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平成27年度日本赤十字社診療放射線技師学術総会プログラム 

平成27年6月12日（金） 

9：20  受付 

 

9：50  開会式 開会の辞  

日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 

 

10：00 医療安全知恵の輪パネルディスカッション 

【座長】前橋赤十字病院 久保田利夫 

仙台赤十字病院 安彦  茂 

「 いいね👆」 医療安全知恵の輪に掲載して頂いた取り組みを紹介します。 

1. 北見赤十字病院    大友 厚志 

2. 福岡赤十字病院    後藤 圭介 

3. 福井赤十字病院    上坂 大輔 

4. さいたま赤十字病院  豊田 隆幸 

 

11：00 研究発表 ①  

【座長】小川赤十字病院 宇田 暢樹 

神戸赤十字病院 岸本 義幸 

1.「3TMR における頸部DW の画質改善の検討」 

那須赤十字病院 石原  誠 

2.「MRI の金属アーチファクト低減技術（WARP）は本当に有効か？」 

松江赤十字病院 中島 清貴 

3.「1.5T における可変フリップ角を用いた頭部造影3D-TSET1WI の有用性」 

北見赤十字病院 大友 厚志 

4.「当院におけるドーパミントランスポータ（DAT）SPECT による撮像条件の基礎的検討」 

鳥取赤十字病院 倉光 英明 

5.「線条体ファントムを用いた画像処理条件の再検討及び画質の評価」 

名古屋第一赤十字病院 岡山 祐也 

12：00 ランチョンセミナー ①  

【座長】京都第二赤十字病院 河本 勲則 

「 画像解析技術紹介 ～冠動脈解析ソフトを中心に～ 他 」 

株式会社AZE マーケティング部 阪本 剛 先生、畦元 将吾 先生 

 

13：30 教育講演  

【座長】大分赤十字病院 戸口 豊宏 

「 ノンバーバルコミュニケーションで組織を活性化 」 

株式会社プラネットファイブ 代表取締役 田中 和彦 先生 

15：45 総会 
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18：00 情報交換会 

 

 

6月13日（土） 

 

9：00 研究発表 ②  

【座長】松江赤十字病院 古川 春美 

6.「透析シャントPTA における被曝線量の検討」 

金沢赤十字病院 中川 亮二 

7.「FPD長尺撮影における撮影条件の検討」 

日本赤十字社医療センター 慶長咲百合 

8.「ERCP 施行時における水晶体の被曝線源の特定」 

松山赤十字病院 渡部 幸仁 

9.「当院におけるFPD 移動型X線撮影装置の運用と有用性」 

大阪赤十字病院 高木  真 

 

9：50 研究発表 ③  

【座長】松江赤十字病院 磯田 康範 

10.「ER 当直の2交替制勤務導入について」 

日本赤十字社和歌山医療センター 大笹 文靖 

11.「放射線科におけるTQM 活動 ～足部立位撮影を安全に行う為に～」 

大分赤十字病院 日野 雄介 

12.「新人教育用マニュアル作成についての考察」 

京都第一赤十字病院 中山 美紀 

13.「診断用モニタの設置環境が診断能に与える影響の現状調査」 

名古屋第二赤十字病院 真野 晃浩 

14.「当院における造影剤副作用対策シミュレーションの実践」 

深谷赤十字病院 柏瀬 義倫 

15.「放射線災害に対する当院の取り組み」 

伊勢赤十字病院 村田 達紀 

 

11：00 本社特別講演  

【座長】深谷赤十字病院 清水 文孝 

「安全文化とプロフェッション 」 

日本赤十字社 事業局技監 矢野  真 

 

12：10 ランチョンセミナー②  

【座長】那須赤十字病院 佐藤 統幸 
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「 日立の最新MRI 撮像技術のご紹介 」 

株式会社日立メディコ CT・MR 営業本部 後藤 智宏 

 

13：30 基調講演  

【座長】福井赤十字病院 石田 智広 

「 診療放射線技師に求められる要件と評価 」～「安全保証」「精度保証」「運用保証」を考える～ 

日本画像医療システム工業会 経済部会 部会長 野口 雄司 

 

15：00 最優秀発表・優秀発表表彰、閉会式 
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1． 3TMRにおける頸部DWの画質改善の検討 

那須赤十字病院 ○ 石原 誠 

【目的】 

3Tにおける頸部領域におけるDWでは、磁場の不均一によると思われる歪みがしばしばみられる。これを改

善するために健常ボランティアに手伝ってもらい検討する事にした。 

【方法】 

使用装置はSIEMENS社製3T Skyra Ver.D13。使用するコイルは20ch HEAD/NECKコイル、18ch BODY

コイル。撮像は当院の頸部用の条件とする。歪みを軽減する方法の一つとして頸胸部間の体厚（上顎～大動脈弓

部）の違いを無くすために分割で撮像する。二つ目としてHEAD/NECKコイルだけではなく、より多くの信号

を得るために BODY コイルを使用する。これら二つの方法を組み合わせて画像を得る。撮像範囲はすべて同じ

にし、コイルは単独および併用して撮像する。 

【結果】 

同じ範囲の撮像を分割する事により歪みの軽減を確認できた。しかし、BODYコイルを使用した事による画像

の改善はあまりみられなかった。 

【考察】 

上下顎部と頸胸部を分割して撮像する事により、磁場の不均一による影響と歪みを軽減出来た事でこの方法が

有効であると考えられる。 
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2． MRIの金属アーチファクト低減技術（WARP）は本当に有効か？ 

松江赤十字病院 ○中島  清貴、小林  健治、加藤 秀之 

藤原  秀司、佐々木  一将、磯田  康範 

【目的】 

体内インプラント挿入患者の MRI 画像は、メタルアーチファクトで異常信号を呈し診断に寄与する画像を得

ることが難しい。この対処法として、バンド幅を大きく設定すると信号消失の範囲は縮小するが、信号雑音比が

低下する欠点がある。このたび当院では、有償オプションである金属アーチファクト低減技術(以下WARP)を使

用する機会を得た。そこでわれわれは、従来使用した高バンド幅画像とWARP画像の物理特性を比較評価して、

WARPの有効性を検証した。 

【方法】 

使用装置はシーメンス社製MAGNETOM Avanto 1.5T、使用ファントムは鉄製クリップを装着した日興ファ

インズ社製 90‐401型ファントムおよびGd-DTPA溶液を封入した自作ファントムである。対象画像は、T2強

調像で撮像した低バンド幅画像、高バンド幅画像、WARP画像として3種類で比較した。なおWARP画像は、

View Angle Tilting(以下VAT)を0、30、70、100として画像の変化を評価した。評価項目はコントラスト、空間

分解能、SNR、歪みとした。 

【結果】 

SNR は高いバンド幅で撮像した画像で低下した。ただ、高バンド幅画像、WARP 画像では同値を示した。ま

たVATの値で変化しなかった。コントラスト、および位相エンコード方向の空間分解能は、すべての対象画像で

同値を示し一定であった。またWARP画像ではVAT値で変化しなかった。しかし周波数エンコード方向の空間

分解能は、WARP画像においてVAT値が大きくなると大幅に低下した。歪みは、WARP画像のVAT値が大き

いほど減少した。 

【結語】 

高VAT値を使用したWARP画像は、従来の高バンド幅画像と比較して金属アーチファクト低減に有効である。

しかし周波数エンコード方向の空間分解能は低下するため、診断目的部位に応じてエンコード方向を考慮して設

定する必要がある。 
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3． 1.5Tにおける可変フリップ角を用いた頭部造影3D-TSET1WIの有用性 

