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□　巻頭言 

「多様性を、組織と社会の発展に生かそう」

武藤　裕衣 
一般社団法人三重県診療放射線技師会　副会長 

三重県診療放射線技師会会員の皆様、いつもありがとうございます。本会副会長
を拝命しております武藤でございます。 
元号が平成から令和になり、いよいよ新時代を迎えました。新時代におけるキー

ワードは、「多様性」だと考えます。私たち技師の社会でも、ひと事ではありませ
ん。中からみれば、女性技師の増加による性別を筆頭に、年齢構成の変化、学士や
修士号を取得した技師の増加、これまで会員の所属施設は総合病院が主でしたが診
療所や健診施設で働く技師の会員の増加、そして、働き方に対する価値観の変化な
どがあります。このような多様な傾向を受け入れ、共存し発展する社会を目指すこ
とが、本会の、そして診療放射線技師の発展につながると考えます。もちろん、技師
をとりまく環境でみても、外国人観光客や在留外国人が今後増加すると考えられ、
そのような社会への対応も課題となるでしょう。 
診療放射線技師の社会を持続的に発展させるためには、多様な会員（技師）を受

け入れるコミュニティ（技師会）が必要と考えます。性別や年齢をある程度考慮すべ
きこともあるとは思いますが、すでに、一般企業を中心に、従来からの慣例に拠ら
ず多様な人材を登用することで創造性や革新性を確保し、他との競争力をつけてい
る組織・施設があります。多様性を意識することで、さまざまな視点が生まれます。
たとえば、（女性に限るわけではありませんが）女性管理職の増加、より高位な学
歴を有した技師の登用、働き方に対する価値観の違いを柔軟に生かした勤務体制、
などに取り組むことで、組織の持続的な発展を目指すことが出来ます。そして、多様
性を生かすためには、価値観や背景の違う人々(技師・会員)が、お互いの共通点を探
すことと、互いの違いを受け入れる寛容さが求められるとされています。 
昨年、本会ではあらためて地区理事会議を開催しました。そこでは各地区での交

流推進を目指すことが確認されました。異なる施設の技師どうしの交流をはかり互
いを高めあおうという狙いです。また、社会貢献事業として、鈴鹿医療科学大学放射
線技術科学科との連携により「レントゲン祭」も開催しました。今後も、管理職会
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議（研修会？）の開催をはじめとした会員の交流事業・研修事業・社会貢献事業を
計画して参りたいと考えております。 
今年の干支は皆様ご存知のとおり「子年」です。ねずみは子孫繁栄の象徴とも言

われます。「寝ず身」＝一生懸命働く行動力の象徴ともされています。近年、診療放
射線技師の将来需要についての不安も耳にしますが、ねずみの感性の高さと生命力
にちなみ、三重県診療放射線技師会が会員の皆様にとって、成長と共生の場として
活用いただけるよう尽力して参ります。 
皆様、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 
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□　活動報告 
第16回 三重胸部CT技術研究会 
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【活動報告】 

第 1６回三重胸部 CT技術研究会 
代表世話⼈ 鈴⿅回⽣病院 ⽔井 雅⼈ 

 
⽇時： 2019 年 4 月 20 ⽇ ⼟ 14 :00 ～ 17:１0 
場所： 鈴⿅医療科学⼤学 千代崎 キャンパス B棟 3522教室 
参加者：92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１6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。 
 
 症例検討 
症例検討は松阪 中央総合総合病院 奥⽥ 拓也 先⽣によって症例提⽰がありご講演い
ただきました。講演は恒例のクイズ形式で提⽰されました。 

 
 レクチャー 
レクチャーは株式会社 根本杏林堂 営業本部 学術課 課⻑ 弓場 孝治 先⽣より「誰にで

もわかる CT造影理論 -Basic of Contrast Enhancement-」をご講演いただきました。 
造影理論は CT にて造影剤をインジェクタ注⼊をすることが一般的になったころから発

展し、現在では多種多様な注⼊法があります。根本杏林堂は造影剤の⾃動注⼊器メーカとし
てトップランナーであり、講師の弓場先⽣はこの領域に深くかかわり⾮常にたくさんの知
見をもたらしてきました。今回はその経験を踏まえて現在一般的に⽤いられる造影技術と
その理論を詳細にご講演いただきました。  
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 特別講演 
  
特別講演は社会医療法人大雄会 技術放射線科 技師長日比野 友也 先生をお迎えしてご

講演いただきました。日比野先生は腹部領域を中心に造影法の臨床活⽤について幅広い経
験と知識をお持ちで、今回は「肝 dynamic CT 検査の造影剤量決定における基本原理と新
たな考え⽅について」ご講演いただきました。 
三重胸部 CT 技術研究会では、胸部領域を中心に臨床で役⽴つ技術を紹介することが多

く、ご参加いただいている皆様からはその他の領域についても取り扱いを希望されること
があり、今回は肝臓中心でご講演いただきました。 
造影剤量の減量については被ばく線量低減とともに近年は大きくクローズアップされて

おり、低管電圧の有効活⽤や注入法の工夫が必要です。今回の講演ではわかりやすくかつ具
体的に臨床で必要な知識やテクニックを症例を交えてご紹介いただきました。 

 



第108回 北勢消化器画像研究会 
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第 108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 伊藤誠 

日時 ２０１９年 10月 19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 25名 

 

症例検討１ 

 症例提示 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠               

症例は、71才 男性 施設検診 

ｈp感染は既感染で、背景粘膜は高度萎縮粘膜した腸上皮化成粘膜。 

＝局所所見＝ 

病変数は、多発の隆起性病変 

病変部位は、胃体中部後壁で大きさは、5cmX4cmと 3ｃｍ X 2ｃｍ 高さのある病変。 

＝面の要素＝ 

表面の性状は顆粒構造が不揃いで不明瞭 表面陥凹なし 

＝境界の要素＝ 

立ち上がりは、くびれありと茎ありで意見が分かれた。 

硬さ 硬いという意見が多かった。 

側面変形あり（角状から弧状）という意見と、側面変形は無いという意見で分かれた。 

最終意見は大きさと側面変形から進行がんとする意見と、側面変形が無いとして大きさの割に

浸潤していない早期がんであるという意見に分かれた。 

会場から、側面変形を読む場合は、腫瘤の重さによって接線像に影響を与える場合があるの

で、空気の多い画像で読むのが良いという意見があった。 

結果は、 

病変１：Type1,60mmX50mm,tub1,pT1a,INFa,Ly0,V0,pN0,pPMo,pDM0 

病変２：Type1,40mmX25mm,tub1,pT1a,INFa,Ly0,V0,pN0,pPM0,pDM0 

病変３：tubula adenoma  
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胃がんの一生 

JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠    

上皮組織から発生したものを癌腫または、癌、結合組織から発生したものを肉腫、造血臓器

から発生したものを白血病・リンパ腫といい、これら全部をふくめて“がん”と表記する。 

がん（悪性腫瘍）とは、自律性増殖により周囲組織に浸潤あるいは転移し、宿主を死に至らし

める。がんの特徴は、自律性増殖・浸潤と転移・悪

液質で、最後は宿主を死しに至らしめる。 

 胃がんの場合、ヘリコバクターピロリ菌感染によ

る持続した胃炎の影響により発生した 1個の癌細胞

は、14年を経て直径 0.2mmの微小癌に、そこから

14～21年を経て 3X3X0.2cmの早期がんとなり、深部

浸潤が始まると 1.5～8年で進行がんとなり死に至

るとされている。 

 肉眼形態は、0.2mm微小癌の場合ほとんど凹凸の

無い IIb様で、いわゆる早期がんの形態はその

90%が IIc型で隆起を形成する IIa型は頻度が少な

い。深部浸潤を経て隆起型は１型に IIｃ型は２～

４型へと変化する。4型の中には、Linitis 

plastica型癌（形成性胃壁炎型胃癌）胃壁全体が

炎症細胞浸潤のような所見の見られ、癌細胞の発

生から管状狭窄に至るまで 6～8年と非常に速い経

過をたどるものがある。このタイプの早期がんの

特徴は、胃底腺領域に存在するひだ集中の無い

IIc型早期がんを探すことが重要となる。 

 胃がんは、分化型と未分化型に２大別され、分

化型は、腸上皮化成粘膜腺管のした 1/2にある分

裂帯より発生し癌腺管の芽出し新たな癌腺管を作

り出し膨張性に増殖する。未分化型は固有腺の腺

頚部に発生し、増殖するととともに基底膜を破壊

し水平方向に浸潤性に増殖する。胃がんは、大き

く成長するほど、形態の凹凸変化が大きくなり、

発見も容易になるが、治療予後も加速度的に悪化

していく。 

早期癌で発見するためには、撮影技術のみなら

ず、癌の特徴を知った上での読影力を磨くことも

大切であると考える。 
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症例提示 みたき総合病院 村田浩毅 

