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THE NEWS OF THE TOTTORI ASSOCIATION OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 

 
 

 

平成２９年度 放射線治療および関連機器の安全使用のための 

研修会の開催について 

                       

厳寒の候、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は鳥取県診療放射線技師会活動に格別のご

理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、医療法施行規則第１１条第２項第３号において医療機器の保守点検、安全使用を確保する「医

療機器安全管理責任者」の設置、および従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施、医

療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施などが示されています。このことか

ら平成２９年度も下記の要領にて開催いたします。ご多用中とは存じますが万障お繰り合わせの上、ご出

席いただきますようご案内申し上げます。 

記 

日時 ：平成 30 年 3 月 4 日（日） 9：00～12：00 

 場所 ：鳥取県立厚生病院 

 参加費：無料 

プログラム 

○開会のあいさつ 

9:00〜9:05    鳥取県保健事業団 大久保 誠 氏 

○司会     鳥取県立中央病院 木原 康行 氏 

 9:05〜10:05 

『Viewray 社製 MRI ガイド下放射線治療装置 MRIdian のご紹介』 

     伊藤忠商事   中島 聖 氏 

『最新の照合方法のご紹介』 

キャノンメディカルシステムズ 北山 孝一 氏 

10:05〜10:50 

『放射線治療エラーの歴史』 

鳥取県立中央病院 砂川 知広 氏 

『放射線治療安全運用について−看護師の視点−』 

     鳥取県立中央病院 橋本 瑞樹 氏 

 11:00〜12:00 

『Morning QA についてもう一度考えよう』 

     鳥取県立中央病院 小谷 怜 氏 

     鳥取大学医学部附属病院 青戸 辰生 氏 

総合討論 

 

共催 （一社）鳥取県診療放射線技師会・鳥取県東部放射線治療技術研究 
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平成２９年度 放射線管理研修会の開催について 

 

厳寒の候、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は鳥取県診療放射線技師会活動に格別のご理解とご協

力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて 鳥取県診療放射線技師会では「平成２９年度 放射線管理研修会」を下記の要領にて開催いたしま

す。ご多用中とは存じますが万障お繰り合わせの上、ご出席いただきますようご案内申し上げます。 

記 

日時：平成３０年３月４日（日） １３：３０〜１５：３０ 

場所：鳥取県立厚生病院 大会議室 

      倉吉市東昭和町１５０ 

内容：「診断参考レベル（DRLs）を理解したうえで、私たちのすべきこと」 

      鳥取県立厚生病院 金光 太郎 氏 

 

 

会場 

〒682-0804 

倉吉市東昭和町 150 

鳥取県立厚生病院 

最寄り駅 JR 山陰本線倉吉駅 

 

周辺地図 

  

 

倉吉駅からのアクセス 

 日本交通・日の丸バスの利用で、次の経路によりお越しいただけます。 

▪ 倉吉駅発（バス8分）→バス停「厚生病院前」→（徒歩1分）厚生病院 
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 倉吉駅発（バス 8 分）→バス停「厚生病院正面玄関前」（すぐ） 

第7回 鳥取県消化管撮影研究会のご案内 

 

鳥取県診療放射線技師会 がん検診研究会消化管部会長 大久保 誠  

胃X線検査関係者 各位  

 

今年度も鳥取県消化管撮影研究会を開催致します。この会は日常診療の中で早期胃癌を見逃さない為

に、撮影手技・読影に関する知識を学ぶことを目的とした勉強会です。  

年度末のお忙しい時期での開催となりますが、たくさんの方のご参加お待ちしています。  

 

日時：平成29年3月10（土）13：30～17：00（開場13：00～） 

場所：倉吉病院アゼリアホール倉吉市山根43 

参加費：無料※鳥取県診療放射線技師会の会員でない方の参加も可能です。 

 

内容 

総合司会小西哲生 

１. パネルディスカッション「しくじり先生～各施設の失敗例から学ぶ～」  

座 長：鳥取県保健事業団 大久保 誠  

パネリスト：島根県環境保健公社       樋野 秀樹  

鳥取生協病院          小西 哲生  

中国労働衛生協会 米子検診所  大槙 隆行  

鳥取県保健事業団        三宅 二郎  

 

