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社団法人栃木県放射線技師会

情報誌
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鎌倉山の雲海（茂木町）
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■鎌倉山は那珂廿県立自然公園内に位置する標高216mの山で、東斜面は那珂川の急流に浸食され約160m

の絶壁になっています。

展望台からは八溝山系や那珂川が山麓を縫って流れる景色を見ることができます。

雲海は、初冬の冷え込みの厳しい晴れた早朝に発生し、数加先まで続く大パノラマは朝日が昇り始める

と赤く染まり訪れる人たちを魅了しています。

■巻頭言　新年の挨拶
■会　　告　第75回定期総会開催

第3回学術研究発表会開催・第3回卒後教育講座開催
『報　　告　平成18年度第2回卒後教育講座（公開講座）開催報告
■報　　告　平成18年度第2地区卒後教育講座開催報告‥

●報　　告　平成18年度第4地区卒後教育講座開催報告‥

■報　　告　第28回栃木県放射線技師会親睦ゴルフ大会＝

■お知らせ　第2回栃木県放射線技術研究会のご案内…
■事務局報告
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社団法人　栃木県放射線技師会

会　長　茂　木　常　男

会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。

お健やかに初春をお迎えのことと存じます。

昨年は11月に入ってから自殺のニュースが毎日のように報じられ、命の大切さを痛感している医療従事

者にとっては、とても幸い報道でした。

今年の干支は「亥年」です。亥というと、「猪突猛進」という言葉が思い浮かびます。

この言葉は、周囲の配慮などおかまいなしに、がむしゃらに進むことのたとえです。

栃木県放射線技師会の会務運営も新体制のもとで10ケ月目の活動に入り、多少なりとも慣れ、更なる発

展へと寄与出来る事と思います。

また、これまでの会務運営も卒後教育講座をはじめ、社団法人としての活動も会員のご協力のもと順調

に執行することができました。

今年の技師会活動も干支である、猪の習性のように、がむしゃらに進んだり、石橋をたたいて渡るよう

に慎重に進めたりと「臨機応変」に会務を遂行して行きたいと思っています。

これからも会員のご協力をいただきながら、会員のための技師会に

なりますよう、よろしくお願いします。

最後に、今年も会員一人ひとりに幸多かれと祈念して新年のご挨拶

といたします。

平成19年　元旦
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本会第75回定期総会を定款第22条の規定に基づき、下記のとおり開催いたします。

記

開催日時：平成19年3月11日（印　午後1時～2時

会　場：とちぎ生きがいづくりセンター（とちぎ健康の森）講堂

宇都宮市駒生町3337－1　電話028－623－5858

日　　程：1．開　　会

2．会長挨拶

3．総会運営委員会報告

4．議長選出

5．書記及び議事録著名人選出

6．議　　事

第1号議案　平成19年度事業計画（案）

第2号議案　平成19年度予算（案）

第3号議案　平成19年度スローガン（案）

第4号議案　㈱日本放射線技師会総会代議員選出について

第5号議案　その他

7．閉　　会

第3回学術研究発表会・第3回卒後教育講座開催について

平成18年度第3回学術研究発表会・第3回卒後教育講座を下記のとおり開催いたします。

つきましては、ご多忙中とは存じますが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

記

開催日時：平成19年3月11日（日）午前9時30分～午後4時30分

受付開始：午前9時～

会　場：とちぎ生きがいづくりセンター（とちぎ健康の森）講堂

宇都宮市駒生町3337－1　電話028ェ623－5858

会場整理黄：500円

特別講演：午後2時～3時30分

※昼食時間（12：00～13：00）昼食持込可（昼食時、会場内のみ飲食可能です）
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平成18年11月4日仕）、栃木県立がんセンターに

