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■宇都宮市無形文化財の太々神楽（だいだいかぐら）は、江戸時代中頃から続いている上演奉納神楽
です。江戸系統に属する神田流（浅草の若山に始まる）の流れをくみ、神社では宮比流（みやび
りゅう）太々神楽と称し、毎年1月、5月、9月の28日に奉納されます。娯楽の少なかった時代、神
楽は人々の楽しみのひとつであり、老若男女が境内をうめつくしたといわれています。たまには、
このような伝統文化に触れてみてはいかがでしょうか。

太々神楽（宇都宮二荒山神社）

■ご案内

第5地区卒後教育講座（第2回）開催
開催日時：平成25年１月30日㈬
　　　　　18：30～20：00
開催場所：自治医科大学
　　　　　教育研究棟　中教室３（３F）
内　　容：MRI基礎講座２
 　　シーメンス・ジャパン㈱

■ご案内

第２地区卒後教育講座（第2回）開催
開催日時：平成25年２月２日㈯
　　　　　14：30～
開催場所：獨協医科大学病院
　　　　　センター棟４階大会議室
内　　容
　１、テーマ
　 「これだけは習得しよう。CT、MRIの基礎」
　２、RSNA 2012 トピックス

栃木県放射線技師会MLに参加しよう！

■新年、あけましておめでとうございます。

昨年末には自民党が政権を奪還しましたが、国内経済や外交・安全保障など緊迫する状況の中、震災による復興や教

育改革、そして旧自民党からの課題などを山積しての船出となりました。一国民として、不安がいっぱいの年明けと

なりました。

一方、当会は「一般社団法人 栃木県診療放射線技師会」となり、名実ともに新た

な一歩を踏み出そうとしております。とは言え、会長の巻頭言にもあるよう

に、歴史ある栃木県放射線技師会の良いところをこれからも継続すればこ

そ、大きく飛躍できるものと思っています。まさに、温故知新「子曰く、故

きを温めて、新しきを知れば、以って師と為るべし」を忘れないように邁進

していきたいと思います。

本年も何とぞ、よろしくお願い申し上げます。

〔編集責任者　樋口清孝〕

編 集 後 記

　このメーリングリスト（ML）は、本会か

らのタイムリーな情報提供だけでなく、会

員登録された方であれば、どのような内容

でも話題にすることができる、言わば“会員

の情報交換の場”です。

　発言権は会員すべての方にあるので、ど

しどし発言、ならびに質問、アンケート調

査などに利用してください!!

　また、会議室をそれぞれの部門で作成し

ています。

　MLと会議室（掲示板）を上手く使ってい

ただければと思います。

　このMLへの参加登録は、栃木県放射線技

師会ホームページより、

誰でも簡単にできます。

　今すぐ登録を!!

2013
JAN.
32

32

2013
JAN.

1



年頭所感
（新たなスタートの年に）

巻頭言

　社団法人　栃木県放射線技師会

　　　　会　長　神　山　辰　彦

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　昨年中はひとかたならぬご厚情を賜り、厚く御
礼申し上げます。

　昨年は、本会にとって10年に一度のイベントで
ある『関東甲信越診療放射線技師学術大会』を皆
様方の厚いご支援により大成功に収めることがで
きましたこと、改めまして感謝申し上げます。

　年の初めに喜ばしいお知らせです。昨年11月25
日に移行認可申請をした「一般社団法人格」です
が、12月18日付で審議会から答申書が出されまし
た。この後は、法務局において解散の登記及び設
立の登記を同時申請することになります。事業年
度の初日、つまり、４月１日から『一般社団法人
栃木県診療放射線技師会』として、新たなスター
トを切っていけるよう、最後の難関（法務局での
登記申請）に臨みたいと思います。

　一般社団法人のうち、非営利が徹底された法人
または共益的活動を目的とする法人は非営利型法
人となります。公益目的事業に対して法人税は非
課税となり、公益社団法人と税制上は全く同じに
なります。つまり、今までと同様の活動を継続し
ていくことが、本会の原理原則であり税金対策に
もなります。稲盛和夫氏（京セラ設立者）の本に
『継続が大切だといっても、それが「同じことを
くり返す」ことであってはなりません。継続と反
復は違います。昨日と同じことを漫然とくり返す
のではなく、今日よりは明日、明日よりは明後日

