
④ 裾野カントリークラブ 

    毎年シニア選手権開催のゴルフ場でマス

ターズトーナメントの御殿場太平洋カン

トリーにも近い。 

 

⑤ ヘルシーパーク裾野 

   眼前に富士を眺めながらの露天風呂は最高 

です。 

    
  

 

Ⅱ・近郊案内 

① 駿河湾の新鮮な海の幸を食べよう 

        （静岡県沼津市） 

 

② 富士登山（ハイキング）から富士五胡周遊。 

（山梨県） 

 

③ 箱根山麓周遊と温泉三昧。（神奈川県） 

 

④ 伊豆半島温泉めぐりと鮎友つりファンに有名 

な狩
か

野川
の が わ

        （静岡県伊豆半島） 

 

⑤ スキューバダイビングファンには 

     伊豆大瀬崎ダイビングスポット。 

              （静岡県伊豆半島） 
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綜合病院山口赤十字病院 
○病院概要 

〒753－8519 

 山口県山口市八幡馬場 53－1 

 Tel : 083-923-0111（代） 

Fax : 083-925-1474 

 http://www.yamaguchi-redcross.jp/ 

  
○病床数 

 ４７５床 

  ＮＩＣＵ：１５床 

  緩和ケア病棟：２５床 

  回復期リハビリテーション病棟：３５床 

○診療科目 

 内科、消化器科、循環器科、神経科、精神科、小

児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌

尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道

科、放射線科、リハビリテーション科、歯科、麻

酔科、（神経内科）、（緩和ケア科） 

○付帯事業 

 訪問看護ステーション 

○施設認定 

保険医療機関 更生医療指定病院 母子保健法養

育医療指定病院 健康保険病院 育成医療指定病

院 児童福祉法医療給付指定病院 社会保険病院 

老人医療保険病院 妊婦、乳児保険指導指定病院 

国民健康保険病院 公害医療指定病院 人間ドッ

ク指定病院 労災保険指定病院 結核予防法指定

病院 救急告示病院 母体保健法指定医 特定疾患

治療指定病院 第二次救急医療施設 性病予防法

指定病院 精神衛生医療指定病院（通院） 小児救

急医療拠点病院 生活保護指定病院 小児慢性特

定疾患治療指定病院 災害拠点病院 原爆医療指

定病院 自賠責後遺障害認定病院 がん診療連携

拠点病院 

○病院の理念 

山口赤十字病院は地域住民の皆さまに「良質」で、

「適正」で、「安心」できる医療を提供します。 

○病院の基本方針 

１、説明と同意に基づく良質で適正な医療を提供

します。 

 ２、常に医道を追求し、医療の質の向上に努めま

す。 

 ３、医療に係わるあらゆる安全管理に最大の努力

をします。 

 ４、病める人々の権利の擁護に努め、プライバシ

ーの保護に努めます。 

 ５、医療記録を適正に管理し、原則として開示し

ます。 

 ６、災害時には住民の皆さまの医療救護活動に努

めます。 

○沿革 

明治１６年４月  

山口町八坂神社境内に前身である山口県立病

院を仮設置  

明治１７年３月 

山口町八幡馬場の新築病院に移転し診療開始、

山口県立病院の開設  

大正９年４月 

日本赤十字社山口支部病院（２３３床）として

発足する  

救護看護婦養成所を併設  

大正１２年１２月 

本館１号・２号病棟及び伝染病棟新築竣工  

昭和４年４月 

鉄筋コンクリート造２階建記念病棟竣工 

昭和 7 年 5月  

鉄筋２階建５号病棟竣工 

昭和１８年１月 

山口赤十字病院と改称  

救護看護婦養成所を山口赤十字病院救護看護

婦養成所と改称  

昭和２３年４月  

山口赤十字病院救護看護婦養成所を山口赤十

字看護学院と改称  

昭和２５年４月 

厚生大臣より甲種看護婦養成所指定を受け、山

口赤十字看護学院を山口赤十字高等看護学院

と改称 

昭和３３年１月 

綜合病院山口赤十字病院に改称  

昭和３５年７月  

鉄筋 4階建病棟竣工（西病棟） 

昭和３８年１１月 

鉄筋４階建病棟竣工（東病棟）  

昭和５１年４月  

専修学校専門課程の認可により、山口赤十字看

護専門学校となる  

昭和５３年３月 

看護専門学校棟竣工  

昭和５５年 ５月 

南病棟竣工  
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昭和５８年４月  

病院開設許可申請、増床許可（１２床）４８７

床となる  

昭和６０年３月  

ＮＩＣＵ（１５床）増設に伴い許可病床数５０

２床となる  

平成９年５月  

埋蔵文化財発掘調査  

平成１０年３月  

実習棟竣工（保育所・県立看護大学実習室・看

護婦宿舎）  

平成１１年４月  

許可病床数５２４床となる  

平成 11 年 10 月  

新東病棟・ライナック棟完成  

平成１２年１月  

緩和ケア病棟として２５床を承認  

平成１２年２月  

南病棟・西病棟改修工事竣工 

平成１２年７月  

増改築工事の竣工  

平成１６年８月  

許可病床数の変更５０５床となる  

平成１６年１０月  

回復期リハビリテーション病棟３５床承認  

平成１７年３月  

山口赤十字看護専門学校閉校  

平成１７年４月  

日本赤十字広島看護大学・日本赤十字九州国際

看護大学の臨地実習を受け入れ 

○放射線科部の構成 

放射線部では、エックス線写真撮影をはじめ、造

影検査・ＣＴ・ＭＲＩ・ＩＶＲ・核医学検査・放射

線治療を行っています。また、放射線取扱施設や関

連機器の管理および医療放射線被ばくの管理・低減

も業務としています。 

現在、医師（４名）、診療放射線技師（１４名）、

看護師（８名）、事務（２名）、助手（３名）が所属

し、各科医師、看護師らとともに医療チームの一員

として『患者さまにやさしく、安全で適切な検査・

治療』が行えるように努力しています。 

○放射線技師の人員配置及び主要機器 

一般撮影・血管撮影など 担当８名 

一般撮影装置４台 

歯科パノラマ撮影装置１台 

乳房撮影装置１台（LORAD M-Ⅳ） 

骨塩定量装置１台 

血管撮影装置２台（DIGITEXα2400・Adovantx LC） 

病棟ポータブル撮影装置 3台 

術中ポータブル撮影装置 1台 

外科用イメージ 2台 

Ｘ線ＴＶ 担当２名 

Ｘ線ＴＶ２台（島津 ZS-35D）、 

ＣＴ 担当１名 

 ＣＴ １台（SOMATOM Emotion 16） 

ＭＲＩ 担当 1 名 

 ＭＲＩ １台（MAGNEX-POLARIS） 

ＲＩ 担当 1 名 

 ＲＩ １台（PRISM 2000） 

放射線治療 担当２名（専任 1 名） 

 治療装置 1 台（三菱 EXL-15DP） 

 ＣＴ １台（Hispeed-FX/i） 

（診療放射線技師） 

山野井  松永  大田  湯門  平野 

内藤（貴）木村 内藤（真）山下 

河村  土井  田中  中川  小田 

（受付兼助手） 

古屋  古林  藤村  福谷 

○業務量（平成１９年度 月平均） 

一般撮影   ３０３７人 

Ｘ線ＴＶ     ２９６人 

 心臓血管撮影   １８人 

 血管撮影     １４人 

 ＣＴ      ８３３人 

 ＭＲＩ     ２４５人 

 ＲＩ        ６１人 

放射線治療    ２７２人 
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○取得資格 

 第 1 種放射線取扱主任者  ６名 

 第 1 種作業環境測定士   ３名  

 衛生工学衛生管理者    １名 

 マンモグラフィー認定技師 ３名 

 胃がん検診専門技師    １名 

 放射線治療専門技師    ２名 

 放射線治療品質管理士   ２名 

 