２. ミニレクチャー 「胃癌取り扱い規約14版→15版の主な改訂点について」  

講 師 ：鳥取生協病院 小西 哲生  

 

３. 特別講演 「胃X線検査読影基礎講座 良性病変と悪性病変」  

講 師 ：広島県 日本鋼管福山病院 石川 祐三 先生  

 

主 催：一般社団法人 鳥取県診療放射線技師会  

代表世話人：大久保 誠（鳥取県保健事業団）  

世話人：上野 裕介（博愛病院）、大槙 隆行（中国労働衛生協会 米子検診所）  

三宅 二郎（鳥取県保健事業団）、森岡 篤志（藤井政雄記念病院）  

 

事務局（お問合せ）：小西 哲生（鳥取生協病院）  

TEL：0857-25-0620（ダイヤルイン） 

E-Mail：tetsu.k524@gmail.com 

 

協力：カイゲンファーマ㈱・伏見製薬㈱・堀井薬品工業㈱ 

 

 

 

mailto:tetsu.k524@gmail.com
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平成２９年度  

第３回東部地区研修会のご案内 

             （一社）鳥取県診療放射線技師

会 
下記の日程で、第３回東部地区研修会を開催いたしますので、会員の皆様におかれましては、 

ご多忙の折と拝察いたしますが、多数御参加いただきますようにご案内いたします。 

記 

１ 日時：平成３０年３月１５日（木）１８：３０～２０：００ 
 

２ 場所：鳥取県立中央病院 ドック控え室 
 

内容  

（１）「IoTと臨床応用」 鳥取県立中央病院 赤島 啓介氏 

（２）「ＦＰＤの特性と最新の話題」 富士フィルム 

（３） Japanese Seminar in RSNA 2014 

頭部領域の抑えておきたい３つのポイント」 富士製薬 

 

 

 

※ドック控え室が分かりにくい場所ですので、迷われた方は中央放射線室に声をかけてください。 

（一社）日本診療放射線技師会 生涯学習認定研修会です。 
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平成 29 年度 第 5 回理事会 議事録（抄） 

 

日時：平成 30年 1月 16日（火） 午後 6時 40分～午後 9時 10分 

場所：倉吉病院 3階会議室 

出席者  

理 事：大久保誠 廣田勝彦 森美映子 木原康行 池原 準 岸本淳一 深田尚洋 横地延彦 秋吉正

史 永尾結奈 木村晃史 田村登志雄 上山忠政 中西和宏 坪内 寛 渡邉浩司   

監 事：岡村章仁 入川富夫  

相談役：穐山恒雄 安藤俊章 

欠席者：福光 忠 後藤倫子 中山英俊     

議 長: 大久保誠  

議事録作成人: 森美映子 

議事録署名人:  岡村章仁 入川富夫 

 

【報告事項】 

１．会員動向について（森常務理事） 

・前回理事会以降の会員動向はなく、現在JART

会員数は197名・TART会員数は205名のままで

ある。 

・今年度に免許を取得し、未入会の方には入会

の案内を行っていく。 

   

２．会費納入状況について（池原常務理事） 

 ・前回理事会以降 11口の会費納入あり、合わ

せて 201 口となる。1 人で複数口の入金を

された会員もあり、会員数では 200弱とな

る。 

・賛助会員では、前理事会以降の入金はなく 

15社 17口のままである。 

・大久保会長より、JARTから震災により平成 

30年度会費免除対象者が 3名いるがそのう 

ちの 2名から今年度の会費納入がないため、 

今年度の会費免除として取り扱うことにす 

ると連絡があり、了承した。 

 

３．原子力防災訓練報告（大久保会長） 

・11月19日（日）イオンモール日吉津西館3階C

ブロックにおいて、平成29年度鳥取県原子力

防災訓練が行われ、大久保会長、福光副会長、

渡邉西部地区理事が参加される。 

・避難退域時のスクリーニングへの助言など監

督的な立場での参加であったため、避難等に

ついてはスムーズに行えていたが、サーベー

になると不慣れなようだった。今後は測定の

実習も取り入れてはと助言を行う。 

 

