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役員名簿 

（2020 年度、2021 年度） 

会 長   髙谷 英明 Hideaki TAKATANI 

副会長  池口 俊孝 Toshitaka IKEGUCHI 

          小林 勝宏  Katsuhiro KOBAYASHI 

    常務理事 竹中 智士 Satoshi TAKENAKA 

    理   事  北村 未央 Mio KITAMURA 

          山田 卓実 Takumi YAMADA 

       野儀 明宏 Akihiro NOGI 

日浦 之和 Yukikazu HIURA 

秋山 敬純 Takazumi AKIYAMA 

辻村 恭平 Kyouhei TSUJIMURA 

細川 倫之  Tomoyuki HOSOKAWA 

玉井 宏征  Hiroyuki TAMAI 

吉田 真大  Masahiro YOSHIDA 

錦  一聡  Kazuaki NISHIKI 

高田 太輔  Daisuke TAKADA 

  監  事 髙嶋 敏光 Toshimitsu TAKASHIMA 

        水野 吉将 Yoshimasa MIZUNO 
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委員会名簿

常設委員会 

総務委員会 

委員長     竹中 智士 

担当副会長   小林 勝宏 

委員      山田 卓実・吉田 真大 

外部委員委嘱  小西 隆雄 

 

学術委員会 

委員長     野儀 明宏 

担当副会長   池口 俊孝 

委員      日浦 之和・細川 倫之 

        辻村 恭平・錦 一聡 

外部委員委嘱  西久保直嗣・下口 翼 

        上田 幸弘・上田 拓 

        櫻井 亮介・森本 奈穂子 

 

教育委員会 

委員長     日浦 之和 

担当副会長   池口 俊孝 

委員      北村 未央・錦 一聡 

外部委員委嘱   小西 勇輔・蔦原 効平 

 

広報委員会 

委員長         秋山 敬純 

担当副会長     池口 俊孝 

委員           玉井 宏征・高田 太輔 

外部委員委嘱   菊谷 勇仁 

HP委員長      北村 未央 

外部委員委嘱   中村 道宏・角田 和至 

 

福利厚生委員会 

委員長  玉井 宏征 

担当副会長  小林 勝宏 

委員  北村 未央・秋山 敬純 

外部委員委嘱  奥田 孝直・吉田 祐羅 

 

安全管理委員会 

委員長  北村 未央 

担当副会長  小林 勝宏 

委員  池口 俊孝・細川 倫之 

               玉井 宏征 

外部委員委嘱   葛和 剛 

 

 

 

財務委員会 

 委員長    山田  卓実 

 担当副会長  池口 俊孝 

  委員     吉田 真大 

  外部委員委嘱 蓮池税理士 

 

組織委員会 

  委員長  辻村 恭平 

  担当副会長  小林 勝宏  

  委員  東：錦 一聡 ・西：吉田 真大 

    南：高田 太輔・北：細川 倫之 

    総合・賛助：辻村 恭平 

  外部委員委嘱  髙谷 道和・山口 長志郎 

                   完田 俊介 

 

特別委員会 

 創立 70 周年記念事業 

  委員長    池口 俊孝 

  担当副会長  小林 勝宏       

  委員          理事全員 

 

常置委員会 

 表彰委員会  

  委員長        河村 吉章 

  委員          上野山  文男 

                     小林 勝宏・竹中 智士 

  オブザーバー  髙嶋  敏光 

     

 選挙管理委員会  

  委員長        中川 信一 

  委員          東 哲哉・福田 達也 

 

 定款改正（検討）委員会  

   委員長        水野 吉将 

   委員          池口 俊孝・小林 勝宏 

   外部委員委嘱  松岡 孝明 

  オブザーバー  髙嶋  敏光 

 

 海外交流委員会  

   委員長        池口  俊孝 

   委員          高田 太輔・三浦  玉惠（通訳） 

   外部委員委嘱  完田 俊介・黄 博傑 
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巻頭言 

     

     「It’s time to turn over a new leaf!!」 

 

           公益社団法人 奈良県放射線技師会 会長 髙谷 英明 

 

 

 水野前会長よりバトンを受けた新体制 1 年目の 2020 年度は COVID-19 の蔓延により世界各地が機能

不全に陥り、様々な繋がりが寸断されてしまったと言っても過言ではない様に感じました。罹患者の増

加に伴い医療の逼迫が差し迫る状況の中、会員の皆様におかれましてはその最前線に携わり多大な貢献

をされている事、誠にありがとうございます。今後もこの状況は続くと思われます故、お身体だけはく

れぐれもご自愛いただきますようお願いいたします。 

 さて、当会の今年度の活動を振り返りましても、その事業は殆どが中止という苦渋の選択をするしか

ない状況でありました。2 度の緊急事態宣言を挟み、罹患者が増えては減りを繰り返し、何とか日々の

生活を過ごしているという状況であった様に思います。今も尚、余談は許さぬ状況であり、感染の第４

波が始まったとの言葉も見え始めています。この様な中で、研修会や学会などの在り方も急激に変化し、

人と人が蜜になる事を避ける為、ライブやオンデマンドでのウェビナー開催やハイブリッド開催という

方法が行われる様になってきました。当会でも今年度のフレッシャーズセミナーと４地区合同の地区懇

話会をウェビナー形式にて開催いたしました。ウェビナー形式での開催経験を通じて、次年度への事業

展開についてある程度の感触を掴めたと感じております。我々執行部一同、この様に情勢に即した対応

を行い、会の在り方が以前と変わらぬ様に会務・事業を進めて参りたいと考えております。2021 年度

には告示研修も始まります。この告示研修に関しては今後の診療放射線技師としての業務の根幹が大き

く変わる転機になるのではないかと考えています。診療放射線技師としての礎に大きな責務が加わりま

す。我々はその流れに取り残される事なく、医療従事者として最前線で患者様を支えるべく、日々研鑽

をし続ける会員の皆様を支える職能団体として在りたいと思っています。2020 年度に予定していた奈

良県開催の近畿診療放射線技師学術大会も 2021 年度に再度開催予定をしております。また、公益事業

としましても色々な形で開催ができる様に検討して参ります。新年度は旧年中にできなかった事をもう

一度行う事、そして従来通りの事業展開の準備を入念に行う事、更にこれから新たな開催方法を模索し

て取り組んでいく事、多種多様に色々とございますが心機一転、背筋を伸ばし会務に取り組む所存です。                 

 奈良県放射線技師会執行部一同は、一人でも多くの会員の皆様に積極的な事業への参加をしていただ

ける様な事業展開を行いたいと考えております。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 
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2021 年 4 月 16 日 

公益社団法人 奈良県放射線技師会 

会 長 髙谷 英明 

 

公益社団法人日本診療放射線技師会の実施する表彰について 

本会より公益社団法人日本診療放射線技師会に申請した表彰対象者について、下記の通り答

申がありましたのでお知らせします。誠におめでとうございます。 

記 

 

公益社団法人 日本診療放射線技師会 功労賞 

（2021 年度近畿地域診療放射線技師会学術大会（奈良県）の席上で表彰） 

  24246 水野 吉将   35762 髙谷 英明 

 

公益社団法人 日本診療放射線技師会在籍 50 年表彰 

（第 37 回日本診療放射線技師会学術大会（東京大会）の席上で表彰） 

 10964 濵田 洋敏 

 