おきまして、栃木県の後援により第2回卒後教育

講座（公開講座）を開催いたしました。

今回、「医療被ばく低減への取り組み」をテー
マに、埼玉県立循環器・呼吸器病センターの諸澄

邦彦先生と東芝メディカルシステムズ株式会社の

猪川弘康先生よりご講演を賜りました。

諸澄先生は「放射線技師に求められる医療被ば

く低減の取り組み」と題して、日本放射線公衆安

全学会会長としての立場より、診療放射線技師と

して医療被ばく低減にどのように取り組んでいく

べきか、具体的かつ詳細にご教示くださいました。

その取り組みの一つである「医療被ばく低減施設

認定」のシステムは、患者様が安心して放射線診

療を受けていただけることを目指しており、病院

機能評価の一部に盛り込まれるのもそう遣い先の

話ではないように思えました。また、「レントゲ

ン手帳」の推進については、手帳の内容や運用方

法など細かな問題点はありますが、国民自らが医

療被ばくに関心を示し、低減に努めようとするこ

とも重要であります。今後、レントゲン手帳の利

用目的が明確にされ、広く活用されることを期待

したいと思います。

猪川先生は「マルチスライスCTにおける被ば

く低減への取り組み」と題して、メーカとしての

取り組みをご紹介いただきました。CT装置の進

歩に伴い、被ばく線量の測定方法も改良され、今

やメーカ側も画質をよくする技術改良だけではな

く、被ばく低減にも努力しておられる現状を知る

ことができました。最近では、撮影装置にも被ば

く線量をシミュレーションする機能が備わり、

CTDIwやCTDIvolなど客観的な指標を得ること

が容易になりました。しかし、CT撮影など診断

で用いる低LET放射線の低線量被ばくに関しては、

線量推定の精度や人体への影響予測などが難しい

ことも事実です。今後、このような被ばく線量の

指標をどのように利用していくべきか、装置を扱

う診療放射線技師に求められる課題であろうと思
いました。国民が被ばくに関心を持ち、不安にな

る原因としては、“原爆の被災国”であることや、

最近では英国の医学誌ランセットで取り上げられ

た“日本では医療被ばくを原因とする発癌率が高

い”との論文による影響があろうかと思います。

医療機関で放射線を取り扱う診療放射線技師にとっ

て、患者様や検診者の医療被ばくを管理し、また　／′へ、

適切なアドバイスを与えることは、重要な役割で

あると思います。今回の講演を機に、各自、各施

設での日常診療における医療被ばく低減を改めて

意識してみてはいかがでしょうか。

この度、3連休の中日にもかかわらず、参加者

73名と多くの方々にお集まりいただきました。講師

の皆様、後援を賜りました栃木県、そしてご参加く

ださいました会員の皆様に深く感謝申し上げます。

学術部副部長　樋　口　清　孝
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■日時：平成18年12月2日吐）午後3時～　■会場：濁協医科大学日光医療センター会議室　●参加人数：22名