精密検査症例 

胃体上部前壁小彎よりの淡いバリウム斑、背景粘膜は萎縮した腸上皮化成粘膜。 

棘状に突出する淡いバリウム斑と周囲に複数存在する顆粒状透亮像。 

バリウム斑の中に透亮像を認め、再生顆粒とする意見だった。 

病変の範囲では、やや濃いめのバリウム斑の領域のみ範囲とした者と、連続した淡いバリウム斑

の領域までを範囲とする者の意見に分かれた。 

会場の意見は大半が分化型早期がん、一部未分化型早期がんという意見があり分かれた。 

精密検査症例であるため綺麗に粘膜面の粘液が洗い流され詳細な情報が読み取れる画像であ

った。深部浸潤の始まっている病変であるため、スクリーニングにおいても見逃しは避けたい病

変であるため、十分な体位変換による胃液の洗い流しを行い付着不良の無い画像の提供を第一

に考えて撮影に臨んでほしい。 

 

 

U.Less-Ant.IIc.13X9.tub1.sm1(200um).ly(-).v(-).Ul(-). 

報告者 JCHO四日市羽津医療センター 伊藤誠 



第68回 南勢地区消化管撮影技術研究会 
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【研究会活動報告】 

                             報告   山本 憲一 

第 68 回 南勢地区消化管撮影技術研究会 

 

日  時  2019 年 11 月 7日 木曜日 18 時 30 分 

場  所  松阪中央総合病院  2 階 多目的ホール        

参加費（会場整理費）：500 円 

内  容  18：30～  

第一部     「吉村先生による基本的な読影手順解説」 ：2症例 

まず初めに症例の基準撮影部分の読影を皆さんで行っていきます。 

指摘できる箇所をいくつか挙げていき、次に部位はどこになるか？下図を参照し

て検討していきます。どのような病変か？隆起か？陥凹か？そして、肉眼型は？

どうか等、基本的な読影の手順を実際の症例で解説していただきました。 

部位・肉眼型・組織型・深達度・大きさ・範囲と X線画像所見を一つ一つ見てい

きます。それと内視鏡像を読影し比較する、最後に標本とのすべてを対比します。 

さらに、最後にフィードバックし X線画像の基準撮影像で所見を拾えるか？とい

うように再度見直しをして、追加撮影の重要性を確認するといった症例検討の手

順や重要性を解説をしていただきました。 

2 症例とも同じような手順で行いましたが、1症例目は早期癌、2症例目は進行

癌であるものの幽門部の症例であった為、初期検討では少し難しい症例でありま

した。折れ曲がったり、縮んだ状態ではやはり観察しづらい事が認識されました。 

 

第二部「検診撮影：この症例、要精査（カテゴリー3a 以上）と判断すべきか？」：6症例 

      胃 X 線検診のための読影判定区分よりカテゴリー分類でどのように判断すべ

きか？という問題で、実際の症例をもとに分類してみようという事で多くの症

例を閲覧しました。 
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実際、疑わしく見える画像をどう判定するか？はかなり難しい問題でありま

す。カテゴリー3以上にすると精密検査をする事になることで受診者への負担は

測り切れません。それにはその根拠等が必ず必要となるわけですから慎重に検

討することが必要であると改めて認識いたしました。 

 

第三部     症例検討 ：1症例 

症例検討では術前の精密検査より 1例でした。全体像からみると非常にわかり

づらい病変でありましたが、良くバリウムで粘液除去し、少しづつ病変を表し

ていくと周辺の情報も出てきます。前庭部大彎の陥凹を伴った浅い隆起なので

すが深達度が非常に難しい症例でありました。 

 

やはり、きれいな画像を数多く見ることが皆の学習に大いに役に立つことを再

認識いたしました。 

今後もできる限り症例を閲覧する機会を多くしていければと思います。 

 

 

 

＊消化管撮影に興味がある方、その他どなた様でも参加して頂けます 

 

共催：（一般社団法人）三重県診療放射線技師会 



レントゲン週間企画開催報告 
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令和元年 11 ⽉ 12 ⽇ 
（⼀社）三重県診療放射線技師会 
会⻑ 界外 忠之 様 

 
報告者：（⼀社）三重県診療放射線技師会 

副会⻑ 武藤 裕⾐ 
同会員・鈴⿅医療科学⼤学運営スタッフ代表  

中舍 幸司 

レントゲン週間企画を開催しました 
 

令和元年 11 ⽉ 10 ⽇に、レントゲン週間企画『3D 画像から“⾒えない中⾝”を捜査しよう』を鈴⿅医
療科学⼤学千代崎キャンパスにて開催しました。 

箱の中に 6 つのものを⼊れ、その箱を CT 撮像し、3D ワークステーションにて、箱の中⾝を当ててい
ただくイベントを、イベント来場者は 38 名でした（アンケート回答 36 名）。来場者からは、「3D ワー
クステーションを触ることができ楽しかった」、「放射線について興味を持った」などの感想をいただき、
本イベントは⾮常に好評でした。 

参加者には家族連れも多く、3D ワークステーションを試⾏錯誤しながら操作し、”捜査対象”を⾒事当
てて喜んでいる様⼦がみられました。診療放射線技師（スタッフ）と参加者とが会話をしながら CT3D
画像について説明できるイベントとなりました。 

来場者にはイベント終了後にアンケートを記⼊いただいており、アンケート結果を踏まえた本イベン
ト報告について、2020 年に開催される第 36 回⽇本診療放射線技師学術⼤会にて学会発表を⾏う予定と
したいと考えます。 

以上 
 
 

   
左図．当⽇の様⼦（⼀般参加者の画像未修正です。もしも HP 掲載する場合修正が必要です。） 

右図． 運営スタッフ⼀同 



第17回 三重胸部CT技術研究会 

14

【活動報告】 

第 17回三重胸部 CT技術研究会 
代表世話⼈ 鈴⿅回⽣病院 ⽔井 雅⼈ 

 
⽇時： 2019 年 11 ⽉ 16 ⽇ ⼟ 14 :00 ～ 17:１0 
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：78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１7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。 
 
 症例検討 
症例検討は一宮市⽴ 市⺠病院 医療技術局 放射線技術室 ⼭元 早紀 先⽣にお願いいたし
ました。症例検討の問題をご紹介します。 
 
問 1. 正しいものには〇、間違っているものには×を記⼊してください。( 症例１ ) 
 
1 . 左乳房内側上部（C領域）に腫瘤性病変を認める。 
2 . 左乳腺腫瘤は均一に造影されている。 
3 . 左乳癌が疑われる。 
4 . 左腋窩リンパ節は腫⼤している。 
5 . 腋窩を除くリンパ節に腫⼤がみられる。 
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問 2. 正しいものには〇、間違っているものには×を記⼊してください。( 症例１ ) 
 
