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社団法人栃木県放射線技師会

情報誌
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ニッコウキスゲ（日光霧降高原）

一一ノ・亡／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　〆1LJl　一タ

■黄色いラッパ状の花をつけるニッコウキスゲは、ユリ科の多年草でゼンテイカ

（禅庭花）が正式な和名。日本各地に分布しているが、日光の霧降高原は群生地

としても有名で、6月下旬～7月中旬にかけて黄色い花が一面に咲き誇ります。

「日々新たに」という花言葉を持ち、東日本大震災の復興にも勢いを与えてくれそ

うです。

●巻頭言　謹んで大震災のお見舞いを申し上げます・
■会　　告　震災によって被害を受けられた会員へのお見舞金について
l■会　　告　第84回定期≠総会開催について
l■会　　告　平成23年度第1回卒後教育講座開催について…
■報　　告　栃木県放射線技師会第6回学術研究発表会・

平成22年度第3回卒後教育講座中」上に関する幸屋告
第83回定期総会開催辛皮告
平成22年度第1地区卒後教育講座開催報告・
平成22年度第2地区卒後教育講座開催報告‥
栃木県放射線技師会マンモグラフィー研究会

■お知らせ　平成23年度第1回マンモグラフィー研究会開催について
■事務局幸臣告
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社団法人　栃木県放射線技師会

会　長　神　山　辰　彦

′‾「

3月11日髄に発生した東日本大震災により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますととも

に、被害を受けられた皆様やそのご家族の皆様に対しまして、謹んでお見舞い申し上げます。

この原稿を書いている今日でひと月が経ちますが、今もまだ強い余震が続き、福島原発も先が読めない

状況であります。そのような中、会員の皆様は少し落ち着きを取り戻したでしょうか？

残念なことに、日本放射線技師会の会員は3名亡くなられたと聞きます。病院の外は桜が満開だという

のに、被災地を思うと、私にも何かできることがあったのではないかなどと考え、気が重いというか、モ

ヤモヤした日々を過ごしております。

先日、葬儀に参列した際、ご僧侶の言葉が印象に残っております。『人間は生まれ、そして亡くなる。

これは摂理でどうすることもできない。今回の震災や津波で一瞬にして亡くなった人々を仏法の因果でど

う捉えるか。まだ答えがでていない。』と話されていました。ある知事は『日本人は津波をうまく利用し

て我欲を1回洗い落とす必要がある。やっぱり天罰だと思う。』と妄言を吐いていましたが。

診療放射線技師である私たちは、この震災をどう捉えていくべきか。私なりに考えてみました。この日　′ヽ

を『ターニングポイント』としていくことだと思います。患者の避難誘導の手順と経路の確認、職員の緊

急時連絡方法などを今一度考え、作成すること。福島原発問題に関して、Bq、Gy、Svの意味と違

い。放射線被ばくの影響の説明などを今一度学習することなど、診療放射線技師としての『原点に帰る』

ことが求められているのではないでしょうか？そして、この日を境に、より成長していく、一歩前進して

いくという姿勢が重要だと思います。

震災の2日後に第83回予算総会だけは何とか開催し、議案はすべて承認させていただきました。残念な

ことに学術研究発表会は中止となり、研究成果を報告する場がなくなってしまいました。今後、より熟成

させた研究発表を期待するとともに楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

当面の栃木県放射線技師会の行事は、6月25日仕）の第1回卒後教育講座及び第84回決算総会となりま

す。ぜひ、多数の会員にご参集していただき、元気なお姿を見せていただきたいと思います。その夜に

は、恒例の情報交換会も開催します。今回の震災において、他施設の現状や対策などの情報を収集するこ

とも可能です。ぜひ、ここにもご参加をお願いいたします。

1日も早く、平穏な生活に戻れるようお祈り申し上げます。
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東日本大震災により被害を受けられた会員の皆様には、心からお見舞い申し上げます。

