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第62回 定時総会を終えて
－ 平成29年度事業計画について －

会　長　　松村俊也

　会員の皆様には日頃より当会の事業にご理解ご協力
いただき誠にありがとうございます。
　昨年は首位から11.5ゲーム差をひっくり返し奇跡的
な逆転劇でペナントを制し、その勢いで日本一に輝い
た北海道日本ハムファイターズですが、今年はクライ
マックスシリーズ出場も危うい状況で、毎試合の結果
に一喜一憂されている方も多いのではないでしょうか。
　まず最初のご報告といたしまして、第62回定時総会
を５月18日（木）に北海道放射線技師会研修センターに
て開催し、平成28年度事業及び収支決算報告並びに平
成29年度事業及び予算計画（案）につきまして会員の皆
様より厳正にご審議をいただき、全会一致にて承認を

戴きました事をご報告致します。
　現在、現役員は残りの任期を平成29年度諸事業の完
遂に向け、鋭意努力しているところですが、総会以降
の事業計画につきましてその概略を述べさせていただ
きます。
　さて、会員の皆様には平成27年４月１日より施行さ
れました「診療放射線技師法」の改正に伴う業務範囲
変更（業務拡大）を会報等で情報提供してまいりました。
　範囲変更に伴う業務を行うためには統一講習会の受
講が推奨されております。
　札幌市ではまだ聞きませんが、昨年、旭川市では保
健所の立入検査の際、診療放射線技師が法改正に伴う
統一講習会を受講しているかどうか質問事項にあった
そうです。また今年に入ってからは、統一講習会を受
講していない診療放射線技師による造影剤注入時のイ
ンジェクター操作中の医療事故が発生し問題視されて
おります。

「並木の下で（サッポロさとらんどにて）」　撮影：芦名　雅
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　平成32年度には、法改正後の新たなカリキュラムに
沿った教育を受けた診療放射線技師が誕生します。現
在行われている統一講習会は今のところ新カリキュラ
ムの教育を受けた診療放射線技師が誕生するまでとい
われており、いつまで開催するかわからない状況です。
　各地の状況をみますと、今後札幌市においても保健
所の立入検査や厚生局の適時調査の際、診療放射線技
師の統一講習会の受講の有無が質問事項として出され
る可能性が高くなりました。現在、受講するか迷って
いる方も多いと思いますが、これらによって統一講習
会受講の意義があると思います。
　今回の業務拡大以前に発出され、業務拡大の元とな
った厚労省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携
によるチーム医療の推進について」の基本的な考え方
として、医療機関のみならず職能団体つまり診療放射
線技師会に対しても、チーム医療の実現の前提となる
医療スタッフの知識・技術の向上、複数の職種の連携
に関する教育・啓発の推進等の取組が望まれるとされ、
統一講習会の受講が推奨されていますので、平成29年
度の基本事業計画として以下の３項目を挙げさせてい
ただきます。
１．学術・研修事業を中心に展開し、診療放射線技師

の業務としての「読影の補助」「検査の説明・相談」
を遂行するために、医療従事者として知識と技術を
習得しチーム医療推進のため、会員の資質向上に務
めること。

２．札幌市医師会夜間急病センターへの技術協力を筆
頭に、専門職能団体及び公益的団体として地域に貢
献する技師会を目指すこと。

３．組織強化に向けて組織改革を実行し、技師会への
入会を促進すること。

　次に、この項目を達成するための具体的内容を述べ
させていただきます。
　まずは【財務】に関してですが、今年度の予算につ
いては公益目的財産額をもとに公益目的支出計画の実
施期間の早期完了を目指し、公益目的支出50％以上を
目指した予算とさせていただいていますが、収入の基
盤となる会費収入に関しては、例年80％の納入率をベ
ースに予算立てを行ってまいりました。しかし、われ
われ執行部にも責任がありますが、最近の当会におけ
る組織率の低下による会費収入の低下により、今年度
の予算は会費納入率100％で予算立てをさせていただ
きました。診療放射線技師会として事業を行っていく
うえで会費は根幹となるものですので、会員皆様のご

理解を賜り早期納入をお願いします。
　次に【庶務】に関してですが、近年、会員数が以前に
増して低下し、組織率の低下が著しい状況が続いてお
ります。組織を構成運営していく中で会員の数がすべ
ての基本となります。
　今年度の最重要事業として、今後の札幌放射線技師
会が診療放射線技師にとって魅力ある組織となるべく、
当会管内に従事するすべての診療放射線技師の動向に
ついて調査し、組織強化に努めてまいります。
　【学術研修事業】ですが、診療放射線技師の業務とし
ての「読影の補助」、「検査の説明・相談」に対応する
べく例年行っている読影講座を今年もイブニングレク
チャーとして開催いたします。本年度はすでに６月22
日に第１回目を開催しており、来年２月（予定）計２
回開催いたします。
　10月には学術研修会を、また来年２月には会員勉強
会を開催いたします。その他、各種勉強会等を随時企
画実施していく予定ですので、日程及び詳細は会報の
今後の予定並びに会報同封のポスター、ホームページ

（以下 HP）でご確認ください。
　【札幌市医師会夜間急病センター】への技術協力につ
きましては、当会の地域貢献事業として最も重要な事
業であります。本年度も市民に安心・安全な医療を提
供し地域医療に貢献するべく、協力体制を強化して万
全を期して行きます。また、撮影装置など機器管理も
診療放射線技師の重要な業務ですので、今後も装置の
始終業点検を継続強化して早期の不具合の検出、なら
びにメンテナンスを行い受診者に対してご迷惑をお掛
けしない体制を整えます。
　本年３月には、当会から要望を出していたPACS装
置が導入されました。これまでは、胸腹部CT撮影な
どスライス枚数の多い検査の際、フィルミング時に時
間がかかり診療並びに患者に不便をかけるケースなど
ありましたが、PACSの導入によりスライス枚数やフ
ィルミングに悩むことなく、情報量の多い画像を提供
することができ、診断能の向上が図られます。今後も
出向者への技術講習会等を開催し、良好な画像を提供
できる環境を作っていきたいと思います。
　【情報企画】ですが、定期刊行物として年３回の会報
を発行しております。今年度も掲載内容としましては、
極力報告はホームページに掲載し会報の学術ページの
充実を図ってまいります。HPにつきましては、北海道放
射線技師会と共同でホームページサーバーを運用してお
りますが、パソコンのみならずスマートフォンやタブ
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レット端末からもホームページのみならず FaceBook、
Twitter等ソーシャルネットサービスから当会の最新情
報を共有できる体制を構築しております。今後も会員
皆様からのご意見を参考に内容の更新を図り、各ブロ
ックのHPを含めて更なる内容充実を図っていきます。
　職能団体としての当会の事業として、学術と並ぶ大
きな柱の【福利厚生】においては、組織強化を図るため、
会員交流・親睦事業も例年通り展開してまいります。
　好評であります札幌ドーム野球観戦はすでにご案内
の通り７月７日に実施いたしました。
　また伝統の野球大会は、８月27日（日）に開催を予定
しております。優勝チームは、来年苫小牧市にて開催
される北海道放射線技師会主催の全道大会に、札幌代

表として派遣いたしますので、多くのチームの参加を
お待ちしています。
　同好会としましては、現在、野球同好会・テニス同
好会が活動しております。多くの会員の皆様の参加を
お待ちしています。
　札幌放射線技師会が会員の皆様にとって魅力ある放
射線技師会となるため、新たな会員交流・親睦事業に
関して皆様の意見をお聞きかせください。
　本年度も「学術研修事業」を中心に「会員交流・親
睦事業」、「ブロック活動」などを通して組織の強化に
努めるとともに、一般社団法人として、地域に根ざし
た組織作りに取り組みますので、会員の皆様にはさら
なるご支援、ご協力をお願い申し上げます。

中央北ブロック勉強会 「放射線技師のための医療英会話レッスン」
講　　師　　尾鷲眞理 先生（COCO塾 JRタワーさっぽろ校インストラクター）
日　　時　　平成29年８月24日（木）19時より
場　　所　　北放技研修センター３階
募集定員　　20名（先着順）
参 加 費　　無料
申込方法　　下記の申込専用電子メール件名に「中央北ブロック勉強会受講希望」と記し、その本文に、