1 . 右乳房内に病変は認めない。 
2 . 患者は⽐較的若年者（50歳以下）と考えられる。 
3 . ⽪膚浸潤が疑われる。 
4 . 胸壁浸潤が疑われる。 
5 . 肺転移が疑われる。 
 
問 3. 正しいものには〇、間違っているものには×を記⼊してください。(症例 2 )  
 
1 . 右乳房内に腫瘤性病変を認める。 
2 . 腋窩リンパ節に腫⼤を認める。 
3 . すりガラス状陰影を認める。 
4 . 肺内に結節性病変を認める。   
5 . 両上肢を挙上して撮影を⾏っている。 
 
問 4. 正しいものには〇、間違っているものには×を記⼊してください。( 症例 2 ) 
 
1 . 左乳房外側下部（D領域）に腫瘤性病変を認める。 
2 . 内部は均一に造影されている。 
3 . 腫瘤内部に⽯灰化が認められる。 
4 . 脂肪組織への浸潤が疑われる。 
5 . 胸壁浸潤が疑われる。 
 
問 5. 正しいものには〇、間違っているものには×を記⼊してください。( 症例 3 ) 
1 . 左乳房 B領域に縦に⻑い結節性病変を認める。 
2 . 内部に⽯灰化を含んでいる。  
3 . 形状は不整である。 
4 . 上記腫瘤の周囲に⼩さな結節性病変を数個認める。 
5 . 腋窩リンパ節に腫⼤がみられる。 
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 教育講演 
 

榊原温泉病院 放射線部 草川 拓也 
教育講演「逐次近似の時代に⾒直そう MTF」～なぜタスクベース TTF に変わったか～ 
講師 藤⽥医科⼤学病院 放射線部 副部⻑ 井⽥ 義宏先⽣ 
教育講演では藤⽥医科⼤学病院の井⽥義宏先⽣に御講演いただきました。近年 CT 検査に
関しては、装置の⾼速化、⾼分解能化、デュアルエナジーといった技術の進歩がありました。
再構成においても、逐次近似再構成やディープラーニングを応⽤した再構成などの技術が
実⽤化されています。今回の教育講演では MTF の基礎的な内容からノイズ特性について講
演していただきました。臨床的な⽬標設定、何を⽬標とするのか、タスクベースで解析する
ときの注意点などを学びました。参加者の多くは若い放射線技師や学⽣が参加しており、物
理評価をしたことのない参加者もあり、講演後の質疑応答時間では、若い⽅たちへのアドバ
イスをしていただきました。参加者が⽇常の業務で今後物理評価などに取り組み、三重県の
放射線技師が研究分野において今後活躍していくことを期待したいと思います。 
 
 特別講演 
 

座⻑ 鈴⿅医療科学⼤学 保健衛⽣学部 放射線技術科学科 北岡 ひとみ 
 
 今回、名古屋市⽴⼤学 ⼤学院医学研究科 放射線医学分野 副部⻑・准教授の⼩澤 良之
先⽣に「縦隔疾患における CT 診断の要点」についてご講演いただきました。 
 縦隔区分として Felson’s 区分の説明から、縦隔腫瘍取り扱い規約の CT ベースとして
JART（⽇本胸腺研究会）、ITMIG 区分のお話、将来の区分の展望をお話いただきました。 
また、縦隔に好発する病変や縦隔病変と肺病変を⾒分けるためのポイントである Beak sign、
脂肪を含有する縦隔腫瘍、神経腫瘍、胸腺上⽪性腫瘍についての CT 所⾒等を提⽰いただき
ました。加えて、胸膜播種では造影画像のみではなく、単純 CT に所⾒があるかを必ず確認
することなど注意事項も共に⽰してくださり、⼤変有⽤な時間となりました。 



第42回 三重三重乳腺勉強会 
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【研究会活動報告】 

第 42 回 三重乳腺勉強会 

 

                        報告 市立四日市病院 稲垣由美 

 

場 所 ：鈴鹿中央総合病院 2 階講義室 1（北館） ※新館 

日 時 ：令和元年 11 月 17 日（日）13 時 30 分～16 時 15 分  

参加人数：35 名 

内 容 : 

 講演 1：『形成外科医が乳房再建時に気にかけている放射線治療 

および再建前画像検査と再建法』  

三重大学医学部附属病院  形成外科教授    成島 三長 先生

  

講演 2：『選べる！Tomosynthesis 時代に備える』 

               ～当院の経験から失敗しない装置導入に備えるべきこと～ 

国立国際医療研究センター病院  放射線診療部門    皆川 梓 先生 

  

令和元年 11 月 17 日、鈴鹿中央総合病院にて、第 42 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。 

 

講演 1 は、三重大学医学部附属病院 形成外科教授 成島三長先生をお招きいたしまして、形成外

科とはから始まり、最近の乳房再建の話までお話していただきました。形成外科医は“人生を前向き

に生きるため、形と機能を取り戻す”ために、他科と連携し、自分のスキルを使って最高の治療を行

うとおしゃっていたのが印象的でした。 

      

また、スーパーマイクロサージャリー（0.5～0.1 ㎜の血管を吻合する技術）や指尖部再接着・穿通

枝皮弁移植・リンパ管静脈吻合なども動画で分かりやすく説明していただきました。乳房再建では近

年、保険適応されているインプラントを使用するとリンパ腫になるという報告があり、現在使用を見

合わせておりますが、2019年 9月よりスムースタイプのインプラントのみ使用できるようになるとの

ことでした。穿通枝確認のため MDCT のお話のなかで、ダイオウイカの血管造影 CT や MRIの画像も見

せていただき、とても興味深いものでした。会場からの質問で、乳房再建の際に挿入するティッシュ

エキスパンダー（TE）やインプラント（IMP）の破損は MRIで確認をしますが、どのようなタイミング

で確認すればいいのかなどがありました。 
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講演 2 は『選べる！Tomosynthesis 時代に備える』～当院の経験から失敗しない装置導入に備える

べきこと～と題しまして、国立国際医療研究センター病院 放射線診療部門 皆川 梓 先生に講演

していただきました。購入してしまうと数年は使用しなければならない、高額機器であるがゆえに購

入時は絶対失敗はしたくないと、機種選定時には誰もが考えることです。新しい機能が搭載された装

置を欲しがるだけではなく、当院の規模やニーズ・望まれるクオリティ、活用できる最良のスペック

を選択した DBT（digital breast Tomosynthesis）装置について、詳しく教えていただきました。

各メーカーの特色や違いなど、なかなか個人では調べられないような貴重な資料も数多く提示してい

ただき、知りたいことが全てわかるような講演でした。 

 

 

次回の開催は、令和 2 年 7 月 19日、三重大学医学部附属病院にて、“トモシンセシスの読影”につい

て森田孝子先生に、“トモシンセシスの機器の特徴や品質管理”について広藤喜章先生に講演してい

ただく予定です。多数のご参加をお待ちしております。 

会場からも、 

Ø 現場の経験に基づいた話が聞けた。 

Ø 各装置の比較など詳細が聞けて良かった。 

Ø 今後の機種選定において参考になった。 

Ø 装置導入時に気を付けるポイントを聞くこ

とが出来、今後のためになった 等 

ご意見をいただきました。 



第109回 北勢消化器画像研究会 
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第 109 回北勢消化器画像研究会 

