
TochigiAssociQ†ionofRcLdioJogicdTechnoJogists

2011

0⊂T．

V。l．28

社団法人栃木県放射線技師会

情報誌

小山市菊花大会
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■小山市内の菊愛好者の会「小山晃思会」による菊花大会。今年で60回目を迎え、すっかり小山の秋

の風物詩となりました。会員全員の協力により作られる見事な富士山をはじめ、一般盈養菊や静岡

懸崖など、数多くの菊花が咲き誇ります。11月3日的の文化の日には菊が無料配布されるイベント

もあります。

10月22日出から11月13日（日）まで、道の駅思川（小山市大字下国府塚25－1）で開催されますので、お

近くにお越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうが。

■会　　告　平成23年度第2回卒後教育講座（公開講座）開催について

■会　　告　第7回栃木県放射線技師会学術研究発表会演題募集…

｛報　　告　フレッシャーズセミナー開催報告

■お知らせ　第6回マンモクラフイ研究会開催について

■事務局報告
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日　時：平成23年11月5日仕）15時00分開会（14時30分受付）

会　場：とちぎ健康づくりセンター（とちぎ健康の森）大会議場

宇都宮市駒生3337－1

TEL028－623－5858

講座内容

演　題：「検診における画像診断について」

講　師：東芝メディカルシステムズ株式会社

鈴木　弘志先生

※　同時に、隣接する多目的フロアーAにて放射線パネル展を開催しておりますので、
一般の方もお誘いの上、多数のご参加をお願いします。
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平成24年3月11日（日）、濁協医科大学病院　関湊記念ホールにおいて第7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。昨年度、予定しておりました第6回学術研究発表会が東日本大震災のため中止

になったことから、前回の分も合わせて、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。

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。

記

開催日：平成24年3月11日（日）

会　　場：猫協医科大学病院　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及び連絡用メールアドレスをご記載ください。

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

募集期間：平成23年12月9日（勃　締め切り。

発表抄録：演題が登録された方は平成24年1月27日睡ほ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。

②PCプレゼンテーション画面は1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白身で操作願います。

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－gaku＠tartnetcomで受け付けます。 
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平成23年8月28日（日）9時30分より、栃木県済生