と、少しずつでいいから、かならず改良や改善を
つけ加えていくこと。そうした「創意工夫する
心」が成功へ近づくスピードを加速させるので
す。』と書いてありました。そこで、本会の事業
を継続しながら見直しを図っていくことを新たな
スタートの年の目標といたします。　

　今年は巳年で、十二支の「巳」は植物に種子が
でき始める時期。漢書では草木の成長が極限に達
して次の生命が作られ始める時期といわれていま
す。つまり「実を結ぶ年」となり、結果が問われ
る年ということになります。「蛇稽古」にならな
いよう、皆様からご教示をいただきながら鋭意努
力していく所存であります。

　何とぞ、今後ともより一層のご指導とご協力をお
願い申し上げますとともに、皆々様の益々のご発展
を祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。

【蛇稽古】：へびげいこ　類義：三日坊主

稽古事などが長続きしない

ことのたとえ。

蛇は冬眠する動物で、暖か

くなる春に目覚めて、寒く

なり始める秋には土の中に

入ってしまう。

その蛇のように、春に行動

を始めて秋にはやめてしま

うことから。
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会 告

一般社団法人への移行認可について
　このたび、栃木県公益認定等審議会より栃木県知事宛に本会の一般社団法人への移行認可について
答申がありました。

以上
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会 告
第88回 定期総会開催について

　平成24年度 栃木県放射線技師会第88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25年３月10日㈰ 　11時30分開会
　　会　場：獨協医科大学病院　関湊記念ホール
　　　　　　下都賀郡壬生町北小林880

　　日　程：１．開　　会
　　　　　　２．会長挨拶

　　　　　　３．総会運営委員会報告

　　　　　　４．議長選出

　　　　　　５．議事録作成人並びに議事録署名人選出

　　　　　　６．議　　事

　　　　　　　　　第１号議案　平成25年度事業計画（案）

　　　　　　　　　第２号議案　平成25年度予算書（案）

　　　　　　　　　第３号議案　その他

　　　　　　７．閉　　会

以　上

　　　　　　　※ 総会に出席の際は、別送の総会資料をお持ちください。

グランド

看護学校

臨　床
医学棟学生

食堂棟

病院棟

RI棟

大学棟

新
館

セ
ン
タ
ー
棟

図
書
館

学生
駐車場

教職員
駐車場

テニスコート 外来駐車場外来駐車場

ヘリポート

関記念学生館

会　場
栃  

木  

街  

道

4



会 告
㈳栃木県放射線技師会 第８回学術研究発表会
平成24年度 第3回卒後教育講座開催について

　㈳栃木県放射線技師会 第８回学術研究発表会・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、会員皆様方の多数のご参加を期待しております。

記

日　時：平成25年３月10日㈰　10時00分（９時30分受付）
会　場：獨協医科大学病院　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）

　　「救急医療における診療放射線技師の役割」

　　　〈講師〉獨協医科大学 救急医学講座 　准教授　松島　久雄 先生

会場整理費：500円（学生は無料）…非会員入場不可
以　上

※ 問い合わせ等は、メールアドレス t-gaku@tartnet.com で受け付けます。
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平成24年度
第２回卒後教育講座（公開講座）開催報告

