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殺生石（せっしょうせき）
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暮那須湯本温泉の源泉となっている「鹿の湯」の西方に、山肌がむき出しで草木の絶えた谷あいがあり、
この奥に、かの殺生石が鎮座している。

殺生石の周辺からは、硫化水素や亜硫酸ガス、枇素などの有毒ガスが噴出し、音ほどではないと言われ
るが、今でも異臭のするガスが吹き出している。
古人は、この場所で人や動物が死亡することを、石に宿る霊の仕業と考え、石を特定して「殺生石」と
名付けた。さらには、その石に、全身を金色の毛で覆い9本の尾をもつという「白面金毛九尾の狐」の
物語を添加したことにより、殺生石は、恐怖の石として世に広く伝播するところとなった。

■報　　告　第74回総会開催報告

■報　　告　第1回季後教育講座開催報告

■報　　告　㈱日本放射線技師会第63回定期総会・役員選挙参加後記

■事務局報告
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開催日時：平成18年6月11日（日）午前9時

開催場所：ホテルサンシャイン益子館　会議室

正会員総数：473名（平成18年6月11日現在）

出席会員数：303名（内訳：本人出席者33名、書面表決出席者37名、委任状出席者233名）

書　　　記：福田敏幸

議事録署名人：神山辰彦、金田幹雄

副会長の開会の言葉に続き、勤続20年及び35年功労表彰が行われ、35年功労者4名と20年功労者9名が　（

表彰された。次に総会運営委員長柳沢三二朗が本日時点の正会員総数と出席者数を報告し、有効に成立し

た旨を告げた後、茂木会長が挨拶し総会が開会した。

議長の選出方法について議場に諮ったところ、立候補者がなく、執行部より飯島会貞（済生会宇都宮病院）

を推薦したところ、満場一致をもって同氏を選出した。

会長及び財務部長が平成17年度会務経過報告・同会計決算報告について説明した。次いで若林監事より

平成17年度の監査報告が行われた。議長は1・2・3号議案を採決したところ、賛成多数で承認された。

次いで茂木会長より、今年度の日本放射線技師会総会の選挙結果等について報告が行われた。

第1号議案 平成17年度会務経過報告 �圏303票（会場出席者33票、番面表決者37票、委任状出席者233票） 

第2号議案 平成17年度会計決算報告 �医函303票（会場出席者33票、書面表決者37票、委任状出席者233票） 

第3号議案 平成17年度監査報告 �直垂303票（会場出席者33票、書面表決者37票、委任状出席者233票） 

最後に執行部より、2年間会費未納の鈴木栄一会貞の除名処分の提案がされた。除名処分理由について、

鈴木栄一会員は2年間会費未納で本人との連絡が取れず、勤務先も不明であり、したがって除名処分とし

たいので採決をお願いしたい。

議長は、鈴木栄一会員を除名処分とすることについて採決を行ったところ、満場一致をもって除名処分

とすることに決した。

茂木会長（右）、神山副会長（左）　　　　　　　飯島議長
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■日時：平成18年6月10日出　1会場：ホテルサンシャイン益子館　　■参加人数：90名（会員79名） 