講演Ⅰ：最新アプリケーションの紹介『非造影系血管撮影を中心に』

講師　東芝メディカルシステムズ㈱

営業推進部クリニカルMRl担当　竹本　周平先生

講演Ⅱ：『当院における心臓CTAについて』

講師　濁協医科大学日光医療センター

放射線部　阿久津智之会員

今回の第2地区卒後教育講座は、今年度4月に

オープンした凋協医科大学日光医療センターの協

力により研修会を行いました。今まで、第2地区

は鹿沼、今市、日光地域を拠点としていて会員数

33名でしたが今年度から39名になりました。

1．最新アプリケーションの紹介『非造影系血管撮影を中心に』

今回は、造影剤を用いないMRAでの全身に適

応されている最新アプリケーションの紹介でした。

MRIで画像化される生態情報で、血液のT2成分

を強調した水強調画像、血流の速さによる信号強

度差の情報、また撮影断面内に流入する血液の情

報を利用したアプリケーションです。

①TrueSSFP（SteadyStateFreePrecession）

定常状態自由歳差運動を利用し、SNRが非常に

高く高速撮像が可能である。適用例としては、

呼吸同期併用の腹部血管、また呼吸ナビゲート

機能＋ECG同期併用のWhole Heart MRCAな

どがある。

②FBI（Fresh BIc（dImaging）言葉のとおり、

造影剤を使用しない新鮮な新しい血液撮像法で

す。これまでの方法では見えにくかった下肢や

四肢の細かい血管まで鮮明に描出できるように

なりました。動脈と静脈とを分けて画像化する

ことができ診断情報として有用です。特に、

ASOのCTAと比較したFBIの診断能は高い評価

がされています。

③Time－SLIP（Time－Spatial LabelingInL

version Pulse）Black Blood撮影のピリパルス

励起位置を撮像断面と独立に任意の場所に設定

することにより、撮像断面に流入する血液だけを

描出または抑制する撮影法です。適応例としては、

門脈だけの選択描出、腎動脈の3Dなどがある。

2．当院における心臓CTAについて

濁協医科大学日光医療センターでは、平成18年

8月より東芝Aquilion64列CTが稼働しています。

心臓CTAは、11月までに70件以上が行われてい

ます。手順としては、心電図装着、位置決め同期

撮影、造影ヘリカル撮影（心電同期スキャン）、心

位相決定用画像選択、画像再構成で行っている。

高度石灰化がある場合は、現場サイドで技師が中

止決定している。また、real prepを使用し造影

剤使用量は換算表参照して注入量、スピードを決

定している。画像再構成は、ZIOSTATAIONを

使用してvolume rendering処理して分枝動脈病

変の描出している。Film表示は、VR、MIP、VR

tree、CPRストレートビューの4法を出している。

64列CTになり高心拍数でも撮影可能になり、カ

テ前の精査、カテ後のフォローに有用である。

講演の最後に、会場となった濁協医科大学日光

医療センターの放射線部を見学させていただきま

した。今年度、リニューアルオープンして循環器

に特化したバイプレーン心力テ室、64列CTなど

拝見させていただきました。

最後になりましたが、このような研修の機会を

いただいたことに東芝メディカルシステムズをは

じめ、栃木県放射線技師会に深く感謝申し上げます。

第2地区通信委員　開　口　克　幸



■日時：平成18年12月2日仕）14：30～　　■会場：佐野医師会病院　　　■参加人数：31名 

講演Ⅰ：『看護師への放射線治療教育について』 

講師　足利赤十字病院　　簾谷　和男会員 

講演Ⅱ：『lP板の散乱線の影響について』 

講師　足利赤十字病院　　石田　敏哉会員 

講演Ⅲ：『内臓脂肪測定時の計測誤差と呼吸による脂肪面積値の変化』 

講師　佐野厚生総合病院　江原　信隆会員 

講演Ⅳ：『MLCによる不整形照射野のMU計算手順Ⅰ』 

講師　佐野厚生総合病院　和田　倫行会員 

暖かい日々から一転、12月に入り急に寒さが厳

しく感じられるようになりました。当日も寒風の

吹く中にもかかわらず、多くの会員に参加してい

ただき、佐野医師会病院において『第4地区卒後

教育講座』が開催されました。

講演Ⅰでは、放射線治療患者の看護ケアに対し

ての勉強会の報告がなされました。技師と看護師

の認識の違いを勉強会を通して、互いに理解を深

めることが出来、今後もさらに職種間の連携を深

める機会を増やしていくとのことでした。

講演Ⅱでは、CRカセッテの保管方法による、

IP板のかぶりについての検証が報告されました。

カセッテのI P板取り出し口は、かぶりを生じや

すく撮影室側に向けないほうが望ましい等、実際

の取り扱いの注意点などが挙げられ興味深い報告

となりました。

講演Ⅲでは、最近話題になっているメタポリッ

ク症候群の腹部内臓脂肪についての検査方法の問

題点が検討されました。呼吸による誤差と複数の

技師による計測誤差が報告され、専属の技師によ

る吸気撮影が望ましいという報告でした。

講演Ⅳでは、放射線治療における不整形照射野

の照射線量の確認計算方法について報告されまし

た。コンピュータ任せではなく、技師自身が確認

する方法の1つを実際の症例を基に再現し、より

精密な手順を追及していくとのことでした。

今後とも4地区の発展を願って平成18年度第4

地区卒後教育講座の開催報告とさせていただきま

す。

第4地区通信委員　澤　井　宣　元
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今回で28回目となる親睦ゴルフ大会が11月3

