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社団法人栃木県放射線技師会
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土呂部の市天然記念物（日光市）

■県内で数少ないミズバショウ自生地で、標高920m、約2haの湿原に、7～800株が自生する。

白い包の中に、淡緑色の花をつける。

■会　　告　第76回定期総会開催

●会　　告　平成19年度第1回学術研究発表会開催‥

●報　　告　平成18年度第3回卒後教育講座開催報告

｛報　　告　第75回定期総会開催報告

■報　　告　平成18年度第3回学術研究発表会開催後記
L報　　告　平成18年度第3地区卒後教育講座開催報告
■事務局報告
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本会第76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5月13日（日）午前9時00分受付

午前9時30分開会

会　　場：ハートピアきつれ川

さくら市大字喜連川5633－2　電話028－686－3336

日　　程：1．開　　　　　会

2．会　長　挨　拶

3．表　　　　　彰

20年、35年勤続功労表彰

4．総会運営委員会報告

5．議　長　選　出

6．書記及び議事録著名人選任

7．議　　　　　事

第1号議案　平成18年度会務経過報告

第2号議案　平成18年度会計決算報告

第3号議案　平成18年度監査報告

第4号議案　その他

匂逗》総会の出席に際しましては、別紙総会資料をご持参ください。
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平成19年度第1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

／へ　　　　　　開催日時：平成19年5月12日（日）午後2時30分受付

午後2時30分開始

会　　場：ハートピアきつれ川

さくら市大字喜連川弘33－2　電話028－686－3336

内　　容：『聞いて得する最新医療技術情報』

Ⅰ（1）東芝メディカル㈱『MRI装置の最先端技術』

（2）㈱日立メディコ『最新型SPD搭載X線TV装置』

（3）フジフイルムメディカル㈱『sYNAPSEについて』

（4）フィリップスメディカルシステム㈱『最新機器紹介』

（5）㈱島津製作所『フラットパネルについて』

Ⅱ（6）コダック㈱『新会社及び製品概要の紹介』

淀　　健治先生

小松　浩樹先生

中森　　亨先生

中山　　聡先生

環　　史人先生

河野　　亨先生

（7）GE横河メディカル㈱『最新型CT用ワークステーションについて』　入江　弘幸先生

（8）シーメンス旭メデイテック㈱『MRIの最新技術』　　　　山内　俊和先生

（9）コニカミノルタヘルスケア㈱『JRC2007展示について』　和田　直人先生

会場整理費：500円
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平成19年3月10日出とちぎ生きがいづくりセン