講演Ⅰ：『18年度診療報酬改定　画像診断　7個の「変化」と「対応策」』 

講師　タイコヘルスケアジャパン株式会社　内川　慶先生 

講演Ⅱ：『外傷初療ガイドラインで撮る画像』 

講師　自治医科大学脳神経外科学助教授　　　加藤正哉先生 

平成18年6月10日、ホテルサンシャイン益子館

において栃木県放射線技師会第1回卒後教育講座

を開催いたしました。

2講演行いましたが、講演1として『18年度診

療報酬改定画像診断7個の「変化」と「対応策」』

という演題でタイコヘルスケアジャパン㈱内川慶

先生にお願いしました。18年度診療報酬改定の目

的等を詳しく説明していただきましたが、短時間

でこの難しい問題を理解するのはとても至難の業

で、私も内川先生のお話は今年2回お聞きしまし

たがまだはっきりと理解できていません。これか

らも何度か先生のお話があるそうですので、皆様

も顔を出したら良いのではないでしょうか。診療

報酬が軒並み減額される中で今まで手を付けられ

ないでいたデジタル加算もとうとう減額対象にな

りました。CT、MRでは検査部位による診療報酬

の違いが無くなりマルチデイテクタ、1．5T以上の

上級機種とそれ以外の機種により報酬額が変わり

ました。頭部検査の多い施設では増額になる場合

もあると思います。その他にもPET／CTとの絡み

もあり、より複雑な仕組みとなりました。各施設

で事務の方と相談しながら間違えのない診療報酬

請求に努めましょう。

講演2は演題名が『外傷初療ガイドラインで撮

る画像』で自治医科大学脳神経外科学助教授の加

藤正哉先生にお願いしました。加藤先生は救急救

命センター副センター長という立場から2次、3

次で来る重症な救急患者に対して、何を最重要で

行わなければいけないのかしっかりしたエビデン

スを示しながら時にはジョークも交えてわかり易

く教えていただきました。死亡時間には三相の分

布があり、病院の救急救命とは患者が救急車で運

ばれてからある程度安定した状態となり、他の科

に転科するまでの二相目にあたる間に患者を死な

せないようにすることで、PTD（Preventable

Trauma Death）防ぎえた死をできる限り減らさな

ければいけないことと、地域によって助かる、助

からないという地域差が起きてはいけない。それ

をなくすためにはきちんとしたガイドラインが必

要で、お話の中に最重要観察項目6点を「TAFな3

Ⅹ」、命にかかわる大量出血が起きる場所3箇所を

「血」、その他にも「AMPLE」、rhED2X」な

どと頭文字で略して、覚え易く間違えのない方法を行っ

ていることなど勉強しました。また「検査は患者を

危険に晒す」というお話では検査をすることにより

ストレッチャーによる搬送や検査テーブルへの移動

時がとても危険な状態で細心の注意を払わなければ

いけないことなど実例を示し教えていただきました。

その他にも盛りだくさんの話がありこれほど興味深

く聞き入った90分間は久しぶりでした。

参加人数約90名（会員79名）と、とても多くの

方々が集まってくださり盛況に開催することがで

き講師の皆様と参加くださった会員の方々に深く

感謝しております。

学術部部長　柳　沢　三二朗
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第63回社団法人日本放射線技師会定期総会・役貞選挙（以下総会又は選挙と略させていただきます）へ

の栃木県放射線技師会参加代議員数は3名ですが会貞数からみると有効数は4名出せるそうです。しかし

会費納入時期の関係で3名になってしまいそうですので、みなさま会費の納入は、平成20年度より4月1

日までに払うことになります。納入期限内に収めるようにしましょう。是非、代議員4名を出せるように

したいものです。

63軍定期総冬
人

放射樽妓帝仝

代議異

乳諸人自孝感粛増

ということで本来ならば会長、副会長2名で参加するところでしょ

うがやはり都合がつかないことも当然あります。いろいろありま

して私のところへ代議月の重責がやってきました。そんな立場で

はないことは充分承知の上ですが最近の「荒れる総会」というの

を見てみたい気持ちもあり理事会の承諾を頂き代議貞として総会

に行ってきました。

6月2日飴、朝9時前の新幹線で待ち合わせの東京駅新幹線ホームに向かいました。すでに茂木会長が

いらしており、車内に乗り込み神山副会長の到着を待っていましたが出発時間ぎりぎりに合流することが

できました。どうやら車内に乗っていたらしいのですが車両番号と座席番号を間違えてグリーン車に居た

そうです。3名無事に新幹線に乗り込み12時頃名古屋駅到着、昼食を食べて鈴鹿の教育センター最寄り駅

の白子まで名鉄特急で1時間ほどかかり13時30分頃に総会受付をすることができました。会場のほうへ歩

いていくと、驚いたことに栃木県がんセンターの上村氏が大会運営の仕事をしているではありませんか。

日放技の幹事になっているそうで、なんと木曜日の深夜より夜行バスで10時間かけ、朝7時に教育センター

に着いたそうです。日放技本部も幹事に仕事を頼むときは時間とお金に配慮が必要かと思いました。

さてこれからが私の期待している総会が始まるわけですが、正確を期するために少し事務的に文章を進

めます。会場には議長席、役員等席が前方にあり代議員席は少し空けて沖縄から順に北海道まで席が決まっ

ていました。栃木県の席は後ろから3列目の最後にあり参加予定代議

月数189名の153～5番で放射線技師会員数で考えると随分北のほうに

なると感じました。定刻の14時に佐久川副会長の開会宣言により総会

が始まりました。会長の挨拶では17年度の事業で目に見えた成果を残

せたことが良かったという内容で、放射線技師法政令改正、本会の認

定である放射線管理士・機器管理士が政府の報告文所にも載る、レン

トゲン週間などマスコミに取り上げられるといったことと医療界に導
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3．平成17年度

