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社団法人栃木県放射線技師会

情報誌

足利藤まつり（あしかがフラワーパーク）

た－亡

□日本最大の大藤まつりが、あしかがフラワーパークで4月中旬以降～5月中旬あたりにかけて開催

される。樹齢130年になる300畳ほどの大藤は圧巻である。藤まつりの夜はライトアップされ、また
一味違う美しさをみせる。そのほかにも、約83．000「ポの園内には四季折々の花が咲き乱れる花の楽

園である。

■巻頭言　会長就イ壬挨拶
｛l会　　告　第82回定期総｛l会　　告　第82回定期総会開催について
■会　　告　平成22年度第1回卒後教育講座開催について
■平成22・23年度役員人事
＋平成22・23年度各地区連絡員担当施設名一覧
』平成22・23年度地区別担当連絡員
■表　　彰　赤羽泉元会長が旭日双光章を授章
■報　　告　第81匝］定期総会開催報告
■l幸屋　　告　平成21年度第3回卒後教育講座開催報告
■報　　告　第5回学術研究発表会開催幸臣告
■報　　告　第1地区卒後教育講座開催報告
■報　　告　第2地区卒後教育講座開催季長告
｝報　　告　第5地区卒後教育講座開催幸犀告
l■事務局幸屋告
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このたび、理事会のご推挙を賜り、第81回総会におき

まして、社団法人栃木県放射線技師会の会長に選任いた
だきましたこと、非常な重責を感じております。茂木前

会長はじめ、監事、副会長、常務理事、理事、事務局の
矢野様のご指導のもと、会月の皆様のご協力をいただき
ながら、技師会活動に精一杯取り組む所存であります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

会長職2期4年の間、精力的な活動で多くの実績を重
ねてこられました茂木前会長の後任ということなので正

直荷が重いと感じております。至らぬ点も多いかと思い
ますが、前会長の功績を無にしないよう任期を精一杯や

り抜こうと思っております。引き続きのご支援・ご協力
を重ねてお願い申し上げます。

まず、今回の経緯をご説明いたします。茂木前会長と
は年齢も同じくらいであり、このまま副会長として前会

長を補佐し、次の世代にバトンタッチでさればと考えて
おりました。そんな折、茂木前会長の勤務先である足利
赤十字病院の移転という話が上がり、『業務多忙のため
技師会を疎かにしたくないので会長職を降りたい』との
話になりました。何とか思い留まっていただけるよう何

度も話し合いましたが、足利市始まって以来の大事業、
足利市民の『夢の架け橋』と言われる病院の移転という
事業を技師会が邪魔をしてはいけないということで、私
に話が回ってきた次第であります。そのような状況の

中、非常にありがたいことに、茂木前会長には、副会長
として引き続き会務を担当していただき、公益法人格取

得を目指して技師会を補佐していただけることになりま
した。前会長の勤務先であります足利赤十字病院の皆様
には、今回のことでご心配・ご迷惑をお掛けしたことを
この場をお借りしてお詫びするとともに、引き続きのご

協力を切にお願い申し上げます。
さて、新役員つまり、私どもに課せられた最大の目標

は、『公益法人格取得』であります。タイムリミットは、

平成25年11月30日まで、この期間中に栃木県放射線技師会
の進むべき方向を選択しなければいけません。『一般社団

法人に移行認可か？公益社団法人に移行認定か？』と二者
択一の選択しかありません。いま現在、社団法人栃木県放
射線技師会は、法律上『特例民法法人栃木県放射線技師
会』という地位におりますが、このまま何もしなければ技

師会は解散になります。ここで『一般と公益』の違いは、
『不特定多数の直接的利益』があるかないかであります。

簡単に言えば、技師の共益のためが一般社団であり、県民
の利益のためが公益社団になります。
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社団法人　栃木県放射線技師会

