
Tochi9iAssociQtionofRQdiol09icdTtchnologis†S

2012

JAN．

V。l．29

社団法人栃木県放射線技師会

情報誌

渡良瀬遊水地のヨシ焼き

た一亡

鴨毎年、3月下旬に行われる春の風物詩でもある渡良瀬遊水地のヨシ焼きは、越冬した病害虫を駆除

し、良いヨシを作ります。さらに、員重な動植物に生育の機会を与え、樹林化を防止することで良

好な湿地として自然環境を保全する役割も果たしています。広大な進水地が赤い炎に包まれる様

は、圧巻です。しかし、昨年は震災に伴う計画停電等により、安全確保が難しくなる可能性があっ

たため中止されました。

】『巻頭言　新年の挨拶
■会　　告　社団法人栃木県放射線技師会役員選挙公示
『会　　告　第85回定期総会開催について
『会　　告　第7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23年度第2回卒後教育講座（公開講座）開催報告・
■報　　告　放射線パネル展開催報告
｛報　　告　平成23年度第2地区第1回卒後教育講座開催報告・
l■報　　告　平成23年度第4地区卒後教育講座開催報告・
■報　　告　平成23年度第5地区卒後教育講座開催報告…
■報　　告　平成23年度関東甲信越診療放射線技師学術大会山梨大会参加報告
l■表　　彰　梅野一雄氏が瑞宝双光章を受章
■事務局報告
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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。

昨年は、未曾有の3．11東日本大震災があり、日

本という社会が一変し、行動も考え方も変わって

きたように思える。そして、『絆：KIZUNA』の

合言葉で、復旧・復興に向けてたくさんの方々・

団体が支援されている。そんな中、日本放射線技

師会は福島にいち早く「放射線サーベイヤー」を

派遣してきた。これは、内閣府原子力委員会、厚

生労働省、福島県災害対策本部からの要請を受け

ての行動であり、日本放射線技師会会誌にその活

動状況は詳細に報告された。ここで感じたこと

は、要請してきた窓口がなぜ『日本放射線技師

会』なのか？放射線という冠・文字がついた法人

や学会等は日本に多数ある中で、国や県及び世間

が日本放射線技師会を放射線専門職の代表として

認めたということである。専門職の要件の一つ

に、「高度の学識や技能を有しているのはもちろ

んではあるが、職能団体が結成され、その団体に

自律性が確保されていること。」と聞いたことが

ある。つまり、社会的に専門職・専門家として認

知されるためには、職能団体を形成して、団体と

して活動すること。ここが重要な点で、技師会が

学術団体ではない／レベルが低い／メリットがな

い／会費が無駄などから入会したくないというの

は、論外だということである。このことから会員

は、専門職の証、職能団体としての放射線技師会

に誇りをもっていただきたい。そして、ぜひ身近

の診療放射線技師に入会を勧めていただきたい。

今あるさまざまな認定・専門技師の資格も、職能
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社団法人　栃木県放射線技師会