北見赤十字病院 ○大友  厚志、佐藤  裕樹、菅野  裕幸 

【目的】 

  頭部の造影3D-TSET1WIは、GREのT1WIに比べBlack Bloodとなりやすく、転移性脳腫瘍と微小血管と

の鑑別に臨床的有用性が高い。さらに可変フリップ角を利用したMSK View法は検査目的部位に応じた組織間コ

ントラストが高く VISTA(Volume Isotropic TSE Acquisition)よりも高い検出を期待できる。また、

ADE(Anti-driven equilibrium)を併用すればT1コントラストを強調することができるという報告がある。そこ

で、頭部造影後を想定しMSK View法とVISTAのT1コントラストの比較を行った。また、ADEを併用の有無

についてのT1コントラストの比較も行った。 

【方法】 

Philips 社製Multiva1.5T を使用し、撮像対象には脳実質、転移性脳腫瘍それぞれの T1 値に近い値をもつ

Gd希釈造影剤を用いてCNR、SNRの比較を行った。 

【結果】 

MSK-View法ではVISTAに比較してCNR、SNRともに高い結果となった。 

またADEを用いることにより高いCNRを得る事ができた。 

【考察】 

頭部造影におけるADEを用いたMSK-View法は、コントラストが高く、微小な転移性脳腫瘍の検出に有用

であると示唆された。 
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4．当院におけるドーパミントランスポータ（DAT)SPECTによる撮像条件の基礎的検討 

鳥取赤十字病院 ○倉光  英明、田中  捨雄、米田 猛 

【目的】  

当院におけるドーパミントランスポータ（DAT)SPECT収集時間、各種再構成法の検討をDATファントム及

び臨床例を用いて検証を行う。 

【方法】  

ヨード溶液で満たした線条体ファントムに線条体、BG 比を 8:1 に濃度設定し画像再構成法を FBP 法、

FBP(AC+SC)法、３D OSEM(AC+SC)法、OSEM(AC+SC)法  の４種類を用いて画像再構成を行う。 撮像時間

は、10、20、30、40分と それぞれ変化させ、Prominence Processor Ver3.1を用いてNMSEを評価する。 当

院は、画像再構成法FBP法を使用し前処理 BW 0.5Cycle/cm、Oder８、再構成フイルター：Rampを使用し撮

像時間 40分での画像処理を行っている。今回はその撮像画像をリファレンス画像とした。 

メジフィジックス社提供DATviewソフトより、線条体ファントム及び臨床例1例(正常例）を用いて FBP法、 

FBP（AC+SC)法、３D OSEM（AC+SC)法、OSEM（AC+SC)法 による撮像時間 10、20、30、40 分と変化

させた時の閾値設定とSBR値の関係を評価する。 

【結果】  

1．線条体ファントムでは、撮像時間 BW全域に関わらず、他の補正法と比べFBP法のNMSEが最も低値

を示した。   

2．臨床例では、 FBP 法、FBP(AC+SC)法、OSEM(AC+SC)法、3DOSEM(AC+SC)法、共に線条体ファン

トム同様な結果が得られた。   

3．線条体ファントムでのSBR値は、撮像時間、BW全域で平均値FBP法 6.33、FBP(AC+SC)法 8.36、

OSEM(AC+SC)法 8.34、3DOSEM(AC+SC)法 8.67  を示した。   

4．臨床例でのSBR値は、撮像時間、BW全域で平均値 FBP法 4.76、FBP(AC+SC)法 8.21、OSEM(AC+SC)

法 8.16、3DOSEM(AC+SC)法 8.35  を示した。 

【考察】  

今回、SBR値は参考文献Bolt法での指標を基に評価しました。SBR値は年齢など様々な要因により値が変わ

ります。今回の検討ではBolt法が示唆されているLEHRではなくLMEGPが誤差要因かと思われます。 

1．画像再構成法や撮像時間に関する検討では、ファントム実験及び臨床評価補正を要するものでは、FBP法で

やや差は出たものの、ほぼ同様の結果が得られました。ROI の設定を施設間で統一できていれば、SBR 値にお

ける FBP 法ではファントム、臨床例いずれも低値を示しました。いずれの補正法も撮像時間、カットオフ周波

数全域で一定のSBR値を示しました。 

2．今回、基礎的検討において、各補正法における正常SBR値の傾向が示されたと思われる。今後、臨床例を増

やしコリメータでの検討が必要かと思われます 
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5．線条体ファントムを用いた画像処理条件の再検討及び画質の評価 

名古屋第一赤十字病院 ○岡山  祐也 

【目的】 

 今回、新しくなった線条体ファントムを撮像する機会を得たので、画像処理条件の再検討及び画質の評価

を行い、最適と思われる条件を決定することを目的とした。 

【方法】 

 線条体ファントムの左右の被殻・尾状核の放射能をウェルカウンターで測定し、計算により真値の SBR

を算出し、被殻と尾状核の比率や左右の SBR の差について再構成パラメータを変化させた時、算出した真

値とどの程度差があるか調べた。画像の処理方法を以下のように設定し、まず通常型ファントムの画像を複

数人で5点満点の視覚的評価を行い、その結果から分割型ファントムの画像を4段階で視覚的評価を行った。 

 FBPはButter worseのCutoffだけを0.3，0.5，0.７と変化させたものとpowerだけを6，14と変化さ

せたもの。OS-EMは薬剤メーカ推奨の方法と、cutoff 0.55一定で、Iterationのみを3.12 Subsetのみを

5.20と変化させたもの、OSEMのButter worseの cutoffのみを0.75に変えたもの、Cutoffは0.75一定で

Iterationのみを3.12 Subsetのみを5.20と変化させたものの15画像とした。 

【結果】 

 まず通常型を視覚評価した結果、カラー・白黒ともに基準（3 点以上）を超えたものは、4 画像となり、

この4画像で分割型の評価を行った結果、 左右の尾状核・被殻とも差がはっきり分離していると評価でき

るのは 1つだけであった。この SBRを測ったところR4.40 L3.28となり、理論上の値R7 L6と比較す

るとかなり差が出た。この処理法では視覚的評価は良いが、SBRの値がかなり低く算出される結果となった。

逆に SBR の値が一番真値に近かったものは、画像評価としてはあまり適さないという結果が得られた。ま

たほとんどの画像で、カラーよりモノクロの画像の方が比較的変化が見やすいという結果が得られた。 

【考察】 

 今回、画像評価は吸収補正・散乱補正なしで行っているので、吸収補正を行ったうえで再検証する必要が

あると考えられる。またコリメータの違いは検証していないので、検討事項と考えられる。 
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6．透析シャントPTAにおける被曝線量の検討 