会　長　神　山　辰　彦

ここで重要なことは、医療専門職（職能団体）である
′■ヽ

本会の社会的使命を自覚することであります。『自らの
ために技能向上を目指すことが県民の医療福祉の向上に

寄与していくこと』を意識できるかどうかであります。

言い換えると、主体的・能動的に県民のために技能向上
を目指すこと。もっと強く言えば、私たちには技能向上
を目指す義務がある、とも言えます。

F会員の資質向上と技能向上の機会（場）の提供」こ
れが技師会の存在意義の一つであります。また、県民や

行政機関の窓口としての存在があり、公にアピールでき
るのは職能団体である技師会のみであります。このよう

な観点から、冠に公益が付くことは非常に意味があるこ
とであり、会月の励みになるものと信じております。

諸先輩方が苦労して築き上げてきた伝統と歴史のある
社団法人栃木県放射線技師会というブランドとプライド
を考えれば、公益社団法人を目指すことは自然なことで

あるし、過去を安易に否定し、誰でも設立できる一般法
人格取得に妥協することは意味をなさないと理解できる
のではないでしょうか。

県の法人格取得研修会や相談会に参加して感じたこと
は、公益法人格取得は非常にハードルが高いということ　．・一＼

であります。

新定款・新諸規程の作成・行政庁の公益認定等委員会
に対する公益事業の説明・公益事業費比率50％以上・経
理的基礎及び技術的能力（公認会計士・税理士の関与）
など、費用と時間もかかるし、私たちのような司法や経
理の素人集団では太刀打ちできない領域も多々ありま

す。相手のある公益認定（公益認定等委員会で認定され
なければならない）なので最悪の場合、一般法人格取得
という選択もあり得ることだと頭の隅に入れておかなけ

ればと思いますが、とにかく誠心誠意、力を尽くしてま
いります。

今回の公益法人制度改革は、会員の皆様が社会的使命
の再確認としての好機と捉えていただければ幸いと思い
ます。公益法人格取得の進捗状況は、技師会のホーム
ページ（会員限定サイト）に随時掲載していきますの

で、ぜひご覧いただき、ご意見・ご質問等をお寄せいた
だければと思います。

最後になりますが、『公益法人格取得』を目指して、新
役貞一同猛進する決意であります。従来の事業と並行しつ
つ、新規事業の遂行には、会月の皆様の連携と結束が必須

条件となります。会月の皆様のご支援とご協力を切にお願
い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。



平成22年度栃木県放射線技師会第82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。

′－ヽ
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記

日　時：平成22年6月12日出17時00分開会（16時45分受付）

会　場：ニューサンピア栃木

鹿沼市栃窪1255　TEL0289－65－1131

内　容：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21年度事業経過報告

第2号議案　平成21年度会計決算報告

第3号議案　平成21年度監査報告

第4号議案　その他

8．閉　　会

※総会に出席の際は、別送の総会資料をお持ちください。
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平成22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

用中とは存じますが、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6月12日仕）15時00分開会（14時30分受付）

会　場：ニューサンピア栃木

鹿沼市栃窪1255　TEL0289－65－1131

内　容：①「平成22年度診療報酬改定のポイントについて」

第一三供株式会社　医薬営業本部　北関東支店

癌・造影剤・消化器担当　北島　正則先生

②「Everyday3TMRlexaminationを実現するVantageTitan3T」

東芝メディカルシステムズ㈱関東支社

営業推進部MR担当　　　金子　敏伸先生

③「奮士フイルムの最新FPDシステムの最新動向」

立位FPD『CALNEO』

MMG装置『AMULET』

FPDDRカセッテ『CALNEOC』

富士フイルムメディカル株式会社

モダリティーソリューション部　北関東MS支援部

宮野　武晴先生

会囁理†：500円（会員および賛助会員）

意見交換会

日　時：平成22年6月12日出19時00分～

場　所：ニューサンピア栃木

（鹿沼市栃窪1255　TEL0289－65－1131）

参加費

会　員（宿泊＋意見交換会）13，000円

（意見交換会のみ）　7，000円

賛助会貞（宿泊＋意見交換会、意見交換会のみ）13，000円
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各地区連絡員担当施設名一覧　（平成22・23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・菅間記念病院・東芝メディカルシステムズ㈱ 
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・那須高原病院 

菅又病院・那須脳神経外科病院・中津川循環器科内科グノニック・尾形グノニック 

国際医療福祉大学塩谷病院・栃木県医師会塩原温泉病院・那須中央病院・矢板両病院・那須両病院 

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・猪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 

牛　久　　　誠 �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 �玉　木　礼　子 �栃木県済生会宇都宮病院・市役所民生部健康課・比企病院・宇都宮市医療保健事業団 

吉川整形外科・県立岡本台病院・柴病院・宇都宮記念病院・星脳神経外科 

藤井脳神経外科病院・飯田病院・栃木県厚生農業組合連合会・小野整形外科 

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 

佐　藤　　　宏 �栃木県立がんセンター・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・生協ふたば診療所 

