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【巻頭言】 

一般社団法人　三重県診療放射線技師会 
副会長　界外　忠之 

『言葉の力』 

　巻頭言の締め切りも近づき、何かいいネタがないものかと考えていたゴール
デンウィークのある日、突然テレビからイチローのニュースが飛び込んできた。先
ず直感的に「遂に引退か！」と驚いたが、よくよく聞いてみると、今シーズンは
選手としての登録は無いものの、来期は選手として出場の可能性は残っているとの
こと。その上、会長付特別補佐として生涯契約に至ったことなど、実力主義でド
ライな感覚が強い米国において、いかに球団やオーナーがイチローという人間を
リスペクトしているかがうかがい知れたニュースであった。 
　もう一つ驚いたのは、記者会見でのイチローの言葉である。４４
歳というスポーツ選手としてピークを過ぎた自分に対して、「衰え」
などという表現は一度も使わず、「野球の研究者でありたい」と、「４
４歳の自分が、今後のトレーニングでどう変化するのか、しないのか
研究者としてみてみたい」と言い放った。日常においてもルーチンワー
クを大切にし、野球に対して常に真摯に向き合うイチローならではの、
野球に対するとてつもない情熱とこの先の可能性を感じさせる言葉に
感動した。 
　このように、スポーツ選手はその道を極めているためか、発する
言葉は強く明快で人の心を打ち、感動や共感を呼ぶことが多い。奇し
くも、ある雑誌の特集で「ビジネスにも生きるアスリートの言葉の力」
という見出しが目に付いたので読んでみた。時期的にも平昌五輪のメ
ダリスト達の言葉やその裏側にあるドラマがいくつか紹介されていた。

　その中でも大きく取り上げられていたのは、平昌五輪で世界中に
大きな感動をもたらす劇的な勝利で連覇を果たした羽生結弦であった。
彼は少年時代から自分を鼓舞するために「言葉」が自らに与える作用
を重視し、活用してきたアスリートとのことで、今回の五輪連覇も実
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はソチ五輪の１年以上前に「僕、ソチ五輪で金メダルを取ります。そ
して、平昌五輪でも金を取ります」と宣言していたとのことであった。
彼曰く、「考えただけじゃ、人間の脳って忘れる。でも口に出すこと
で、言霊じゃないけれど心に残って、絶対にやってやると思える。言
葉にすれば、負けたときに屈辱も味わえるし、達成した時の喜びは違
います」と。 
羽生メソッドは「大きなことを言って、そこにグワッとぶつかる」
という方法のようである。しかし、ただの大口ではなく、結果を出し
続けるところが、超一流アスリートである羽生結弦のスゴさであり、
その陰には、とてつもない精神力と努力があることは言うまでも無い。

リーダーは他者を率いたり鼓舞したりするために言葉を使う。その
言葉に大事なのは「具体的で解像度の高いビジョン」の設定。まるで
未来を見てきたかのような明確なビジョンが、周囲の賛同と行動を引
き起こす。また言葉は自分の内から湧き出てくる「内なる言葉」でな
ければ、相手に伝わらないし感動も生まれない。 
言葉は思考の上澄みにすぎないとのこと。三重県の診療放射線技師
の将来像を、もっと強く、もっと具体的に思考し、会員に対し大口と
も思える大きな目標を掲げ、有言実行といきたいものである。羽生結
弦のように。 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【案内】 
第100回　北勢消化器画像研究会 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【緊急募集】  

第 100回 北勢消化器画像研究会 
 

北勢消化器画像研究会 代表世話人 伊藤誠 

 

日時 平成 30年 6月 16日（土） 14:00～ 
場所 鈴鹿回生病院 健康増進棟 ３階 講義室 

住所：鈴鹿市国府町 112-1 TEL：059-375-1212（代） 

参加登録費 500円 

 

北勢消化器画像研究会 会長杯争奪 

VS読影 

求む！挑戦者 
北勢消化器画像研究会では、第 100回 VS読影に参加していただけるチームを募集して

おります。１チーム３名でお願いします。 

年齢・性別・施設・団体名は問いません。 

優勝チームには、豪華賞品（コース料理＋飲み放題）を用意します。 

 

参加希望の方は、itou-makoto@yokkaichi.jcho.go.jpまでお願いします。 

 

件名：第 100回 VS読影参加希望 

本文： チーム名 ○代表者 

締め切り：平成 30年 5月 13日 24時 

 

 

基準撮影法講師・指導員 消化器がん検診学会学術委員の

皆様の参加に際しましては、ハンディキャップを設定させ

ていただきます。悪しからずご了承ください。 

当研究会は、日本消化器がん検診学会の「その他主催の研究会」に認定されました。胃がん検診専門

技師の更新単位、2単位が付与されます。 

共催：鈴鹿回生病院・(一社)三重県診療放射線技師会 

第 101回 2018年 8月 4日（土）     四日市羽津医療センター  多目的ホール          

    特別講演 「透視の目の付けどころと撮影のこだわりどころ！」 

        船員保険北海道健康管理センター 高橋伸之先生  

情報交換会 福や（店舗貸し切り） コース料理＋飲み放題 参加費 4000円 参加者募集中 

TEL ： 059-331-2000（代）内線 2717 

E-mail ： itou-makoto@yokkaichi.jcho.go.jp 

URL：http://hokusei.kenkyuukai.jp/ 



第39回　三重乳腺勉強会 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第 39回 三重乳腺勉強会 開催のご案内 

 

拝啓  

貴院ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は本勉強会の運営にあたりご支援、ご

協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、第 39 回三重乳腺勉強会を下記のとおり開催することになりました。今回は、名古屋市立大学

病院より國友先生をお招きして、日常何気なく使っているディジタル画像の構造や仕組みについてご講

演頂きます。Raw データや DICOM データの違いや扱い方を解説して頂き、目的に応じて使いこなせるよ

うになりましょう。多くの方の参加をお待ちしております。 

敬具 

 

記 

１） 日時：平成 30年 8月 26日（日）14時 00分～16時 15分 （受付 13時 30分～） 

 

２） 会場：鈴鹿中央総合病院 2階講義室 

 〒513-8630 鈴鹿市安塚町山之花 1275-53 

 http://www.miekosei.or.jp/2_sch/ 

 

３） 参加費：500円 

 

４） 内容（プログラム） 

13：30～ 受付開始 

14：00～15：30 講演：『ディジタル画像について知っておくと得なこと』  

名古屋市立大学病院 診療技術部 放射線技術科 撮影技術係   

國友 博史 先生 

 

15：30～15：45 休憩 

15：45～16：15 症例検討：症例提供 （三重大学医学部附属病院） 

 学会発表報告    （市立四日市病院） 

 

 

三重乳腺勉強会 世話人   市立四日市病院     稲垣 由美 

鈴鹿中央総合病院    井上 友美 

代表世話人   桑名東医療センター   近藤 偲瑞子 

 

事務局よりお願い 

当勉強会では、案内の送付方法（貴施設 e-mail・住所等）の登録を勉強会アンケートに記

載していただくようお願いしております。郵送費の節約等の関係で、貴施設 e-mail の登録を

推奨しています。登録していただく番号等を控えてご持参いただきますようお願いします。 
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会場のご案内 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*当日は診療休日になります。正面出入口は閉鎖しておりますので、時間外出入口を
ご利用下さい。 

*尚、駐車場をご利用の方はお手数ですが、駐車券を会場受付までお持ち下さい。 
 

２F 
講義室 

駐
車
場 



【研究会活動報告】 

第10回　三重胸部CT技術研究会 
代表世話人　水井　雅人（鈴鹿回生病院) 
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【活動報告】 

第 10 回三重胸部 CT 技術研究会 
 

日時：平成 28 年 6 月 11 日（土曜日）13 時～17 時１０分 
場所： 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス B 棟 3523 教室 
参加者：116 名 

 
プログラム 

 
 
 本研究会は胸部 CT 領域に特化した研究会で年に 2 回開催をしています。春は技術的・
冬は臨床的視点から研究会を企画しています。第１0 回三重胸部 CT 技術研究会は、記念大
会として症例検討 2 題・レクチャー・特別講演１、特別講演２の 5 講演がありました。 
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 症例検討 
症例検討は済生会松阪総合病院 済生会松阪総合病院 石神 雄己 先生、塩川病院（現在は

亀山医療センターの勤務） 伊能 太久摩 先生によって症例提示があり、石神 雄己 先生は
「肺動静脈瘻」、伊能 太久摩 先生は「ｃＴ1Ｎ0Ｍ0 の肺原発腫瘍」についてご講演いただ
きました。講演はクイズ形式で提示され、優勝者の表彰も行われました。 

今回のクイズの一部を紹介します。 
 
a. 肺動脈楔入圧は平均 6～12mmHg である。 ○ 
 右房側から進めたバルーンカテーテルにて肺動脈の毛細血管部分を一部閉塞させ、 
 カテーテル先端の圧を測定する。 左心房圧および左室拡張末期の代用となる。 
b. 肺静脈は左右の肺から 1 本ずつが、左心房へ繋がっている。 × 
 肺動脈は左右の肺へ 1 本ずつ、肺静脈は左右の肺から 2 本ずつ繋がる。 
c. 酸素飽和度は、肺動脈の血液＜肺静脈の血液である。 ○ 
 肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血が流れる。 
d. 左肺の中葉は、肺区域の 4 と 5 を示す。 × 
 右肺は 3 葉・10 区域、左肺は 2 葉・8-9 区域に分かれる。 
e. 動静脈奇形とは動脈と静脈が毛細血管を介して、交通している。 × 
 
a. 造影検査が必須である。 × 
 微小な病変には造影検査が有効であるが、単純でも評価可能。 
b. シリンジおよびルート内のエアーには、細心の注意が必要である。 ○ 
 静脈から直接動脈へ、エアーが流入するため。 
c. 動脈相および静脈相の撮影が必要である。 × 
 動脈相だけで、動静脈瘻は描出可能。 
d. VR 画像は IVR 治療時に有効である。 ○ 
 IVR 治療計画に、非常に有効。 
e. 生食の後押しが効果的である。 ○ 
 鎖骨下静脈に発生するアーチファクトを軽減させるために効果的。 
 
a. サイノグラムの縦軸はプロジェクション角度、横軸は検出器を示す。 
b. ストリークアーチファクトは、全プロジェクション角度で、1 検出器の異常により発

生する。 
c. 図 1 はシャワーアーチファクトとなる。 
d. 図 2 はリングアーチファクトとなる。 
e. 図 3 はストリークアーチファクトとなる。 
 ※以下の図はサイノグラムに現れるアーチファクト像を示しています。 
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正解  a.d. 
 

 
 
①Lalli 効果とは「患者の不安から造影剤投与後に症状を引き起こす可能性がある」ことで
ある。 
•②ヨード造影剤を使用する際「喘息の病歴」は高リスク患者と認識しておく必要がある。 
•③造影剤の注射は左腕より右腕の方が良い。 
•④胸部の造影検査でも絶食にする必要がある。 
•⑤CT 造影剤は副作用を考慮する必要はない。 
                            (1 から４は正解) 
 
 
 レクチャー 

レクチャーは藤田保健衛生大学病院  土井 裕次郎 先生にご講演いただきました。土井 
裕次郎先生には「CT 装置の物理特性について」をご講演いただきました。物理特性を把握
することの必要性について、CT 装置の品質管理（受入試験、不変性試験 etc.）を第 1 段階 
（Phase 1）メーカの出荷時テスト、第 2 段階 （Phase 2）使用施設側の初期 テスト、第 
3 段階 （Phase 3）使用施設側のルーチン検査に分けてお話しいただき、撮影プロトコルを
決定する際の目安を線量はどれくらいかければいいか？、管電圧はどうしようか？、再構成
関数やヘリカルピッチはどれを選択すればいいか？、逐次近似再構成について詳細に講演
いただきました。特に、CT における MTF の測定法について、ワイヤー法.Edge 法.Radial 
Edge 法 のうち最も一般的なワイヤー法を実演いただきました。 
 
 特別講演 
 今回は 10 回記念として特別講演は 2 本立てでした。特別講演１は「CT 検査における診
断参考レベル」と題して浜松医科大学附属病院の竹井 泰孝 先生（現在は川崎医療福祉大
学）にご講演いただきました。竹井先生は医療被ばく・放射線防護研究の第一人者。日本放
射線技術学会学術調査研究班にて小児 CT の医療被曝の調査研究などに従事。DRL（診断
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参考レベル）策定班としてかかわる。浜松医科大学に長年勤務され、日本放射線技術学会中
部支部でもたくさんの功績を残されています。本研究会でもわかりやすく講演いただき、理
解を深めることができました。特別講演２は「胸 部 CT 検 査－ 撮影技術の再考と肺が
ん CT 検診の現状 －」と題して大阪物療大学 山口 功 先生にご講演いただきました。
山口先生は診療放射線技師を目指す学生に教員として教授する傍ら、NPO 法人肺がん CT
検診認定機構 認定技師部門運営委員，NPO 日本Ｘ線 CT 専門技師認定機構 委員などを
歴任されております。ご参加いただく皆様にはもう一度胸部 CT 技術の基本と活用法につ
いて学ぶ機会となり、私たち世話人一同も本講演を楽しみにしております。山口先生は診療
放射線技師を目指す学生に教員として教授する傍ら、NPO 法人肺がん CT 検診認定機構 
認定技師部門運営委員，NPO 日本Ｘ線 CT 専門技師認定機構 委員などを歴任されており
ます。ご参加いただく皆様にはもう一度胸部 CT 技術の基本と活用法について学ぶ機会と
なり、私たち世話人一同も本講演を楽しく拝聴することができました。 
 
 

当研究会は年に 2 回前期と後期に開催を予定しており、「前期は技術（テクニカル）」「後
期は臨床（クリニカル）」をコンセプトに開催しております症例検討では皆様に実際に読影
をして頂き、日常臨床に直結した知識を御紹介いたします。皆様のご参加を世話人一同お待
ちしております。 
 

代表世話人 水井 雅人（鈴鹿回生病院） 
 



第58回　南勢地区消化管撮影技術研究会 

報告　山本　憲一 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【研究会活動報告】 

 報告   山本 憲一 

第 58 回 南勢地区消化管撮影技術研究会 

 

日  時  2016 年 6 月 23 日 木曜日 18 時 30 分 

場  所  市立伊勢総合病院  2 階 会議室       

参加人数  15 名 

内  容   

＊ 基礎からはじめよう 

       注腸 X線検査 ２ 

 今回は注腸検査の教科書に沿った勉強の 2回目です。 

大腸の区分から大腸癌の形態・深達度・転移などステージ分類までの勉強をし、 

さらに部位別の深達度や大きさ・早期癌占拠部位等学習しました。その上で読

影手順・パターンによる読影を教科書の症例で勉強しました。 
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＊特別講演 

『放射線技師が不得意な感染の知識あれこれ』 

講師 市立伊勢総合病院 

感染管理 認定看護師 嶋恒 耕世 先生  

今回は看護師さんによる感染対策の講演をしていただきまし。 

放射線技師さんが知っているようであまり知らない感染の話を多方向からお話

していただきました。 

基礎的な感染予防策である本当に大事な”手指衛生”から“洗浄の必要性”

等、標準予防策をはじめ感染の基礎を細かくわかりやすくお教えいただきまし

た。現代の感染の問題や現状も記していただき大変良い勉強になりました。 
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何かご意見･要望がございましたらお教え下さい。 