日時 2019 年 12 月 7 日（土） 14:00～17：30 

場所 鈴鹿回生病院 健康増進棟３階 視聴覚室 

参加人数 １3名 

症例検討１  症例提示 鈴鹿回生病院 町田良典   

65 歳（発見時）男性  既往歴 ： なし  検診歴 ： 6 年前より毎年、胃透視 

 参加者が少ないため、画像供覧後に胃透視経験の少ない者から順に意見を述べてもらい検討

を進めた。 

発見 2年前の画像供覧 

前田：胃体下部～前庭部の胃粘膜が粗い、穹

窿部にポリープ 

中島：胃全体に粗く中等度の萎縮、第２斜位

で体部大彎側の辺縁の二重線、穹窿部は気泡 

岩崎：胃全体に粘膜面粗い、前壁像で胃角小

彎よりの顆粒像 

飯田：胃全体に萎縮が強い、第 2斜位におい

て前庭部の小彎よりが気になる 

多賀糸：前庭部前壁大彎よりの粘膜不整 

丹羽：粘膜萎縮中等度～高度、穹窿部は気泡 

杉田：胃角の大彎よりが気になる 

伊藤：前庭部後壁にうっすらはじき像（再現

性なし） 
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発見前年の画像供覧 

前田:胃全体胃粘膜が粗い、前庭部にバリウム斑？ぬけ？ 

中島：大彎は問題なさそう、小彎が直線化？胃角はなさそう  

岩崎：前庭部前壁びらん、大彎よりに胃小区粗大領域 、前庭部後壁小彎寄りに溜まり像 

飯田：胃体下部前壁大彎よりにはじき像 

多賀糸：前庭部中央胃小区粗大、胃体下部前壁大彎よりはじき像と中心に溜まり像 

丹羽：前庭部前壁溜まり像、前庭部後壁溜まり像 

杉田：後壁は胃粘膜粗いで基本スルー、前庭部前壁にバリウム斑 

伊藤：2年前と同じ位置に前庭部後壁にはじき像（再現性あり） 

 

 

発見年の画像供覧 

前田:前庭部のはじき像 

宮園：前庭部後壁びらんにしては目立つ、大きさは１cm 弱で中心にバリウム不正な形で溜まっ

て周囲は隆起、不整な溜まり像から悪性を考える。 

中島：前庭部後壁の不整な溜まり像大きさは 1.5X1.5cm で立ち上がりはなだらか、境界は明瞭

なところと不明瞭なところがあり、ひだ集中はない 

飯田：全体に萎縮が強い、前庭部後壁は全体が隆起しつつ陥凹がある様子、第 2斜位像でひだ

集中があるように見える 

多賀糸：胃角大彎よりの隆起性病変をチェック、前庭部に隆起性病変様であるがバリウムを流

すときあれば気づくはずだけど・・・ 

高木：前庭部後壁に隆起性病変、表面に大小不ぞろいの顆粒像 

丹羽：前庭部後壁 IIa+IIc様隆起性病変、胃角大彎にポリープ  

杉田：胃角大彎のポリープ  

伊藤：前庭部後壁に 1cm 大の歪なバリウム斑を伴うはじき像 分化型 IIa+IIc の M 癌 
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組織型 ： Well differentiated tubular adenocarcinoma   

切除片 ： 42×45mm 

病変: Type 0-Ⅱa、18×24mm, pT1a , UL(-) , ly(-) , v(-) , HM0 , VM0  

  

胃角部後壁小彎よりの隆起主体の病変が過去をさかのぼって形態変化が確認できた症例。 

2 年前の画像は、体位変換不足や造影不良を指摘できる画像ではないにも関わらず、前半の画

像で所見を明確に確認でず、後半に撮影された像で淡いはじき像が確認できる程度であった。 

前年では、淡いはじき像として複数の画像で確認できた。 

発見年、胃角部大彎のポリープを写しだそうと体位変換と撮影を追加したため、前庭部の病変

も詳細に描写されていた。 

今回の症例で基準撮影法の体位変換だけでは、まだまだ胃粘液の洗い流しが十分ではなく、胃

粘膜の描写および存在する病変の描出は、凹凸の明確なものに限られると改めて確認でき、病

変の発見には撮影者のスキルに依存する部分が少なからずあることも再認識できた。 

 

良悪性の鑑別 

JCHO 四日市羽津医療センター 伊藤誠    

今回は、疾患を鑑別するための肉眼的形態及び X線像の特徴について説明した。 

疾患を胃 X 線検診のための読影区分アトラスにあげられていた疾患に限定し、粘膜面（景粘

膜）・好発部位・単発あるいは多発・面の要素（形・大きさ・たかさ・深さ・表面・内面）、境界

の要素（立ち上がり・辺縁・周辺）“ひだ” （ひだ集中・ひだ変化）について肉眼形態の特徴と

X線画像所見を説明した。 
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症例提示 JCHO 四日市羽津医療センタ 伊藤誠 

６１歳 男性 主訴 上腹部痛 嘔気 嘔吐 既往歴 なし 

精密検査症例 

 

 

穹窿部大彎にある明確なバリウムの溜まり像

の周囲に襞集中を伴う病変。 

バリウムの溜まり像に関する意見は、会場内で

おおむね一致していたが、ひだの性状について

は、ひだの融合の有無で意見が割れ、それに伴

い深達度についても意見が割れた。 

また、範囲についても同様に意見が割れた。 

側面変形に関する意見がなかったことが少々

残念に思えた。 

 

 

Type3,20X20mm,por2>tub2,T3,INFc,Ly1c,V0,pN3a,PM0,DM0 

報告者 JCHO 四日市羽津医療センター 伊藤誠 



□　議事録 
令和元年度　第5回理事会 
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令和元年度 第 5 回理事会議事録 

 

1 開催日時  令和元年 10 月 29 日(火)19:00～21:20 

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 【理事】界外 忠之、山田  剛、武藤 裕衣、浅沼 源示、石河 真人、森田 英稔、 

丹羽 正厳、白藤 裕敏、山本 房嗣、岡田 和正、刀根 淳也、三好 佳仁、 

姫子松 博洋、難波 一能、後藤 末成、磯部 好孝 

【監事】中西 左登志、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、19:00 開会を宣言した。     

理事会を構成する理事 18 名のうち 14 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、

議事の審議に入った。(山本、難波途中参加により最終参加理事 16 名) 

5 議事録作成 森田 英稔 

6 議事 

【法人勉強会】 

 ➤合同会社オフィスイノベーション 亀和田氏より公益法人制度に関する勉強会を行なった。 

 

【会長報告事項】(資料 1) 

(1)ビアガーデンパーティー開催 

 ➤8月 24 日、第 1回ビアガーデンパーティーを参加者 32 名にて開催した。 

 ➤好評であったため、来年も開催予定。 

(2)畦元衆議院議員への当選お祝いについて 

 ➤8月 27 日、畦元議員に当選のお祝いとして置き時計(税込 16,159円)を贈呈した。 

(3)技師会創立 70周年記念式典について 

 ➤8 月 27 日、ホテルグリーンパーク津へ相談に行き、令和 3 年 11 月の土曜日に優先的に予約できる

ように約束をした。 

 ➤検査技師会と同様の内容を考えており、請求書を確認したところ、予算で十分賄えることを確認し

た。 

(4)第 62 回東海四県学術大会について 

 ➤8月 30 日、会場予約のため丹羽業務理事と共に四日市文化会館へ行き、令和 3年 2月 7日開催予定

として会場および会議室を仮予約した。令和 2年 8月に再度予約を確定しなければならない。 

 ➤第 3ホール(メイン会場:300 名収容)、第 1～3 会議室、和室、第 4ホール(機器展示会場)合わせて

使用料は 8万円弱。 

(5)令和元年度第 1回統一講習会開催 

 ➤8月 31 日、9月 1日に開催。受講者 34 名。 

(6)鈴鹿医医療科学大学内顕彰碑の清掃 

 ➤顕彰碑は毎年、大学が清掃業者に依頼して JART 理事会前に清掃しているので、我々での清掃は必

要ないことを確認した。 
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 ➤JART中澤会長から学術大会および鈴鹿医療科学大学評議員会時に「三重県技師会員の気持ちだけあ

