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社団法人栃木県放射線技師会

情報誌

とちぎ秋まつり（栃木市）

函栃木市の「蔵の街大通り」を主会場に行われる祭りで、明治期に江戸日本橋にあった「静御前の山

草」や宇都宮にあった「諌鼓鶏の山車」を栃木の商人が買い取り、明治7年に栃木県庁で行われた

神武祭で披露したことを起源とする。

この山車祭りを主催事とした「とちぎ秋まつり」は、隔年で開催され、今年11／13仕）、11／14（日）の

2日間開催される。

｛会　　告　平成22年度第2回卒後教育講座（公開講座）開催について

■会　　告　第6回栃木県放射線技師会学術研究発表会演題募集…

■報　　告　■■赤羽泉氏旭日双光章受章祝賀会より‖　発起人挨拶・‥

●報　　告　日赤羽泉氏旭日双光章受章祝賀会より‖　返礼の謝辞…

●報　　告　日第50回栃木県公衆衛生大会公衆衛生団体活動功労者‖

知事感謝状を受賞して

■事務局報告
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平成22年度栃木県放射線技師会第2回卒後教育講座（公開講座）を下記のとおり開催

いたします。

つきましては公務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11月6日仕）15時00分開会（14時30分受付）

会　場：宇都宮市文化会館　第1会議室

〒320－8570栃木県宇都宮市明保野町7－66

TEL028－636－2121

講　師：猫協医科大学病院　救命救急センター

准教授　和気　晃司先生

演　題：「栃木県ドクターヘリの現状」

なお、講演会は公開講座として一般の方々の参加が自由となっております。

桜二　　　　大通。④ 
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平成23年3月13日（印、濁協医科大学病院　関湊記念ホールにおいて第6回栃木県放射線技師会学術研究

発表会を開催いたします。

つきましては、本会の演題を下記の要領にて広く募集します。会員の皆様には多数の研究発表演題を応

募いただくよう、ご案内申し上げます。

記

開催日：平成23年3月13日（日）

会　　場：濁協医科大学病院　関湊記念ホール

発表形式：PCによる口述（発表時間7分）

内　　容：演題名、発表者、共同発表者名を明記し、発表目的を200字以内にまとめてください。

なお、発表者は所属施設名をご記載ください。

申込方法：電子メールで下記までお願いします。

メールアドレス　t－gaku＠tartnet．com

演題募集：平成22年12月10日（勃　締め切り。

発表抄録：演題が登録された方は平成23年1月28日までに発表抄録を電子メールにて送付くださ

い。抄録書式は登録後発表者に連絡いたします。

〈発表に関する注意事項〉

①発表は持参PCにてお願いします。なお、Windowsパワーポイント2010を使用できるPCを準備しますが

動画に関してはWindows標準のみとなります。

①PCプレゼンテーション画面はl面で、標準VGA（1024×768）を基準としますので、利用端末が

WXGA＋等での作成に関してはあらかじめ標準解像度に変更し再生を確認しておいてください。

③PC操作は壇上にて演者自身で操作願います。

④持参PCの故障を考慮の上、実行委員で準備するPCで動作可能な形式でUSBフラッシュメモリーにファイ

ルを用意しておくようお願いします。

問い合わせ �－0498　栃木県下野市薬師寺3311－1 

〒32 

自治医科大学附属病院　中央放射線部　柳沢三二朗 

問い合わせもt一gaku＠tartnet．comで受け付けます。 
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赤羽泉氏　旭日双光章受章祝賀会より