①会員番号、②氏名、③所属（勤務先）、④連絡のとれる電子メールを記入いただき送ってく
ださい。
専用メールアドレス　→　application@hok-art.or.jp
お申込みいただきました会員の中から受講いただける方に対し、受講当日の詳細をメール返
信します。
　※　詳細は本会報同封の案内チラシをご覧ください。

第41回 札幌放射線技師会杯野球大会
日　　時　　平成29年８月27日（日）
場　　所　　豊平川雁来河川健康公園野球場
参加資格　　札幌放射線技師会会員であること
参 加 費　　5,000 円 / チーム
申込方法　　８月10日までに本アドレス（sapporobaseball@gmail.com）まで申し込みください。

　※　詳細は本会報同封の案内ポスターをご覧ください。

第23回 学術研修会 「条件付きMRI対応デバイス挿入患者　MRI検査の実際」
講　　師　　中西光広 氏（札幌医科大学附属病院　放射線部）
日　　時　　平成29年10月26日（木）　19時より
場　　所　　札幌市教育文化会館　４F  講堂（札幌市中央区北１条西13丁目）

　※　詳細は本会報同封の案内ポスターをご覧ください。

Information
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第4回 札幌放射線技師会マンモグラフィ技術講習会のご案内
一般社団法人　札幌放射線技師会マンモグラフィ講習会事務局

　札幌放射線技師会では、標記講習会をNPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（以下、精中機構）との共

催にて開催いたします。講習会内容は、精中機構・教育委員会認定プログラムに準じており、個人評価試験（読

影・筆記）を行います。日程および申し込み方法は以下の通りです。ただし、開催日につきましては急遽変更

となる場合がございますので、札幌放射線技師会のホームページ（http://www.hok-art.or.jp/sapporo）をご確認

くださいますようお願いいたします。

１．日程および開催会場

　　日時：平成30年１月27日（土）・28日（日）

　　会場：公益財団法人 北海道対がん協会札幌がん検診センター　〒065-0026 札幌市東区北26条東14丁目１－15

２．講習内容

　　◦講義：乳がんの臨床・病理　読影　マンモグラフィの基礎

　　◦実習：読影　撮影法　受講者持参の臨床画像評価・品質管理

　　◦個人評価試験（読影　筆記）

３．募集人数　    50名

定員以上の申し込みがあった場合は事務局にて選考させていただきます。また応募人数が30名以下の場合、

開催を中止することがございますのでご了承ください。

４．申込受付期間、申込方法

申込期間：平成29年10月１日～ 10月31日（期日厳守）

申込方法：札幌放射線技師会 HP の申込み用サイト　http://www.hok-art.or.jp/sapporo
なお、記載内容に不備がある場合は申込受付できませんのでご注意ください。
また、申込後 1 週間以上経っても返信メールが来ないときには事務局に直接ご連絡ください。
　　※　申込時に記載された個人情報は本講習会以外の目的では使用いたしません。

５．受講可否の連絡

申し込み締め切り後、1 週間から10日前後で受講の可否を連絡いたします。

６．受講料

　　◦札幌放射線技師会、北海道放射線技師会、日本診療放射線技師会

　　　いずれかの技師会に所属している診療放射線技師 ￥18,000-
　　◦日本放射線技術学会にのみ所属している診療放射線技師 ￥20,000-
　　◦上記、いずれの団体にも所属していない診療放射線技師 ￥38,000-

※１　ただし、受講者の旅費、宿泊費および講習期間中の昼食代は各自負担となっております

※２　受講料振込後の返金はできませんのでご承知下さい

■ 本講習会に関する問い合わせ先

　　　公益財団法人　北海道対がん協会札幌がん検診センター　放射線技術部内

　　　　　　札幌放射線技師会マンモグラフィ講習会事務局　　担当：寺田 武司

　　　　　　TEL：011-748-5546　FAX：011-748-5512　E-mail：sapporomammo@gmail.com
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第62回 定時総会議事録
一般社団法人　札幌放射線技師会

開催場所：一般社団法人北海道放射線技師会研修セン
　　　　　ター　３階研修室
　　　　　札幌市中央区北３条西29丁目３番２号
開催日時：平成29年５月18日（木）午後６時30分
閉会日時：平成29年５月18日（木）午後７時50分

会員総数：670名（平成29年３月31日 現在）
出席会員数：27名
委任状出席会員数　474名（午後６時30分 現在）

出席役員
　監　事：後藤啓司　小牟田学
　代表理事：松村俊也
　理　事：浅野英章・石本博基・井上　剛・井上正住

江本　貴・大元秀近・小川豊輝・菊池明泰
酒谷　隆・関戸雄一・寺田克広・寺田武司
西原　徹・柳田美香・伴　伸次・黒下裕次

　西原 徹 理事司会のもと、定刻午後６時30分、関戸雄
一 副会長が開会を告げる。
　続いて松村俊也 会長が挨拶を述べた。

　来賓の一般社団法人北海道放射線技師会 会長 板東
道夫 様よりご祝辞を頂く。
　公益社団法人日本放射線技術学会北海道支部 副支
部長 黒蕨 邦夫 様よりご祝辞を頂く。

　次に資格審査委員会報告として資格審査委員長 池野
邦弘 氏（札幌山の上病院）より、午後６時30分現在、
総会出席者 27名、委任状提出者 474名、計 501名とな
り平成28年度の会員総数670名の１／２である335名を
超えていることの報告があり、札幌放射線技師会定款
第４章第 17 条に基づき総会成立を宣言した。
　続いて総会運営委員会報告として総会運営委員長 
目黒 靖浩 氏（北海道労働保健管理協会）より、今総
会では議事として第１号から第５号議案まで上程され
ているが、総会の民主的かつ能率的運営により全ての
審議を午後８時00分までに終了していただきたい。と
の議場への協力要請があった。

　引き続き目黒 靖浩 総会運営委員長は定款第３章第
16条および総会議事規程第５章第17条に基づき、議長
の選出方法を議場に諮ったところ、議場より委員長一
任の声があり、これを受けて議長に眞田秀典 氏（中村
記念病院）、副議長に上田晃久 氏（勤医協中央病院）を
指名し報告を終了した。

　議　長　　眞田　秀典　氏（中村記念病院）
　副議長　　上田　晃久　氏（勤医協中央病院）

　指名を受け議長団は登壇後、挨拶を述べ議長席に着
席した。
　議事にはいる前に、今年度逝去された終身会員 中
島 善次郎 氏、終身会員 万年 道雄氏、終身会員 江間 
忠氏、終身会員 山口 福司氏に対して黙祷がささげら
れた。
　眞田議長は議事進行の注意事項として、本総会は定
款第４章第22条に基づき議事録を作成しているので発
言に際しては、議長の指名を受けたのち氏名を告げて
から発言するよう注意を促した。
　また採決方法に関しては挙手で行い、審議に関して
第１号、第２号議案は関連事項のため、同じく第３号
から第５号議案についても関連事項のため、提案の後
一括採決したいとの提案があり、議場に諮ったところ
異議がないため議事を進めた。
　眞田議長は、定款第４章第22条第２項で定めてある
総会の議事録署名人２名および、総会議事規程第５章
第17条より議事録記録作成に必要な書記２名の選出方
法を議場に諮ったところ、議場より議長一任の声があ
がり、眞田議長はこれを受けて、議事録署名人に岩﨑
英樹 氏（整形外科北新病院）、石岡 亮 氏（吉田裕司ク
リニック）を、書記に柳田美香 理事（札幌医科大学附
属病院）、小川豊輝 理事（北海道労働保健管理協会）を
指名し、審議に入る。

議事録署名人　岩﨑英樹  氏（整形外科北新病院）
　　　　　　　石岡　亮  氏（吉田裕司クリニック）
書　記　　　　柳田美香 理事（札幌医科大学附属病院）
　　　　　　　小川豊輝 理事（北海道労働保健管理協会）

　眞田議長は第１号議案　平成28年度事業報告するこ
とを指示する。
第１号議案　平成28年度事業報告
　眞田議長の指示を受け、大元 秀近 副会長が平成28
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年度事業総括報告を行った後、各部より詳細な報告を
おこなった。
＜各部報告＞
庶務部

江本 貴 理事より、会員数、会議、発信・受信文書、
印刷物、慶弔等の報告がある。各事業参加人数、本
会の動向、理事会報告については議案集を参照して
もらいたい旨、報告がなされる。