本会の慶弔規程により、被害を受けられた会員にお見舞金をお贈りさせていただきます。

ご申請は、雁災証明書（写し）・入院証明書（写し）等を本会事務所までご送付ください。

なお、申請の期間は、証明書に記載された日から3ケ月以内とさせていただきます。

◆慶弔規程（抜粋） � 

第3条　会月に次の事由が発生したときは見舞金を支給する。 � 

（1）天災地変その他これに類する災害にあったとき �10，000円 

（2）会員が負傷又は疾病により30日の入院加療を要したとき �5，000円 

また、本会の会費免除につきましては、会費納入規程より日本放射線技師会の対

応に準じます。

◆会費納入規程（抜粋） 

第2粂 

（4）日本放射線技師会の会費免除に関する規定に該当するものは、本会の 

会費も免除とする。 

社団法人栃木県放射線技師会

会　長　神　山　辰　彦
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平成23年度　栃木県放射線技師会第84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23年6月25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．総会運営委員会報告

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22年度事業経過報告

第2号議案　平成22年度会計決算報告

第3号議案　平成22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23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軒し上げます。

（

記

日　時：平成23年6月25日出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：「医用データ外部保管サービス」について

●ケアストリームヘルス株式会社

●GEヘルスケア・ジャパン株式会社

なお、講座終了後　㈱栃木県放射線技師会第84回定期総会がありますので、多数の会

員の出席をお願いします。
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今臥平成23年3月13日に予定しておりました上記開催は、3月11日に起きました東日本大震災により

中止となりました。11日の時点で発表者より開催の有無に関する問い合わせもあり、ご心配いただきまし

たが、なかなか連絡もつかない状態が続きまして、12日の朝に会長が中止の判断を下しました。

発表者にはできる限り連絡を試みましたが電話がつながらないため、全員に中止の連絡をすることはで

きませんでした。発表者自ら理事に問い合わせていただいたり、大きな施設に連絡を取り、中止を知った

方もいたようです。

今回発表を予定してくださった方々には大変残念なことになりましたが、演題自体は未発表の扱いです

ので、10月に山梨で行われる関東甲信越放射線技師学術大会にエントリーいただくか、来年まで持ち越し

てもよい演題でしたらさらに研究を重ねていただき、平成24年3月に開催予定の県学術研究発表会にぜひ

とも出していただきたいと思います。

卒後教育講座を依頼してありました樋口先生には、別な機会にAiに関するお話をしていただきたいと考

えています。

13日には開催予定の猫協医大関湊記念ホールにて都合のついた理事が参加し、技師会総会だけは行いま

したが、会員の混乱等もなく中止することができました。

会員の皆様には次回研究発表会が盛大に開催できるように、たくさんの演題発表を用意くださるようお

願いします。

この時思っていた以上に甚大な被害がわってきた今、会長判断で中止にしたことが最善策だったと思っ　　′‾、

ています。中止に際しご協力いただきました皆様には大変感謝しています。

※平成23年3月13日：幻となった横幕を第83回総会のために貼りました。

栃木県放射線技師会学術部長　柳沢　三二朗
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開催日時：平成23年3月13日（日）11時30分

開催場所：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

正会員総数：471名

出席会員数：375名（内訳：本人出席者39名、委任状出席者294名、書面表決出席者42名）

書　　　記：福田敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）

議事録署名人：野揮幸二、牧島正道（栃木県立がんセンター）

会長神山辰彦の開会挨拶に続き、総会運営委員長が当日11時時点の正会員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。

議長、書記並びに議事録著名人の選出方法を諮ったところ、満場一意をもって執行部案が承認され議長

に遠藤奈美、書記に福田敏幸、議事録著名人に野揮幸二、放鳥正道が選出された。

第1号議案：平成23年度事業計画（案）及び第2号議案：平成23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23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：会費納入規程の改定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。