○観光名所 

瑠璃光寺五重塔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山口市の瑠璃光寺境内にある五重塔は、大内盛見

が兄・義弘の菩提のために建立したと言われていま

す。塔の外観は安定した美しい姿を見せており、室

町時代のすぐれた建築の一つであるとともに大内

文化の繁栄を物語っています。この国宝、五重塔は

観光山口のシンボルとして桜や楓の裏山を背に、大

内文化を優雅に伝えています。また、日没ごろから

数時間ライトアップされ、夜も見どころの一つです。

【所在地】山口市香山町 7-1 

【交 通】ＪＲ山口線山口駅から車で１０分。 

中国自動車道山口ＩＣから車で１０分 

 

山口サビエル記念聖堂 

 

 

昭和２７年、サビエルの来山４００年を記念して

建てられた日本で最初のカトリック教会です。惜し

くも平成３年に火災により焼失してしまいました

が、平成１０年４月に白亜に輝く２本の高い塔を背

負う斬新な新しい記念聖堂が再建され、懐かしい鐘

の音が響いています。職員の中には、ここで挙式を

挙げた者もおります。 

【所在地】山口市亀山町 4-1（亀山公園） 

【交 通】ＪＲ山口線山口駅から徒歩１５分。 

中国自動車道小郡ＩＣから車で２０分 

 

ＳＬやまぐち号 

 

“貴婦人”の愛称で親しまれる蒸気機関車Ｃ５７

１は、昭和５４年８月１日、山口線を走るＳＬとし

て復活しました。現在、｢新山口｣を出発して「湯田

温泉」、大内文化のお膝元「山口」、四季折々の情

緒が楽しめる「長門峡」、山陰の小京都「津和野」

までの６２．９km を約２時間かけて走っています。

休日には、勇壮な走りを見せるＳＬの撮影に沿道に

は多くのカメラが並びます。 

 

山口七夕ちょうちんまつり 

 

青森県のねぶた祭り、秋田県の竿灯祭りとともに日

本三大火祭りとされる山口七夕ちょうちんまつり。 

数万個の紅提灯が、炎のトンネルとなり幻想的な光

景を醸し出します。すだれ提灯やちょうちんツリー

の点灯があり、提灯みこしや総踊りなどがお祭りを

盛り上げます。山口市民総踊りには、当院からも参

加、祭りを盛り上げています。 

【所在地】市内中心商店街・パークロード 

【交 通】ＪＲ山口線山口駅から徒歩５分。 

【開催期間】毎年８月上旬 
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****************************************************************************************** 

平成２０年度新入会員紹介（順不同）          日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

********************************************************************************************** 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成２０年１２月末現在 

質問事項 

１：所属施設名 

２：氏名・年齢 

３：最終卒業学校名 

４：抱負 

５：趣味・特技 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１ 

   
１：長野赤十字病院   

２：久保田 展聡 ２８歳 

３：名古屋大学 

４：初心を忘れずに、どんな時でも患者さんの立場

になって、考え行動できるように、日々がんば

っていきたいです。また、自分の生まれ育った

地元の病院なので、地域の医療に貢献したいと

思います。 

５：ゴルフ、フットサル 

 

２ 

   
１：諏訪赤十字病院 

２：高橋 隼人 ２２歳 

３：岐阜医療技術短期大学 

４：放射線技師になってもう半年以上が過ぎました 

が、まだまだ覚えることもたくさんあり毎日が

すごく早く感じています。一日も早く先輩たち

のように一人前の放射線技師になれるように

努力すると共に、学生から社会人になったとい

うことを自覚して日々過ごして行きたいと考 

えています。どんなことにも取り組んでいこう

と思っているのでご指導よろしくお願いしま

す。 

５： スポーツ、特に球技はするのも見るのも大好き

です。ときどき思いっきり汗をかきたいと思う

ときがあるので、そうゆうときは昔からやって

いたバスケットをしたりしています。毎年冬は

スノーボードにもいっています。近くにスキー

場があるので滑りたいときにすぐ滑れて、寒さ

が厳しい長野でもそこだけはいい環境だなぁと

思っています。 

 

３ 

  
１：諏訪赤十字病院 

２：町田荘平 ２３歳 

３：新潟大学 

４：４月から諏訪赤十字病院で働いていますが、医 

療職の大変さ、そして自分の未熟さを痛感する

毎日です。突発的な出来事に弱く、すぐに焦り、

あたふたしてしまうことが多々あるので、落ち

着きを持って、臨機応変な対応ができるように

頑張りたいです。 

５：ビリヤードとスノーボードです。ビリヤードは

大学でサークルに所属していました。スノーボ

ードは毎年冬が待ち遠しいほどです。どちらも

始めてから長いのですが、技術自体は未熟です。

特にビリヤードは、キューに釣り合う技術を身

につけたいです。 
 
４ 

 
１：諏訪赤十字病院 

２：寺沢 のどか ２２歳 

３：東海医療技術専門学校 
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４：専門学校を卒業し、働き始めてもう半年以上が

過ぎました。今では、マンモグラフィーを少し

ずつですが学んでいるところです。近いうちに

は、認定資格も取りたいと考えています。まだ

まだ私には、足りない部分や学ぶことがたくさ

んあり、時間は人一倍にかかってしまいますが、

赤十字病院の職員としての自覚、社会人として

の自覚を常に持ちながら、日々努力していきた

いと考えています。 

５：中学・高校とバレーボールをやっていました。

見掛けによらずスポーツが大好きです。今   

でも時々ですが、母校に行きバレーをしたり、

ママさんバレーにも参加したりします。 

 また、ショッピングやドライブも好きで、暇が

あれば出掛けたりしています。 

 

５ 

   
１：川西赤十字病院 

２：三井 宏映 ３３歳 

３：城西医療技術専門学校 

４：今年の４月より川西赤十字病院でお世話になっ 

ております。今後ともよろしくお願いします。 

今までの経験を生かしながら、川西赤十字病院

での医療に貢献できるように努めて参りたいと

思います。また、新たに取り組む業務に関して

は、努力を惜しまず、日々努めてまいりたいと

思います。 

５：スノーボード 野球観戦 麻雀 

 