公益社団法人 日本診療放射線技師会在籍 30 年表彰 

（第 37 回日本診療放射線技師会学術大会（東京大会）の席上で表彰） 

32805 高田 亮       33221 辻村 恭平 

34910 坂本 和彦     32798 寺口 昌和 

32799 中盛 久満     33071 嶌井 嘉克 

33931 高山 暁       34608 植田 眞通 

33210 大園 一幸     32921 永田 諭志 

                                                                 以上 
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各種勉強会・研究会 開催報告 
 

●撮診の会 

代表者：黒田 大悟（天理よろづ相談所病院）       事務局：川﨑 佑樹（国保中央病院） 

 

●奈良県 MR Conference 

代表者：北川 皓一（市立奈良病院）         事務局：小西 広明（平尾病院） 

 

●奈良 CT Conference 

代表幹事：宮西 忠史（天理よろづ相談所病院）      事務局：前原 健吾（市立奈良病院） 

 

●奈良 CR 勉強会 

代表者名：宮島 祐介 (奈良県立医科大学附属病院) 事務局：宮島 祐介 (奈良県立医科大学附属病院) 

 

●奈良県消化管撮影技術研究会  

代表者：奥田 晃英（中井記念病院）               事務局：奥田 晃英 （中井記念病院） 

 

●奈良県超音波画像勉強会 

代表者：細川 倫之（西奈良中央病院）         事務局：細川 倫之（西奈良中央病院） 

 

●大和なでしこ 

代表幹事：北村 未央（済生会中和病院）        事務局：紀太 千恵子（天理よろづ相談所病院） 

        

※ 2020 年度の開催はなし 

 

●奈良県 RI ミーティング  

代表 寺口 昌和（天理よろづ相談所病院）    事務局：西村 努（奈良県立医科大学附属病院） 

 

・第 46 回奈良県 RI ミーティング 

 日 時  ：令和 3 年 3 月１９日（金）19：00～20：00 

  場 所  ：天理よろづ相談所病院より Web 配信 

  参加者  ：20 名 

  総合司会：天理よろづ相談所病院 放射線部 寺口 昌和 

  内  容：〈講演Ⅰ〉19：00～19：25  

             「明日から使える骨シンチ」                             高清会高井病院 玉井 宏征 

 

        〈講演Ⅱ〉19：30～20：00 

             「骨転移による骨シンチグラフィのガイドライン上の位置づけ 

              －特に BONENAVI-BSI を用いた前立腺がん、乳がんでの有用性－」 

                                          富士フイルム富山化学株式会社 学術企画部 石川 丈洋  
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鹿苑ニュース No.274～278 

抜粋 
 

巻頭言「会長就任のご挨拶」 鹿苑ニュース No.274より 

巻頭言「再開（再会）に備える」 鹿苑ニュース No.275より 

巻頭言「新年のご挨拶」 鹿苑ニュース No.276より 

巻頭言「人との繋がりを大切に」 鹿苑ニュース No.277より 

巻頭言「新たな領域へ」                                       鹿苑ニュース No.278より 

                                                      

会長退任のご挨拶 鹿苑ニュース No.274より 

関西☆collection 令和 2 年度 Web ミーティング参加記 鹿苑ニュース No.277より 

近畿会長サミット ～聞かせてもーてかまいませんか？～ に参加して 鹿苑ニュース No.277より 

組織委員会 4地区合同懇話会開催報告 鹿苑ニュース No.278より 

「診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー」開催報告     鹿苑ニュース No.278より 

原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会 開催報告      鹿苑ニュース No.278より 

「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」に参加して 鹿苑ニュース No.278より 

「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」に参加して 鹿苑ニュース No.278より 

安全管理委員会だより Voｌ.1 鹿苑ニュース No.275より 

安全管理委員会だより Voｌ.2 鹿苑ニュース No.276より 

安全管理委員会だより Voｌ.3 鹿苑ニュース No.278より 
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鹿苑ニュース No.274 より 

巻頭言                     

                           会長就任のご挨拶 

      

                公益社団法人 奈良県放射線技師会 会長 高谷 英明 

 

  この度、5 月 30 日奈良県放射線技師会第 7 回通常総会（Web 開催）に於いて会長を拝命いたしました。

国保中央病院の髙谷英明と申します。昭和 27 年より続く職能団体の会として素晴らしい諸先輩方が築いて

こられたこの会の先頭に立つという事は大変な重責だと痛感しております。 

  上野山、髙嶋、水野歴代会長の下で理事として 4 年、副会長として 10 年間奈良県放射線技師会の執行部

として関わらせて頂きました。若い会員と先輩方を繋ぐパイプ役が自身の立ち位置だと思って会務に取り組

んで参りましたが、今後は会長として奈良県放射線技師会の為に、甚だ微力ではありますが理事・監事と共

に粉骨砕身の覚悟で会務に取り組む所存です。何卒、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げま

す。 

  近年では若い会員の方が増加傾向にあります。この多くの若い会員の方々の未来のためにも奈良県全ての

会員の方々に有益な情報の共有や事業展開を進めて参りたいと思います。 

  日本診療放射線技師会でも 6 月 6 日に開催された総会で行われた役員改正では、会長と副会長が一新され

るという非常に大きな動きがありました。上田克彦会長が新任され、日本診療放射線技師会も新しいスター

トを切りました。今後は上田新会長の下、我々奈良県放射線技師会執行部一同は密に連携をとりながら新た

な事業展開を進めて参りたいと思います。 

 世情に鑑みますと、年初より問題が顕在化したコロナウイルスが瞬く間に世界へと拡がり、パンデミック

へと発展し医療崩壊の危機や世界的な経済状況の悪化という大きなダメージを与え、我々は今尚その影響を

大きく引き摺ったままです。漸く収束に向けての光が見えた所ですが、未だ危機を脱したとは言い難い状況

です。我々奈良県放射線技師会も計画していた事業の中止や延期という状況下で新体制へと移行しました。

総会も初めて Web 総会という形で開催しました。未だ予定している事業も、企画は行いつつも色々な形を

検討し開催の判断を下している状況です。経験した事のない状況下の中で非常に苦しい思いをしながらでは

ありますが公益社団法人として、診療放射線技師資格を持つ職能団体として、新たな会の在り方を模索しな

がら会員の皆様にとって有益な情報の共有や事業展開を進めて参りたいと思います。 

  また、本年度からは常設委員会に『安全管理委員会』を設置し、更なる安全管理や危機管理の強化を目指

したいと考えております。今後は①更なる会員の増加を目指す事。②知識や技術の共有を更に推進する事。

③県民の皆様へ益々の健康増進への寄与する事。これらを目指し我々執行部は一丸となりメディカルスタッ

フの一員として、医療の現場へ高い能力を提供出来る集団として、皆様のお役に立てる様に事業展開を進め

て参りたいと思います。最後になりますが、より多くの会員の方々に参加していだだける会を目指していき

たいと思いますので、これからも何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 



             
 

 

 

- 8 - 

 

鹿苑ニュース No.275 より 

 

再開（再会）に備える 

      

                      

                          公益社団法人 奈良県放射線技師会 会長 髙谷 英明 

  