第5回　三重CTカンファレンス 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活動報告書 
第 5回三重 CTカンファレンス 

 
日 時：平成 29年 3月 18日（土） 代表世話人 磯部好孝 

場 所：鈴鹿医療科学大学 3513講義室 

参加人数：78名 

内 容：冠動脈 CT撮影について 

 

情報提供 

『心臓 CTの変遷～64列から 320列へ～』 (14:00-14:30） 

東芝メディカルシステムズ 宮澤 大輔 

第一部 

β－ブロッカーの使用方法 済生会松阪総合病院 森田 英稔 

Philips 松阪市民病院 水谷 幸雄 

GE 松阪中央病院 大倉 雄斗 

シーメンス 鈴鹿回生病院 福田 剛史 

東芝 市立四日市病院 倉谷 洋佑 

第二部 

『当院における心臓 CT検査』 

三重大学附属病院 山﨑 暁夫 

 

今回は冠動脈 CTに関するカンファレンスです。

最初に冠動脈 CTを撮影している施設では必ず使用

しているβ－ブロッカーについて講演してもらいま

した。装置の性能で時間分解能にも違いはあるが、

HR65を境にβ－ブロッカーの使用を考えるべきだと

いうことの講演でした。 

 

第一部では Philips、GE、シーメンス、東芝を使用した各病院でのβーブロッカ

ーの使用方法、撮影法、構築画像について講演をしてもらった。 

アンケート結果では、 

• 様々な装置での撮影技術について学べた。 

• 各装置で特色に応じて工夫されて撮影されており勉強に
なった。 

と好評でした。 

 

第二部では三重大学附属病院の山﨑先生に三重大におけ

る心臓 CT検査について講演してもらった。Siemens社製の２

管球 CT SOMATOM Definition Flash を使用した冠動脈撮影に

ついてでした。 
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2管球を使用し 2つの軌道データを収集し統合することにより、高速撮影が可能と

なったことや被ばく低減が可能になったと画像を提示してもらいながら解説をして

もらい勉強になりました。 

今回のカンファレンスを通して撮影者は冠動脈の知識、β―ブロッカー、心電図の

知識、自施設の装置のスペックなど幅広い知識ですが、少しでも明日からの撮影の助

けになったのではと考えます。 

次回のテーマに関してはアンケート結果を基に世話人会で決めさせていただきま

す。 



第93回　北勢消化器画像研究会 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第 93 回 北勢消化器画像研究会 定例会報告 

 

日時 平成 29 年４月８日（土） 14:00～17:30 

場所 みたき総合病院 １階 多目的ホール  

参加人数 27 名 

テーマ:「上部消化管撮影のための基礎知識」 

 

情報提供  製品紹介                   日立製作所  

最新の X 線 TV 装置に搭載されている画像処理技術について説明していただいた。 

 

レクチャー「隆起性病変を見分けるポイント」 

講師 鈴鹿回生病院 丹羽健二 

 隆起性病変の定義を、「隆起のみで出来ている病変のすべてと、隆起と陥凹が併存する時

はＵＬⅡ以上の消化性潰瘍を伴わないもの。」とし、隆起性病変をみた場合には、その大き

さ、隆起起始部の形、隆起の輪郭、表面形態に着目し、X 線所見を読み取る。多くの場合、

大きさが２ｃｍよりも大きいものでは悪性病変である可能性が高く、有茎性のものでは良

性病変である可能性が高い。山田・福富らは、胃内腔に突出する病変をその起始部の形状に

より、４つに分類し、山田Ⅰ型を、隆起の起始部が滑らかで明確な境界線を形成していない

もの。山田Ⅱ型を、起始部に明確な境界線はあるが、くびれがないもの。山田Ⅲ型を、起始

部にくびれを持つが、茎がないもの。山田Ⅳ型を、明らかな茎を持つものと分類した。 

 隆起性病変をみた場合には、その大きさ、隆起基部の形、隆起の輪郭、表面形態に着目

して X 線所見を読み取る。一般に、大きさが２ｃｍよりも大きいものでは悪性病変である

可能性が高く、有茎性のものでは良性病変が多いとされる。また隆起の輪郭や表面模様が不

規則でいびつなものの方が、そうでないものと比べて悪性病変が多い。 
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レクチャー「変形胃（横胃・瀑状胃）の攻略法」  

講師 四日市羽津医療センター 杉田和久 

 正常な胃の形態は、鈎状胃・長胃・横胃に大別される。鈎状胃とは、椎骨の長軸と交わる

胃体部小弯側の辺縁線の角度が４５度未満で、胃

角部小弯の高さが骨盤線より上方にあるものをい

い。長胃とは、胃角部小弯の高さが骨盤線より下方

にあるもの。横胃は、椎骨の長軸と交わる胃体部小

弯側の辺縁線の角度が４５度以上のものをいう。

横長の形状で肥満型の体型に多い。X 線撮影の際に

接線領域が最も多く、穹窿部や前庭部が過度に後

屈した場合があり、接線領域が多い。体上部小弯か

ら前壁のあたりはバリウムが付着しづらい。当院で

の調査では全体の２０%を占める。 

 撮影は、前壁の場合、高さのある分厚い圧迫ふと

んを剣状突起より上に置いて胃の形を整える。後壁

の場合は、X 線束を頭尾方向に傾けたり、被検者を

前屈させたりすることで、観察可能エリアを広げる

ことができる。 

胃の形によって描出される範囲はそれぞれ異なる。横胃に近づくほど接線領域が多くなり、

盲点が生じやすくなる。変形胃（多くは横胃）の撮影には、鉤状胃の撮影に、簡単なひと工

夫を加えて撮影することが大切です。⑴呼吸の利用 ⑵管球を振る、もしくは上体を前屈さ

せる ⑶バリウムの重みを利用する。また、枕を利用した圧迫など。ひと工夫加えること、

または、これらを組み合わせて撮影をすることが重要と考えます 

 

教育講演「分化型早期癌を発育から考える画像診断」 

みたき総合病院 村田浩毅 

胃癌は、分化型と未分化型に大別され、それぞれのタイプで癌の発育進展様式が異な

る。今回は分化型早期がんについて解説する。 

胃粘膜は、ヘリコバクターピロリ菌の感染により炎症が引き起こされ、胃底腺粘膜は

徐々に破壊されて腸上皮化成粘膜へと変化していく。 

Ｆ線：腸上皮化生のない胃底腺粘膜領域を限界づける線。 

ｆ線：胃底腺粘膜が巣状に出現する領域を限界づける線。 

右の図で A は、腸上皮化生のない胃底腺粘膜領域。Ｂは、

腸上皮化生を伴う胃底腺粘膜領域。Ｃは、腸上皮化生を伴う

幽門腺(噴門腺)粘膜領域となる。 

 胃底腺と腸上皮化成粘膜では増殖帯の位置が異なり、胃底腺粘膜の増殖帯は腺頚部と呼
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ばれる全体の 1/3 ほどの高さの位置にあり、ここから未

分化型の胃癌が発生する。腸上皮化成粘膜では、腺底部

とよばれる最も下の位置に増殖帯があり、この場所から

分化型の胃癌が発生する。 

腺底部より発生した癌細胞は置換性・膨張性・圧排性

に増殖して基底膜に沿って発育進展する。底から発生し

た癌細胞はその数を増やしつつ上にむかう。 

胃がんの三角とは、がん発生の場、がん組織型、肉眼型の 3 つが作る関係であり、胃が

ん診断におけるフェイルセーフの役割を担う。 

分化型胃がんは腸上皮化成粘膜(場)に発生し、

隆起あるいは陥凹の肉眼型であり、未分化型胃

がんは、胃底腺粘膜領域に発生し陥凹の肉眼型

である。 

 分化型早期がんの特徴的所見は、F 領域外に

存在し、内面は平滑あるいは正常粘膜模様に類似。境界部は棘状の陥凹の突出とその外側

に対するように紡錘形の顆粒像が典型的な所見である。胃がんの三角や肉眼的特徴を理解

することが、透視観察における気づきや、撮影技術の向上につながると筆者は考える。 

 

症例検討           

 症例提示 四日市羽津医療センター 森部聡志 

 今回は隆起性病変における所見の拾い上げと鑑別ポイントについて検討を行った。 

 

 

Type0-IIc,tub2>por1,T1a(M),INFa,ly0,v0,PM(-)15mm,DM(-)115mm 

報告者 JCHO 四日市羽津医療センター 伊藤誠 



第12回　三重胸部CT技術研究会 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【活動報告】 

第 1２回三重胸部 CT 技術研究会 
 

日時：平成 28 年 5 月 20 日（土曜日）14 時～17 時１０分 
場所： 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス B 棟 3523 教室 
参加者：96 名 

 
プログラム 

 
 
 本研究会は胸部 CT 領域に特化した研究会で年に 2 回開催をしています。春は技術的・
冬は臨床的視点から研究会を企画しています。第１2 回三重胸部 CT 技術研究会では、症例
検討・レクチャー・特別講演の３講演がありました。 
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 症例検討 
症例検討は榊原温泉記念病院 草川 拓也 先生によって症例提示があり、「食道進行癌」

についてご講演いただきました。講演はクイズ形式で提示され、優勝者の表彰も行われまし
た。クイズは臨床例の読影だけでなく機器特性や物理などの技術的な側面についても検討
いたしました。 

今回のクイズの一部を紹介します。 
 
a.右主気管支は左主気管支と比べ、細く傾斜がないため、誤嚥しにくい× 
右主気管支は太く、短く、急傾斜のため、食物が落ち誤嚥性肺炎が起こりやすい 

b.肺の機能血管は気管支動脈である× 
機能血管：肺動脈・肺静脈栄養血管：気管支動脈 

c.食道は気管の前面にある× 
胸の上部では気管と背骨の間にあり、下部では心臓、大動脈と肺に囲まれています。 

d.横隔膜は主として腹式呼吸に働く○ 
e.気管は第 4‐5 胸椎の高さで左右の主気管支に分かれる○ 
 
 
CT の画質評価について、正しいものには○を、間違っているものには×を記入してくだ

さい 
a.ノイズ特性にはスライス厚は影響しない× 
影響する 
b.ノイズは CT 値の標準偏差で評価する○ 
c.ノイズ測定にはワイヤファントムを用いる× 
水ファントムを使用ワイヤファントム：MTF 

d.ノイズは線量の平方根に比例する× 
反比例する 

e.NPS は再構成フィルタ関数に影響される○ 
 

 
 レクチャー 

レクチャーは藤田保健衛生大学病院  廣川 哲也 先生にご講演いただきました。廣川 哲
也 先生には X 線 CT の物理評価 - よくある失敗とコツ -をご講演いただきました。日常
診療で物理特性まで意識して業務に取り組むことはまれかと思います。しかし、QA/QC に
は物理特性の理解が不可欠です。標準 X 線 CT 画像計測(オーム社出版)に同梱されている
Ｅｘｃｅｌシートを活用することでも手軽に取り組めると紹介いただきました。 

講演を下記に一部紹介いたします。 
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ノイズ特性 
 様々な因子に由来する統計的なゆらぎ 
  このノイズのために CT 値にばらつきが生じる。 
  ノイズは低コントラスト分解能に影響をもたらす 
 
低コントラスト分解能 
 低コントラストの物体を 
  どの程度の大きさまで識別できるか 
  (どこまで線減弱係数の小さいものまで区別して表示できるか？) 
  低コントラスト分解能はノイズ量に依存する 
 
ノイズの発生因子 

① X 線量子ノイズ （検出器が受けるＸ線量子の変動）  
管電圧(線質)・管電流・撮像時間・  
ピッチ・スライスコリメーション・・・etc 

  
② 画像再構成・画像処理  

再構成スライス厚・再構成法・  
フィルタ関数・画像処理・・・etc  

 
③ システムノイズ (個々の装置に依存)  

Ｘ線検出系の電気系ノイズ・Ｘ線検出効率 
●SD(標準偏差)  値が大きいほどノイズが多い 
 CT 値の平均値からのばらつきを表す 
 ⇒ノイズの量を示す。  
 ⇒周波数特性が変化する条件下での比較不可 
  
●NPS(ノイズパワースペクトル)  値が大きいほどノイズが多い 
  空間周波数に沿ったノイズ特性がわかる 
  SD と比較して、計算が複雑 
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 特別講演 
 特別講演はさいたま赤十字病院 放射線科部 寺澤 和晶 先生に、造影 CT 技術～“理論と
実際” 多角的に考えよう！～と題してご講演いただきました。先生は長年「造影理論」につ
いて研究され、著書や論文など多数あります。先生の造影理論は日常業務にも直結し、講演
はすぐに使える内容ばかりで大変有用であったと思います。 
 

当研究会は年に 2 回前期と後期に開催を予定しており、「前期は技術（テクニカル）」「後
期は臨床（クリニカル）」をコンセプトに開催しております症例検討では皆様に実際に読影
をして頂き、日常臨床に直結した知識を御紹介いたします。皆様のご参加を世話人一同お待
ちしております。 
 

代表世話人 水井 雅人（鈴鹿回生病院） 
 



第94回　北勢消化器画像研究会 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第 9４回 北勢消化器画像研究会 定例会報告 

 

日時 平成 29年６月 17日（土） 14：00～17：30 

場所 鈴鹿回生病院 健康増進棟 ３階 講義室 

テーマ 「最近の前壁撮影のポイント」 

参加人数 ２７名 

 

情報提供  製品紹介                  富士フィルム 

 最新の X線撮影装置についてご紹介いただいた。 

 

レクチャー 「覚えよう胃癌取扱い規約」 

講師 鈴鹿回生病院 松谷圭太 

 胃癌取り扱い規約とはスポーツでいう「ルールブック」にあたる。胃透視撮影、特に検

診に携わる者としては、最低限覚えなくてはならないものも少なくない。今回は重要な点

に絞り解説した。 

記載法の原則： 

臨床分類（clinical classification)と病理分類（pathological classification) 

    表記は各頭文字の cと pを用いる。 

① 大きさと数：病変の最大径とそれに直行する最大径・病変の数 

② 占拠部位：小弯・大湾それぞれ３等分しそ

れらを結んだ線により区分し、上から

U,M,Lとし、周方向は４等分し複数領域に

かかる場合は、広い部位を先に記載する。 

③ 肉眼型分類：０～５型に分類し、０型はさ

らに細分される。 

④ 組織型分類：良性上皮性腫瘍・悪性上皮性腫瘍（一般型・特殊型）・非上皮性腫瘍・．

リンパ腫・転移性腫瘍・腫瘍様病変・特殊な消化管ポリポーシスなどに大別され、そ

れぞれ細分されている 

⑤  壁深達度：T1を早期癌

T2～T4を進行癌と分類。 

T1は粘膜勤番を境に a,bと区

分され、ｂはさらに粘膜勤番か

ら 0.5ｍｍを境に 1,2で区分さ

れる。 
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教育講演「前壁撮影における圧迫枕の役割 ～作り方と使い方～ 」 

