
TochigiAssociQ†ionofRddioJogicdTechnofogis†S

2008

MAY

Vol．17

社団法人栃木県放射綽技師会

情報誌

（

′‾ヽ

あじさい坂（太平山）

義栃木市大平町に県立自然公園となっている太平山があります。

6月中旬から7月上旬にかけて、1，000段におよぶ太平山神社への表参道沿いに、

約2，000株以上の色とりどりのあじさいが咲きそろいます。このあじさい坂は、太平

山の中腹にある六角堂に向かって登っていく坂になります。

■巻頭言　会長二期目に思うこと
■会　　告　第78回総会開催について
■会　　告　平成20年度第1回卒後教育講座開催について

『平成20・21年度役員人事
●平成20・21年度各地区連絡員担当施設名一覧
●平成20・21年度地区別担当連絡員
●報　　告　第77回総会開催報告
■報　　告　平成19年度第3回卒後教育講座開催報告‥
■報　　告　平成19年度第2地区卒後教育講座開催報告
■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

早いもので、会長一期2年間を務めさせていただきました。無事に務めることができたのも会員のご協

力とご指導の賜物です。

会長として会務開始早々は、日本放射線技師会の活動に賛同できないための退会者の続出による会員数

の減少がありましたが、その後微増し、一期目の終了頃にやっと軌道に乗ってきたという実感です。

このたび、第77回定期総会において再選され、二期目の会長として会務にあたることになりました。

一期目の2年間を振り返って見ると「継続は力なり」という思いで、技師会長を引き受け運営に当たっ

てきました。継続会務以外の主な出来事では、マンモグラフイ研究会の発足、市町村合併による地区割り

の再検討、会費納入規程の変更等による諸規程の見直し、公益法人の改正に伴う本会の定款改正への活動

などが挙げられます。

二期目のスタート早々、日本放射線技師会では新定款・諸規程に基づく会務の執行と役員の改選があり

ます。理事会の中から会の代表として、会長等の役貞を選出する方法です。理事の候補者で役員が決まっ

てしまいます。また、理事会推薦にて会員外の理事が入ってきています。理事の選出方法が厳粛でないと、

更に会務への不安が高まってくるのが目に見えています。

栃木県放射線技師会は日本放射線技師会の活動状況や世の中の動き、会員の声を聞きながら理事会等で

十分に審議し、会務を運営していきたいと思います。

二期目は一期目以上、会貞のご協力のもと、栃木県放射線技師会の更なる発展のために頑張っていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。
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本会第78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

日　時：平成20年6月15日（日）午前9時受付／午前9時30分開始

会　場：ウェルサンピア栃木

鹿沼市栃窪1255　TEL O289－65－1131

日　程：1．開　　会

2．会長挨拶

3．表　　彰　　20年・35年勤続功労表彰

4．総会運営委貞会報告

5．議長選出

6．書記及び議事録著名人選出

7．議　　事

第1号議案　平成19年度事業経過報告

第2号議案　平成19年度会計決算報告

第3号議案　平成19年度監査報告

第4号議案　その他

8．閉　　会

※総会の出席に際しましては、別送の総会資料をご持参ください。
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平成20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

日　時：平成20年6月14日比）午後2時30分受付／午後3時開始

会　場：ウェルサンピア栃木

鹿沼市栃窪1255　TEL0289－65－1131

内　容：「AquilionONETM（320列）」について

東芝メディカル技術員

「MRI3T」について

シーメンス旭メデイテック技術員

会場整理費：500円

※卒後教育講座終了後、同会場にて意見交換会を開催します。多数の皆様のご参加を

お待ちしております。会費等詳細については後日通知いたします。
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平成20年度・21年度　役員人事
㈱栃木県放射線技師会

