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社団法人栃木県放射線技師会

情報誌

ザセンソウ

薗サトイモ科の多年草で、僧侶が座禅を組んでいる姿に見えることから名づけられた。

大田原市北金丸地区は、熊川、蛇尾川（さびがわ）の伏流水が湧出する湿地帯であり、大田原市

指定天然記念物になっている約2万株のザゼンソウが自生している。

毎年、2月中旬～3月中旬に見頃を迎える。

■巻頭言　新年の挨拶
■告　　示　社団法人栃木県放射線技師会役員選挙告示
■会　　告　第81回定期総会開催について
■会　　告　第5回学術研究発表会及び第3回卒後教育講座開催について
■報　告　平成21年度関東甲信越放射線技師学術大会東京大会参加報告
■報　告　平成21年度第2回卒後教育講座（公開講座）開催報告…
■報　　告　平成21年度第4地区卒後教育講座開催報告日
■報　告　平成21年度第2回マンモグラフイ研究会開催報告・
●お知らせ　第6回栃木県放射線技術研究会
』事務局報告
■lNFORMATlON
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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。

初春を会員と共に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。

会長職も4年間が過ぎようとしています。これも偏に会員のご理解とご支援の賜物と思っております。

平成21年3月には情報誌も100号を迎え、一新された情報誌101号を会月へ配布することができました。

そして、今年の干支は「寅年」です。

「寅」というと十二支の三番目、方角の名は東北東、時刻の名は今の午前4時ごろ、ちょうど夜明け前

を表します。寅年の『語源由来辞典』では、本来の読みは「いん」。「引（のばしひく）」「伸（のば

す）」と同系の語で『漢書律誌』では草木が伸び始める状態を表すと解釈されています。年明けからの新

たな出発と進歩を思わせます。

この「寅」を「虎（とら）」としたのは、庶民に十二支を浸透させるために動物の名前を当てたもので

あると言われています。

また、西暦を12で割って余りが6となる年が寅年です。今年の寅年は、十干十二支で庚寅（かのえと

ら）です。この庚寅は「騎虎」といい千里を走る虎とも言われています。

私たちの業務である放射線技術開発も加速化し、千里を走る虎のような状況にあります。しかし、千里

の道も一歩からとも言います。

今年度も残り少なくなってきましたが、会員のご協力のもと無駄のない時を過ごし、一歩ずつ有意義な

会務運営をしていきたいと思います。

最後に会月の皆様のご健勝を祈念して、新年のご挨拶といたします。

平成22年　元　旦
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社団法人　栃木県放射線技師会

選挙管理委員会　委員長　須藤　昌

選　挙　公　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公示します。

記

1．役員定数

会長

副会長

監事

理事 （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22年　2月15日（月）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81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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平成21年度　栃木県放射線技師会第81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22年3月14日（日）13時30分開会（13時00分受付）

会　場：国際医療福祉大学0棟講義室

（大田原市北金丸2600－1）

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．書記並びに議事録著名人選出

6．議　　事

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

第6号議案

7．閉　　会

平成22年度事業計画（案）

平成22年度予算書（案）

平成22年度スローガン（案）

公益社団法人移行承認について

その他

役員改選選挙

※総会に出席の際は、別送の総会資料をお持ちください。

4
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㈱栃木県放射線技師会、第5回学術研究発表会、及び第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

日　　時：平成22年3月14日（日）10時00分（9時30分受付）

会　　場：国際医療福祉大学　0棟講義室

（大田原市北金丸2600－1）

内　　容：●特別講演（第3回卒後教育講座）

「技師育成制度の現状と問題点（仮）」

〈講師〉国際医療福祉大学　教授

佐々木　博先生（放射線・情報科学科学科長）

●一般演題発表

「研究発表Ⅰ（CT、マンモ、透視）」

「研究発表Ⅱ（MR、CT、血管造影）」

「研究発表Ⅲ（治療、核医学、測定）」

＊詳細はプログラム・抄録集を参照

会場整理責：500円（学生は無料）

以　上

※生涯学習カウントが付与されますので、技師格カードを持参してください。
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9月26日仕上27日（日）の2日間にわたり、東京都