６ 

    
１：前橋赤十字病院 

２：長瀬 博之 ２５歳  

３：金沢大学大学院  

４: 大学という教育の場で講義や実験を通して放

射線技術を学ぶ日々から、実際に患者さんを前

にして放射線技術に接する日々へと変わり、半

年が過ぎました。仕事から感じる疑問や自分の

技術不足を参考書や勉強会を利用して学んで

いく毎日が今日も続いています。そんな毎日の

中で、ただただ同じ作業を繰り返すのではなく、

患者さんに接することでしかできない“経験”

を大切にし、自分ができることの幅を広げ、そ

れを患者さんへ還元していける、そんな技師に

成長していきたいと考えております。まだまだ

未熟な私ではありますが、今後ともよろしくお

願いいたします。 

 

７ 

  
１：前橋赤十字病院 

２：関口 美雪  

３：国際医療福祉大学 

４：診療放射線技師になって早くも半年が経ち、少 

しずつではありますがようやく仕事に慣れて

きました。実際の臨床現場では教科書通りにい

かないことが多々あり苦労することがありま

すが、臨機応変に対応することのできる技師に

なりたいと考えております。 

まだまだ不慣れな点が多数ありますが、一日で

も早く一人前の技師になれるよう日々努力し

たいです。 

５：バスケットボール、スノーボード 

 

８ 

  
１：前橋赤十字病院 

２：神山 有香 

３：城西医療技術専門学校 

４：赤十字社の一員として責任ある行動をし、医療

技術の向上に努めていきたいと思います。 

５：スノーボード 
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９ 

   
１：足利赤十字病院 

２：蓼沼 志織 ２５歳 

３：国際医療福祉大学 

４：今はまだ未熟な技師ですが、早く先輩方のよう

に立派な技師になれるよう、ひとつひとつしっ

かりと学び、知識と経験を増やせるよう努力し

たいと思います。患者様ひとりひとりの事を考

え対応でき、信頼してもらえる技師になりたい

です。 

５：テニス、スノーボード 

 

１０  

   
１：足利赤十字病院 

２：高栖 奈津美 ２３歳 

３：国際医療福祉大学 

４：先輩方から多くの知識を吸収し、診療放射線技

師として大きく成長していきたいです。そして、

少しでもこの病院に貢献していきたいと思い

ます。 

５：音楽鑑賞、料理 

 

１１ 

   
１：水戸赤十字病院 

２：千木崎 信介 ２３歳 

３：国際医療福祉大学 

４：医療従事者の一員として入職して半年がたちま

した。当然、自分の理想とする放射線技師像を

目標に入職したわけですが、いざ臨床の現場に

立つと自分の今まで積み上げてきた知識や技術

をすぐに生かせるほど甘くなく、全くのゼロか

らの出発で暗中模索の日々でした。何事も「出

だし」が肝心という自論から、放射線技師にお

ける「出だし」にも注意を払っていたつもりで

したが完全に出鼻をくじかれた状態に陥りまし

た。その中で、できる限り少しでも成長をと今

日まで努め、最近になってようやくスタートラ

インに立てたのかなと感じているところです。

ここからまた時間がかかるのかもしれませんが、

当初の目標通り、向上心を忘れず技師として人

としての成長を日々促していきたいと思います。

スロースタートにはなりましたが、そのために

惜しまず努力をしていこうと考えます。 

５：私の特技として挙げられるものは、小学校より

行っていましたバスケットボールです。近年で

は以前ほどこれを行う機会は減りましたが、そ

れでも月に一回、病院仲間とで体育館をかり健

康的な汗を流しています。また、体を動かすこ

とでいえば、来年の１月に行われるフルマラソ

ンに出場するため１１月から愚直にトレーニ

ングを積んでいるところです。さらに、趣味と

しては友人とドライブで遠出をするのも楽し

みの一つです。毎日、行き当たりばったりの旅

行にはなりますが、良くも悪しくも予期せぬ体

験ができることに魅力を感じます。また、高校

時代から絵画に興味を持ち、まれに時間を作っ

てデッサンを行うことも趣味の１つとして挙

げられます。 

 

１２ 

 
１：神戸赤十字病院 

２：下田 智之２５歳 

３：徳島大学 

４：臨床 3年目となりましたが、新たな職場で初心 

に戻って一から頑張っていきたいと思いま

す。  

５：ゴルフ 

 

 



－ 37 － 

１３ 

   
１：京都第二赤十字病院 

２：山本 絵美 

３：名古屋大学 

４：初心を忘れず、常に向上心を持ち続けられる技

師でいたいと思っています。 

自分の撮影した写真が一人でも多くの患者様

の救命に関わることになれば、縁の下の力持ち

である技師としては本望かなと…。 

 

１４ 

   
１：京都第二赤十字病院 

２：楠 理恵 

３：広島国際大学 

４：日々、勉強を重ね信頼される技師になれるよう

努力し続けていきたいです。 

 

１５ 

   
１：神戸赤十字病院 

２：西 早紀 

３：京都医療技術短期大学 

４：働きはじめて半年以上が経過し、まだまだ、わ

からないこと、学ぶべきことが多いですが、一

つ一つ知識・技術を身に付け、日々向上心を持

って頑張っていきます。 

５：友人と美味しい料理を食べにいくことです。 

１６ 

１：姫路赤十字病院 

２：内海 武彦 ３０歳 

３：京都医療短期大学 

４：抱負：一日も早く仕事に慣れ、より多くの知識

や技術を習得し日々努力し楽しく頑張ってい 

きたいと思います。 

１７ 

１：高知赤十字病院 

２：高橋 良幸 ２５歳 

３：茨城県立医療大学大学院 

４：まだまだ未熟ですが、早く技術を積んで、常    

に患者さんに安心して検査を受けていただけ

るように、頑張っていきたいと思います。 

５：ツーリング、水泳 

 

１８ 

１：大分赤十字病院 

２：藤澤 有希 

 

１９ 

１：鹿児島赤十字病院 

２：青木 佑恭 

 

 

２０ 

１：徳島赤十字病院 

２：米倉 広宣 

 

２１ 

１：熊本赤十字病院 

２：藤井 竜一 

 

２２ 

１：松山赤十字病院 

２：大西 寛典 

 

２３ 

１：唐津赤十字病院 

２：槇 康児 

 

２４ 

1：釧路赤十字病院 

２： 高谷 義人 

 

 

２５ 

１：旭川赤十字病院 

２：副士 靖規 
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２６、２７、２８ 

１：石巻赤十字病院  

２：松原 誠   

三浦恭子 

森 智哉 

 

２９ 

１：安曇野赤十字病院 

２：片倉 麻友 

３０、３１ 

１：諏訪赤十字病院 

２：大田 志穂 

 和倉 貴美 

 

３２ 

１：高山赤十字病院 

２：田中 鮎美 

 

３３、３４ 

１：長岡赤十字病院 

２：小林 潤 

  西潟 貴幸 

 

３５ 

１：大田原赤十字病院 

２：大谷津 崇 

 

３６、３７、３８ 

１：武蔵野赤十字病院 

２：岸 靖久 

  瀬川 達矢 

  平林 奈緒子 

 

３９、４０ 

１：大森赤十字病院 

２：山崎 亜季 

  出井 愛子 

 

４１ 

１：秦野赤十字病院 

２：満園 理美 

 