会　　長

副会長

監　　事

常務理事

総務部長

財務長

組織部長

学術部長

広報部長

企画部長

女性部長

茂木　常男

神山　辰彦

川口　俊郎

福田　敏幸

牧島　正道

金田　幹雄

柏崎　克彦

柳沢三二朗

樋口　清孝

小黒　　清

武藤　美子

地域医療対策（表彰）部長

地域医療対策部

野澤　幸二

若林　忠恭

副部長　福田　敏幸

生涯学習委員　福田　敏幸／牧島　正道／金田　幹雄／樋口　清孝

副部長　吉成　亀蔵

副部長　日向野　勇

副部長　寺島　洋一

委　員　小野　光也／吉成　亀蔵／島田　智彰／大築　慎一

日向野　勇

副部長　小野　光也

委　員　野澤　幸二／牧島　正道

副部長　柏崎　克彦

委　員　神山　辰彦／清田　　宏／武藤　美子／金田　幹雄

ホームページ担当委員　大武　正男

清田　　宏

副部長　島田　智彰　　　委　員　各地域より1名

各地域委員（11地区）

宇都宮地域：福田　敏幸

烏山地域：清田　　宏

真岡地域：武藤　美子

佐野地域：島田　智彰

地区理事

大田原地域：吉成　亀蔵　　矢板地域：若林　忠恭

今市地域：高野美登志　　鹿沼地域：小野　光也

小山地域：柳沢三二朗　　栃木地域：日向野　勇

足利地域：茂木　常男

（1地区）吉成　亀蔵　　副地区理事

（2地区）小野　光也　　副地区理事

（3地区）大築　慎一　　副地区理事

（4地区）島田　智彰　　副地区理事

（5地区）日向野　勇　　副地区理事

定款・諸規程改正委員 委員長　牧島　正道　　　副委員長　福田　敏幸

委　　員　神山　辰彦／野澤　幸二

金田　幹雄
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各地区連絡員担当施設名一覧　（平成20・21年度）

担当地区 �連絡員名 �施　　　　　　　設　　　　　　　名 

1地区 �郡　司　康　範 �大田原赤十字病院・県北健康福祉センター・黒須病院・那須南病院 
菅間記念病院・福島整形外科病院・国際医療福祉大学・国際医療福祉大学病院 