江戸川区にあるタワーホール船堀にて関東甲信越

放射線技師学術大会が開催されました。昨年まで

は北関東、南関東地域それぞれに開催していまし

たが、今年から合同での開催になり1都9県の大

きな学術大会となりました。

今年の学術大会は東京都が開催を担当しました

が、一般演題125題のほか、特別講演、公開講

座、シンポジウム、ランチョンセミナーなど盛り

だくさんの内容でした。

シンポジウムは4つのテーマで開催され、私は

そのうちの1つ、「公益社団法人への道」のシン

ポジストを担当しました。

平成18年6月2日に「公益法人制度改革関連三

法」が公布され、昨年の12月1日に新制度として

施行されました。この制度の施行により平成25年

11月30日までの5年間の移行期間に「公益社団法

人」への移行認定か、「一般社団法人」への移行

認可のどちらかを受けなければ、現在の法人組織

は解散となります。そのため現在、日本放射線技

師会をはじめ、全国の都道府県技師会が移行準備

を進めている状況です。

今回のシンポジウムでは、「公益社団法人」も

しくは「一般社団法人」への移行の取り組みにつ

いて1都4県（東京都、埼玉県、千葉県、山梨県、

栃木県）が現在の進捗状況及び問題点等を報告

し、会場参加者を交えて意見交換を行いました。

狭い会場ではありましたが、立ち見の人が出る

ほどの盛況ぶりでした。参加者の多くは各都県技

師会の役月の方々だとは思いますが、それだけ各

技師会は移行準備に苦慮していることがうかがわ

れました。

現時点で移行認定もしくは認可を完了した放射

線技師会は一つもないですが、移行準備の進捗状

況は各都県さまざまで、「公益社団法人」への移

行を目指している東京都や埼玉県は、すでに改正

定款案を作成し会員への広報を行い、意見を集め

ている段階でした。

千葉県は、公益事業における収益が多いことか

ら「一般社団法人」への移行を考えているそうで

す。平成13年に社団法人になった山梨県は、法人

化してから10年足らずであり、現在の法人格を取　ノ′＿、

得するまでの困難さから、再び「公益社団法人」

への移行を行うことに対して会員の協力が得られ

るかが心配であるとのことでした。

栃木県はシンポジウムの段階では公益法人格取

得委員会の活動を始めたばかりであり、移行申請ま

でのタイムスケジュールを作成し、定款改正案の作

成に着手した段階であることを報告しました。

各技師会からの報告によりさまざまな課題等が

浮き彫りになり、各都県所管官庁の対応や認識に

も違いがあることがわかりました。今後も情報や

意見交換を相互に行い、協力していくことを確認

してシンポジウムを終了しました。
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■日時：平成21年11月7日（土日5：00～　｛会場：栃木県立がんセンター講堂 