以上、議事がすべて終了し、副会長の野澤幸二による閉会挨拶で散会となった。
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■日　　時：平成22年11月20日（土日5：00～　　『会　　場：那須スポーツパーク 

■参加人数：23名（会員15名　学生8名） 

■－ 

■棄顧≡t］－ － 
「感染対策について」 

講師：大田原赤十字病院　感染管理認定看護師　藤田　明美先生 
－ 
■寺請；召■ － 

「コードレスフラットディテクターと外部データ保管サービスについて」 

講師：（株）エルクコーポレーション　コダック製品部　　福井　　恵先生 

麻）ケアストリームヘルス　　　　　　　　　　　田辺　堅司先生 

寒さも日ごとに増してきた11月下旬、第1地区

卒後教育講座が開催されました。

第1講演では、「感染対策の標準予防策」「空

気・飛沫・接触の経路別感染対策予防」「疾患別

対策と実際」という内容で講義をしていただきま

した。予防策には、手洗い・個人防護具の装着・

患者様のケアに使用した器具に対する処置・周囲

の環境対策…等が挙げられますが、各項目ごとに

細かい注意点について改めて講義をしていただく

と、日常業務の中で、より確実に実行していける

ように思われまし

た。撮影台周囲の拭

き取り、ポータブル

撮影時のカセッテの

拭き取り、また、必

要とあればビニール

袋で覆う等、忙しい

中ではありますが非

常に大切なことだと

思われます。
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第2講演では、

「ワイヤレスフラッ

トパネルディテク

ター」と「画像デー

タの外部保管サービ

スについての紹介」

という2演題の内容

で講義をしていただ

きました。

ワイヤレス型フ

ラットパネルの最も有意な点は、そのままカセッ

テとして使用することで、低コストで既存の撮影

室（装置）のフラットパネル化が実現できるとい

うことでしょう。ケアストリーム製DRXは、バッ

テリーを内蔵した世界初のワイヤレス型カセッテ

サイズのフラットパネルで、その概要は、大きさ

35×43の半切サイズ、重さ3．86kg（初期型のコ

ダック製のCRカセッテよりやや重い）、GOS

ディテクターで画素数は139〟ということです。

耐荷重は125kg、部分的には5cm四方で約23kg

となっています。装置の構成としては、デイテク
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テリー充電時間は1個につき3時間、フル充電で

90ショットまで撮影が可能ということです。ディ

テクター部の構造の特徴として、今まではパネル

の周りに取り付けてあった電気回路基盤をパネル

の裏面に横面状に取り付けることによって、悪い

とされていた変換効率を大きく改善（ほぼ100

パーセント）することができたということが挙げ

られるそうです。また、今のところ半切サイズし

かありませんが、手指などを撮影する場合でも絞

りを入れて撮影することで、オートクリッピング

という機能によりその部分だけの画像データが送

られ、モニターの中心に大きく画像を表示するこ

とが可能で、サーバーの容量も効率的に使用する

ことができるということです。

画像データ保管サービスについての紹介では、

各モダリティーの画像量が年々増加していく中で

院内システムの入れ換えなどに関する再投資を考

えた場合との比較、その他のサービスについての

内容での講義をしていただきました。CSエージェ

ントという中継機を取り付けることで院内の

PACSとデータセンターのサーバーとを結ぶこと

ができるということです。データセンターから保

管されている画像を呼び込むのに要する時間は、

CTのモニター上での16分割画像で約2秒、胸部

一般撮影の画像で約3秒とのことです。画像保管

サービスのほかにも、データセンターを介しての

複数の施設間での画像共有サービス、遠隔オー

ダーサービス等が可能であったり、これから可能

になるであろうということです。実際にかかる費

用として、初期導入時に　①院内のPACS及びRIS

との接続費用　②中継機（CSエージェント）の

セットアップ費用　　③回線の接続費用とセット

アップ費用が、そして、月額いくらという形で

①データ容量に応じての毎月の保管料　②回線使

用料（KDDI）があるということです。

今回の講座は、感染管理認定看護師という他の

職種の立場からの現在の日常業務に関わる内容、

そして、これからの業務に関わってくる新しい機

器とシステムについてと、非常に興味深く、また

参考になる講演となりました。

最後に御講演を賜りました講師の先生方に深く

感謝申し上げます。

第1地区通信委員　清　田　　　宏
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◇講演「Aiにおける放射線技師の役割」