りがたくいただく」との言葉を頂いた。 

(7)第 4 回理事会開催 

 ➤9月 2日、令和元年度第 4回理事会を緊急メール理事会の形で開催した。 

➤決議事項①令和元年度公衆衛生事業功労者知事表彰候補者について、②後援の名称使用申請(臨床

工学技士会「心電図セミナー」、伊勢志摩ライブ) 

(8)表彰候補者の推薦について 

 ➤第4回理事会の決議にて令和元年度公衆衛生事業功労者知事表彰の候補者に界外会員を推薦するこ

ととした。 

 ➤10 月 3日、県庁より界外会員が被表彰者として決定したとの報告があった。表彰式は 12 月 19 日ホ

テルグリーンパークにて行われる。 

(9)第 35 回 JART学術大会の報告 

 ➤9 月 13～16 日埼玉県大宮市で JART学術大会に参加した。参加者は 2,300 名超。初めてコンベンシ

ョンを入れない手作りの学会であった。 

  ①懇親会に贈った「而今」は全国の中で 1番人気であった。JART理事である鈴鹿医療科学大学の豊

田学長も大変喜んでいただいた。 

  ②畦元議員へ贈った当選祝いについて返事を頂いてなかったので、本人に直接確認したところ、お

礼を忘れていて大変申し訳なかったと謝罪の言葉があった。 

  ③被ばく管理者講習について、受講希望者が多い現状から 1 月に 2 日間、2 月に 2 日間の講習会を

追加開催するとのことであった。各県での開催は厳しいが、仙台･横浜･名古屋･大阪･福岡などの

大都市での地方開催を検討している。 

  ④統一講習会の全国受講率 50％(三重県 61％)であり、大学病院や大病院では未受講者には CT や当

直を担当させない傾向があると報告があった。シンポジウムの弁護士からは「今後の診療放射線

技師の医療水準が統一講習会受講済になる可能性が高く、未受講者が事故を起こすと本人および

使用者の過失が問われる可能性がある」との見解が示された。 

(10)三重県診療放射線技師会メール配信サービスを配信した 

 ➤vol.8～15 を配信した。 

(11)鈴鹿医療科学大学評議員会の報告 

 ➤9月 27 日評議員会に出席した。 

 ➤8月のオープンキャンパスは 3140 名と過去最高の参加者であり、その中でも放射線学科の参加者が

群を抜いて多かった。 

(12)小規模施設への統一講習会受講の説明活動について 

 ➤開業医等の小規模施設に対し直接電話をして講習会の意味と必要性について説明している。 

  ➤土曜勤務により土日開催では受けられないとのことであり、そのことについては第 4回で対応した

いと考えている。 

 (13)令和元年度第 2回統一講習会の中止について 

  ➤10 月 12、13 日予定していた第 2回統一講習会は台風 19号の影響を考慮して、第 3回業務理事会に

て中止を決定した。 

  ➤第 2回の振替も踏まえ、令和 2年 2月 23、24 日(日・月)に第 4回の開催を決定した。 

 (14)三重総合画像研究会世話人会の報告 
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  ➤10 月 11 日世話人会に出席をした。 

  ➤次回は令和 2 年 5 月 15 日ホテルグリーンパーク津にて、テーマは未定。次々回は令和 2 年 11 月 6

日に開催予定。 

  ➤令和 2年 2月末をもって第一三共が協賛メーカーを外れることが報告された。 

 (15)第 56 回県民功労表彰候補者推薦の見送りについて 

  ➤三重県医療保健部より 9月 27 日付文書にて県民功労表彰被表彰候補者の推薦依頼が届いた。 

  ➤10 月 15 日表彰委員会を開催。過去の被表彰者の実績などの内容を検討した結果、今回は本会に該

当者なしと判断して見送ることとした。 

 (16)医療放射線安全管理責任者講習会について 

  ➤10 月 15 日付 JART からのメールにて、第 3～6 回の医療放射線安全管理責任者講習会に各県 2 名ず

つの受講枠を設けるとの連絡があった。 

  ➤第 5回は本会新春学術講演会と重なっており、先着順との理由もあって、界外会長と丹羽業務理事

が参加することに決定した。 

 (17)三重県診療放射線技師会誌 Vol.70 10 月号発刊 

  ➤巻頭言を寄稿した。 

 

事前配布された上記に関する資料に対し、界外会長が一同に意見を募ったが、意見はなかった。 

 

【業務理事会報告事項】 

(1)第 12 回 CCRTへの日本酒寄贈について 

 ➤全国大会に贈った而今が一番人気であり、要望があったため、CCRTへも同酒を寄贈する。 

(2)メール配信サービス Vol.9 を文書にて全施設へ郵送 

 ➤統一講習会の意義について記載したメール配信サービス Vol.9 を文書にして、他の文書と一緒に県

内の施設へ郵送した。 

(3)令和元年度第 2回統一講習中止について 

 ➤第 2回統一講習会は台風接近が予測された為、業務理事会にて中止を決定した。 

(4)会議時の弁当について 

 ➤経費削減の為、弁当を止めて軽食としていたが、軽食を用意する山田副会長、浅沼業務理事の手間

が煩雑になってしまった。よって、再度弁当へ戻すことにした。 

 

上記の如く、界外会長より報告があった。 

 

【決議事項】 

(1)新入会員、転入会員の承認 

 ➤新入会、転入者について一同に諮ったところ、全会一致にて承認された。  

(2)三重県医師会後援申請について 

 ➤三重県医師会より「第 18 回みんなの健康講座」に対し後援の申請があり、一同に諮ったところ、全

会一致にて承認された。 

 

【副会長･業務理事･担当理事報告事項】 



27

(1)レントゲン週間について《武藤副会長》 

 ➤11 月 10 日に開催。 

(2)被ばく低減施設について《武藤副会長》 

 ➤伊勢日赤、岡波、名張を除く施設の吸収線量の算出が終了しましたので、各施設へ報告する。 

(3)会誌発行《浅沼業務理事》 

 ➤令和元年第 1号の会誌を発行予定。 

(4)第 4 回三重県診療放射線技師学術大会《丹羽業務理事》 

 ➤12 月 14 日開催予定の学術大会への参加依頼を行なった。 

 ➤当日のスタッフを依頼する可能性があるので、ご協力願います。 

 ➤現在、6演題の登録あり(明日〆切)。今後の対応については明日以降決める。 

 ➤森田業務理事より、大会当日が CT テクノロジーフォーラムと重なっており、フォーラムのサテラ

イト会場を大学にする提案があり、丹羽実行委員長が検討を行うこととした。 

(5)選挙について《森田業務理事》 

 ➤5 月 17 日総会→(2 月前)3 月 16 日立候補〆切→(1 月前)2 月 14 日告示 

 ➤次回業務理事会で選挙管理委員の選定、1 月の理事会で承認、2 月の新春学術講演会時に選挙管理

員会開催し、委員長を決める。 

(6)被ばく低減施設認定取得のための被ばく相談勉強会《三好理事》 

 ➤令和 2年 3月 20 日に三重大学医学部 臨床講義棟 第 2講義室にて開催予定。 

(7)伊賀･名張地区《後藤理事》 

 ➤支部会会則とアンケートを作成中 

(8)災害調査について《姫子松理事》 

 ➤地区担当理事を通して台風 19号による被害状況を調査中 

 ➤10 月末の報告を待って、JARTへ報告予定 

 ➤今後、HPより災害報告ができるようにシステムを検討する 

 

上記の如く、報告があった。 

 