日文化の日、上河内町宮山田のロイヤルカント

リークラブにおいて、総勢37名の会員と賛助会

員がそれぞれ10組に分かれ、和気あいあいの雰

囲気の中で開催されました。この大会はここ数

年、年も押し迫った12月に開催されていました

が、さすがに12月ともなると気候もだいぶ寒く

なってくることもあり、「どうせやるならもう　二㌢

少し暖かいうちに」という会員の希望もあって、　浩：

この日の開催となりました。

11月3日の文化の日は、晴れの特異日ということもあり、ここ何年も雨が降ったことのない日であり、

そのデータどおり快晴無風の好天に恵まれ、長袖シャツでは汗ばむ陽気となりました。半袖でプレーをす

る人がほとんどで、スコアの言い訳は天気のせいにはできません。参加者の中には今日が記念すべき初ラ

ウンドとなる方もおりましたが、好条件の中、予想どおり参加者のうち20名がグロス100を切るハイレベ

ルなスコアを修めました。

その結果、優勝争いは、ネットスコアで3人が並ぶという大接戟となりましたが、小山広域保健衛生組

合の福田稔さんが、グロス85の好成績で他を振り切り見事優勝し、同時に来年の幹事の座を射止めました。

今後も勉強ばかりでなく普段のストレスを発散し、会員同士が親睦を図る場としてこの大会が続いてい

けばよいと思いますので、次回も今回同様に多くの皆様にご参加いただきたいと思います。

最後に大会開催にあたりご協力いただきました会月の皆様、賞品等をご提供いただきました賛助会員の

皆様にこの場をお借りして心より感謝申し上げます。

大会幹事　福　田　敏　幸

優　勝　福田　稔（小山広域保健衛生組合）　　　　NET74．2／GROSS　85

準優勝　亀田　卓世（濁協医科大学病院）　　　　　　NET74．2／GROSS　91

第3位　杉沢　修良（EI本トータルメディカルシステム）NET74．2／GROSS　97

第　4位　中山　英郎（済生会宇都宮病院）　　　　　　NET74．4／GROSS　84

第　5位　佐藤　昌男（済生会宇都宮病院）　　　　　　NET74．6／GROSSlOl

ベスグロ　中山　英郎（済生会宇都宮病院）　　　　　糾（OUT40・IN44）
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日　時：平成19年3月9日幽　午後6時45分より

場　所：ホテルニューイタヤ

宇都宮市大通り2－4－6　電話028－635－5511

参加費：500円

内　容：1．製品紹介（18：45～19：00）

『非イオン性造影剤について』　エーザイ株式会社

2．MRI検査について（19：00～19：40）

〈座長：栃木県立がんセンター　加藤　英樹先生〉

〈パネラー〉

『当院における拡散強調画像の現状』　　　　下都賀総合病院　　木村　和弘

『当院におけるルーチン撮影』　　　　　　　上都賀総合病院　　宮岡　　聡

『MRangioについて』　　　　　　　　　　大田原赤十字病院　佐藤　統幸

『当院における救急MRI検査の役割と現状』　済生会宇都宮病院　園部富美恵

3．ディスカッション（19：40～20：15）

〈パネラー〉

会員

共　催：㈱栃木県放射線技師会／栃木県放射線技術研究会／エーザイ株式会社
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平成18年度第3地区卒後教育講座

日　時：平成19年1月13日仕）

15：00～16：30

場　所：栃木県済生会宇都宮病院　グリーンホール

宇都宮市竹林町911－1

TEL．028－626－5500

内　容：『マンモグラフイのポジショニング』

標準撮影法～こんな時どうする？

（実習とミーティングを含めて）

講　師：自治医科大学病院　神山　辰彦先生

柳沢三二朗先生

提箸　美夏先生

済生会宇都宮病院　玉木　礼子先生

伊藤　愛子先生

栃木県立がんセンター　牧島　正道先生

栗原あゆみ先生

＊今回は済生会のマンモグラフイ撮影室をお借

りして実習を行います。

行　事　予　定

医療学セミナー（2日目）

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「あすた一と」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日前までに

広報部必着でお願いします。

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　宇部富市栄町5－7　栄町別館内 
TEL・FAX　028－625－7979 

銀行振込：足利銀行本店　（普通）1785921 

郵便振替：00340－3－35730 

URLhttp：／／www．tartnet．com／E－mailtart＠ce．mbn．or．jp 
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