会　長　神　山　辰　彦

団体である日本放射線技師会認定以外は意味をな　　（

きないのではとも思えてきた。技師会認定を取得

する最初の一歩は、日本放射線技師会の診療放射

線技師基礎講習会を受講することから始まるの

で、生涯学習（人が生涯にわたり学び・学習の活

動を続けていくこと。）として取り組んでいただ

きたい。

昨年もお伝えしたが、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

で様々な情報の発信をし、『（最新）情報の啓発

と共有』を図りたい。まだ100名程度の登録数なの

で、本会ホームページの『Tart MLに参加しよ

う！』から登録し、多数参加していただきたい。

http：／／www．tartnet．com／kaiin／indexA．html

今秋には、関東甲信越診療放射線技師学術大会

（栃木県実施）が開催される。地元開催は、10年に　′‾＼
一度となる大きな大会なので、遠方の開催で参加

が難しかった方々を含めて、一つでも多くの演題

発表と一人でも多くの参加登録をお願いしたい。

テーマ：『日本の今、医療界の今、そして未来へ』

期　日：平成24年10月6日仕ト7日（日）

会　場：栃木県総合文化センター（宇都宮市）

登録費：3，000円（事前）

5，000円（当日）

最後に、復興支援ポス

ターを掲示し、本会への

ご支援もお願いするとと

もに、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

上げます。



社団法人　栃木県放射線技師

選挙管理委員

委員長　須藤　昌

′／‾ヽ1＼

選　挙　公　示

栃木県放射線技師会定款第11粂及び第13条にもとづき、任期満了に伴う

役員の選挙を下記のとおり実施することを公示します。

記

1．役員定数

会長　1名　　　副会長　2名
監事　2　名

理事18名（会長及び副会長を含む）

2．立候補・推薦立候補の届出締切

平成24年　2月10日（金）17時（必着）

3．提出書類

立侯締着

所定様式　1、5

推薦立候補者

所定様式　2、3、4、5

を選挙管理委員会へ届ける。

郵便番号：320－0033

宇都宮市本町12番11号　栃木会館2階
（社）栃木県放射線技師会　選挙管理委員会．

4．選出方法

第85回総会にて正会員による無記名投票により行なう。
ただし、候補者が定数を超えないときは、役員選出規程第4章無投票当選

第14条により、総会において無投票当選者を定める。
ただし、会長については信任投票を行なう。

以上
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平成23年度　栃木県放射線技師会第85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24年3月11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．総会運営委員会報告

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24年度事業計画（案）

第2号議案　平成24年度予算書（案）

第3号議案　平成24年度スローガン（案）

第4号議案　その他

第5号議案　平成24年・25年度役員選挙

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。

品 教職鼻 駐車場 ∵十十 �　隼■、■ ■＼ 妻　J要 

■室［コ �着． 　ヘリポート �雷 雷 

違紅海㌶転義蘭 � 

し竺d　外来駐車場 �外来駐車場 � 

l＋＋ ウノ �十十 寺 � 

以　上

（

′■ヽ
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㈲栃木県放射線技師会第7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。

なお、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、今回は盛大に行いたいと考えております。

つきましては、会貞皆様方の多数のご参加を期待しております。

記

／‾‾＼

日　時：平成24年3月11日（日）10時00分（9時30分受付）

会　場：濁協医科大学病院　関湊記念ホール

下都賀郡壬生町北小林880

内　容：

●一般演題発表

＊詳細はプログラム・抄録集を参照

●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

●乳がん検診啓発ショートムービー

「一枚のコイン」

会場整理費：500円（学生は無料）・＝非会員入場不可

※問い合わせ等は、メールアドレスt・gaku＠tartnetcomで受け付けます。

以　上
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■期日：平成23年11月5日（土）　　　『会場：とちぎ健康の森　大会議室 

