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野木町ひまわりフェスティバル

「花とレンガのまち」野木町で開催される夏の風物詩です。町花である「ひまわり」が約4．5ha

（45．000汀7）の敷地に作付けされており、その数は約20万本にもなります。今年は7／22陰沙ら24

（日）に開催され、ひまわり大迷路、ふれあい模擬店、打上花火、歌謡ショーやキャラクターショーなど

のイベントが行われました。

「暑中お見舞い申し上げます」
第92回総会開催報告

平成28年度第1回卒後教育講座開催報告

第1回技師長サミット開催報告
フレッシャーズセミナー開催報告

第3回業務拡大に伴う統一講習会開催報告日

平成28年度第1回日本診療放射線技師会北関東地域拡大会長・教育委員合同会議

および関東甲信越診療放射線技師学術大会拡大役員会出席報告日‥・

■報　　告　日本診療放射線技師会代議員研修会・日本診療放射線技師会軒7回定時総会参加報告

『事務局報告
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会員のみなさまには、平素より栃木県診療放射線

技師会の事業に対しまして、ご理解とご協力を賜

り、誠にありがとうございます。

また、このたびの熊本地震で犠牲になられた方々
へ哀悼の意を表すとともに、被災されましたみなさ

まに心よりお見舞い申し上げます。

地震発生直後より多くの支援活動が始まりました

が、日本診療放射線技師会においても、全国の診療

放射線技師会に熊本地震における被災者義援金を募

集しました。本会では第92回社員縁会会場において

会員からの被災者義援金募金を募り、また絵会で栃

木県診療放射線技師会として10，000円の被災者義援

金募金が決議され、緩衝13，356円の義援金を募金し

ました。ご協力ありがとうございました。

平成28年7月10日に行われました参議院選挙で日

本診療放射線技師連盟副理事長の「あぜもと将吾」

氏に対しまして、会員のみなさまから応援、ご協力

をしていただきましたが、残念ながら目標を達成す

ることができませんでした。応援していただきまし

た多くの会員のみなさまに、この場をお借りしまして

心から感謝申し上げます。今後もこのような機会が

ありましたら、ぜひともご協力をお願い申し上げま

す。国政にメディカルスタッフの中で唯一、診療放

射線技師がいないことにより、今後の業務拡大、技

師法改正がどのように進んでいくか注視していただ

きたいと思います。これからの若い診療放射線技師

のことを考えると先々がちょっと不安になります。

本会では、職場における人材育成について、会を

挙げて取り組んできたことは今までほとんどなく、

各施設ではどのように行っているのか、また、どの

ような方法が良いのか、県内の各施設の管理職が集

まり情報交換する場が必要ではないかと思い、初め

て6月4日に「第1回技師長サミット」を開催しま

した。県内94施設に開催通知を送付し、26施設から

47名の管理職の方々に参加していただきました。誠

「股社団法人　栃木県診療放射線技師会

会　長　小　黒　　　清

にありがとうございました。お礼申し上げます。特

に今回、3施設（自治医科大学附属病院、済生会宇

都宮病院、濁協医科大学病院）の管理職のみなさま

に、どのように人材育成をしているか各施設の実態

を会場のみなさまに非常にわかりやすくご説明して

いただきました。30名以上の診療放射線技師が勤務

している施設での取り組みは、他の施設の管理職の

方々にも非常に参考になったものと思っておりま

す。今後は、管理職のマネージメント研修や管理職

に求められる役割と能力についても研修していくこ

とが必要であると思います。毎年継続的に管理職研

修を企画しますので、ぜひ参加してくださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。

日本診療放射線技師会では、業務拡大に伴う統一

講習会を今年度全国で100回の開催と1万人の受講

者を目標としています。本県では、7月17日、18日

に開催し53名の方が受講しました。次回は平成29年

1月8日、9日に開催します。この講習会は、平成

32年度まで実施する予定ですので、早めに受講をお

患い申し上げます。特にこの講習会は、会員、非会

員にかかわらず、新たに業務を始めるにあたって医

療安全の観点から受講が必要です。

実際の現場でどの施設でも関係してくるものとし

て、造影剤の血管内投与に関する業務があります。

造影剤自動注入器の操作を診療放射線技師が行って

いる施設がほとんどだと思いますが、その操作の過

程で何か重大な医療事故が起きた場合、担当者が業

務拡大に伴う統一講習会を修了しているか否かが問

題になる可能性があるかもしれません。そんなこと