ター（とちぎ健康の森）講堂にて、第3回卒後教

育講座を開催いたしました。総会終了後、午後2

時より特別講演という形で、「様子を見てはいけ

ない小児疾患」と題して、自治医科大学とちぎ子

ども医療センター小児画像診断部部長の相原敏則

先生よりご講演を賜りました。今回は、様子を見

てはいけない小児疾患のうち、化膿性骨髄炎・関

節炎と小児虐待についての講演でした。

まず化膿性骨疾患について、死には至らないが

発症から2日以内に治療をしないとその後は一生

障害が残ってしまいます。発症後急性期において

は単純Ⅹ線写真での診断がとても難しいとのこと

です。しかし、撮影中の患児の様子、この病気に

対する知識・意識があれば、診断することも可能

になってくると、先生は仰っていました。撮影を

する技師のドクターに対する一言の助言が、診断

に結びつくということです。

小児虐待では、「この子虐待されているのでは」

と疑問をもつところから始まるということでした。

虐待は、エスカレートする傾向があり、初めて病

院に連れてこられたときは、骨折等の症状だけで

も、次に来るときは死んでいることが多いとのこ

とでした。つまり、この場合の骨折は、死の前兆

であると仰っていました。また虐待されて生じた

骨折は、特異的であるということです。骨幹端骨

折は、その代表的なものであります。シェイキン

ベビーシンドロームといって、大人が乳幼児の脇

を両手で抱え前後に振って起こる症状では、肋骨

骨折、それも背部の脊椎に近い場所の骨折・脊椎

骨折と下肢の骨幹端骨折が特異的なものになりま

す。虐待に見られる骨折の80％は1歳未満だそう

です。そのような子どもが、日常生活の中で骨折

することは常識では有り得ないということでした。

つまり1歳に満たない子どもが骨折していたら、

虐待の可能性が大きいことが示唆されます。また、

虐待は繰り返す傾向にあるそうで、多発骨折して

いることが多く、疑いを持ったら全身骨撮影が必

要になるそうです。できれば、頭部CT・MRIも

撮影することが必要だということでした。

このような悲劇を起こさないようにするために、　／一－、

私たち診療放射線技師が果たさなければならない

役割が大きいと先生は仰っていました。今後、こ

の仕事をしていくことの重さ、責任を痛感させら

れた講演だったと思います。

最後に、ご講演を賜りました相原先生とご参加

くださった会貞の皆様に深く感謝申し上げ報告と

させていただきます。

学術部　長　沢　雅　史
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開催日時：平成19年3月11日（日）午後1時15分

開催場所：とちぎ生きがいづくりセンター（とちぎ健康の森）講堂

正会員総数：477名

出席会員数：283名（内訳：本人出席者46名、書面表決出席者36名、委任状出席者201名）

書　　　記：福田敏幸

議事銀署名人：神山辰彦、金田幹雄

′■ヽ

′■＼

副会長の開会の言葉に続き、会長が挨拶し総会が開会した。総会運営委

員長武藤美子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、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

なく執行部より寺島会貞（自治医科大学付属病院）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19年度事業計画（案）、同予算書（案）につい

て説明し、次いで平成19年度スローガン（案）の提案がされた。1、2、

成多数で承認された。

3号議案を採決したところ、賛

更に今年度の日本放射線技師会総会の代議員については理事会において3名を選出したいと提案がされ、

採決したところ賛成多数で承認された。

続いて日本放射線技師会の会費納入期限が平成20年度より4月1日となる、本会の会費納入期限もこれ

に合わせ平成20年度より4月1日に変更したいとの提案がされ、抹決したところ、賛成多数で承認された。

第3回学術研究発表会開催後記
平成19年3月11日（日）生きがいづくりセンター（とちぎ健康の森）大講堂にお

いて、栃木県放射線技師会第3回学術研究発表会が開催されました。この発表

会では16題という多数の演題を出していただき、技師会貞の意欲の向上を感じ

ることができました。

テーマ別に分けますと、PET関係が5題と最も多く中には治療計画にPET

を利用するといった取り組みを紹介するなど新しい分野への導入を積極的に行っ

ている施設もありました。他にMRI2題、CT4題、マンモ2題も細分化された技術をより深く研究しモ

ダリティーの進歩に負けないよう努力している姿が感じられました。消化管撮影研究会の発表も直接撮影

の標準化を目指し、長年にわたり活動されている一部を紹介していただきました。目先が変わったところ

では、各施設で急務としてフイルムレス化に移行していく中から出てきた問題の検討や、栃木県が進めて

いるとちぎ子ども医療センターの紹介もありました。全体を通して感じたことは、今回発表に対する質疑

応答がとても活発に行われていた印象があります。これは技師会員各自の勉強に対する意欲の現れだと思

いますのでこれからもよりいっそうの技術、知識の研横を期待します。

最後に雨天にもかかわらず120名という多数の参加をいただき、発表会を成功に導いてくださいました役

月、会員のみなさまに学術部より紙面を通じましてお礼申し上げます。次回、更なる盛況を期待いたします。

学術部長　柳　沢　三二朗
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■日時：平成19年1月13日仕日5：00～　■会場：済生会宇都宮病院　『参加人数：26名 

