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社団法人栃木県放射線技師会

情報誌

（
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「かまくら祭り」（日光市・湯西川）

、「ニー1r¶JLllこ可ごて′′‥一一ご二二ぶ鱒加点県だ沌庖血走Ⅶ凱鍔㌧”

■湯西川温泉の冬の風物詩。毎年1月末から2月末日の約1ケ月間行われ、午後5時30分から午後9時まで、

氷のぼんぼりに灯がともされ幻想的で、ファンタスティックな世界に変わります。舞い降りる雪の中に

浮かぶ氷のぼんぼりのほのかな灯と暖かいかまくらの中で、湯西川温泉ならではの風情が楽しめます。

■巻頭言　新年の挨拶
■告　　示　社団法人栃木県放射線技師全役員選挙告示

■お知らせ　会費納入方法の変更について
■報　　告　第65回日本放射線技師会臨時総会回想記‥

『報　　告　平成19年度第3地区卒後教育講座開催報告

｝報　　告　平成19年度第4地区卒後教育講座開催報告

■報　　告　第29回栃木県放射線技師会親睦ゴルフ大会

■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

新年あけましておめでとうございます。

新しい門出を会員の皆様と迎えることができましたこと心よりお慶び申し上げます。

今年の干支は「ねずみ」ですね。

「ねずみ」と言うとウォルトディズニーマンガの主人公の人気もの「ミッキーマウス」を思い浮かべま

す。

このミッキーマウスを生み出したディズニー社の業績が悪化してきた19鋸年の時、マイケル・アイズナー

は会長兼最高経営責任者へ就任し、すべての事業を立て直したうえで新事業を展開し総合メディア企業へ

と拡張しました。

彼は、ディズニー成功の秘密の言葉の中に「‥・ディズニーの秘密なんて別に複雑なものではありま

せん。ゴミが落ちていたら拾って清潔にし、トイレは並ばないですむほど十分に用意し、人々には優しく

魅力的な笑顔で接する。ただそれだけのことなのです。」と言っている。

今年も会員のみなさんが人々に優しく魅力的な笑顔で接し、充実した日々が送れることを祈念して新年

のご挨拶といたします。
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平成20年　元　旦
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会員各位

／‾、

社団法人　栃木県放射線技師

選挙管理委員

委員長　簾谷　和

選　挙　告　示

栃木県放射線技師会定款第11粂及び第13条にもとづき、任期満了に伴う

役員の選挙を下記のとおり実施することを告示します。

紀

1．役員定数

会長　1名　　　副会長　2　名

監事　2名

理事18名（会長及び副会長を含む）

2．立候補▲推薦立候補の届出締切

平成20年　2月15日（金）17時（必着）

3．提出書類

立候補者

所定様式1、5

推薦立候補者

所定様式　2、3、4、5

を選挙管理委員会へ届ける。

郵便番号：320－0024

宇都宮市栄町5－7　栃木県栄町別館内
（社）栃木県放射線技師会　選挙管理委員会

4．選出方法

第77回総会にて正会員による無記名投票により行なう。
ただし、候補者が定数を超えないときは、役員選出規程第4章無投票当選

第14条により、総会において無投票当選者を定める。
ただし、会長については信任投票を行なう。

以上
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日放技『Network Now』等でご案内の通り、日本放射線技師会費及び栃木県放射線技師