が不安にならないためにも、ぜひ一人でも多くの方

に講習会を受講していただきたいと思っておりま

す。

今後も、会員のみなさまからご意見、ご要望をい

ただき、より良いわかりやすい技師会を目指したい

と思います。
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開　催　日：平成28年6月18日仕）

開催垣所＝栃木県鎗合文化センター　第1会議室（宇都宮市本町ト8　TEL028一朗3－1000）

正会員総数：456名

有効出席者数：295名（内訳‥会場出席者23名、委任状出席者246名、書面表決出席者26名）

議事録作成人：牧島　正道（栃木県立がんセンター）

議事録著名人：小黒　　清（濁協医科大学病院）

柳沢三二朗（自治医科大学附属病院）

副会長柳沢三二朗が開会を宣言し、会長小黒清の挨拶で稔会が始まりました。

緻会議事に先立ち、本技師会の35年・20年勤続功労表彰が行われ、35年表彰者10名、20年表彰者10名が

表彰されました。

絵会運営委員長が午後5時時点の正会員数と有効会員数を報告し、本給会が成立する旨を告げました。

議長・議事録作成人並びに議事録著名人の選出方法を諮ったところ、満場一致で執行部案が承認され、議

長に理事市川和秀、議事録作成人に理事牧島正道、議事録著名人に代表理事小異活、理事柳沢三二朗

が選任されました。

第1号議案：平成27年度事業報告、第2号議案‥平成27年度会計決算報告、第3号議案：平成27年度監

査報告を会長、財務部長　理事金田幹雄及び監事がそれぞれ説明を行い、それぞれの議案に対し会場に

諮ったところ、第2号議案：平成27年度会計決算報告にて、支出増の内訳の質問があり、事務局の転居、

本県で初めて統一講習会が2回行われたこと、各地区の卒後教育講座が2回行われたことを理由とし、そ

の他、会場に諮ったところ満場一致で承認されました。

第4号議案：平成28年度事業計画及び予算書（報告事項）について、会長小黒清より説明がありまし

た。

第5号議案：その他について、執行部より熊本地震義援金募金として、栃木県診療放射線技師会から1

万円と、当日募金箱に入った3，356円を日本診療放射線技師会で受付、日本赤十字社を通じて届けること

について議場に諮ったところ、満場一致で承認されました。

議長はすべての議決が完了したことを宣し、降壇しました。

副会長柳沢三二朗が閉会を宣言し、解散となりました。

総会運営委最長　斉　藤　早　苗
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開会の挨拶をする

小黒会長

35年勤続功労表彰

総会成立を告げる

斎藤総会運営委員長
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議事を進める

市川議長

閉会を告げる

柳沢副会長



■日　時：平成28年6月18日出15：00　■会　場：栃木県総合文化センター　第1会議室 

■参加人数：37名 

田1「平成28年度診療報酬改定　画像診断関連の改定ポイント」 
【講和ブラッコ・エーザイ株式会社　内川　慶先生　　　　　　盲 

田2　「TOS川BA　MRl最新技術」 

［講師】東芝メディカルシステムズ株式会社　関東支社営業推進部 

MRt担当　今泉　裕行先生　　　　　　　　書 

梅雨の時節にも関わらず、汗ばむほどの陽気に

恵まれました。そんな行楽日和の中、多数の会員

にご参加いただいたこと、実行委貞一同感謝の念

に堪えません。

岩間ン∵

ブラッコ・エーザイ㈱

内川　慶先生

講座1では、内川慶先生

により今年の春に改定と

なった診療報酬についてわ

かりやすい解説でご講演い

ただきました。なかなか知

る機会の少ない診療報酬と

いう内容ですが、改定に

よって今後の医療情勢が変わっていくということ

を示してくだきり、検査や治療の現場に立つ診療

放射線．技師がぜひ知っておかなければいけない知

識だということを再認識いたしました。会員の関

心も高く、質疑応答にも多数の質問が寄せられて

いました。

東芝メディカルシステムズ㈱

今泉裕行先生

講座2では、今泉裕行先

生によりMRIの最新技術に

ついて自社だけではなく他

社の例も挙げながらご講演

いただきました。日進月歩

の放射線機器の中でも進歩

が著しいMRIについて、静

音技術や多彩なコントラストの画像についてご解

説いただき、中でもUTEの臨床応用やmASTAR

と呼ばれるASL法ベースの3DMRAについて関心

が寄せられていました。

また、この場をお借りして講師を快諾いただい

た内川先生、今泉先生に深く感謝申し上げます。

学術部　寺　島　洋　一
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■開催日時：平成28年6月4日出15：00～17：00