佐々木記念クリニック・北宇都宮駐屯地医務室・宇都宮整形外科内科クリニック 

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 �㈱放技研 

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㈱・日産自動車健康保険組合栃木地区診療所 
本田技術研究所四輪R＆Dセンタ一・本田技研真岡工場健康管理センター 

4地区 �大　川　公　利 �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・みくりや整形外科 

長崎病院・足利第一病院・大岡胃腸内科医院・鹿島整形外科 

常見町クリニック 

長　沢　雅　史 �佐野市民病院・佐野医師会病院・亀田医院・長島医院 
かみもとスポーツクリニック 

和　田　倫　行 �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合・光南病院 

星野病院・小山整形外科内科 

大　垣　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・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22・23年度）

地区 �連絡員名 �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 �〒32ト1261 日光市今市381 �0288（22）2200 

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

牛　久　　　誠 �上都賀総合病院 �〒322－0036 鹿沼市下田町1－1033 �0289（64）2161 

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

3 �玉　木　礼　子 �栃木県済生会宇都宮病院 �〒321－0974 宇都宮市竹林町91ト1 �028（626）5500 

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

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

渾　　　佳　延 �㈱放技研 �〒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1ト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 �大　川　公　利 �足利赤十字病院 �〒326－0808 足利市本城3－2100 �0284（21）0121 長　沢　雅　史 �佐野市民病院 �〒327－0317 佐野市田沼町1436 �0283（62）5111 

和　田　倫　行 �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 �〒320－0498 下野市薬師寺331ト1 �0285（58）7149 

外　石　　　充 �自治医科大学附属病院 �〒320－0498 下野市薬師寺331ト1 �0285（58）7149 

㈱栃木県放射線技師会事務所 ���〒320－0033 宇都宮市本町12－11栃木会館2F �028（625）7979 
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本会元会長の赤羽　泉氏は、平成22年春の叙勲において旭日汲光章を受章され

ました。旭日双光学は、国家または公共に対し功労がある方のうち、功続の内

容に着日し、顕著な功鏡を挙げた方に対して授与されます。

赤羽氏は、昭和14年10月16日生まれで、現在71歳になられます。城西レント

ゲン技術専門学校を昭和37年9月に卒業後、診療エックス線技師免許を取得さ

れ、栃木県厚生農業協同組合連合会下都賀給食病院に勤務されました。昭和57

年4月より栃木県放射線技師会理事に就任され、その後、平成2年4月より副

会長、平成6年4月より平成18年3月までの12年にわたり会長を歴任され、都

合24年問の長きにわたり本会の発展に心血を注いでこられました。また、平成

6年4月より平成10年3月までの4年問、日本放射線技師会理事を歴任するな

ど、日本放射線技師会の発展にも大きな責敵をされました。

平成14年にはそれらの功結により厚生労働大臣表彰を受賞され、このたび、

めでたく叙勲の栄に浴されることになりました。

このたびの叙勲を会員の皆様と共に心からお祝い申し上げますとともに、赤羽

氏の今後益々のご発展とご健勝をお祈りいたします。
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開催日時

開催場所

正会員総数

出席会員数

書　　　記

議事録署名人

ノ′■＼

平成22年3月14日（日）13：30

国際医療福祉大学0棟講義室（大田原市北金丸2600－1）

470名（平成22年3月14日現在）

297名（内訳：本人出席者41名、委任状出席者222名、書面表決出席者34名）

福田敏幸

野澤幸二、牧島正道

副会長の神山辰彦による開会挨拶に続き、総会運営委員長の島田智彰が、本日午後1時時点の正会貞総

数と出席者数を報告し、本会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

黒清、書記に福田敏幸、議事録著名人に野澤幸二、放鳥正道が選出された。

第1号議案：平成22年度事業計画（案）及び第2号議案：平成22年度予算書（案）について会長及び財務部

長が説明し、会場より質問もないため、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22年度スローガン（案）について議長が資料に基づき読み上げ、そのまま採決を行い、