４２、４３ 

１：日本赤十字医療センター 

２：大永 貴弘 

  曽田 明宏 

 

４４ 

１：高槻赤十字病院 

２：松下 あゆみ 

 

 

４５ 

１：和歌山医療センター 

２：木田 岳人 

 

４６ 

１：大阪赤十字病院 

２：中村 典子 

 

４７ 

１：姫路赤十字病院 

２：天川 善晃 

 

４８、４９ 

１：名古屋第一赤十字病院 

２：臼井 友彦 

  山崎 絵莉 
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特集－Ⅰ（創刊５０号記念）              日本赤十字放射線技師会会誌 Ｖｏｌ．５０ 

********************************************************************************************** 

 

 

 

 

特  集 - Ⅰ・・５０号記念特集 

 
日本赤十字放射線技師会第５０号記念誌の発刊に向けて想うこと 

日本赤十字放射線技師会 監事 鈴 木 利 男 

 

特別寄稿・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本赤十字社 事業局 技監 安 藤 恒三郎 

 

特別寄稿 『日本赤十字放射線技師会誌第５０号おめでとうございます』 

埼玉医科大学名誉教授・世界女医学会会長 平 敷 淳 子 

 

  

    創刊から５０号までの軌跡・・・・・・・・・日本赤十字放射線技師会 副会長 山 縣 徳 治 

 

 

名誉会員寄稿 

『創立の印象』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・瀬 山 吉 久 

『会誌５０号発刊記念によせて』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小成田 文 郎 

『さらなる発展へとご努力を』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・横 山 幸 夫 

『発刊記念によせて』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊 藤 忠 雄 

『発刊記念によせて』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・星 野 保 郎 

 

＊ 名誉会員の皆様から御投稿いただきました原稿は、原文のまま順不同にて掲載させていただきまし

た。 
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日本赤十字放射線技師会第５０号記念誌の発刊に向けて想うこと 

 

日本赤十字放射線技師会 

 監 事 鈴 木 利 男 

 
日本赤十字放射線技師会創立後に現在の会誌の源流である「会報」が発刊され、当時の本会役員さん達

の努力により技師会組織が大きく発展することになりました。その後、会員数の増加に伴い、会則の改定

や本会執行部役員理事の定数増を行い、「会報」から本会の年報形式「Ｂ５版会誌」へ、さらに会員情報誌

「Ａ４版会誌」へと進化してきました。そして、いま、本会はホームページを主たる情報伝達の場へと変

革を遂げています。 

 私の年代では、まだまだ、紙と活字に喜怒哀楽を託しながら、錆びた脳組織に粋を吹きかけている方が

いらっしゃるのではないかと想っています。しかし、ＩＴ技術の進歩は、日本全国から数秒の時間で議論

の場へ参加できたり、ひとつの情報を共有できたり、活力ある技師会活動を維持するには欠かせない道具

となりました。益井現会長をはじめとする素晴しい仲間が、今、会員ひとり一人が参加できるホームペー

ジを構築して日本赤十字放射線技師会を「バーチャル」な世界でなく「リアル」な世界へ羽ばたかせてく

れました。今後さらに本会が発展するために設けられた情報土俵で、会員の皆さんと役員の皆さんが「押

しあい、圧しあい」する様子がみえます。第５０号記念誌が本会記念誌の最終号になる？のは寂しい限り

です。益井イズムで再生した本会が、さらに、新鮮で活きた会になるためには時代の波には逆らえないと

想うところです。 

最後に、「日本赤十字放射線技師会会報と会誌にありがとう」を添え、本会の維持と発展のために会誌発

行に携わった方々に感謝申し上げます。 
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日本赤十字社 事業局 

技 監 安藤 恒三郎 

会誌５０号という節目の記念号の発刊おめでと

うございます。 

小生約２８年間名古屋第二赤十字病院に務めてお

りましたが、平成１９年１１月１日付で日本赤十字

社事業局技監を拝命しました。山田史事業局長のも

とで、医師として、病院の幹部として培った医療現

場を知った力が少しでも役立てればと思っており

ます。 

最近の医療を取り巻く情勢と平成２０年度の赤

十字医療施設運営の実施方策について、放射線技師

会との関連が比較的深いものについてご紹介する

ことといたします。 

「医療制度改革大綱」で示された安心・信頼の医

療の確保と予防の重視、医療費適正化の総合的な推

進、超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系

の実現を図るべく、改正された医療法及び健康保険

法が平成１９年４月から施行されました。 

また、医療提供体制の面においては、平成２０年

４月から４疾病５事業において、地域医療計画の中

に医療機関名が記載されることとなり、これまでの

中核病院としての役割、特色ある病院としての存在

感をより明確に打ち出すことが必要となってきて

おります。救命救急医療、がん診療、小児救急医療、

へき地医療等の公的医療機関として求められる役

割を積極的に果たしていくことは勿論のこと、他の

医療機関にない活動として国際活動における医療

救援や保健医療面における開発協力、国内災害救護

活動等の赤十字の事業についても、日本赤十字社全

体の連携を十分に図りながら積極的に取り組んで

いく必要があります。 

平成１９年４月に改正された医療法では、安全・

安心な医療提供体制の構築として、医療の安全確保

のための体制確保が求められています。その中で医

療機器に係わる安全管理のための体制の確保が義

務づけられています。この改正を踏まえて、本社で

は医療安全管理者（専任リスクマネージャー）研修、

医薬品安全管理者研修とともに、医療機器安全管理

者のための研修を平成１９年度に１泊２日で実施

したところです。 

放射線科部門では、撮影部位間違い・患者間違い

などがいまでもしばしば発生しており、中にはアク

シデントになった事例もあります。人間はかならず

間違いを起こします。 誰が起こしたのか（Ｗｈｏ）

という責任指向ではなく、なぜ起こったのか（Ｗｈ

ｙ）、どうすればよいのか（Ｈｏｗ）、対策はなにか

（Ａｃｔｉｏｎ）という原因指向が大切です（図１）。

ヒューマンエラーが起きてもシステムで事故が防

止できるような環境を整える必要があります。平成

２０年５月には医療安全全国共同行動キックオ

フ・フォーラムが開催され、８つの行動目標が設定

されました。全国の赤十字病院がこの共同行動に積

極的に参加され、医療安全に寄与されることを期待

しております。また、全施設に設置された医療安全

推進室が中心となって、施設内における医療の安全

管理体制の充実・強化に取組むと共に施設間の連携

を密にして情報交換を図っていただきたいと思い

ます。 

世界的大流行が危惧されている新型インフルエ

ンザについては、各施設が行政と密接に連携しなが

ら対策を講じるとともに、赤十字としての新型イン

フルエンザ対策ガイドライン（仮称）の作成や、職

員の啓発教育等について検討し、実際に発生した際

に適切に対応できるよう準備を進めていただきた

いと思います。 

赤十字医療施設の医療に携わる人材の育成と確

保では、病院の特色を発揮し、地域における役割を

果たすため、専門知識・技能を有した職員を計画的

に育成、確保する必要があります。少子化の時代に

いかに有能な人材を確保するか、女性技師が働きや

すい環境をいかに整えるかは大きな課題と考えま

す。 

赤十字医療施設のグループメリットを生かした

共同事業の推進として、今年度は大型医療機器の購

入を開始しました。ＭＲ，ＣＴ、アンギオなど数台
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が共同購入される予定ですが、共同購入にかかる仕

