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○毎年7月の3日間、烏山町の各地で上演され450年の歴史と伝統を誇る日本一の野外乱　国の重要無形

民俗文化財に指定されている歴史あるお祭り。

■会　　告　諸規程改正について（資料）

■会　　告　改正医療法とは

■会　　告　がん対策基本法とは

｝表　　彰　茂木会長が厚生労働大臣昌受賞

■報　　告　第76回定期総会開催報告

｝報　　告　第1回卒後教育講座開催報告

■報　　告　第57回日本病院学会参加報告会告

■事務局報告
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会費納入規程の改正について

平成19年3月11日に開催された本会第75回総会において、日本放射線技師会の会費納入規程改正に伴い、

本会会費納入規程に定められている会費納入期限を当該年度の9月30日から、同じく当該年度の4月1日

に改正することについてご承認をいただきました。

つきましては、改正された会費納入規程の条文は次のとおりとなりますので、ご周知かたがたお知らせ

致します。

なお、この会費納入規程は、平成19年10月1日より施行いたしますので、平成20年度分の会費納入期限

は、平成20年4月1日までとなりますのでよろしくお願い致します。

また、日本放射線技師会総会における各県の代議員数は、平成20年4月1日時点の各県技師会会員総数

に対する会費納入率で決定しますので、納入期日内に会費をお納めいただき4名の代議員が確保できます

ようご協力をお願い致します。（来年は役員改選の年ですので栃木県技師会の意志を反映させるためには、
一人でも多く代議員を確保することが必要です。）

〈会費納入規程〉

第4粂　会員は当該年度の9月30日までに規定の会費を納付しなければならない。（旧）

会員は当該年度の4月1日までに規定の会費を納入しなければならない。（新）

附　則

この規程は平成13年5月14日より施行する。

この規程は平成19年10月1日より施行する。（追加）

地区設置規程および組織運営規程の改正について

本会諸規程のうち地区設置規程および組織運営規程については、その規定により理事会における決定を

経ることで改廃が可能となります。平成19年4月10日に開催された平成19年度第1回理事会において、平

成の大合併により規程の市町村名に変更が生じた地区設置規程、および、女性部の発足により女性部の担

当会務を定める必要が生じた組織運営規程について、以下のとおり改正することが承認されましたのでご

報告致します。

〈地区設置規程〉

新条文は、1地区にさくら市、那須塩原市、那須鳥山市を追加し、黒磯市、および藤原町を除く塩谷郡

の「藤原町を除く」を削除。2地区より今市市、藤原町を削除。4地区より安蘇郡を削除。5地区に下野

市を追加。施行日についての附則を追加。
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※5地区の下野市ついては、今年度の活動がすでに開始されているため、旧規程の地区割による所属で活

動を行う。19年度中に組織部により今後の地区割りについて検討を行うこととする。

〈旧規程条文〉

第2条　前条に規定する地区の名称及びその地域範囲は次に定めるところとする。

（1）1地区（矢板市、大田原市、黒磯市、那須郡、藤原町を除く塩谷郡）

（2）2地区（鹿沼市、今市市、日光市、上都賀郡、藤原町）

（3）3地区（宇都宮市、真岡市、河内郡、芳賀郡）

（4）4地区（足利市、佐野市、安蘇郡）

（5）5地区（小山市、栃木市、下都賀郡）

〈新規程条文〉

第2条　前条に規定する地区の名称及びその地域範囲は次に定めるところとする。

（1）1地区（矢板市、大田原市、さくら市、那須塩原市、那須鳥山市、那須郡、塩谷郡）

（2）2地区（鹿沼市、日光市、上都賀郡）

（3）3地区（宇都宮市、真岡市、河内郡、芳賀郡）

（4）4地区（足利市、佐野市）

（5）5地区（小山市、栃木市、下野市、下都賀郡）

附　則

この規程は平成13年4月1日より施行する。

この規程は平成19年4月10日より施行する。（追加）

／へ　　〈組織運営規程〉（第4条（9）女性部の条文及び附則を追加）

第4条　第2条に定める各部門の名称および担当会務は次のとおりとする。

（1）事務局

（2）総務部

（9）女性部

イ　定款第4条（日に定める事業

口　定款第4条（2）に定める事業

ハ　女性技師の組織の充実及び強化に関すること

二　女性技師の学術及び生涯学習、教育研修に関すること

ホ　女性技師の待遇改善等に関すること

へ　その他、女性技師に関するもので他の部に属さないこと

附　則

この規程は平成13年4月1日より施行する。

この規程は平成19年4月10日より施行する。（追加）
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「医療機器に係る安全確保のための体制の確保」が規定されました。