金沢赤十字病院 ○中川 亮二 

【背景】  

透析患者数の高齢化と糖尿病透析患者の増加により透析シャント血流不全および透析患者の抹消血管障

害症例は増加している。長期に透析を行っている患者に起こる問題としては、シャント静脈の狭窄がある。

このような病変を治療するひとつの方法として、シャントPTA（VAIVT）がある。 

現在、当院では年間で約３５症以上のVAIVTが施行されており、そのうちの60％～70％は同一の患者を複

数回施行している。 

【目的】  

1．当院のVAIVT施行患者の推移を把握する、 2．VAIVT施行時の散乱線を測定・解析する、3．VAIVT

施行患者の直接皮膚線量の測定・解析する、ことを目的とした。 

【方法】  

1.．PACS.検査記録による総件数、繰り返し件数の調査 

2．散乱線測定（電離箱線量計）をする 

前腕人体ファントムを使用し、実際の透視線量・透視時間で撮影を繰り返し、散乱線量を測定した。また、

DSA撮影、RSM撮影、絞り有無による散乱線の解析をすることにより施行医への線量を検証した 

3．患者皮膚線量測定（直接線量計）をする 

同様に前腕人体ファントムを使用し、実際の透視線量・透視時間で撮影を繰り返し、患者皮膚線量の測定も

行った。 

【結果】 

1．1回のVAIVT施行における透視時間はほぼ5分～15分であり、撮影回数は3～5回が多かった。   

2．絞りによる線量、線量率の変化は皮膚線量では 5％ほどの違いであるが、散乱線量では 25％以上違いが

でる。 

3．完全に絞らなくても、フイルターを組み合わせることにより、散乱線量を抑えることができる。  

4．拡大透視をするのであれば、SIDを広げるより光学的に拡大をしたほうが散乱線量は少ない。 

【考察】  

治療には平均 2～3 時間の時間を要し、同じ体位での腰痛、バルーン拡張に伴う血管痛、さらには長時間

にわたり透視、撮影を繰り返すことになる。複数回の検査であっても患者の被曝が問題になるような総線量

ではないことが判明した。この結果により、少しでも患者の不安をやわらげることができる。また施行医師

に対しても具体的な数字を示しての、効果的な被曝軽減の提案ができる。 
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7．FPD長尺撮影における撮影条件の検討 

日本赤十字社医療センター○慶長 咲百合、竹安 直行 

【目的】 

FPDロングパネル長尺撮影の施設への導入に伴い、以前までの拡大率を長尺撮影と比較し、FPD長尺撮

影における撮影条件を検討する。 

【方法】 FUJIFILM製のFPD長尺ロングパネル（CALNEO GL）を使用する。 

・拡大率 

 従来までのCR長尺撮影の線源-イメージ間距離（以下SID）は 230[cm]であった。CR撮影とFPD撮影

における撮影距離と被写体厚ごとに拡大率を計算し、適正な撮影距離について検討する。 

・ディテクター感度 

股関節ファントムを用い、医師・技師を対象にした視覚評価による正規化試験を行い、CRと 

FPD（GOS）に対する線量低減率を算出する。 

【結果】 

・拡大率を算出した結果、SID240[cm]がCR撮影の拡大率と最も近い値となった。 

・視覚評価による正規化試験から、従来のCR撮影と比較して線量低減率が30％まで落としても有意差のな

い結果となった。 

【考察・結論】  

実験結果から、CR撮影の拡大率とFPD撮影の拡大率との差が0.0027倍と、最も小さい距離が240[cm]

である。また、長尺の縦方向の撮影範囲 123.4[cm]を最大照射野に利用するためにも撮影距離が 240[cm]以

上必要であることが分かった。 

撮影条件については、30%低減された条件と実際に線量計を用いて測定した表面線量の低減率は正面 36％、

側面38％だった。理論値の30％と比較して6％、8％さらに線量が低減されていると言える。これらを踏ま

え、当院におけるFPD撮影の最適撮影条件は、正面85[kV] 200[mA] 80[sec]、側面100[kV] 200[mA] 80[sec]

が導き出され、腹厚19[cm]の患者に対しての撮影条件として使用している。施設導入後であるため症例画像

はまだ少ないが、医師からの評判も良好と言われている。 
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8．ERCP施行時における水晶体の被曝線源の特定 

松山赤十字病院 ○渡部 幸仁、水谷 宏 

【目的】 

当院における ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）の件数は年間 400 件を上回り、多い年には 500件

を超えることもある。さらに、症例によっては透視時間が1時間を超えるため、術者被曝線量の増加は看過

できない状況にある。さらに、海外においてはERCPにおける術者の水晶体線量が年間20mSvを超えたと

いう報告もあり、水晶体の防護が重要な課題となっている。そこで、ERCP施行時に水晶体被曝に影響する

散乱線源を特定し、防護の最適化を図ることを目的として本研究を行った。 

【方法】 

ERCPは通常オーバーテーブル方式のＸ線TV装置で行われるが、その際の散乱線発生源は患者ならびに

Ｘ線管絞り前面に装着されているアクリル板からの散乱線と言われている。今回、Ｘ線条件を一定として、

術者の眼を想定した位置に電離箱式サーベイメータを設置して散乱線の量を測定した。その際、患者を模し

たアクリル板およびＸ線管絞り全面からの散乱線量をそれぞれ個別に測定した。 

【結果】 

患者から発生する散乱線の量は、Ｘ線管絞り前面から発生する散乱線よりも圧倒的に多いのは衆知の事実

である。しかし、術者の眼はＸ線管絞りの近傍にあるため、距離の逆自乗則により、絞り前面のアクリル板

からの散乱線の影響が大きいことが分かった。 

【考察・結論】 

現在、放射線業務従事者における眼の水晶体の等価線量限度は 150mSv/年となっているが、ICRP（国際

放射線防護委員会）はこの線量限度を5年間で100mSv、いかなる1年間も50mSvを超えてはならないと

勧告した。今後、国内においても法令に取り入れられることが予想される。そのため、ERCPにおける術者

被曝は今後一層問題となる可能性が高いので、我々は水晶体線量の測定および防護の方法を確立しておく必

要がある。 
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9．当院におけるFPD移動型X線撮影装置の運用と有用性 