『参加人数：会員42名、一般15名 

■巨■■■毛｝ �「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ムズ株式会社 

営業本部　クリニカル営業推進部　鈴木　弘志先生 

平成23年11月5日仕）、暖かく穏やかな小春日和

の中、平成23年度第2回卒後教育講座が『とちぎ

健康の森』で開催されました。はじめに神山会長

より、レントゲン博士が1985年11月8日にⅩ線を

発見したこの時期を日本放射線技師会では『レン

トゲン週間』と制定し、全国でもこれに合わせて

様々な催しが行われているというお話がありまし

た。栃木県でもこれを記念し、一般公開講座と同

時に放射線パネル展を開催しました。

Ⅹ線に代表される放射線は医療の発展に大きく

貢献しており、病気の早期発見・早期治療に重要

な役割を果たしています。今回の講座ではその放

射線を使った『検診における画像診断について』

と題し、東芝メディカルシステムズ株式会社の鈴

木弘志先生より、検診に使われる医療機器と画像

診断についてご講演をいただきました。

栃木県における胃がん・肺がん・大腸がん・子

宮頸がん・乳がんの平成21年度の検診受診率は全

国平均よりも高いという結果ですが、厚生労働省

の掲げる目標値50％のおよそ半分です。日本人の

死因第1位は悪性新生物「がん」です。これを何

とか撲滅しなければならないということが「がん

検診」の大きなテーマになります。そして、各種

がん検診の利益（死亡率の減少）と不利益のバラ

ンスを考慮して推奨すべき検査を決定する「科学

的根拠に基づくがん検診」のもと、推奨グレード

AまたはBに選ばれたのがマンモグラフィ、胃Ⅹ線

検査、胸部Ⅹ線検査の画像診断です。

【乳がん検診】乳癌診療ガイドラインの中で推奨

しているのがマンモグラフイです。高精細・高画

質の画像を提供するのはもちろんのこと、撮影時

の入手情報（ほくろ等）を画像上に簡単に登録で

きる機能の開発に力を入れ、診療放射線技師によ

る読影の補助を行うことで医療スタッフの連携に

よるチーム医療の推進に役立っています。また、

超音波による検診は現時点では十分な根拠がな　′′へ

く、マンモグラフイが高濃度の乳房や若年者に対

して有効性が相対的に低いため、その対策の一つ

として用いられています。超音波を併用する検診

と併用しない検診（マンモグラフイのみ）のラン

ダム化比較試験を実施し、超音波検査が有効であ

るかを検証する厚生労働省の国家プロジェクト

J－STARTも始まりました。

【胃がん検診】Ⅹ線装置の主流はデジタルにな

り、検出技術の向上により高感度で高精細の機器

を開発し、被ばくの低減・診断の向上を目指して

います。最新の検出器（FPD）は薄型TVと同じ

半導体が応用され、微細ファイバー構造のCsI膜

と高反射率の反射膜により高輝度・高解像度を両

立しています。
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▲講師の鈴木弘志先生

【肺がん検診】肺がん検診ガイドラインでの推奨

は胸部Ⅹ線撮影ですが、マルチスライスCTの登場

で胸部低線量CTも注Hされています。世界3カ

国（日本・アメリカ・ドイツ）が参加して行った

iLEAD（胸部低線量CT撮影多施設共同研究）で

は、従来の150mAsと低線量50mAsを比較した

√－＼　データを出すなど線量と画質・診断能を定量評価

しています。また、現在取り組んでいる逐次近似

法を応用した低線量撮影技術のAIDR　3D（ェイ

ダースリーデイー）では、（1）線量不足の画像

のノイズを減らす（2）被ばく線量を変えずに画

質を向上させる（3）画質は同等で被ばく線量を

低減できることが期待されています。

【大腸がん検診】画像診断としての大腸内視鏡や

注腸Ⅹ線検査はグレードCということで推奨され

ていません。最近の試みとしてCTを使った検査

CT－Colonographyの研究が学会などで進められて

います。大腸CTの有用性は、（1）穿孔などの偶

発性の発生率が低い（2）大腸がんと周囲の臓器

の位置関係、肝転移やリンパ節転移の有無が調べ

られる（3）被検者の負担が少ないなどが挙げら

れます。実際の検査は入室から退出まで約10分程

度で行うことができ、画像処理も含めたシステム

も構築されつつあり、これから普及してくるもの

と思われます。

福島第一原発における事故に伴い、受診者の被

ばくに対する意識は高まっています。放射線使用

線量は診療放射線技師に委ねられている現状を考

えるとその責任は大きく、できる限り少ない線量

で診断や治療に役立つ画像を提供することが重要

です。

最後になりましたが、講師を務めてくださいま

した鈴木弘志先生、開催に協力していただいた会

員の皆様及びご参加くださった皆様に深く感謝申

し上げます。

学術部　遠　藤　奈　美
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社団法人日本放射線技師会では、毎年11月2日

～11月8日の1週間を『レントゲン週間』と制定

して、各地でイベントを行っている。

本会でもこのレントゲン週間にちなみ、一般県

民の方々に広く放射線や診療放射線技師を理解し

ていただくことを目的に、第2回卒後教育講座の

開催に合わせて、とちぎ健康の森多目的フロアA

において放射線パネル展を開催した。

本会で作成した放射線に関するパネルをはじ

め、放射線検査の内容や診療放射線技師の役割な

どを図解したパネルを数十枚展示し、さらに、マ

ンモの触診体験模擬ファントムを設置し触診を実

際に模擬体験してもらった。

今回は福島原発事故の影響もあり、Bq、Gy、

Svの違いを熱心に質問する方もいて、この放射

線展を通じて放射線技師を理解してもらうことだ

けではなく、放射線の専門家として県民の被ばく

に対する不安を取り除く活動を行っていくことが

重要であることを再認識した。

パネル展委員　金　田　幹　雄
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■日時：平成23年10月29日（土日4：45～17：00　　■会場：掲協医科大学病院センタェ棟4階大会議室