講師 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤 誠 

 胃の撮影において前壁撮影が苦手という人は少なくない。

前壁撮影のポイントとは、圧迫枕の選択と入れ方である。 

 枕の高さだけでいえば、胃が重なる椎体の数が少ないほ

ど、高齢者ほど、筋肉質ほど、体重が重いほど高くする必要

がある。また圧迫枕を入れるポイントは、上記の条件ほど 

穹窿部に近づけるほうが成功率はあがるのだが、基本は圧迫

枕の中心が噴門と幽門の中央地点にあるのが望ましいと筆者は考えている。 

 基本を押さえたとしても実際の撮影現場では、撮影困難になる例が少なからず存在する

のも事実であり、そのような場合に遭遇した時の対策について解説した。 

 以前までは、緩衝材を用いたいわゆる“空気枕”を紹介してきた。しかし撮影者にとっ

て非常に簡便かつ操作性・耐久性に優れた空気枕も、被検者にとっては“みぞおち”かか

る強烈な圧迫感というデメリットが存在する。そこで今回は、この圧迫感の少ないことで

定評のあるタイプの「圧迫用ふとん」を日本手ぬぐいと手芸用綿を用いて制作する実習も

おこなった。 

 

症例検討  

症例提示 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠 

 胃体部に発生した未分化型早期がんについて検討を行った。 

淡いバリウム斑の大弯側に存在する濃いバリウムの溜まり像とその大弯側に存在するはじ

き像の解釈により、会場内の深達度の意見が割れたが、早期がんという意見ではおおむね

一致していた。空気量の違う画像での比較が重要に思われた症例であった。 

 

Type0-IIc+III 20X25mm sig pT1a INFa ly0 v0 pPM0(10mm) pDM0(115mm) pN0 

報告者 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠 
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活動報告 

平成 29 年度第 1 回 津･榊原地区研究会 

報告者：草川 拓也 

日時 平成 29 年 7月 21日(金) 19時 00分 

 

場所 三重県立こころの医療センター 2階会議室 

 

参加人数 22 名 

 

第一部 

富士フィルムメディカルの最新 FPDと画像処理の紹介 

 

富士メディカルシステムズ株式会社より最新の機器紹介と画像処理について講

演いただきました。 

最新の画像処理技術として Virtual Grid・散乱線により低下した画像のコント

ラストを高めること、ダイナミック処理によって変換された 3次元情報から人体

の厚みの異なる部位や構造物を認識し、コントラストと濃度を調整することを学

びました。 

 

第二部 

症例検討 

講師 遠山病院 岡副先生 

今回の症例は消化管出血(十二指腸)について、CT、内視鏡画像を掲示して報告

していただきました。 
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第 95回 北勢消化器画像研究会 定例会報告 

 

日時 平成 29年 8月 5日（土） 14:00～ 

場所 四日市羽津医療センター 健康管理センター４階 多目的ホール 

テーマ 「診療放射線技師に求められているもの」 

参加人数 30 名 

 

情報提供  「検査動画保存の最新情報」              小沢医科器械 

 透視装置に接続し透視動画を録画記録する装置をご紹介いただいた。 

 

レクチャー 「胃がん治療ガイドラインと治療手技」 

講師 みたき総合病院 村田浩毅 

 胃がん治療ガイドラインは胃がん治療に携わる医師を対象に、胃癌の治療法についての

適正な適応を示すこと、胃癌治療における施設間差を少なくすること、治療の安全性と治

療成績の向上を図ること、無駄な治療を廃して人的・経済的負担を軽減すること、医療者

と患者の相互理解に役立てることを目的としている。 

 我々診療放射線技師が治療ガイドラインを理解する意味は、検診では、胃癌発見後のス

テージ毎の治療法を理解することで、より予後の良い時期での早期発見を促すことにつな

げ、精密検査においては、手術適応や手技を決定するために、ガイドラインを理解し適切

な撮影やレポートを作成につなげる。 

胃癌は、遠隔転移の有無、深達度、リンパ節転移、早期がんで粘膜筋板を超えるか、組

織型と大きさにより、治療方法が区別され推奨されている。進行度分類によっても、様々

な治療方法の適応が示されている。 

胃癌は早期発見により、低

侵襲な治療が可能である。治

療方法や適応を理解する こ

とで、検診の追加撮影や術前

検査において、診療に有用な

情報を撮ることができる。 

胃がん治療ガイドライン

は、日本胃癌学会のホームペ

ージで誰でも閲覧できるよう

になっているので、一読され

ることをお勧めします。 
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レクチャー 「陥凹性病変の見分け方のポイント」 

講師 四日市検診クリニック 村鳥直人 

 陥凹性病変とは、正常粘膜に対して凹んでいる状態の病変で、陥凹のみの病変すべて

と、隆起と陥凹が併存する場合は消化性潰瘍を伴うものを、陥凹性病変と定義する。 

 消化性潰瘍いわゆる胃潰瘍とは、粘膜筋板より深層に至る物質欠損であり、粘膜のみの

欠損はびらんと呼ぶ。村上らは、びらんをUL-Ⅰ、粘膜筋板を貫通したものをUL-Ⅱ、粘

膜下層を貫通したものをUL-Ⅲ、筋層を貫通したものUL-Ⅳと分類した。崎田らは、胃潰

瘍を内視鏡観察した形態から、活動期（A）、治癒過程期（H）瘢痕期（S）と分類した。 

胃癌は、その形態をボルマンが４つの型に分類したのが最初であり、現在は大きく６つ

の形態で肉眼型分類として区別されている。 

０型 表在型：癌が粘膜下層までにとどまる場合に多く見られる肉眼形態 

１型 腫瘤型：明らかに隆起した形態を示し、周囲粘膜との境界が明瞭なもの 

２型 潰瘍限局型：潰瘍を形成し、潰瘍をとりまく胃壁が肥厚し周囲粘膜との境界が比

較的明瞭な周堤を形成する 

３型 潰瘍浸潤型：潰瘍を形成し、潰瘍をとりまく胃壁が肥厚し周囲粘膜との境界が不

明瞭な周堤を形成する 

４型 びまん浸潤型：著明な潰瘍形成も周堤もなく胃壁の肥厚・硬化を特徴とし、病巣

と周囲粘膜との境界が不明瞭なもの 

５型 分類不能：上記０～４型のいずれにも分類し難いもの 

 ０型（表在型）は、その形態により細分類されている。早期がんの大半は IIｃと呼ばれ

る浅い陥凹の形態を示し、分化型・未分化型の違いにより異なる形態的特徴を示す。 

 

 所見の拾い上げにあたっては、陥凹の内面（面）と陥凹の境界部（境界）、ひだ集中

（ひだ）と分けて所見を拾い上げ、場・組織型・肉眼型の胃がんの三角を念頭において分

析を行うことで、より正確なレポートひいては、正確な診断に結び付くと考える。 

 

参考文献：胃がんＸ線検診 読影部門テキスト 
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特別企画 「しくじり先生 f（＾ε＾；）会長編」 

講師 四日市羽津医療センター 伊藤誠 

逐年検診において、進行癌で発見された症例の検討を行った。 

進行癌というと凹凸が派手で大きさもあり見つけやすいという印象をもっているのは、自

分だけではないと思います。進行がんを見落とすなんてことは・・と考えるベテランは少

なくないと思います。経験のあるベテランの技師でも、粗末な造影画像から胃癌の存在に

結び付く所見を拾い上げることは、容易ではないことは想像にたやすいと思います。 

 進行がんを供覧しつつ、早期がんであったかもしれない過去画像から、異常所見に気づ

くポイントについてベテランの先生方より意見を頂戴したが、会場の多くの人は、自分が

撮影中に気づける自信が持てなかった様子で、重苦しい空気でこのセッションを終えた。 

 

特別講演 「現場に必要な撮影・読影に次ぐ第 3の技術」 

座長 四日市検診クリニック 西川孝 先生 

講師 ＪＣＨＯ高岡ふしき病院 原田淳也 先生 

 今回は診療放射線技師と社会福祉士の資格を持つ原田淳也先生にソーシャルワーカーの

視線から接遇についてお話をいただいた。接遇研修というと、身なりや言葉遣い、態度や

表情。これってする側の事ばっかりで一方的なお話。検査や治療をされる側の思いはどう

でしょう？身なりや言葉遣いはとても重要なことですが、一方的にやっても上手くいくわ

けがありません。接遇とは、他者の立場に立って自分の言動を整える対応をすることそれ

は、相手を思いやる心構えです。医療の主体は被検者や患者さんであり、我々がすべきこ

とは、主体である方に対して高い知識と技術、安全を享受し、検査や診療を受ける方たち

の目的に寄与すること。つまり目的達成に向け被検者の援助を行うことです。 

 個別援助（ケースワーク）の原則は、①個別化②統制された情緒的関与③意図的な感情

の表出④受容⑤非審判的態度⑥利用者の自己決定⑦守秘義務である。 

個別化とは、「特定の１人の人間」を意識して接することが大切です。意図的な感情の

表出とは、被検者の感情表現は妨げたり非難せず、表現しやすくしてあげることです。そ

して相手の発するサインを聞き入れ、適度な反応を示しながら、検査を進めていくうえで

のパートナーであるという共通の認識ができるような信頼関係の構築に努める。価値基準

は必ず相手に合わせるようにする。高い技術と知識を惜しみなく被検者提供する姿勢によ

り生まれる信頼関係が、検査への安心感へとつながります。 

最後に、信頼を気づくポイントは、笑顔・あいさつ・聞き上手・相手を思いやる言葉づ

かい・感じの良い態度と身だしなみ・常にプロフェッショナルとしての自覚・職場の人間

関係を円滑に、このようなことに気を使ってみてください。 

 

報告者 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠 
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【研究会活動報告】 
平成 29年 第 37回 三重乳腺勉強会 

報告 三重県健康管理事業センター 四竃 明日香 
 
場 所 ：三重大学医学部附属病院 
日 時 ：平成 29年 9月 3日 
参加人数：37名 
内 容 ： 
受付後～ 各自でトモシンセシス読影 

 
講演１：『乳房超音波検査 ～検診、精査、その先へ～ 』 

 講師 名張市立病院 乳腺外科 中村 卓 先生 
 
講演２：『トモシンセシスを読影してみよう』 

 GEヘルスケアジャパン株式会社 
 シーメンスヘルスケア株式会社 
 富士フィルムメディカル株式会社 
 ホロジックジャパン株式会社 
 
平成 29 年 9 月 3 日、三重大学医学部附属病院にて第 37 回三重乳腺勉強会が開催されました。概要を
報告いたします。 
受付後より、各メーカーの提供によるモニターにて実際のトモシンセシス画像を見せていただきました。

まだまだ導入されている施設は少ないので、日ごろ携わっていない技師にとっては興味津々で大変貴重

な時間でした。講演２では各メーカーより、装置の特長を交えての製品紹介を行っていただき、今後自

施設への導入検討にも大変役立つような内容でした。 
講演１では、超音波専門医の認定資格をお持ちの名張市立病院の中村卓先生より、乳房超音波検査につ

いてのお話をしていただきました。最近話題の高濃度乳腺についてのお話や、DCIS・乳頭腺管癌・充実
腺管癌・粘液癌などの悪性疾患や、線維腺腫などの良性疾患の超音波画像の特徴について、わかりやす

く解説していただきました。また、カラードプラの使用方法についても大変わかりやすくお話していた

だき、明日からの検査に実践できるような内容ばかりで、とても有意義な時間でした。中村先生におか

れましては、緊急入院の患者さんがみえる中、お忙しいところ本当にありがとうございました。今回の

お話の続きをもっと聞きたい！！という要望がたくさんありましたので、また次の機会にぜひお願いし

たいと思います。 
たくさんの熱心なご参加本当にありがとうございました。 
次回の勉強会もお待ちしております。 
 



平成29年度　第2回　津・榊原地区研究会 

 33

活動報告 

平成 29 年度第 2 回 津･榊原地区研究会 

報告者：草川 拓也 

日時 平成 29 年 10 月 20 日(金) 19時 00分 

 

場所 七栗記念病院 

 

参加人数 19 名 

 

テーマ：低線量 CT 

情報提供 19:00～ 

キャノンメディカルシステムズ株式会社より低線量 CT の歴史について講演していた

だきました。 

第一部 19:45~ 

肺がん検診プロトコルの最適化の検討 

第 33 回日本診療放射線技師学術大会で発表した内容に加え、院内での検診導入への

過程について報告していただきました。 
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肺がん検診認定技師を取得した経緯や講習会で学んできた内容についても講演いた

だきました。 

 

第二部 20:30～ 

症例検討 

武内病院 横谷先生 

背部痛にて撮影した CT を報告して頂きました。 

今回初の試みとしてパソコンを 2台用意し、参加者にモニタ読影を行ってもらい、答

え合わせをしていく形で行いました。 

今後も参加者が多数の症例を学べる機会を増やしていければと思います。 
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第 96回 北勢消化器画像研究会 定例会報告 

日時 平成 29年 10月 21日（土） 14:00～ 

場所 みたき総合病院 １階 多目的ホール  

テーマ 読影補助のための撮影技術 

参加人数 27名 

 

 

情報提供  製品紹介            コニカミノルタヘルスケア  

 画像の時差分処理による読影支援について解説していただいた。 

 

レクチャー 「追加撮影の極意」  

JCHO四日市羽津医療センター 田中舜也 

 追加撮影法は、基準撮影法テキストの中で「X線所見をより明確に表す目的に行われる

撮影」と定義されている。言い方を変えると、「肉眼所見をより鮮鋭に描出する撮影法」

と言え、追加撮影により得られた像を追加撮影像としている。追加撮影は、撮影 s技師の

判断に委ねられている故に、技師の知識・技術・意識によりその質が大いに左右される。 

 透視中での気付く能力を高めるには、まず辺縁の異常像と異常像の成り立ちを覚えるこ

とで、その所見を作り出した病変の形状（隆起・陥凹）や場所を推測し、次なる追加撮影

の撮影の組み立てにつなげることができる。追加撮影は、時相・空気量・バリウム量（二

重造影第 2法）の異なる同一体位の画像を撮影するのがまず基本であり、側面像や圧迫像

が追加できれば、さらに診断能をあげることができ、すなわち「読影の補助」につながる

と考えます。いくつかの症例をもとに追加撮影に実例を解説した。 

 

レクチャー 「深達度を見極める」  

講師 鈴鹿回生病院 福田剛史 

 X線検査で異常所見に気づいたり、症例検討会などで読影するときに、病変の場所、隆

起 or陥凹と存在の読影のうちはいいのだが、良悪性や組織型・深達度という見立ての段

階になると目が泳いできて、頭が真っ白になる人は少なくないと思います。 

 本をみて何となく症例を形で覚えるのでは、すぐに限界が来てしまいますので、画像所

見と因果関係について特に粘膜下層以深への浸潤所見について説明します。 

 中村による sm癌の診断所見、馬場による胃癌 sm以下深部浸潤のＸ線所見を参考とす

ると、因果関係に基づく指標とは、胃壁肥厚や胃壁の進展不良あるいは壁硬化であり 

胃壁肥厚は、陥凹内の粘膜下腫瘍的な隆起・陥凹辺縁の隆起・粘膜ひだ先端の肥大・融合 

陥凹周囲の周堤形成である。胃壁の進展不良あるいは壁硬化とは、側面像における胃辺縁

の変形・壁辺縁の直線化や陥凹像の有無・集中する粘膜ひだの走行の変化やひだ間の狭小
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化・胃壁の伸展度の変化・陥凹内あるいは周囲の隆起、ひだ先端の軟らかさなどである。 

相関関係に基づく指標は、病変の局在部位・解剖学的な部位および背景粘膜・病変の組織型・ 

病変の肉眼型・病変の大きさ・潰瘍合併の有無・陥凹の構造・深さ・二段構造、辺縁に隆起

を伴うときにはその輪郭・陥凹面の性状・表面の微細な粘膜模様などである。 

 撮影は、読影（所見の拾い上げ）のポイントである・形・大きさ・たかさ・深さ・面の

性状・境界の性状・ひだの性状や硬さといった点に着目して読影(所見の拾い上げと分析)