大阪赤十字病院 ○高木 真、玉木 守、加賀 久喜 

【目的】 

当院では平成 24年よりFPDを用いた移動型X線撮影装置（以下：FPD）が稼働しており、当初有線に

よる患者情報の取得及び画像転送を行っていたが、電子カルテの更新に合わせて無線 LAN による患者情報

の取得及び画像転送という運用に移行した。今回、従来のCRを用いたポータブル撮影とFPDと無線LAN

の使用による撮影業務の変更点も含めた運用について比較を行い、FPDポータブル装置の有用性について検

討を行う。 

【方法】 

従来のCRを用いたポータブル撮影とFPDを用いて無線LAN使用による撮影業務の作業効率の比較を患

者受付から画像転送までに必要とした時間の比較を行った。作業効率の比較方法として、CR及びFPDを用

いて、ICU及び救命病棟入院中の患者1名から3名の胸部ポータブル撮影を行い、患者受付から画像確認ま

での経過時間を測定し、CR使用群とFPD使用群それぞれ測定を行い、Mann-WhitneyのU検定により統

計解析を行なった。危険度は5%以下を有意とした。 

【結果】 

患者1名から3名において、CR使用群とFPD使用群では1％以下でFPD使用群において、患者受付か

ら画像転送までの時間が有意に短縮した(P<0.01) 。また、患者数が多くなるほどCR使用群とFPD使用群

の標準偏差の差が大きくなった。 

【考察】 

FPD使用群が 1％以下でCR使用群に比べFPD使用群に有意な差が出たのは、FPD使用群においては、

読み取装置と IPの紐付が不要なため作業効率の向上が図られたと考える。また、FPDを使用することによ

り読み取装置と IP の紐付が不要なため患者情報の誤登録や撮影部位間違えを起こす可能性が無く、医療過

誤の防止にも寄与していると考える。 
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10．ER当直の2交替制勤務導入について 

日本赤十字社和歌山医療センター ○大笹 文靖、小森 優美、川嶋 宏樹、口井 信孝 

【目的】 

 本センターでの多忙なER業務について、当直から２交替勤務への一部変更によって診療放射線技師がそ

れぞれどのように考えているかの意識調査を行い、それを元に今後の対応を検討する。 

【方法】 

 全診療放射線技師33名を対象にアンケートを実施した。 

【結果】 

2交替制勤務導入にどう思うかという問いでは、9人が良かった、5人が悪かった、どちらとも言えないと

回答したのが19人。2交替制勤務を導入したことにより日常勤務や年休取得に影響がでたかという問いでは、

33人中19人が影響ありと回答。全てのER業務を2交替制勤務に移行しても良いと思うかという問いでは、

33人中9人がはいと回答。給与に変化があったかという問いでは、15人中14人が変化ありと回答。体力的

に楽になったかという問いでは、15人中13人が楽になったと回答。安全面はどうなったかという問いでは、

15人中 4人が以前より安全に業務を行えるようになった、2人が以前より安全に業務を行えなくなった、9

人が変化なしと回答。 

【考察】 

 勤務化によって体力面で楽になったという回答が全世代で多く、給与面については残業時間と当直回数の

減少により給与が減ったとの回答がどの世代でも多く見られた。安全面に対しては40代～50代で睡眠が十

分に取れ安全に業務に取り組めるとの回答が多くあったが、20 代～30 代の比較的体力のある世代では体力

的には楽になっているが安全に対して変化を感じていない技師が多くいた。中には日勤業務の人数が減るた

め安全ではなくなったという回答もあり、ER 業務だけでなく日勤業務の人員についても考えていかなけれ

ばならない。 

 完全勤務化については、20 代～30 代で給与面の心配が多くみられ全世代で代休発生による人手不足が懸

念され、さらに休暇が取りづらくなるといった反対の回答が多かった。完全勤務化に移行する為には技師増

員などを検討していかなければならないと思われる。 
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11．放射線科におけるTQM活動 

      ～ 足部立位撮影を安全に行う為に ～ 

大分赤十字病院 ○日野 雄介 

【目的】 

TQM を活用して、足部立位撮影の検討を行い、放射線科における医療の質と医療の安全の向上をはかっ

た。 

【方法】 

健常者5名に対して、今まで行っていた足部立位撮影の体勢を体験してもらい、実際の印象と感想をアン

ケートした。その結果をもとに、1 番意見の多かった撮影の際に感じる怖さについて、TQM の手法の 1 つ

である特性要因図を活用して、問題の把握と解決に取り組んだ。改善した後に、同様の5名に再びアンケー

トを実施し、改善の前後で比較検討した。 

【結果】 

改善後の足部立位撮影は、架台や撮影時の患者さんの姿勢、フットスイッチの導入など多くの点で良好な

改善が認められた。また、技師によってさまざまであった撮影方法も統一でき、再現性の高い画像を提供す

ることを可能とした。当院には撮影室が3部屋あり、改善前は1部屋でしか撮影できなかった為、全ての撮

影室でも撮影できる様に改善しようとした。しかし、機械の構造上不可能であった。 

【考察】 

今回TQMを活用して、足部立位撮影の改善を行い、多くの点で良い結果が得られた。これは、対象者が

感じる検査時の怖さを軽減できた為と考えられる。TQM 活動は問題解決の方法として有意義であり、活用

する事で医療の質と医療の安全は改善・向上すると考える。 

 



- 19 - 

 

12．新人教育用マニュアル作成についての考察 

京都第一赤十字病院 ○中山 美紀、石元 佑弥、吉永 昭夫 

八木 絢子、福田 勤也、平川 益三 

【目的】 

当院では以前から、複数の技師が新人教育に携わっていた。その結果、指導者個人によって教育内容に違

いが生じていた。そこで指導者が変わっても教育内容が統一されるように、教育用マニュアルを作成し検討

する。 

【方法】 

各モダリティで意見交換を行い、必要最低限の内容や応用編、間違えやすいポイントなどを列挙し、それ

を元にマニュアルを作成した。マニュアルを1年間実践し、指導者、新人の意見をまとめ、検討する。 

【結果】 

新人教育マニュアルを用いたことで、新人は達成すべき目標が明確になり、より意欲的に業務に取り組む

ことができた。また指導者は教育内容が統一され、必要最低限の項目を短期間且つ効率的に指導することが

できた。当院は学生の臨床実習病院にもなっており、今回作成したマニュアルを元に学生指導用のマニュア

ルも作成できた。 

【考察】 

今回作成したマニュアルには、達成度を示す項目がなかったため追加で作成を試みた。新人は経験した検

査の回数などを示すことで、指導者は不足している点を把握し、その検査を重点的に指導することができる

ようにした。また申し送りコメントなどを設けることで指導者が変わっても、より細かな教育状況が把握で

き、継続して新人の教育が行えると考えられる。 
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13．診断用モニタの設置環境が診断能に与える影響の現状調査 

名古屋第二赤十字病院 ○真野 晃浩、新美 孝永、杉本 美津夫 

【目的】 

近年,病診連携の活性化は従来の一施設内の画像診断の枠を越え相互の施設で読影する機会が増大した. 