■参加人数：42名

●内容：『これだけは習得しよう。⊂T、MRの基礎』

CT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　蒲田　　歩先生

MUS⊂OT再構成、Feldkamp再構成、COneXa⊂t再構成、逐次近似応用再構成について

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（瑚　谷川　　光先生

コーン角補正アルゴリズム、逐次近似再構成について

MRの基礎

1、MRAngiographyの基礎　　　　　　　　　　東芝メディカルシステムズ麻）山下　裕市先生

非造影MRA、FreshBloodJmaging、Time－SLLPについて

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（株）大澤　勇一先生

マグネット本体、シミング、ボディコイル、受信コイルについて

今回の第2地区の卒後教育講座は、初の試みと

して年2回開催となりました。その第1回目とし

て選んだテーマは、『これだけは習得しよう。C

T、MRの基礎』です。今さら聞けないというフ

レーズはよく聞きます。ここで注目したのが、基

礎でどのような原理で成り立っているのか学習し

ようとテーマになりました。CT、MRも時代の

流れとともに技術進歩が加速しています。最新装

置では、常に新しい技術が取り入れられていま

す。そのようなテーマは知っていてもなかなか基

本的なことは知らなかったりします。どうして

も、初歩的なものと応用とのギャップの差が大き

くなっているのが現状です。基礎を習得しながら

新しい臨床応用を学習していけたらと思います。

基礎を学ぶことで、今まで忘れていたことを知

ることができました。しかし、学生時代にヘリカル

CTやMRを学んでいない世代では、卒後教育講

座で学習していく良い機会となりました。福島原

発事故の影響もあって、特にCTでは被ばくの低

減、メーカーもユーザーも共に低線量で最高の画

像を提供することが求められています。撮影前の

条件、範囲の最適化が重要になります。何かと放

射線はマスコミに取り上げられるようになって注

目の的でもあります。今後の第2地区卒後教育講

座（第2回）は平成24年1月28日仕）を予定してい

ます。次回もたくさんの参加をお持ちしています。

第2地区連絡員　関　口　克　幸
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■日　　時：平成23年12月3日（土日4：30～16：30