賛成多数で承認された。

第4号議案：公益社団法人移行について会長が提案理由を説明し、会場より質問もないため、議長が採

決を行い、賛成多数で承認された。

第5号議案：その他について議場に諮ったところ、特になかった。

第6号議案：平成22・23年度役員選挙について、議長の求めにより選挙管理委員長の須藤雅彦が平成22・

23年度役員候補者として、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

ノーヽ　　理し、平成22年3月1日に候補者名の公示を行ったと報告した。

続いて、役員の選挙に移り、役員選出規程第4章、第14条（無投票当選）「総会において無投票当選者を

定めることができる」の規程により、会長以外の役貞当選が認められた。また、会長については「出席会

貝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

者神山辰彦の当選が認められた。

以上、議事がすべて終了し、副会長の野津幸二による閉会挨拶で散会となった。



■日時：平成22年3月14日（日日4：00～　●会場：国際医療福祉大学　0棟講義室 

■参加人数：約150名 

－ 
特別講演l － 

「技師教育制度の現状と問題点」 

講師：国際医療福祉大学　放射線・情報科学科　学科長　佐々木　博先生 

長年、診療放射線技師教育に携わっていらした

先生より、技師教育制度の現状及び問題点をわか

りやすく講演していただいた。

カリキュラムの変更など教育制度の変遷から学

生の細かなことまで、技師養成機関などの統計や

先生のさまざまなネットワークを利用した数値を

引用した講演には、たいへん興味深く聞き入った

会員も多かったのではないでしょうか。

技師教育機関が抱える問題も山積みであり、最

近の学生の学力低下の問題でも、現場での教育が

足りないのか、入学者のレベルを上げるべきなの

か等、苦悩がうかがえる内容であった。

初めての県北での教育講座開催であり、会員の

集まりが心配されたが、広い会場であるにもかか

わらず、ほとんど

空席がないくらい

に多くの方々に受

講していただきあ

りがとうございま

した。また、この

場をお借りして講

師を務めていただ

いた先生及び国際

医療福祉大学関係

の方々に感謝申し

上げます。

学術部　小　野　光　也



ノー■＼

昨週のぐずついた天

気から一転して春の気

配が強く感じられるよ

うになり、心配されて

いた雪も無縁の晴天に

恵まれた中、3月14日

に第5回学術研究発表

会を開催しました。場

所は、今回いつも遠方

よりの参加となる県北

▲開会宣言をする

神山副会長

の会員を考慮し、国際医療福祉大学0棟講義室を

お借りしました。設備などがすべて整っていてす

ぼらしい施設でした。参加登録者約100名と学生

の参加者約50名で技師会事業としては多数の参加

を得ました。役員の前日からの準備の中、神山副

会長の開会宣言で会を始めました。

演題数は12題で

そのうち2題が学生

の発表となりまし

た。学生の発表は

唾液の分泌量を左

右する因子の研究

や携帯電話の電波

が電子ポケット線

量計に及ぼす影響

といった内容で、働

き始めたらあまり気

がつかない分野で

あり、技師の大学教

育があまりなかった

世代の人間として

は大学の幅広い教育に感心しました。

こういう研究を学生時代から行っている技師が

多くなっていくことは技師会の将来も明るいなと感

11

じました。昨今CT、MRの演題が目立つ中、治療、

管理、透視など幅広い発表があり盛会となりまし

た。

22年度より栃木県内では足利赤十字病院を始

め、大田原赤十字病院、下都賀総合病院など施設

の移転計画が進みます。我々放射線技師も移転準

備に携わることになり研究をする時間がなくなる

という声も多く聞かれます。しかし、当学術部と

しては病院移設に伴う苦労話やこれだけはしっか

りやらなければいけないという点、また、実際に

計画が始まってから軌道に来るまでの経緯なども

発表していただき、今後移設を行う施設の参考に

できればと思います。

最後に紙面で失礼とは存じますが、発表会の会

場を快くお貸しいただきました国際医療福祉大学

棟、また、開催に際し協力いただきました皆様方

に深くお礼申し上げます。

学術部長　柳沢　三二朗



●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

医療現場におけるリスクマネジメントに関して、

実際に起こった症例を交えながら講演をいただきま

した。医療の現場には①専門性に富んでいる②対象

が見えにくい（勤個人差がある④常時変化するなどの

特性があり、その中で（ヨエラー発生の確率を下げる

（ヨエラーが事故災害につながることを防ぐ（卦事故に

よる被害を最小限にくい止めるように努力をしてい

く必要があります。では、どうすればエラーは減る

のか？今回の講師の土屋先生も①再確認（参ダブル

チェックなどの様々な手段をとっても100％絶対で