発起人代表の挨拶

栃木県放射線技師会の神山でございます。

先輩諸氏のおられる中、大変、借越ではござい

ますが、発起人を代表いたしまして、ご挨拶申し

上げます。

本日は、赤羽　泉株の旭日双光章受章祝賀会を

開催いたしましたところ、皆様方には、ご多用の

中、多数ご列席賜りまして、盛大に開催すること

ができました。このことは、発起人一同の大きな

喜びとするところであります。誠にありがとうご

ざいます。

赤羽様より、『叙勲受章の内示をいただいた』

との連絡があり、栃木県放射線技師会でお祝いの

会を開催しなければと考えておりました。そんな

祈、下都賀総合病院でも同様のことを企画してい

るという話を聞き、放射線科　稲葉科長と連絡を

とった次第です。稲葉科長の話によると、お祝い

の会を放射線科として、下都賀総合病院全体とし

て、また、病院の友人とOBの会でも考えている

ということでした。赤羽様および奥様のご負担を

考えて、それでは合同で一緒に祝賀会を開催し

て、皆（みんな）でお祝いしましょうということ

になりました。発起人の代表は、叙勲の推薦団体

である栃木県放射線技師会の会長が適任というこ

とで私が引き受けることとなった次第です。
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赤羽様の功績と経歴は、この後に披露させてい

ただきますが、会に対する理念やお人柄などは、

技師会活動を通して理解しているつもりでおりま

した。下都賀総合病院の小林事務長、稲葉科長、

友人代表の鷹箸（タカノハシ）さんと何回か発起

人会を開催することで、組織の連携だけでなく人

の連携、つまり、人との和が非常に大切というこ

とがわかりました。下都賀給食病院の皆様方の温

かい秤がそのまま技師会の会長として、生かされ

てきたのだと感じております。

個人では放射線技師として、施設では部門の長

として、組織では技師会の会長として、赤羽様の

医療職としての使命感、業績の偉大さ、卓越した

指導力にただただ敬服するのみであります。

今後は、お身体にご留意いただき、技師会のみ

ならず、下都賀総合病院のために、引き続きお導

きくださいますようお願いいたします。

本日は、赤羽様の叙勲祝賀会でありますので、

ご列席賜りました皆々様方の心からのお祝いの会

になりますれば、発起人としての冥利に尽きるも

のであります。

皆様のご列席を賜りましたことに重ねて厚くお

礼を申し上げまして、発起人代表の挨拶とさせて

いただきます。

本日は、誠にありがとうございました。

平成22年6月20日

発起人代表　神　山　辰　彦



赤羽泉氏旭日双光章受章祝賀会より

謝　　辞

本日は皆様におかれましては、お忙しい中を私のためにこのように多数の方々

にご出席いただき心より御礼申し上げます。

さて、このたび平成22年春の叙勲において、はからずしも旭日双光章の栄誉に

浴することができました。

国家、社会に対し功労があったと言われても私一人で、一個人で成し得た事柄

ではあろうはずはございません。私を支え助けてくだきり、また、協力や励まし

をしてくださった多くの方々のお力添えあったればこそ、ささやかながら社会に

尽くすことができたのでございます。

皆様の温かい心と、このたびの叙勲の栄誉を胸に、これからも微力ながら世の

ために役立ちたい、それが私の成し得る唯一の恩返しであると考えております。

どうか今後とも皆様方のご指導ご鞭蛙を賜りますよう心からお願い申し上げま

す。

また、多くの方々から身に余るご祝辞をいただきありがとうございました。

最後になりましたが、私のためにこのように盛大な記念祝賀会を企画してくだ

さった発起人の方々に深く感謝と御礼を申し上げます。

ご出席くださいました皆様に今後とも変わらぬご厚誼のほど、お願い申し上げ

ますとともに、皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げ御礼の挨拶とさせていた

だきます。

平成22年6月20日

赤　羽　　泉

一山】b▲1▲血ふ」　　　　　　　　し▲こ　　　　　．山＿．．よ血▲ム＿■丘▲血▲山ii
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第50回栃木県公衆衛生大会公衆衛生団体活動功労者

知事感謝状を受けて
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この度、林木県放射線披師合よりご推薦をいただきまして、第50回栃木県公衆衛生大