【その他】 

(1)2019 年度診療放射線技師業務実態調査への協力のお願い 

 ➤JARTよりアンケート依頼があり、協力願いたい。 

 ➤アンケート結果を基に技師法改正につながった前例もあり、大事なアンケートである。 

 ➤協力者には社会活動ポイントが付与され、同ポイントを集めると、全国大会にて表彰される。 

(2)第 12 回 CCRT参加依頼 

 ➤第 12 回 CCRTへの参加のお願いがあった。 

(3)東海四県親睦事業への参加依頼 

 ➤11月24日岐阜医療科学大学可児キャンパスにて行われる東海四県親睦事業への参加依頼があった。 

 ➤女性 2 名を含む 6 名を 1チームとし、2チーム編成する。 

 ➤界外会長は磯部理事を取りまとめ役に指名をした。 

(4)令和 2年度の事業計画ならびに予算申請について 

 ➤来年度の事業の提案およびその事業に対する予算の要望の募集を行う。 
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(5)技師連盟について 

 ➤技師連盟の会費未納者名簿が届いたので、納入の依頼を行う。 

(6)マンモグラフィ講習会について 

 ➤参加者募集中。現在 36 名の応募あり。 

(7)第 2 回地区担当理事会議 

 ➤11 月 12 日に開催予定。 

(8)第 4 回業務理事会 

 ➤12 月 10 日に開催予定。 

 

上記の如く、界外会長より報告があった。 

 

以上をもって本日の議案全ての審議を終了し、21:20 に閉会した。 

 

上記の通り原本と相違ないことを証明する。 

 

令和元年 10 月 29 日 

一般社団法人三重県診療放射線技師会 

会長     界外 忠之 
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第 2 回地区担当理事会 議事録（案） 
 
1. 日 時 令和元年11月12日（火）19:00 
2. 場 所 三重大学医学部附属病院 外来棟4階会議室 
3. 参加者 界外 忠之、山田 剛、武藤 裕衣、白藤 裕敏、岡田 和正、 
刀根 淳也、姫子松 博洋(災害担当)、後藤 末成、浅沼 源示 

 
 
4. 議事 
 

会長から 
地区の進捗状況報告と災害時にも地区のつながりを活用していける方法を検討
していきたい。 
 

各地区進捗状況報告 
伊賀・名張地区（後藤理事） 
• 岡波総合病院、寺田病院、名張市民病院、伊賀市立上野総合病院の技師で世
話人会を開催した。 

• どういったことを始めるのかアンケートを取りたい。（業者経由を想定） 
• 会則を作成した。（世話人会出張費などを三重県診療放射線技師会の会則に
則り記載した） 

• 親睦会と勉強会を1回ずつ開催することから始めてはどうかと世話人会で意
見があった。 

• 初回資料配分は「三重県診療放射線技師会から発送してはどうか」との意見
が界外会長からあった。 

• 地区のメンバーリストが欲しい 
 
津・榊原地区（白藤理事） 
• 地区の範囲が不明瞭なので直接電話連絡を行いにくい。 
• 津・榊原地区研究会のうちの1回を地区活動として行うことも検討している
。 

• テーマによって集客率に差が発生するが、助成団体の内容と重ならない様に
検討するのは簡単では無い。 

 
南勢地区（岡田理事） 
• 伊勢市民病院、県立志摩病院から世話人を人選した。 
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• 新築した伊勢総合病院施設見学を開催予定 
 
北勢地区（刀根理事） 
市立四日市病院と羽津医療センターが以前から開催している勉強会と共同し
2020年1月に地区勉強会を開催する。 
 
意見 
山田副会長 
講師料の捻出は大変難しいので合同で開催するのも検討の余地はあるのかと思
う。 
 
武藤副会長 
• 三重県診療放射線技師会のイベントに参加されないと三重県診療放射線技

師会との距離感が増し疎遠になっていく。三重県診療放射線技師会しても勢
いがなくなってくる。 

• 足を運べる地区の身近な距離感で活性化することで県や全国技師会の活動
が活性化していくのではないか。 

• アカデミックなことに拘らず地域の交流を深めることが大切だと思う。 
 
界外会長 
• 開業医勤務の技師会員が参加できる様な日程で行事を開催していきたい。 
• 地区としても開業医勤務の技師会員に情報を伝えていただきたい。 
• 地区理事会は三重県診療放射線技師会からの要望なので初年度から活動費2

万円を三重県診療放射線技師会が支給する。 
• 超過する場合は次年度の事業として予算申請を理事が認めれば払える。 
• 基本は予算2万円で抑えていただきたいが、2万円を超えるときは理事会の

承認が必要。超えなければ収支報告だけで良い。 
• 次期構想として、理事の元に一般会員を組織して委員会制としたい。 
 
姫子松理事（災害担当） 
• 地区は勉強会よりも開業医勤務技師の交流が重要なのではないか。 
• 三重県診療放射線技師会に参加されない技師の意見を収集できる機会とす

てはどうか。 
• JARTとして災害時にどこまでの対応を考えているのか? 
• 被災施設をどうやってバックアップするか？ 
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その他の意見 
• 三重県診療放射線技師会から得たJARTからの情報を地区で正しく伝えるこ
とも重要な概念である。 

• 自分の担当地区の範囲が明確でない。 
• 地区で顔をつなげて情報交換できる関係を構築することが大事である。 
• 病院間のつながりが大事なので三重県診療放射線技師会の支部とする認識
で良いのではないか。 

 
会長まとめ 
• 地域は三重県診療放射線技師会直結のものであり助成団体ではないこと。 
• 支部の長は理事が当たる。 
• 地域の技師会活動を活性化させることが主目的である。 
• 最初は大きな施設が中心となり協力いただき、最終的には小さい施設も参
加できる様に発掘し、JARTからの情報を伝えていく。 

• 災害時には相互に助け合える顔の見える関係を作っていく。 
• 会計は三重県診療放射線技師会で精算し支部としては持たない。(世話人会
交通費・弁当代も技師会から出せる) 

• 三重県診療放射線技師会会員を対象とするが、非会員が催しに参加するこ
とは厭わない。 

• 会員は基本無料とする。非会員から徴収した会費は三重県診療放射線技師
会に納める。 

• 夜間開催時の弁当までは支給しない。 
• 各地域でできることを検討願いたい。 
 
上記の通り、原本と相違ない事を証明する。 
 
令和元年11月13日 
 

一般社団法人 三重県診療放射線技師会 
会長 界外 忠之 
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令和元年度 第 6 回理事会議事録 

 

1 開催日時  令和 2年 1月 16 日(木)19:00～21:10 

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 【理事】界外 忠之、山田  剛、武藤 裕衣、浅沼 源示、石河 真人、森田 英稔、 

丹羽 正厳、白藤 裕敏、岡田 和正、刀根 淳也、三好 佳仁、姫子松 博洋、 

磯部 好孝 

【監事】中西 左登志、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、19:00 開会を宣言した。     

理事会を構成する理事 18 名のうち 11 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、

議事の審議に入った。(丹羽、磯部途中参加により最終参加理事 13 名) 

5 議事録作成 森田 英稔 

6 議事 

【会長報告事項】(資料 1) 