様書調整会議には放射線技師会から松江の益井謙

技師長、前橋の久保田利夫課長にアドバイザーとし

てご協力いただいております。 

政府が今後１年の間に進めるべき社会保障の施

策を盛り込んだ「五つの安心プラン」が平成２０年

７月明らかにされました。同プランは、〈１〉高齢

者政策〈２〉医療強化〈３〉子育て支援〈４〉非正

規労働者対策〈５〉厚生労働行政改革の５分野から

なり、平成２１年度の予算や税制改正に反映させる

ほか、関連法を次期臨時国会や通常国会で改正する

ことで実現させる方針のようです。（２）医療強化

では、「健康の心配があれば誰もが医療を受けられ

る社会」を推進するとしており、①救急医療の確保、

産科・小児科医療の確保、地域の中核病院の機能低

下への対応等の課題に対して講ずべき方策、②臨床

研修病院の機能強化、病院・診療所のネットワーク

化など医師不足に対して講ずべき対策、③勤務医・

看護師等の役割分担の見直し等勤務医の過重労働

を緩和する方策、④これらを実施するために必要な

環境整備、⑤医療従事者と患者・家族の協働の推進、

安全対策と研究開発の推進等が示されています。こ

れらのプランについては放射線技師にも直接・間接

的に影響を及ぼす課題になる可能性があると考え

られます。 

最近の放射線診断装置の発展は、ＰＥＴ－ＣＴ、

３２０列ＣＴ、３.０ＴＭＲＩ、シースルーＭＲＩ

室など毎年のように新しい装置が発表されていま

す。一方、放射線治療では、疾患によっては外科手

術と同等またはそれ以上の成績をあげているガン

マーナイフ、サイバーナイフ、トモセラピーなどの

高精度定位放射線治療装置、重粒子線・陽子線治療

装置などの導入ですばらしい成果をあげています。

したがって放射線技師が放射線診断分野だけでな

く治療の分野で果たす役割は今後ますます大きく

なると思われます。 

放射線技師のみなさまが、それぞれの分野におい

て安全で安心できる質の高い医療に貢献していた

だくことを期待しております。 

（平成２０年９月２５日脱稿） 

図１ 

事故 発 生

何が起こったのか
WHAT

なぜ起こったのか
WHY

誰がしたのか
WHO

どうすればよいのか
HOW処 罰

対策は何か
ACTION

一件落着

責任指向 原因指向

〈防止へ〉
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平  敷 淳  子 先 生  
埼玉医科大学名誉教授    

国際女医会会長 

日本赤十字放射線技師会誌第５０号 おめでとうございます。 

  

このたびは日本赤十字放射線技師会誌第５０号

の発刊おめでとうございます。 

すでに技師会は創立５６年、会員数も１２００余

名とお聞きしています。関連機関の多くの放射線診

療技師さん達への貴重な情報源としての役割を担

われておられると存じ、長い間のご努力を高く評価

いたします。 

 私は、大学を２年半前の２００６年３月３１日に

退職し、現在は国際女医会会長として３年任期の中

ほどにおります。会長就任は太陽の眩しいアフリカ

西海岸の国、ガーナの首都アクラでの会議でした。

就任時の所信表明演説は３つのkey wordsでまとめ

ました。“ participation, communication, and 

visibility”。現在はそれらを行動目標に映すべく

活動をしております。 

 国際組織では、その成り立ち、構成要員、主義主

張など多彩ですが、宗教、文化、性別を越え、自分

の培ってきた基本的な生き方、哲学が最重要点とな

ります。一行の議題に対して、時間を制限しなけれ

ば、数かぎりない意見があり、それらに対する議論

が飛び交います。議長の腕の見せ所はいかに簡潔に

要点を整理し、結論付けをなすかにかかっています。 

 会議は、現在はおもに国際電話回線あるいは

internet(Skype)を用いた会議で、それは画像から

臨床経験や知識をもとにひとつの診断あるいは複

数個の鑑別診断にいたる過程と論理的にはとても

似ています。私は楽しんでこの任務にあたっていま

す。 

 さて、“ participation, communication, and 

visibility”に戻ります。 

“Participation”。これをやってみよう、これ

はやらねばと手をだすことがスタートです。だれか

の引いてくれた路を批判することは簡単ですが、ま

ずは自分が率先して新たなみちを切り開いていく

ことが大切です。 

“Communication”。情報は共有し、閉鎖空間の

なかで、自己満足的に仕事をしていたのでは発展は

ありません。患者さんを中心に医療に従事するすべ

ての関係者が情報を共有することによって、よりよ

い医療がおこなわれていくものと考えます。私はモ

ニターで画像を読むときには、ID、名前、日付、性

別、左右は習慣で必ず確認しています。そうするこ

とによって判明し“ひやり、はっと”寸前でくいと

められた事例は数少なくありません。画像は一度目

にすると個人の情報として、私の記憶に残ります。

同じ画像に異なる名前が添付されていた事例もす

ぐに認識でき、診療放射線技師―事務の方々との連

携で、正しい画像と名前が判明しました。 

 “Visibility”。「透明化をはかりましょう」と

は政治や経済の領域ではよく使われている言葉で

す。まずは職場から、地域、国内、国外へと「今な

にが問題で、どこまで解決できているのか」、ある

いは「このようなことが、ここまで分かっています」

明瞭な発表が医療や組織では必要です。放射線診療

技師の存在をアピールし、論文の発表などをとおし

て発表していくことが大切と考えます。 

 変革する医療のなかで、どうぞ診療放射線技師の

皆様方が、患者さんを中心として、迅速で、適切な

医療を医療職全員で遂行していけますよう、更なる

ご発展を祈っております。 
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創立の印象 

          

 

 

 

 

 

 

名誉会員 瀬 山 吉 久 

    （元足利赤十字病院） 

 