４．CSFRT2017徳島報告について 

 ◎ 第13回中四国放射線医療技術フォーラ 

   ム報告（大久保会長） 

・12月2日(土)・3日(日)徳島市あわぎんホール

において、第13回中四国放射線医療技術フォ

ーラムが開催され、参加人数は648名、情報

交換会266名の参加があり盛会に行われた。 

 ・ 当県からの座長4名、会員発表は13題あり、

協議会表彰を中海・宍道湖消化管撮影研究会

水鳥会が受賞し、学術奨励賞を鳥取大学医学

部附属病院 崎本翔太氏が受賞された。 

 ・前日に開催された中四国会長会議では、第14

回中四国放射線医療技術フォーラムの進捗

状況、第34回日本診療放射線技師学術大会の

進捗状況などの報告及び参加依頼があった。

また、第34回日本診療放射線技師学術大会で

は事前登録費が値上がりし10,000円になる

こと、演題募集の期間の延長が認められない

ことなどの注意点を説明された。 

 

 ◎ CS9研修会報告(森常務理事) 

 ・今年度の研修会は第13回中四国放射線医療技

術フォーラム内のJART特別企画として米子

市在住に内田美佐氏を講師にお迎えし、「ア

ンガーマネジメントについて」の講演を行っ

た。参加者は約100名、大半は4，50歳代の男

性技師が占めており、当県からも6名の参加

があった。気興味深い内容の研修会であり、
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多くの参加者があり大盛況だった。 

 ・次回は、2018年11月3日(土)・4日(日)に行わ

れるCSFRT2018広島内での開催が決まってお

り、「女性の働き方」をテーマに行う予定。

どのような形式で行うか検討中だが、現状把

握のため男女別に事前アンケート行う。実施

が決まれば、ニュースやHPを通じて案内し協

力を呼びかけていく。 

（中略）  

６．災害支援診療放射線技師研修会報告につい 

  て（大久保会長） 

 ・12月 23日（祝）・24日（日）日本診療放射

線技師会 講義室において、47 都道府県か

ら推薦された災害支援の代表者を対象に災

害支援診療放射線技師研修会が開催され、

鳥取県からは大久保会長が出席された。 

 ・この研修会は、原子力災害に限らず、広域災

害が発生した場合に、各地の災害時における

診療放射線技師による支援活動チームの構

築を目的行われた。内容は、災害支援の概要、

災害時における技師としての役割、安全管理

や衛生管理などの講義及びエコノミークラ

ス症候群対策として下肢静脈超音波実技講

習が行われた。 

 

７．地区研修会について 

 ◎東部地区（上山理事） 

 ・11月29日（水）鳥取県立中央病院において、

第2回東部地区研修会としてCSFRT2017徳

島の予演会を行った。 

 ・12月6日（水）第1回BIRDmeetingを鳥取市立 

  病院において開催し26名の参加があり、4演 

題の発表があった。 

 ◎中部地区（中西理事） 

  （中略） 

 ◎西部地区（坪内理事） 

 ・1月18日（木）第2回西部地区研修会を山陰労 

災病院において行う。内容は、広島大学病院  

診療支援部画像診断部門 横町和志先生をお 

招きし「簡便な画像解析への挑戦（CTとMRI 

を中心に）」 「RSNA2017最新情報報告」の 

講演をしていただく。 

 

８．その他 

 ① 公益目的事業報告の完了について（大久保

会長） 

 ・昨年12月25日付で、一般社団法人への移行に

伴う「公益目的支出計画」の実施が完了した

旨の確認書が交付されたことを報告される。

本確認書をもって、鳥取県総務部行政監察・

法人指導課の監督はなくなり、引き続き適切

な法人運営に努めていく。 

 

 （中略） 

 ③ 統一講習会の開催について（深田常務理 

事） 

 ・来年度の統一講習会を7月29日（日）・8月5 

  日（日）の2日間、日・日（別の週）開催す 

ることを報告される。2月にはJARTに報告し 

準備を進めていく。 

 

 ④ 当会の一般会計収支の現状について（木原

常務理事） 

 ・会誌の広告料収入が予算 160,000円に対し、

80,000円と 80,000円の差異が生じている。

福利厚生・組織では、予算が 490,000円に

対し、被災見舞い、慶弔などの支給により、

残りが 150,000円となっている。何とかこ

の予算内で残りの厚生事業を行ってほしい

と現状の説明をされる。 

   