学術部
菊池 明泰 理事よりイブニングレクチャー、学術研
修会、市民公開講座、会員勉強会の報告がある。普
通救命講習会、夜間急病センター出向施設責任者会
議、夜間急病センター技術研修会ついては議案集を
参照してもらいたい旨、報告がなされる。

情報企画部
寺田 武司 理事よりブロック長会議、各ブロック活
動報告、札放技会報の発行、ホームページ、ソーシ
ャルネットサービス活動、関係諸団体 ･ 地方技師会
との交流、社会還元事業及び技術支援につき詳細な
報告がなされる。

福利厚生部
井上 剛 理事より野球大会及び、日ハム観戦ツアー
及び共済給付について詳細な報告がなされる。

野球同好会
井上 剛 理事より野球同好会の活動報告がなされる。

テニス同好会
井上 剛 理事よりテニス同好会の活動報告がなされる。

　続いて眞田議長は、第２号議案　平成28年度収支決
算報告並びに監査報告することを指示する。
第２号議案　平成28年度収支決算報告並びに監査報告
　眞田議長の指示を受け会計 寺田 克広 理事は、正味
財産増減計算書について報告を行った。
　平成28年度正会員会費収入は173万円、事業収益と
して125万８千円があり、これは精中機構のマンモグ
ラフィ講習会の受講費であった。その他雑収入として
札幌市夜間急病センターからの救急医療研修費とし
て292万円の収入があり、本年度の収入合計は600万
3,984円であった。
　経常費用について，前年度は創立60周年記念式典の
支出があったが、今年度はそのような事業がないため、
前年度と比較し600万円程度に抑えられている。
　最終的な収支としては７万８千円のプラスとなった。
詳細については議案集を参照してもらいたい旨、報告

がなされる。
　続いて監査報告として、後藤 啓司 監事より平成29
年４月13日に後藤・小牟田両監事で事業及び会計監査
を行った結果、事業報告及び付属明細書並びに公益目
的支出計画実施報告書、計算書類及びその付属明細書
並びに財産目録は法令及び定款に従い、法人の状況を
正しく示されていると報告がなされる。

　眞田議長は、第１号議案、第２号議案について、質
問及び意見を議場に求める。

　恵佑会札幌病院の秋田谷会員より、札幌市医師会マ
ンモグラフィ撮影技師研修会についての質問があった。
秋田谷 藤弘 氏：この研修会は撮影の認定を受けてい

ない技師を対象に受講を推奨するものであるが、認
定を持っていない技師がどのくらいの割合でこの研修
会を受講したのか、事前に調査して対応をしたのか。

松村会長：この研修会は乳がん検診を行う医療機関が
札幌市の乳がん検診を受託する際の条件として受講
義務があり、札幌市医師会が運営している研修会で
あり、札幌放射線技師会は講師を派遣している立場
である。専門技師の認定資格取得状況については事
前にアンケートにて調査し当日配布しているリスト
には記載している。札幌放射線技師会としてはこの
研修会が、市民のためにとってより良いものになる
よう、今後も札幌市並びに札幌医師会に働きかけを
行っていきたい。

　その後質問・意見がないため、眞田議長は質疑を打
ち切り採決に移った。
　第１号議案は定款第７章第42条第２項により報告の
みとし、第２号議案についてのみ採決を挙手にて行い、
全会一致にて収支決算報告並びに監査報告は可決承認
された。

　ここで進行が上田副議長に交代される。
　上田副議長は第３号議案　平成29年度事業計画（案）
を提案することを指示する。
第３号議案　平成29年度事業計画（案）
　上田副議長の指示を受け、松村会長より平成29年度
の事業計画（案）について詳細な説明がなされる。
基本方針

①　生涯教育の充実
②　職業倫理の向上
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③　地域医療への貢献
④　福利厚生の充実

重点事項
①　学術・研修事業を中心に展開し、診療放射線技

師の業務としての「読影補助」「検査の説明・相談」
を遂行するために、医療従事者としての知識と技
術を習得し、チーム医療推進のため、会員の資質
向上に努めること。

②　札幌市医師会夜間急病センターへの協力を通し
て安心・安全な医療を提供していく地域に貢献す
る技師会を目指すこと。

③　組織強化に向けて更なる組織改革を実行しつつ、
技師会への入会を促進すること。

具体的事業活動
学術研修事業

①　研修会等の実施
②　医療関係団体との合同研修の開催
③　普通救命講習会の開催
④　日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機構）

マンモグラフィ講習会の開催
地域貢献事業

①　札幌市医師会夜間急病センターへの技術協力
②　札幌市医師会夜間急病センター撮影装置線量測

定の実施
③　社会還元事業
④　市民公開講座の開催
⑤　札幌市医師会マンモグラフィ撮影技術研修会へ

の講師派遣
⑥　札幌市立高校職業体験学習への協力

組織強化事業
①　財務

　会費納入率100％を加味した予算、公益目的支出
50％以上を目指す。

②　庶務
　会員・会計両データーベースを更新し、会の運
営及び財務の強化。札幌放射線技師会管轄管内に
在住している全診療放射線技師の動向調査を実施。

③ 情報企画
　ブロック活動の推進、技術支援の継続、会報誌
の発行、学術ページやホームページの充実、ソー
シャルネットサービスから最新情報の共有体制の
構築、他関連団体との交流。

④　福利厚生
　組織強化を図るため、会員交流・親睦事業を例

年通り展開する。
　上田副議長は第４号議案 提案事項１ 診療放射線技
師の動向調査について提案することを指示する。
第４号議案  提案事項１  診療放射線技師の動向調査
について
　上田副議長の指示を受け、松村会長より組織強化の
目的のため、札幌放射線技師会管轄管内の全医療機関
を対象に診療放射線技師の人数を把握するため、アン
ケート調査を実施するための文通費にかかる予算を審
議、承認いただきたいとの提案がなされる。
　管轄内には約1,500施設あり、内会員施設は約半数
の700施設である。そのためアンケートを実施する予
定施設は700から800施設となるため、文通費等で10万
円を経常している。それ以外にも費用がかかる可能性
がある。
　上田副議長は第４号議案  提案事項２  第33回日本放
射線技師学術大会参加協力について提案することを指
示する。
第４号議案  提案事項２  第33回日本放射線技師学術大
会参加協力について
　上田副議長の指示を受け、松村会長より北海道放射
線技師会の一支部として本年９月に函館にて開催され
る第３３回日本放射線技師学術大会を成功させるため
の協力体制として、本会の地域貢献事業である札幌市
夜間急病センターに関する演題を関戸副会長より発表
を行う予定である。また本会より実行委員を派遣する
予定であり、これらに関して派遣のための経費の支出
に関して審議・承認いただきたいとの提案がなされる。
　上田副議長は第５号議案　平成29年度会計予算（案）
を提案することを指示する。
第５号議案　平成29年度収支予算（案）
　上田副議長の指示を受け、寺田 克広 理事より平成
29年度の収支予算（案）に関して、ほぼ前年度と同様の
予算計画となっているが、事業費に関しては診療放射
線技師の動向調査費として、通信運搬費を昨年の２倍
の40万円を経常している。また管理費については、札
幌夜間急病センターの冷蔵庫を更新するために前年度
に比べて５万円増の予算となっている。また動向調査
にかかる封筒等の費用も追加している。詳細は議案集
を参照してほしいと説明がなされる。
　上田副議長は、第３号議案、第４号議案、第５号議
案について、質問及び意見を議場に求める。
　恵佑会札幌病院の秋田谷会員より、札幌市夜間急病
センターへの派遣についての質問があった。
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秋田谷 藤弘 氏：現在、札幌市医師会夜間急病センタ
ーへは札幌放射線技師会と北海道放射線技師会に入
会している会員が派遣されているが、登録会員は何
名で、そのうち日本診療放射線技師会に入会してい
ない会員は何名いるのか。

関戸副会長：登録者は200数名いるが正確な数字は申
し訳ありませんが今は答えられない。また、日本診
療放射線技師会に未入会の会員数も資料を調べない
と分からないため答えられない。

秋田谷 藤弘 氏：今後は業務中に事故が起こる可能性
もあり、日本診療放射線技師会では保険制度もあり、
派遣する診療放射線技師は日本診療放射線技師会に
も入会を推奨した方がよいのではないか。

松村会長：札幌放射線技師会としては、夜間急病セン
ターの出向責任者会議等で日本診療放射線技師会へ
の加入を推奨している。今後新規で派遣する診療放
射線技師へは、より強く推奨していきたいと考えている。