会公衆衛生団体活動功労者知事感謝状を受けることができましたこと、心から賭しく身

に余る光栄に存じております。これも社団法人栃木県放射線牧師合が地域医療の向上に

日ごろより貢献されているからこそいただけたものと思っております。役員の万々をは

じめ会員の皆様のおかげと厚くお礼申しあげます。

私が、平成5年3月に栃木県放射縁故師合の事務員として採用されてから、宇都宮市

の樹園マンション、栃木県栄町別館、そして、今年の栃木会館へと3回の事務所の移転

があり、17年6ケ月勤めてまいりました。最近は、自分の子どもより若い万々の入会に

年を感じておりますが、ここまで勤められたのも、一重に皆様のご協力とご支援の賜物

と感謝申しあげます。

今後とも微力ではありますが、社団法人栃木県放射線牧師合のご発展のためお役に立

てるよう精一杯努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申しあげます。

最後になりますが、皆様のご健勝とご活躍を心より祈念いたします。

ありがとうございました。

血J血淡よ
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平成22年度第4地区卒後教育講座

日　時：平成22年10月30日（土）15：00～

（受付14：30～）

会　場：佐野厚生総合病院　講義室2

佐野市堀込町1728／TEL．0283－22－5222

演　題：「ここまで来た130TMRlの画像」

〈講師〉シーメンス旭メデイテック（瑚
マーケテイング本部MR事業部マネージャー

大澤　勇一先生

〈講師〉麻）フィリップスエレクトロニクスジャパン
ヘルスケア事業部営業本部ISモダリティスペシャリストMRl

宮本　　慎先生
〈講師〉GEヘルスケア・ジャパン（瑚

MRSaleS＆Marketing部　東日本営業技術部

近江　公司先生
＊なお、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。

平成22年度第3地区卒後教育講座

日　時：平成22年11月10日（水）19：00～

（受付18：30～）

会　場：栃木県済生会宇都宮病院　本館グリーンホール

宇都宮市竹林町911－1／TEL．028－626－5500

講　演：「チーム医療のためにできること～」PTE〔活動を知る～」

〈講師〉宇都宮市　東消防署　救急第2グループ

係長　小杉　佳人先生

救急救命士、A⊂LSインストラクター、
BLSインストラクター、」PTE⊂インストラクター

参加費：無　料

平成22年度∵第1地区卒後教育講座

日　時：平成22年11月20日（土）～21日（日）

11／20（土）15：00～（受付14：30～）

会　場：那須スポーツパーク

大田原市湯津上2745／TEL．0287－98ェ2811

講　演：（只今調整中）2演題を予定
＊第1地区の会員には詳細が決定次第、別途ご案内い

たします。
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診療放射線技師基礎講習「MR腺割の開催について

日本放射線技師会では、診療放射線技師基礎講習とし

て「×線⊂丁検査」、「MRl検査」、「乳房検査」を開催して

います。このたび、全国的に一定レベルのセミナーを普

及・拡大させ、すべての診療放射線技師が受講できる環

境を整えるように、地域開催が計画されました。

栃木県では「MRl検査」が下記要領で開講されます。

会場・期日：猫協医科大学病院・平成23年2月20日

受講資格：診療放射線技師免許取得者

受講料：会員3，000円、非会員6′000円

（ただし、検定試験料1．000円を含む）

講習会終了基準：次のいずれかに該当する場合、修了

とみなしません。

（ア）講習時間（6時間）に対し．欠課の合計時間が60

分を超えた場合

（イ）欠課が15分を超えたコマが1つでもあった場合

受講料振込先：郵便振替口座　00130－7－425513

（社旧本放射線技師会

注）●通信欄に（1）セミナー名（会場名）、（2）氏名、（3）会員

番号を記載のこと。

●振込手数料および返金にともなう手数料は本人

負担となる。

申込方法：会員用システム内のイベント申込メニュー

から申し込むこと。

会員用システムを利用しない場合は、会誌綴込みの

FAX用紙に必要事項を記載のうえ、送信すること。

生涯学習セミナー申込FAX用紙（PDF）

FAX：03－5405－3613

その他：診療放射線技師基礎講習は学習目標に沿った

講習となります。また、講義終了後に検定試験を実施

します。

問い合わせ先

師日本放射線技師会TEL．03－5405－3612

＊詳細は」ARTホームページでご確認ください。

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／E－mailtart＠ce．mbn．orjp 
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