【協議事項】  

１．第3回鳥取マンモグラフィ研修会について（森

常務理事） 

（中略） 

２．消化管撮影研修会について（大久保会長） 

   （中略） 

３．放射線治療機器安全使用研修会について（木 

原常務理事） 

  （中略） 

         

４．技師会創立 65周年記念事業について（大久 

  保会長） 

・技師会創立65周年記念事業（案）したがって、 

協議および確認を行う。 

 開催日時：11月（10・17）日（土）の辺

りで検討中 

   会  場：鳥取市 
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   内  容：学術大会と併催し、記念式典

のほか特別講演も行う予定で検討して行

く 

・今回は 65周年なので県外からの来賓が招

待しない、県内のみの来賓とする。 

  ・実行委員長の選任について検討する。推

薦された理事に会長が依頼を行っていく。 

  ・日程が決まり次第準備を進めていく 

 

５．その他 

 ① JARTカウント申請事務などに伴う事前

申請のための連絡体制について（大久保

会長） 

  ・カウント申請の事前登録が連絡不足のた

め、事後登録となることがある。申請漏

れを防ぎ、事前申請が行えるようにする

ため、深田常務理事を広報委員会に属す

ることを提案され、承認される。 

 

 ② CSFRT2020鳥取の準備について（大久保

会長） 

  ・3年後の CSFRTは技師会がメインとなり

鳥取県で開催することが決定されている。

来年度早々に日程の調整と会場の調査を

米子市開催または鳥取市開催を想定し検

討行い、例年 9月に開催される中四国会

長会議で開催日、会場の報告ができるよ

う準備を進めていく。 

   

 ③ BIRD Meetingについて（上山理事） 

   BIRD Meetingの運営について、確認を

行い以下のことに関して了承を得る。 

・Tottori BIRT Meetingの運営は、鳥取県診 

療放射線技師会とは独立したものである。 

・会員・非会員、職種に制限を設けず、一律の 

 参加費（500円）の徴収とする。 

・鳥取県診療放射線技師会から当研究会へ、

年 1回の補助金供与を受ける。その運用方

法は当研究会の一任とする。 

  

 ④ 各地区理事の補充について（大久保会長） 

  ・地区理事任期中に異動などにより地区が

変わる場合があるため、前回理事会で福

光副会長より提案のあった役員選任規程

の改定について、資料を基に福光副会長

が欠席のため大久保会長より説明がある。 

・役員選任規程 第 7条「地区理事は地区代

表として、組織運営規程第 2条に定める

地区より 2名ずつ選任する」のあとに「地

区理事に欠員が生じた場合、理事会に諮

り、新たな地区理事を選任することがで

きる」の文言を入れ改定することを提案

される。しかし、定款上、理事会で理事

を選任することが不可能なため、現状の

ままとし、総会で選任することとなる。 

 

⑤ TART理事会の遠隔会議化の提案（木村常

務理事） 

  ・現在、定時の理事会は倉吉病院での開催

が通例となっており、そのため県東部、

西部在住の理事は業務終了後移動して理

事会に参加する形をとっている。交通費

が支給されるとはいえ、移動時間、事故

などのリスクなどを考えると理事の負担

は大きく、今回開催方法の見直しを提案

される。 

  ・インターネット電話サービス「Skype」を

利用した会議を提案され、内容、メリッ

トを説明される。 

  ・課題はあるが、整備できれば理事の負担

も軽減することから Web会議の導入の検

討を始めるとし、 

   経費面も含め具体的に検討を行っていく

こととなる。 
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平成 29 年度 （社）鳥取県放射線技師学術大会・がん検診研究会報告 

 

学術常務理事 岸本 淳一 

平成 29年 12月 17日（日）会場 : 鳥取大学医学部附属病院 臨床講義棟 421号室 

 

開会挨拶  鳥取県放射線技師会 会長 大久保 誠 

 