菅又病院・那須脳神経外科病院・中津川循環器科内科クリニック 

塩谷総合病院・栃木県医師会塩原温泉病院・那須中央病院・矢板南病院 

2地区 �高　野　美登志 �今市病院・足尾双愛病院・日光市民病院・川村医院・川上病院・森病院 

日光野口病院・濁協医科大学日光医療センター 

飯　島　　　渉 �西方病院・県西健康福祉センター・御殿山病院 

遠　藤　奈　美 �上都賀総合病院・鹿沼整形外科・池田脳神経外科 

猪　瀬　智　哉 �濁協医科大学病院・野木病院・整形外科メディカルパパス 

3地区 �山　口　幸　久 �国立病院機構栃木病院・国立病院機構宇都宮病院・奥田クリニック・桜井内科 

沼尾病院・荒井胃腸科外科・やはぎ整形外科クリニック・高瀬整形外科 

内　田　　　昇 �栃木県立がんセンター・報徳会宇都宮病院・宇都宮セントラルクリニック 日本トータルメディカルシステム・宇都宮健康クリニック・倉持病院 

佐々木記念クリニック・北宇都宮駐屯地医務室・生協ふたば診療所 

玉　木　礼　子 �栃木県済生会宇都宮病院・市役所民生部健康課・星脳神経外科 吉川整形外科・県立岡本台病院・柴病院・宇都宮記念病院・比企病院 

宇都宮市医療保健事業団・藤井脳神経外科病院・飯田病院・宇都宮市保健所 

小　菅　幸　一 �真岡病院・上三川病院・県東健康福祉センター・福田記念病院 

澤　　　佳　延 �㈱日本放射線技術研究センター 

川　島　利　朗 �宇都宮東病院・藤田医院 

伊　藤　　　登 �栃木県保健衛生事業団・鷺谷病院・御殿山クリニック・宇都宮内科病院 
とちぎリハビリテーションセンター・宇都宮中央病院・富家メディカルクリニック 

藤　本　健　司 �宇都宮社会保険病院 

飯　野　　　誠 �芳賀赤十字病院・ホンダエンジニアリング㈱・本田技研健康管理センター 
本田技研真岡工場健康管理センター 

4地区 �久保田　健　夫 �足利赤十字病院・足利市役所福祉部健康課・開成整形外科病院・今井病院 

本庄記念病院・安足健康福祉センター・皆川病院・足利第一病院 

大岡胃腸内科医院・鹿島整形外科・みくりや整形外科・長崎病院 

常見町クリニック 

和久井　英　男 �佐野医師会病院・亀田医院・長島医院・佐野市民病院 
かみもとスポーツクリニック 

澤　井　宣　元 �佐野厚生総合病院 

5地区 �野　中　克　夫 �小山市民病院・県南健康福祉センター・小山広域保健衛生組・光南病院 

星野病院・おやまゆうえん健康クリニック 

大牢拓史 �下都賀総合病院・とちの木病院・中野病院 

春　名　克　義 �自治医科大学附属病院 

外　石　　　充 �伊沢外科整形外科・小金井中央病院・栃木県農村健康管理センター・石橋総合病院 

その他 �事　　務　　局 �自宅・県外勤務者 
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地区別担当連絡員　　（平成20・21年度）

地区 �連絡真名 �施　　設　　名 �勤　務　先　住　所 �勤務先電話番号 

1 �郡　司　康　範 �大田原赤十字病院 �〒324－8686 大田原市住吉町2－7－3 �0287（23）1122 

2 �高　野　美登志 �今市病院 �〒321－1261 日光市今市381 �0288（22）2200 

飯　島　　　捗 �西方病院 �〒322－0601 上都賀郡西方町金峰273 �0282（92）2323 

遠　藤　奈　美 �上都賀総合病院 �〒322－0036 鹿沼市下田町1－1033 �0289（64）2161 

猪　瀬　智　哉 �濁協医科大学病院 �〒321－0207 下都賀郡壬生町北小林880 �0282（87）2177 

3 �山　口　幸　久 �国立病院機構栃木病院 �〒320－0057 宇都宮市中戸祭1－10－37 �028（622）5241 

内　田　　　昇 �栃木県立がんセンター �〒320－0834 宇都宮市陽南4－9－13 �028（658）5151 

玉　木　礼　子 �栃木県済生会宇都宮病院 �〒321－0974 宇都宮市竹林町911－1 �028（626）5500 

小　菅　幸　一 �真岡病院 �〒321－4305 真岡市荒町3－45－16 �0285（84）6311 

揮　　　佳　延 �㈱日本放射線技術研究センター �〒320－0834 宇都宮市陽南2－14－28グランドール陽南1F �028（659）7050 

川　島　利　朗 �宇都宮東病院 �〒321－0901 宇都宮市平出町368－8 �028（664）1551 

伊　藤　　　登 �栃木県保健衛生事業団 �〒320－8503 宇都宮市駒生町3337－1とちぎ健康の森3F �028（623）8181 

藤　本　健　司 �宇都宮社会保険病院 �〒321－0143 宇都宮市南高砂町11－17 �028（653）1001 

飯　野　　　誠 �芳賀赤十字病院 �〒321－4306 真岡市台町2461 �0285（82）2195 

4 �久保田　健　夫 �足利赤十字病院 �〒326－0808 足利市本城3－2100 �0284（21）0121 和久井　英　男 �佐野医師会病院 �〒327－0832 佐野市植上町1677 �0283（22）5358 

揮　井　宣　元 �佐野厚生総合病院 �〒327－0843 佐野市堀米町1728 �0283（22）5222 

5 �野　中　克　夫 �小山市民病院 �〒323－0028 小山市若木町1－1－5 �0285（21）3822 

大　垣　拓　史 �下都賀総合病院 �〒328－0044 栃木市富士見町5－32 �0282（22）2551 

春　名　克　義 �自治医科大学附属病院 �〒320－0431 下野市薬師寺3311－1 �0285（58）7149 

外　石　　　充 �自治医科大学附属病院 �〒320－0431 下野市薬師寺3311－1 �0285（58）7149 

㈱栃木県放射線技師会事務所 ���〒320－0024 宇都宮市栄町5－7 �028（625）7979 
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開催日時：平成20年3月15日仕）午後4時00分