●会　　場：掲協医科大学病院6階シミュレーション講義室　　　■参加人数：47名（26施設）

■内　　容：

E王al「各施設での人材育成についてどのように行なっているか」

実態報告（掲協医科大学病院、自治医科大学附属病院、済生会宇都宮病院）と意見交換

芭2「外部講師による講演」
「苦情窓口担当者によるお客様対応について（リスクマネージメント）」エーザイ株式会社

「医療接遇について」第一三共株式会社

「管理職の人材育成について」GEヘルスケア・ジャパン株式会社

情報交換会

新緑のまぶしい6月の第1土曜日に、「第1回技師長サミット」と遷して栃木県内の医療機関より管理

職の方々にお集まりいただき、人材育成を中心としたテーマの研修会が濁協医科大学病院で開かれました。

研修1では、県内でも規模の大きな3病院による人材育成の実態報告が行われ、各施設の良い参考に

なったと思われます。

済生会宇都宮病院では、放射線部門のクリニカルラダーを作成して系統だった人材育成を進めています

が、指導上での言葉によってはパワハラと紙一重の危険性もあるため、愛情と思いやりをもって接するこ

との大切さも強調されていました。

自治医科大学附属病院ではローテーションによるOJTに重きを置いた教育を行っていますが、新人教育

の中に医療情報システムDOWN時訓練が組み込まれており、昔ながらの紙伝票での運用を知らないスタッ

フが増えている時代を見据えた教育システムに感心させられました。

二十十㌧
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郵1劉医科大学病院では施盲没全体としてSD（Staq Development）センターを設立し、職場ごとのWGに

よって職能別キャリアパス、職能別ラダーとシステム立った人材育成を導入していますが、こちらの施言没

でも、両一化されたものばかりではなく将来の成長を兄鋸えて、個々の能力に比合ったプランを作成して

いるということで、教育システム構築の諏婁性もさることながら榊性の苅婁性も認識されていました。3

施設とも人を行てるということを即解する上でとても良い発表をしていただけたと想います。

研修2では】欠如メーカー3社に外部講師をお願いして、接遇と概略としての人材帝成について講演して

いただきました。問い合せ対応時の似聴（背景椰認）の大切さ、共感してあげることが大切だが同意はせ

ず、逃げ腰にはならない対応が問い合わせをクレームにしないための重要な要因であること。資本投資が

困難な現代こそ、すぐに取り組める接遇が有効であり、顧客満足度向上が職貞満足度の向上を呼び、ひい

ては施設の評価向上につながることを説かれ、病院の評価にはヒューマンファクターの占める割合が大き

いということを再認識させられました。また、変革を推進するリーダーの育成に力を入れており、コーチン

グによるリーダー育成を会社の戦略としているとのお話も伺えました。

研修後の情報交換会では各施設の交流が盛んに行われ、県内医療機関のつながりが一層太いパイプと

なったようです。同じ地域の仲間としてこれからも助け合い、切磋琢磨しながら発展していく良い横会に

なったと感じています。

文末ではございますが、今回のイベントにご協力いただいた各施設の方々、遠方よりご参加いただいた

小川日本診療放射線技師会副会長、快く有意義なご講演をしていただいたメーカー各社に感謝し、開催報

告とさせていただきます。

開会の挨拶をする

小黒会長

日本診療放射線技師会

小川副会長

司会進行を務める

三原企画部長

総務部長　須　藤　昌　彦



田1唱施設での人材育成についてどのように行なっているか」
済生会宇都宮病院、自治医科大学附属病院、褐協医科大学病院
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■開催日：平成28年6月26日伯）　　■場　所：栃木県総合文化センター

