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社団法人栃木県放射線技師会
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セップンソウ（星野四季の森）

ロセップンソウは早春（節分の時期）に小さな白い花をつける、高さ10cmほどの多年生草本。

星野四季の森は栃木市の市街地から約15km、自然環境に恵まれた中にあり、セップンソウは2月下

旬～3月中旬にかけて、石灰岩質の礫地の土手にかわいらしい顔をのぞかせてくれます。また、近

くには、星野自然村、星野遺跡公園や星野遺跡記念館があります。

」巻頭言　新年の挨拶
■会　　告　第83回定期総会開催について

『会　告　第6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22年度第2回卒後教育講座（公開講座）開催報告…

■報　　告　平成22年度第3地区卒後教育講座開催報告…

●報　　告　平成22年度第4地区卒後教育講座開催報告‥・

■報　　告　平成22年度第5地区卒後教育講座開催報告…

■お知らせ　平成22年度診療放射線技師基礎講習「MRl検査」．北関東地域‥

』お知らせ　栃木県造影剤安全性情報講演会

■事務局報告
）INFORMATlON
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社団法人　栃木県放射線技師会

会　長　神　山　辰　彦

新年あけましておめでとうございます。

昨年も栃木県放射線技師会に多大なご理解とご支援を賜り、心から御礼申し上げます。

年頭に当たり、ご挨拶申し上げます。

昨年4月に会長に就任して以来、「情報の共有」に積極的に取り組んでまいりました。本会の事業はも

ちろんですが、日放技と県及び他団体の講習会等の開催案内など、いち早く会員にお知らせするようにと

心がけてきました。お知らせは、年1回発行の会誌、年3回発行の情報誌、ホームページ掲載で行ってき

ましたが、どうしてもタイムラグがあり、リアルタイムでホットな情報ではなかったと思います。今年

は、本会のメーリングリスト（ML）をより活用し、会員の皆様に電子メールでさまざまな情報の発信を

していきたいと思います。MLは、会員相互の情報交換にも有用ですので、まだ登録されていない方は、

本会ホームページの『Tart MLに参加しよう！』から登録し参加していただきたいと思います。

〈http：〝www．tartnet．COm／kaiin／indexA．html　〉

今、医療界も変革の時代を迎えております。フイルムレス（PACS）、FPD、3T超高磁場MRI、64　′、

列以上の多列検出器CTとDual－EnergyCT、認定・専門技師制度、チーム医療（特定看護師の問題）、公

益法人格取得、会月数の減少など、さまざまな学習すべき事柄や問題をたくさん抱えております。本会と

診療放射線技師は、『立ち止まることは後退に等しい』状況であり、例えると、今まさに、変革の時代と

いう下りのエスカレーターに乗っているということです。立ち止まること、つまり、現状維持では後退し

てしまいます。後退しないように留まるだけでも、かなりの（努力＝パワー）が必要になります。その状

況からさらに先に上って行くのなら、もっと多くのパワーが必要になることは明らかであります。

会月におかれましては、どうか今年の干支、兎（うさぎ）のように、跳ねながら、『下りのエスカレー

ターを駆け上がっていただきたい』と思います。これからは、下りのエスカ

レーターを駆け上がる、パワーのある診療放射線技師（会員）、そして、本

会が必要となり、医療界で生き残っていけると信じております。

最後になりましたが、この1年が希望に満ちた発展の年となりますよう、

心からお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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平成22年度栃木県放射線技師会第83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。

以　上
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記

日　時：平成23年3月13日（日）11時30分開会

会　場：猫協医科大学病院　関湊記念ホール

下都賀郡壬生町北小林880

内　容：1．開　　会

2．会長挨拶

3．総会運営委貞会報告

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　平成23年度事業計画（案）

第2号議案　平成23年度予算書（案）

第3号議案　平成23年度スローガン（案）

第4号議案　その他

7．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。



㈱栃木県放射線技師会第6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23年3月13日（日）10時00分（9時30分受付）