■参加人数：会員63名、非会員（学生）14名 

一般公開であった第2回卒後教育講座は各分野の最新技術の紹介が行われ、会員はもとより非会員の方々 

の参加も多く見られ大盛況の講座となりました。 

′－、

演題1：「デジタルマンモとトモシンセシス」

演　者：船木新妻先生（GEヘルスケアジャパン）

GEの最新のマンモ撮影装置はFPDを搭載し

ており、そのために従来のSF系やCRよりも被

ばくが少ない上に高画質が得られます。

また、トモシンセシス（断層撮影）が可能なた

め、（∋病巣検出率の向上②再検査率の低下③生検

率の低下を実現させました。会場から被ばくに関

する質問があり、従来の正面と側面の約2枚分だ

そうです。今後の課題は、データ一畳が従来の約

10倍あるため画像再構成に時間が要することや、

その保存方法についてなどがあるそうです。

演題2：「新たなるDua暮SourCe⊂Tへの挑戦」

演　者：吉田博和先生（シーメンス旭メデイテック）

シーメンスでは、次世代型Dual Source CTの

「SOMATOM Definition Flash」についての講演

がありました。128スライスを2基搭載し、最速

0．28秒という超高速回転を実現させたため、頸部

から骨盤までの撮影は約1．5秒で終了し、心臓に

7

至っては約0．29秒で撮影が終了するそうです。こ

れにより、息止めが不可能な患者や小児の撮影、

不整脈の患者に対してもクオリティーの高い検査

が可能となりました。

会場からのアーチフアクトに関する質問に対し

ては、動きによるものについてはほぼ解消されま

したが、金属アーチフアクトについては今後の課

題だそうです。

演題3：「進化するフラットパネルデイテクタ」

演　者：武田清先生（キヤノンマーケテイングジャパン）

FPDの最新技術についての講演でした。

最新のCXDIシリーズは従来機と比較して約

30％の軽量化と約35％の薄型化を実現させまし

た。また、デタッチヤブルケーブルのためポータ

ブル撮影には非常に便利であり、ケーブルの差し

替えにより一つのパワーボックスで複数のセン

サー接続が可能になりました。

さらに、撮影後約3秒で画像が表示され、15秒

後には次の画像が表示できるというリアルタイム

リアルイメージを実現しました。



■日時：平成21年12月5日（土）15：00～17：30　■会場：佐野厚生総合病院　講義室2 

■参加人数：26名　●内容：会員による意見・情報交換を目的とした座談会 

■テーマ 
1．MR乳腺撮像の実際　　　　　　　　　　　2．⊂T撮影の疑問に答えて（アンケート調査を中心に） 

●座長　　足利赤十字病院　　中室　智之　　　パネラー　佐野市民病院　　植木　　寛 
パネラー　佐野市民病院　　長沢　雅史　　　　　　　　佐野厚生総合病院　江原　信隆 

佐野厚生総合病院　田中　潤子　　　　　　　　　足利赤十字病院　　久保田健夫 
足利赤十字病院　　早乙女加苗 

テーマ1では0．5、1．0、1．5Tと各施設静磁場の

異なった装置でMR乳腺撮像の実情をパネラーの

方々に発表していただきました。検査件数や検査

時間、撮像体位、乳腺検査におけるMRIの位置

づけや目的、撮像シーケンス、脂肪抑制方法、造

影方法、利点や今後の課題など、各施設とも装置

の性能を最大限に生かし、そして大変工夫された

撮像方法を貴重な臨床画像をもってわかりやすく

解説していただきました。装置や使用機器、撮影

室の風景や検査の流れをプロモーションビデオに

て、また、検査に対応するスタッフはすべて女性で

行っているなど各施設での特徴ある取り組みを紹

介していただき大変興味深い講演となりました。

テーマ2では地区会員からよせられたアンケー

ト調査の回答を3名のパネラーの方々に解説して

いただきました。基礎的な質問から日常検査に携

わり疑問に思っていたことなど17項目の質問に対

し、定義・理論、各施設で行われた数々の実験

8

データや数式、臨床画像と臨床経験談を交え大変

わかりやすく説明していただきました。被ばくの

低減や造影剤に対する注意事項、急性腹症の撮影

に求められること、造影CTの撮影タイミングや

造影剤投与の標準化、適正化、再現性、医療事故

対策など装置の多列化、そして技術革新がめまぐ

るしく変動していく中でCT撮影の基礎・原理的

理解、診断能力の高い画像提供の重要性を再認識

させられる有意義な講演となりました。

今回の講座では地区会貝が主体となり各施設の

検査への実情を理解し、疑問や質問を解決するこ

とによって意見や情報を共有し、同時に会員の親

睦も深めることができる座談会となりました。

最後に、本講座の開催にあたりアンケート調査

にご協力いただきました地区会貝の皆様、そして

ご参加くださった皆様、役貞の方々に心より感謝

申し上げ開催報告とさせていただきます。

第4地区理事　島　田　智　彰



■日時：平成21年10月3日（土）14：30～17：00

■会場：栃木県済生会宇都宮病院　グリーンホール　マンモグラフイ撮影室

■参加人数：25名

■内容：マンモグラフイ標準撮影法

十五夜も過ぎ、読書の秋となった10月3日出

に、栃木県済生会宇都宮病院のグリーンホールに

て、平成21年度第2回マンモグラフイ研究会を開

催いたしました。

最初に、玉木礼子会員によるマンモグラフイ標

準撮影法、追加撮影法の講義を受け、次に、マン

モグラフイ撮影室に移動して、実際のポジショニ

ングを2班に分かれて実習しました。

ポジショニングは基本にのっとり行っているつ

もりでも、自己流になっていることに気づかない

ことや、特殊な体型（鳩胸、ロート胸など）にお

いてのポジショニングのテクニックなどは講習会

で学ぶことが大切です。基本のポジショニングを

しっかりマスターすることから始めました。正し

／一、　いポジショニングを学んだ後に各自が撮影時に

困ったことを発表して対処法を討論したり、特殊

撮影の仕方などを学びました。

平成22年度

第1回マンモグラフイ研究会開催のお知らせ

日時：平成22年6月5日仕）

14時頃（時間はまだ未定です）

栃木県済生会宇都宮病院　グリーンホール

乳腺エコーの勉強会

講義1時間
ファントムによる実習1時間を

予定しています。

☆詳細は、後日郵送にてお知らせいたします。
マンモグラフイ研究会世話人代表

武　藤　美　子
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第6回栃木県放射線技術研究会を下記の要領で開催させていただきます。