会長さんはじめ皆々さんが紛らわしい近代医療

技術に適切に対応されて、本会発展に心から感銘し

ております。お蔭様で私達高齢会員は安らかな長寿

を迎えられて感謝しております。私も心満ちた九十

歳を楽しく迎えて、永い歩みを記し度く存じます。 

 本会は昭和二十八年十一月一五日創立いたしま

した。私の勤めた足利赤十字病院は、昭和二十四年

七月創立しました。小施設病院で技師は私一人で懸

命に努力しましたが、資料が乏しく困窮して、病院

長に大病院施設を見学研修して、技術を高めて、病

院発展に大きく役立ちたいとお願いしたら即座に、

笑顔で『良案だ大いに頑張りなさい』と賛成して下

されたので、早速一ヶ月一～二回予定で、残余業務

は日曜出勤して完了計画で始めました。病院長の紹

介で国立、慶応医大病院、日赤等にて見学研修を始

めて、慶応の山下久雄先生にはいろいろお世話にな

り助かりました。日赤中央病院（現在の医療センタ

ー）を訪ね、安国宗直先輩に学んだ折りに、『日赤

技師仲間と交流して広く学びたいと願ったら』、先

輩は『常々考えて居たが難しい良き策はあるか』と

反問されて私も困り果て、後日再度訪ねて話し合い

を重ねた結果、『技師会を設けたい君も協力して呉

れ』と言われたが、無力な私は難しく、詳細に協議

の結果、技師会設立準備委員会を設けて慎重に進め

る事に決まりました。流石に日赤本社病院の先輩は、

日赤技師仲間に対しての連絡方法、各病院長や日赤

本社の了解を得る方法等、深々と考慮しての案に深

く感じ入りました。当時は終戦後の急激な民主化運

動最中で、職場の組合運動が医療界にも波及して大

きな支障を与えて困窮した時代で日赤本社と組織

造りに慎重に対応しておりました。 

 安国先輩は其々を詳細に配慮して、設立準備委員

を、前橋日赤の麻川技師長、山口日赤の木村技師長、

京都日赤の福田技師長、広島日赤の黒石技師長、浜

松日赤の松下技師長、安国技師長、末席に私も加え

られて、第一回準備委員会を日赤中央病院で開催し、

委員長に全日赤に疎通できる麻川先輩が選出され

て協議に入り、多くの意見の中で、日赤要人方々に

顧問をお願いしてご指導を賜り円滑に技師会設立

することで一致して、後日安国委員が、日赤本社大

島衛生部長、塚原次長、日赤病院長会神崎会長、中

央病院放射線の辻部長の要職の方々に顧問をお願

いして快諾を得ました。顧問の方々からいろいろの

御指導を頂いた中で技師会則に当時の社会環境を

考慮して、技術の向上、医療充実を柱にして、地位、

身分、待遇等に触れないように指導があって、麻川

委員長は当時全日赤病院職員組合の組合長だった

ので、顧問の指導話し合いで幾多苦労を重ねて大い

に反省されて、大切な医療に支障を生じない活動に

努力されて、実々成り後に、顧問や要職者から厚い

信頼を得たとお聞きし気楽になりました。克くして、

全日赤技師仲間に委員長が先頭に立って技師会設

立参加を懸命に呼び掛けて尽力を重ねて、技師会設

立準備完了して、年度を待たないで、昭和二十八年

十一月十五日に旧日赤本社は木造時代で、講堂をお

借りして、日本赤十字エックス線技師会創立式典を

開催して、麻川委員が会長になり、日赤要職の方々

から丁重な励ましの御祝詞を賜り、盛会裏に完了し

て大いに悦び合いました。創立後の多忙な会務は中

央病院の先輩達が主体になり、小川日赤の水沢先輩

と武蔵野日赤の三満先輩が協力して果たされまし

た。其の後は多くの会員の活動で、毎年楽しく発展

いたしました。足利日赤も年々発展して、新しく病

院建設をして、放射線科も拡大して、診断、治療機

器を増設して、技師増員も著しく成り、明るく緊張

の毎日になりました。県内屈指の大病院に成長して

遠隔地から受診者が急増して多忙になって、病院長

は発展に満悦されて、放射線科を更に重要視された

ように感じて、皆の苦労の努力が大きく実って快感

に満ちまして楽しく働きました。 

 お互いの創立連携を懐かしく想い浮かべて、互い

の良き進歩を満悦して、少しでも現代の方々のお参
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考に資すれば、当時の故人先輩方々の御冥福になる

と想います。 

 退職後はいろいろの奉仕に参加したが、現在は老

人集会で囲碁交流に励み乍ら、軽い運動して楽しく

長寿を保っております。 

 本会の益々の御発展を祈念して終わります。 

 

 

会誌５０号発刊記念によせて 

                    

 

 

 

 

 

 

名誉会員 小 成 田 文 郎 

  （元前橋赤十字病院） 

 

会誌５０号が発刊されるとのご案内を頂き、あれ

からもう半世紀が過ぎたのかと感懐一入です。本会

が創立して一年後（１９５４年）、当会の事務局（当

時は書記局と称していた）が置かれてあった日赤中

央病院（現医療センター）に於いて、当時の副会長

であった安国先生が編集長となり産院の金沢さん、

書記長の木下さんを始め鎌倉さん、近藤さん外の皆

さん方が会誌の製作に着手する事になりました。 

 表紙に日赤本社の全景の写真を入れ、内容も論説

あり、研究発表、エッセイ、各地の病院便りなどバ

ラエティに富んだ会誌でした。以来編集部は中央病

院に固定され、毎年素晴しい会誌が発行され、全国

の会員は楽しみにしておりました。私の属していた

群馬県エックス線技師会も全日赤エックス線技師

会と平行して会誌を発行する事になり、当時の会長

だった麻川先生から編集責任者を命ぜられ「Ｘ-レ

イ群馬」の名称をつけた会誌を発行して以来、私が

会長になるまで２５年間、会誌造りに専念致しまし

た。全日赤エックス線技師会誌も毎年順調に発行さ

れておりましたが、時々原稿不足でで休刊する年も

ありました。 

 やがて麻川先生から安国先生に会長職が移り、ま

た数年して再び麻川先生に会長職が戻ってまいり

ました。（１９６１年）そして副会長は小川日赤の

水沢政之助先生が就任され、麻川、水沢のコンビが

１９６７年まで続き、京都の福岡太郎先生が会長に

就任すると（１９６８年）水沢先生は副会長を続行

する事になりました。同時に私が事務局長に任命さ

れました。 

 当時の世相はタレントと称する人達が政治の世

界に目を向け、青島幸男氏が東京都知事に、横山ノ

ック氏が大阪の知事に、石原慎太郎氏が参議院議員

に夫々当選し世間を驚かせ、渥美清演じる「男はつ

らいよ」シリーズがＴＶドラマで話題になっており

ました。 

 突然会長の福岡先生から、今後会誌の編集をやっ

てほしいとのお話があり、編集部のスタッフは貴方

に任せるからとの事でしたので、事務局長を辞めさ

せていただき、会誌発行に専念する事になりました。 

 福岡先生とは毎年二月、京都で開催される日本放

射線技術学会の評議員会と技術史編纂委員会でい

つも同席させていただいていたので覚えていて下

さったのだと思い、お引き受け致しました。編集部

員は予てから考えていた、深谷日赤の持田さん、大

田原日赤の栗岩さんにお願いしたところお二方は

心良く引受けて下さいました。編集長の水沢先生が

福岡先生の後を引き継ぎ、総員四名で発足致しまし

た。さて、会誌造りに入ったが全国の会員から投稿

をお願いするのは大変な作業でした。また近くは取

材もしなければならず、そして巻頭には必ず、本社

や各病院、施設の偉い方々の談話、記事や写真を載

せなければならないので編集部は正に東奔西走、取

材にかけめぐりました。お陰で一回も休刊はなく順

調に発刊する事が出来ました。本社関係の記事は水

沢先生が全て取り纏めて下さったので助かりまし

た。 

 当時の東京では都知事に初の革新知事美濃部亮

吉氏が当選し、遠くはヨーロッパが統合して欧州共

同体となったり、羽田闘争が起こったりで世の中は

少しずつ変わってきました。 

 以来、会誌も順調に発刊され１９６９年から技師

法の改正と共に、会誌名も日本赤十字放射線技師会

誌となり、編集部は小川赤十字病院に移り、五年間

編集に携わった大田原日赤の栗岩さんが退職され、

暫く間を置いて深谷日赤の持田さんが編集部員を

お辞めになり、新しいスタッフとして小川日赤の永

田勇一さん、川西日赤の田中達夫さんそして中央病

院の田村徳三さんなど新進気鋭の先生方が部員と

なりました。 

 新しいスタッフで２５周年記念号に取り組む事
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になりました。私はこの年の十月に退職する事にな