をすすめることが肝心である。 

 

教育講演   「未分化型早期癌を発育から考える画像診断」  

鈴鹿回生病院 町田良典 

 

  胃癌の三角とは、癌発生の“場” “組織型” “肉眼型”の 3つの要素が作る関係を

指し、これら３つの要素は互いに密接な関係にあり、それぞれを頂点に三角形を形成して

いる。日常診療においては常に適している資料が得られているとは限らない。 

そこで判読できない場合や判読に迷う場合には、胃癌の三角の観点から病変を再検討する

ことによって判読の結果をある程度修正することができる。１つの検査によって得られた

良質の資料による診断を基準として、他の良質でない資料の所見を胃癌の三角を通して補

い、より確かな診断へ導くことができる。資料の所見から得られた診断と胃癌の三角から

みた診断との間に矛盾が生じた場合には病変をより抽出すべき所見に焦点を合わせて再検

査することができる。これらのことから、胃癌の三角は胃癌臨床診断のいわば安全装置の

役割を果たすと述べている。 

未分化型癌は胃固有腺（幽門腺・胃底腺・噴門腺）にある細胞分裂帯（腺頚部）から発

生する。未分化型癌は基底膜形成能に乏しく、細胞間接着因子の発現も障害されており、

基底膜を破壊し、腺管を形成することなく周囲粘膜の間質へびまん性に浸潤する。 

癌浸潤粘膜は脆弱化しており容易

にびらん化あるいは萎縮し、陥凹

辺縁では境界明瞭な荒々しい断崖

状の境界所見(明瞭な境界・蚕食

像）を呈する。また、浸潤粘膜で

は残存する正常腺管により再生上

皮結節が多数形成され、陥凹面に

大小不同の顆粒が散在して認めら

れる。粘膜ヒダが集中する場合

は、ヒダ先端の陥凹境界での中断

や、急なやせが認められる。 
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症例検討  

症例提示 四日市羽津医療センター 伊藤誠 

 断崖状の陥凹を形成せず、粘膜固有層内に広がる印環細胞癌を経験した。 

切除標本では、粘膜面が褪色調を呈していたが、内視鏡による観察像では、認識困難であ

った。また、X線画像においても範囲の指摘が困難であったが、前壁側に見られた谷間の

詰まったひだ集中は、良性潰瘍によるひだ集中とは明らかに特徴が異なるものであること

から、この様なひだの存在は、癌細胞の存在を示唆するものと考えられた。 

  

  

 

報告者 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠 
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第 97回 北勢消化器画像研究会 定例会報告 

 

日時 平成 29年 12月 9日（土） 14:00～ 

場所 鈴鹿回生病院 健康増進棟 ３階 講義室 

テーマ 「胆道結石の診療」 

参加人数 29名 

 

情報提供  製品紹介                   バイエル薬品 

 自社製品と造影剤安全情報について説明をいただいた。 

 

基礎講義 「胆道と胆道結石の基礎知識」 

講師 みたき総合病院  森本恵里佳 先生 

胆道とは、肝内の毛細血管から十二指腸乳頭までの胆汁排泄経路のことである。 

胆管の長さは約 10～15cmで太さは 0.5～1cm、

胆嚢管が合流する部位の肝臓側が総肝管、下部が総

胆管です。 

肝臓からでた胆管は十二指腸乳頭部へ開口します。 

肝内胆管は肝臓内の二次分岐以降とし、それまでが

肝門部胆管です。 

肝臓では一日に約 600～800mLの黄褐色（おうかっしょく）の胆汁が生成され、 

毛細血管に分泌さる。胆汁分泌は食事の影響により日中の分泌量がやや多くなる。 

小腸における脂肪の消化、吸収を行い、不要となったビリルビンやコレステロール、薬

物などを排出している。消化酵素であるリパーゼの働きを助けるのですが、胆汁自体に消

化酵素はありません。 

国内の胆石保有者は約 1000万人ともいわれ、増加傾向にあると考えられています。し

かし、ここ 15年ほど詳細な疫学調査が行われていないため、あくまで推測の範囲です。 

主なリスクファクターとして有名なのが、年齢、肥満、白人、女性、経産婦、それぞれ

の英語の頭文字をとった５Fといわれる危険因子たちです。 

胆石はその構成成分により★コレステロール結石と色素結石に分けられ、生成機序や好

発部位が異なります。コレステロール結石はコレステロールとビリルビンで生成される混

成石が最も多く、色素結石はビリルビンと Caからなるビリルビンカルシウム石と黒色石

がそれぞれ 20％で発生します。 

胆石発生の部位別にみますと、1位は圧倒的に胆嚢結石、次は総胆管結石でビリルビンカ

ルシウム石が多く、約 65％で胆嚢結石を合併します。3位は肝内胆管結石。総胆管結石

と同じくビリルビンカルシウム結石が多い。 
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超音波 「超音波による胆道結石診断（検診カテゴリー分類を含む）」 

講師 県立総合医療センター 安本浩二 先生 

 

胆嚢の超音波像ポイントは、胆嚢壁は周囲との音響インピーダンスの差が大きいので白

く描出されます。胆嚢の内腔は液体で満たされていて反射体が存在しないのでエコー信号

がない。そのため黒く描出されます。 

胆嚢の超音波検査では、胆嚢頚部は深部による描出不良、胆嚢腹側は多重反射やサイド

ローブの影響、胆嚢底部は消化管ガスや多重反射などのアーチファクトの影響を受けるた

め、それぞれに対応する技術が必要です。 

胆嚢結石の超音波分類 

超音波分類では大きさから大結石と小結石に大別される。

大結石は、胆石径が 10mm以上の結石、エコーパターンに

基づき 3つのタイプに分類、さらに細別胆石の全体像を描

出し、最も強い音響陰影が得られた断層面にて判定する。 

 小結石は、胆石径が１０ｍｍ未満の結石、通常胆石数が多

い個々の胆石像から判定せず存在様式を中心に判定する。 

胆石の有症状とは 

① 胆石疝痛（上腹部痛から右季肋部痛・右肩、背部痛（放散痛）・食事中・後に発作的に

襲う・発作が治まればケロリ） 

②発熱（胆嚢や胆管に炎症を起こした時） 

③黄疸（石自体、あるいは炎症によるむくみのため胆汁の流れが悪くなったとき） 

④その他（吐き気、嘔吐、胃痛、胸痛、下痢、便秘など） 

胆嚢偽胆石とは、抗菌薬セフトリアキソン（CTRX）投与後２～２２日以内に形成され

る。投与中止後２日～５ヶ月以内に消失する。稀ではあるが、総胆管への嵌頓、急性壊死

性胆嚢炎、急性膵炎などがある。臨床症状が出てからと出る前での胆石の消失時間が異な

る。以上より CTRX使用時には超音波で観察が必要。 

まとめ 

・胆嚢は黒くて白い壁のある構造で描出される。 

・基本的には胆道結石は白くて後方エコーが消失。 

・体位変換での可動性の確認。 

・小さな嚢胞が小さな結石のように見えることもある。 

・ガスと結石を見間違えることがある。 

・肝外胆管はできるだけ遠位部まで観察が必要。 

・結石に隠れたがんも忘れずに。 

超音波検査は、とりあえずの検査であることが多いですが、胆道結石については詳細検

査になりうる数少ない領域の検査です。 
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CT 「CTにおける胆道結石診断」 

講師 鈴鹿回生病院  溝口裕司 先生 

 

 肝内結石、総胆管結石はビリルビンカルシウム石が９０％以上の割合を占める。胆嚢結石

は、総コレステロール石（６０～７０％）ビリルビンカルシウム石（１０～２０％）黒色石

（２０～３０％）のような割合となる。 

 CT から見たコレステロール石は、CT 値が 50HU 未満であり、一般的に描出困難であ

る。色素胆石である黒色石やビリルビンカルシウム石は、CT値が 50～150HUで高吸収

であるため、CTで描出される。稀な胆石とされる炭酸カルシウム石、脂肪酸カルシウム石、

他の混成石は、CT 値は中等度である。周囲の組織とのコントラスト（CT 値の差少ない）

が弱いため、X線 CTの胆石に対する組織分解能は決して良いとは言えない。 

 総胆管結石は、左右肝管合流部より下流の胆管内に存在する結石であり、胆管内に生じた

ものと胆嚢結石が総胆管に落下したもとがある。疼痛などの有症状のものが多く、Vater乳

頭や下部胆管に嵌頓したものは黄疸や閉塞性化膿性胆管炎の原因となる。ＣＴでは石灰化

を有するものは高吸収に描出され、閉塞がある場合には上流の胆管、胆嚢の拡張が認められ

る。造影 CTでは周囲の CT値が上昇するため胆石検出率が低下するため当院では単純 CT

を必須としている。 

 

 

MRI  「MRIにおける胆道結石診断」 

 講師 JCHO四日市羽津医療センター 森部聡志 先生 

 

 超音波検査は高周波の音波を被写体に発信し被写体から帰ってきた音波を画像化してい

ます。CTは X線が被写体を通った X線の強度差を利用して画像化しています。 

MRIは、磁力を用いて体内の水素の状態を画像化しています。人体の 70％は水で出来て

おり、水分子の分布をみている検査ともいえます。 

MR胆膵管撮影（MR cholangiopancreatography：MRCP） 

ＭＲＩ検査の一種で、造影剤などを用いることなくただスキャンするだけで胆管像を見

ることができます。ゆっくりと流れる胆汁の動きを観察し、胆管像として映し出します。

内視鏡的逆行性胆膵管造影法（ERCP）に比べると、画像の鮮明さにおいては劣ります

が、何より患者さんの身体に負担が少ない検査であることがメリットです。 

一方、肥満や腹水がたまっていると画質の劣化につながることがある。また、体内に金属

が埋めこまれている患者さんは検査が行えないなどのデメリットがあります。 

MRCP画像では、胆のうの形状、胆のう壁の様子や総胆管、膵管の様子胆石、総胆管結

石、膵石の大きさ、数などをより立体的に把握することができ、総胆管結石の検出感度は

８５～９２％と優秀な成績を誇り、当院の術前診断において重要な役割を担っています。 
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内視鏡  「内視鏡的胆道結石治療の実際」 

講師 JCHO四日市羽津医療センター 内視鏡室 樋口千津 先生 

 

内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP ：endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography)は、内視鏡を口から入れて食道・胃を通り、十二指腸まで

進め、胆管や膵管に直接細いチューブを介して造影剤を注入して透視観察や撮影すること

で、胆嚢や胆管及び膵管の異常を詳しく調べる検査です。ERCPは 1970年に開発され

て以来、胆管に関する診断と治療に大きな貢献をしてきた標準的な検査法。エコーや

CT・MRIなどでも、胆管に関する情報を得ることができるが、直接的に検査ができ、必

要により病変部分から組織を採取し、組織検査をすることができるため、ERCPがこの領

域の最終的な精密検査法として位置付けられています。 

 当院で ERCP（治療を含む）はここ数年、年間８０件以上行われておりますが、造影の

み行われている ERCPは全体の２割にも満たない状況で、ERCPは造影検査や精密検査

というより治療のための造影検査という位置づけになっています。 

 当日は、ERCPの手技・手順と治療デバイスとその使い方について解説があった。 

 

集約報告者 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠 
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活動報告 

平成 29 年度第 3 回 津･榊原地区研究会 

報告者：草川 拓也 

日時 平成 30 年 2月 16日(金) 19時 00分 

 

場所 七栗記念病院 

 

参加人数 19 名 

 

テーマ:MRI 

 

第一部 

キャノンメディカルシステムズ株式会社より MRI 最新トピックスの紹介をしていた

だきました。 

 

第二部 

MRI 検査を安全に行うために―当院の取り組み―について七栗記念病院・石田先生に

講演していただきました。今回 MRI導入にあたって、導入までの過程や院内で行ってい

る安全管理研修のアンケート集計結果などを報告いただきました。他施設での医療安全

の取り組みについて学ぶことができました。 

 

第三部 

 MRI 室見学 

立入制限区域を設け、安全管理に努めているのが見学や講演を通し、理解できまし

た。研究会の参加施設の中には病院移転の話がある施設もあり、参考になったという

意見もありました。 

 

次年度の予定 

例年通り年 3回を予定しています。 

第 1回:H30 年 6月 22日(金) 19時 00～ 

第 2回:H30 年 10月 19 日(金)  19 時 00～ 

第 3回:H31 年 2月 15日(金)  19時 00～ 

プログラムにつきましてはメーカー、講師の先生の都合により変更の可能性あり。 



第98回　北勢消化器画像研究会 
報告者 JCHO四日市羽津医療センター　伊藤様 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第 98 回 北勢消化器画像研究会 定例会報告 

 

日時 平成 30 年 2 月 17 日（土） 14:00～17:30 

場所 四日市羽津医療センター 健康管理センター４階 多目的ホール 

テーマ 「胃透視検査の神髄」 

参加人数 ５１名 

 

情報提供                      トーレック株式会社 中沢 洋 

最新の放射線量計について解説していただいた。 

 

レクチャー「切除胃について」 

講師 四日市羽津医療センター 青木彰 

 今日行われている胃の外科的治療

は、胃の遠位 2/3 を切除する幽門側

切除術、胃の近位 1/3 噴門側切除

術・胃の全体を摘出する胃全摘出術

があり、ほかに胃体部切除術・胃局

所切除術などがある。 

 幽門側切除術における再建法は、

残胃の断端と十二指腸の断端を吻合

する Billroth Ⅰ法・残胃の断端と小

腸を吻合し十二指腸の断端は縫合す

る Billroth Ⅱ法・十二指腸断端から距離をおいて小腸を切断し、残胃と空腸を吻合して十

二指腸断端は縫合し空腸側断端を胃・空腸吻合部から距離を話して空腸に吻合する Roux-

en-Y 法などがある。これら再建法の違いにより術前に比べて消化管の構造や食物と消化

液の流れ方が変化することにより切除胃障害が発生する。 

 切除胃障害には、ダンピング症候群・逆流性食道炎・胃切除後貧血・胃切除後胆石・骨

代謝障害（骨粗鬆症）などがある。 

 切除胃に発生する胃がんを残胃癌といい、残胃癌全体の５０％弱が縫合部と吻合部に集

中し、Billroth Ⅱ法は 7 割以上も発生しているとの報告がある。
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残胃撮影法に関し明確な指針は存在しないため、当院で行っている撮影を紹介する。 

 

撮影は立位でバリウムを口に含んでもらったまま透視台を寝かせていき４５°程度まで

で傾斜したところで飲み込んでもらい小腸への流出を抑えながら行っている。縫合部や吻

合部は、凸凹しているのでバリウムを付着させにくい上、病変を認識しづらい。吻合部は

十二指腸と重なりやすく小弯側縫合部を中心に胃壁が鋭角に折れ曲がっているので、撮影

体位変換やバリウムの流し方・空気量に注意し、丁寧な観察と撮影を心がけています。 

 