はないと述べられていました。また、様々な講演等

を参考にしても、実際の職場の現場に戻ると、それ

らを実際にどう生かせばいいのかわからないことが

多いとも述べられていました。しかし、今回の講演

もそうですが、その内容には改めて重要と感じさせ

られることが含まれています。その中で、今回は、

人間個人は『前提条件が頭の中に入っていてその中

からなかなか脱皮できない。「こうだ」と思ってそ

こからスタートしてしまう。』ものだということを

再認識し、『職場の現場ではコミュニケーションが

非常に大切である。』ということを充分に考えて行

動していこうと思いました。

●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　繋明

大田原赤十字病院において実際に施行されている

AI（AutopsyImaging）を紹介してもらいながら講

演をいただきました。現在、CTの検査件数は月平

均約800件、そのうちAIを目的としたCTは月平均約

8件とのことです。プロトコールは、頭部から体幹

部を撮影し、5mm厚の再構成で軟部条件・骨条件・

air条件のAxial画像を作成、特に頭頚部に関しては

2mm厚の再構成で骨条件のSagital画像も作成してい

るとのことです。2005年の8月から現在までに行わ

れた件数は350件で非外傷の件数は309件。そのうち

所見ありとされた症例は65件、約21％の割合だそう

です（日勤帯においては放射線科医が報告書を作

成）。死亡後の変化の読影のポイントとして、頭部

における血液沈下・脳浮腫・眼圧低下・腐敗、体幹

部における血液沈下・右心系拡張・大動脈壁高吸収

域化、蘇生後の変化としての脳血管内ガス・肺挫傷

などに起因する画像の変化が挙げられました。

●第3演題『線量測定器を使いこなそう
一測定原理と測定方法－』

講師　㈱千代田テクノル　アイソトープ事業部

浅見　文克先生

サーベイメータの種類と諸特性、サーベイメータ

の取扱、測定値の評価、測定の意義と校正の重要

性、ガラスバッジによる環境線量測定などについて

講演をいただきました。サーベイメータに関して

は、空間線量（率）測定用と表面汚染測定用に分類

し、電離箱サーベイメータ、シンチレーションサー

ベイメータ、GMサーベイメータ、中性子サーベイ

メータについて、それぞれのエネルギー特性や方向

特性、測定範囲などについての解説をいただきまし

た。また、実際にいくつかのサーベイメータを持参

していただき、測定時における注意点なども具体的

に解説していただきました。

最後にこの場をお借りして講師の先生方、演者の

方に御礼を言わせていただきたいと思います。

第1地区副理事　清　田　　　宏
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1日時：平成22年1月30日（土日4：30～17：00

1会場：濁協医科大学病院　3階大会議室

1参加人数：40名

■内容：RSNA2009（第95回北米放射線学会）の速報

掲協医科大学病院施設見学会

′■ヽ

ノ■■ヽ＼

今回は、猫協医科大学病院において賛助会員

メーカー4社によりRSNA2009（第95回北米放射

線学会）の最新情報の講演会をしていただきまし

た。はじめに、GEのCTでは、1管球で140kvpと

80kvpを高速に切り替えてデュアルエナジー画像

が得られます。また、Ⅹ線検出器に宝石のガー

ネットを使用することで高空間分解能になりまし

た。シーメンスでは、2管球によるデュアルソ‾

スを用いて心臓CT検査の有用性が示されまし

た。東芝では、320列のCTの0．5mm高分解能撮影が

可能で、各メーカーともにMRは大口径のオープ

ンボアになってきているようです。また、3Tか

ら7Tの高磁場が登場しています。最後に、コニ

カではCRカセッテを一般用・マンモ用・小児用

として開発され、フラットパネルの表示が最速2・5

秒になっています。医療用モニタ表示の品質管理

の必要性とQAガイドラインを説明してもらいま

した。

RSNA2009の概要や4社の最新情報に触れるこ

とで、現在及び今後の装置やシステムの発展状況

を知ることができました。

講演終了後は、会場となった凋協医科大学病院

様のご好意により施設見学会を行いました。一般

撮影・CT・血管撮影などの各種検査室を検査方

法なども含めて、丁寧に説明していただきまし

た。やはり、他施設の機器・設備を見せていただ

くのは非常に勉強になり、日ごろ疑問に思ってい

ることや検査方法などの意見交換ができ、とても

有意義な時間を過ごすことができました。

今回、多くの会員に参加していただいたことを

感謝いたします。

今後も地区卒後教育講座が盛り上がるよう、よ

り多くの会員の積極的な参加を希望いたします。

通信委員　開　口　克　幸
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■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I