  COVID-19 が世界中に拡がり、未だ収束の兆しを見せずに夏が過ぎました。夏のマスク姿の人々には当初

戸惑いましたが今では外出時にはマスクを、というスタイルが浸透した様に感じます。また、今年の夏はス

テイホームを余儀なくされた方々も多くおられると思います。8 月中旬には奈良県下でも大規模なクラスタ

ーが発生し、会員の皆様も COVID-19 の対応に苦慮されたのではないでしょうか。現在奈良県下では収束

の兆しを見せておりますが、これから気温が下がり空気が乾燥すると第三波が訪れるかもしれないという懸

念もあり、まだまだ予断を許さない状況です。 

  その中で日本国内では『GO TO トラベルキャンペーン』や『GO TO EAT キャンペーン』をはじめ、少

しずつイベント開催が行われてきております。しかしこれらの参加にもマスクの着用、手洗い・消毒の励行、

三密を避けた行動（換気の悪い密閉空間・多数が集まる密集場所・間近で会話や発声をする密接場面）が基

本だと言われております。今後は、外出には一定のルールを遵守し感染症を防ぐという生活スタイルへと変

わっていくのではないでしょうか。 

  また、我々奈良県放射線技師会も通常総会と理事会、各種委員会活動以外の事業は軒並み中止、延期とな

り会員の皆様方とお会い出来る事が叶わない日が続き、大変心苦しく思っております。ただ、会員の皆様の

安全を第一に考えた場合、事業を開催する事に対しては慎重にならざるを得ず、事業を中止・延期としてお

りました。今後の事業開催についても状況を鑑みながら、日放技や近畿各府県と連携を取り会員の皆様には

安心・安全に事業へ参加していただける様に事業の企画・検討を行なって参りたいと考えております。また、

事業開催に関してですが、従来はオンサイトでの事業開催でしたが、今後はオンサイトだけではなく Web

開催などの方向も検討もしております。また、オンサイト開催の場合であっても、先程述べましたようにマ

スクの着用、手洗い・消毒の励行、三密を避けた行動を遵守した方法で開催して参りたいと思っております。 

  奈良県放射線技師会としては今後も会員の皆様にとって少しでもお役に立てる様、我々執行部一同は今後

の事業再開に備え、情報の収集や企画を続けて参りたいと思います。 

会員の皆様におかれましては今後もお身体にはくれぐれもご自愛下さいます様お願いいたします。 

奈良県放射線技師会の事業再開と会員の皆様との再会を願って。 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

- 9 - 

 

鹿苑ニュース No.276 より 

 

新年のご挨拶 

 

                      

                          公益社団法人 奈良県放射線技師会 会長 髙谷 英明 

  

 皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年は COVID-19 が世界中に拡がり、我々の生活様式を

一変する事態となりました。今尚、収束の糸口はハッキリと見えない状況です。昨年の出来事は明るいニュ

ースが非常に少なかったと感じたのは私だけではないはずです。奈良県放射線技師会の活動を振り返りまし

ても、昨年度の事業は軒並み中止・延期という経験した事のない事象に大変困惑し、大いに悩みながらの運

営だったというのが正直な気持ちです。ただ COVID-19 との共存という新たな生活スタイルの模索が始ま

り、海外では予防策の一つとしてワクチンの摂取が始まるなど、少しずつではありますが収束へ向けた明る

いニュースも聞こえ始めてきました。2021 年は丑（うし）年で十二支の 2 番目となる年です。牛は古くか

ら農業などで人間を助けてくれる大切な動物で、大変良く働くパートナーとして共生してきた事から丑年は

『我慢（耐える）』『これから発展する前ぶれ（芽が出る）』という様な年になると言われています。ただじ

っと耐える年というのは少し困りますが、2021 年は昨年を遥かに凌ぐ様な明るいニュースが溢れる様に、

そして明るい未来への種まきができる年になる事を願います。我々、奈良県放射線技師会も執行部一丸とな

り今後の事業は新しい形で会員の皆様方に有益な情報を還元できるよう努力を進めて参りますので多くの

会員の方々に参加、利用をして頂きたいと思います。話は少し変わりますが、2019 年より医師の働き方改

革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会が始まり、我々診療放射線技師にもその役割

を請け負う整備が進められているところです。この整備が整うと、医師以外の医療職種はそれぞれの役割を

果たすべく、タスク・シフト/シェアが開始されます。この様に常に医療改革が続いていく中、遅滞なく正し

い情報の収集や、その備えには個人では限界があると思います。個が結束し、組織となる事で様々な繋がり

が生まれ、情報共有が可能となりその情報は組織から個へと還元されます。特に我々の様な職能団体はその

役割を十分に果たす事ができる組織です。会員の皆様におかれましてはどうかこの奈良県放射線技師会、日

本診療放射線技師会という『組織』を大いに利用し、ご自身へその情報を還元していただきたいと思います。

我々医療従事者にとっては未だ未だ予断を許さぬ状況です。皆様におかれましてはご家族様を含め、お身体

には充分にご自愛下さいませ。我々執行部一同は、これからも皆様のご期待にお応えできるよう精一杯努力

する所存ですので、本年も奈良県放射線技師会を宜しくお願い申し上げます。 
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 鹿苑ニュース No.277 より   

        

           人との繋がりを大切に 

 

       公益社団法人 奈良県放射線技師会 副会長 池口 俊孝 

 

 2020 年 1 月に、日本で１例目の感染患者が報告されて以来、COVID-19 が猛威を振るい始めました。そ

のため私達は密接した場に集うことの自粛が必要となり、集合型の講習会や学術大会などイベントを開催す

ることができないまま１年以上が経過しました。現在は近接府県を含む一部地域に緊急事態宣言発出の中で

はありますが、感染患者数は減少傾向にありワクチンの先行摂取も始まり、少し明るい話題も増えてまいり

ました。しかしながらその一方、変異株や感染患者数の下げ止まりの懸念、新規感染者の高齢者が占める割

合が３割を越えるなど、まだまだ予断を許さない状況が続きそうです。そのような中、会議はもちろん講習

会や学術大会がオンラインで開催されるようになり、当会におきましても担当理事や委員の方に尽力いただ

き、2 月に４地区合同懇話会とフレッシャーズセミナーの二つの事業を開催することができました。このこ

とは、これから次年度以降に向けての大きな一歩を踏み出せたのではないかと甚だ嬉しく思います。 

 このような状況下のため必要に迫られたところも大きいですが、情勢はこの１年間で急激にオンライン化

が進み、会議や講習会がオンラインで開催されることが当たり前になりました。ハードやソフトも改良され、

さまざな形態のイベントに対応できるようになりました。参加者も感染のリスクが低いだけでなく、会場へ

出向く移動時間も不要で、情報を収集することができるなどメリットも多くオンライン型会議や講習会とい

うものが開催方法のひとつとして確立されたと言えるでしょう。 

 私がオンライン型のイベントに参加したとき、集合型開催と同様に知識を深めることができる上に移動時

間が不要な利便性を実感しました。しかし、それと同時に集合型開催に比べて人との繋がりという面では少

し希薄であると感じました。 

 直接、人と接し雑談や些細な相談をしたり意見を聞いたりすることで、自身の知識を深めるだけでなく人

との繋がりを深めたり広げたりすることができますが、特に参加人数の多い比較的規模の大きなオンライン

型イベントでは他の参加者が見えなかったり分からなかったりと、まだ少しその部分において少し検討して

いく余地があるのではないかと考えます。両者のメリットを上手く組み合わせた形の開催ができることを目

指したいと考えます。 

 つきましては当会としましても、少しでも多くの会員の皆様にご参加いただけるよう次年度事業の安全で

有意義な開催に向けて全力で取り組んでまいります。ご理解、ご協力よろしくお願いします。 
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鹿苑ニュース No.278 より 

 

 新たな領域へ 

        

        公益社団法人 奈良県放射線技師会 副会長 小林 勝宏 

 