会費の納入方法が平成20年度から変更になります。

納入期限を4月1日とし、日本放射線技師会費と栃木県放射線技師会費は、合算して請

求しないことになりました。それぞれ別々の指定口座へ郵便振替にて納入していただきま

平成20年度の会費払込票は、平成20年2月頃に日本放射線技師会より日放技会費払込票

と栃放技会費払込票が同封されて届きますので、それぞれの払込票により日放技会費と栃

放技会費を一緒に納入していただきますようお願いいたします。

なお、納入期限までに会費を納入しない場合は、会員としての権利を一時的に喪失する

こと（除籍）になりますのでご注意ください。

ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

財務部担当理事　金　田　幹　雄

（
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平成19年12月2日（日）東京星陵会館にてすでに前

総会で承認された定款改正に伴う諸規程改定の是

非を問う臨時総会のために全国都道府県技師会か

ら201名の代議貝が招集された。栃木県からは茂

木会長、神山副会長（資格審査員）、牧島の3名が

代議員として参加した。行政改革の一環である新

法人法改正に伴い現在の社団法人は平成20年12月

1日から移行期間5年のうちに一般社団法人、公

益社団法人の一方に移行することとなる。日本放

射線技師会（以下日放技会）は公益社団法人の認定

を目指し定款改正、さらに今回の諸規程改定の承

認を得るため臨時総会を開催した。今後、日放技

会は公益認定等委員会（国）認定で公益社団法人と

なり、都道府県技師会は合議制の機関（都道府県）認

定で、公益社団法人に移行していくと推測される。

新制度では一般社団法人とは登記のみで設立可能、

事業計画等、様々な制約は緩いが税制上の付加が

ある。
一方、公益社団法人の認定には一般社団法人と

異なり公益性を求められることから外部理事投入

や公益事業の比率など制約事項があるが税制上の

特約が認められる。現行の定款、諸規程の改定も

必要となってくる。今回の臨時総会は日放技会の

公益法人化に向けた前準備とも言える。今回の開

催にあたっての論点の一つである「前の総会で承

認された新定款が厚生労働省から認可済みでの開

催なのか」との不確定な疑問に対して、熊谷会長

の冒頭挨拶で報告した内容から一気に会場が動揺

することとなった。それは「2日当日朝、日放技

会事務局側が厚生労働省担当審議官へ電話で問い

合わせた結果厚生労働省へ提出済みの新定款が11

月2日付けで認可されていた」というものである。

この内容に対して証拠書面の提出を要望する代議

員、未確定の電話での報告は信用性がないなど大

混乱となる。前日の理事会でも特に報告はなかっ

た模様であった。会場は収拾がつかず一時休憩。

再開早々に今総会開催が有効かの是非について多

数決をもって、総会を開催する運びとなった。前々

から今回の諸規程改定内容は独裁色の強化へつな

がるような解釈ともとれる文面であり論議があっ

たが、当日執行部から、諸規程改定の修正版が配

布され、熊谷会長はあくまでも新制度、公益法人

化に不備のない文句である必要性があり、運営上、

日放技会と都道府県技師会とは今後も連携し活動

すると述べた。納得のいかない代議員と執行部は

幾度となく激論となり、ヤジが飛び交う総会であっ

たが最終的に多数決原理で諸規程改定は承認され

た。総会の詳細については後ほど日放技会誌に議

事録が掲載されれば参照していただきたい。来年

度から開始される会費個別納入など手続き上の違

いから、「今後の日放技会と都道府県技師会の関

係はどうなる？」と思う会貞も多いと思うが各都

道府県技師会理事も困惑している現状である。栃

木県技師会として職能団体としての会員間のつな

がりは維持しつつ、公益法人化問題については県

庁と協議を進め、地方技師会独自の事業計画、活

動内容、公益性を調整していく所存である。

理事　牧　島　正　道
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『日時二平成19年12月1日吐）　｛会場：栃木県立がんセンター本館3階講堂　　　■参加人数：37名 

ロ臼　会員研究発表 
座長：自治医科大学付属病院国府田哲弘会員 ①自治医科大学付属病院における一般撮影コート概要 

自治医科大学付属病院　安田　志乃会員 

④再構成法の違いがスライス厚に及ぼす影響についての検討 
栃木県立がんセンター　斎藤亜沙美会員 

④胃X線検査直接撮影法の向上をめざして 
福田記念病院付属鬼怒ヶ丘クリニック　青山　良美会員 

④pET／CT検査件数増加に伴う改善点 

済生会宇都宮病院　大築　慎一会員 

④当院におけるシャントPTAの現状 

芳賀赤十字病院　飯村　　通会員 
■－ 

残暑が終わると駆け足で秋がやってきて、紅葉

したのもつかの間に木枯らし吹き、枯葉舞う師走

の12月1日、県立がんセンターにおいて、栃木県

放射線技師会第3地区卒後教育講座が開催されま

した。

今回は、3地区としては初めて会員による研究

発表会を行いました。各会員が日頃研究している

内容や、日々の業務において改善した内容を15分

程度にまとめ発表していただきました。学術研究

会のようにあまり肩肘をはらず、日常の素朴な業

務改善や、ここだけはゆずれないこだわりの研究

など、画期的な研究会となりました。
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次回も、特色のある研究会としたいと思ってお