っていたので、私の最後の編集の思いがあり、川西

日赤の田中さんと枠組を決めるのに時間がかかり、

そのまま夕方小川日赤から前橋日赤に来てやっと

出来上がった時、夜も白々とあけておりました。懐

かしい想い出でした。 

 記念誌の作成に当たっては、水沢会長、瀬山副会

長が全面的にご助力を下さった事を心から感謝致

しております。素晴らしい記年号でした。 

 もうあと僅かで退職と云う時、アジア放射線技術

会議がシンガポールで開催され、出席する事になり

ました。明日出発と云う日、夕方病院の門を出なが

ら、現職でこの門を出るのは今日が最後だと思い門

を出てから病院に向かって最敬礼をして、今迄３２

年間お世話になった病院にお別れを致しました。 

 在職中の色々の想い出に耽りながら、病院前の商

店街を歩いている私の耳に店頭からあの千昌夫の

「北国の春」のメロディーが別れを惜しむように聞

こえてきました。 

 シンガポールで会議中、隣にいた韓国の金技師会

長がボーイの持ってきたメッセージを見て急に顔

色を変え、そっと私に耳打ちして、“大変だ、私の

国クーデーター起きた、私ソウルに還ります”と云

ってそそくさと席を立って出て行きました。後でこ

の日１０月２８日、韓国の朴大統領が側近に射殺さ

れた事を知りました。別にクーデーターではなかっ

たようです。金会長のお住まいは、大統領官邸のす

ぐ前だけに驚かれた事でしょう。金会長とはそれ以

来お目にかかっておりません。 

 あれから（１９７９年）もう３０年近く過ぎてし

まいました。私の書斎に、大きな扁額が飾ってあり

ます。「百歳光陰一場夢」と云う文字が篆刻されて

おります。これは深谷日赤の持田春雄先生が私の為

に作って下さったもので頂戴してから３０年の歳

月が流れ去りました。持田先生は埼玉ばかりでなく 

、関東では著名な篆刻の匠になられております。私

もようやく残生９０歳になりました。そしてこの扁

額の意味が少しずつわかってきたような気がしま

す。 

 

 

さらなる発展へとご努力を 

             

 

 

 

 

 

 

 

名誉会員 横 山 幸 夫 

  （元浜松赤十字病院） 

  

広報部より創立５６年・会員数１２００余名とお

知らせを受け、当会も立派に成長したものだと感無

量です。皆さんの職場は、医療の発展・新医療機器

の発展・新分野の拡大があっても、施設の経営状況、

医療環境に応じて職員の増員は侭ならないのが現

状でしょう。にもかかわらず、地道に研究し発展へ

と準則し、地位の確立へと努力をした皆様方があっ

たでこそ現在の会員数まで発展したことを誇りと

感じている次第です。 

 皆さんも感じていることでしょう。ここ近年の世

の中の変化を・・・・・よい方向には向かっていな

いようです。今朝の新聞では麻生首相は「１００年

に一度の暴風圏」と表現していましたが確かに考え

させられる環境で、行く先々不安を感じる昨今です。 

 食の安全のみだれ（汚染米・薬物混入・汚染粉ミ

ルク）経済情勢の乱気流、世界的な株安連鎖・金融

機能の低下・金融危機で経済の不安・景気後退・景

気判断・下方修正・年金記録改ざん、地球温暖化・

自然崩壊、高齢化社会・小子化・学力低下、医師不 

 

足・小児科、産婦人科医師不足・自治体病院の統合

等、非常にスピードを早め変化が現れています。ま

た、身近に給与所得の減少、税金の拡大・税率の増

大とやり切れない環境が・・・・・・ 

 最近、私見ですが医療分野で、短期間の医療の発

展・新薬の発見・新医療機器の発展・新分野の拡大

と皆さんの環境も今までにない変化が急速に現れ

ていませんか。時代の流れに研究と努力を惜しまず

ますます精進をして戴きたいと思う。 

 楽しいニュースもありました。 

２００８．１０．８日本人３氏のノーベル賞の受賞 

ノーベル物理学賞の独占 

南部陽一郎・小林 誠・増川敏英各氏 

南部陽一郎・素粒子物理学と核物理学における自然 

的対称性の破れの発見 

 小林 誠・増川敏英 

クォークが自然界に少なくとも三世代以上ある 

ことを予言する、対称性の破れの期限の発見 

クォーク・物質を構成する基本粒子の一群。アップ
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ダウンの「第一世代」、チャームとストレンジの「第

二世代」、小林・増川理論が予言した「第三世代」

のトップとボトムの計６種類がある。 

原子核の中の陽子や中性子は、クォーク計３個か 

ら成る複合粒子。電子やニュートリノなど「レプ 

トン」と呼ばれる素粒子も３世代、６種類ある。 

世代数が増えるほど重く、不安定になる。宇宙の 

大部分の物質は安定な第一世代の粒子だけでで 

きている。素粒子には、このほか電磁気力を媒介 

する光子など４種類の粒子がある。さらに質量を 

生み出すヒッグス粒子（未発見）があると考えら 

れている。 

２００８．１０．９ ノーベル化学賞の受賞 

下村 脩氏・緑色蛍光タンパク質（ＧＦＲ）の発見 

ある日偶然、濃塩酸を混ぜたところ結晶化に成 

功、・・・海面に漂う直径１０ｃｍ程度の緑色に光

るオワンクラゲの捕獲に挑み、桟橋から長い柄のつ

いた網でクラゲをすくう。その数、約一万匹。カサ

の外縁を細く切り取ってすりつぶし、発行物質の抽

出に取り組んだが発光物質そのものだけの検索が

難しく、あるときクラゲが搾りかすから出た溶液を

流しに捨てたところ「バッ」と激しく光った。流し

にたまっていた海水のカルシウムと反応したこと

を突き止め、発光タンパク質を発見。オワンクラゲ

の学名にちなんで「イクオリン」と命名した。化学

者はさらに研究を進めていった結果を生んでいく

様子が発表された。 

 最近の暗い出来事と世の中の方向性に不安を抱

く気持ちに、このノーベル物理学賞・ノーベル化

学賞の受賞に日本人の逞しさ・勤勉さに気持ちを

爽快に変えさせて戴いた。これも放射線物理学を

学んだ私達には身近に感じ解釈できたのかもしれ

ない。 

 皆さんには、世の中がどんなに変化しようともさ

らなる精進をして発展をしていただきたい。 

２００８．秋涼 

 

 

 