開催場所：とちぎ健康の森1階大会議室　　宇都宮市駒生町3337－1

正会員総数：484名（平成20年3月15日現在）

出席会員数：308名（内訳：本人出席者43名、委任状出席者212名、書面表決出席者53名）

書　　　記：福田敏幸

議事銀署名人：神山辰彦、金田幹雄

副会長の開会の挨拶に続き、総会運営委員長桧山操が、本日午後4時時点の正会員総数と出席者数を報

告し、本日の総会が有効に成立する旨を告げた。

書記並びに議事録著名人の選出方法を諮ったところ、満場一致をもって執行部案が承認され、議長に小

林桂、書記に福田敏幸、議事録著名人に神山辰彦、金田幹雄が選出された。

第1号議案：平成20年度事業計画（案）及び第2号議案：平成20年度予算書（案）について会長及び財務部

長が説明し、会場より質問も無いため、議長が採決を行い、賛成多数で承認された。第3号議案：平成20

年度スローガンについても採決の結果、賛成多数で承認された。

第4号議案：その他、会費未納者2名の除名処分について、満場一致で承認された。さらに平成19年度

第6回理事会において赤羽泉前会長を名誉会貞に推薦したので、本総会にて承認してほしいと提案があり、

会場出席者の満場一致にて承認された。執行部案の会費納入規程の変更についても、満場一致にて承認された。

第5号議案：平成20・21年度役貞選挙について、議長の求めにより選挙管理委貞長簾谷和男が報告を行

い、平成20年度・平成21年度役貞候補者として、理事候補者18名と監事候補者2名の方々の立候補届と理

事会推薦立候補届を受理し、平成20年3月4日㈹候補者名の公示を行った。続いて、役員の選挙に移り、「役員選出

規程第4章、無投票当選の第14条」により、総会において無投票当

選者を定めることができるより、会長以外の役員は無投票当選とする。

ただし、会長については「出席会月の過半数の承認を得なければな

らない、の規定により、議場に諮ったところ、満場一致で承認され候

補者茂木常男の会長当選が認められた。

以上で閉会となり散会した。

第1号議案 �医函308票（会場出席者43票、書面表決者53票、委任状出席者212票） 

平成20年度事業計画（案） �匡司　0票 

第2号議案 �囲307票（会場出席者43票、書面表決者52票、委任状出席者212票） 

平成20年度予算書（案） �匝1票 

第3号議案 �匝函308票（会場出席者43票、書面表決者53票、委任状出席者212票） 

平成20年度スローガン（案） �匡司　0票 

第4号議案 �会費未納者2名を除名処分、赤羽泉氏を名誉会員とする議案、 

その他 �会費納入規程変更：すべて満場一致にて承認 

第5号議案 �平成20・21年度役員候補者全員の当選 

平成20・21年度役員選挙 �会長候補者茂木常男氏の当選：満場一致にて承認 
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■日時：平成20年3月15日吐）14：30～　■会場：とちぎ健康の森1階大会議室　　｛参加人数：75名 

演題1：『MDCTにおける画像再構成の問題点と将来展望』 

講師GE横河メディカルシステム株式会社入江弘幸先生 演題2：『lVRの有用性一最近の奏功例を中心に』 

講師　厚生連下都賀総合病院 

放射線科部長　藤栄　寿雄先生 

袈‾■‘■t，、、増

第1演題は1975年CTが日本に導入され現在に

至るまでの歴史の研修であった。T－R方式：T－R方

式〔fan．beam〕：R－R方式など現在活躍中のMDCT

に至るまでの講義の中、ヘリカル〔スパイラル〕

CTが開発されてからの装置の進歩のスピードに

は今更ながら驚かされる。またMDCTにおける画

像再構成の問題点が提示され、GE横河メディカ

ルシステム社として問題点を解決する将来展望〔技

術〕の報告があった。

第2演題はⅠVR〔動脈系〕の経皮的血管塞栓術

経皮的血管拡張術ステント：ステントグラフト留

置術動注化学療法の研修であった。4肢：肺：肝

臓：腎臓：消化管の奏功例が提示されⅠVRによる

治療の重要性を改めて認識した。使用材料治療ま

でのアプローチの方法など懇切丁寧な説明があり

充分に習得できたと思う。最後にⅠVRに携わる診

療放射線技師は先読みできる技師の重要性が示唆

された。

4月中旬を思わせるような天気に研修よりレ

ジャーがいいなと考えてしまう程であったが、ほ

とんど空席がなく沢山の方々に受講いただきあり

がとうございました。また講師を務めていただい

た先生方に感謝申し上げます。

日向野　　勇
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■日時二平成20年3月1日吐）15：00～　■会場：上都賀総合病院　　■参加人数：18名 