一方,画像診断に用いるモニタの性能や設置環境の違いが診断に与える影響は知られてはいるが臨床病院を

中心とした全国的な調査研究はほぼないと考える.今回，EIZOとの共同研究で設置環境の違いが診断能に与

える影響について日本赤十字放射線技師会医療情報分科会の協力を得て調査を実施したので報告する． 

【方法】 

 実験に先立ちモニタの輝度,階調を同一の測定器及び幾何学的配置で測定した．モニタ評価としては，ROC

解析を利用した.解析に用いた表示画像は,当院の放射線科医が研修医指導用の胸部縦隔に病変がある 9 画像

とした．その画像の病変部を抜き取り3名の正常画像に貼り付けた画像を信号ありの画像として評価を実施

した．実験に用いた環境照度は当院で実際に使用している100lx, 300lx,500lxを用いた．観察者は同一観察

者 2 名を含む各施設の診療放射線技師複数名で評価を行い,設置環境の違いが診断能に与える影響について

定量化した． 

【結果】 今回の調査で用いたモニタは各施設共に JESRA X-0093 の管理基準である最大輝度は 240～

494cd/m2,輝度比は343～882,階調はGSDFで15%以内と基準を満たしていた．また各照度における反射輝

度を加味したコントラスト比は100lxで165～443,300lxで81～235,500lxで56～147と照度が上昇するほ

どコントラスト比は低下した．このモニタを用いたROC曲線下面積の比較では,各施設とも100lxが最も良

好な結果を示した. 

【結論】 

モニタは一度設置されれば変更は困難であり,設置環境を考慮に入れたモニタの配置の重要性がこの研究

より明らかとなった．また,多くの施設がモニタ診断へ急速に変化する現在,赤十字病院間のモニタ調査研究

の意義は大きいと考える. 

【謝辞】 

本研究にご協力頂いた日本赤十字放射線技師会及び松江,仙台,深谷,成田,高知,熊本,広島,庄原,安曇野の各

赤十字病院の皆様に感謝致します．
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        14．当院における造影剤副作用対策シミュレーションの実践 

深谷赤十字病院 ○柏瀬 義倫 1) 

齋藤 幸夫 1）、清水 文孝 1）、中里 佳織２） 

１） 診療放射線技師、 ２）看護師 

【目的】 

 昨年、当院で造影CT検査中に患者が心停止を起こす事例が発生した。その経験から、造影CT検査中に

発生する様々な副作用に対する対処のシミュレーションを行い、実際の副作用発生時に適切な処置ができる

ように訓練するとともに、副作用発生時の連絡体制や役割を再確認した。そこで当院の副作用に対する対処

のシミュレーションについて報告する。 

【方法】 

技師役、患者役、看護師、医師に分かれる。昨年1年間に当院で発生した副作用とその他発生の報告例の

ある副作用が書いてあるカードを作成し、患者役がカードを持つ。実際の業務を想定した中で、患者役がカ

ードを無作為に提示し、そこに書かれている副作用が発現したと仮定する。技師役は看護師の指示や当院の

副作用発生時マニュアルに基づき必要に応じた行動をする。 

【結果】 

 シミュレーションを行った結果、副作用が発生した際の適切な行動や連絡体制、技師としての役割を再確

認することができ、看護師との連携も密になった。また、実際に行った技師の意見として、やってみると頭

では解っていても、気持ちが焦ってしまいなかなか行動にうつす事ができなかったという意見や、救急カー

トの中の薬品や物品の種類や位置を確認することができて良かったという意見もみられた。 

【考察】 

副作用発生時の訓練の経験を積むことで実際に起きた時の迅速な対応が期待できる。そのために、今回行

ったシミュレーションは定期的に行うことが望ましい。また今後の課題として、今回は技師役が１人の場合

だったが、当院ではCT業務に技師が2人ないし3人配属されているため、複数の技師がいるときのシミュ

レーションや、当直帯の人が少ないときのシミュレーションなど、様々なシチュエーションを考えて実践し

て行きたい。 
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15．放射線災害に対する当院の取り組み 

伊勢赤十字病院 ○村田 達紀、大山 泰、釜谷 明、小林 篤 

谷貞 和明、森嶋  毅行、林 奈緒子 、柴原 卓彦  

【背景・目的】 

全国の事業所等では多くの放射性物質が使用されている。 

放射性物質を取り扱う施設等で事故・災害が発生した際に、放射線の専門家が消防本部と連携し、放射性物

質への対応を行うことは、環境への被害を最小限にとどめ、消防活動を安全かつ効率的に行うことを可能に

する。このときの適切な情報発信は地域住民への安心へとつながり、風評被害を防止することにもつながる

と考える。今回は当院での放射線災害対策を通じて行った地域貢献の様々な取り組みについての報告を行う。 

【方法】 

伊勢市と「放射性物質に係わる災害時における診療放射線技師等による消防活動の支援に関する協定」（以

下「協定」とする）を結び連携を強化した。また、放射線災害を想定し伊勢市消防本部と合同訓練を行うこ

とで、放射性物質の安全な取り扱い方法の確認や連携の確認を行った。さらに周辺自治体に対し、放射線・

放射能に関する情報共有を行った。 

【結果】 

 伊勢市と協定を平成24年5月8日に締結した。その後、平成24年7月21日に放射性物質輸送車両の事

故を想定した伊勢市消防本部との実働訓練、平成 27年 2月 7日には放射性物質取扱施設での火災を想定し

た2度目の実働訓練を行った。また、平成26年11月には鈴鹿市消防本部において、放射性同位元素の輸送、

集荷場の確認を行い、放射線災害時における対策の助言を行った。平成 27年 1月には鈴鹿市消防本部に対

し、放射線・放射能に関する講習を行った。 

【結語】 

今回、協定の締結や実動訓練を行うことにより、放射線災害への対応が確立された。放射性物質関連の事

故・災害時には放射線の専門家がいることで消防活動を安全かつ効率的に実施できると考える。今後も日々

研鑽を積み、放射線災害への対応をより一層強化していくことが重要であり、市民の安心を確保する為、伊

勢市のみならず周辺自治体との協力体制も継続して構築していく必要がある。 
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研究発表① 座長集約  

小川赤十字病院 宇田 暢樹 

 