■天　気：晴れ（気温26℃）

梅雨の合川の斬れ渡った日に闘俳できました。

当初予定の人数を超えて24名の新人の方に参加し

ていただきました。小黒会長からは、この講義を

もとに他の施設とのつながりを大切にしていただ

きたいと挨拶がありました。

医療安全について福田副会長より講義を受け、

鉄道が趣味ということでわかりやすく鉄道関連の

例を用いてリスクマネージメントについて基礎か

ら診療放射線技師のインシデントまで含めた内容

でした。

エチケット・マナーについて金田理事より講義

をしていただき、エチケットは個人に対する気遣

い、マナーは社会に対する気遣いという考え方か

ら入られ、参加者に考え方を伝えておりました。

指示の受け方・報告の仕方・悪いニュースほど早

く報告する。接遇にて意味はもてなす・相手の立

場になって寄り添うこと。身だしなみの原則を施

設の基準マニュアルなどを用いて講義、チェック

リストを使い自分をチェック、また上司にも

チェックを受けること。電話対応マナー、メール

対応マナーまで話していただきました。

感染対策について寺島理事より感染の輪・感染

経路予防策が大切で、病院という特別な環境下で

あると認識することが大切である。手洗いと手指

消毒が大切で消毒の刷り込み時間は1分くらい行

い乾ききるまで行うこと、またグローブが安全な

わけではない、マスクの着用の注意までと感染予

防策は難しく気が付かないうちに広めている可能

性があると認識すること。

小黒会長は入会の案内を説明され、会員のつな

がり、認定、学会等の参加を呼び掛けました。

最後に気管支体操を吉成理事より行い、体で気

管支の分岐方向がわかるように覚えて終了できま

した。

学術部長　吉　成　亀　蔵
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●開催日：平成28年7月17日旧い18日（月）　　■場　所：掲協医科大学120番教室

■天　気：曇り～晴れ（温度27℃）

梅雨が就く中、51名の多くの方々に参加いただきました。小甘！会長より残念なが

ら軒元将吾氏を国会の城へ導くことができませんでしたが選挙に協力をいただきイJ●

郷う御座います。また、この部門会は強制されるものではないですが診療放射線技

師の法令改正によるところで受けていただきたいと挨拶がありました。

参加者の冊さんは、一般ですと3迎休となるところを抑■しくから集まり遅い時冊

までDVDの部門を受けなければならず、つらいところと想いますが軌鮎っていただ

きました。部門会では班ごとに静脈注射の抜針、下部消化管検査、IGRT、一次救命

処椚法に至るまでをグループで別れない手つきながら全日が矢門を行いました。都

師の方々イJ－鄭う御座います。明日から仕三J〔に生かせるものは生かしていきたいと想

います。

ヾ‾、∃＿l芦蒜藍二

義轟宅
・lJ■

学術部長　吉　成　亀　蔵
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静曹
…開摩圃告、
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平成28年5月14日仕）、埼玉県さいたま市大宮ソ

ニックシティ905会議室において北関東地域拡大

会長・教育委員合同会議が、関東甲信越診療放射

線技師学術大会の開催に併せ開催され、本県から

小黒会長、柳沢副会長、吉成教育委員と私の4名

が出席しました。会議は日放技の横田北関東地域

理事が議長を務め、業務拡大に伴う統一講習会や

日放技の各種講習会の開催科目及び開催日程の計

画調整などについて討議されました。また、各県

の技師会活動についての報告や紹介、フレッ

シャーズセミナーと各県薪入会者報告、および埼

玉県技師会田中会長より今年度の学術大会につい

ての概要報告がありました。

また、引き続き平成28年度関東甲信越診療放射

線技師学術大会拡大役員会が各都県の会長、副会

長、教育委貝に加え、日本診療放射線技師会中澤

会長、熊代庶務担当理事、横田北関東地域理事、

篠原南開東地域理事が出席して開催されました。
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会議では、議事に先立ち中澤日放技会長が挨拶

され、4月14日に発生した熊本地震への技師会の

対応についての報告と、また、7月の参議院通常

選挙においては、「自分たち診療放射線技師の仲

間をぜひとも国会に送り出そう」と熱く語られま

した。

前回会議議事録の確認のあと、前年度に開催さ

れた千葉大会の開催報告と次年度開催担当県であ

る長野県の準備状況について、それぞれの県技師

会会長より報告されました。来年度の長野大会

は、平成29年6月24、25日の2日間にわたり、長

野市市民文化ホールで「信州から発信　健康長寿

を目指して」～高齢化社会で求められる放射線診

療・医療サービス～を大会テーマに開催されると

のことですので、本県からも多数の演題の発表と

大会への参加をお願いします。

「‾「下立’