ご多忙中のこととは存じますが、ぜひご出席賜りますようご案内申し上げます。

◆日時：平成22年2月26日㈱18：45～　◆会場：宇都宮東武ホテルグランデ　◆参加費：500円

◆代表世話人　濁協医科大学病院　　　　　坂本　知志

◆当番世話人　足利赤十字病院　　　　　　茂木　常男

大田原赤十字病院

◆世　話　人　自治医科大学附属病院

栃木県済生会宇都宮病院

栃木県立がんセンター

下都賀総合病院

上都賀総合病院

手塚　章一

寺門　秀司

北條　昌一

野三軍　幸二

稲葉　康夫

小野　光也

栃木県放射線技師会学術部　柳沢三二朗

「至適造影法アンケート結果報告」（18：45ト19：00）

テーマ　「肝臓ダイナミック⊂T検査」

パネルディスカッション（19：00ト20：00）

エーザイ株式会社

座長　　栃木県済生会宇都宮病院　小林　　桂先生

○パネラー

10列⊂Tによる肝ダイナミック撮影の当院での現状　　　　　芳賀赤十字病院　高橋　伸彰先生

列数変化における造影剤注入条件変更の必要性について　宇都宮社会保険病院　赤羽根　誠先生

自治医科大学病院における肝臓⊂T検査について　　　　自治医科大学附属病院　岩佐　英範先生

○ディスカッション　　　　（コメンテーター　大阪医科大学　中央放射綾部　吉川　秀司先生）

特別講演（20：00ト21：00）

「未定」

座長　　栃木県立がんセンター　萩原　芳広先生

大阪医科大学　中央放射綾部　吉川　秀司先生

※会終了後、立食による情報交換会をご用意しております

〈共催〉拙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21年度　第1地区卒後教育講座

日　時：平成22年1月30日（土）～31日（日）

1／3014時00分　受付

14時30分　教育講座

18時30分　情報交換会

1／318時30分　施設間業務連絡会議

会　場：那須スポーツパーク

栃木県大田原市湯津上2745

TEL．0287－98－2811

内　容：第1演題『医療事故と私』

〈講師〉国際医療福祉大学　准教授

土屋　　仁先生

第2演題『当院におけるAlの運用』

〈演者〉大田原赤十字病院

中野　繁明

第3演題『線量測定器を使いこなそう
－測定原理と測定方法－』

〈講師〉（碗千代田テクノルアイソトープ事業部

浅見　文克先生

参加費：12′000円（会場整備費、会議費、宿泊費を含む）

※1月30日（土）の教育講座のみ参加の場合は

500円（会場整備費）なお、学生は無料。

☆不明な点については、大田原赤十字病院放射線科まで

〈TEL．0287－23－1122　内線2611〉

平成21年度第3地区卒後教育講座開催中止について

会員の皆様には、第3地区卒後教育講座の開催について

ご案内をいたしましたが、会場となります栃木県済生会

宇都宮病院において、近頃の新型インフルエンザの感染

拡大に鑑み、院内において多数の参加者による不要不

急の研修会・講習会開催について自粛していただきたい

旨、通知がありました。そこで、平成21年11月11日鯛に予

定されておりました、平成21年度　第3地区卒後教育講座

について開催を自粛し、無期限延期とさせていただきま

した。会員の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたします

が、ご理解を賜りますようお願い申し上げますム

第3地区理事　大築　慎一

12

平成21年度第2地区卒後教育講座

日　時：平成22年1月30日（土）14：30～

（受付14：15～）

会　場：猫協医科大学病院　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：RSNA2009（第95回北米放射線学会）

速報（メーカー4社）
・シーメンス旭メディテック麻）

・東芝メディカルシステムズ（林）

・GEヘルスケア・ジャパン麻）

・コニカミノルタヘルスケア（樵）

※講演終了後、「猫協医科大学病院施設見学会」を

開催いたします。

平成21年度∵第5地区卒後教育講座

日　時：平成22年2月5日（金）18：30～

会　場：自治医科大学附属病院　臨床教室1
北口から入り、2階にあります。（下記案内図を参照）病院内

からはわがノにくいので、北口から入ることをお勧めします。

参加費：無料

内　容：講演1「病院と警察」

〈講師〉　自治医科大学　経営管理課主査

黒崎　昭世様
病院内でのクレーム対応についてのお話です。実際の事例に基づ

いてお話してくだきるので、現場対応の参考になると思います。

講演2「造影剤の適正使用ガイドラインについて」

〈講師〉エーザイ（株）医薬部造影剤領域室

古内　康太様
今年になり改定された、ガイドラインについてのお話です。
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社団法人　栃木県放射線技師会 
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