会　　場：猫協医科大学病院　関湊記念ホール

下都賀郡壬生町北小林880

内　　容：

●特別講演（第3回卒後教育講座）

「Ai（オートプシー・イメージング＝死亡時画像診断）とは

－Aiを始めるにあたっての留意点－」

〈講師〉　国際医療福祉大学　講師　樋口　清孝先生

●一般演題発表

「研究発表日

「研究発表Ⅱ」

＊詳細はプログラム・抄録集を参照

会場整理費：500円（学生は無料）

※生涯学習カウントが付与されますので、技師桔カードを持参してください。

以　上

′－■←
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開会の挨拶をする

神山会長

（

司会を務める

寺島理事

昨週は、気象観測史上2番目に遅い台風が日本

に上陸し各地に爪痕を残しましたが、幸い栃木県

には、大きな被害もなく、本日の開催日は、秋晴

れで最高気温も20度を超え10月中旬の陽気となり

ました。

今回の教育講座は公開講座で、会貞参加者40

名、一般の方も21名参加しており、講演に先立ち

神山会長の挨拶では、一般参加者にもわかりやす

く、Ⅹ線の発見からの歴史や診療放射線技師は国

が定める国家資格職であること、また、現在携わ

る業務などを説明され、診療放射線技師をアピー

ルできたと思います。

講演では、猫協医科大学病院致命救急センター

准教授、和気晃司先生より「栃木県のドクターヘ

リの現状」という内容で約2時間お話しいただき

ました。

座長を務める

大築理事
講演講師の

和気晃司先生

まず、ドクターヘリの目的は、救命率の向上や

後遺障害の軽減であり、その役割は事故現場でで

きる現場救急や迅速な転院搬送です。

ドクターヘリの歴史は1970年にドイツで始まり、

日本では2001年に岡山県が最初の導入となりまし

た。栃木県は、7県目21ヶ所目で2010年1月20日

より運航開始となりました。

ドクターヘリの長所は、速やかに医師が現場で

救命処置ができることや、根治治療が行える医療

機関への搬送時間の短縮により、予後が期待でき

ます。また、ヘリコプターはユーロコブタ一社

EC135P2という全長12．16m、幅1．56m、重量2，850

kg（定月、患者を含め6名）の小型機で、着陸場

所が狭くても離着陸可能であり風も少ないという

ことです。
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四四田日

弱点は、機内が狭いため飛行中の処置は困難で

あり、有視界飛行で午前8時30分から日没前30分

の連行となることです。

費用ですが、ドクターヘリは1機5億円で運営

費は2億円かかるそうです。運営費は国と自治体

（県）の負担ですが最近は県の負担は軽くなって

きているそうです。

現在センターには、フライトドクター13名、フ

ライトナース7名、パイロット、整備士、コミュ

ニケーションスペシャリストと呼ばれる運航管理

者5名、計25名で運営しています。

栃木県の面積約6，408kn盲、人口約201万人を415ヶ

所のランデブーポイントと呼ばれる救急車と連携

する地点より原則県内5ヶ所の第3次医療機関

（足利赤十字病院、大田原赤十字病院、済生会宇

都宮病院、自治医科大学附属病院、濁協医科大学

病院）に搬送されますが、病態によっては、近隣

の第2次医療機関へ受け入れ要請をすることもあ

ります。

出動回数は1日平均4件で、消防からの要請で

出動します。オーバートリアージの概念で要請後

のキャンセルはいつでも可能ということです。

今後の課題として、医療機関や一般の方、そし

て、消防の方へドクターヘリの認知度を高めてい

くことで、そのためにマスメディアや講演会で啓

蒙活動を行っています。また、防災ヘリ「おおる

り」との連携の訓練も行っています。

6

和気先生の講演は、非常にわかりやすい説明で

講演終了後の質問にも丁寧に解答されておりまし

た。

この講演で、ドクターヘリへの理解が深まり、

今後、なお一層の活躍を期待いたします。

また、第2会場では、放射線パネル展が開催さ

れ、パネル数十枚とマンモファントムを設置して

おり、一般参加者に診療放射線技師をアピールで

きたことと思われます。

最後にこの場をお借りして、講師を務めていた

だいた和気晃司先生及び開催に協力していただい

た皆様方に感謝申し上げます。

学術部　松　田　情　意



■日　　時：平成22年11月10日㈹19：00～ 

■会　　場：栃木県済生会宇都宮病院グリーンホール 

『参加人数：43名 

■演　　題：「チーム医療のためにできること　～」PTE⊂活動を知る～」 

●演　　者：宇都宮市　東消防署　救急第2グループ　係長　小杉　佳人先生 

今年度の講座は、救急医療に携わる者であればたびたび耳にする「JPTEC」活動についての講演を

救急救命士の先生をお招きして開催いたしました。

J PTECとは、「外傷病院前救護ガイドライン」のことで、救命士の方が傷病者の元にたどり着いて

から病院に到着するまでの間に行う患者観察や一次処置をマニュアルにしたものです。

彼らは、CTや超音波すらもない中で傷病者がどんな状態にあるのか、また、起こりうる容体の変化を