会宇都宮病院管理棟グリーンホールにおいて、日

本放射線技師会・栃木県放射線技師会共催によ

る、新人技師を対象とした「診療放射線技師のた

めのフレッシャーズセミナー」が開催されまし

た。このセミナーは今年度より新たに企画された

もので、医療者として必要な医療安全学、医療感

染学、エチケット・マナーを学ぶだけではなく、

診療に対応できる新人診療放射線技師として知っ

ておくべき基礎知識の習得を目的としています。

県内10施設から、4月に新社会人となり、まだ本

会に入会していない10名を含む2年目までのフ

レッシュマン技師21名の皆さんが参加しました。

午前中は神山会長によるエチケット・マナーと

感染対策、福田常務理事による医療安全対策につ

いての講義があり、それぞれ興味深く聴講してい

ました。ランチョンセミナーでは、金田理事より

放射線技師会の組織や事業内容などについての紹

介が行われ、新人技師の皆さんに本会への入会を

呼び掛けました。

午後には教育委貝の吉成理事による気管支解剖

学の講義があり、その中で「気管支体操」により

気管支解剖を覚える方法が披露され、参加者全貞

で気管支解剖とCT画像の見方をマスターしまし

た。

参加者の皆さんには修了証が授与され、参加の

記念品として「カルテを読むための医学用語・略

語ミニ辞典（医学書院）」が贈呈されました。

今回参加されました新人の皆さんの今後の活躍

を期待いたします。
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栃木県敦射線捜師合神山会長より

本年度から実施することになった診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナーは、新

たに診療放射線技師として勤務するフレッシャーズを対象とした基礎講習である。診療放射

線技師として、医療者として必要な基礎知識と技術を身につけ、医療及び保健・福祉の向上

に努めることを目的としている。また、この講習は技師会への入会促進の側面をもち、より

多くの新規診療放射線技師の参加を求め、勤務する施設への活動広報も併せて目的としてい

る。

社団法人日本放射線技師会（以下、日放技とする）と都道府県放射線技師会の共催とな

り、開催責任者は各県の会長があたる。開催するスタッフは各県で選定し、会場・開催日・

受講対象者・カリキュラム（指定カリキュラム以外も可能）・講師（気管支解剖講座は日放

技の教育委員講習会修了者に限る）など自由裁量となっている。講師の謝金及び通信費（開

催案内通知）は日放技が負担するが、会場費・資料代・開催スタッフの謝金等は各県の負担

となっている。特筆すべき事項として、新規診療放射線技師の参加者に限り、日放技から図

書贈呈（カルテ用語辞典）がある。

本会では開催準備として、本会学術担当の吉成理事を栃放技の教育委員に選出し、日放技

の教育委員講習会に参加していただいた。3．11東日本大震災の影響で3／21開催の教育委員

講習会が4／30に延期となり、フレッシャーズセミナーの開催が8月末と遅い開催となった

ことは非常に残念なことであった。本来の意味でのフレッシャーズの時期（5－6月頃）に

開催すべき講座だからである。

栃放技としては、会場・昼食・色鉛筆・資料コピー・カルテ用語辞典（新規参加者以外の

分）など応分の負担することになったが、新規の診療放射線技師に講習内容を別としても栃

放技の現状などを示すことができたと自負している。

日放技からは、毎年の継続事業としてフレッシャーズセミナーの開催をお願いされている

ので、栃放技としては年間事業計画の中に含めていきたい。次年度も新規診療放射線技師が

配属されたならば、フレッシャーズセミナーへの参加・啓蒙をお願いする次第である。
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この度、栃木県マンモグラフイ研究会で下記のとおり乳腺病理についての講習会を企画いたしました。

乳腺病理の基礎を学ぶ講習会となっておりますので、病理が初心者の方でも気軽に参加していただけま

す。

つきましては、会員の皆様の多数のご参加をお待ちしております。

記

日　時：平成23年11月19日仕）14時30分～16時30分（13時45分より受付開始）

会　場：栃木県済生会宇都宮病院　管理棟2階　グリーンホール

内　容：「診療放射線技師のための乳腺病理の基礎の基礎」

講　師：日本医科大学武蔵小杉病院　病理部

永井　祥子先生

参加費：無料

不明な点は下記にお問い合わせください。

栃木県済生会宇都宮病院

小島　礼子

028－626－5500（内線3227）

（月～金／8：30～17：00）
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平成23年度　関東甲信越診療放射線技師学術大会

会　　期：平成23年10月15（土）・16日（土）

会　　場：山梨県立県民文化ホール・ロイヤルガーデンホテル

大会テーマ　「もう一慶　一から見直す　安全性と役割」

内　　容

≪特別講演≫

「技師会活動の見える化」

日本放射線技師会副会長　　小川　　清先生

「福島原発事故による放射線被ばくを考える」

日本放射線公衆安全学会会長　　諸澄　邦彦先生

≪市民公開講座≫

「放射線被ばくの健康影響～100ミリシーベルトは安全か～」

放射線医学総合研究所　　保田　浩志先生

「宙（そら）みて、いのちを想う～人をつなぐ星、自分をみつめる星～」

山梨県立科学館　　高橋真理子先生

≪教育講演≫

「世界から見た放射線治療の安全性～近年の動向と日本の今後～」

信州大学医学部附属病院　放射綾部　　小口　　宏先生

≪シンポジウム≫

「日常業務に潜む危険～もう一度　－から見直す安全・安心の医療～」

「医療被ばく低減施設認定にむけて～今、我々に求められる安全性と役割～」

≪ランチョンセミナー≫

「肝造影⊂丁検査における体重分布をふまえた最適な造影軋規格の選択」

山梨大学医学部附属病院　放射線医学教室　　佐野　勝虞先生

「全身領域におけるDisC0VeryMR750の使用経験」

千葉大学医学部附属病院　　桝田　喜正先生

参加萱録黄：会員…（事前）3．000円・（当日）5′000円、非会員…5′000円、学生…1′000円

情報交換会費：（事前）5′000円、（当日）7′000円

＊詳細は、大会ホームページをご覧ください。
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平成23年度第1地区卒後教育講座