講師　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

Aiにおける捜臆の将来展望 

「医療スタッフの協働・連携による �） 

チーム医療の推進について」 

平成22年4月30日（厚生労働省医政局長 

療放射線技師が実施することができる業務の 
体例として、 

（D画像診断における読影の補助を行うこと 

②放射線検査等に関する説明・相談を行うこと 

偏れ■p？r■血L・里叫叩〃血が・山神伽・ 

Aけこおいても診療放射線技師は、 

衛猿害 雄株影 � �ふ∴晶l ��γ†雫、rTてLrlLTyL汀㌻廿て■苦■盲 

錘 �ート し �　，j； 群銀穣行ラ珪ニ �・エ†1・ユ ー＋主立＼「 �l � � �Vを謎 
儒礪 �遼l≒ ��無蛇明撥稀韓を 

が必要 �こなってくる 

A偲定技緬の制度について具現化 

く〉 

ネコーディネータとしての役割． 

感画地甜加岬鞠摘州桝 

診療放射線技師がAiコーディネーターとしての

役割を果たすためには、①Aiの目的、特徴（死後

変化の所見、画像処理の目的）の把握②基礎分

野：法律、倫理、感染対策（彰医療安全専門分野：

検査技術、画像処理、画像管理、画像読影（彰関連

分野：看護、病理、法医学など、Aiに必要な知識

と技術の習得が必要である。

10

【関連図書】
・「これで安心！診療放射線技師のための　よく

わかる　オートプシー・イメージング（Ai）検査

マニュアル［ベクトル・コア］」

・「Autopsyimagingガイドライン［ベクトル・コア］」

◇RSNA2010（第96回北米放射線学会）最新情報

（1）東芝メディカルシステムズ㈱

AQUILIONPRIME
・160slice（0．5mmx80列）

・78cmWideBoreGantry

・スキャン並列高速再構成（50f／S）

・0．35秒ルーチンスキャン（2572viewIs）

（



／J－

〈DualEnergyHeli⊂alSCan〉

1．ヘリカルスキヤン中に高kv・低kv曝射を連

像的に交互に繰り返しスキャン

2．ハーフスキャンによる被曝低減

3．心筋Perfusion：ONErotationで冠動脈、心

筋性状を同時画像化・Rest＋Stress撮影

／PolarMap機能

4．Body Perfusion：自動非線形位置合わせ機

能による臓器の動きの制御

（2）富士フイルムメディカルシステムズ㈱

蓑⊂ALNEO⊂1417Wireless

11

・雲ン

特徴（⊂ALNEO⊂1417Wireless）

1．カセッテタイプFPDが無線仕様

2．プレ画像表示に約1秒

3．厚さ約14m、重量3．3kg、外観寸法半切

4．撮影枚数約400枚、3時間待機可能

5．IS方式

6．バッテリー取り外し充電可能

7．無線、有線可能

（3）シーメンス・ジャパン㈱

末認可機器のため、keywordのみの報告とします。

①MR－PET同時収集②OpenBore③全身対応

④形態、機能評価の向上

◇掃協医科大学病院施設見学会（ドクターへり見学）

今回の卒後教育講座では、人体を傷つけずに死

因等を知ることができるAiについての有用性と、

我々診療放射線技師の役割を知ることができた。

また、ドクターヘリの見学では、日頃、近づくこ

とのできないドクターヘリを目の前に見て、触れ

ることができ、非常に身近に感じた。

講演、各メーカーの最新情報、また、ドクター
ヘリ見学と、大変有意義な卒後教育講座であっ

た。

第2地区通信垂員　猪　瀬　智　哉



栃木県放射線技師会マンモグラフイ研究会は、

マンモグラフイをはじめとする乳癌診療に必要な