報 告
開 催 報 告

　平成24年度第２回卒

後教育講座（市民公開

講座）が平成24年11月

10日、コンセーレ（栃

木県青年会館）大ホー

ルBで、多数の会員及

び市民を集め開催され

ました。講師の済生会

宇都宮病院副院長、循環器内科診療科長　野間重

孝先生による「狭心症と心筋梗塞の防ぎ方、教え

ます」が講演されました。

　講演内容は、現在、日本人の死因の第２位を心

臓病が占めており、その多くが狭心症や心筋梗塞

であること。この疾患は心臓に血液を供給する冠

動脈が動脈硬化によって狭窄し、心筋に十分な血

液が送られなくなるために起こる。症状として典

型的なタイプでは、胸が締め付けられるような痛

みが起こり、数分から10分程度でおさまるそうで

す。息苦しさや吐き気などを伴う、また、奥歯や

のど、左腕、背中などの痛み、胸焼けなどが数分

から10分程度続く放散痛タイプ、糖尿病の方や高

齢者で、神経の障害によって症状を感じないタイ

プになるそうです。主な因子として、高血圧や高

脂血症、糖尿病、喫煙、運動不足、肥満などがあ

げられました。狭心症や心筋梗塞の防ぎ方として

は、塩分を減らす、脂質コレステロールはとり過

ぎない、栄養バランスのとれた規則正しい食事、

禁煙、適度な運動、適正体重の維持、飲酒量の制

限等、生活習慣を改善することによりリスクを減

らすことで、狭心症や心筋梗塞の予防につながる

と講演されました。また、患者様に禁煙を進める

際には、禁煙の難しさをご自身の体験を生かして

話されており、いかにストレスの軽減に考慮しな

がら診療を行っているかを話されました。

　最後に、このような講演をしていただいた野間

重孝先生及び役員の方々に感謝申し上げ、開催報

告とさせていただきます。

第5地区理事　　斉　藤　　　稔

■期　　日：平成24年11月10日㈯ 　　　　■会　　場：コンセーレ（栃木県青年会館）大ホールB

■参加人数：34名（会員32名）

演　　題 「狭心症と心筋梗塞の防ぎ方、教えます」

　　講師：済生会宇都宮病院副院長　循環器内科診療科長　野間　重孝 先生
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平成24年度
第１地区 卒後教育講座開催報告

報 告
開 催 報 告

　10月になり日増しに秋の深まりを感じる季節と
なりましたが、暖かい日が続く土曜日に那須赤十
字病院において、IVRペーシェントケア研究会と
の合同にて栃木県放射線技師会第１地区卒後教育
講座が開催されました。IVRは画像診断を応用し
た低侵襲性治療であるものの、手術であるため危
険を伴うこと、術前、術中、術後のケアのポイン
トが各IVRにより異なるなどIVRのペーシェント
ケアは一様ではなく、その安全な施行のためには
医師、看護師、診療放射線技師が一体となって取
り組まなくてはなりません。
　IVRの塞栓物質であるNBCAについて足利赤十
字病院　潮田先生に講演していただきました。一
般的には瞬間接着剤として用いられ、医療用とし

ては形成外科などの皮膚を接合する場合などに用
いられていた。IVRに用いる場合には、NBCAは
透明の液体、血液に触れた瞬間に固まってしまう
ため、また、透視にて確認できないためにリピオ
ドール（油性造影剤）と混ぜて使用する。混ぜる
ことにより、固まる時間をリピオドールの量を変
えることで調整がつき、透視にて確認もできるよ
うになる。利点として再開通しない（永久塞栓物
質）。通常１回の注入で塞栓でき、緊急の止血な
どに非常に有効である。短所として高濃度で使用
するとカテが張り付いてしまうなど、症例を示し
ながらお話しいただきました。

　看護師から見た被ばく教育について、アンケー
トをもとに看護師さんがどのくらい被ばくについ
てわかっているかを、自治医科大学附属病院　田
中先生に講演していただききました。
　物品請求の入力について代表施設の方より発表
していただき、新規入力がマスター登録に間に合
わず、各施設苦労しているようです。
　IVRについてとてもわかりやすく説明していた
だきました。

第１地区理事　吉　成　亀　蔵

■期　　日：平成24年10月20日 ㈯ 　　　　■会　　場：那須赤十字病院　マイタウンホール

■参加人数：技師会会員 29名（参加者全員 72名）

■講　　演：IVRペーシェントケア研究会と合同内容
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平成24年度
第２地区 卒後教育講座（第１回）

報 告
開 催 報 告

　第２地区の研修会は去年に引き続き２回開催と
なりました。内容的には、『これだけは習得しよ
う。CT、MRIの基礎』というテーマをもとに、
基礎的な話をベースにしてレベルアップをしてい
こうという考えがあります。
　CTにおいては、話題の320列のエリアディテク
ターに関してでした。エリア的には16㎝で心臓・
頭部に適応した範囲になっている。一見すると、
ヘリカルCTの多列化という考えもありますが、
特に特化したものはヘリカルピッチさせず、止
まったままエリア（16㎝）で収集を行うことに
よって臨床価値を見出している点が素晴らしいと
ころです。心臓CT検査では１回転0 . 2 7 5秒
（Aquilion One vision）で収集の心電同期スキャ
ンが可能なので、ハートレートの高い患者でも可
能である。頭部に関しては、パフュージョン・急
性期脳梗塞・脳動脈の時間軸での拍動も捉えられ
る。体幹部でも、エリアを設定して肺がんなどの
呼吸移動や胸壁浸潤などをリアルタイムで観察で
きるので、腫瘍の診断CTとしても有用価値があ
ります。さらに、造影剤の時間軸を利用してエリ
アの３D-CTAでは血管撮影以上の微細病変や血
液漏出などを立体的に捉えることができます。簡
単に言えば、CT画像診断がsagittal、coronal、
transverseさらに３Dも巻き込みながら、その先
に動画へと向かうものと思われます。今後、マル
チディテクターCTからエリアディテクターCTの