′ヽ
＿′

′■ヽ

日　時：平成23年10月29日（土）～30日（日）

14：30～（14：00受付）

会　場：大田原市ふれあいの丘

シャトー・エスポワール

大田原市福原1411－22

TEL．0287－28－3131（代表）

内　容

10／29出

≪教育講座≫

1．放射線科業務とDl⊂OM

東芝メディカルシステムズ㈱

鈴木　真人先生

2．知っておきたい造影剤Q＆A

第一三共㈱　　　　　　北島　正則先生

≪情報交換会≫

10乃0㈲

≪施設間業務連絡会議≫

参加費：12．000円

（会場整備費、会議費、宿泊費を含む）

教育講座のみの参加は500円（会場整

備費）、学生は無料

＊参加申込みは、10／14睡ほでに施設ごとに

まとめて地区理事吉成へ

＊不明な点は、大田原赤十字病院放射線科ま

で［0287－23－1122内線2611］
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平成23年度第1回第2地区卒後教育講座

日　時：平成23年10月29日（土）

14：45～（14：30受付）

会　場：猫協医科大学病院

センター棟4階大会議室

下都賀郡壬生町北小林880

TEL．0282－86－1111（代表）

内　容

テーマ「これだけは習得しよう。

⊂丁、MRlの基礎」

≪⊂Tの基礎≫

1．多列化における3次元再構成手法の基礎

東芝メディカルシステムズ（椀技術員

2．マルチスライス⊂T装置の画像再構成方法

について

シーメンス・ジャパン麻）技術員

≪MRlの基礎≫

1．MRAngiographyの基礎

東芝メディカルシステムズ（株）技術員

2．MRシステム構成

（マグネットとコイルの役割）

シーメンス・ジャパン㈱技術員

＊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。



平成23年度第1回Ai研修会

会　期：平成23年11月26日（土）・27日（日）

会　場：NlT東日本関東病院

4階カンファレンスルーム

東京都品川区東五反田5－9－22

定　員：100名

（定員になり次第締め切ります）

内　容：Aiの基本事項、病理学、法医学、

看護学、安全対策、検査技術、

臨床画像など

申込方法：日本放射線技師会ホームページより

受付期間：平成23年10月1日～

平成23年11月13日

受講料：10′000円（申し込み後、送付され

た払込用紙にて）

＊詳細は、」ART会誌（10月号）をご覧くだ

さい。

平成23年度第2回第2地区卒後教育講座

日　時：平成24年1月28日（土）

14：45～（14：30受付）

会　場：猫協医科大学病院

センタ一棟4階大会議室

下都賀郡壬生町北小林880

TEL．0282－86－1111（代表）

内　容

テーマ「第97回北米放射線医学会の

最新情報」

＊講師等の詳細は現在未定です。

平成23年度第4地区卒後教育講座

日　時：平成23年12月3日（土）

14：30～（14：00受付）

会　場：佐野厚生総合病院　講義室2

佐野市堀米町1728

TEL．0283－22－5222（代表）

内　容

テーマ「心臓画像診断

（心臓画像診断一冠動脈疾患）」

●MR卜・・シーメンス・ジャパン醸）

●⊂T……東芝メディカルシステムズ㈱

●R　ト…・富士フイルムRlファーマ麻）

＊講師等の詳細は現在未定です。

◆時が経つのは早いもので、あの大震災

から半年を迎えました。奇しくも、その

9／11はアメリカ同時多発テロ事件から

10年目ということでした。天災にしろ、

人災にしろ、被災者やその家族の心の傷

はなかなか癒えないことと思います。

◆フレッシャーズセミナーも遅ればせな

がら無事に終了しました。参加された皆

さんの若い英知と感性で、これからの診

療放射線技師がメディカルスタッフとし

てどうあるべきかを追求し、それを実現

して欲しいと思います。そのためには、

まず本会に入会することですl

◆今号は、INFORMATl0N　⊂ORNERの掲載

情報が盛り沢山です！各地区で卒後教育

講座が次々と開催されますので、他の地

区の講座にもぜひご参加ください。

〔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 
〒320－0033　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．or．jp 
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