検査や画像、病理などを学び、臨床放射線技師の

知識と技術の向上を目指して発足しました。

研究会と聞いて「ものスゴイ乳房マニアな人た

ちが難しいことをやっているのでは？」と思った

方はいませんか？

そんな方は心配ご無用です。マンモグラフイ研

究会は誰でも気軽に参加できる研究会です。もち

ろん新人さんでもOKです。

勉強会は県内の放射線技師が中心となって企画

を立てています。

“マンモに関することで詳しく知りたいなあと

思うこと”や“基本的なことで今さら恥ずかしくて

開けないなあと思うこと”、“他の施設の人たちは

どうやっているのだろう”などという疑問を専門の先

生に教えていただいたり、参加者同士が情報交換を

しながらみんなで楽しく勉強していく研究会です。

今までに「マンモグラフイ基本撮影のポジショ

ニング方法」、「応用撮影の必要性と方法」、

「症例検討会」、「乳癌の臨床と治療」、「乳癌

の自己検診と視触診の方法」、「乳腺超音波」、

「読影勉強会」、「マンモグラフイ検診精度管理

中央委員会共催の認定講習会」など様々な勉強会

を行ってきました。
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講義内容によっては、検査装置やファントムな

どを用いてグループ実習も行っています。

昨年の勉強会の様子を少しご紹介いたします。

平成22年6月5日に「乳腺超音波検査」の勉強

会が済生会宇都宮病院グリーンホールにて開催さ

れました。

勉強会の前半は済生会宇都宮病院超音波診療科　　（

科長、川井夫規子先生による乳腺超音波の講義、

後半は同病院超音波診療科の臨床検査技師の方々

の協力で最新型超音波装置と乳房型US用ファン

トムを用いたグループ実習が行われました。

講義ではマンモグラフイと乳腺超音波画像の症

例比較などもあり、自分たちが撮影したマンモグ

ラフイの所見が超音波ではどのように描出されて

いるのかを知ることができました。

グループ実習では、臨床検査技師の方々に超音

波装置の様々な機能やプローブの操作方法を教わ

り、ファントムを用いて実際に乳房超音波検査で行

われている方法でプローブ操作を行いました。

すぐに模擬腫癌を描出できた人やプローブ操作　／一一＼

に苦戟する人など様々でしたが、参加者は積極的

にチャレンジしていました。

平成22年7月4日に「マンモグラフイ読影勉強

会」が済生会宇都宮病院グリーンホールにて開催

されました。



この勉強会は東京・埼玉医用乳房画像研究会の

方々の協力で開催され、マンモグラフイ検診精度

管理中央委員会が行う認定試験向けの本格的な読

影勉強会となりました。

午前の部は埼玉県小児医療センターの田中宏先

生による講義、午後の部は埼玉県済生会川口総合

病院の土田拓治先生、千葉県済生会習志野病院の

越沼沙織先生、小池阿紀子先生による症例検討グ

ループ実習と読影試験が行われました。

田中先生の講義で読影の基礎やカテゴリーの復

習などをしっかり行った後、3グループに分かれ

「石灰化」、「腫癌」、「FAD・構築の乱れ・そ

の他」についての読影ポイントとカテゴリーの付

け方を実際の症例写真を用いて丁寧に教えていた

だきました。

症例検討グループ実習では受講生側から多くの

質問が出たため、予定時間を少し延長する形で終

了しました。

最後に認定試験を想定した50症例の読影試験が

行われ、さいたま赤十字病院の尾形智幸先生によ

る解説がありました。
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1日がかりの大変な勉強会でしたが、受講生か