一般研究発表Ⅰ（10:10～10:50）         座長  鳥取県立中央病院 上山 忠政 

1 「Anger 型ガンマカメラを用いた心筋血流定量解析への取り組み」 

○福本 晃 澤 和宏 川上 美穂 

鳥取県立中央病院 

2 「Intelligent Grid(散乱線補正)処理を用いた撮影の基礎的検討」 

○山下 俊能１） 津川 大樹１） 中山 英俊１） 島本 勇１） 中松 裕輔１） 福井 亮平２） 

１）中部医師会立三朝温泉病院 放射線科 ２）鳥取大学医学部付属病院 放射線部 

3 「検診マンモグラフィにトモシンセシスを追加して」 

○徳原 祥子 

医療法人同愛会 博愛病院   

4  「胸部 CT肺野条件における逐次近似応用再構成利用についての基礎的検討」 

○嶋田 彩夏 津田 正樹 坂本 洋輔 岸本 淳一 

鳥取大学医学部附属病院 

 

賛助会員プレゼンテーション（11:10～11:40）    司会  三朝温泉病院 中山 英俊 

日立製作所 

「日立透視画像技術の最新情報」 

富士フィルムメディカル 

「富士フイルム画像処理について（ダイナミック処理）」   

  

ランチョンセミナー（12:00～12:50）    司会  鳥取大学医学部附属病院 廣田 勝彦 

株）富士製薬工業 

「ゲルべ・ジャパン提供オンデマンド動画配信ならびに Congress Topicのご案内」   

 

特別講演Ⅰ（13:00～13:40）                 司会  山陰労災病院 坪内 寛 

「骨関節撮影におけるインプラント描出について」 

             奈良県立医科大学附属病院 放射線科 安藤 英次 先生 

特別講演Ⅱ（13:50～14:30）         司会  鳥取大学医学部附属病院 岸本 淳一 

「心臓 CT読影基礎の基礎」 

鳥取大学医学部附属病院 放射線科 太田 靖利 先生 

 

特別講演Ⅲ（14:40～15:20）         司会  鳥取大学医学部附属病院 岸本 淳一 

「臨床医の知らない心臓 CTの世界」 

                 鳥取大学医学部附属病院 循環器内科 渡部 友視 先生 

 

閉会挨拶  鳥取県放射線技師会 副会長  福光 忠 
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総評 