講演：『マンモグラフイの標準撮影法』基本と合格基準 

講師　自治医科大学付属病院　中央放射線部 

提箸　美夏会員 

実習：『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 

講師　自治医科大学付属病院：神山　辰彦会員・柳沢三二朗会員・提箸　美夏会員 

済生会宇都宮病院：福田　敏幸会員・玉木　礼子会員・伊藤　愛子会員 

県立がんセンター：牧島　正道会員・栗原あゆみ会員 

暖冬、暖冬といわれている今年ですが、さすが

に1月ともなると朝夕の冷え込みは身に凍みる季

節です。天気予報では、週末はくずれるとのこと

で、まさか今年の初雪は避けてほしいと祈る想い

でむかえた当日は快晴穏やかな日差しの中、済生

会宇都宮病院において、『第3地区卒後教育講座』

を開催いたしました。

今回、済生会宇都宮病院の協力により、マンモ

グラフイ撮影室をお借りしてポジショニングの実

習を含め、各会員どうしで、正しいポジショニン

グをマスターすることと、会員各自でポジショニ

ングするうえで疑問に思うことや、正確なポジショ

ニングをするためのポイントと修正テクニックに

ついて意見を出し合い、よりよいマンモグラフイ

を撮影できるポイントを身につけようという内容

で行いました。

講演『マンモグラフイの標準撮影法』基本と合

格基準の講義では、マンモグラフイ撮影の基本と

なる正しいcc撮影、MLO撮影のポジショニング

のポイントと留意点を把握し、いかに正確に位置

決めをするか、患者様に協力していただけるよう

にするにはどうすればよいのかを講義していただ

きました。

続いての実習では、実際にマンモグラフイ撮影

室で、ファントムベストを使用し初心者と経験者
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と2班に分かれて各施設、各自でポジショニング

についての不明瞭な点や疑問点を出し合い、より

よいポジショニングのポイントを習得できるよう

に実習いたしました。

なかなか、他施設の装置を見学することも機会

がないとできませんし、実際に操作することもあ

まりないことでしたので、戸惑いもありましたが

自施設の装置との比較ができたことと、今まで疑

問に思っていたポジショニングのポイントを実際

に体験して体で覚えることの貴重さを今更の如く　　「

認識いたしました。

第3地区理事　武　藤



第23回放射線技師総合学術大会

第6回日韓台学術交流大会

開催日：平成19年6月7日休ト10日（日）4日間

会　場：石川県立音楽堂ほか

石川県金沢市昭和町20－1

TEL．076－232－8111㈹）

主　催：社団法人日本放射線技師会

実　施：社団法人石川県放射線技師会

〈参加登録方法〉

会誌JART2007年1月号綴込みの郵便振替

用紙を使用する。事前参加登録期限は、平成

19年5月20日までです。

第57回日本病院学会

（ワークショップ）

救急医療における放射線技師の対応一専門性への挑戦一

社団法人茨城県放射線技師会

日　時：平成19年6月15日蛙）

9時30分～11時00分

会　場：つくば国際会議場（エポカルつくば）

茨城県つくば市竹園2－20－3

TEL．029－861－0001

〈栃木県担当内容〉
・一般撮影部門

『当直体制の救急時の業務内容や問題点・

対策・人材教育などについて』
・シンポジスト

棚井　壱歩会貞（自治医科大学附属病院）

編 �●風薫る5月、鯉のぼりが青空を舞う季節となりま 

集 �した。私は鯉のぼりが大空を悠然とおよいでいる姿 

後 �を見ると童心に返り心が洗われますが最近あまり見 

苫己 �られなくなって残念です。〔編集責任者　小野光也〕 
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行　事　予　定

あすた－と13号発行

第1回卒後教育講座
第76回総会　勤続20，35年表彰式

日本放射線技師会60周年記念式典

日本放射線技師会第64回定期総会

第23回日本放射線技師会学術大会
第57回日本病院学会

第2回三役会
あすた－と14号発行

第2回理事会
第3回三役会
会誌97号発行

第3回理事会
会費納入〆切
アドバンスド認定試験

第4回三役会
第2回卒後教育講座
あすた－と15号発行

北関東地域放射線技師会学術大会
第4回理事会
平成20年・21年度栃木県放射線技師会

役員立候補公示

あすた－と16号発行

第5回三役会
第5回理事会
第6回三役会
平成20年・21年度栃木県放射線技師会

役員立候補〆切
第6回理事会
会誌98号発行

第77回定期総会・平成20年・21年度

栃木県放射線技師会役貞選挙
第3回卒後教育講座

6月～7月にかけて看護学のセミナーを実施す
る予定。

｛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　宇都宮市栄町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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