  新年度が始まりました。昨年度は COVID-19 の影響で様々な技師会行事が中止・延期になり、会員の皆

さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。本年 1 月に発令された 2 度目の

緊急事態宣言により、全国の新規感染者数は 1 月中旬以降減少しましたが、2 月中旬以降は下げ止まり傾向

になり、3 月 21 日には緊急事態宣言が全面解除されたものの、今後の再拡大（リバウンド）が危惧されて

います。このような状況の中、この先も COVID-19 の影響が懸念されますが、今年度は With/After コロナ

時代の新しい技師会のあり方や対処すべき課題を克服しつつ、少しでも会員の皆さまに有益な事業が開催出

来るように進めて参りますので、会員の皆さまには今後ともご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

  さて、本年 1 月の通常国会において、厚生労働省より診療放射線技師の業務拡大に係る法案が提出されま

した。この法案（良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等改正の趣旨

の一部を改正する法律案）は、医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアを推進し、医療関係

職種の業務範囲の拡大等を行う法案で、2024 年 4 月から医師の時間外労働の上限規制が適用されるため、

医師の労働時間短縮を目的に医療専門職種への業務の移管や共同化（タスク・シフト/シェア）を行うことを

目的としています。この法案により診療放射線技師にタスク・シフト/シェアされる主な業務としては、①

RI 検査や造影検査のための静脈路確保、注入装置の操作および抜針止血、②CT コロノグラフィ検査等の下

部消化管検査のために注入した造影剤及び空気の吸引、③上部消化管検査のために挿入した鼻腔カテーテル

からの造影剤の注入、鼻腔カテーテルの抜去、④医師又は歯科医師の指示による病院又は診療所以外の場所

における超音波検査などが挙げられます。その中で、診療放射線技師が現行制度上実施できない業務に該当

する行為については、養成課程のカリキュラムの追加および有資格者に対する研修が義務付けられますので、

厚生労働大臣が指定する研修（告示研修）を 6 月頃より実施できるように準備が進められているところです。

この法案が認められると、RI 検査や造影検査では、緊急時体制の整備が必要ではありますが、静脈路の確

保から RI 核種や造影剤の注入、撮像、抜針止血まで、診療放射線技師による一貫した対応が可能となりま

す。静脈路の確保という侵襲的な業務は診療放射線技師にとって全く新しい領域であり、様々な苦労や負担

が伴う事も想定されますが、この業務拡大はチーム医療の一員として診療放射線技師に「求められた業務拡

大」であるということをご理解いただき、是非前向きに取り組んでいただきますようお願い申し上げます。 
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鹿苑ニュース No.274 より 

 

   会長退任のご挨拶 

  

        公益社団法人 奈良県放射線技師会 監事 水野 吉将                      

 

  2016 年 6 月から 2 期 4 年、（公社）奈良県放射線技師会会長として、いろいろな事業に取り組んできまし

た。この度、2020 年 5 月 30 日（土）、第 7 回通常総会におきましてその任を退くことになりました。新型

コロナウイルス感染の影響のなか、通常総会を Web にて開催するという苦渋の判断をせざるを得なくなり

ました。本来であれば、新旧役員の皆様と共に総会の場においてご挨拶するところ、Web 形式になったこと

は残念に思います。在任中は会員の皆様にはご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。 

 尚、後任の会長には髙谷英明が就任致しました。何卒、より一層のご高配を賜りますようよろしくお願い

致します。 

 私は組織委員、学術委員長、副会長、会長と 14 年間、本会理事として事業を遂行して参りました。その

なかで、近畿地域診療放射線技師会学術大会を 2009 年、2015 年と 2 回携わることになりました。2009 年

の大会は当時上野山会長のもと学術委員長として「国際交流」をテーマに開催し、そのなかで県民公開講座

を企画し準備等で大変な思いをした記憶がよみがえります。その結果は県民公開講座聴講者（一般県民）196

名、会員参加者 192 名（県外 116 名）という大盛況での開催となり、その後の情報交換会では盛り上がっ

たことが走馬灯のように思い出されます。創立 60・65 周年記念式典においても開催準備で途方に暮れたこ

とが思い出されます。いずれにしても、その時の関わり、共にご尽力頂いた皆様との取り組みがその後の自

分の糧になったと思います。 

 今後は本会監事として、本会事業の遂行に微力ながら協力をしていく所存でございます。 

今後とも本会が益々ご発展されることを祈念して、略儀ながら書中をもって退任のご挨拶を申し上げます。 
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鹿苑ニュース No.277 より 

 関西☆collection令和2年度Webミーティング参加記 

奈良県放射線技師会 

会長 髙谷 英明 

 １月 24 日（日）午前 10 時、女性活躍推進委員会から業務改善推進委員会へと名称が替わり始めての関西

☆collection（以下：カンコレ）が開催され参加した。今回は『近畿会長サミット』〜聞かせてもーてかまいませ

んか〜と題し、Web ミーティングという形で行われた。サミットはカンコレからの質問に各府県の会長が答える

という Q&A 形式で行われた。 

質問内容は 

①名称が女性活躍推進委員会から業務改善推進委員会へ切り替わったことについて 

②カンコレと各府県技師会との関係性 

③今までのカンコレ活動において・今後カンコレに求めること 

④業務改善推進委員会の委員選出について 

の 4 つの質問があり、それについて意見を出し合った。 

先ず、①の名称が変わった事柄については、今までは『女性』と限定的であった名称が外され業務全般について

従来扱ってきた女性の働く環境についての事象と共に様々な事柄にも言及できる事に繋がるので従来よりも男女

共に共通の問題だと認識していけるのではないかと考える。各府県の会長の意見も総じて同様の認識であった。 

②の技師会との関係性については各府県共にしっかりとした連携が取れていないのが現状であった。当会として

は女性活躍推進委員会の立ち上げから北村理事に関わっていただき、理事会でも都度報告を受けてきたが、代表

が待鳥氏に変わってからは定期的な活動報告の場も無かった。これについては大いに反省をし、今後のカンコレ

との連携強化に務めたい。 

③に関しては個人的には今までのカンコレの活動に関しては良かったと感じている。関西圏の女性技師が纏まり、

業務に関する問題提起や改善策の検討を行う事で多くの診療放射線技師へと共通の認識にする事が出来たのでは

ないかと考える。また、個人的にも演者として、また当施設の女性技師も演者とし参加した事は非常に良い経験

を得たと感じている。 

各府県の会長方もカンコレの活動については総じて良かったと述べておられた。 

④の委員の選出に関しては各府県 2 名を推奨（委員に関しては教育委員同様最低 1 名となっている）とされてお

り、奈良県では待鳥氏 1 名にお願いしているのが現状である。カンコレ側では委員の選出については役員の交代

時期やメンバーの選出に関して様々な問題があり、これに関しては今後のカンコレの運営にも関わる事柄である

のでしっかりと理事会でも議論を行いカンコレと連携して行きたいと考える。各府県も委員の選出については苦

慮されている様に感じた。 

  これらが今回のミーティングの概要である。カンコレの名称や活動について初めて見聞きされた方もおられる

かも知れない。今後は是非ともこの業務改善推進委員会の名称と関西☆collection をお見知りおきいただき、その

活動内容を注視し、会員諸氏の職場でも共有を願いたい。診療放射線技師を育てる教育期間では女性の比率は増

えており、男女とも同数のクラスがあるとも聞く。女性技師がその数を更に増やす時はもう目の前に迫っている。

今後はこの様な場で業務改善についての問題提起や意見交換がより活発に、より大きな声になり、男女共に診療

放射線技師としての職種が安心して働くことのできる環境構築の一助になる為、我々も認識を強く持たなければ

ならないと感じた事を最後の言葉とし参加記とする。 
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鹿苑ニュース No.277 より 