 研究発表①は5演題で行なわれた。内容は1演題から3演題までがMRI、4演題、5演題がRIの内容であっ

た。1演題から 3演題までの座長を宇田（小川）4演題から 5演題を岸本（神戸）が担当した。以下 1演題から

3演題について要約する。 

 演題 1「3TMRにおける頸部DWの画像改善の検討」那須赤十字病院 石原誠氏の報告であった。3Tにおけ

る頸部領域のDWでは磁場の不均一によると思われる歪みが見られる。これを改善するために歪みを軽減するた

めの方法の1つとして頸部・胸部間の体厚の違いをなくすために分割して撮像するという報告であった。さらに

比較するためにHEAD/NECKコイルだけでなく、BODYコイルを使用しても検討をおこなった。結果としては

上下頸部と頸胸部を分割して撮像する事により磁場の不均一による影響と思われる歪みを軽減することができた。

またBODYコイルを使用した場合、画像の改善はあまりみられなかったとの報告であった。3Tでは磁場の不均

一による歪みの影響は大きい。健常ボランティアを使っての検討であり体型によっても差が出ることが考えられ

る。今後の課題と思われる。 

 

 演題2「MRIの金属アーチファクト低減技術（WARP）は本当に有効か？」松江赤十字病院 中島清貴氏の報

告であった。メタルアーチファクトで異常信号を呈する場合の対処法として従来法である高バンド幅画像と金属

アーチファクト低減技術（WARP）を比較検討した発表であった。ファントム実験を行っており、T2 強調画像

を対象画像とし、低バンド幅画像、高バンド幅画像、WARP 画像の 3 種類で比較検討していた。さらにWARP

画像においてはView Angle Tilting(VAT)も変化させて、コントラスト・空間分解能・SNR・歪みの検討をおこ

なったという報告であった。高VAT値を使用したWARP画像は従来の高バンド幅画像と比較して金属アーチフ

ァクト低減に有効であるが周波数エンコード方向の空間分解能が低下することが報告された。いろいろなメーカ

ーからアーチファクト低減技術が発表されているが高額でもあり本当に必要な技術であるのかと提言を投げかけ

る報告であった。 

 

 演題3「1.5Tにおける可変フリップ角を用いた頭部造影3D-TSE1WIの有用性」北見赤十字病院 大友厚志氏

の報告であった。頭部の造影3D-TSE1WIはGREのT1WIに比べBlack Bloodとなり転移性脳腫瘍の鑑別に有

用性が高い。従来のVISTAよりも高い検出を期待できるMSK View法との比較検討であった。VISTAとMSK 

View 法のT1コントラスト、またADE の有無についても検討していた。MSK View 法はCNR、SNR ともに

VISTAよりも高い結果となり、またADEを用いることにより更に高いCNRを得ていた。このアプリケーショ

ンを利用して撮像時間の短縮、造影剤量の軽減などができればよいと思われる。 

 

 

研究発表① 座長集約  

神戸赤十字病院 岸本 義幸 

 

 演題4「当院におけるドーパミントランスポータ (DAT) SPECTによる撮像条件の基礎的検討」鳥取赤十字病

院 倉光 英明 氏 

 演題5「線条体ファントムを用いた画像処理条件の再検討及び画質の評価」名古屋第一赤十字病院 岡山 祐也 

氏 

 初めに、上記2演題はお互いの研究デザインに似ているところがあるため、まとめて座長集約とさせて頂くこ

とをご了承頂きたい。 

本検査で使用する製剤は発売されて約 1 年半と比較的新しいもので、多くの施設で基礎的研究が行われている。

SPECT画像は、線条体におけるDATの分布を可視化することで、ドーパミン神経の変性及び脱落を伴うパーキ

ンソン病を含むパーキンソン症候群の早期診断やレビー小体型認知症の診断精度の向上及び治療方針の決定に寄

与する。また、受容体やトランスポータ密度の一般的な指標としては、非特異的な集積に対して特異的結合によ

る集積がどの程度であるかを比 (Specific Binding Ratio、以下SBR) で表す定量的評価法が用いられる。 
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演題4では、ファントムと臨床例を用いて収集時間と再構成法の検討を、演題5ではファントムを用いて画像処

理条件の再検討及び画質の評価を行い、最適条件を決定することが目的であった。 

両演題共に SBR での評価を行っているが、装置、コリメータ、画像再構成法及び年齢等により大きく変動する

ことが知られており、その解釈には注意を要する。数値が一人歩きすることがないよう、現時点では定性画像を

読影した上でSBRを考慮するのが良いと思われる。 

収集時間については、当然長時間収集をすることで高カウントを得られるが、患者の状態と画質の追求とのバラ

ンスを取らなければならない。これにより、吸収・散乱補正の有無を考慮し、収集時間を決定すべきである。 

定性評価については、収集時間、吸収・散乱補正の有無、表示スケール及び表示ウィンドウ等に依存する。一般

的に集積低下症例では最低でも 20 分以上収集しなければ良好な画質が得られないと言われている。ただし、吸

収・散乱補正を使用する場合はカウントが減少するのでさらに長時間収集を要する。表示スケールは一見カラー

が見やすいと思われるが、グレースケールは線形性が高く (変化が見やすい)、集積分布の把握に適しているため、

両方出力したほうが良い。表示ウィンドウについては、集積低下症例においてバックグラウンド (以下、BG) が

上昇しているにも関わらず、カットオフ値を上げ過ぎたことにより正常集積と誤って読影されないよう注意しな

ければならない。 

最後に、両演題共に今後の課題としてコリメータ間での評価を挙げているが、高分解型は線条体高集積領域での

分解能に優れている反面、感度が低いため BG の集積や線条体低集積領域を評価しにくい。本検査においては、

BG の集積を参照部位とするため汎用型を採用する施設が多くなっているが、これを踏まえて今後の検討に期待

する。 

 

 

研究発表② 座長集約  

松江赤十字病院 古川 春美 

 

 検査時の被曝線量についての発表が2演題、長尺撮影の検討が1演題、移動型X線撮影装置の運用が1演題の

4演題を担当した。 

演題 6 金沢赤十字病院の中川亮二氏は、透析患者の増加に伴いシャントの狭窄や閉塞等によるシャント PTA

（VAIVT）に対しVAIVT 施行患者数の推移と絞りやフィルターを変化させることによる散乱線の測定および患

者皮膚線量の測定を把握することを目的に検討していただいた。絞りの違いよりもフィルターの組合せによる散

乱線量の低減が可能との報告であったが術者の手指が視野内に入ることによる直接線の被曝が問題となるのでは

と会場からの質問でもあったように絞りも軽視できないと考える。2 次的効果として、具体的な数字を示したこ

とによる患者および術者（医師）の不安低減に効果的であった。 

 

演題7 日本赤十字社医療センターの慶長咲百合氏は、FPD長尺撮影用パネルの導入に伴い拡大率および撮影条

件の検討をしていただいた。拡大率は従来施設で使用していたCR撮影の拡大率に最も近いSID220cmを採用し、

撮影条件はCR撮影に準じた85kVにて撮影した画像を視覚評価した結果、線量を36％低減可能となった。今後

の課題として電圧を含めた撮影条件の検討が必要と思うので追加研究を期待したい。 

 