施行から3ケ月間は、移行期です。

医療機器に係る安全確保のための体制の確保に関する省令の概要は

1．医療機器の安全使用をするための責任者の設置のなかに

（3）医療機器保守管理者は安全管理委貞会との連携のもと、保守点検の適切な実施にあたり、次に掲げ

る体制の確保に努める。

①従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

②医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施

③医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全確保目的とした改善の

ための方策の実施

2．従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

研修の内容として次に掲げる事項が考えられるものであり、必要に応じて開催する。

（∋医療機器の有効性・安全性に関する情報提供

②医療機器の適切な使用（操作）方法に関する技術研修

③医療機器の適切な保守点検の方法

④医療機器の使用により生じた不具合への対応方法

⑤医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項に関する情報提供

ただし、医療機器の研修の実施に関しては以下の事項に留意すること

（1）医療機器導入時研修

以前に使用した経験のない、新しい医療機器を導入する際には、使用を予定の者に対する研修を行

い、研修記録をつけるものとする。

（2）定期研修

特定機能病院においては、特に保守管理が必要と思われる医療機関に関しての研修を定期的に行う

とともに研修記録をつけるものとする。

文責　茂　木　常　男
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この法律は、がんが国民の疾病による死亡の最

大の原因になっていることから、対策の一層の充

実を図るため、がん対策の基本理念を定め、国、

地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責

務を明らかにするとともに、がん対策推進に関す

る計画や基本となる事項を定めることにより、が

ん対策を総合的・計画的に推進することを目的と

している。

その概要は、対策の基本理念として、次の3点

があげられる。

1．がんの克服を目指して研究を推進するとと

もに、研究等の成果を普及・活用し発展さ

せること。

2．患者は居住区域に関わらず等しく科学的知

見に基づく適切ながん医療を受けることが

できるようにすること。

3．患者が置かれている状況に応じ、本人の意

向を十分尊重して治療方法等が選択される

ように医療を提供する体制を整備すること。

この基本理念に則って、国はがん対策推進基本

計画を策定し、計画を実効あるものにするために、

がん対策推進協議会を設置しなければならないと

している。

さらに基本的施策として

1．がんの予防及び早期発見の推進

2．がん医療の均てん化の促進等

3．がん研究の推進等

があげられている。

なお、参議院厚生労働委員会では、国を挙げて

「がんとの闘い」に取り組む意思を明確にするた

めに、19項目からなる付帯決議を採択している。

その中には次のような項目などがあげられている。

1．がん専門医療機関に関する医療機能情報が、

患者の視点に立って適切に提供される体制

を整える。
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2．がん治療法に関する情報については、最新

情報をできる限り平易な言葉で国民に提供

する体制を整える。

3．病状、治療方法等について、医師等の説明

を納得した上で治療法の選択等ができるよ

う、正確かつ適切な情報提供の推進、セカ

ンドオピニオン外来・医療相談室の拡充に

努める。

4．がん専門医等の養成と配置については、が

ん治療の水準向上のため確保すべき医師そ

の他の医療従事者の養成や常勤での配置。

5．放射線療法、化学療法について重要性が高

まってきていることを踏まえ、卒前教育や

臨床研修の各段階で適切な教育研修を行い

人材育成に努める。

6．看護師、薬剤師、診療放射線技師などコメ

ディカルスタッフの専門的知識、技術の習

得が促進されるような必要な措置を講ずる。

7．緩和ケアの専門知識・技能を有する医療従

事者の育成に努め、自宅や施設でも適切な

医療や緩和ケアが受けられるように体制整

備を進める。

8．国内で未承認のため使用できない抗がん剤

等について、早期に使用できるよう多施設

共同研究の推進や有用性・安全性に関する

審査の迅速化など促進する。

9．抗がん剤の保険適用について、認められて

いる効能以外に有用性が認められ、薬事法

上の承認を得た場合は直ちに保険適用する。

10．最新の診断機器の効率的利用や撮影技師の

技能向上等により、早期発見率を向上させ

るとともに、がん検診の事後評価を推進す

る。

文責　茂　木　常　男



平成19年5月25日、東京千代田区のパレスホテルにおいて日本放射線技師会創立60周年記念式典が、柳

澤厚生労働大臣をはじめ多数のご来賓の皆様のご来臨を仰ぎ開催されました。（柳澤大臣は国会開催中の

ため局長が代理出席）

その席上、永年にわたり保健医療および公衆衛生の向上に寄与した功績により、本会会長茂木常男氏が

栄誉ある厚生労働大臣賞を受賞されました。

茂木会長は、昭和52年4月より足利赤十字病院に勤務され、平成7年3月に本会理事に就任されました。

その後、平成12年4月より副会長、平成18年4月より本県第9代会長に就任され本会発展のために尽力さ

れております。

茂木会長が理事に就任された平成7年度363人だった本会の会員数は平成18年度末には467人となり、

100名余りの会員が増加しました。これは、本会理事に就任以来、会員意識調査委員会委員長、組織部長

などを歴任され、主に本会の組織強化に力を注いでこられました茂木会長の成果と言えるでしょう。

今後も健康に留意され、本県技師会貞のためにご尽力いただきますことをご期待申し上げます。

この度は誠におめでとうございます。

ノ
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第76回定期総会開催報告 

開催日時：平成19年5月13日（日）午前9時30分

開催場所：ハートピアきつれ川

正会員総数：467名

出席会員数：323名（内訳：会場出席者31名、委任状出席者247名、書面表決出席者45名）

書　　　記：福田敏幸

議事諒署名人：野澤幸二、金田幹雄

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。総会運営委貞長蔚藤一秀が本日時点の正会

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一任により飯島会員（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18年度会務経過報告、同会計決算報告が行われた。議長より第1、2号議案を