日本診療放射線技師会 業務改善推進委員会 関西☆collection（カンコレ）  

  近畿会長サミット ～聞かせてもーてかまいませんか？～ に参加して 

                        奈良県代表 医療法人康人会 西の京病院 待鳥尚子  

 

 1 月 24 日（日）、関西☆collection の今年度のイベントとして、近畿の 6 府県会長と関西☆collection につ

いてお話する Web ミーティングを開催しました。 

 話の内容は、事前にカンコレメンバーからお聞きしたい質問を集め、それらをまとめたものを順に会長達

にお聞きしていきました。 

 まずは女性活躍推進班から業務改善推進委員会に名称変更したことについてのねらいや、どう生かしてい

こうという想いがあるのかということをお聞きしました。多くの会長がおっしゃっていたのは、国の政策と

して『働き方改革』を推進している中で、放射線業界でも女性活躍から働き方改革の時代に突入して行く流

れに乗る必要があるのではということでした。日放技の会員も女性の割合が増えつつあり、学生も今や半数

を占めている昨今、将来女性技師の割合が更に増えることは間違いないだろうという中で男性による家事や

育児・介護などの参加は必然となり、男性も自由に有休を消化できること、また女性だけでなく男性のワー

クライフバランスを保つことも重要で、そのことによって更に女性の活躍の場も増えることに繋がるという

ねらいがあるのではというお話でした。 

 次にカンコレと各県技師会との関係性についてお聞きしました。ほとんどの会長は、今現在カンコレと各

県技師会とはうまく企画や運営の意味でも連携が取りきれていない現状があることをお話いただきました

が、今後はもっと前向きに取り入れて考えていけるようにしたいとおっしゃっていただけました。また各県

技師会と日放技とも連携を取るようにし、日放技の示す方向性や動きとも合わせてカンコレをうまく活用し

ていきたいとお話いただけました。これらのことはカンコレにとってはとても重要なことであり、活動の方

向性や現状を一緒に考えていただけるツールができたことは、今後の活動にも大きな影響があるだろうと感

じています。 

 まだまだお話はたくさんお聞きしましたが、とてもシビアな内容も含め、包み隠さず率直なご意見をお聞

きすることができたことは、とても有意義な時間であったと思います。 

 また会長からのたくさんのご意見をお聞きしたことで大きな変化があったと言える事は、カンコレメンバ

ーである私たち自身から各県の会長に、各県の技師会に、そして会員の皆様に、日放技の事業として今こん

な活動をしていますといったアピールをもっとした方がよいのではないかという意見が多数上がったこと

でした。それぞれが各県に持ち帰り参加記などを通して活動を伝え、関西の診療放射線技師みんなで参加し、

業務改善について考えることができる研修会を開催ができるようになれればと感じています。 

カンコレの一員として、各県技師会や日放技のバックアップの 

元皆で一緒に協力し研修会を盛り上げていけるよう努力して参り 

たいと思っておりますので、これからも関西☆collection をどう 

ぞよろしくお願いいたします。
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          組織委員会 4 地区合同懇話会開催報告 

                                              

                                                  奈良県放射線技師会 組織委員会                                          

                                                                               委員長 辻村 恭平 

 

  2021 年 2 月 26 日（金）「組織委員会 4 地区合同懇話会」を Web にて開催いたしました。 

例年であれば、ひとつの会場に集まり懇話会を開催していましたが、2019 年 12 月に発生した新型コロナウ

イルス感染症が世界中に広まり、未だ収束のきざしが見えない状況で、奈良県放射線技師会の事業は、中止・

延期となる過去に経験のない事態となりました。 

そこで、組織委員会としては会員の皆様の安全を第一に考え、Web での懇話会の開催に舵をきりました。 

しかしながら、ノウハウがありません。どうすればいいのか。悩みましたが行動を起こそうということで、

ご紹介いただいた会員の方から賛助会員であるメーカーの方のご助言を受けて、最終的に医療関係の Web

研修会に精通している運営会社に協力してもらう結果となりました。 

懇話会としては、垣根のないオープンな議論をすることをモットーにすすめてきましたので、Web 開催にあ

たっても、そこは重要視して運営会社と調整しました。それを踏まえ ZOOM を使った会議スタイルに近い

方式をとりました。 

  事前登録参加制にして、50 名限定とさせていただきました。当日の参加者は、33 名（会員 31 名、非会員

2 名）であり、50 名には届いていませんので今後の広報の課題とします。しかし Web の懇話会としては合

格点と考えています。2 題の演題のもと発表者が事前に録画した動画を参加者に視聴してもらい、その後討

論を行いました。討論の中に「アンケート」も入れ、参加者に回答してもらい、そこから議論を深めること

ができたと思っています。今後もしばらく新型コロナとともに過ごしていく日々が続くと思われます。その

影響で対面での会議・学術大会が開催されない傾向が続くと予測します。 

 組織委員会としては、よい意味での変革として考え行動していきます。人と接して得るリアルな情報の優

位性はあるはずですが、世情を見ながら現地開催、Hybrid 集会、Web 開催を模索していきます。 

 文末になりましたが、Web 開催にあたりご協力いただいた運営会社の皆様、組織委員スタッフ、理事の方々

に感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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 鹿苑ニュース No.278 より 

             「診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー」開催報告 

                                              

                                               奈良県放射線技師会 教育委員会                                          

                                                                        委員長 日浦 之和 

 

  2020 年度の「診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー」は COVID-19 の感染状況を鑑みてオン

デマンド配信とさせていただきました。開催時期につきましても最後まで会場での開催を検討しましたが、

Web 開催が適切であると判断して年度末での開催とさせていただきました。 

本セミナーには 13 名の診療放射線技師の皆様にご参加いただき、医療職場で働くための基本的な内容か

ら専門知識にいたるまで、また社会人として必要なスキルを動画にて視聴していただきました。時間的な制

約もあり、従来の会場開催時より講義時間は短くなりましたが、講師の皆様には内容の充実した動画をご用

意いただくことができました。視聴いただいた皆様の今後の業務に役立つことができれば幸いと感じており

ます。 

ただ、オンデマンド配信という一方向からの発信となり、質疑応答をはじめとした皆様とのコミュニケー

ションが希薄となった点が挙げられ、今後の課題として取り組んでいきたいと思います。 

2020年度は技師会事業の多くが中止せざる得ない状況となりましたが、今後も奈良県放射線技師会の活動へ

のご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

委員会 イベント名 6名

日時 2021年2月20日～3月4日 １６０分 7名

場所

今年度の「診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー」はオンデマン

ド配信となりました。13名の診療放射線技師の皆様に参加いただき、左記の

動画を視聴いただきました。今後も動画配信を継続する場合にはアンケート

調査など取り入れた事業評価方法が課題となります。また、技師会活動の

理解も深めていただき、参加者全員の入会を期待する。

科目　　　　　　　　　　　　　時間数　　　講師

エチケット・マナー講座     20分　　池口　俊孝（奈良県立医科大学附属病院）
医療コミュニケーション     20分　　池口　俊孝（奈良県立医科大学附属病院）
医療安全講座　　　　　　　　30分　　小林　勝宏（田北病院）
感染対策講座　　　　　　　　30分　　竹中　智士（近畿大学奈良病院）