当日は雪の中、朝早くから会場の準備等にご協力頂いた理事および会員の皆様、誠にありがとうご

ざいました。また、受付、プレゼンの準備、講師の案内、座長、司会等、会員の皆様のご協力により、

大きなトラブルもなく、無事に学術大会を終えることができました。参加者の方ですが、あいにくの

雪模様ということもあり、例年よりも少ない 40 名程度にとどまりました。  

内容についてですが、一般研究発表は 4 演題あり、Anger 型ガンマカメラを用いた心筋血流定量解

析、Intelligent Grid(散乱線補正)処理を用いた撮影、検診マンモグラフィにおけるトモシンセシス、

胸部 CT肺野条件における逐次近似応用再構成についてと会員が興味のある分野であったと考えます。

演題内容も良かったですし、その後の質疑応答においても活発な討論が行われたと思います。もう少

し演題数を増やして、さらに多くの分野での研究発表における討論がなされることを期待します。 

賛助会員プレゼンテーションでは、日立製作所、富士フィルムメディカルから最新の画像技術のプ

レゼンテーションがあり、各施設における今後の機器選定への一助になったと考えます。ランチョン

セミナーでは、富士製薬工業から動画配信ならびに Congress Topic の案内があり、なかなか聴講す

ることが困難な講演や最新情報を入手するための便利なツールを紹介してもらいました。 

特別講演Ⅰは、奈良県立医科大学附属病院の安藤先生に「骨関節撮影におけるインプラント描出に

ついて」のタイトルで講演して頂きました。整形領域の手術に必要な画像やその画像の重要性を再確

認することができたと思います。また、画像の再現性についても重要性を熱く語っておられたことが

印象的でした。内容が豊富すぎて講演時間を超過するほどでした。 

特別講演Ⅱは、鳥取大学医学部附属病院放射線科の太田先生に「心臓 CT読影基礎の基礎」のタイ

トルで講演して頂きました。CTの分野では、心臓 CTはやや特殊で煩雑なところもありますが、心臓

CTの必要性や作成される画像の解釈等についてわかりやすく説明して頂いました。これからは、CT

装置も性能が向上して多くの施設で心臓 CTが撮影されるようになる可能性もあり、心臓 CTについて

知る良い機会であったと考えます。 

特別講演Ⅲは、鳥取大学医学部附属病院循環器内科の渡部先生に「臨床医の知らない心臓 CTの世

界」のタイトルで講演して頂きました。臨床医の立場から心臓 CTの有用性を解説して頂きました。

心臓 CTの画像の解釈は難しいところもあり、放射線技師、放射線科、循環器内科と共に情報を共有

して、診断や治療戦略等に役立てることが重要であるということでした。 

今年度も一般研究発表の演題のエントリーが少なかったように感じます。各施設、日頃からテーマ

を見つけてじっくりと研究に取り組んで頂き、ぜひ、来年度は多くの演題がエントリーされることを

期待します。 
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平成２９年度第３回中部地区研修会 

中部学術理事 三朝温泉病院放射線科 中山 英俊 

 

平成３０年１月１５日平成２９年度第３回中部地区研修会が行われました。 

第一講演では「プレゼンテーションを成功させるためのスライド作成」について鳥取県立厚生病

院診療放射線主任金光太郎氏にお話し頂きました。これは聴衆への気遣い、分かりやすいプレゼン

テーションを目指すための技術論となります。分かりやすいスライドにする為には１スライス１メ

ッセージ程度にとどめ、詰め込みすぎないようにすることで伝えたいことを明確にする事や、視覚

的に見やすいスライドにする為アニメーションの使用頻度を高くしない、色やフォントを工夫する

などのテクニックがあり、会場では頷きながらメモをとる姿が見られました。 

また、質疑応答の為に最後のスライドは内容をまとめたものにするという工夫は、学会発表やプ

レゼン等ですぐに実践してみたいものでした。 

第二講演では「鳥取県における胃がん検診の動向」について公益財団法人鳥取県保健事業団検診

センター放射線課課長大久保誠氏にお話し頂きました。 

近年の胃がん検診は内視鏡検査が多く、全体の７３％を占めています。また鳥取県は１２年前よ

り先進的に内視鏡検診に取り組んでおり、がん発見率も X 線胃透視検査に比べ高いものになってい

ます。しかし X 線検査が決して劣っているということは無く、局所しか観察できない内視鏡に比べ

X 線胃透視検査は全体を観察できるなど優位性もあります。 

ですので、年ごとに交互に受けて頂ける体制が BEST という事でした。しかし、胃透視検査継続

していくためには医師の高齢化、スタッフ不足などの課題もあり、技師の撮影技能・読影能向上を

計り技師の読影補助体制を整えていくことで受診率を向上していきたいとのことでした。 

明確にした課題にスタッフの質向上で取り組もうとされる姿勢に、会場からは見習いたいなどの

事が挙がりました。その後は鳥取県保健事業団中部支部内の読影ルームや内視鏡室などを見学させ

て頂きました。 

今回は他地区からもご参加いただき１５名での開催となりました。開催に当たり講習、発表頂き

ました皆様、またお忙しい中参加頂きました会員の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。中部

地区研修会今年度最後の開催となりましたが、来年度もまた様々な企画を行う予定です。多数の皆

様のご参加をお待ちしております。 
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第 3 回 鳥取マンモグラフィ研修会 開催報 

鳥取県診療放射線技師会 がん検診研究会 乳がん部会  

   森 美映子     

 