教育講演 「精密検査の組み立て方」 

講師 四日市羽津医療センター 伊藤誠 

 胃透視検査を学ぶ場合、基準撮影法やガイドラインなどの撮影法をまず習得するのが今

日では一般的である。しかし精密検査において求められる情報をこれらの撮影法だけで得

ることは困難な場合も少なくない。また被検者も職場あるいは住民検診において基準撮影

法などの撮影法に慣れている方が少なからずみえるので、事前の検査説明が重要となる。 

 診断は、存在診断・質的診断・量的診断と

あり、精密検査はそれらすべてを行いながら

検査を進めていく。 

 撮影法においては、バリウムだけを少量用

いる粘膜法から、少量のバリウムと空気によ

る二重造影法からだんだん造影剤量を変化さ
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せて、圧迫法や充盈法まで用いて情報（所見）を写しとって（拾い上げて）いく。 

 一概には言えないが、前庭部から穹窿部に向かうにしたがって多くの造影剤（バリウ

ム・空気）を必要とする傾向があり、病変の大きさが

大きくなるほど、浸潤しているほど多くの造影剤が必

要になるケースが増えるように思う。 

 空気量の変化によって、胃と同じように伸び縮みす

るものを「柔らかい」、伸び縮みしないものを「硬い」

と評価するためには、造影剤量（特に空気）の違う同

じ体位（病変の正面）の画像が必要となる。 

進行がん 

 バリウムを付着させるための動作には、

ローリング法・ピッチング法・シェーキン

グ法とあり、ローリング法では、前後壁と

もにバリウムが付着してしまい、余計な情

報まで画像に入るので、シェーキング法と

ピッチング法を主に用いるため、必然的に

撮影室被験者の傍で撮影を行っている。 

 バリウムは、小さい病変は濃度優先、高位の病変は体積優先で濃度と量を決めており、 

一概に数値で決めた塗度や量で使っておらず、必要な時に最低限必要なだけ用いている。

被験者には高齢者が少なくないため、安全を考慮しできる限り少ないバリウム量で検査を

終えたいと常々考えている。 

 実際の症例では、１ｇの発泡剤追加で空気過多になってしまい正面像の撮影が困難にな

った早期がんや、いろいろな形状の４型進行がんを用いて量的診断について述べた。 

 

特別講演 「圧迫法に拘る 基準撮影で使える究極技」 

ブラザー記念病院 石黒徹也先生 

 基準撮影では原則、鎮痙剤を使わず、圧迫も最後で行うため十二指腸が重なることが多

い。また、近年日本人の体形の大型化により胃型が圧迫撮影や前壁撮影の難易度をあげて

いる。そして培った技術を応用することで腸管との重なりを解除したり、持ち上がった胃

型をある程度補整することは可能である。今回は、いわゆる圧迫撮影だけにとどまらず、

上部消化管撮影における圧迫撮影技術について解説をしていただいた。 

 検査を行うにあたり、検査における撮影者と被検者の関係について、円滑な検査を行う

のも、適当な検査を行うのも全ては被検者。 我々技師が行うのは、高い知識と確かな技

術をもって安全を担保しつつ、受信者の目的に寄与する。 即ち検診と言う目的達成のた

めに被検者に対し最大限の援助をすること。主体はあくまで受診者であり、我々は“検査

を円滑に進めるため”『信頼関係らしきもの』を演出して、受診者に安心して検査を受け
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ていただけるよう努力することこそが重要とし、被験者の状況別に説明されていた。 

 良い画質を得るために必要なこととして、装置(ソフトウェア)の工夫、装置(ハードウェ

ア)の工夫、撮影方法の工夫（背臥位二重造影での圧迫・腹臥位撮影と圧迫）と分類して説

明がなされた。 

 ハードウエアの工夫としては、撮影技法（二

重造影法・圧迫法）に合わせて LUT カーブの

工夫し、活用する方法について説明が行われ

た。ほかにフォトタイマタップの濃度変更幅の

調整、X 線条件の見直しを行い大小の焦点を有効利用できるように装置を設定されている

そうです。 

 圧迫において、装置が被検者に触れる部分である圧迫筒の先

端の形状は、圧迫効果そのものを左右する重要な部分であり、

その形状を削り込んで工夫することにより、良好な圧迫効果に

よる良好な圧迫画像が得られると画像を示しつつ説明していた

だいた。 

 前壁撮影用の枕については現在、基準撮影の中でも取り決めが

なされていない。そのため諸兄がそれぞれの理論の下に枕を考

案、挿入方法を検討している。今回紹介した空気枕はタオルや綿

を用いた枕より潰れにくく均等に圧力がかかるため、スクリーニ

ング検査においては効果的と考える一方、必ずしも万能ではない

ため、病変部位や撮影方法に合った枕をいろいろ揃えて適材適所

で用いるべきであろう。その他、被験者の体型や胃型によって

は、枕は一個に限らず数個を挿入する方法も検討をしていただき

たいと述べられた。 

また注腸などの下部消化管撮影においても圧迫法はハウストラを延すなどの効果は胃以上

に有効に活用出来るので是非とも実践していただきたい。 

 

 石黒徹也先生の講義を拝聴して、消化管撮影ほど診療放射線技師に撮影に関する多くの

権限が託されている検査はほかに例が少ない。紹介していただいた工夫のそれぞれはわず

かな変化かもしれないが、いくつもの工夫や培われた技術が組み合わさることによって、

良好な画像が得られることを今回改めて学ばせていただきました。会場で聴講された皆様

と共に、工夫の積み重ねや活用方法の追求を今後とも続けていきたいと筆者も考えており

ます。 

 

報告者 JCHO 四日市羽津医療センター 伊藤誠 
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【研究会活動報告】 

第 38回三重乳腺勉強会 

報告 伊勢赤十字病院 林 奈緒子 

 

場 所 ：松阪中央総合病院 多目的ホール 

日 時 ：平成 30年 2月 18日 13:00～ 

参加人数：32名 

内 容   マンモトーム症例提示 

 

平成 29年度会計報告 

 

マンモトーム紹介・症例解説 桑名東医療センター 

伊勢赤十字病院 

三重大学医学部附属病院 

市立四日市病院 

 

メーカー講演：『Raysafe X2（半導体検出器を使用した X線測定器）について』 

トーレック株式会社 吉村 信之 様 

 

 

平成 30年 2月 18日、松阪中央総合病院にて、第 38回三重乳腺勉強会が開催されました。概要を報

告いたします。 

今回は、ステレオガイド下マンモトームについて上記 4施設にご

紹介いただきました。撮影装置により患者さんのポジションや技師

の手技は異なりますが、各施設で使用されている装置でのマンモト

ームの流れを説明していただき、合わせて実際の症例を提示しなが

ら解説が進行されました。それに先立ち、解説で使用されるマンモ

グラフィを会場に提示し、参加者にはあらかじめ読影を行っていた

だきました。装置ごとのメリット、デメリットがわかり、各施設と

も手技においてデメリットを補うような工夫が行われているようで

した。 

メーカー講演では、半導体検出器を使用した測定器の解説が行わ

れました。マンモ装置においては、1回の照射で線量、線量率、管

電圧、HVL、照射時間などが測定可能であること、また何よりも操作

インターフェイスの簡便さ、測定器の軽量さは、日常業務の合間に

効率よく測定が可能となる印象を受けました。マンモ以外でも一般

撮影・透視、CTとサーベイといったフルモダリティに対応可能です。

逆にマンモ用センサーのみの低価格プランもあるとのことでした。 

 

マンモトーム紹介では、わかりやすいスライドや貴重な症例を提

供していただきました 4施設のみなさま、ありがとうございました。

会場を提供してくださいました松阪中央総合病院のみなさま、ありがとうございました。 

次回、第 39回三重乳腺勉強会は平成 30年 8月 26日、鈴鹿中央総合病院での開催を予定しておりま

す。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 



第6回　三重CTカンファレンス 
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活動報告書 

第 6回三重 CTカンファレンス 

日 時：平成 30年 3月 17日（土） 代表世話人 磯部好孝 

場 所：鈴鹿医療科学大学 3513講義室 

参加人数：43名 

内 容 

情報提供 

『造影剤のリスクマネジメント』 第一三共株式会社 (13:40-14:00） 

第一部 メーカー発表(20分) + ユーザー発表（10分） 

AZE いなべ総合病院 山﨑達典 

アドバンテージワークステーション 市立四日市病院 倉谷洋佑 

VINCENT富士フィルムメディカル いなべ総合病院 山﨑圭三 

ZIO 三重県立総合医療センター 恒川和弘 

デモ機のワークステーション見学（15分） 

第二部  特別講演 （45分） 

『低管電圧 CT撮影の臨床使用経験について～造影剤量は？被ばく線量は？』 

独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 

医療技術部 診療放射線部門 寺川彰一先生 

 

今回、ワークステーションがテーマでした。AZE、VINCENT 富士フィルムメディカ

ル、ZIOの 3社にデモ機を用意してもらい実際に操作することができた。 

第一部ではアドバンテージワークステーションを加えた 4社によるメーカー発表とユ

ーザー発表をおこなった。 

三重北医療センター いなべ総合病院 山﨑達典先

生に AZEワークステーション、VirtualPlace雷神使用

経験について発表してもらった。内容は心臓、心機能

解析頭部 CTAの方法、ノイズ低減ソフト iNoir（アイノ

アール）の紹介をしてもらった。iNoirは、AZE独自の

アルゴリズムにより、CTの DICOM画像からノイズ成分

を抽出し、元画像からノイズ低減処理を行うことで読

影、解析を補助するソフトウェアです。強度 40と強度 100の画像を示し強度 100に

なると原画像よりノイズが、かなり減った画像にはなったが滑らかすぎて違和感のあ

る画像と感じた。まとめは病院ごとにワークステーション使用に関するマニュアルが

必要である。また、メーカー側には直感的に画像処理ができる仕様となるワークステ

ーションを求めたいとユーザーとしてメーカーに提案もしていた。 
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AW(アドバンテージワークステーション)は、市

立四日市病院の倉谷先生に発表してもらった。AW

は GEhealthcare社の提供する 3D画像ワークステ

ーションで GE 社製の CT のみに接続されている。

GE 社製 750HD での Dual Energy で撮影した

MonochromaticEnergy Review 、 Material 

Decomposition Review MD 分析、実効原子番号解

析データの処理にも使用している。AWワークステーションの優れている点として、ダ

ブルオブリークである MPRが作りやすいや末梢血管で境界の認識もよく血管を追加し

ていく機能が優秀でオートで作成した VR 画像の色調が見やすいことをあげていた。

最新の AW は非剛体位置合わせが導入され、サブトラクションがより使いやすくなり

マルチフェーズの比較・フュージョンも処理の時間短縮になり技師の負担軽減になる

ことを説明していた。表示メニューも今は英語だが日本語化されて使いやすいことを

挙げていました。 

VINCENT 富士フィルムメディカルは世話人でも

ある三重北医療センターいな総合病院 山﨑圭三

先生に発表してもらった。VINCENT での脈と心機能

解析、肺切除解析のプロセスについて話してもらっ

た。Ver.3から Ver.5に変更することで技師の解析

時間の短縮ができる。Ver.3では 2分弱かかってい

た自動実行も Ver.5 では 30 秒弱に大幅に短縮でき

る説明があった。Ver.5に変更することで VRの保管

処理が変更、マクロ機能を搭載、大動脈、頸動脈、

腎蔵、心臓 4腔、大腰筋などの画像認識技術の向上、

画像フィルターの追加を上げていた。低管電圧の画

像に対して画像認識が適用もされているらしく、技

師の負担低減につながると説明していた。 

ZIO の発表は三重県立総合医療センター恒川先生

にしてもらった。冠動脈、心機能解析の流れ、処理

の説明をしてもらった。ZIOの利点として処理の複雑

化、使用頻度の個人差、完成度の個人差 ZIO は作業

のマクロ（自動処理）化が可能で普段あまり ZIO を

さわらない人でも普段使っている人と同じような画

像を作成できると説明していた。膝前十字靭帯再建

の術前の CT画像を使用し解析の様子を説明していた。 
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特別講演は『低管電圧 CT撮影の臨床使用経験に

ついて～造影剤量は？被ばく線量は？』をテーマに

独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合

医療センター 医療技術部 診療放射線部門 寺

川彰一先生に講演していただいた。SIEMENS 社製

SOMATOM Forceを使用した臨床使用経験についてだ

った。Dual Energy CTについての説明があり、Low kV 

tube voltage CTについて装置の基本特性から臨床の使用経験についての講演でした。

臨床では腎機能の悪い患者には造影剤減量を積極的におこなっており、15ｍｌの造影

剤で CTAが撮影できる技術なども紹介していた。発表後の質問では会場から今までの

造影剤理論の考え方と違い低管電圧を使用し少量の造影剤での新たな造影剤の注入

方法の考え方が必要なのではといった質問があった。寺川先生も造影剤減量は装置の

性能や造影剤減量の特性の理解、経験が必要で CT をローテションでまわしていると

無理なところがあり、CT担当者は固定にしてもらっていると説明があった。 

今回ワークステーションをテーマに三重カンファレンスをおこなった。普段使用し

ているワークステーションと違い他社のワークステーションでどのように解析して

いるかを学ぶことができた、どのワークステーションでも最新のワークステーション

は技師の負担を軽減できるものであった。 

特別講演の造影剤を低減できる講演はどの施設でもできるわけではないが臨床画

像を通して低管電圧の使用に関して知見を深めることができた。 
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平成 29年度 庶務活動報告 

 
 

担当業務理事 村上 謙二（担当理事数 ３） 

担当理事人数  ３人 
会議の開催状況（メール審議は除く） 

回 
開催日時 
内  容 

開催場所 出席者数 報告事項等 

１ 
H29.5.27 
定期総会 

三重大学医学部 
臨床講義棟 第２講義室 

３２８人 
出席     64人 
委任状  264人 

・平成 28年度事業経過報告  
・平成 29年度事業計画報告 他 

２ 
H29.6.15 
理事会 

三重大学医学部附属病院 
外来棟 4階 会議室Ｂ 

１４人 

・第 4回三重県診療放射線技師学術
大会について 
・JART定時総会の報告について 
・公益法人の監査について  他           

３ 
H29.10.2 
理事会 

三重大学医学部附属病院 
外来棟 4階 会議室Ｂ 

１９人 
・女性部会会則について 
・全国会長会議の報告について 
・第 10回ＣＣＲＴについて  他 

４ 
H30.1.20 
理事会 

三重大学医学部 
臨床講義棟 第３講義室 

１９人 

・役員選挙の日程等について 
・JART理事会の報告について 
・講師料等の支払規程及び旅費規程 
の改正について       他 

５ 
H30.2.14 
理事会 

三重大学医学部附属病院 
外来棟 4階 会議室Ｂ 

１９人 
・役員選書の日程等について 
・放射線技術フォーラムについて 
・女性部会開催について   他 

６ 
H30.4.9 
業務理事会 

三重大学医学部附属病院 
外来棟 4階 会議室Ｂ 

 ９人 ・第 68回定期総会について 

７ 
H30.4.16 
理事会 

三重大学医学部附属病院 
外来棟 4階 会議室Ｂ 

１８人 
・第 68回定期総会について 
・選挙管理委員会結果報告について 
・女性部会の報告について  他 

実施事項 
・三重県技師会創立 65周年記念式典を開催しました。(H29.5,27) 
・総会、業務理事会、理事会の資料及び議事録を作成しました。 
・叙勲Ⅰ類推薦調書を作成し、三重県健康福祉部へ提出しました。（春・秋 2回） 
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平成28年度活動報告（学術・教育） 