胸部撮影講座　　　　　　　　40分　　髙谷　英明（国保中央病院）
技師会活動について　　　　20分　　奈良県放射線技師会　会長　髙谷　英明

コメント：

イベント開催報告書 公益社団法人奈良県放射線技師会

報告者 日浦之和

プログラム・内容:：

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー教育委員会

ポスター・チラシ・写真等掲載欄

会員（無料）

非会員（￥0-）　・　一般市民

WEB開催
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鹿苑ニュース No.278 より 

原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会 開催報告 

 

奈良県放射線技師会 副会長 小林 勝宏 

 

 令和 3 年 3 月 13 日（土）に、近鉄大和八木駅前のミグランス・４F コンベンションルームにて「原子力

災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」を開催いたしました。この研修会は、平成 27 年に関西広域

連合とその構成府県、および各府県放射線技師会、日本診療放射線技師会が締結した包括協定に基づいて奈

良県放射線技師会が平成 28 年度から行っている研修会です。今年はコロナ禍のため、残念ながら奈良県広

域消防組合の皆さまが参加を辞退されましたので、奈良県放射線技師会員のみで研修会を行いました。土曜

日の午前中にもかかわらず参加していただいた皆さまありがとうございました。今回 COVID-19 感染拡大防

止の観点から研修時間をいつもより短縮し 1 時間半で予定していましたが、研修時間と研修内容とが見合っ

ておらず研修時間が大幅に伸びてしまい、参加者の皆さまにご迷惑をお掛けしてしまいました。しかしなが

ら、オンサイトで開催出来たことは非常に有意義であったと思います。来年度は奈良県で開催予定の近畿地

域診療放射線技師会学術大会において、関西広域連合共催で開催を計画していますので、皆さま是非ご参加

くださいますようお願いいたします。 
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鹿苑ニュース No.278 より 

        「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」に参加して  

                                  

                                                                   高清会 高井病院 後藤 周也 

 

 令和 3年 3月 13日、ミグランス橿原市役所分庁舎で開催された研修会に参加させていただきました。

奈良県には原子力発電所や原子炉はないので、研修会に参加する前は自分には関係ない話だと思ってい

ました。しかし、もし地震などで福井県にある敦賀原子力発電所の放射線物質が外に漏れだした場合に、

被災した方の一部（約 6.6 万人）を奈良県が受け入れをする体制になっているとは研修に参加しなけれ

ば全く知らないままだったのではないかと思いました。震災が起これば、自分達も関わる可能性がある

ことを知り、本当に参加して良かったと感じました。 

 また実習では、被災された方に対しての測定を想定した測定実習を高井病院から私と西原さんが参加

していたので体験させてもらうことになり、実際に使用する保護衣を着用し測定することになったので

すが、防護衣が少し小さかったので着るのが大変でしたが、順序だてて着用していく過程など貴重な体

験をさせてもらいました。しかし、防護衣を数分間着用しただけですが暑く、息苦しさを少し感じまし

た。有事の際には何万人もの人を素早く、正確に長時間測定しなければならないことを考えると、体力

が必要な作業だと思いました。 

最後に高清会高井病院に入職してもうすぐ一年がたちます。この一年間、研修会、勉強会、学会がコ

ロナの影響でなかなか参加することができず、また技師会の行事も中止になり、参加する機会がなかっ

たのですが、今回「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」にオンサイトで参加すること

ができ、リモートではなかなか難しい体験実習をすることができました。またその実習で防護服の着用

や測定の改善点などをその場で参加されている先輩方と討論することができ、大変貴重な体験をさせて

もらいました。二年目に突入しますが、積極的に今後研修会など参加をしていきたいと思います。 
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鹿苑ニュース No.278 より 

     「原子力災害時の放射線被ばくの防止に関する研修会」に参加して 

 

                                                                高清会 高井病院 西原 剛志 

 

 令和 3 年 3 月 13 日に開催された原子力災害研修会に参加させていただきました。奈良県に就職して

初めての技師会行事であったため、少し緊張もありましたが、講義は放射線被ばくの復習から始まり、

スクリーニングの方法など学べ、特に原子力災害時における放射線技師の役割について知ることが出来

ました。そして、サーベイメーターの取扱方法などを学んだ後、高井病院から私と後藤君が初参加であ

ったので、放射線防護衣を着用する機会を設けていただきました。着用する手順にも理由があり、着衣

にも苦労しました。実際に着用すると、防護衣は蒸し暑く、マスクによって息は苦しく、ゴーグルによ

って視界は悪く、特に夏など暑い日に一日着用するとなると大変だろうと実感しました。その後、実際

にサーベイメーターを持って模擬測定をさせてもらいました。測定の順番にも手順があり、サーベイメ

ーターを身体の部位ごとに測定するのですが、計測は早くても遅くてもいけなく、一人当たりの測定が

おおよそ 3 分ぐらいで、1 日に数百人測定するとなると、身体的にも大変なのだろうと思います。福島

の災害時には大勢の方がこの作業をされていたのだと考えると、研修をすることが出来て本当に良かっ

たと感じました。 

 今回、一生に数回するかどうかの貴重な体験をすることが出来ました。コロナ禍で研修会、勉強会、

学会の開催も大変な中での開催にご尽力していただきました奈良県放射線技師会の皆様に心より感謝

申し上げます。 
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鹿苑ニュース No.276 より 

 
 奈良県医療安全推進センター 第 12 回ネットワーク会議 

「MRI 検査時の酸素ボンベ吸着」 

安全管理委員会 委員  田北病院 小林 勝宏 

  令和 2 年 10 月 21 日（水）に、奈良県医療安全推進センター

第 12 回ネットワーク会議が開催され、私も関連団体として公益

社団法人奈良県放射線技師会から参加させていただきました。平

日の 14 時という開催時刻にもかかわらず、17 施設・ 2 関係団

体から 47 名（看護師 22 名、診療放射線技師 14 名、薬剤師 5 名、

臨床検査技師 3 名、事務職 2 名、臨床工学技士 1 名）というた

くさんの方が参加しておられ、皆さんの医療安全に対する意識の

高さがうかがえました。 

奈良県医療安全推進センターは、医療上の有害事象に関する幅広

い情報を収集し、発生及び抑止の要因を分析・研究するとともに、

再発防止のために県内医療機関と情報共有し、医療安全体制の構

築を図ることにより、県内医療機関の医療の質の向上を目指して

平成 29 年 4 月に奈良県の支援により設立された任意団体です。

奈良県内の一般会員 33 施設、関連団体 11 団体で組織されてお

り、公益社団法人奈良県放射線技師会も関連団体として設立当初

から参加しています。活動としては奈良県医療安全推進協議会の

決定する運営方針に基づき 

（1）インシデント・アクシデントレポート収集・分析・研究 

（2）再発防止策の検討、提案 

（3）会員からの事例相談への助言・対応 

（4）県内医療機関への医療安全に関する情報提供 

（5）医療安全文化を高めるマネジメントの普及・啓発 

（6）その他の目的を達成するために必要な業務 

などの業務を行います。 

  奈良県医療安全推進センターでは、令和元年度よりオンライン

によるネットワーク会議を定期的に開催し、毎回テーマに沿って

情報共有・対策検討・意見交換が行われています。今回は「MRI

検査時の酸素ボンベ吸着」というテーマで、実際にあった酸素ボ

ンベの吸着事故をもとに事例検討を行いました。 
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会議での資料を掲載しますので、皆様も一度事例検討してみて下