∴∴＿＿＿†∵
日放技中澤会長（右から3人目）

副会長　福　田　敏　幸



†二Fこ † 1 f■一 巨 Ⅰ ！ �厨彗芦 � �」 ／ 月鍵り 

岳一議　琴‘損■ ���� �ノ、J「」＿ 」＿二コここ、 百 �公益社団法人日本診療放射線技師会代議員研修会・ 

第77回定時総会報告書 

平成28年6月10日的東京にて開催された日本診

療放射線技師会代議員研修会・翌11日仕）の第77回

総会に代議員小黒会長、吉成理事、牧島の3名で

参加しました。研修会の主なテーマである昨年度

から始まった業務拡大に伴う統一講習会検証のた

めのアンケート集計について小川副会長からの受

講者2，099名のアンケート集計から報告の抜粋を紹

介します。

○静脈路接続について

技師のみの実施が23．8％

他職種と共同実施が77．0％

○造影剤注入器の操作について

技師のみ実施が93．4％

○抜針・止血について

技師のみ5．9％、共同41．1％

共同調整中26．1％、実施予定16．7％

○下部消化管カテーテル挿入について

技師のみ実施12．8％、共同実施22．7％

調整中25．5％、実施予定9．4％

定時総会

○下部消化管造影剤の注入について

技師のみ実施38．1％、共同実施33．2％

実施予定6．0％、調整中8．5％

01GRTカテーテル挿入について

技師のみ実施2．5％

技師のみ実施の予定無し96．9％

共同実施2．1％、実施予定2．2％、調整中3．9％

共同実施の予定無し91．8％

○厚生労働省修了証書の必要性について

必要83．2％、どちらでも良い14．6％

無くても良い1．0％

各アンケート結果については施設の諸事情が影

響するとの見解でした。中澤会長からは日放技会

の活動予定についての講演があり、技術料の診療

報酬、撮影時の疑義照会など厚労省との折衝を継

続していくとのことでした。
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監選監遜辺臣］

特別誇演では元NHKアナウンサーの宮田修先

生（現宮司職）から宮司資格取得の学習で気づい

たこと、日本人がもともと持っていた生命感、心

身に不自由のある人とのかかわり方、思いやりな

どが現在忘れられていること話されました。ま

た、放射線技師職は医療職としてそのようなこと

を念頭に日々の業務を実践してくださいとも話さ

れました。

「平成28年度診療報酬の課題について」JIRA

経済部会長　野口雄司先生からは厚労省による医

療と介護制度の改革が大きな転換期になる、日常

の装置管理が何らかの査定となるかもしれない、

技師の撮影技術料算定は必要などJIRA、国、医

療界に関わる最新の話題を提供していただきまし

た。

定時総会中澤会長の答弁
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給会議事に対する質問では、技師会資産を流用