採決したところ、賛成多数で承認された。次に監査役から平成18年度監査報告が行われた。議長より第3

号を採決したところ、賛成多数で承認された。

最後に会長より諸規程改正について説明が行われた。会費納入規程の改正について、地区設置規程及び

組織運営規程の改正についての報告であった。

7



．－ � � 
E7 �〃　　■r � 

－ � �平成19年度 

第1回卒後教育講座開催報告 
●日時：平成19年5月12日吐）　■会場：ハートピアきつれ川　　■参加人数：88名 

◎「聞いて得する最新医療技術情報」 
東芝メディカル株式会社…‥t　　　　　　　…・MRl装置の最先端技術　　　　　　　　　淀　　健治先生 

株式会社日立メディコ……………………………最新型SPD搭載X線TV装置　　　　　小松　浩樹先生； 

フィリップスメディカルシステム株式会社……最新機器紹介　　　　　　　　　　　　小栗　大介先生 

株式会社島津製作所………………………………フラットパネルについて　　　　　　　環　　史人先生 

フジフイルムメディカル株式会社・・・・　・…SYNAPSEについて　　　　　　　　　　中森　　亨先生 

コダック株式会社…………………………………新会社及び製品概要の紹介　　　　　　河野　　亨先生 

GE横河メディカル株式会社……………………最新型CT用ワークステーションについて　人言工　弘幸先生 

シーメンス旭メティテック株式会社……………MRlの最新技術　　　　　　　　　　　　山内　俊和先生 

コニカミノルタヘルスケア株式会社……………JRC2007展示について　　　　　　　　　和田　直人先生 

平成19年5月12日仕）さくら市のハートピアきつ

れ川にて、第1回卒後教育講座を開催いたしまし

た。今回は、「聞いて得する最新医療技術情報」

と題して、賛助会員9社の先生により講演してい

ただきました。

内容としては、MRIに関するものが3社で、最

近では、3．OTの装置が稼動し始め、近い将来7．O

Tの装置の臨床応用も現実のものとなるであろう

とのことである。また、連続的に全身を撮影する

システムや造影剤を使用せずに、明瞭な血管像（選

択的）の描出が可能など、各社とも今後に大いに

期待できるものであった。

TV（フラットパネル搭載）装置2社は、FPD

搭載により大視野で周辺部のゆがみが無い良好な

画像を得られる。また、Ⅹ線管装置とFPDを常時

連動させ天板（被検者）を動かすことなく視野の

移動を可能にし、被検者の体内に内視鏡などを挿

入した状態でも安全に検査を実施できるなど安全

面を配慮したり、術者のワークスペースを広くす

るなどの工夫がなされている。

CT（ワークステーション）は、（高速三次元

画像処理機能）3クリックで設定されたプロトコー

ルから、自動的に3D画像を30秒以内に処理・表

示可能。血管内の石灰化を除去することなく、1

8

クリック、数秒で骨外し可能など、我々放射線技

師にかかる負担が、かなり軽減されると思われる

内容の講演でした。

フィルムメーカー3社は、シェアーの拡大を視

野に入れたコンパクト機種の発売や時代の流れで

あるフイルムレス化に向けて、画像サーバー、

PACS（画像管理システム）、RMS（レポートシ

ステム）等、取り扱う商品が広範囲になってきて

いるようである。