担当業務理事　山田　剛（担当理事数6） 

担当理事数 6
会議の開催状況（メール審議は除
く）

開催日 項目 開催場所 内容 出席者数

2017/5/27 三重県診療放射線
技師会学術講演会

三重大学医学部
臨床第2講義室

特別講演1　 
「心房細動アブレーションにおける3-D
マッピングシステムの進化と各種モダリ
ティとの連携」  
桑名東医療センター　 
循環器内科　医長　千賀　通晴先生 
特別講演2　 
「包括的心臓CT検査の実際と有用性」 
三重大学医学部附属病院　 
中央放射線部　副部長　 
北川　覚也　先生

94

2017/11/25 第12回 
骨・関節単純X線撮
影を熱く語る集い

鈴鹿医療科学大
学 千代崎キャ
ンパス

講演1  
「肩複合体を読み撮る　ー前後方向撮影
法の選択ー」 
とうかい整形外科 かわげ　 
難波　一能 
講演2  
「股関節を読み撮る　ーTHA術前後編
ー」「膝関節を読み撮る　ーTKA術前後
編ー」奈良県立医科大学附属病院　 
中央放射線部　安藤　英次　先生

47

2018/1/20 若葉セッション 三重大学医学部
臨床第2講義室

テーマ「胸部領域の基礎知識」 
RI：伊勢赤十字病院　竹村　実紀 
CT：鈴鹿中央総合病院　出口　二久 
ANGIO：三重大学医学部附属病院　 
西村　拓真

83

2018/1/20 学術講演会 三重大学医学部
臨床第2講義室

特別講演1　 
「胸部領域の画像診断とIVRについて」
三重大学医学部附属病院　 
放射線診断科　児玉　大志　先生　 
特別講演2　「肺塞栓症の診断から治療
まで」 
桑名東医療センター　循環器内科　 
副院長　山田　典一　先生

83
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2018/3/3 診療放射線技術フ
ォーラム

三重大学医学部
臨床第2講義室

教育セミナー　「脳腫瘍の画像診断」
「RI/PETから診る脳腫瘍」　 
済生会松阪総合病院　放射線課　 
出口　正明  
「MRIから診る脳腫瘍」　 
鈴鹿回生病院　放射線課　 
山口　智也  
特別講演 「脳腫瘍の診断と治療戦略　
ーその現状ー」  
名古屋大学医学部附属病院　 
脳神経外科　棚橋　邦明　先生

47
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平成29年度活動報告（編集・HP） 

担当業務理事　浅沼　源示（担当理事数1） 

担当理事数 1
会議の開催状況（メール審議は除く）

項目 内容

HPのレイアウト変更 ホームページのレイアウト変更及び携帯デバイスへの対応を行った。

HPおよびfacebookへ
の掲載

勉強会・研究会開催案内　21 
求人情報　

web開始の作成 (1) 表　　題：Web版 三重県診療放射線技師会誌　282号（10月号） 
発行期日：平成29年10月21日 
ページ数：21 
内　　容：巻頭言、勉強会・研究会開催のお知らせ、三重県診療放射線技師会活
動報告、総会・業務理事会議事録、女性部会議事録、編集後記。詳細はweb会誌
参照。 
原稿依頼、掲載した研究会等に買うする当日写真撮影、写真編集、原稿校正、レ
イアウト修正、web会誌作成に関する業務を行った。

web開始の作成 (2) 表　　題：Web版 三重県診療放射線技師会誌　283号（2月号） 
発行期日：平成28年2月23日 
ページ数：27 
内　　容：巻頭言、勉強会・研究会開催のお知らせ、三重県診療放射線技師会活
動報告、理事会・編集後記。詳細はweb会誌参照。 
原稿依頼、掲載した研究会等に買うする当日写真撮影、写真編集、原稿校正、レ
イアウト修正、web会誌作成に関する業務を行った。

web開始の作成 (3) 表　　題：Web版 三重県診療放射線技師会誌　284号（5月号） 
発行期日：平成28年5月25日 
ページ数：81 
内　　容：巻頭言、勉強会・研究会開催のお知らせ、三重県診療放射線技師会活
動報告、理事会議事録、第68回総会資料、編集後記。詳細はweb会誌参照。 
原稿依頼、掲載した研究会等に買うする当日写真撮影、写真編集、原稿校正、レ
イアウト修正、web会誌作成に関する業務を行った。



【議事録】 
平成29年度　第4回理事会議事録 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平成 29年度 第 4回理事会議事録 

 

1. 開催日時 平成 30年 2月 14日（水）  18：50〜19：30 

2. 開催場所 三重大学医学部附属病院外来棟 4階 会議室 B（津市江戸橋 2-174） 

3. 出席者氏名 【役員】山田 隆憲、中西 左登志、界外 忠之、山田 剛、浅沼 源示、 

石河 真人、村上 謙二、北林 厚生、大川 和穂、白藤 裕敏、森田 英稔、 

坪井 茂樹、川野 聡子、武藤 裕衣、丹羽 正巌、難波 一能、荻野 豊、 

牧 浩昭 

 【参与】北岡 ひとみ 

4. 進行等 

定款第 30条により会長が議長となり、午後 6時 50分開会を宣言した。 

理事会を構成する理事17名のうち16名及び監事2名の出席を得たので、適法に成立する旨を述べ、

議事録の作成に係る職務を行う者として村上理事を指名し、議事の審議に入った。 

5. 議事 

【検討事項】 

(1) 役員選挙の日程等について 

村上業務理事から、前回選挙の告示文（別紙）に沿って、今回選挙の日程等（案）について説明が

あった。 

最終的には、選挙管理委員会において決定されることになるとの説明があった。 

(2) フレッシャーズセミナー、基礎講習会、統一講習会等の日程について 

北岡参与から、平成 30 年度のフレッシャーズセミナー等の日程について、次のとおり決定したと

の報告があった。 

・ フレッシャーズセミナー 平成 30年 7月 22日（日） 

・ 基礎講習 平成 30年 8月 26日（日） 

・ 統一講習会 ①平成 30年10月 13日（土）～14日（日） 

  ②平成 30年12月 2日（日）・9日（日） 

   ③平成 31年 2月 23日（土）～24日（日） 

(3) その他 

石河業務理事から、「会員及び会費等に関する規程」の改定案について、別紙により説明があった。 

改定には、総会の決議が必要となるため、次回理事会において決定していただきたいとのことであ

った。 

    

【報告事項】 

(1) 第 59回東海四県放射線技師学術大会会長会議報告について 

山田会長から、平成 30 年 2 月 4 日（日）に静岡県において開催された東海四県会長会議の概要に

ついて、別紙により報告があった。 

(2) 診療放射線技術フォーラムについて 

山田業務理事から、平成 30 年 3 月 3 日（土）に開催予定の技術フォーラムについて、別紙により

報告があった。 
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(3) 女性部会開催について 

川野理事から、3月 3日（土）に開催される中部 7県の総会を受けて、三重県の女性部会を 3月 29

日(木)に開催するとの報告があった。 

議題は、フレッシャーズセミナーへの参画、CCRT、メンバーの確定、マンモ認定技師講習会の日程

等になる予定。 

(4) その他 

・ 山田業務理事から、「三重県学術大会」のアンケートを実施しているので、協力をよろしくとの

発言があった。 

・ 山田業務理事から、基礎講習は「MRI」6 人の講師が必要となるが、何とか県内で集めたいとの

発言があった。 

 

【承認事項】 

選挙管理委員の選出について 

山田会長から、第 68 回総会に行われる役員選挙について、推薦のあった選挙管理委員 3 名の紹介

が行われた。（眞野 建氏、山根 孝之氏、星野 吉昭氏） 

続いて、以上 3氏の選挙管理委員への就任について諮ったところ、全員異議なく承認された。 

続いて、3氏による互選の結果、選挙管理委員長には星野 吉昭氏（志摩病院）が選任された。 

 

以上をもって本日の議案全ての審議を終了し、午後 7時 30分閉会した。 

 

上記の通り原本と相違ないことを証明する。 

 平成 30年 2月 14日 

 一般社団法人三重県診療放射線技師会 

会長    山田 隆憲 



平成29年度　第2回女性部会議事録 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平成 29年度 第 2回女性部会議事録 

 

 

1. 開 催 日 時：平成 30年 3月 29日 19時 00分～20時 50分 

2. 開 催 場 所：三重大学医学部附属病院 中放スタッフ控え室 

3. 出席者氏名：【役員】山田 隆憲、浅沼 源示、川野 聡子、落合 三奈恵、 

近藤 偲瑞子、畦地 美佳、武藤 裕衣、森田 昌枝、林 奈緒子、

中西 幸子、井上 友美 、北岡 ひとみ、池田 華奈子 

 

4. 議事 

【報告事項】 

① 女性活躍推進班中日本ブロック会議報告について 

CCRT岐阜で Brilliant７第２回が開催され各県の女性の会の活動報告を

中心に行われた。 

 

② 2月のエリアマネージャー会議より 

・ 岐阜県の代表が交代になるが、Brilliant7 のメール会議は今まで通

り岐阜県のメーリングリストを使用可能。 

・ 岐阜県の役員交代に伴い Brilliant7 の代表を三重県で担当すること

になった。 

・ 次年度の予算について、各ブロックに対し JARTからの予算は 30万円

あったのが次年度から 20万円に引き下げると通達があった。 

現在の Brilliant7での予算の使い道は CCRTの発表時の交通費や会議

の交通費のみで前年度は 184,163円、今年度は 212,342円である。 

 

③ 平成 30年度事業内容及び運営について 

第 3回 Brilliant7を第 11回中部放射線医療技術学術大会のセッショ

ンとして開催する。日時は 11月 18日の午前。内容は、人材育成、新人

教育について。シンポジスト９名により 60 分行われる予定。三重から

は座長として川野先生、学校教育者として武藤先生にご出席していただ

く。 

武藤先生に鈴鹿医療科学大学のカリキュラムや学校の現状等につい
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て話していただく予定。 

④ フレッシャーズセミナーについて 

三重県女性部会の次年度の活動として前年度同様、フレッシャーズセ

ミナーにてランチョンセミナーを開催する。 

開催日時：7月 22日日曜日、場所：鈴鹿医療科学大学 

 

【検討事項】 

① 各ブロックでテーマがフリーになったので検討が必要 

 

② フレッシャーズセミナーについて 

・ 内容について 

候補として「メンタルケアについて」と「ハラスメントについて」が

挙がった。 

メンタルケアをテーマにするなら、済生会松阪病院に常勤のカウンセ

ラーがみえるのでその方に講義をお願いしてはどうかと意見があった。 

ハラスメントをテーマにするなら、先輩技師と新人技師にアンケート

に答えてもらいスタッフが集計を行い報告してはどうかと意見があっ

た。 

今年度は、ハラスメントについてアンケートを行い、その結果を踏ま

えて、上司から新人へ「なぜ伝わらないのか」の講義を 15 分ほどして

いただくことになった。 

来年度は「メンタルケアについて」で行うこととなった。 

・ アンケートの集計方法について 

アンケートを受付時に配布し、１コマ目と２コマ目の間、11 時まで

に回収する。ランチョンセミナーが始まるまでに鈴鹿医療科学大学のマ

ークシートの機械を借りて集計を行う。 

・ アンケートの内容について 

4月中にアンケートを完成させるために、4月 15日までに一人１問の

アンケートの内容を考えて川野先生までメールを送ることになった。 

・ ランチョンセミナーのお弁当について 

井上先生に鈴鹿の大戸屋さんと交渉してもらう。予算は飲み物付きで

1,000円。 
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・ 参加するスタッフについて 

今年度も新人とその所属施設の上司（または先輩）が参加となってい

るので、参加申し込みの状況により、女性部会の役員が上司として参加

する可能性があるので可能であればスタッフと兼務する。そのため、ス

タッフとしての参加が必要かどうかは参加状況をみて考える。必要なら

ば 7月初旬に出欠確認を行うこととする。 

 

③ 昨年のアンケートについて 

看護師や医師は、アンケートなどの集計した文献がある。アンケート

の報告として三重県内での発表では文章に残らないため、三重県女性部

会として JART に投稿して活動実績としてアピールしてはどうか？それ

を前期中に行ってはどうかとの意見があった。 

 

④ マンモ講習会について 

・ 会計について 

講師料が５万円を超えるとマイナンバーの取り扱いが必要になる。誰

が担当するか検討が必要。医師に依頼すると５万円を超えるので、この

問題をクリアすれば女性部会で講習会を開催することができる。 

他県で開催する場合は技師会で会計をしているが、三重県技師会から

は分けて欲しいという要望があり、別会計にする。この件について、三

重県技師会の会計士さんに 4月 9日に諮っていただく。 

・ 受講料について 

講習会の受講料を三重県技師会の会員は安くしてはどうか。 

・ 講師、スタッフについて 

人件費を抑えて、一人当たりの講師料を確保するために講師見習いを

減らして外部からの正講師５人、準講師５人（地域講師）にしてはどう

か。会場施設からのスタッフとして北岡先生にお願いし、企画、女性部

会として手伝いをしてはどうか？ 

・ 過去の講習会に使用した備品について 

三重乳がん検診ネットワークで預かってもらっている黒のフィルム

がある。フィルムの読影はしないかもしれないが、室内の遮光に必要に

なるかもしれないので近藤先生に預かっていただくことになった。 
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・ 受講生の募集や予約について 

受講生の募集や予約をどこで受けるかについて、過去の講習会開催時

には受講生からの質問もあったため、三重県技師会で専用アドレスを作

る方向となった。 

・ 次回講習会開催時期と後任の育成について 

現在、近藤先生が中心となり講習会の準備をしているが、次回の開催

時に、後任を育てつつ準備を進めていく。次回の開催時期の目標は平成

３１年度とし、１年かけて準備していく。引き継ぎは講習会スタッフ経

験がある林先生と池田が候補となった。 

 

上記の通り原本と相違ない事を証明する。 

平成 30年 3月 29日 

一般社団法人三重県診療放射線技師会 女性部会 

 理事 （会長） 山田 隆憲 

 



平成29年度　第1回業務理事会議事録 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平成29年度 第1回業務理事会議事録 

 

1. 開 催 日 時 平成30年4月9日（月）19：20〜20：40 

2. 開 催 場 所 三重大学医学部附属病院外来棟4階 会議室B（津市江戸橋2-174） 

3. 出席者氏名 山田 隆憲、中西 左登志、界外 忠之、山田 剛、浅沼 源示、石河 真人 

村上 謙二、荻野 豊、牧 浩昭 

4. 進行等 

定款第30条により会長が議長となり、午後7時20分開会を宣言した。 

業務理事会を構成する理事7名全員及び監事2名の出席を得たので、適法に成立する旨を述べ、議事録

の作成に係る職務を行う者として村上理事を指名し、議事の審議に入った。 

5. 議事 

(1) 第68回定期総会について 

山田会長から、平成30年5月26日（土）に三重大学において開催する第68回総会について、別紙プロ

グラム（案）により式次第、議事の内容、役割分担等について報告及び提案があった。 

・ 総会の議長は、北勢地区の施設にあたってみる。（ヨナハ、県立総合、羽津あたりで） 

・ その他の役割は、次回理事会にて決めたい。 

その他、総会資料（案）について、全員で読み合わせ、校正を行った。 

(2) その他 

① 浅沼業務理事から、会から補助を行っている地域活動分科会から活動報告が上がってきていな

い会が幾つかあるので、督促を行うとの報告があった。 

② 山田業務理事から、総会終了後に開催する学術講演会について、別紙プログラムのとおり準備

が完了しているとの報告があった。 

 