　質問・意見がないため上田副議長は質疑を打ち切り
採決に移った。
　第３号議案、第４号議案、第５号議案について一括
採決を挙手にて行い、全会一致で可決承認される。

その他　要望 ･ 意見など
　上田副議長は、その他の要望 ･ 意見などを議場に諮
り、質問及び意見がないため、執行部に諮る。
　大元副会長から新年度の事業計画（案）が承認され
たので直近で開催される事業に関して案内及び参加依
頼のお願いがあった。
　これにて全ての議事が終了し議長団が挨拶を述べ退
任する。
　最後に大元副会長より閉会の辞があり午後７時50分
に閉会する。

　前記の通り、平成28年度第62回定時総会の議事録に
相違ないことを証するため、この議事録を作成し、議
事録署名人および議長が次に署名押印する。

議事録作成者　柳田　美香
平成29年５月18日

議事録署名人　 　　　　　　　　　　　　　　　印

議事録署名人　 　　　　　　　　　　　　　　　印

議　長　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　印

議　長　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　印

理 事 会 報 告

□ 第１回理事会
日時：平成29年５月11日（木）午後７時～８時迄
場所：北海道放射線技師会研修センター　会議室
　　　　　理事19名中16名、監事２名中２名
報告：１．会報No.62発行報告
　　　２．平成28年度監査報告
　　　３．北放技定期総会関連報告
　　　４．各部報告
審議：１．入会・退会承認について
　　　　　提案通り承認

２．第62回定時総会について
　　計画について提案され承認
３．会費未納退会者について
　　提案通り承認
４．平成29年度事業について
　　計画について提案され承認
５． ブロック長会議について
　　実施要領について提案され承認
６．イブニングレクチャー１週目について
　　実施要領について提案され承認
７．日ハム野球観戦について
　　実施要領について提案され承認
８．第１回学術会議について
　　実施要領について提案され承認
９．第１回庶務会議について
　　実施要領について提案され承認
10．会報 No.63 発行について
　　提案通り承認
11．その他
　◦日放技総会について
　◦札幌市医師会「第68回保健文化賞」受賞記
　　念祝賀会について
　◦松村会長より提案事項

□ 第２回理事会
日時：平成29年６月29日（木）午後７時～８時迄
場所：北海道放射線技師会研修センター　会議室
　　　　　理事19名中11名、監事２名中１名
報告：１．第62回定時総会報告

２．ブロック長会議報告
３．イブニングレクチャー１週目報告
４．第１回庶務会議報告
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５．普通救命講習（１回目）報告
６．日ハム野球観戦経過報告
７．公益目的支出計画実施報告書提出について
８．会費未納者に対する退会勧告経過報告
９．夜間急病センタースタッフとの意見交換会
10．各部報告

審議：１．入会・退会承認について
　　提案通り承認
２．札放技会報 No.63 発行について
　　計画について提案され承認
３．学術会議について
　　提案通り承認
４．第２回庶務会議について
　　計画について提案され承認
５．学会派遣について
　　提案通り承認
６．札放技杯野球大会について
　　実施要領について提案され承認
７．市民公開講座について
　　提案通り承認
８．その他
　◦今後の事業について
　◦平成29年度役員連絡一覧表

平成29年度　第１回ブロック長会議

日時：平成29年６月８日（木）19：00 ～
場所：北海道放射線技師会研修センター

〔議題１〕各ブロック担当役員変更について
　ブロック役員一覧を参照下さい。

〔議題２〕各ブロック活動状況、活動予定について
◎中央南

【活動内容】
＊ ５月17日　役員７名　ブロック会議
＊ 10月28日　ボウリング大会　参加者11名（一般参加４名）

【活動計画】
＊ ５月30日　役員７名　ブロック会議
　　　　　　 会議後、懇親会
＊ 10月25日　 勉強会予定（GE）

◎中央北
【活動内容】
＊ １月19日　中垣哲也氏によるオーロラ講演会

【活動計画】
＊ ６月15日 ブロック会議予定（今後の計画を検討）
＊ ８月24日 中央北ブロック勉強会
  「放射線技師のための医療英会話レッスン」

◎西手稲
【活動内容】　なし
【活動計画】　10月以降に可能であれば、活動を行いたい。

◎厚別清田
【活動内容】勉強会２回、AKミーティング２回、ボウ
　リング大会を開催

【活動計画】
＊ ５月31日　ブロック役員会開催
＊ 会員勉強会とAKミーティングを各２回とボウリン
 グ大会を開催予定

◎白石
【活動内容】
＊ ７月　　　MRI 勉強会（シーメンス）
＊ ２月17日　医療現場における簡単な英会話の勉強会、
　新年会

【活動計画】　10月、２月（２回）勉強会を開催予定

◎豊平南
【活動内容】
＊ ３月　　施設見学会（斗南病院）、懇親会
＊ ５月　　ブロック役員会開催

【活動計画】　
＊ 11月　　講演会（KKR札幌医療センター秋葉先生）、
　　　　　 懇親会予定

◎東
【活動内容】
＊４月19日　第１回サードファイヤーカンファレンス
演題：「悪性リンパ腫と放射線治療」「PACS 導入10年
　を経過して」　　参加者数：３施設８名
＊５月17日　第２回サードファイヤーカンファレンス
演題：「関節リウマチについて」　参加者数：２施設９名
＊６月21日　サードファイヤーカンファレンス第１回特別企画
演題：「CT被ばくを再考～被ばくの基礎と逐次近似法について～」
　　　「低侵襲における最新アプリケーションの紹介」
　（GEヘルスケア社）　参加者数：７施設26名
＊７月19日　第３回サードファイヤーカンファレンス
演題：「臨機応変が苦手なマニュアル技師による胃基準
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■ ブロック役員一覧

中央南
ブロック長 山下　幸孝 中村記念病院
副ブロック長 大橋　芳也 札幌医科大学附属病院
副ブロック長 須川　孝一 札幌中央病院
監　　　査 鈴木　信昭 ＮＴＴ東日本札幌病院
会　　　計 藤部　弥生 中村記念病院
幹　　　事 清野　和絵 ＮＴＴ東日本札幌病院
担 当 理 事 井上　　剛 中村記念病院

中央北
ブロック長 井上　正住 JR札幌病院
副ブロック長 伊藤　睦之 札幌循環器病院
副ブロック長 中原　雅志 北海道健康管理センター
監　　　査 及川　貴光 宮の森記念病院
会　　　計 平井　寛能 KKR札幌医療センター斗南病院
幹　　　事 秋林　毅幸 JR札幌病院
担 当 理 事 石本　博基 札幌厚生病院

　撮影法マニュアル」　参加者数：４施設12名
＊９月20日　第４回サードファイヤーカンファレンス
演題：「造影剤の血管外漏出について」
　参加者数：４施設８名
＊ 10月18日　サードファイヤーカンファレンス第２回特別企画
演題：「画像再構成法の進化とフィリップスCT最新技術」
　　  「ASLの基礎知識とフィリップス MRI 最新技術」
　（フィリップス社）　参加者数：８施設16名
＊ 11月15日　第５回サードファイヤーカンファレンス
演題：「めまい」　参加者数：４施設８名
＊１月17日　第６回サードファイヤーカンファレンス
演題：「転移性脳腫瘍と放射線治療」 
　2016年度東区ブロック新年会　参加者数：７施設23名
＊２月18日　サードファイヤーカンファレンス第３回特別企画
演題：「RSNA2016 ご報告～ MRI・CTを中心に～」（東
　芝メディカルシステムズ社）　参加者数：６施設11名
＊３月21日　第７回サードファイヤーカンファレンス
演題：「低血糖脳症」　参加者数：３施設７名

【活動計画】
　サードファイヤーカンファレンスを月一回（８月・
12月を除く）開催予定。
　昨年度恒例だった特別企画、毎年恒例の「東区ブロ
ック新年会」を開催予定。

◎北
【活動計画】未定

厚別・清田
ブロック長 星野　広史 JCHO 札幌北辰病院
副ブロック長 小松　　学 江別市立病院
副ブロック長 伊藤　善行 札幌里塚病院
監　　　査 長尾　崇志 渓和会江別病院
会　　　計 川上　　亮 JCHO 札幌北辰病院
幹　　　事 木村　　学 渓和会江別病院
幹　　　事 阪上　洋道 新札幌豊和会病院
幹　　　事 田巻　茂和 札幌整形循環器病院
幹　　　事 井上　園香 JCHO 札幌北辰病院
幹　　　事 佐藤　博樹 江別市立病院
担 当 理 事 伴　　伸次 JCHO 札幌北辰病院