4．平成17年度

5．平成18年度
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庶務報告

事業報告

決算報告

監査報告

事業計画案

予算案
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第63回社団法人日本放射線技師会定期総会 

国民から見える職業へ 
…医療被ばく哲理は、私たちの責任で－ 

入されつつある免許更新制度を考え生涯学習に力を入れていることなど報告していました。詳しくは後日

会誌に掲載されると思いますのでそちらを読んでください。

表彰・感謝状授与では、功労賞3名に表彰状記念品を授与し50年永年勤続15名、30年永年勤続248名は

次回放射線技師総合学術大会（鳥取県）で表彰されるそうです。資格審査委員会・総会運営委貞会より定

款に則って本総会が成立する旨を告げ議長選出になりました。今回は事前に議長立候補者を募っていて立

候補した2名が承認され議事1～4を大分県村上氏5～6を富山県渋谷氏が議長を行います。

たくさんの報告がある中、会場からの質問で医療科学社との訴訟問題を熊谷会長に追及する場面が何度

かありました。質問者側は「会長の説明不足と、会に与えた損害の責任を会長自ら取るべきだ」と主張し、

会長は「損害を与えたのは確かだが出版権が相手方に有ることを誰も知らなかったし、以前に比べて出版

費が多大に削減できたことはすぼらしいことだ」と反論。日本放射線技師会と熊谷会長個人が訴えられて

いたものから会長名が削除されたと主張したが、監査報告の席で再度論議された時点では会長名が削除さ

れているかどうかは私には分かりませんでした。

監査報告ではあまりにも多くの訂正事項があり一時会場が騒然とする場面もありましたが、監査報告を

再提出して議長が責任を持ち訂正箇所を確認することで収集しました。議事採決に移り1号議案174票で

可決、2号議案184票可決、3号議案140票可決、4号議案180票（修正箇所を確認後）可決、で議長交代

となりました。

事業計画案予算案では、国民の医療被ばく低減を目指すには診療放射線技師の立場に責任を苛きなけれ

ばいけない、そのために国家試験資格を4大卒にしなければならないという考えや、免許の更新制度を目

指したADセミナー等の充実を図るようにする。また放射線管理士・機器管理士などの認定資格制度を放

射線以外からも受験できるように規定を変更して機器管理士などは放射線機器に限らず医療機器を管理す

ることができるようにしたいといったことが印象に残りました。議事採決では5号議案180票で可決、6

号議案は178票で可決となりました。動議も会場から有るようでしたが1時間以上も延長していたためか

議長権限で議事打ち切りとなり閉会になりました。栃木県の総会と違い鋭い質問など多くあるので総会遂

行のために執行部はかなり打ち合わせをしてきているのだと感じました。

宿泊場所は各県により違うのですが栃木県は教育センターに宿泊することができ、すぐにチェックイン

できました。ちなみに東京、中日本以北が教育センターで西の方は会場までかなり遠い四日市のホテルと

いうのも何か考えがあるのではなどと想像したりしました。教育センターが新しい頃泊まったことがあり

給麗なところだという思いでしたが、今回部屋に入り水道をひねるとなんと赤い水が出てきました。
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部屋の利用率は平日8％以下ではこんなものでしょうか。少しがっかりしましたがすぐに懇親会の会場