して研修会等の費用に充てるとか会員のために使

用すべきではないか、統一講習会の受講費が高い

のではないか、全国資格者の組織率（会員／技師

免許者数）を総会で報告してほしい、平成27年度

は支出が多かったのではないか、代議員のメーリ

ングリストで日常的な情報交換をしたい、検診車

業務のあり方はどうなっているのか、広告のでき

る技師についてどう考えているのか、技師会線量

ガイドラインとDRLs表記部位の整合性など多数

の質問がされました。詳細は日放技会誌を参照く

ださい。

熊本県会長からは地震の近況報告があり、皆様

にご心配をおかけしていることへの感謝の言葉が

ありました。

最後に日本診療放射線技師会役員選挙が行われ

無事平成28、29年度新役員が決定され、無事終了

となりました。

役員選挙投票の様子

代議員　牧　島　正　道



会の動静

4／28　第1回理事会

5／14　関東甲信越診療線技師学術大会役貞会（拡大）

（大宮ソニックシティ）

〈小黒会長・柳沢副会長・福田副会長・吉成理事〉

5／14・15　関東甲信越診療放射線技師学術大会

（大宮ソニックシティ）

6／4　第1回技師長サミット

（猫協医科大学病院）

6／9　栃木県がん集検協議会理事会

（栃木県立がんセンター）〈′ト黒会長〉

6／10　日本診療放射線技師代議員研修会

（AP東京八重洲通り）

〈小黒会長・牧島常務理事・吉成理事〉

6／11日本診療放射線技師会第77回定時総会

（日経ホール）

〈小黒会長・牧島常務理事・吉成理事〉
6／18　第1回卒後教育講座

第92回定時社員総会・勤続20年・35年表彰式

（栃木県総合文化センター）

6／26　診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー

（栃木県総合文化センター）

7／6　栃木県がん集検協議会総会及び学術講演会

（栃木県立がんセンター）

〈小黒会長〉

7／12　第2回業務執行理事会（濁協医科大学病院）

7／14　栃木県生活習慣病検診等管理指導協議会がん

検診委月会（栃木県立がんセンター）

〈小黒会長〉

7／17・18　第3回業務拡大に伴う統一講習会

（猫協医科大学）
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□雫痍至急零蜃

平成28年

8／8（月）あすた－とVol．40発行

9／1（木）第1回第4地区卒後教育講座

9／5（月）第3回業務執行理事会

9／16（金）～18（日）第32回日本診療放射線技師学術大会（岐阜）

9／30（金）会費納入期限

10／13（木）第1回第3地区卒後教育講座

10／21（金）第1回第1地区卒後教育講座

10／23（日）診療放射線技師基礎技術講習「血管造影検査」

10／29（土）第1回第2地区卒後教育講座

11／5（土）第2回卒後教育講座

第2回理事会

11／17（木）第1回第5地区卒後教育講座

12／17（土）第4回業務執行理事会

平成29年

1／8（日）・9（月）第4回業務拡大に伴う統一講習会

1／10（火）会誌108号発行

1／26（木）第3回理事会

2／4（土）第2回第2地区卒後教育講座

第2回第4地区卒後教育講座

2／9（木）第2回第3地区卒後教育講座

2／16（木）第5回業務執行理事会

第2回第5地区卒後教育講座

2／17（金）第2回第1地区卒後教育講座

2／20（月）第12回学術研究発表会抄録集発行

〕／5（日）第3匝】卒後教育講座・第12回学術研究発表会

第4回理事会

■仁尾素焼 」言葉柄 

メーリングリストへのお誘い 

栃木県診療放射線技師会ではリアルタイムの情報 

発信を会員の皆様方に提供するため、メーリングリ 

ストでの情報発信を随時行っております。 

登録は、栃木県診療放射線技師会HP 

http：／／www．tarlnet．⊂Orn＋r会員及び関連の方は 

こちら」のlねnMLに参加しよう！lをクリックして 

みてください。 

たくさんの参加登録をお待ちしています。仕事上 

での疑問、質問も投稿するといろいろな方の答えが 

開けて役に立ちますよJJ 
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ロ≡＝葉肉 

第4回栃沐MRI技術研究会 

日　時：平成28年9月3日仕）13：〕0～18：00 

会　場：宇都宮東武ホテルグランデ6F　瀧田 

（宇都宮市本町5－12） 

会　費：500円（学生は参加費無料） 

共　催：栃木MRl技術研究会 

バイエル薬品株式会社 

代表世括人：小黒清（環協医科大学病院放射綾部） 

＊磁気共鳴専門技術者認定更新点数…5単位 

＊研究会終了後、1階「オアシス」にて情報交換会 

を予定 

□≡葉柄 

第32回日本診療放射線技師学術大会 

会　期：平成28年9月16日㈲～18日（白） 

会　場：長良川国際会議場・岐阜都ホテル 

（岐阜市長良福光2695－2） 

主　催：公益社団法人日本診療放射線技師会 

共　催：公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 

参加登載：［事前登録］（平成28年7月29日まで） 

8，000円（正会員）／12．000円（非会員） 

［当日登録］ 

12．000円（正会員）／18．000円（非会員） 

（学生の参加萱壷剥ま2．000円） 

＊詳細は」ART会誌またはホームページをご参照くだ 

きい。 

記

■リオオリンピックが開幕です卜・ということは、2020年東

京オリンピックまで、あと4年とし、うことになります。国内外

の様々な情勢が不安定ですが、4年後には落ち着いていると

いいですね。■残念ながら今回は、「診療放射線技師を政界

に！」という目標を達成できませんでした。次回の選挙に向

けて、地盤をしっかりと固め、戦略を計画的に進めることが

必要だと思います。●〝ポケモンGo’が世界的に話題になって

いますが、皆さんの病院でトラブルは起こっていませんか7

ちなみに、大学構内にはポケモンがよく出現しますが、授業

中はもちろん禁止です！　　　　〔編集責任者　樋口清孝〕

盲蒜㊧ �編集・発行　　発行人　小　黒　　清 

一般社団法人　栃木県診療放射線技師会 

〒328（犯32　宰祁H市耶和1Tl13番10・り・ 

栃木県庁舎西別館404号 
TEL・FAX　O28－625－7979 

銀行振込：足利銀行本店（普通）1785921 
郵板振抒：〔氾340－3－35730 

t：RLhttpノ／www．tartnet．com／E－mailtart＠ce．mbn．or．jp 
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