さい。 

今回はテーマが「MRI 検査時の酸素ボンベ吸着」という事で、

各施設から診療放射線技師の方が参加されており、各施設の

MRI 吸着事故防止の工夫や対策などを教えて頂きましたので、

いくつか紹介したいと思います。 

・MRI 専用ストレッチャーの酸素ボンベ架台が寝台の下に設置

されているため（資料）、酸素ボンベを使用している場合に見逃

して持ち込む可能性があるので、酸素ボンベの架台自体を取り外

している。 

・支柱台や酸素ボンベを取り付けるところをテープなどで塞ぎ、

使用出来ないようにしている。 

・初療室で MRI 用ストレッチャーに移ってから MRI 検査室に

来るとそのまま入室してしまう恐れがあるので、患者の移乗は必

ず前室で行い、診療放射線技師、看護師、研修医など複数人で確

認するようにしている。 

・MRI 専用のストレッチャー、車椅子、支柱台などは MRI エリ

ア外に持ち出さないようにしている。 

・MRI 専用支柱台は一目でわかるようにテープを巻いてい 

  る。 

・MRI 検査室の入り口に磁性体センサーを設置している。 

その中でも、「MRI 専用のストレッチャーや車椅子に酸素ボンベ

を装着出来ないようにしている」「患者移乗は必ず前室で行い、

そこで複数人で磁性体のチェックを行う」という対策がいくつか

の施設で共通していました。 

 しかしながら、MRI 検査室に磁性体を持ち込まないような対

策や工夫というのはどの施設でも行われているにもかかわらず、

MRI 検査における磁性体の吸着・吸引事故、火傷及び電子情報

を有するインプラント等の電子情報の消失は依然として発生し

ている状況にあるという報告が、一般社団法人日本画像医療シス

テム工業会から出ています。 
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  私は「診療放射線技のためのフレッシャーズセミナー」で  

「医療安全」を担当していますが、そのスライドの中で「To Err 

is Human 人は誰でも間違える」という提言があります。これ

は「人は（どれだけ注意していても）ミスをする」ことを前提に、

ミスをしても障害に至らず安全を確保できるシステムを再設計

することが重要であるという、米国科学研究所の医療の質委員会

が発表した報告書です。 

 システムの再設計には振り返りと分析が必要とされており、イ

ンシデント発生時の分析手法には，最も単純な「なぜなぜ分析」

や標準化された分析方法である「ロンドン・プロトコル」があり

ます。ロンドン・プロトコルとは「臨床上のインシデントに関す

るシステム分析」であり、出来るだけ客観的な検討と対策立案の

ため、調査の特定および決定，調査チームの人選，組織化および

データ収集，インシデントの時間軸に基づく分析，医療安全問題

（CDPs ; Care Delivery Problems）の特定，寄与要因の特定，

勧告の作成と活動計画の策定，という７つの段階を順に追うこと

で，分析の方法論として標準化したものです。 

会議の中で、奈良県医療安全推進センター・センター長の上田裕

一先生は、今回のインシデントについてロンドン・プロトコルの

「臨床行為に影響を及ぼす寄与要因」に沿って、①患者要因：患

者の意識がなかった、酸素吸入が必要であった、②業務および技

術的要因：要酸素吸入患者に対する MRI 検査時の対応やルール、

③個人的要因：職種や個人の認識の違い、個人の経験や知識、緊

急検査での焦り、④チーム要因：情報伝達不足、コミュニケーシ

ョン不足、⑤労働環境要因：予定検査の間に入ったイレギュラー

な緊急検査、と分析し、再発防止対策として一般社団法人日本磁

気共鳴医学会および公益社団法人日本医学放射線学会から出されている「臨床 MRI 安全運用のための指針」をもとに、

安全管理体制として MRI 検査管理チームを設置し、施設内の医療従事者へ講習会を年 1 回程度開催すること、検査前

の安全管理として金属持ち込みを防止する教育及び管理体制（マニュアル作りなど）を整備することなどを紹介され

ていました。 

 「To Err is Human」人は誰でも間違えます。上田先生は、たとえ一人が間違えたとしても二重三重のチェックが働き、

重大なインシデントに至らないようなシステムを構築することが大切だとも仰っていました。 

 今回、奈良県医療安全推進センターのネットワーク会議に参加させて頂き、他施設の MRI 検査における磁性体の持

ち込み防止対策や、インシデントに対して標準化された分析法であるロンドン・プロトコルを用いて寄与要因の分析

をするなど、自施設の安全管理を見直す良い機会となりました。

 最後になりますが、参加記を書くにあたり「是非皆さんで共有して下さい」と会議資料の掲載使用をご快諾下

さいましたセンター長の上田裕一先生はじめ奈良県医療安全推進センターの皆さま、この場をお借りしてお礼申

し上げます。

「奈良県医療安全推進センター・第 12 回ネットワーク会議」資料より  
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鹿苑ニュース No.278 より 

 

  奈良県医療安全推進センター 第 15 回ネットワーク会議参加記 

 

〜脊髄造影時の造影剤間違いについて〜 

 

奈良県放射線技師会 会長 髙谷 英明 

 

令和 3年 1月 13日（水）に、奈良県医療安全推進センター第 15回ネットワーク会議が開催され、関連

団体として公益社団法人奈良県放射線技師会から参加した。19施設、２関係団体、７職種から 53名（看護

師 29名、診療放射線技師９名、薬剤師 8名、臨床検査技師 3名、事務職 2名、助産師１名、臨床工学技士

1 名）という今回もたくさんの方が参加しておられ前回同様、医療安全に対する意識の高さを感じる会議と

なりました。医療安全推進センターについては前回の鹿苑ニュース No.276号にて詳細を説明いただいてお

ります故、そちらをご参照いただきたいと思います。今回のテーマは神経根ブロック時の『脊髄造影時の

造影剤間違い』という事で事例紹介として該当施設より報告がありました。神経根ブロック；周手術期経

過用紙に沿った確認を怠り、照合を行わなかった事をトリガーとして、脳槽・脊髄・関節の造影で用いら

れるイゾビストと尿路・血管の造影に用いられるイオパミロン注 370を誤って使用したという事例でした。

誤投与の原因としては、幾つかの理由が存在する事が多いと思います。この事例も、幾つかの確認すべき

ポイントを省略した為に生じたものだと感じました。先ず、最初に必要物品準備の段階で①『周手術期経

過用紙』に記載されている準備品を確認する事なく記憶をもとに物品を用意した事、②薬剤の準備を処方

箋なしで準備をした事、③神経ブロックの前に担当医師と担当看護師の薬剤のやり取りに齟齬があった事

をそのまま流している。という少なくとも 3つの確認ポイントを省いた事で誤投与に繋がりました。幸い

患者に対し重篤な副作用が生じることはなかったとの事であるが、大変危険な事象でした。 

インシデントが起こる理由の多くにこの様な『確認不足』や『思い込み』で従来の手順を自己都合で省

く事で生じている。事案は違うが当院でのインシデント報告もその多くが同じ様な事が原因で生じている。

また、薬剤を管理する状況も薬剤の配置でも造影剤を複数管理する場合に同じ様な位置に配置をしている

と薬剤を誤って認識する可能性が上がる事もある。今回の事象ではこの薬剤管理の状況についても見直し

がなされており、造影剤に関しては放射線技師が管理をするという様な対応をされている施設もあった。

また造影剤だけでなく、治療薬についても同じ様に誤投与の可能性があるため、これらを防ぐための対処

方法も同時に再検討され、改善に努められていました。 

 人である以上、間違いを無くす事は不可能です。ただ、その間違いを間違いとして実行されるのではな

く、間違えた場合に何処かでチェックできるシステムを構築する事が重要だと言われています。今回の場

合では、①タイムアウトの実施。②診療科が使用する薬剤の対応表を作成し、壁に貼るなど目につく場所

に置いておく。③造影剤の『準備』と『投与前』に医師と確認を行う。④2回主張ルールの実践の徹底。 

⑤CUSの導入と推進（C :Concern『気になります』 U : Uncomfortable 『不安です』 S : Safety Issue 『こ

れは安全の問題です』）CUSは不安感や違和感を感じた場合、率直に声を上げもう一度その原因を取り除く 
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というために行う事です。この様な事柄をもう一度初心に立ち返って誤りを未然に防ぐという事の大切さ 