■会　　場：佐野厚生総合病院　講義室2

■参加人数：24名

■演　　題：「心臓画像診断一冠動脈疾患」

■講　　師：富士フイルムRlファーマ（碗

カスタマーサボート部　画像技術支援グループ　石川　　寧先生

東芝メディカルシステムズ㈱

関東支店　営業推進部　⊂T担当　前川　智昭先生

シーメンス・ジャパン（株）

MRビジネスマネージメント部　浦川　真樹先生

今回は心臓画像診断について、RI・CT・MRI

の各モダリティーの特徴を3メーカーによって講

演を行った。RIは長年の実績により心筋の血流、

血行動態などの機能情報を得る画像として最適で

あったが、近年、CT・MRIの性能向上により変

わりつつあるようで、欧米ではCT・MRIの件数

は増えてRIは減る傾向にあるようである。CTは

320列マルチスライスCTの登場により1回転・1

心拍での撮影が可能となり、被ばくも低減できる

ようになった。

10

MRIはシネ撮影、パーフュージョン撮影などさ

まざまな撮影が可能となり、冠動脈画像において

はCTと同等な画像が得られるようになってき

た。RI・CT・MRIともワークステーションでの

他のモダリティーとのフュージョンさせるソフト

が多様化してきている。これからCT・MRIとも

心臓画像診断のみならず、さまざまな画像診断に

より多く積極的に活用されていくだろう。

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月の参加をお願いします。

第4地区理事　高　杉　佳　伸



■日時：平成23年11月25日18：30～　　■会場：自治医科大学臨床教室Ⅰ 

■参加人数：40名 

講演内 �勾容 

「小児放射線科医の視点　～日常のチェックポイント～」 

講師：自治医科大学附属病院　准教授　古川理恵子先生 

自治医科大学附属病院准教授の古川理恵子先生

を講師に迎え、「小児放射線科医の視点～日常の

チェックポイント～」について講演していただき

ました。出席者は、会員35名・学生2名・非会員

3名の40名参加となりました。

講演では、乳児についてのMRI、単純写真の有用

性、毛巣洞についての話をしていただきました。

乳児の頭部MRIでは、脳が未発達のため、成人

の脳と同じように撮影しても、明らかな所見が見つ

からない場合があるということでした。乳児は、脳

．＿　の神経が未発達で、水分が多く、脂肪成分が少な

いためコントラストのつきにくい画像になります。

1歳半ぐらいで、成人の脳に近づいていきます。歳

をとるごとに神経の髄鞘化が進み、水分が減少

し、脂肪成分が増えてきます。TIWIでは6か月、

T2WIでは1歳半ぐらいで成人に近いコントラス

トになるため、乳児の撮影は1歳半ぐらいまではT

l系を中心に撮影することが望ましいようです。

単純撮影は、病気では肺炎と骨折が多く、鎮静

も必要ないため、今でも有用であります。骨折で

も虐待を疑われた場合、全身骨の単純撮影が必要

です。全身骨の撮影では陳旧性の骨折も含めて、

骨折の有無を確かめます。骨幹端の小さな骨折も

見えるように撮影するのがポイントです。しか

し、開胸後のような紛らわしい骨折痕もあるので

病歴などを確認する必要があります。

子どもは、自分から「痛い」と言えなかった

り、部位があいまいで、痛みが病変でない所に出

る場合があります。ペルテス病のように、本来は

大腿骨頭の骨端系の壊死・骨折などですが、膝の

痛みからくることがあります。痛みが膝だからと

言って、膝を撮ればいいわけではなく、広範囲で

の撮影が必要となります。それには、診察医の判

断が大事でありますが、技師としても、そのよう

な症状の場合、診察医に撮影を促すのも必要なの

ではないでしょうか。

技師は医師と常にディスカッションしながら検

査を行っていくことが必要です。

最後に、ご講演いただいた古川先生と企画してい

ただいた関係各位にこの場を借りて感謝します。

第5地区連絡員　大　垣　拓　史
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■期日：平成23年10月15日（土）～16日（日）　　　■会場：コラニー文化ホール・ロイヤルガーデンホテル