日日　会員研究発表 
1「脳血流シンチグラフィ一における認知症診断支援ソフトeZISについて」 

上都賀総合病院　放射線科　牛久　誠会員 

2「当院における非造影MRAについて　～下肢領域～」 

濁協医科大学日光医療センター放射綾部　金田　幹雄会員 

賛助会員講演 

RSNA　2007速報セミナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　シーメンス技術員 

今回は、2地区として2回目の会員による研究発

表と、例年どおり賛助会員による講演が行われました。

初めに、核医学での脳血流SPECTにおける画像

統計解析ソフトeZISについて発表がありました。

このソフトを使うことで、健常者と比較し脳血流

の差を容易に表示できるようになります。脳の特

定部位の血流低下が認めやすくなることで、初期

の認知症の診断、特にアルツハイマー型認知症診

断に有用です。

次に、下肢領域の非造影MRAの発表がありま

した。2D－TOF（Time ofFlight）とFBI（Fresh

BloodImaging）の臨床画像とCT－Aとの比較で非

常に参考になりました。下肢MRAにおいてFBIは

有用であるが、検査時間が長いという欠点がある

そうです。

最後に、シーメンスより最新情報として一般撮影、

透視、血管撮影、CT、MRIなどのRSNA速報で、

特に心臓領域へのDualSource CTの有用な診断・

解析について講演いただきました。

2地区は会員数41名で、今回約半数近く参加い

ただき、ありがとうございました。今後も地域連

携で、技術的な情報交換などが数多く行われるこ

とを願います。

第2地区通信員　関口　克幸

‾－、■、

「　、、→＿
▲、一

〇
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平成20年度北開兼地域放射線技師学術大会・新潟大会演題募集

演題申し込み

開催日卜平成20年10月4（土）～5（日）　　　　　　申し込みはホームページ上から可能です。

会　場l朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター　　・演題受付開始　平成20年6月1日

〒950－0078

新潟市中央区万代島6ェ1

TEL　025（246）8400

主　催ト（社）日本放射線技師会

北開乗地域放射線技師会

開　催ト（社）新潟県放射線技師会

大会テーマー「ネットワークを活かして」

参加登録賃卜会員　2，000円

・締め切り　　　平成20年6月30日

・抄録締め切り　平成20年7月31日

大会事務局

社団法人新潟県放射線技師会内

新潟市乗区新岡山2丁目1－18

TEL・FAX　025（257）2255

E－mail：Office＠nia「t．jp

平成20年度　活動予定表 

月　日 �行　事　予　定 �月　日 �行　事　予　定 

20年 �あすた－と17号発行 �10／11～12 �放射線展 

5／10 ��10／31 �第4回三役会 

6／7 �日本放射線技師会第66回定期総会 �11／8 �第2回卒後教育講座 

6／14 �第1回卒後教育講座 �11／10 �あすた－と19号発行 

6／15 7／4 7／10 �第78回総会勤続20，35年表彰式 第2回三役会 あすた－と18号発行 �11／14 21年 �第4回理事会 あすた－と20号発行 

7／10～12 �第24回日本放射線技師会学術大会 �1／10 

7／18 �第2回理事会 �1／30 �第5回三役会 

9／5 �第3回三役会 �2／13 �第5回理事会 

9／10 �会誌99号発行 �3／2 �会誌100号記念誌発行 

9／19 �第3回理事会 �3／14 �第79回定期総会・第3回卒後教育講座 

10／4～　5 �北関東地域放射線技師会学術大会 �3／14 �第4回学術研究発表会 

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／ELmailtart＠ce．mbn．0r．jp 
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