演題8 松山赤十字病院の渡部幸仁氏は、ERCP施行時における水晶体の被曝線量に着目し、水晶体被曝に影響

する散乱線源を特定し、防護の最適化を図ることを目的に検討していただいた。散乱線量は被写体からの散乱線

が多いことは衆知の事実であるが術者の眼は X線管絞りの近傍に位置することにより絞り前面に取り付けてある

アクリル板からの散乱線の影響が大きく、アクリル板の材質および厚さを変化させることで被曝低減が可能とな

ったことは意義のある結果と考える。 

 

演題9 大阪赤十字病院の高木真氏は、電子カルテの更新に伴い無線LAN導入にて運用しているFPD移動型X

線撮影装置を従来行っていた有線にて運用のCR 移動型 X 線撮影装置との作業効率を比較し、FPD 使用群の有

用性について検討していただいた。FPD使用群はCR使用群と比較し有意に時間短縮がはかれた。さらに有線に

て患者情報の取得および画像転送を行った CR 使用群に比べ無線にて運用となった FPD 使用群は患者情報の誤

登録や撮影部位間違えを起こす可能性が低減した。しかし、タッチペンによる患者選択方式は異なる患者を選ぶ



- 25 - 

 

可能性があるので、ネームバンド等直接本人から読み取れるバーコードリーダーによる選択方法に変更可能であ

ればさらに安全性の高い検査となるので読み取り機器の取り付けをお願いしたい。 

 学術総会開催にあたりご尽力いただいた理事の皆様、ならびに総会に出席いただいた会員の皆様へ本文をお借

りし感謝致します。 

 

 

研究発表③ 座長集約  

松江赤十字病院 磯田 康範 

 

演題10 「ER当直の2交替制勤務導入について」（日本赤十字社和歌山医療センター） 

大笹らは、多忙な ER 業務について、当直から 2 交替勤務への一部変更により、業務にかかる影響について 19

名によるトライアルを行った．全体的には体力面の負担軽減であったが、収入面では不安が残った．体力面では、

医療安全推進上、高年代にて効果が認められた．一方、低世代では日勤体の人数削減が予想され休暇の取得制限

と収入低下など不安となる結果であった．施設側では人件費の削減、医療安全、検査、治療効率の向上を目的と

するが、業務側では一部を除く技術スキルの均一化、年齢差の業務格差是正など精神面への補助など多くの問題

点が挙げられる．検査装置の利便性、検査効率の向上により検査時間算出から人員数を如何に工夫するかなど大

きな問題を考えさせるものであった． 

 

演題11 「放射線科におけるTQM活動～足部立位撮影を安全に行う為に～」（大分） 

日野らは、TQM 手法を用いて医療安全の向上を図る目的として、技師 5 名による撮影時特に不安と思われる足

分立位撮影の検討を行った．特性要因図をもとに不安要素を分析し、撮影補助具ならびに撮影マニュアルを作成

した．これにより撮影時の不安が解消し改善された結果を得た．医療における質と安全性を向上させる上で、TQM

手法が今日多くの部署にて活用され、施設では活発に行われている．今回の視点はよい結果に結びついたが改善

されないものも多くはない．要因分析がしっかり行われることやその手法を十分に活用よして、未だ作成されて

いない撮影マニュアルを考案して頂きたい． 

 

演題12 「新人用マニュアル作成についての考察」（京都第一） 

中山らは、新人教育内容の均一化を図るため教育用マニュアルの作成を試みた．このマニュアルをもとに一年間

実施を行い検討した．これにより、教育内容が統一され短期間且効率的に効果がみられた．日常業務に於けるス

キルを統一できることは良いと思われる．指導者の人数に制限されることがない点も良い結果であった．これを

更に応用して、一般業務、救急業務、専門レベルと教育マニュアル作成について検討して頂きたい．また、我々

もこれを活用し、そして赤十字社施設の技術が均一になることを願いたい． 

 

演題13 「診断用モニタの施設環境が診断能に与える影響の現状調査」（名古屋第二） 

真野らは、施設内における画像診断に用いるモニタ性能や設置環境の違いが診断に与える影響について報告した．

当技師会の専門部画像情報部と連携を取り、赤十字 10 施設の協力のもと調査を行った．モニタ評価および胸部

臨床画像評価を ROC 解析にて検討した．反射輝度を加味した環境照度が低いほどコントラストは向上した結果

であった．92施設の環境は様々であるが、モニタ性能は一定であることから、これらを精度良く管理することが

重要であるし責務と捕らえることが肝要と思われる．アナログからデジタル画像への転換は多くに意味で新しく

技師が関与する時代（とき）と考えさせられた． 

 

演題14 「当院における造影剤副作用対策シミュレーションの実践」（深谷） 

斎藤らは、造影 CT 検査中に CPR を経験した。その為、適切な処置ならびに対応ができることを目的にシミュ

レーションを行うことで、連絡体制および役割について検証した． 

シミュレーションを題材として医療チームが共有することが重要であることが知られた． 

造影剤の副作用のみならず、様々な容態変化が発生する可能性が有ることから、各撮影室での訓練や BLS 講習

を定期的に行うことも加えて救急医療に参加して行き、救急医療に携わる当たり前のような地位を確保して行き

たいものである． 
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演題15 「放射線災害に対する当院の取り組み」（伊勢） 

村田らは、放射性物質を取扱う施設は一般社会において数多くある．このことに着目して、放射線技師の視点（知

識）から、これらに協力して対応できることを行った．放射線災害、事故、火災により放射性物資の拡散からの

被ばくを最小限に抑えることが重要であると云っている．各職種の放射性物質対応マニュアルなどは作成してい

るものの、実施訓練は単独では問題も多く中途半端に終えることがしばしば、見受けられる．しかし、村田らは

これらを払拭するかのように行政と協定を結び積極的活動に着手した．各事業所など多くの地域住民皆氏との協

力体制が信頼を生じさせる大変重要な取組みを紹介した．今後継続するにあたり、多くに問題点も発生するが我々

の標として、今後の活動を発展させて頂きたい． 
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第62回 日本赤十字社診療放射線技師会定期総会 議事録 

 

1. 日 時：平成27年6月12日（金）15：45～17：15 

2. 会 場：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムホールD-5 

3. 出席者：日本赤十字社診療放射線技師会会員 135名 

4. 議事録作成人：総務部常任理事 山本晃司 

5. 総会次第 

① 開会の辞 

② 会長挨拶 

③ 表彰 

④ 総会議事運営報告 

⑤ 議長選出 

⑥ 議事録署名人選出、採決係り任命 

⑦ 議事 

第一号議案  平成26年度事業経過報告 

第二号議案  平成26年度決算報告 

第三号議案  平成26年度監査報告 

第四号議案  平成27年度事業計画（案） 

第五号議案  平成27年度予算（案） 

第六号議案  平成27・28年度役員改選について 

⑧ 議長解任 

⑨ 閉会の辞 

総会次第に基づいて、開会の辞、清水会長の挨拶の後、議事審議へと続いた。 

 