以上をもって本日の議案全ての審議を終了し、午後8時40分閉会した。 

 

上記の通り本文と相違ないことを証明する。 

 平成30年4月9日 

一般社団法人 三重県診療放射線技師会 

会長 山田 隆憲 



平成29年度　第5回理事会議事録 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平成 29年度 第 5回理事会議事録 

 

1. 開催日時 平成 30年 4月 16日（月）19：00〜21：00 

2. 開催場所 三重大学医学部附属病院外来棟 4階 会議室 B（津市江戸橋 2－174） 

3. 出席者氏名 【役員】山田 隆憲、中西 左登志、界外 忠之、山田 剛、浅沼 源示、 

石河 真人村上 謙二、北林 厚生、大川 和穂、白藤 裕敏、森田 英稔、 

坪井 茂樹川野 聡子、武藤 裕衣、丹羽 正厳、難波 一能、牧 浩昭 

【参与】北岡 ひとみ 

4. 進行等 

定款第 30条により会長が議長となり、午後 7時開会を宣言した。 

理事会を構成する理事 17名のうち 16名及び監事 1名の出席を得たので、適法に成立する旨を述べ、

議事録の作成に係る職務を行う者として村上理事を指名し、議事の審議に入った。 

5. 議事 

【承認事項】 

新入会員、転入会員の承認について 

山田会長から、別紙名簿のとおり入会の申し込みがあった旨の報告があり、一同に諮ったところ異議

なく承認された。 

【報告事項】 

(1) 女性部会からの報告について 

川野理事から、3月 29日に開催された三重県女性部会の総会での決定事項について報告があった。 

・ フレッシャーズセミナーのランチョンセミナーでハラスメントに関するアンケート結果を題材に

する。 

・ 富山の CCRTで新人教育に関するシンポジウムを実施する。 

川野理事から、平成 31年度に女性部会でマンモグラフィーの認定講習会を実施したい。 

三重県技会の主催という形で実施したいが、講師の謝金は会の規程を適用しないでできないかとの発

言があった。 

各理事から、種々の意見があり、結論に至らなかったため、他県の状況（会計上の扱いなど）を調査

のうえ、再度検討することとなった。 

(2) 選挙管理委員会結果報告について 

星野選挙管理委員会委員長から、本会の役員選挙の結果について別紙のとおり報告があった。 

去る 3月 27日の午後 4時をもって立候補及び推薦を締め切ったところ、理事 18名、監事 2名の届出

があり、本会定款に定める理事及び監事の定数以内であったため、無投票となった。 

【検討事項】 

第６８回定期総会について 

山田会長から、平成 30 年 5月 26日（土）に三重大学において開催する第 68回総会について、別紙

プログラム（案）により式次第、議事の内容、役割分担等について報告及び提案があった。 

・総会の役割分担は以下のとおりとなった。 

司会は界外副会長 

開会の辞は界外副会長 
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議長はヨナハ総合病院の古川氏にお願いする。 

資格審査報告は北林理事 

会場整理係は森田理事と大川理事 

議事録署名人は川野理事と村上理事 

その他、総会資料（案）について、全員で確認、校正を行った。 

 

以上をもって本日の議案全ての審議を終了し、午後９時閉会した。 

 

上記の通り本文と相違ないことを証明する。 

平成 30年 4月 16日 

一般社団法人 三重県診療放射線技師会 

会長     山田 隆憲 



【総会資料】 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平成 30年 5月 26日(土) 14：00～（13：30～受付） 

於：三重大学医学部 臨床講義棟 第 2講義室 

津市江戸橋 2-174 

総 会 次 第 
 

開 会 の 辞 

 

会 長 挨 拶 

 

表     彰 

 

議 長 選 出 

 

資 格 審 査 

 

総会役員の選出 

 

議 事 

1．報告事項 

• 報告 1号 平成 29年度事業経過・庶務・監査報告 

• 報告 2号 平成 30年度事業計画・予算報告 

2. 決議事項 

• 第 1号議案 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 

• 第 2号議案 会員および会費等に関する規程の改定について 

• 第 3号議案 役員の選挙 

 理事及び監事の選出 

3. その他 

 

総会役員を解任 

 

議 長 降 壇 

 

新役員の挨拶 

 

閉 会 の 辞 

 

* 総会に出席されます方は、この資料をお持ちください。 

第 68回三重県診療放射線技師会 

総 会 
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平成 29年度 表彰者披露 

勤続 50年表彰 

南川  悟 青木  茂 

勤続 30年表彰 

辻井 克則 倉野 伸治 小栗 浩二 塩田  学 須崎 昌樹 

釜谷  明 安田 龍市 田中  孝 

 

『報告 1号』 

平成 29年度 事業経過報告 

事業及び主要事項 

第 67回定期総会 

日 時 平成 29年 5月 27日（土） 

場 所 三重大学医学部 臨床講義棟 第 2講義室 

参加者数 94名 

 

創立 65周年記念式典 

 

学術講演会 

日 時 平成 29年 5月 27日（土） 

場 所 三重大学医学部 臨床講義棟 第 2講義室 

参加者数 94名 

内 容 ＜特別講演 1＞ 

「心房細動アブレーションにおける 3-Dマッピングシステムの進化と 

各種モダリティとの連携」 

桑名東医療センター 循環器内科 医長 千賀 通晴 先生 

 

＜特別講演 2＞ 

「包括的心臓 CT検査の実際と有用性」 

三重大学医学部附属病院 中央放射線部 副部長 北川 覚也 先生 

 

第 1種放射線取扱主任者試験 受験対策講座 

日 時 平成 29年 6月 4日・18日・25日、7月 2日・9日・16日 

場 所 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパスＢ講義棟 3513講義室 

参加者数 59名 

 

フレッシャーズセミナー 

日 時 平成 29年 7月 22日（土） 

場 所 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパスＢ講義棟 3513講義室 

参加者数 29名 

 

基礎講習（一般撮影） 

日 時 平成 29年 7月 23日（日） 

場 所 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパスＢ講義棟 3513講義室 

参加者数 46名 
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統一講習会 

日 時 平成 29年10月14～15日 

 平成 29年12月2～3日 

 平成 30年 2月24～25日 

場 所 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパスＢ講義棟 3513講義室他 

参加者数 10月 22名、12月 21名、2月 38名 

 

第 12回 骨・関節単純Ｘ線撮影を熱く語る集い 

日 時 平成 29年 11月 25日（土） 

場 所 鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパスＢ講義棟 3513講義室 

参加者数 47名 

 

新春学術講演会 

日 時 平成 30年１月 20日（土） 

場 所 三重大学医学部 臨床講義棟 第 2講義室 

参加者数 83名 

内 容 若葉セッション 

「胸部領域の基礎知識」 

 

＜特別講演 1＞ 

「胸部領域の画像診断と IVRについて」 

三重大学医学部附属病院 放射線診断科 児玉 大志 先生 

 

＜特別講演 2＞ 

「肺塞栓症の診断から治療まで」 

桑名東医療センター 循環器内科 副院長 山田 典一 先生 

 

診療放射線技術フォーラム 

日 時 平成 30年 3月 3日（土） 

場 所 三重大学医学部  基礎第 2講義室 

参加者数 47名 

内 容 教育セミナー 「脳腫瘍の画像診断」 

＜特別講演＞ 

「脳腫瘍の診断と治療戦略 －その現状－」 

名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科 棚橋 邦明 先生 

 

女性部会活動報告 

ランチョンセミナー（フレッシャーズセミナー） 

日 時 平成 29年 7月 22日（土） 

場 所 鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス B講義棟１階 3513教室 

参加者数 29名 

内 容 労働基準法及び就業規則 

三重県厚生連労働組合 中央執行委員長 畑中 剛喜 先生 
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第 10回中部放射線医療技術大会 パネルディスカッション 

日 時 平成 29年 11月 5日（日） 

場 所 じゅうろくプラザ 

参加者数 60名 

内 容 中日本地域 各県の女性の会の活動報告 

 

理事会 

第 1回理事会 平成 29年 6月 15日 第 1回女性部会 平成 29年 8月 25日 

第 2回理事会 平成 29年10月 2日 第 2回女性部会 平成 30年 3月 29日 

第 3回理事会 平成 30年 1月 20日 

第 4回理事会 平成 30年 2月 14日 第 1回業務理事会 平成 30年 4月 9日 

第 5回理事会 平成 30年 4月 16日 

監査 平成 30年 4月 9日 

 

Web会誌発行 三重県診療放射線技師会会誌  Vol.68 

No.1 通算第 282号 平成 29年10月21日 

No.2 通算第 283号 平成 30年 2月23日 

No.3 通算第 284号 平成 30年 5月25日 

 

関連事業 

第 77回(公社)日本診療放射線技師会総会 東京 平成 29年 6月 3日 

第 33回 日本診療放射線技師学術大会 函館 平成 29年 9月 22～24日 

第 10回 中部放射線医療技術学術大会 岐阜 平成 29年11月 4～5日 

第 59回 東海四県診療放射線技師学術大会 静岡 平成 30年 2月 4日 

 

庶務報告(平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日) 

会員数（平成 29年 4月 1日現在  485名） 

新入会員数 16名 

転入会員数 5名 

転出会員数 1名 

退会会員数 20名 

平成 30年 3月 31日現在 485名 

 

婚礼御祝 

山口  愛（旧姓 服部）  

 

香典・生花 

島川 和也（父） 

菅野 泰介（父） 

山田 隆憲（父） 

伊藤 正道（母） 

釜谷  明（母） 

上之郷正実（父） 

 

 



 68

備品目録 

固定資産 

電話加入権 1式 

備品 

カウンター 1式 保管庫 1個 

冷蔵庫 1台 会議用椅子 15脚 

整理庫 1台 事務用机 3脚 

ガラステーブル 1脚 ロッカー 1本 

椅子 2脚 会議用テーブル 4脚 

物品棚 1本 パーティション 1式 

手提げ金庫 1個 印鑑（登録用・一般用） 2個 

パソコン 2台 電話機 1台 

 

賛助会員 

第一三共(株) キヤノンメディカルシステムズ(株) 

(株)島津製作所 日本メジフィジックス(株) 

エーザイ(株) コニカミノルタジャパン(株) 

シーメンスヘルスケア(株) (株)中部メディカル 

(株)日立製作所 富士フイルム RIファーマ(株) 

富士フイルムメディカル(株) (株)ワキタ商会 

安西メディカル(株) (株)エントーレス 

オーラムメディカル(株) オリオン電機(株) 

カイゲンファーマ(株) テルモ(株)  

(株)ドクターネット 東洋メディック(株)     

トヨタ産業(株) (株)根本杏林堂 

バイエル薬品(株) (株)フォーム 

(株)フィリップス 伏見製薬(株) 

富士製薬工業(株) 堀井薬品工業(株) 

(株)三田屋製作所 (株)三輪器械 

(株)八神製作所 GEヘルスケア・ジャパン(株)                                                                                                            

（32社） 

（順不同） 

バナー広告協賛社 

キヤノンメディカルシステムズ(株) (株)エントーレス 

ＰＳＰ(株) カイゲンファーマ(株) 

コニカミノルタジャパン(株) シーメンスヘルスケア(株) 

(株)中部メディカル 日本メジフィジックス(株) 

バイエル薬品(株) (株)日立製作所 

(株)フォーム 富士フイルム RIファーマ(株) 

富士フイルムメディカル(株) 堀井薬品工業(株) 

(株)ワキタ商会 (株)フィリップス 

エーザイ(株) (株)ドクターネット 

(株)三輪器械 

（19社） 

（順不同） 
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監 査 幸良 止
口

書

平成 30 年 4 月 9 日

一般社団法人三重県診療放射線技師会

会長山田隆憲 殿

監事

公認会計士 ル十前j

私は、一般社団法人三重県診療放射線技師会の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3

月 31 日までの会計年度の計算書類（正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録）

について監査を行った。

監査の結果、上記の計算書類は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に

準拠して作成されており、上記の会計年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31

日まで）の正味財産の増減及び年度末の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上
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平成 29 年度監査報告

平成 30 年 4 月 9 日午後 6 時 30 分より、三重大学医学部附属病院外来棟4 階に於い

て、 山田会長、中西副会長、界外副会長、村上業務理事（庶務担当）、石河業務理事（会

計担当）、浅沼業務理事（編集担当）、山田業務理事（学術担当）山中会計士出席のも

とに、平成 29 年度の会計及び業務について監査を実施し 1たしましたので、その結果を

次の通り報告いたします。

会計処理については預金通帳、領収書、諸帳簿等よく整理され、誤算誤記はなく適正

に処理されていることを認めました。

また、行事の実施をはじめ業務全般についても、平成 29 年度の事業計画に基づき順

調に執行されたことを認めました。

会費の納入状況は、年度末において 96.5%であります。会員各位のご支援ご協力に

対し衷心より御礼申し上げると共に、 l 00%の完納を目標として、一層のご協力を賜り

ますようお願し、申し上げ、監査報告といたします。

平成 30 年 4 月 9 日

監事荻野 争

牧 浩 吻
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『報告 2号』 

平成 30年度 事業計画（案） 

 

Web会誌 

三重県診療放射線技師会会誌 Vol.69  No.1. 2. 3 

 

第 68回定期総会・学術講演会 平成 30年 5月26日 

第 1種放射線取扱主任者試験 受験対策講座 平成 30年 6月〜 

フレッシャーズセミナー 平成 30年 7月22日 

基礎講習（MRI） 平成 30年 8月26日 

統一講習会 平成 30年10月 13～14日 

 平成 30年12月 2日・9日 

 平成 31年 2月23～24日 

第 13回骨・関節単純 X 線撮影を熱く語る集い 平成 30年末 

新春学術講演会 平成 31年 1月 

診療放射線技術フォーラム 平成 31年 3月 

 

女性部会 

ランチョンセミナー（フレッシャーズセミナー） 平成 30年 7月22日 

第 11回中部放射線医療技術大会パネルディスカッション 平成 30年11月18日 

 

地域活動及び分科会 北勢消化器画像研究会 

 津・榊原地区勉強会 

 南勢地区消化管撮影技術研究会 

 三重消化器画像研究会 

 三重放射線治療研究会 

 三重県放射線技師超音波研究会 

 三重乳腺勉強会 

 三重胸部 CT技術研究会 

 三重 CTカンファレンス 

 

福利厚生事業 交流行事 

 

関連事業 

第 78回 (公社)日本診療放射線技師会総会  平成 30年 6月2日 

第 34回 日本診療放射線技師学術大会 下関 平成 30年 9月21～23日 

第 11回 中部放射線医療技術学術大会 富山 平成 30年11月17～18日 

第 60回 東海四県診療放射線技師学術大会 愛知 平成 31年 2月 

 

関連学会 

日本放射線技術学会 

日本放射線公衆安全学会 

三重県公衆衛生学会 
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予算（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）
1.収入の部 (単位：千円）
勘定科目 平成30年度 平成29年度 増減 備考
大科目 中科目 小科目 予算額 予算額
基本財産運用益 1 1 0