発 刊 記 念 に よ せ て 

（古き時代の厳しさに思う） 

             

 

 

 

 

 

 

 

名誉会員 伊 藤 忠 雄 

（元横浜赤十字病院） 

 
去ぎる昭和二十年、太平洋戦争末期、帝国海軍の

放射線教育機関第八期生二十名が七月三十一日卒

業の後、小生を含む五名が横須賀海軍病院放射線科

勤務となり、わづか一五日を経た八月十五日終戦を

迎え、この横須賀海軍病院は米軍に接収され、小生

は上層部のすすめで復員後は、国立久里浜病院（旧

野比海軍病院）に勤務することになった。当時の患

者は傷痍軍人と肺結核の患者が多数であった。 

 昭和二十二年に至り、当時大先輩であった佐藤元

吉氏（元日放技副会長、元神奈川県会長）より次の

様な重要な話があったのである。 

 我が国レントゲン診断学の始祖であり内科レン

トゲン診断学で著名な田宮知耻夫教授が横浜市大

病院長兼市大内科教授として赴任され、内科レント

ゲン室の新設により専任技師を探す様要請があっ

たとの事で、この白羽の矢が小生の上に立つとは全

く思いもよらない事であった。 

 この田宮教授については、今は知る人も少ないと

思われるが、その経歴として一高東大医学部をスト

レートで進学、ドイツのレントゲン診断学修得のた

め日本からはじめてドイツにおもむいた方で帰国

時シーメンスのエックス線装置を一台同行、日本で

はじめてレントゲン診断を行われた偉大な業績と

功績のある名教授であった。 

 当時市大病院には充実した放射線科が存在して

いたのであるがあえて田宮教授独自の内科レント

ゲン診断を試みられたものであろう。 

 この佐藤元吉技師会長より田宮教授の配下で仕

事が出来るのは、伊藤お前が最適任だとの事で面接

があり、その際当時戦後暫くは食糧難と住宅難時代

のため就任は不可能である旨申し上げると、食事は

病院食、住居は病室を一室使用出来る様手配すると

の事で、就任が決まり、勤務に入ったのであるが、

日常勤務の外に夜間の急患撮影（住居が病室である

至便さ）週末の田宮門下の開業医家を巡ってのレン

トゲン撮影（平日の勤務後、日曜等）医局員の学術
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研究で夜間に至る撮影、田宮教授の学術講演の資料

作り、これは教授、医局員も同席、終了後は院内レ

ストランで何を呑んでも何を食べてもよいとのお

許し、田宮教授は又昼食をされない方で、これにつ

いては若い時代仕事に追われ昼食をとる時間の余

裕が無かった、止むを得ず昼食を断念したとのこと

で、小生もすすめられたが、こればかりはまねの出

来ないことで、暗室作業やフィルム整理に立ち食い

し乍ら仕事をした記憶も思い出される。又、当時戦

争に関係する経済に関心を持ち専修大学への夜間

通学にも了解をしていただいていた。 

約五年間、この様な勤務経験を経たのであるが、

関谷助教授らの御配慮から赤十字という崇高なイ

デオロギーを有する病院に勤務することとなった。 

三十八年十ヶ月の勤務を終える事になったので

ある。 

現在、八十一歳の高齢者であるが、未だ健診セン

ターで月に十日程のレントゲン撮影に勤務、健康に

も恵まれ、楽しく仕事に従事しております。 

小生のこの様な生き方について何かの参考にな

れば幸いな事だと思い乍ら擱筆することに致しま

す。 

 

 

 

発刊記念によせて 
名誉会員 星 野 保 郎 

（元足利赤十字病院） 

 
日本赤十字放射線技師会、会誌第５０号発刊おめ

でとう御座います。 

５０号発刊に当たり私なりに過去を振り返り徒

然に記してみたいと思います。 

私が足利赤十字病院に入職したのが１９６４年、東

京オリンピックが開催された年で、この年から正式

種目になった柔道の全階級制覇、東洋の魔女と言わ

れた女子バレーボールの優勝、伝説のマラソンラン

ナー・アベベの、２大会連続優勝等、毎日新鮮なニ

ュースが見聞出来ました。又、オリンピック開催に

合わせて東名高速道路や東海道新幹線が開通し、日

本中がオリンピック景気に沸いていました。 

私は入職と同時に日赤放射線技師会に入会、研修

会で伺った日本赤十字社本社は、２階建てで、地方

都市には無い威厳のある建物で、訪れた私は圧倒さ

れたことを覚えています。 

当時は、デジタルと無縁の時代で、酢酸の匂う暗室

での現像、組み立て式のポータブルを抱え院内を走

り回る毎日でした。それでも毎日が新鮮で充実して

おり、仕事の合間を見ては、血管撮影時の造影剤と

管電圧の関係、腹部撮影時の補償フィルターの試作、

透視時のバリウム脱気による粘着効果等、夢中にな

って実験しレポート作成したことが、今も懐かしく

走馬灯のように思い出されます。 

３０代には、上司であり元会長の瀬山技師長より、

日赤放射線技師会の会計を任命され、会費請求、経

費支払い、決算書及び予算案作成を任されました。

会計は収支が合って当たり前、合わなければ徹夜を

しても原因を究明しなければならず、他人の金を預

かる難しさを身をもって味わいました。 

その後副会長、監事、会長と日赤放射線技師会の仕

事を手伝わせて頂き定年を迎えましたが、最近の日

赤放射線技師会のニュース、会誌を拝見させていた

だき、目を見張る変化に驚きとともに羨望を覚えま

す。益井会長の聡明な頭脳と卓越した指導力、それ

を支え応える役員の皆様、５６年の歴史ある日赤放

射線技師会でも、現在が最も充実し躍進している時

期と思えます。このまま後退することなく、更なる

飛躍を期待しております。 

 ４０代から始めて、現在もボケ防止のためダイビ

ングを趣味とし、夫婦でフィリピンやインドネシア

等の、一見貧しそうに見える村や島に、長期滞在す

ることがありますが、一緒に生活してみると、心の

豊かさは物資の貧しさを超越することを体験でき

ます。隣家の姉が我家の弟をあやすのは当たり前、

部落全員で子供達を育てる姿には感動すらおぼえ

ます。又、子供たちの屈託の無い笑顔の素晴らしさ、

心の豊かさに惹かれリピーターになってしまった

ような気もします。 

今の日本は、経済的にも物質的にも、世界で最も恵

まれた国に入ると思いますが、毎日のようにテレビ

や新聞を賑わす、殺伐としたニュースを見聞し、日

本人の心はどうなってしまったのか？３０年４０

年前は心温まるニュースも多く、子供の笑顔は屈託

無く明るかったような気がするのは、私が年を取り

世間を見る目が偏屈になったからなのでしょうか。 

 現在日本の医療は後期高齢者保険、研修医制度に

よる医師不足、これに伴う基幹病院の閉鎖等、国民

の医療に対する不審は募るばかりです。医療制度の

改善は直ぐには無理としても、日赤放射線技師会員

は技術研鑽はもとより、心の研鑽、心の豊かさを養

い、患者様から信頼される放射線技師になることを、

心から願っています。 

 