平成 30年 1月 28日（日）博愛病院 2階会議室に於いて、第 3回鳥取マンモグラフィ研修会を開催しました。

雪が心配でしたが何とか回復し、足元が悪い中ではありましたが 40 名（非会員 3 名、島根 7 名、博愛病院臨床

検査技師 3名を含む）の参加がありました。 

第 1部の教育講演「超入門 乳腺エコー」では、博愛病院 臨床検査部 岡本みゆき先生に超音波の原理・

検査方法・乳がん症例のマンモグラフィとエコー画像の対比などの講演をしていただき、その後、2台の超音波

装置を用いて実習を行いました。乳房ファントムにプローブをあて乳腺、乳管、脂肪などがどのように見えるか確

認し、どこにどんな病変が隠れているか皆で代わる代わる体験しました。参加者から「実際にエコーを体験でき

て理解しやすかった 」という感想を多くいただき、貴重な体験となりました。県内では、私たち診療放射線技師

が乳腺エコーを行っている施設はありませんが、乳腺エコーに対し関心が高いことがよくわかりました。 

第 2 部では、5 月に博愛病院に導入された乳房トモシンセシス装置 「AMULET Innovality」の特徴や機能に

ついて、富士フイルムメディカル小川博之氏より紹介をしていただきました。博愛病院の菊池浩二会員からは、

この装置の導入に至った経緯、導入時に検討した項目、導入を考えている施設へアドバイス的なことなど、症例

写真を交えながら発表していただきました。閉会後に行った施設見学ではパプリカをモデルに撮影を行い、管

球がどのように動くのか、画像はどのように見えるのかなど説明をしていただき、実際に装置を操作し、FS

（Fit-Sweet）圧迫板の使用感も確認することができ、装置の更新を考えている施設にとってはとても参考になっ

たと思います。 

 第 3 部ディスカッションでは、今年度より自治体検診に導入された乳がん検診票「技師コメント欄」の記入お

よび事前アンケートで寄せられた「撮影・読影・機器・患者対応などの質問事項」に対して、3 つのグループに分

かれ情報交換を行いました。時間が短く十分ではありませんでしたが、各施設でのコメント欄の記入状況や運用

方法を聞くことができ、質問事項に関しても時間の許す限り意見交換をしました。各グループで出された内容を

まとめ、マンモグラフィ検査を行っている施設に配布し情報を共有したいと思います。 

今回も皆様の積極的な参加と協力をいただき、とても和やかで活発な研修会となりました。参加していただい

た皆様に感謝申し上げるとともに、この経験を踏まえ今後も参加してよかったと思っていただけるような研修会を

企画していきたいと思います。最後に超音波装置の実習でお世話にな

りました博愛病院の臨床検査技師の皆様、乳房ファントムの準備をして

いただきました日立製作所の赤枝様、研修会の開催及び施設見学に

協力をしていただきました博愛病院の皆様、本当にありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

超入門 乳腺エコ― 講師：岡本みゆき先生   エコー実習風景     AMULET Innovality の導入および使用経験

講師：菊池浩二会員 
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私の休日 
鳥取大学医学部付属病院 嶋田 彩夏 

今回このリレーエッセイに投稿する機会をいただき、私のことを少しでも知っていただくきっかけにな

ればなと思います。ここでは、“趣味”とまではいきませんが私の好きなことについて一部紹介します。

出会いは約３年前、私が学生として神戸に住み始めたころからでした。神戸というおしゃれな街の雰囲

気に流されてか、そのころから“衣”、“食（café）”、“写真”この３つが私の休日にはかかせないもの

になっていました。服のどこに興味があるのかは、はっきりとは答えられませんが、私にとって自己表

現できる一つのアイテムです。家族からはときどき、私の服のセンスに笑われることもありますが、私

は自分の好きな服を着て、休みの日には café に出かけることが今の一番の幸せです。また、同じよう

なころに写真を撮ることのおもしろさを知りました。その影響で学生のころから一眼カメラで写真を撮

りたいと思っていましたが、学生の頃は何といってもお金がなく、カメ

ラまで手が回せなかったため、そのころは I phone で写真をひたすら撮

り続けていたことを覚えています。そして昨年の４月から社会人となり、

ようやく自分でカメラを買うことができました。これといって撮るもの

は決まっていませんが、ふとした瞬間に撮りたいなって思ったものを撮

っています。好きなものや趣味は人それぞれ違い数多くありますが、私

は自分自身の好きなことに出会え、毎日楽しく過ごせていることに感謝

しています。服でも café でも写真でも同じ趣味を持っている方がおられ

たら、ぜひこの嶋田とも情報共有していただけたらうれしいです。 

次回のリレーエッセイは同じ鳥取大学医学部付属病院の同期でもある桑

原実希さんにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publictart@gmail.com （広報担当）まで 

 

会員の皆様へ 

所属施設、自宅住所、登録アドレス等の変更がありましたら 

事務局まで「変更届」の提出をお願いします  

※ 変更届は鳥取県診療放射線技師会ホームページ（http://torihougi.com/） 

よりダウンロードできます 

mailto:publictart@gmail.com
http://torihougi.com/