豊平・南
ブロック長 石田　　亨 愛全病院
副ブロック長 石田　健二 KKR札幌医療センター
副ブロック長 鯵岡　リサ JCHO 北海道病院
幹　　　事 阿部　　信 晴生会さっぽろ南病院
担 当 理 事 浅野　英章 KKR札幌医療センター

北
ブロック長 山下　道明 北海道大学病院
副ブロック長 武田　　弘 北腎会 脳神経・放射線科クリニック
監　　　査 成毛　亨実 麻生整形外科病院
会　　　計 上田　敏行 北成病院
担 当 理 事 山崎　理衣 北海道大学病院

西・手稲
ブロック長 秋吉　和也 手稲渓仁会病院
副ブロック長 池野　邦弘 札幌山の上病院
副ブロック長 菊池　明泰 北海道科学大学
会　　　計 楠野　智則 静和記念病院
担 当 理 事 西原　　徹 手稲渓仁会病院

東
ブロック長 堀　　武文 勤医協中央病院
副ブロック長 土田　　修 禎心会病院
監　　　査 細川　雅弥 札幌禎心会病院
会　　　計 阿部　春郎 北海道対がん協会
幹　　　事 今野　大輔 勤医協中央病院
担 当 理 事 黒下　裕次 勤医協中央病院

白石
ブロック長 中山　大志 札幌北楡病院
副ブロック長 西川　謙一　 札幌北楡病院
副ブロック長 向中野　順 恵佑会札幌病院
監　　　査 佐藤　滋人 石橋胃腸科病院
監　　　査 舘本　哲史 勤医協札幌病院
会　　　計 目黒　靖浩 北海道労働保健管理協会
幹　　　事 馬場　貴之 札幌徳洲会病院
幹　　　事 星野　広大 北海道がんセンター
担 当 理 事 酒谷　　隆 整形外科北新病院
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　７月７日（金）に毎年恒例の北海道日本ハムファイタ
ーズ観戦ツアーを開催しました。昨年日本一のファ
イターズですが、今年は５位（７月21日現在）と低迷し、
けが人も多く、チームの状態は昨年と比べて芳しくあ
りません。対戦相手は好調の福岡ソフトバンクホーク
スでした。
　試合は３回表にホークス今宮選手のタイムリーと柳
田選手のホームランで３点を失い、４回にも松田選手
のホームランで１点を失いました。ファイターズは３
回裏に松本選手のタイムリーで１点を取り、６回裏と
８回裏の得点のチャンスに、けがから復帰の大谷選手
や、けがでスタメンを外れた
大田選手が代打で出場しまし
たが得点することはできませ
んでした。先発の有原投手は
９回まで投げ切りましたが、
味方の援護が及ばず１－４で
敗戦投手となりました。
　昨年のツアー時は11連勝中
と波に乗りまくっていたファ
イターズですが、今年は３連

敗中と波に乗れず４連敗を喫してしまいました。後半
戦は何とか盛り返してほしいものです。
　幸運にも３年連続ビール半額デーで当日は札幌の最
高気温が30度を超え、ついついビールが進んでしまい
ました。試合結果は残念でしたが、チャンスでの大谷
選手の登場など見所も多く皆さん楽しまれていたよう
でした。チケットの配送が試合前日とギリギリになっ
てしまって参加者の皆様には大変ご迷惑をおかけしま
した。また来年も開催したいと思いますので、今年の
反省を来年に活かしたいと思います。たくさんのご参
加お待ちしております。

北海道日本ハムファイターズ観戦ツアー報告
福利厚生部　　酒 谷 　 隆

　６月22日（木）教育文化会館４Ｆ講堂にお
いて、第 1 回イブニングレクチャーを開催
いたしました。
　今回は北海道立子ども総合医療・療育セ
ンター放射線科の十良澤　勉（じゅうろう
ざわ・つとむ）先生をお招きして「子ども
病院の話」と題してご講演をいただきまし
た。ご講演では、新生児から幼児の一般撮
影について撮影法や、撮影する際のポイン
ト・注意点を撮影される子どもたちの心理などを交え
ながらわかりやすく解説していただきました。さらに、
子ども総合医療・療育センターの放射線治療の概要に
ついてお話しして頂き、最後に小児の心臓 CT につい
て、貴重な症例をたくさん提示しながらわかりやすく

解説していただきました。今回の参加者数は62名でし
た。お忙しいなか貴重な講演をしていただいた十良澤
先生にあらためてお礼を申し上げます。また、業務終
了後のお疲れのところたくさんの方々に参加していた
だきありがとうございました。

第1回イブニングレクチャー報告
学 術 部　　黒 下 裕 次
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【はじめに】
　2011年、東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子
力発電所事故が起こり、一般公衆の放射線被ばくに対
する関心が高まっている。2015年６月には医療被ばく
研究情報ネットワーク（Japan Network for Research 
and Information on Medical Exposures：J-RIME）から、
日本としての診断参考レベル（Diagnostic Reference 
Levels：DRL）、DRLs2015 １）が発表され、自施設の患
者被ばく線量を把握し適切な条件が設定されているか
確認することが促されている。このため、全国的に患
者被ばく線量の測定を実施する施設が増えてきている
が、一方で、札幌市医師会夜間急病センターは常勤の
放射線技師がおらず、患者被ばく線量を把握すること
は容易ではない。普段、放射線管理の業務に携わって
いない技師がスタッフとして派遣された場合でも、検
査における患者被ばく線量がどの程度なのか把握でき
るような環境の構築が望まれる。そこで、今回は急病セ
ンターにおける一般撮影の入射表面線量およびCT撮影
の CTDIvol を把握するため、実際に線量測定を行った
ので報告する。

急病センター線量測定報告
札幌医科大学　教育研究機器センター　　赤 石 泰 一

【測定方法 】
　札幌市医師会夜間急病センターにおいて使用されている
一般撮影装置 KXO-50ss（東芝社製）とCT装置 Aquilion 
Lightning（東芝社製）を対象に線量測定を行った。
線量計は非接続形Ｘ線出力アナライザ Piranha（RTI
社製）を使用した。一般撮影における入射表面線量測
定と CT 装置における CTDI 測定の手順を以下に示す。
［一般撮影装置　入射表面線量測定］
１）デフォルトで設定されている撮影条件（胸部８、

腹部８、小児胸部８、小児腹部８、頭部８、脊柱部８、
上肢・下肢８、合計56条件）における管電圧、管電
流、照射時間、距離、照射野に設定し、条件ごとに
2 回ずつ線量を測定した。（図１）

２）フリーソフト「MU_4」を用いて各条件における
後方散乱係数を求め、実測した照射線量に乗じるこ
とで入射表面線量を算出した。

［CT装置　CTDI測定］
１）CTDI ファントム（頭部 16㎝、腹部 32㎝）をガン

トリ中心に設置。（図２）
２）CTDI 測定においてはAECをOFFにする必要が

あるため、実際に患者様を撮影する際のmAs設定

図１　入射表面線量測定 図２　CTDI測定
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　６月17日（土）、フレッシャーズセミナーに参加して
まいりましたので、そのご報告をいたします。
　セミナーは北海道放射線技師会研修センター「学び
の館」で開催されました。当日、受付が開始される頃
には、会場付近の住宅地には参加者と思われる方々が
点々と見られ、その会場までの道のりの難易度の高さ
が窺われました。
　セミナーはエチケットマナー講座に始まり医療安全
講座、感染対策講座、気管支解剖講座と、最後には技
師会の活動について板東会長からお話を頂きました。
各講座はいずれも技師として、医療人として必要不可
欠な知識であり、学生時代の座学、実習で教わるという
のとは異なり、まだまだ数か月ではありますが、実際
に技師として勤務してから教わると、より具体的に実
感を持ってお話を伺うことが出来ました。