最後になりましたが、88名もの方々にお集まり

いただき、盛況に開催することができました。講

師の皆様とご参加くださった会員の方々に深く感

謝いたしまして開催報告とさせていただきます。

学術部　小　野　光　也
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自治医科大学附属病院

中央放射線部　棚　井　壱　歩

私はこの度、茨城

県つくば市で開催さ

れた第57回日本病院

学会に行って参りま

した。この学会は、

社団法人日本病院学

会が学術集会として

毎年開催し、全国か

ら2，689病院の全職種

の方々が一堂に会する日本最大級の学会です。内

容は会長講演から招待講演、記念講演、特別講演、

市民公開講座、学会長講演、シンポジウム、ワー

クショップ、ランチョンセミナー、一般講演、ポ

スター、特別展示、機器展示など盛りだくさんに

あります。学会は2日間にわたって行われ、平日

にもかかわらず非常に多くの人が訪れていました。

その中で、私はワークショップにおける「救急

医療における放射線技師の対応一専門性への挑戟
－」という演題のもと、「三次救急における一般

撮影」について発表して参りました。発表内容は、

私の所属する自治医科大学付属病院における日直・

当直時の救急患者数、放射線検査件数、そして業

務内容を示した上で、実際に救急の現場で一般撮

影を行うときの注意点について報告してきました。

さらに救急医療に携わるための人材の教育と課題

等について発表しました。私は診療放射線技師と

して働き始めてから月日が浅いため、発表内容を

まとめるにあたり多くの

先輩技師の方に指導を請

い、多くの意見を頂きま

した。そして自分でも

様々なことを学びなが

ら、今回の発表に至りま

した。CTやMRIなどの

高度先進医療機器が重き

を占める中で、一般撮影の短時間に多くの情報を

比較的簡単に得られるという利点を再認識し、や

はり救急医療（特にPrimary Survey）では必要

不可欠な検査であると、多くの病院職種の方に自

信を持って発表することができました。

また他病院の診療放射線技師の方とお話をする

機会があり、勤務体制や病院間での業務対応等に

ついて多くの意見交換を行うことができました。

特に病院の規模によって生じる対応の変化には大

きな差異があり、詳細に話を聞いていくにつれて

様々な疑問点や課題点を見出すことができ、経験

の浅い私にとっては非常に濃密な時間を過ごすこ

とができたと思います。

発表前後には、ランチョンセミナーやポスター

展示、一般講演などに足を運びました。興味のあ

る演題は勿論ですが、他職種の方の話も聞きにい

きました。業務で使用する略語や耳慣れない言葉

などが飛び交っており、自分の無知ぶりを思い知

らされました。後でそれらの略語等を調べてみる

と、なんとなくお話されていた内容にも見当がつ

いてきて、勉強になったというか、少し見識と語

彙の幅も広くなったのではないかと思います。

最後になりますが、今回の発表をするにあたり

多くの方々に助けられ、学会に参加した以降も多

くの意見を頂き、大変充実した時間を過ごすこと

ができました。私も一人の医療人として気持ちを

新たに、日々精進していきたいと思います。