予測し適切に処置を施します。一見、我々の業務とは無関係のように思われますが、的確な患者観察の技

術は我々が持ち合わせていない技術であり、また、ぜひ習得するべき技術でもあります。このJPTEC

には認定制度が設けられており、我々放射線技師も資格を取得すればプロバイダーとして活躍でき、チー

ム医療の中での存在意義を確立できると思います。

診断に有用な画像の提供のほかに、我々がチーム医療のためにできることは何かを考えさせられた講座

となりました。

第3地区理事　大　築　慎　一
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■日　　時：平成22年10月30日（土日5：00～17：00

■会　　場：佐野厚生総合病院　講義室2

■参加人数：20名

■演　　題：「ここまで来た！3．OTMRlの画像」

■講　　師：シーメンス・ジャパン㈱

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

㈱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　慎也先生

GEヘルスケア・ジャパン麻）

MRSales＆Marketing部　東日本営業技術部　近江　公司先生

今回は、最新の3．OTMRIの画像の講演を外資3

メーカーによって行った。

内容的には、初期型の3．OTMRIに比較し、磁化

率によるアーチフアクトの問題、SARによる撮像

条件の制限といったところが、各メーカーとも改

良されてきた。それにより、動きの少ない頭部領

域のみならず、呼吸などの動きの影響を受けやす

い体幹部の撮像も、各メーカー独自の技術改良に

より改善されてきたようである。

今後は、3．OTがMRI画像診断の主流になると思

われる。

最後に、ご講演いただいた各メーカー及び講師

の方々に感謝申し上げます。

今後も地区卒後教育講座に、より多くの会員の

参加をお願いします。

第4地区理事　高　杉　佳　伸
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『日時：平成22年12月7日（火）18：30～　『会場：自治医科大学附属病院　臨床教室2 

■参加人数：32名 

－ 
講演内容 － 

「感染防止のための標準予防策」 

講師：自治医科大学附属病院　感染管理認定看護師　渡連　美智代先生 

ノ′■＼

病院では病気を抱えた感受性宿主（弱い微生物でも感染しやすい）の集団が生活し、多種多様の微生物

が存在する場所です。感染成立の輪を広げないためにも次の考え方が重要となります。すべての患者に標

準予防策を行う。状況に応じて経路別予防策を追加する。感染経路には　①空気感染経路　②飛沫感染経

路（卦接触感染経路が挙げられます。

今回のテーマである標準予防策は、患者及び医療スタッフを感染から守るための対策として適切な手指

衛生の方法、個人防護具の正しい使用方法等を解説していただきました。内容は手指の洗浄方法（アル

コール製擦式手指消毒剤、石鹸と流水による方法及び注意点）、個人防護具としては（ガウン、マスク、

ゴーグル、手袋）正しい着用法、個人防護具の設置場所は誰でもすぐにわかるようにとする内容でした。

質疑応答時、ノロウイルスなどアルコールで除菌できない菌の対処方法等、活発な意見交換がされまし

た。今後、各施設での感染マニュアルの参考として活用していきたいと思います。

最後に、研修会の講師を務めていただいた渡遵美智代先生に感謝申し上げます。業務終了後の開催にも

かかわらずたくさんの参加ありがとうございました。

」

第5地区　斉　藤　　　稔
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日本放射線技師会では、診療放射線技師基礎講習として「Ⅹ線CT検査」、「MRI検

査」、「乳房検査」を開催しています。この度、全国的に一定レベルのセミナーを普

及・拡大させ、全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「MRI検査」が下記要領で開講されます。

記

開　催　日：平成23年2月20日（日）

開催会場：猫協医科大学　臨床教室120番（下都賀郡壬生町北小林880）

受講資格：免許取得の有無は問いませんが、定員を超えた場合は免許取得者を優先

いたします。

講習会修了基準：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。

申込締切日：平成23年1月30日（日）

ただし、定員に達した場合は、その時点で申込を締め切ります。

受　講　料：6，000円（日本放射線技師会会貞：3，000円）

※上記に技能検定料1，000円を含む

受講料振込先：郵便振替口座　00130－7－425513　㈱日本放射線技師会

・通信欄に（1）MRI検査セミナー（会場名）、（2）氏名、（3）会員番号を記載のこと

・払込手数料及び返金にともなう手数料は本人負担となります。

申　込　方　法：会貞用システム内のイベント申し込み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、生涯学習セミナー申し込みFAX