会員表彰に先立ち清水会長によって、本会災害医療担当常任理事である駒井一洋氏が、ネパール地震

のERU（緊急対応ユニット）第2班に診療放射線技師として参加する為、今回の定期総会を欠席する事

が告げられた。 

 

○表彰式は委員長の正者理事により執り行われ、被功労賞15名、被奨励賞5名、被施設奨励賞7施設が

表彰された。なお、感謝状被贈呈者（施設）については該当者がなかった。 

 

※功労賞15名（敬称略、順不同） 

佐藤久光（福島）、手塚章一（那須）、檜山操（那須）、大山昌利（前橋）、福井和夫（相模原）、 

丸田正己（長岡）、小林実（長野）、永田英雄（長野）、郷津節男（長野）、清水郷司（諏訪）、 

赤津英尚（諏訪）、山下光弘（高山）、下本広敏（神戸）、藤田康至（松山）、後藤啓二（熊本） 

※奨励賞5名（敬称略、順不同） 

藤田寛之（武蔵野）、猪狩三朗（横浜みなと）、駒井一洋（名古屋第二）、中野和彦（伊勢）、 

安井哲士（庄原） 
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※施設奨励賞7施設（順不同） 

深谷赤十字病院、姫路赤十字病院、神戸赤十字病院、武蔵野赤十字病院、浜松赤十字病院、 

名古屋第一赤十字病院、名古屋第二赤十字病院 

 

○総会議事運営報告（資格審査報告）が事務局の浅妻理事より行われた。 

本日の出席者135名、委任状提出者1,258名、合計1,393名を確認し、 

会則第20条に基づき本総会は成立と報告された。 

 

○議長選出となる。会場より立候補がないため、総会参加者の中から議長2名が執行部より推薦され

た。 

議長に、金沢赤十字病院 中川亮二氏、岐阜赤十字病院 小池和由氏。 

そして、議長から議事録署名人・採決係りに4名が任命され、会場からの拍手をもって全員が承認され

た。 

 

○議事録署名人に、安曇野赤十字病院 中野三七人氏、名古屋第一赤十字病院 高橋徳史氏。 

採決質疑記録係に、前橋赤十字病院 横澤雪花氏、京都第二赤十字病院 北村梨恵氏。 

 

○議長、中川氏の進行により議事に入った。（第一号議案から第三号議案） 

 

1. 第一号議案から第三号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。議長の進行により挙手で採決に入った。 

※第一号議案の採決結果（否決0、保留0、賛成135）。第一号議案は全会一致で可決された。 

委任状を換算（否決0、保留0、賛成1,393） 

※第二号議案の採決結果（否決0、保留0、賛成135）。第二号議案は全会一致で可決された。 

委任状を換算（否決0、保留0、賛成1,393） 

※第三号議案の採決結果（否決0、保留0、賛成135）。第三号議案は全会一致で可決された。 

委任状を換算（否決0、保留0、賛成1,393） 

議長を小池氏に交代し議事を進めた。（第四号議案から第五号議案） 

 

2. 第四号議案から第五号議案まで一括して執行部より報告。 

報告後、質疑応答に入った。 

質疑なし。議長の進行により挙手で採決に入った。 

※第四号議案の採決結果（否決0、保留0、賛成135）。第四号議案は全会一致で可決された。 

委任状を換算（否決0、保留0、賛成1,393） 

※第五号議案の採決結果（否決0、保留0、賛成135）。第五号議案は全会一致で可決された。 

委任状を換算（否決0、保留0、賛成1,393） 
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3. 第六号議案について選挙管理委員会委員長 浜松赤十字病院 佐々木昌俊氏より報告。  

選管5名、事務局1名にて選挙管理委員会を開催し、6通の立候補届（者）の資格審査および会費完納確

認を行った。今回は定数を越えなかった為、役員選挙規程第4章第11条により無投票で当選となる事を

確認したとの報告があった。 

【平成27・28年度新役員】 

会 長 清水 文孝（深谷赤十字病院） 

副会長 戸口 豊宏（大分赤十字病院）、磯田 康範（松江赤十字病院）、安彦 茂（仙台赤十字病

院） 

監 事 石田 智広（福井赤十字病院）、久保田 利夫（前橋赤十字病院） 

 

清水会長から新任の挨拶 

平成26年度で退任を考えておりましたが、色々な人達からもう一期やってほしいとの事で、苦渋の

決断ではございますが引き受ける事にしました。本会の会員数が約1,500名の中、3分の1程度が女性会

員となっています。今、選考過程ではありますが本会の発展を考え、今年度の常任理事に女性を登用

したいと考えております。この2年間、また頑張ってまいりますので皆様ご支援の程よろしくお願い致

します。 

 

○以上にて、議事を全て終了し議長は解任となり総会は終了となった。 

以上 

 

議事の経過概要及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議事録署名人、議長は次のとおり

署名押印する。 

平成27年7月29日 

議事録署名人 

中野 三七人 印  

 高橋 徳史 印  

定期総会議長 

 中川 亮二 印  

 小池 和由 印  
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第 51回日本赤十字社医学会総会 

北見赤十字病院 医療技術部 診療放射線科 

診療放射線科技師長 相澤 幹也 

平成 27年 10月 15 日（木）～16日（金）北見市において、第 51回日本赤十字社医学会総会が開催

されました。全国から約 1,500名の参加がありました。 

メインテーマは、昨年（熊本）が記念すべき第 50 回目の総会でしたので、今回は、第 100 回目に向

けて新たな一歩を踏み出す機会と位置付け、『つなげよう赤十字の温故知新～オホーツクからの新たな

一歩～』としました。 

診療放射線技師の発表は、一般口頭発表で、『日本赤十字社診療放射線技師会の全国赤十字病院の業

務実績調査と有用性』と題して、日本赤十字社診療放射線技師会常任理事であります武蔵野赤十字病院

放射線科部荒井一正様の発表を含め 14題、ポスター発表では 13題の合計 27演題がありました。 

前回の医学会総会における優秀演題表彰が総会の席上で行われました。優秀演題は 9題で、その中の

1題に、伊勢赤十字病院診療放射線技師中野和彦様の演題：『診療放射線技師による講習普及事業への参

加』が選ばれ表彰されました。 

次回医学会総会は、足利赤十字病院が担当し、平成 28年 10月 20日（木）～21日（金）宇都宮市で

開催される予定です。 

以上、簡単ですが報告致します。 
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