(1)レントゲン週間企画事業を実施した 

 ➤11 月 10 日鈴鹿医療科学大学にて本会初のレントゲン週間イベント「3D 画像から見えない中身を捜

査しよう」を開催した。 

 ➤次年度は企画段階から大学の学生や教員と話し合いながら進めていくことで、新しい関係構築に繋

がると考える。 

 ➤薬剤師会はキャンピングカーを改造した移動型の薬局を展示して団体としてのアピールを行なっ

ていた。次年度は本会もパネルやのぼり旗、スタッフジャンパーなどを準備して本会のアピールを

行いたい。 

(2)第 2 回地区担当理事会議を開催した 

 ➤11 月 12 日に第 2回地区担当理事会議を開催した。 

 ➤本会議で基本コンセプトをまとめた。 

・各地区の集まりは本会直轄の支部的な扱いであること 

・支部長は各地区の担当理事が当たること 

・近隣施設の顔が見える関係から施設や人の繋がりを大切にする目的で、勉強会に限らず、情報交換

の場を提供する。 

・災害時には被害状況の確認、技師同士の助け合い行う。 

・初めは大きな施設が中心となり、次第に開業医クラスも参加できるようにしていきたい。 

・経費は本会で清算して、支部で集金や管理を行わない。 

(3)東海四県親睦ソフティーバレーボール大会に参加した 

 ➤11 月 24 日岐阜医療大学にて開催された。 

 ➤三重県からは伊勢赤十字、三重大学、鈴鹿中央、榊原温泉、岡波総合病院から男女 15 名が参加し、

結果は A チームが準優勝した。 

 ➤詳細報告は岡田理事が作成して本会 HPに掲載されているので、各自参照ください。 
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 ➤来年度は三重県が担当県となる。 

(4)第 12 回 CCRTに参加した 

 ➤11 月 31 日、12 月 1日静岡県浜松市にて開催された。 

 ➤最終登録者数 745 名、三重県からの参加者数 33 名。 

(5)メール配信サービス Vol.18～22 を配信した 

 ➤12 月 6日に第 4回統一講習会開催に関する追加募集について配信した。 

(6)令和元年度第 3回統一講習会を開催した 

 ➤12 月 7、8日に開催し、定員一杯の 60 名の登録であったが、当日 2名欠席、58 名の参加があった。 

(7)第 4 回業務理事会開催 

 ➤12 月 10 日に開催した。 

(8)鈴鹿医療科学大学評議員会に出席 

 ➤12 月 13 日第 77 回鈴鹿医療科学大学評議員会(臨時)に出席した。 

 ➤学則の変更などが主な議題であった。 

 ➤鈴鹿医療科学大学附属桜の森病院開設について、文科省の認可が下り、2020 年着工、2021 年オープ

ン予定 

(9)第 4 回三重県診療放射線技師学術大会を開催 

 ➤12 月 14 日鈴鹿医療科学大学にて開催し、第 14 回骨・関節単純 X線撮影を熱く語る集いを同時開催

した。 

(10)公衆衛生事業功労知事表彰を受章 

 ➤12 月 19 日「令和元年度 三重県医療保健および子ども･福祉関係功労者感謝のつどい」がホテルグ

リーンパーク津にて開催され、界外会長が公衆衛生事業功労知事表彰を受章した。 

 ➤14分野の表彰項目があり、約 100 名以上が集まっていた。功労表彰は 4名で他に保健師、理学療法

士、歯科医師が受章されていた。 

 ➤薬剤師は薬事功労で 5名、看護師は看護功労で 9名が受章しており、専門の表彰項目がある事を知

り、我々も更に社会貢献をしてアピールが必要であると感じた。 

(11)第 3 回医療放射線安全管理責任者講習会受講 

 ➤主催 JARTであるが、厚労省認定の講習会に参加した。参加者 150 名。 

 ➤指針の改定版が JARTの HPにて公開された。 

 

事前配布された上記に関する資料に対し、界外会長が一同に意見を募ったが、意見はなかった。 

 

【業務理事会報告事項】 

(1)選挙管理委員候補者の選定 

 ➤過去 4 年分の記録から今回は東紀州地区、伊賀名張地区、中勢地区から選出する事とした。 

 ➤東紀州地区:尾鷲総合病院 大川 和穂氏、伊賀名張地区:上野市民病院 安本 健一氏、中勢地区:鈴

鹿回生病院 澤山 幸信氏を候補者として一同に諮ったところ、全会一致にて承認された。 

 ➤2月 1日の新春学術講演会の前に上記 3 名の中から選挙管理委員長を互選にて選出する。 

(2)令和 2年度東海四県親睦事業について 

 ➤先日の親睦会の際に 4県の会長で話し合いを行い、4県が一巡するまでは本イベントを続けること

で一致した。 
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 ➤石河業務理事から業務理事会前に文書にて、親睦事業についてアンケート調査、検証を行うこと、

また、検証が行われない時には本事業の担当を見送る決定を行なって欲しいと意見があった。 

 ➤本年のイベントに参加した岡田理事より「参加してみたら意外と楽しめた」、白藤理事より「三重

県も他県の様にもっと結束を高めたいと思った」などの意見があり、界外会長が一巡するまでイベ

ントに参加することに異議がないか一同に諮ったところ、異議はなかった。 

 ➤令和 2年度は本会が当番県であるので、イベント内容については今後検討する事とした。 

(3)令和 2年度事業計画ならびに予算申請について（資料 2） 

 ➤界外会長より本年度の事業計画を基に来年度の事業計画および予算概算の提示と説明があった。 

 ➤①助成団体を集めて予算 15,000 円にて会議を 1 回、②骨関節を熱く語る集いを本年度と同様に学

術大会と同時開催させて、その分の予算 50,000円を削減、③レントゲン週間は本年度 50,000円で

あったが、会のアピールの為にのぼりの旗やスタッフジャンパー作成の為 150,000円、④年間テー

マ事業に 50,000円増額して 100,000円、⑤県単独の福利厚生事業に 200,000円、⑥基礎講習会(血

管造影)の郵送費に 30,000円、⑦東海四県親睦事業は親睦事業として単独事業とし、県内開催のた

め 100,000円削減して 100,000円、⑧70周年記念式典委員会･東海四県学術大会委員会･東海四県親

睦事業委員会･事務所移転委員会の 4委員会に各 30,000円などが本年度から変更･追加される。 

 ➤石河業務理事より詳細の項目を派遣費や講師費ではなく、旅費や謝金等予算の項目に合わせて表記

して欲しいと要望があり、界外会長が修正をして再提出する事とした。 

 ➤森田業務理事より被ばく低減施設認定委員会の会議費とは、認定取得を志す施設が集まってする会

議の為の費用であるか、もしくは講演会の為の費用であるかの確認と、会議の為の費用は利用施設

が限られる為、不適切でないかと指摘があり、認定委員会の項目は削除する事となった。 

 ➤委員会の委員は委嘱を行い、そのためには規程が必要であると意見があり、規程作成に森田業務理

事を指名した。 

 ➤白藤理事より地区担当理事会議の中で地区会議の世話人を委員とする案があったが、この地区委員

も該当するか質問があり、石河業務理事より旅費を支給するのであれば、委嘱して委員とすべきで

あると回答があり、武藤副会長より委員に該当する場合、任期を設けて委嘱状が必要でかつ会議毎

に議事録を作成する必要が生じる。現状をふまえると、委員会規程が設けられた後に検討してはど

うかとの意見があった。また、石河業務理事より委嘱されなかった場合、旅費の支給はできなくと

も、食糧費として軽食等を用意する事は可能であると説明があった。 

(4)「令和元年度台風 19号」の災害における義援金募集について 

 ➤平成 30 年度第 3 回理事会にて「今後の災害義援金は一律 1 万円とする」と決議されており、これ

に従って良いか、一同に諮ったところ、異議はなく、1万円を寄付する事とした。 

 

【決議事項】 

(1)新入会員、再入会員の承認 

 ➤新入会、再入会者について一同に諮ったところ、全会一致にて承認された。 

(2)公益法人化について 

 ➤前回理事会時の勉強会を踏まえ、必ずしも本会及び本会会員にとって公益法人化がメリットになる

とは言えないのではないかと界外会長より意見があった。 

 ➤公益法人化を行うか、現状の一般法人を維持するか一同に諮ったところ、全会一致にて現状の一般

法人を維持することで決定した。 
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(3)第 39 回日本診療放射線技師学術大会の開催地立候補について 