用紙を利用し送信すること。

受講料については、申込後、直ちに振込みを済ませること。

10
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9：00～9：45（45分） 基礎原理

国際医療福祉大学非常勤講師　東芝メディカルシステムズ（樵）山形　　仁先生

9：45～10：30（45分） 画像評価・性能評価

国際医療福祉大学非常勤講師　東芝メディカルシステムズ麻）山形　　仁先生

10：45～11：30（45分）

シーメンス・ジャパン㈱　平山　千恵先生

11：30～12：15（45分）

′－■＼

ノ－

パルスシーケンスと画像コントラスト1

シーメンス・ジャパン（株）岩波　寛人先生

13：00～13：45（45分） パルスシーケンスと画像コントラスト2

シーメンス・ジャパン㈱　岩波　寛人先生

14：00～14：45（45分） アーチフアクト・脂肪抑制・造影剤1

自治医科大学附属病院　山越　一統先生

14：45～15：30（45分） アーチフアクト・脂肪抑制・造影剤2

自治医科大学附属病院　郷間　琢也先生

15：45～16：30（45分） 安全管理

猫協医科大学病院　小黒　　清先生

16：50～17：20（30分） 臨床技術能力検定（MRl検査3級）
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日　　時：平成23年1月17日伯）19：00～21：00 

開催会場：宇都宮東武ホテルグランデ6階「龍田」 

宇都宮市本町5－12　　TEL．028－627－0111 

情報提供：「造影剤　最近の話題」エーザイ株式会社

開会の挨拶：栃木県放射線科医会会長

大田原赤十字病院　副院長・放射線科　水沼　仁孝先生

■一般演題〈19：15～20：00〉

座長：掃協医科大学　放射線科　教授　　　椙　　　靖先生

下都賀総合病院　副院長　放射線科　藤栄　寿雄先生

『造影CT検査における副作用予防への取り組み』

濁協医科大学　放射線部　看護師　舟橋　智子氏

『造影剤副作用時の救急体制について』

済生会宇都宮病院　放射線科　八神　俊明先生

■特別講演〈20：00～20：50〉

座長：自治医科大学　放射線科　教授　杉本　英治先生

『造影剤によるアナフイラキシーショックの診断と治療』

順天堂東京江東高齢者医療センター

麻酔科・ペインクリニック　教授　光畑　裕正先生

閉会の挨拶：栃木県放射線科医会副会長

済生会宇都宮病院　放射線科　本多　正徳先生

＊当日は、軽食をご用鷺しております。

●共催：栃木県放射線科医会／エーザイ株式会社　　　●後援：栃木県放射線技師会／栃木県看護協会
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平成22年度　第2地区卒後教育講座

日　　時　平成23年1月22（土）15：00開会（14：30受付）

場　　所　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

15時～　　「Aiにおける放射線技師の役割」

国際医療福祉大学　保健医療学部放射線・情報科学科

樋口　清孝先生

15時30分～16時20分

RSNA2010（第96回北米放射線学会）最新情報

（メーカー3社）

○シーメンス・ジャパン（株）

○東芝メディカルシステムズ㈱

○富士フイルムメディカルシステムズ㈱

※講演会終了後、「猫協医科大学病院施設見学会」を開催いたします。

（ドクターヘリ見学予定　雨天の場合、及び緊急出勤時は中止）

日放技の社会活動ポイントが付与されますので、技師格カードを持参ください。
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■新年、あけましておめでとうございます。

2011年、皆様はどのような目標を掲げておりますでしょうか。

■日本政治は国内の景気対策だけでなく、今年は外交に関する諸問題の解決についても

重要な局面になることでしょう。

■一方、診療放射線技師の分野では、Ai（死亡時画像診断）認定に向けた研修が始まります。我々の職域

が基礎医学（病理学）や社会医学（法医学）の領域にも広がり、必要とされる職業であることをさら

に周知できるチャンスの年でもあると思っています。その他、巻頭言にある様々な問題も今後に向け

てのチャンスと考え、上を向いて突き進もうではありませんか。

〔編集責任者　樋口清孝〕

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－∝）33　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 
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