フレッシャーズセミナー参加報告
JR 札幌病院　　菊 地 真 緒

　特に医療安全講座内の、インシデント・アクシデン
トの件数に関しては、７月ごろから秋にかけて新人技
師の「慣れ」によるものが多い、というお話はまさに今
現在の私たちに相当するもので、私自身、改めて緊張
感をもって仕事に臨もうと意識する機会となりました。
　また、社会人となって２か月半が経ったこの時期に
学生時代の同期と交流できたということも得るものが
多く、今後の仕事への励みとなりました。
　最後になりましたが、今回、このような機会を与え
てくださいました日本診療放射線技師会並びに、北海
道放射線技師会の皆様、運営してくださった役員の皆
様に感謝を申し上げます。次回、２回目のフレッシャ
ーズセミナーにも是非参加させていただきたく思いま
した。

と多少異なる部分もあるが、臨床条件を想定した仮
想条件（頭部３、胸部３、腹部３、合計９条件）に
管電圧、管電流、照射時間、ビーム幅、ヘリカルピ
ッチ、フィルタサイズを設定し、条件ごとに５回ず
つ線量を測定した。

３）得られたデータをPiranha専用ソフトウェアOcean
にて処理し、CTDIvol を算出した。

【結果・結論】
　今回は一般撮影で56条件、CT撮影で９条件、合計65
条件の測定を行っており、各プロトコールの詳細な条
件設定や測定結果のすべてをこの報告書に記載するこ
とは困難であるため、ここでは結果の傾向のみについ
て説明する。すべての測定結果を記載した報告書につ
いては急病センターの技師室に常備する予定である。
　一般撮影における入射表面線量測定の結果を診断参
考レベルと比較すると、ほとんどの条件で同等もしく
はそれ以下となったが、一部の条件（胸部正面０～２
歳、頭部正面、頭部側面、足関節）については診断参
考レベルの値を上回る結果となった。診断参考レベル
の値を下回っていた照射条件については問題ないが、
上回っていた４条件については、mAs設定の見直しを
検討しても良いかと考えられる。

　また、CT撮影におけるCTDI測定の結果を診断参考
レベルと比較すると、同等もしくはわずかに大きい値
となった。CTDI 測定はAECをOFFにする必要がある
ため、実際に患者様を撮影する際のAECが有効な状態
のmAs値とは異なる条件で線量測定せざるを得なかっ
た。この際、過小評価となることを避けるため、mAs
設定を少し高めに設定していたことが、診断参考レベ
ルより大きい値となった要因と考えられる。今回の実
験において、臨床より厳しい条件となる少し高めのmAs
値設定で診断参考レベルと同等もしくはわずかに大き
いという結果だったことから、実際の撮影では診断参
考レベルと同等もしくはそれ以下の値となることが予
想され、臨床における CT 装置の照射条件に問題はな
いと考えられる。
　今回、一般撮影の入射表面線量および CT 撮影の
CTDIvol を実際に測定したことが、今後の急病セン
ターにおける放射線管理の一助となることを期待する。

【参考文献】
１）Japan Network for Research and Information 

Medical Exposures.
　http://www.radher.jp/J-RIME/report/DRLhoukokusyo.

pdf（Accessed 2017.4.5）.
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はじめに
　当院では1992年３月にヘリカルスキャンが可能な
シングルスライス CT（SSCT）を導入し、同年７月
よ り 脳 血 管 の ３Dimensional CT-Angiography（ ３
D-CTA）の撮影・画像処理を開始した。最初の画像
作成から既に25年余り経ち、その間 CT 装置はマルチ
スライス CT（MDCT）へ更に MDCT の多列化によ
る元画像の高画質化や３D workstation（３DWS）の
処理機能向上により、脳神経領域おいては複雑な動脈・
静脈そして骨やその他の構造物を認識し易いカラーや
セグメンテーションを施す三次元画像作成が日常的に
作成可能になってきた。脳神経領域の３D-CTA を始
めて当初から現在まで、画像作成に関しては一貫して
臨床医の依頼に可能なだけ答えられる画像作成を心が
けてきた。今回、本誌では現在当院での三次元作成へ
の取り組みなどを紹介する。

高精細な三次元画像作成するための 3D-Lab の運用
　前に示したように更に CT 装置の多列化と 3DWS
の処理能力の向上により全ての領域での三次元画像作
成が可能となり、SSCT や MDCT の初期型時代と処
理件数は比べものにならないほど増加してきた。しか
し、その状況でも臨床医からの依頼に応え有益な画像
作成を日常的に行うには多くのスタッフが勤務時間内
に作業が行える環境が必要であった。
　そこで 2008 年に三次元画像を専門に作成する部門
として 3D-Lab を国内でも早い時期に立ち上げ、業務

ワンランク上を目指す脳神経領域の三次元画像
札幌医科大学附属病院　放射線部　　平 野 　 透

の効率化と高画質な三次元画像処理を作成できる環境
を整え始めた。３D-Lab の立ち上げにより多くのスタ
ッフが画像作成に携われることによって、１症例ごと
画像データとじっくり向き合えることが可能で結果的
に臨床に有用で且つ高精細な三次元画像を作成するこ
とが出来るようになってきている（図１）。

１相撮影による脳動静脈分離 3D-CTA
　微細血管の描出には高い空間分解能及び体軸方向分
解能を保ちさらに画像ノイズの低減などの元画像のク
オリティー並びに血管の形状再現性を維持するための
高い血管 CT 値の確保が必要となる。脳の動脈から静
脈までの灌流は人体の中でも早く、故に脳動静脈分離
は三次元処理をする上で難易度が高い領域である。動
静脈分離を行うため静脈への灌流が始まる前で脳動脈
ピークCT値到達前に撮影する動脈優位相と、脳動脈
のCT値が急峻に下がり静脈CT値が高くなる時相で撮
影する静脈優位相の２相撮影によって脳動静脈分離
を行っている施設もある。しかしこの動脈優位相は
脳動脈ピークCT値前の撮影のためにピークCT値で撮
影された方法に比べると高いCT値を確保することが
出来ず微細血管の描出には向かない場合もある（図
２）。そこで当院においては頭蓋内の動脈の CT 値が
ピークになるタイミングでの１相撮影による脳血管の
3D-CTA を行っており、全脳の範囲で動脈・静脈とも
高い CT 値の確保と位置ずれが全くない動脈・静脈系
の三次元画像を取得することが出来ている（図３）。

図１　㊧ 2008年当時の 3D-Lab、㊨：（現在）2016年の 3D-Lab。多くの 3DWS の導入と職場内での協力により多くのスタッフが高精
細な三次元画像作成が可能な環境になってきている。
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　１相撮影の欠点としては動脈・静脈系が混在した画
像となるため脳動静脈分離をマニュアルで行う必要が
あり、分離作業に時間と経験を要するが解剖を理解す
ることの重要性やマニュアルで動脈・静脈系の分離作
業を行うスキルを身につけることで多彩に病態を持つ
病変に対しても画像処理が可能になるこ
とによって医師の高い要望にも答えられ、
悪いことばかりではない（図４）。
　２相撮影では動静脈を短時間で分離作
業することが可能と思われるが、１相撮
影に比べ末梢血管の描出に関しては明ら
かに劣り、更に２回撮影することよる被
ばくの問題に関しても考慮する必要があ
ると考える。２回撮影を行わなくては得
られない情報のためではなく、我々診療
放射線技師の効率向上のためということ
になるのであれば、出来れば時間をかけ
てもワンランク上を目指して欲しい。

脳神経外科領域の三次元画像処理には Fusion Image
が有用
　脳神経領域の手術支援三次元画像において CT では
描出困難なものとして脳神経や造影効果不良の腫瘍、
神経繊維や代謝情報などがあり、他モダリティー特に
MRI との Fusion Image が必須と考えている。頭部領
域では呼吸性移動等画像同士の位置ずれによる影響
が少ない領域であることから Fusion image の有利な
部位である。MRI で使用するシーケンスは、Steady-
State 系のシーケンスで腫瘍や脳神経の描出、造影 3D 
T1 強調画像からは腫瘍、小脳テントや下垂体（図５）

図２⒜：静脈が灌流する前の時相の画像、⒝：動脈がピーク時の
時相の画像。b の方が動脈の末梢まで描出されている

図３　１相撮影による動静脈分離。１相撮影により位置ずれが全
くない動脈・静脈系の三次元画像を取得

図４　マニュアル操作での動静脈分離。マニュアルで動静脈分
離のスキルを身につけることにより、多彩な症例でのオーダ
ーでも対応可能となる。
（図は脳動静脈奇形症例で正常動脈がピンク、流入動脈が
黄色、ナイダスが赤、流出静脈が紫に色分けした画像を作成
した：白黒画像で判り辛くすいません）