 ➤2023 年開催の第 39 回日本診療放射線技師学術大会開催地に立候補の提案を行なったが、同年に東

海四県の当番、2024 年に CCRTの当番が回ってくることを懸念していると界外会長より意見があっ

た。 

 ➤開催地立候補に対し一同に諮ったところ、立候補する 1、立候補しない 6、保留 6 であり、定款 第

31 条に則り、いずれも出席者の過半数を得ることができなかったため、決議の要件に満たさず継続

審議とした。 

 

【検討事項】 

(1)三重県診療放射線技師会総会の日程について 

 ➤開業医等に勤める技師の方々へ統一講習会受講のお願いをした際に、土曜日のイベントには参加し

たくても業務があって参加できないとの意見を多数聞いた。そこで、以前に総会の日程を 5 月第 3

土曜に定期開催する事を決定したが、これらの意見より総会の開催日を 5月第 3日曜の定期開催に

変更して、今後その他のイベントも可能な限り日曜日に開催したいと提案があった。 

 ➤石河業務理事より第 3 日曜の場合、最短で 15 日の開催が想定され、決算から総会までに期間が短

いと意見があり、また村田事務員よりゴールデンウィークを挟むため、委任状の回収が間に合わな

い可能性があると意見があった。 

 ➤以上より、総会は 5 月第 4 日曜に定期開催する事とし、本年は 5 月 24 日に変更して開催する。ま

た、理事選挙の総会の際に理事立候補者または無投票により理事の当選が確定した者は、特殊な手

続きが必要になる為、その総会に欠席しない様に注意喚起がされた。 

(2)第 70 回総会議長執行部案 

 ➤近年、北勢→南勢→中勢→南勢→北勢→伊賀名張の順であったので、東紀州地区から選出の提案が

界外会長よりあった。 

 ➤武藤、山田両副会長より選挙管理委員も東紀州から選出している事から、人員的に厳しいのではな

いかと意見があり、界外会長が東紀州地区へ確認を行い、難しい場合には中勢地区から選出する事

とした。 

(3)令和 2年度年間テーマ 

 ➤本年度テーマは被ばく低減であったので、来年度テーマを医療安全･危機管理（担当:姫子松理事）

とする提案が界外会長よりあった。 

 ➤一同に諮ったところ、異議はなかった。 

 

【副会長･業務理事･担当理事報告事項】 

(1)新春学術講演会《山田副会長》 

 ➤令和 2年 2月 1日開催。 

(2)レントゲン週間報告《武藤副会長》(資料 3) 

 ➤38 名の参加があり、好評であった。アンケート結果は全国学術大会で報告予定。 

 ➤報告書の内容は JARTの HP(Network Now)や鈴鹿医療科学大学の広報誌に掲載予定。 

(3)CCRT会長会議報告《武藤副会長》(資料 4) 

 ➤次回の CCRTの日程は令和 2 年 12 月 5 日、6 日であるが、佐野 JART副会長より次々回より 11 月に

開催する様に要望があった。 
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(4)第 4 回三重県診療放射線技師学術大会報告《丹羽業務理事》(資料 5) 

 ➤14演題 3セッションと 3講演を行い、126 名の参加があった。 

 ➤反省点としては①開催日程が CT テクノロジーフォーラムと重なった、②抄録のフォーマットが統

一されておらず編集に苦労した、③大会の案内が若干遅かった、④スライドの受取に手間取り、ス

ムーズな受付ができなかった。 

(5)教育担当者会議報告《北岡参与》(資料 6) 

 ➤次年度の基礎講習会(三重)は「血管造影」を 10～12 月に開催予定。 

 ➤他県の基礎講習会は MRI(富山、岐阜、愛知)、乳房(静岡)、消化管(愛知)、超音波(福井)。 

 ➤統一講習会の中部での開催はなく、大阪で 12 月、1月、2月開催し、本部で 9回開催する。 

 ➤フレッシャーズセミナーは例年通り各県で開催する。 

 

上記の如く、報告があった。 

 

【その他】 

(1)マンモ講習会について 

 ➤定員 50 名に対し 68 名の申し込みがあったが、キャンセルが相次ぎ現在 46 名(三重県会員 18 名)で

あり、現在再募集を行なっている。 

(2)東海四県学術大会への参加要請 

 ➤来年度は本会が担当するため、本年度の岐阜大会には多数参加し、企画･運営等の参考にしていた

だきたい。 

 ➤三好理事より岐阜大会の開催時間が不明であると指摘があり、武藤副会長より現在の岐阜県技師会

の HPには掲載されていると回答があった。 

(3)新春学術講演会の集合時間 

 ➤理事の方は 12:00集合、12:30受付開始とする。 

(4)選挙管理委員会 

 ➤新春学術講演会と同日に 12:00 より開催する。出席者は選挙管理委員 3 名、会長、副会長、庶務。 

(5)次回業務理事会 

 ➤令和 2年 2月 10 日 

 

上記の如く、界外会長より報告があった。 

 

以上をもって本日の議案全ての審議を終了し、21:10 に閉会した。 

 

上記の通り、原本と相違ない事を証明する。 

令和 2年 1月 16 日 

一般社団法人三重県診療放射線技師会 

会長     界外 忠之 

 



令和元年度　第7回理事会(メール) 
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令和元年度 第７回理事会(メール)議事録 

1 日時      令和 2年 2月 10 日(月)20:45 発議-令和 2年 2月 12 日(水)14:59 審議終了 

2 配信者    三重県診療放射線技師会 界外 忠之および浅沼 源示 

3 回答者氏名 【理事】界外 忠之、山田  剛、浅沼 源示、石河 真人、森田 英稔、丹羽 正厳、 

落合 嘉平、白藤 裕敏、山本 房嗣、岡田 和正、刀根 淳也、三好 佳仁、 

姫子松 博洋、伊藤 守弘、難波 一能、後藤 末成、磯部 好孝 

4 議事 

【決議事項】 

・令和 2年度「女性のチャレンジ賞」表彰候補者の推薦について 

三重県医療保健部医務国保課長より令和 2年 1月 23 日付 令和 2年度「女性のチャレンジ賞」表彰

候補者の推薦についての事務連絡に対し、表彰審査委員会は表彰および叙勲等推薦規程 第 10 条に

則り、審議したところ、武藤 裕衣氏を候補者とすることを上程する。よって、表彰および叙勲等推

薦規程第 9 条に則り、本件の可否について理事会の決議を求める。なお、本議決にあたり、武藤副

会長は特別の利害関係を有する理事に該当するため、定款 31 条に則り議決権を有しないものとする。 

 

【採決期間】 

 令和 2年 2月 10 日 21 時より令和 2年 2月 12 日 12 時発信まで 

 なお、この間に投票が無かった者については異議がないものとみなし、賛成とする。 

 

【審議結果】 

当該提案につき議決権を有する理事全員から電磁的記録により異議なく、全会一致にて同意を得たので、

定款 32 条に基づき、当該提案を可決とする理事会の決議があったものとみなす。 

 

 

上記の通り、原本と相違ない事を証明する。 

 

   令和 2年 2月 12 日 

   一般社団法人三重県診療放射線技師会 

会長     界外 忠之 

 



□　編集後記 

昨年は台風が吹き荒れた日本列島でしたが、今新型コロナウィルス
（covid-19）が吹き荒れようとしており、研究会・勉強会はもとより
角学会まで中止（延期）に追いやられ関係各所に多大な影響を起こし
ております。 
SNS等でもニセの情報も含め様々な情報が流れております。 
いつ終息するのかも不明ですが、医療人として予防にしっかり心掛
けていきたいと思います。
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