『参加人数：40名

◇講演1『病院と警察』

講師：黒崎　昭世

自治医科大学附属病院　経営管理課主査

講師は元警察官であり、現在、病院内において

発生する患者様と病院職員のトラブルの解消：ク

レーマーの対応などの業務を主な仕事としている

そうです。私どもの病院にはない職種の方です。

患者様に安心して治療を受けていただくには高

度医療ばかりでなく良質な療養環境を提供し、職

員も安心して働くことができる環境を整備するこ

とが質の高い医療サービスを提供する上で重要な

ことです。

もし被害に遭ったときの対応の仕方〔加害者か

ら距離をとる・応援を呼ぶ・記録に残す等〕を今後

病院でも役立てたいと思います。

また、クレーマーへの対応など、現場で対応し

ている講師の方のお話なので実践的で、そんな場

面に遭遇したときは役立つと思います。

14

◇講演2『造影剤の適正使用ガイドラインについて』

講師：古内　康太

医薬部　造影剤領域室（エーザイ株式会社）

画像診断において造影剤の必要性は誰もが知る

ことです。検査目的の薬剤であるため、副作用の発

生をできる限り最小限にするためにESURによる造影

剤ガイドライン7，0改訂版に変更され研修しました。

主要な変更点として①腎機能が正常なメトホル

ミン服用糖尿病患者のためのガイドラインが簡略

化され　②腎機能の指標として血清クレアチニン

よりもeGFRが適するとし　③腎性全身性繊維症

と細胞外液性ガドリニウム造影剤に関するガイド

ラインが盛り込まれました。

造影剤を画像診断に利用する技師は、造影剤の

適正使用ガイドラインを理解し、副作用がないよう

に努め、診断価値の高い画像の提供を心がけたいと

思います。

最後に研修会の講師を務めていただいた黒崎昭世

様・古内康太様に感謝申し上げます。参加いただいた

会員の皆様、業務終了後の教育講座開催にもかかわ

らずたくさんの方のご参加ありがとうございました。

第5地区理事　日向野　　勇



第26回放射線技師総合学術大会
第15回束アジア学術交流大会

日　時：平成22年7月2日（金）～4日（日）

会　場：東京国際フォーラム

千代田区丸の内3丁目5番1号

参加萱韓：平成22年6月20日まで　参加登録費　5．000円

平成22年6月21日以降　参加登録費10′000円

主　催：社団法人日本放射線技師会

大会ホームページ：http：／／www．jart」P／26／indexhtml

平成22年度関東甲借越放射線技師学術大会
一般演語募集

≪要　項≫

会　期：平成22年10月9日（土）、10日（日）

会　場：前橋テルサ（前橋市千代田町2丁目5番1号）

開　催：社団法人群馬県放射線技師会

大会テーマ：「未来を見すえた放射線技師

～継続と改善～」

大会ホームページ：

http：／／plaza．umn．aC．jp／～gart／GARlJndex．html

≪演題申込み≫

演題萱録期間：平成22年3月1日（月）～6月30日的

演題応募方法：

＊インターネットからのオンライン登録となります。

他の方法での受付はいたしませんのでご了承くださ

い。

＊大会ホームページの演題募集へアクセスして、案内

にしたがって登録を進めてください。

＊演題申し込み時に、研究内容概要を400字以内で入

力してください。

＊演題の採否のお知らせ後、抄録原稿を提出していた

だきます。
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活　動　内　容

あすた－と24号発行

放射線展

日本放射線技師会第68回定期総会

全国会長会議

第1回卒後教育講座

第82回総会　勤続20、35年表彰式

第26回放射線技師総合学術大会

第2回三役会

会誌102号発行

第2回理事会

第3回三役会
第3回理事会

関東甲信越放射線技師学術大会

あすた－と25号発行

第2回卒後教育講座（公開講座）
第4回三役会

第4回理事会

あすた－と26号発行

第5回三役会

第5回理事会

第5回学術研究発表会抄録集発行

第83回定期総会・第3回卒後教育講

座・第6回学術研究発表会

公益法人取得委員会は、適時開催する

編集・発行　　発行人　神　山　辰　彦 
社団法人　栃木県放射線技師会 
〒320－0033　宇都宮市本町12番11号　栃木会館2階 

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．orjp 
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