図５　嗅窩部髄膜腫。㊧ 頭尾方向からの画像、㊨ 両側前頭開頭を模擬した画像
  MRIの画像とFusionすることで、CTでは描出困難な嗅神経や視神経の描出も
可能になっている。
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等、また Low Grade Glioma のようなヨード造影剤や
ガドリニウム造影剤による造影 CT や MRI では造影
効果不良により腫瘍の描出が困難な場合は 3D T2 又
は 3D Flair 画像を用いて腫瘍の描出を行っている。
　Fusion Image の精度を向上させるためには薄いス
ライス厚の使用などボクセルサイズを小さくするこ
とが必要となることから、MRI の画像を使用する場
合においては、３Tesla（3T）装置などの高地場 MRI
装置の使用が有利なことが多い。

臨床の先生や仲間達とチームで良い画像を作成していく
　臨床医の依頼に応えるには、臨床医が求めている画
像情報を把握することが重要であることは言うまで
もなく、医師や画像作成に関わるスタッフ達とのコミ
ュニケーションが重要となる。しかしコミュニケーシ
ョン特に医師と密接に持つことは意外と難しい。当院
では 2008 年秋より脳外科医師、当院放射線部の仲間、
脳神経領域に興味のある他院の診療放射線技師等が月
一回集まって脳神経領域の三次元画像の画質や臨床的
有用性などをディスカッションする 3D-CT カンファ
レンスを開催している（図６）。
　このカンファレンスの開催によって実際に医師が求
めている画像や開頭野の理解、更に新たな画像の要望
なども聞くことができ、医師の要望に即したまさにワ
ンランク上の画像を目指せるようになってきた。脳神
経領域の三次元画像を開始してからカンファレンスの
開催までには約16年も要しそんなに簡単にプロジェク

トを立ち上げることは難しいかもしれないが、環境を
変えるにはやはり何かを始めることが重要と考えてお
り、会員諸氏にもワンランク上を目指して頂きたい。

おわりに
　当院における脳神経外科領域の三次元画像作成に
関する取り組み方などを紹介した。CT などの装置や
3DWS の性能向上により多くの症例の画像処理が可能
になってきているが、症例ごと手を抜かず真摯に画像
作成することが重要と考えている。ワンランク上を目
指した画像作成は最終的には患者さんのためになるこ
とは間違いではないと信じている。

図６　3D-CT カンファレンスの風景。脳外科医の求めている画像がまだまだ判らないことが一杯。だから質問やディカッションを繰り
返しながら、知識を深めるしかない。
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【はじめに】
　臨床において動作の介助は理学療法士以外の医療従
事者にとっても行う頻度の高い行為の一つである。
　動作介助には常に転倒や転落のリスクを伴うほか、
介助者側にも腰痛をはじめとした様々な障害をおこす
リスクがある。
　実際の臨床の現場では患者の介助量の違いや自身と
の体格差などの要因から、患者や自身に無理のある体
勢で動作介助が行われている状況も少なくはないと思
われる。
　今回は様々な動作介助の中でも比較的頻度の高いと
思われる移乗動作の介助方法について、介助量の大き
い患者を想定し説明する。

【移乗動作の介助ポイント】
　移乗動作の介助方法を伝えるにあたり動作を以下の
３つに分けて説明する。
　・移乗前のポジショニング
　・介助者の立ち位置
　・立ち上がる瞬間（離殿）のポイント
１．移乗前のポジショニング

　まず移乗動作を行う前に移乗しやすいポジション
を自身も患者もしておくことが大切で、それは車い
すの設置角度と患者の足の位置の２点だ。
　車いすの設置角度は目標物と車いすが30°程が望ま
しいとされている（図１）。また、このとき車いすの

肢が交差することを予防することができる。（図２）

２．介助者の立ち位置
　介助者は患者の近い位置に立ち、進行方向側の足
を 1 歩引いておく。上肢の位置は患者の体格に応じ
て腋窩を通り背部や腰部に掌をしっかり当てるよう
に把持する。患者の上肢は可能であれば介助者の背
部に回すようにすることが望ましい。（図３）
　一方、臨床の現場で患者の下衣を掴むような移乗
介助がしばしばみられるが、この方法は避けるべき
である。（図４）この後の離殿の介助がしづらくなる
だけでなく、下衣と殿部の間にずれ応力が生じ褥瘡
の発生・悪化の要因にもなりうるためだ。

移乗介助の苦手を克服 ― 理学療法士からみた介助のポイント ―

JR札幌病院リハビリテーション室　　阿 部 貴 至

誌上レクチャー

図１ 図２

ブレーキがしっかりとかかっていることを確認する。
　次に患者の進行方向側の足を１歩前に出しておく。
こうすることで起立後の方向転換の際に、患者の下

図３

図４
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３．立ち上がる瞬間（離殿）のポイント
　離殿の際のポイントは自身の体重移動で介助する
ことである。離殿は上方向に引っ張り上げるように
介助をしてしまいがちだが、これでは患者の重心（殿
部）が足部より後方に位置したままのため、介助量
も大きく膝崩れのリスクも高まる（図５）。そのため
離殿の際の意識は、上方向ではなく自身からみて後
方に引きながら、かつ腰を落とすように介助する。
すなわち前述した自身の足を１歩引いておくことで
自身の体重移動に合わせて患者の重心を足部に近づ
けることができるためスムースな離殿が可能となる。

（図６）
　その後は自身を支点に進行方向へ方向転換し、ゆ
っくりと着座を介助する。この際浅く腰掛けてしま
うと患者が前方に滑り落ちる恐れがあるため、深く
腰掛けられるように注意が必要である。

【自身より体格が大きい患者へ
の介助方法】
　臨床の現場で、特に女性は自
身より体格の大きい患者の移乗
介助を行う機会もよくあると思
われる。その場合の移乗方法を
紹介する。
　まず移乗前のポジショニング
までは前述した方法と同様であ
る。そこから自身が進行方向側
の下肢をひいた片膝立ち位をと
り、患者の上体を背中で背負う
ようにする（図７）。そこから自
身が後方に腰を下ろすように
離殿を介助する（図８）。こう
することで患者の上体の重みを

図５ 図６

× ○

上肢と背中の２点で支えることができ、自身も片膝を
ついているため安定した姿勢で介助することができる

（図９）。この方法は自身より体格の大きい患者だけで
なく、対麻痺や高度に筋力が低下した患者といった介
助量が特に大きい場合にも有効である。

【おわりに】
　移乗介助はその難しさから苦手意識を持たれている
医療従事者も少なくないと思われるが、移乗する前の
ポジショニングを見直すことや、自身の体の使い方の
ポイントを掴むことで少ない力で自然な移乗に近づけ
ることができる。これを機に移乗介助が自身にとって
も患者にとっても楽に行われる一助となれば幸いと存
じます。

図７ 図８ 図９
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〈監修〉　　　　　　　　　
COCO塾 JRタワーさっぽろ校 

TEL：011-219-3711

Mr.Satou, please come to X-Ray Room 2.
佐藤さんの番です。2番撮影室へお入りください。

Let me confirm your name please.
あなたのお名前を確認させてください。

Your attendants should wait outside the room.
付き添いの方は外でお待ちください。

Please change your clothes in this changing room.
こちらの更衣室でこの服に着替えてください。

Remove any metal objects.
金属類は外して下さい。

We’re going to take a chest X-ray.
胸部写真を撮ります。

Please rest your chin here.
あごを乗せて下さい。

Please hold the side handles with both hands.
横のバーを両手で握ってください。

Relax your shoulders please.
肩の力を抜いてください。

Please take a deep breath and hold it.
息を大きく吸って止めてください。

Relax please.
楽にしてください。

Next we will take a lateral projection. 
Please turn to the right and raise your hands.
次は側面の撮影になります。右を向いて両手を挙げてください。

Just a moment while I check the image please.
画像を確認させてください。

The exam is finished. You may return to your room. 
Please be sure to take all your belongings with you.
以上で検査は終了です。自分の荷物を確認し、お部屋へ戻ってください。