ります。3地区以外の参加も歓迎いたします。

第3地区理事　武　藤　美　子



｛日時：平成19年12月1日吐）　■会場：佐野厚生総合病院 

日日　会員研究発表 
座長：佐野市民病院　三原健二会員 

①「16列MSCTにおける脳血管3D－CTAの撮像開始時間の決定方法について」 
足利赤十字病院　中主智之会員　－ 

④「脳血流SPECTにおいての収集カウントとZ値の関係」 
足利赤十字病院　長瀬光臣会員 

④「当院における救急撮影の実態調査」　　足利赤十字病院大川公利会員 

④「DW僧体路撮影の基礎的実軌　　　　佐野厚生総合病院江原信隆会員 

12月とは思えないほどの小春日和の日、第4地

区の平成19年度卒後教育講座が、佐野厚生総合病

院で開催されました。

はじめに、今年不運にも若くして他界された会

員を偲んで黙祷が捧げられ、その後会員4名によ

る講演が行われました。

／一㌧　　1演題目は、近年のMSCTの多列化において、

撮影時間の短縮化が進む一方で造影タイミングの

精度が求められるようになっているとの背景があ

り、この演題では、テストインジェクション時の

目視による造影タイミングと、時間濃度曲線から

求めた造影タイミングのズレを把握し、最適なタ

イミングを得られるように検討されていました。

2演題目では、脳血流SPECTの統計学的解析手

法を用いた評価において、その収集カウントによ

る統計誤差から受ける影響が懸念されるとの事で、

特にカウントの低下し易いSPECT中心部でのZ値

の変動が指摘されました。また、カウントが少な

いときには、散乱・吸収補正を行わない方が、安

定した結果が得られると提案されました。3演題

目では、救急業務に携わる技師たちの不安事項や、

救急撮影への考え方についてアンケート調査が行

われ、日常業務以外の検査も行わなければならな

い点や、1人勤務での不安が取り上げられると共

に、救急撮影時の撮影順や、危機管理の捉え方が

人それぞれで、マニュアルを作るなどの統一化が

求められると主張されました。4演題目では、脳

梗塞のMRI検査において、錘体路と梗塞巣の位置

関係が把握できれば、神経を直接圧迫しているの

か、浮腫による一時的な圧迫なのかの判別ができ、

予後判定に有効であるとの考えから、diffusion

MRIのCoronal画像の有用性が提案されました。

また、地区内施設同士の情報交換や技術的な討

議も活発に行われました。卒後教育講座をこのよ

うな有意義な場としていただいた会員の皆様に感

謝いたしまして、開催報告とさせていただきます。

第4地区幹事　須　藤　昌　彦
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一山．日　時‥平成19年11月18日（日） �　勝卜西根伸行様 腎貰スグ。．北島正則様 　位卜原田修作横 　位卜若林忠恭様 

三富：芸加入芸；芝≡芳賀カントリ‾クラブ 

2007年11月18（日）に、34名会員及び賛助会貞の方々の参加で、第29回のコンペが開催されました。

今年は、前回優勝の福田稔様、B．Bの石丸隆様の幹事により、名門芳賀カントリークラブで行われま

した。

当日の天候は文句なしの秋晴れ！風無し、天候にも恵まれ、和やか賑やかで楽しい一日でした。

コンペは、緊張の神山副会長の「ナイス、ショット」の始球式で開幕しました。

コースはトリッキーで、大叩きをする人がいる反面、距離が短いので好スコアーで回る人もいて、悲喜

こもごもで、前半のハーフを終了。

昼食はクラブハウスのレストランに固まって、いつものように、お互いのスコアの探りあい。「後半は、

頑張るぞ～」と気をとり直して、後半のハーフに向かいました。

戟い終わって日が暮れて、お風呂で汗を流したところで、全員、懇親パーティ会場へ。飲み物と軽食で

喉とお腹を満たした後、コンペの成績発表！

そして、次回幹事の栄？に輝いたお二人・優勝は西根伸行様、ブービー賞は再度、石丸隆様でした。

次回幹事のお二人には、次が第30回記念大会であることを強くお願いして解散となりました。

今回参加できなかった会員の方々は是非次回、30回記念大会に参加いただけたら幸いです。

企画部　柏　崎　克　彦
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平成19年度∵第5地区卒後教育講座

日　　時：平成20年1月12日出

14：30～16：30

場　　所：濁協医科大学病院　3階大会議室

下都賀郡壬生町大字北小林880

TEL．0282－86－1111

内　　容

〈会員発表〉14：30～15：00

1．「非造影MRAにおける

NATIVE法の臨床的有用性」

滞協医科大学病院　放射線部　園部　豊会員

2．「当院における心臓MRl

（心筋梗塞を対象としたMRI）」

小山市民病院　放射線部　中妻道貴会貞

〈メーカー発表〉15：00～16：30

1．RSNA2007（第93回北米放射線学会）速報

シーメンス技術貞

2．RSNA2007（第93回北米放射線学会）速報

東芝技術員

行　事　予　定

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員選挙

第3回卒後教育講座
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平成19年度∵第1地区卒後教育講座

日　　時：平成20年1月26日仕上27日（日）

巨Z頭

14時30分　受け付け

15時30分　教育講座

18時00分　情報交換会

団8時00分　施設間業務連絡会議
場　　所：那須スポーツパーク

TEL．0287－98－2811

内　　容

●演題1『最新のCT画像情報』

講師　東芝メディカルシステムズ㈱

関東支社CT担当技術貞　講師未定

●演題2『MRI用造影剤EOB・

プリモビストの紹介』

講師　バイエル薬品㈱

診断薬事業部　古川　論先生

参加費：12，000円（会議費、宿泊費込み）

※1月26日仕）教育講座のみ参加の方は500円（会場整

理費）。なお、学生については無料。

お詫びと訂正l �「あすた－とvol．15」掲載のお悔や 

みの覧で、江連真一さんの勤務先が上三川病院となっ 

ておりますが正しくは川上病院です。 

お詫びして訂正いたします。 

絶今日は句の日？

初夢の頂をいつにするかについては講説ガある方一般には2白の夜。
吉夢のペスト3位「一苫士、二島、三なすびムこれは徳川家贋の好物を眉に
並べたものだという脱がある。

5　小寒　二十』甑の1つ。本格的な寒さガ始まる。

7　七草（亡苧かゆの日）詣疫詣碧よう、一計こべ5、倍とけのさ、

11鏡開き

14　空と希望と勇気の日・タローとジローの日

21大寒　二十四節気の1つ。寒気か至り缶も寒くなる。

ライバルか手を結ぶ日

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　O28M625r7979 

銀行振込二足利銀行本店　（普通）1785921 

郵便振替：00340－3－35730 

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