に向かいました。人数が多いためメインの部屋と2階ホールが会場となり食事や飲み物をいただきました

が、私は内気な性格のためせっかくの交流の席をうまく活用できませんでした。さすがに茂木会長、神山

副会長は知人も多く他県との情報の交換を盛んにやっていました。懇親会の後は他で少し飲もうというこ

とで出かけたのですが、タクシーの数が少なく大変苦労しました。教育センターは門限が11時ですので深

酒はせずに部屋に戻りました。

翌日は日放技会長と副会長の選挙です。ゆっくりと食事を済ませた後、9時過ぎに受付したのですが選

挙会場は鍵を掛け入室できませんでした。中で役員の方は何をしていたのでしょうか？10時前に選挙会場

に入ると昨日と同じ席でしたが前のほうには投票所が作ってあり、どこからか借りてきたという投票箱や

記名をする場所などまるで町で選挙をしているのと同じ形式でセッティングされていました。定刻になり

選挙管理委員長から選挙の説明をしている最中に会場から開票に関して疑問質問等でました。多くの代議

員が開票が公開されないのはおかしいのでは？と訴えたのですが委貞長は昨日の総会で討議するべきこと

だと受け付けませんでした。やはり選挙の開票が公開でないのはおかしなことで、不正があるとは思いま

せんが詮索をされないためにも公開にしたほうが良いと思います。沖縄から順に1名ずつ投票用紙をもら

い丁寧に割り印までして投票をすると会場から出なければいけません。我々3人は栃木県でのアンケート

通りに会長仲澤靖夫氏、副会長小川利政氏、井戸靖司氏を投票して参りました。11時30分まで密室での開

票作業を行い、会場に再度入ってから開票結果報告になりました。結果は会長選有効投票数189票で熊谷

和正氏99票、仲澤靖夫氏90票と僅差ながら熊谷氏再選。副会長選は有効投票数376票で小川和正氏100票、

佐久川哲氏96票、井戸靖司氏94票、伊藤賓穂氏86票となり僅差でしたが小川、佐久川両氏の当選となりま

した。このほか常務理事、理事、監事は無投票で立候補者全貞当選となりました。これだけ得票が接近し

ていると非公開での開票は後でネットの掲示板で騒がれることでしょう。肩の荷をやっと降ろし帰路につ

くことができました。

今回代議月として総会に初めて出席しましたが、「国民から見える職業へ」のスローガンの下で、ここ

に顔を出している人たちは役員も代議月もすぼらしい人ばかりでした。この人たちが放射線技師の将来を

作り上げていくのだなと思う反面、放射線技師法も日放技の組織もまだまだ発展途上で直すべきところが

たくさんあるなと感じました。

今回貴重な経験をさせていただきました栃木県放射線技師会会貞の皆様には大変感謝しております。
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第2凋放射縦軸合判掛金／第3回日削姶同学削桧

≪鳥取大会≫

大会テーマ

『～求められる安全性・期待される専門性～』

開催　日：平成18年10月6日唸ト9日偶）

開催会場：米子コンベンションセンター「ビックシップ」

米子市文化ホール

主　　催：社団法　日本放射線技師会

実　　施：社団法人鳥取県放射線技師会

〈参加登銀方法よび費用〉

◆事前登録のページを参照（日本放射線技師会
会誌7月号の106、107ページ）

◆振込用紙は日本放射線技師会会誌7月号の最

終ページに綴じ込まれています。

◆事前登録の締切は平成18年8月15日までです。

会証95号への原稿募集

■投稿事項

（1）内容
・誌上レポート、学術論文、一般論文、主張

・撮影、治療等での補助具の紹介

・文芸（随筆、詩、俳句、川柳、写真、挿絵など）

（2）字数等、特に制限はありません。

（3）本会事務所に原稿用紙を請求してください。

ワープロの場合は、1行48字、42行を1頁

として編集してください。

（4）原稿の締切　　平成18年8月21日（月）

（5）原稿の送付先　本会事務所

〒320－0024宇都宮而栄町5－7　栄町別館内

TEL・FAX O28－625－7979

E－mail tart＠ce．mbn．or．jp

栃木県放射線技師会編集委員会宛

※投稿についてのお問い合わせは本会事務所、

事務局矢野宛にお願いします。
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行　事　予　定

第2回三役会

あすた－と10号発行

第2回理事会（栃木県立がんセンター）

第3回三役会

会誌95号発行

第3回理事会（済生会宇都宮病院）

会費納入〆切

アドバンスド認定試験

第22回放射線技師総合学術大会（鳥取県）

第4回三役会

第2回卒後教育講座（公開講座）

あすた－と11号発行

第4回理事会（済生会宇都宮病院）

第3回医用画像情報管理士認定試験

あすた－と12号発行

第5回三役会

第5回理事会（済生会宇都宮病院）

第25回宇都宮健康まつり放射線展

第6回三役会

会誌96号発行

アドバンスド認定試験

第6回理事会（済生会宇都宮病院）

第75回総会、第3回卒後教育講座

第3回学術研究発表会

ADセミナー（救急医療学、医療安全学、看護学、

医療学）を随時実施予定

■情報誌「あすた－と」の原稿〆切は、発行日の20

日前までに広報部必着でお願いします。

■技師会会誌の原稿〆切は、発行日の30巳前までに

広報部必着でお願いします。

お詫びと訂正 �「あすた－とvol．9」の平成18・19 

年度の新役貞紹介の記事の中で樋口清孝理事の勤 

務先が国際医療福祉病院となっておりますが、 

正しくは国際医療福祉大学です。お詫びして訂正 いたします。 

編集・発行　　発行人　茂　木　常　男 
社団法人　栃木県放射線技師会 
〒320－0024　宇都宮市栄町5－7　栄町別館内 

TEL・FAX　O28r625－7979 

銀行振込：足利銀行本店　（普通）1785921 

郵便振替：00340－3－35730 
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浸
打
／
苛
叫
押
1
什