ら「大変勉強になった」、「参加してよかった」

という感想をいただき、企画した私たちも講師陣

もとてもやりがいを感じることのできる勉強会と

なりました。

今年度も勉強会を2回開催する予定です。

■第1回：平成23年6月4日（土）

「デジタルの基礎とデジタルマンモグラフイ」

・デジタルの基礎と

デジタルマンモグラフイについて

・FPDマンモグラフイ装置と

マンモグラフイトモシンセシスの紹介

1第2回：平成23年9月～11月頃

「乳腺病理」（予定）

詳細が決まり次第、栃木県放射線技師会より通

知いたします。

今年度も栃木県放射線技師会マンモグラフイ研

究会をよろしくお願いいたします。

栃木県済生会宇都宮病院　小　島　礼　子



日　時：平成23年6月4日仕）14時30分～16時00分（14時10分より受付開始）

会　場：済生会宇都宮病院　管理棟2階　グリーンホール

内　容：「デジタルマンモグラフイの基礎と最新技術」

・デジタルの基礎

・デジタルマンモグラフイ（直接変換方式・間接変換方式）

・最新技術：デジタルトモシンセシス

講　師：シーメンス・ジャパン株式会社　ⅩP－SPビジネスマネジメント部

プロダクトセールスマネージャー　大塚　恭一先生

＊今回の講習会は事前登録の必要はありません。

講習会に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

済生会宇都宮病院　診療放射線技術科

小島　礼子

028－626－5500（内線3163）
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第27回診療放射線技師総合学術大会
第18同乗アジア学術交流大会

会　期：平成23年9月16日陰）～18日（日）

会　場：青森市文化会館（青森市堤町1丁目4番1号）

ホテル青森　（青森市堤町1丁目1番23号）

主　催：社団法人日本放射線技師会

実　施：社団法人青森県放射線技師会

参加登録：事前登録（平成23年8月31日まで）

5．000円（正会員）／10′000円（非会員）

当日登録

10′000円（正会員）／15′000円（非会員）

（学生の参加登録は1′000円）

※詳細はJART4月号をご参照ください。

平成23年度関東甲信越診療放射線技師学術大会
一般演題募集

≪要　項≫

会　期：平成23年10月15日仕）、16日（日）

会　場：コラニー文化ホール（山梨県立県民文化ホール）

ロイヤルガーデンホテル

開　催：社団法人山梨県放射線技師会

大会テーマ：「もう一度－から見直す安全性と役割」

大会ホームページ：

http：／／www．yamanashトrt．orJP／h23／index．htmE

≪演題申込み≫

演題登録期間：平成23年4月1日（金）～6月30日㈹

演題応募方法：

＊インターネットからのオンライン登録のみとなりま

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

第1回理事会（済生会宇都宮病院）
あすた－と27号発行

日本放射線技師会第69回定期総会

（科学技術館）

全国会長会議

（日本放射線技師会事務所）

第1回卒後教育講座

第84回総会　勤続20、35年表彰式

第2回三役会

会誌103号発行

第2回理事会（済生会宇都宮病院）
第3回三役会

第27回診療放射線技師総合学術大会

（青森市）

第3回理事会（済生会宇都宮病院）
会費納入〆切

あすた－と28号発行

関東甲信越診療放射線技師学術大会

（山梨県）

第2回卒後教育講座（公開講座）

放射線展

第4回三役会（済生会宇都宮病院）
第4回理事会（済生会宇都宮病院）
平成24年・25年度栃木県放射線技師

会役員立候補公示

24年

1／10

1／20

2／3

2／10

2／27

3／11

あすた－と29号発行

第5回三役会

第5回理事会（済生会宇都宮病院）
平成24年・25年度栃木県放射線技師

会役員立候補〆切

第7回学術研究発表会抄録集発行

第85回定期総会・平成24年・25年度

栃木県放射線技師会役員選挙

第3回卒後教育講座・第7回学術研
究発表会

公益法人格取得委員会は、適時開催する。
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