平成23年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

が山梨県甲府市で開催され、このたび本会から委

嘱された大会実行委員の立場を含めて報告いたし

ます。

この大会は、日本放射線技師会及び関東甲信越

地域1都9県の技師会が協力して開催する大会で

あり、次回は本会が開催実施県となります。特

に、福島原発の件、前日に山梨県の医療施設でRI

の過剰投与の報道がなされていたこともあり、報

道関係にも注目されていたことが印象的でもあり

ました。

大会テーマは『もう一度　一から見直す　安全

性と役割』と銘打たれ、そのテーマに沿ったシン

ポジウムや教育セミナー等が企画され、山梨県放

射線技師会の熱意に伴い、プログラム内容が豊富

で、選択に悩むほどでした。それが逆に各会場へ

の参加者の分散を招き、会場が広いことも相まっ

て閑散とした雰囲気となっていたように思いま

す。これは、本県開催にあたり参考にすべき点

だったように思います。参加できたプログラムに

ついては内容が充実しており、職場や技師会へ還

元したい点を多く学べました。それだけに、時間

が重なり参加できなかったプログラムが残念でも

ありました。

市民公開講座『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～は、普

段の自分では考えない視点から人や命について想

いを馳せる時間を与えてくれた点と、ビジュアル

の美しきでひと際印象に残っています。アートで

はありませんが、診療放射線技師も画像で情報を

伝える仕事であることを今一度考え直した時間で

もありました。余談ではありますが、私自身は適

正なポジショニングや絞り、撮影条件で撮影され

た画像に、撮影者の誇り、美意識、品性を感じる

ことがあります。逆もまた然りで、そうならない

ように日々研鍵を心がけなければと反省すること

しきりです。

本会実行委月の方々と情報交換会にも参加しま

した。ここでは、本会実行委員及び各県技師会会

貞との親睦も図れ、有意義な時間を過ごすことが

できました。また、本会の大会長である神山会

長、実行委員長の野澤副会長を先頭にして実行委

員全月で壇上に上がり、次期開催の栃木大会の紹

介プレゼンテーションを行いました。このことに

より、実行委貞一同、成功への決意を新たにした

ことと思います。

山梨大会で最も感じたことは、開催県の会員各

位の協力がなければ成功などできないということ

でした。実行委員ができることは企画、立案であ

り、栃木大会を成功させるのは会員の皆様です。

栃木大会のテーマは『日本の今、医療界の今、そ

して未来へ』です。栃木県放射線技師会の新たな

る未来のために、ぜひ、会員の皆様の積極的な演

題登録と参加をお願いいたします。

最後に、来る栃木大会の会場（平成24年10月6

日・7日：栃木県総合文化センター）でお会いで

きることを楽しみにしております。
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▲各都県技師会長（副会長）

▲各シンポジスト
「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～」

第5地区理事　寺　島　洋　一
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二、1ゝ、・Jへこ

本会会員梅野一雄氏におかれましては、平成23年秋の叙勲に

おいて瑞宝双光章を受章されました。瑞宝章は「国及び地方公

共団体の公務」または「公共的な業務」に長年にわたり従事し

て功労を積み重ね、成顕を挙げた方に対して授与されます。

梅野氏は昭和16年9月24日生まれで、現在70歳になられます。城西放射線技

師専門学校を卒業後、昭和42年2月に診療エックス線技師免許を取得し、同年

4月、栃木県済生会宇都宮病院に入戦されました。その後、昭和45年1月には

診療放射線技師免許を取得され、平成12年3月に定年退職するまでの34年間同

病院に勤務され、技師長としてご活躍されました。同病院を定年退職された

後、医療法人社団高砂会飯田病院に勤務され、現在なお現役の診療放射線技師

として活躍されておられます。

栃木県放射線技師会においては、理事、選挙管理委員会委員長、生涯教育委月

会委月、法人化推進委員会委員などを歴任され、会の発展に貢献されました。

それらの功緯により、平成16年に栃木県知事表彰。平成17年には日本公衆衛

生協会会長表彰を受費されました。また、平成20年には厚生労働大臣表彰を受

質され、このたび、これら多年にわたる功範により、平成23年秋の叙勲におい

て塙宝双．光章受章の栄に浴されました。

このたびの叙勲を会員の皆様と一席に心からお祝い申し上げますとともに、

枯野氏の今後ますますのご発展とご健勝をお祈り申し上げます。
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平成23年度第2地区卒後教育講座（第2回）

日　時：平成24年1月28（土）

14：45～（14：30受付）

場　所：掲協医科大学病院

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

内　容

テーマ「これだけは習得しよう。⊂T、MRlの基礎」

≪⊂丁の基礎≫

「⊂T装置の変遷」

東芝メディカルシステムズ（株）技術員

≪MRlの基礎≫

「MR信号を画像化する」

シーメンス・ジャパン（株）技術員

≪第97回北米放射線学会議（RSNA2011）最新情報≫

①東芝メディカルシステムズ（樵）

（ヨシーメンス・ジャパン（瑚

③GEヘルスケア・ジャパン（槻

④麻）フィリップス

＊研修会開始前（13：30～14：30）に「掲協医科大

学病院PETセンター施設見学会」を開催します。

●新年、あけましておめでとうございます。昨年の震災被害
に遭われた方々にとっては、まだ新年を祝う気持ちにはなれ
ないかもしれません。今年は平穏な1年でありますよう、
願っています。さて、栃木県放射線技師会では巻頭言にもあ
るように、関東甲信越診療放射線技師学術大会に向けて準備
を行っています。大会の成功には、会員の皆様の絶大なる協
力が必要ですので、よろしくお願いいたします。

〔編集責任者　樋口清孝〕
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行　事　予　定

活　動　内　容

あすた－と29号発行

第3回学術大会実行委員会
第3回消化管撮影研究会
第5回三役会・公益法人格取得委員会
第2地区卒後教育講座（第2回）
第5回理事会・第4回学術大会実行
委員会（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。

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 

銀行振込二足利銀行本店（普通）1785921 

郵便振替：00340－3－35730 

URLhttp：／／www．tartnet．com／E一mai1tart＠ce．mbn．orjp 
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