を再認識させられました。医療の現場では様々な状況の中で業務を遂行しなければなりません。イレギュ

ラーな時ほどミスやトラブルに繋がる可能性が高くなります。この様な状態であっても落ち着き業務を行

うためにも今一度これらの手法を用い、可能な限りインシデントを防がねばならないと感じる良い機会と

なりました。 

 皆様もこの様な事象を起こす事がない様、日常業務の在り方について所属施設の方々と話し合い、改善

を重ね事故のない環境作りをお願いしたいと思います。 
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賛助会員名簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 4 月 1 日現在 
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【賛助会員】

会社名 住所 電話番号 担当者

伏見製薬株式会社 〒533-0013

大阪営業所 大阪市東淀川区豊里4-8-19

カイゲンファーマ株式会社 〒541-0047

大阪オフィス 大阪市中央区淡路町2-5-9

堀井薬品工業株式会社 〒540-0038

第二医薬情報部　近畿営業所２課 大阪市中央区内淡路町1-2-6

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 〒630-8241

奈良支店 奈良市高天町10-1　TTビル2F

富士フィルムヘルスケア株式会社 〒630-8115

奈良営業所 奈良市大宮町5-3-14　不動ビル3F

株式会社島津製作所 〒630-8115

医用機器営業部　関西支社営業課 奈良市大宮町1丁目1番15号　ニッセイ奈良駅前ビル4階

コニカミノルタジャパン株式会社 〒636-0342

ヘルスケアカンパニー　関西支店　奈良営業所 奈良県磯城郡田原本町大字三笠7-2

富士フイルムメディカル株式会社 〒552-0007

関西四国地区営業本部　大阪支店 大阪府大阪市港区弁天1-2-1　大阪ベイタワーオフィス7階 

シーメンスヘルスケア株式会社 〒634-0005

第三営業本部　奈良出張所 奈良県橿原市北八木町1-5-9　和田ビル

ｷヤﾉﾝﾗｲﾌｹｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 〒530-0005

医画像ソリューション営業部　西日本医療ソリューション営業部 大阪市北区中之島3丁目2番4号　中之島フェスティバルタワー・ウエスト

エーザイ株式会社 〒630-8227

地域連携近畿北陸本部　奈良統括部 奈良市林小路町8-1　ニッセイ奈良若草ビル3Ｆ

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 〒591-8033

南近畿営業所 大阪府堺市北区百舌鳥西之町3-565

株式会社千代田テクノル 〒564-0063

大阪営業所　営業課 大阪府吹田市江坂町2-1-43　KYUHO江坂ビル9階

東洋メディック株式会社 〒550-0002

大阪支店　営業一課 大阪市西区江戸堀1-25-７　江戸堀ヤタニビル5階

長瀬ランダウァ株式会社 〒550-0013

大阪営業所 大阪市西区新町1-1-17

バイエル薬品株式会社 〒630-8115

ﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ事業部　関西1営業所　 奈良市大宮町4-295-10　奈良朝日生命川口ビル2階

日本メジフィジックス株式会社 〒661-0976

関西支店　第２営業所 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号　尼崎フロントビル4階

株式会社フィリップス・ジャパン 〒541-0056

関西ブロック　大阪支店 大阪市中央区久太郎町2-4-11　ｸﾗﾎﾞｳｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ11F

0742-32-2531 千葉　康秀

06-6160-2431 庄野　智也

06-6202-8971 西村　正生

06-6942-3484 篠原　俊雄

0742-23-9831 津山　純一

050-3159-2893 森　直也

0742-20-1035 中西　建人

0570-011-203 福井　一隆

0742-22-8887 黒木　貴裕

0120-202-021 太田　勝樹

06-7688-6961 髙橋  真二郎

0744-47-3187 吉村　賢吾

06-6382-3787 林　雄章

06-6369-1565 塚本　淳

06-6441-5741 高田　聡

06-6535-2675 杉原　真二

06-4300-5540 好井　友輝

06-6350-3826 吉藤　勲
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【賛助会員】 

富士電機株式会社 〒530-0011

営業本部エネルギー統括部　営業第二部営業第三課 大阪市北区大深町3番1号 グランフロントタワーB

富士電機株式会社 〒530-0011

関西支社　営業第三部　営業第一課 大阪市北区大深町3番1号 グランフロントタワーB

富士フイルム富山化学株式会社 〒564-0063

関西第一支店 大阪府吹田市江坂町1丁目13番41号　SRビル江坂

プルデンシャル生命保険株式会社 〒530-0011

大阪中央支社 大阪市北区大深町4-20　グランフロントA　28階

富士製薬工業株式会社 〒564-0051

営業部 関西支店　関西第一営業所 大阪府吹田市豊津町9番1号

セイコーメディカル株式会社 〒632-0082

奈良営業所 奈良県天理市二階堂荒蒔町56-4

株式会社　ティーアンドエス 〒577-0033

関西営業所 東大阪市御厨東2-6-18

06-7166-7346 森内　拓也

06-7166-7346 佐藤　正昭

06-6781-6626 岡田　憲和

0743-64-3607 篠前　忠宏

06-6310-8432 貫名　祐輔

06-6372-6131 野原　久詩

06-6368-2860 後藤　秀治

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

- 29 - 

 

 

 

 

総務からのお願い 

勤務先などの変更について 
 

今回、季刊会誌「鹿苑」に会員名簿および会員番号が掲載されています。 

1． 誤字・脱字・間違い箇所などのある方は本誌（季刊会誌）綴じ込みの変更届けのハガキにて 

お知らせ下さい。 

2． 鹿苑ニュースなど郵便物の送り先を変更される方は変更届けのハガキにてお知らせ下さい。 

3． 退会を希望される方も変更届けのハガキにてお知らせ下さい。 

なお連絡が無い場合は現状のままで処理させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

ハガキは切手を貼らずに投函して下さい。 

ご自分の住所・氏名・勤務先を必ず確かめて下さい。 

変更と退会も記入して下さい。 

 

 

 

 

 

会誌名「鹿苑」とは 
 

「鹿苑」とは奈良公園飛火野の奥，春日大社の境内近くのある鹿の宿で夕方近くになると方々に散策してい

る鹿たちの帰ってくるねぐらである．鹿は奈良を象徴する言葉の一つであり，苑は人や動物を一つの囲いに

集めて養うところという意味からして「鹿苑」という文字は，公益社団法人奈良県技師会の集まりと互いの

発展を期する言葉として，初代会長故林周二先生が会報名にされ，現在に至っている． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季刊会誌「鹿苑」第 105 号 

発行日  2021 年 4 月 30 日（非売品） 

発行所  公益社団法人 奈良県放射線技師会 
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