Take care.
お大事にしてください。

ワンポイント英会話ワンポイント英会話
Lesson 1

胸部X-P検査 編
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「秋の極北で充電」
　お盆が過ぎた頃、私はきまってアラスカ行きの準備
を始める。毎年１ヶ月の間、秋の極北の大地で野営を
するが、この旅は私にとって大事な“リセット＆充電”
となる。自然から、宇宙から発せられる強烈なエネル
ギーを、私の感覚器のすべてをフル稼働させてキャッ
チする。私の活動の原動力となる“感性”にたっぷり
栄養を補給する欠かせない旅だ。

　このわくわくの秋の冒険は15年間進化してきた。連
れて行く道具たちは、自然の中で活躍してくれる優れ
ものだ。しかし近年は飛行機の重量制限が厳しく、最
低限まで厳選する。あとは現地調達だ。

　宇宙の繊細な光をとらえるため、常に最新のセンサ
ーカメラを備える。それでも私の場合、オーロラは限
界ギリギリを探りながらの撮影であり、まるでセンサ
ーの性能テストをしているようなもの。カタログスペ
ックに現れないリアルな性能が、オーロラのトーンに
あからさまに見て取れる。私は人の目に見えない程の
尊い光を映像にしている。

〜 オーロラと共に生きる 〜
第５回　秋のアラスカを旅する

オーロラメッセンジャー　　中 垣 哲 也　（元 札幌医大病院・放射線部）

「白夜が終わると・・・」
　極地では季節感、四季の振幅は非常に大きくなる。
私が通うアラスカでは、気温がマイナスになるような
厳しい季節は半年もあるが、逆に太陽が沈まず、あら
ゆる命が躍動する夏は、緯度によって違いはあるが、
およそ３ヶ月もある。私がオーロラを求め、原野に滞
在するのにちょうど良い季節は一瞬しかない。景色も
良く、寒くもなく、野生にも逢えて、夜はオーロラが
舞う絶好のタイミングだ。

「文明から隔絶された自然へ」
　日本から太平洋を飛び、日付変更線を超え、アメリ
カ本土（シアトルなど）経由で、アラスカの玄関口ア
ンカレジへ到着すると、昨日に戻っている。SUVをレ
ンタル、あとは帰りの日まで完璧に自由。日常では味
わえない開放感だ。スーパーで食料を調達、ネットが
つながる間に、アラスカ広域の天気予報を眺め、旅の
行程を考える。アンカレジから丸１日も走ると、そこ

デナリ山（偉大なもの）はいつも過酷な気象で、滅多にその勇姿を見せない
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は電話もネットも途切れ、360度見渡しても人工の明
かりは皆無になる。文明から隔絶された。自然のメッ
セージを受けるセンサーの感度が高まってくる瞬間だ。
　現地の空模様と相談しながら臨機応変に旅をする。
あのマッキンリー（現在はデナリ山と呼ぶ）を含むア
ラスカ山脈は壮大で、その南北で天候が大きく変わる。
風向きや雲の様子で天候を予想し、晴れる場所を目指
して数百㎞も移動する。

　食事もトイレもすべて宙の下。晴れの日も、雨の日
も・・・自然は厳しく、とてつもなく美しい。

「自己責任の旅」
　厳しい自然は人の営みを寄せ
付けないのだろう。日本の４倍
の面積を持つアラスカの人口は、
わずか70万人程度。ゴールドラ

ッシュで生まれた
フェアバンクスと
アンカレジのみに
集中し、そこから
離れると、広大な
土地に大きな集落
など存在せず、多
くの土地は未開の
まま。驚くほど道
が少なく、けっし
て迷うことはない
が、数百㎞も続く
未舗装のアドベン

チャーロードを走破するには、自分でパンクを修理し
なくてはならない。２本同時にパンクすることもある
が、スペアは１本しかない。日本の JAF のようなロー
ドサービスは存在しないので、すべて自分で解決する。

「ビーバーさんの縄張りにおじゃま」
　北米の北方では、川や池の水辺には、たいていビー
バーさんが暮らしている。森の建築家は夜行性。夜な
夜な漆黒の闇の中、つがいが交互にどこかへ泳いで行
き、陸に上がり、自慢の前歯でいとも簡単に木を倒し
て、それを水上で悠々と運ぶ。これを一晩中、何度も
繰り返す。
　私は、そんなまじめで勤勉なビーバーさんの住宅地
にお邪魔させてもらい、水中に三脚を立て、レリーズ
で撮影する。私も夜行性なので、一晩中ビーバーさん
の仕事っぷりを目の当たりにしながら、満天の星の下
でオーロラを待っている。・・・この場所は、きっと
1 万年前と何も変わらないのだろう。　　　　　
幾晩も過ごしただろうか。目の前の、オーロラが揺れ
る水面にシルエットがあった。目をこらすと、ビーバ
ーさんがこちらをじっと見つめている。「この人、何
をしているんだろう？」私のことを友達と感じてくれ
たのだろうか。

【中垣哲也 氏 プロフィール】診療放射線技師から2007年
春に転身、オーロラや極北の自然を通して『奇跡とも言え
る地球の素晴らしさ』 のメッセンジャーとして活動。撮影、
映像及びBGM制作、上映会や展示などのイベント企画と、
現地取材から各地への公演活動の全てを自身で手がける。
2017年クリスマスには札幌市青少年科学館プラネタリウム
で全天投影イベントを行う。facebook で活動を公開。

フェアバンクスまで500㎞。この車だけが頼りだ

オーロラが賑わう夜は水中も明るくなるのだろうか
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【問題】　詰将棋（７手）
右記の詰将棋７手の棋譜を解答して
ください。

応募方法
当会ホームページ所定の解答フォー
ムに棋譜を解答（入力）して送信く
ださい。
このSTARTクイズに応募された会
員の中から15名様の会員に準備でき
次第、当会オリジナルQUOカード
を進呈します。
締め切りは本年 8月末日。

〈START62号　ＳＴＡＲＴクイズの答え〉

嘘は生きられない
（A lie cannot live.）
STARTクイズ62号の正解者は９名
でした。

入会、退会、会費の減免についての連絡先
イ）入会希望者は入会申込書に必要事項を記入し、年会費2,000円

を添え、下記へ提出して下さい。なお申込書は（一社）北海道放
射線技師会事務所（TEL 011-643-2713）へ請求して下さい。

ロ）退会、会費の免除は議案集の申請書により、事務所へ提出して
下さい。なお、詳細はお問い合わせ下さい。

会費納入のお願い
　年会費の納期は毎年度９月末となっています。会費は当会事業の
根幹となるものですので、早期納入をお願いします。
会　　費 ： 2,000 円 / 年
納入方法 ： 札放技会報START（議案集）差し込みの振替用紙をご利用
ください。
担当理事 ： 伊藤 咲紀江 TEL011-612-0333 FAX 011-612-0459  
　　　　※ 電話でのお問い合わせは、午後からお願いします。

当会への意見・要望、本会報表紙写真の投稿、およ
び放射線関連情報などの案内（ホームページ掲載も
含む）は、編集委員会へ連絡ください。

〔連絡先・編集委員長〕  井上正住
〒060-0033  札幌市中央区北３条東１丁目  JR 札幌病院・放射線科
ＴＥＬ：011-208-7150（内線 3209）
電子メール：start@hok-art.or.jp

〔編集委員〕大元秀近　小川豊輝　西原　徹　寺田克広　酒谷　隆
 浅野英章　寺田武司　菊池明泰　石本博基　柳田美香　伴　伸次

共済給付の連絡先
互助規程をご確認の上、下記へご連絡下さい。

社会医療法人医仁会中村記念病院　放射線診断科　井上　剛
〒060-8570　札幌市中央区南１条西１４丁目

TEL ０１１－２３１－８５５５（内線２３３）

編集後記
　7/7（金）札幌ドームで札幌技師会が主催するファイターズ観戦
ツアーに参加した。結果は好調キープのソフトバンクホークス圧
勝に終わった、が、その地元福岡では7/5（水）未明より九州北部
豪雨に見舞われ、福岡県ほぼ全域を襲う未曽有の災害にさらされ
ているという現実がある。そのことが影響してか札幌ドームビジ
ター応援席の客は少ない、応援もまばらであった。（M・I）

START Quiz

発　行　　一般社団法人 札幌放射線技師会
 〒064-0823  札幌市中央区北３条西29丁目３番２号
 北海道放射線技師会研修センター内
 ＴＥＬ （011）643－2713　ＦＡＸ （011）643－2734
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