基本財産運用益 1 1 0
会費 4,155 4,155 0

正会員会費 2,880 2,880 0
賛助会員会費 1,275 1,275 0

事業収益 1,080 1,080 0
研修事業収益 500 500 0
広告料 500 500 0
業務委託料 80 80 0

雑収益 1 1 0
雑収益 0 0 0
受取利息 1 1 0

取り崩し収入 0 1,100 △ 1,100
65周年積立取り崩し 0 1,100 △ 1,100

前期繰越収支差額 3,062 2,927 135
前期繰越収支差額 3,062 2,927 135

収入合計 8,299 9,264 △ 965

2.支出の部 (単位：千円）
勘定科目 平成30年度 平成29年度 増減 備考
大科目 中科目 小科目 予算額 予算額
事業費 4,461 4,791 △ 330

給料手当 774 774 0
福利厚生費 150 150 0
諸謝金 455 465 △ 10
旅費交通費 610 630 △ 20
交際費 100 100 0
食糧費 196 246 △ 50
印刷製本費 160 160 0
光熱水料費 100 80 20
通信運搬費 300 300 0
賃借料 766 766 0
消耗什器備品費 0 180 △ 180
減価償却費 40 10 30
消耗品費 500 620 △ 120
負担金支出 0 0 0
助成金支出 180 180 0
租税公課 70 70 0
雑費 60 60 0

管理費 837 839 △ 2
給料手当 193 193 0
福利厚生費 100 100 0
旅費交通費 20 20 0
交際費 20 20 0
消耗品費 80 80 0
食糧費 30 30 0
光熱水料費 10 10 0
通信運搬費 50 50 0
賃借料 194 194 0
消耗什器備品費 110 120 △ 10
減価償却費 10 2 8
雑費 20 20 0

特定預金支出 1,300 2,000 △ 700
会館設立準備積立金 600 600 0
什器備品費積立金 300 300 0
70周年積立金 400 1,100 △ 700

次期繰越収支差額 1,701 1,634 67
次期繰越収支差額 1,701 1,634 67

支出合計 8,299 9,264 △ 965
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『第1号議案』

当年度 前年度 増　　減

Ⅰ．資産の部

1.流動資産

現 金 281,982 147,589 134,393

預 貯 金 2,780,226 2,779,364 862

立 替 金 0 0 0

流動資産合計 3,062,208 2,926,953 135,255

2.固定資産 0

（1）基本財産 0

基 本 財 産 引 当 預 金 2,000,000 2,000,000 0

基本財産合計 2,000,000 2,000,000 0

（2）特定資産 0

什 器 備 品 費 積 立 預 金 3,506,856 3,206,829 300,027

会 館 建 設 積 立 預 金 8,318,333 7,718,268 600,065

70 周 年 積 立 預 金 1,100,062 1,100,052 10

特定資産合計 12,925,251 12,025,149 900,102

（3）その他固定資産 0

什 器 備 品 112,184 0 112,184

電 話 加 入 権 83,220 83,220 0

敷 金 （ 事 務 所 賃 借 ） 300,000 300,000 0

その他固定資産合計 495,404 383,220 112,184

固定資産合計 15,420,655 14,408,369 1,012,286

資産合計 18,482,863 17,335,322 1,147,541

Ⅱ．負債の部 0

前 受 金 0 0 0

流動負債合計 0 0 0

負債合計 0 0 0

Ⅲ．正味財産の部 0

１．一般正味財産 18,482,863 17,335,322 1,147,541

（うち基本財産への充当額） （ 2,000,000 ） （ 2,000,000 ） 0

（うち特定財産への充当額） （ 12,925,251 ） （ 12,025,149 ） 900,102

正味財産合計額 18,482,863 17,335,322 1,147,541

負債及び正味財産合計 18,482,863 17,335,322 1,147,541

貸　　借　　対　　照　　表
平成30年3月31日現在

科　　　　　　　　　目
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当年度 前年度 増　　減
Ⅰ．一般正味財産増減の部
1

（1）経常収益
①基本財産運用収益 （ 170 ） （ 425 ） ( △ 255 )

基本財産運用利息 170 425 △ 255
②受取入会金 （ 0 ） （ 0 ） ( 0 )

入会金 0 0 0
③受取会費 （ 4,004,000 ） （ 4,236,000 ） ( △ 232,000 )

正会員会費 2,904,000 2,886,000 18,000
賛助会員会費 1,100,000 1,350,000 △ 250,000

④事業収益 （ 890,400 ） （ 910,400 ） ( △ 20,000 )
研修事業収益 295,000 235,000 60,000
広告料 510,000 590,000 △ 80,000
全国会費代行徴収収益 85,400 85,400 0

⑤雑収益 （ 113 ） （ 154 ） ( △ 41 )
雑収益 0 0 0
受取利息 113 154 △ 41
経常収益計 4,894,683 5,146,979 △ 252,296

（2）経常費用 0
①事業費 ( 3,227,124 ） （ 2,764,786 ） ( 462,338 )

給料手当 774,000 774,000 0
福利厚生費 84,653 0 84,653
諸謝金 254,800 354,837 △ 100,037
旅費交通費 308,200 205,030 103,170
交際費 45,763 38,736 7,027
食糧費 175,603 57,524 118,079
印刷製本費 56,581 36,141 20,440
光熱水費 70,217 62,664 7,553
通信運搬費 181,416 228,010 △ 46,594
賃借料 720,000 720,000 0
消耗什器備品費 114,584 0 114,584
減価償却費 2,400 0 2,400
消耗品費 252,353 100,262 152,091
負担金支出 0 0 0
助成金支出 180,000 180,000 0
租税公課 0 0 0
雑費 6,554 7,582 △ 1,028
研修費 0 0 0

②管理費 （ 634,602 ） （ 573,777 ） ( 60,825 )
給料手当 186,000 186,000 0
福利厚生費 85,240 93,880 △ 8,640
旅費交通費 12,800 18,800 △ 6,000
交際費 0 0 0
食糧費 0 0 0
光熱水費 0 0 0
通信運搬費 67,604 24,417 43,187
賃借料 149,400 149,400 0
消耗什器備品費 104,976 87,480 17,496
減価償却費 0 0 0
消耗品費 23,506 8,200 15,306
雑費 5,076 5,600 △ 524
会議費 0 0 0
経常費用計 3,861,726 3,338,563 523,163
当期一般正味財産増減額 1,032,957 1,808,416 △ 775,459
一般正味財産期首残高 17,335,322 15,526,906 1,808,416
一般正味財産期末残高 18,368,279 17,335,322 1,032,957

Ⅱ．正味財産期末残高 18,368,279 17,335,322 1,032,957

科　　　　　　　目

正　味　財　産　増　減　計　算　書

平成29年4月1日から　平成30年3月31日まで
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（単位：円）

Ⅰ・資産の部
　1.流動資産

現 金 現金手許有高 281,982 
普 通 預 金 百五銀行　津駅前支店 266,652 
郵 便 振 替 口 座 津駅前郵便局 2,513,574 
立 替 金 0 

流動資産合計 3,062,208 
　2.固定資産
　（1）基本財産

基 本 財 産 引 当 預 金
定 期 預 金 百五銀行　津駅前支店 2,000,000 

基本財産合計 2,000,000 
　（2）特定目的資産

什 器 備 品 費 積 立 金
普 通 預 金 百五銀行　津駅前支店 3,506,856 
会館設立準備積立金
普 通 預 金 百五銀行　津駅前支店 8,318,333 
７ ０ 周 年 積 立 金
普 通 預 金 百五銀行　津駅前支店 1,100,062 

特定目的資産合計 12,925,251 
　（3）その他の固定資産

什 器 備 品 112,184 
電 話 加 入 権 83,220 
敷金（事務所借用資金） 300,000 

その他の固定資産合計 495,404 
　　　　　　固定資産合計 15,420,655 
　　　　　　資　産　合　計 18,482,863 

Ⅱ・負債の部
　1.流動負債

前 受 金 0 
流動負債合計 0 
負債合計 0 

　　　　　　正　味　財　産 18,482,863 

財　　　　産　　　　目　　　　録
平成30年3月31日現在

科　　　　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　額
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財務諸表に関する注記

１　重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法

固定資産については、定額法により減価償却を行っております。
（2）消費税等の会計処理

税込方式を採用しております。
２　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産
基本財産特定預金 2,000,000 0 0 2,000,000

小　　　計 2,000,000 0 0 2,000,000
特定資産

什器備品費積立金 3,206,829 300,027 0 3,506,856
会館建設準備積立金 7,718,268 600,065 0 8,318,333
70周年積立金 1,100,052 10 0 1,100,062

小　　　計 12,025,149 900,102 0 12,925,251
合　　　計 14,025,149 900,102 0 14,925,251

３　基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

当期末残高
（うち指定正味
財 産 か ら の 充
当額）

（うち一般正味
財産からの充
当額）

（うち負債に対
応する額）

基本財産
基本財産特定預金 2,000,000 0 (2,000,000) －

小　　　計 2,000,000 0 (2,000,000)
特定資産

什器備品費積立金 3,506,856 0 (3,506,856) －
会館建設準備積立金 8,318,333 0 (8,318,333) －
70周年積立金 1,100,062 0 (1,100,062) －

小　　　計 12,925,251 0 12,925,251 －
合　　　計 14,925,251 0 (14,925,251) －

４. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

（単位：円）
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什　器　備　品 114,584 2,400 112,184
114,584 2,400 112,184

以　　上

科　　　　　　目

科　　　　　　目

科　　目

合　　　　計
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『第 2号議案』 

一般社団法人 三重県診療放射線技師会 

会員及び会費等に関する規程（改定案） 

平成 25年 4月 1日制定 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人三重県診療放射線技師会（以下、「この法人」とい

う。）定款第３章の規程に基づき、この法人の会員の入会及び退会並びに会費等の納入

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 会員 

 

（会員の定義） 

第２条 この規程に定める会員とは、定款第５条に定められた会員をいう。 

 

第３章 会員歴 

 

（会員年数） 

第３条 三重県放射線技師会より引き続いて本会の会員になった者は、その期間を会員年

数に加算する。 

 

第４章 入会及び退会 

 

（入会基準及び手続き） 

第４条 この法人の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定め

る事務取扱規程に従って手続きを行う。 

２ 名誉会員については、総会の承認を得た後、名誉会員証を与える。 

（会員の資格の取得） 

第５条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。 

２ 入会時の届出事項に変更があった場合には、会長に報告しなければならない。 

３ 会員名簿に登録された個人情報については、その公開の可否及び公開の範囲につい

て、本人の意向を十分に尊重し、慎重に取り扱わなければならない。 

（退会） 

第６条 会員は、任意に退会することができる。 

２ 前項の手続きは、定款第８条に従って事務取扱規程に従い行う。 

３ 定款第８条及び定款第 10条により会員資格を喪失した場合、既に納入された会費は

返納しない。また、会員資格喪失後は、会員としての資格称号を使用することはできな

い。 
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第５章 会費及び入会金 

 

(会費及び入会金） 

第７条 定款第７条による会費の年額は次の通りとし、入会金は徴収しない。 

(1) 正会員の会費は 6,000円とする。 

(2) 賛助会員は、理事会が別に定める寄付金等の取り扱いに関する規程に従って、1

口 25,000円（複数口の寄付も可）を寄付するものとする。 

2 名誉会員について、正会員であっても会費は免除する。 

23 会費及び入会金の納入の時期及び方法は別に定める事務取扱規程による。 

(会費の減免） 

第８条 次の者は、会費の免除の取扱いを受けることができる。 

(1) 名誉会員 

(2) 会員年数 10年以上で、満 65 歳以上の正会員 

(3) 正会員で、特別な事情（失業、病気療養、長期出張、災害、育休等）がある場合

は本人の申し出により、理事会の決議により、会費の分納又は免除をすることがで

きる。 

第６章 補則 

 

 (改廃） 

第９条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。 

 

（附則） 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第

121条第 1項において読み替えて準用する同法第 106条第 1項に定める一般法人の

設立の登記の日から施行する。 

 

この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 
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『第 3号議案』 

 
一般社団法人 三重県診療放射線技師会 
  会長 山田 隆憲 殿 

平成３０年 ４月 ２日 
 

一般社団法人 三重県診療放射線技師会 
選挙管理委員会 
委員長 星野吉昭 

委員  眞野 建 

委員  山根孝之 

 

 

一般社団法人 三重県診療放射線技師会選挙管理委員会報告 

 
 

標記のことについて、下記の通りご報告いたします。 

 

本会定款第２０条に基づき実施いたしました平成３０年度一般社団法人三重県

診療放射線技師会役員選挙は、平成３０年３月２７日午後４時をもって立候補、

推薦候補者の届け出を締め切り、届け出を確認いたしました。 

その結果、別紙の通り理事１８名、監事２名の届け出を受理いたしました。 

理事、監事ともに、本会定款第１９条に定められた役員の定数を超えていない

ため、本会役員選挙規定第１１条を適用し、無投票といたします。 

 
 
 

以上 
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一般社団法人三重県診療放射線技師会　理事・監事立候補者・推薦同意者

2018/3/27.現在

◎は推薦 役　職 会員番号氏   名 勤　　務　　先

1 理　事 30127 浅沼　源示 三重大学附属病院 あさぬま　げんじ

2 理　事 30676 界外　忠之 岡波総合病院 かいげ　なおゆき

3 理　事 44447 難波　一能 とうかい整形外科かわげ なんば　かずよし

4 理　事 26593 白藤　裕敏 榊原温泉病院 しらふじ　ひろとし

5 理　事 39050 武藤　裕衣 鈴鹿医療科学大学 むとう　ひろえ

6 理　事 56131 磯部　好孝 四日市羽津医療センター いそべ　よしたか

7 理　事 24207 落合　嘉平 鈴鹿回生病院 おちあい　よしひら

◎8 理　事 31438 山本　房嗣 尾鷲総合病院 やまもと　ふさつぐ

9 理　事 40491 山田　剛　 三重大学附属病院 やまだ　つよし

10 理　事 41610 伊藤　守弘 中部大学 いとう　もりひろ

◎11 理　事 39775 姫子松　博洋 松阪中央総合病院 ひめこまつ　ひろのり

◎12 理　事 36096 三好　佳仁 鈴鹿中央総合病院 みよし　よしひと

◎13 理　事 31499 岡田　和正 伊勢赤十字病院 おかだ　かずまさ

14 理　事 57892 丹羽　正厳 市立四日市病院 にわ　まさよし

15 理　事 45493 森田　英稔 済生会松阪総合病院 もりた　ひでとし

16 理　事 50790 後藤　末成 上野総合市民病院 ごとう　ともなり

◎17 理　事 31585 刀根　淳也 県立総合医療センター とね　じゅんや

18 理　事 30535 石河　真人 伊賀保健所 いしかわ　まさと

1 監　事 19187 中西　左登志 鈴鹿医療科学大学 なかにし　さとし

◎2 監　事 23754 牧  浩昭 三重大学附属病院 まき　ひろあき



【編集後記】 

　突然、真夏日の気温になったと思ったら翌日は冷え込むなど、寒
暖の差が激しい日々が続きますが皆様お代わりございませんでしょう
か？ 
明日開催される第68回総会をもって、三重県診療放射線技師会の役
員が交代となりますので、これを期に研究会活動報告の未掲載分を今
号に大量掲載しました。原稿提出にご協力いただきました研究会・勉
強会世話人の皆様、ご多忙の中大変ありがとうございました。 
さて、平成30・31年度の三重県診療放射線技師会がまもなく始まろ
うとしておりますが、会誌・HP編集班として、これからも会員の皆様
に役立つ情報を発信してまいりますので何卒よろしくお願いいたしま
す。 
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