時代が必ず来るものと思われます。
　MRIにおいては、映像の信号化その２として基
礎的な原理を講演していただきました。キーワー
ドとしては、EPR、SyngoResolve、Grappaなどの
説明がありました。特に、歪みが少ない補正技術
の高解像度が可能になっている。体内人工物のチ
タンやインプラントの歪みも軽減されてきている。
　栃木県放射線技師会第２地区理事である小黒氏
によるMRIに関する医療安全の報告もありました。
特に、MRI検査に対応したペースメーカーが平成
24年10月に認可されたとのことでした。
　最後になりましたが、いろいろな話題を盛りだ
くさん聞くことのできる研修会です。平成25年２
月２日㈯に第２地区の研修会の２回目を獨協医科
大学病院で予定しています。ぜひとも第２地区以
外の方も参加してはいかがでしょうか。

第２地区通信員　関　口　克　幸

■日　　時：平成24年10月27日㈯  14：45～17：00　　
■会　　場：獨協医科大学病院  センター棟４階  大会議室
■参加人数：28名
■内容：テーマ『これだけは習得しよう。ＣＴ、ＭＲＩの基礎』
１、ＣＴの基礎
　　　「Aquilion　Oneの基礎と最新情報」　　　　　 東芝メディカルシステムズ㈱　
２、ＭＲＩの基礎
　　　「ＭＲ信号の画像化　その２」　　　　　　　    シーメンス・ジャパン㈱
〈トピックス〉
１、「マルチセンタースタディ　core320　の報告」　  東芝メディカルシステムズ㈱
２、「これからの歪み補正技術に関して」　　　　　　シーメンス・ジャパン㈱
３、「ＭＲガイド下集束超音波治療の将来」　　　　    ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱
４、「第40回磁気共鳴医学会大会の報告」　　　　　　獨協医科大学病院　小黒　清
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平成24年度
第４地区 卒後教育講座開催報告

■日　　時：平成24年12月３日 ㈪ 　14：30～17：00

■会　　場：足利赤十字病院　外来棟３階会議室

■参加人数：35名（非会員４名：学生）

■演 題 １：「マルチスライスＣＴの進化のこれまでとこれから～マルチスライスＣＴ装置の新基準」

■講　　師：シーメンス・ ジャパン㈱　ＣＴビジネスマネージメント部　大西　哲夫 先生

■演 題 ２：「東芝ＣＴ最新情報」

■講　　師：東芝メディカルシステムズ㈱　関東支社　営業推進部　森山　和樹 先生

■演 題 ３：「今夜から役立つ救急のＣＴ（ＭＲＩ）」

■講　　師：足利赤十字病院　放射線診断科　高橋　秀典 先生

報 告
開 催 報 告

　師走を迎え、厳しい冷え込みとなった12月３
日、足利赤十字病院において第４地区卒後教育講
座が開催された。
　第一部ではシーメンス・ジャパン株式会社、東
芝メディカルシステムズ株式会社による『CTの
最新情報』のテーマで講演をいただいた。
　CT装置はハードウェア技術の進化が早く、い
かに低線量で低いノイズの画像を表現できるかが
焦点であるという。そのために、逐次近似再構成
法の臨床活用や検出器の多列化、材質や配線の構
造の工夫に力を入れている。
　その結果、頭部・心臓血管のより詳細な
perfusion画像など、従来CTで得ることが困難で
あったイメージが簡単に表現できるようになった
り、より短時間での撮影が可能なため、小児への
応用など検査の幅が広がるということであった。
　現在、各社とも特に検出器の性能や検出能の向
上に着目し、CT装置の更なる躍進を目指してい
ると感じた。

　第二部は『今夜から役立つ救急の C T
（MRI）』というテーマで高橋秀典先生による講
演をいただいた。
　実際の当直時に多く見られる症例を画像診断医
の立場からピックアップし、医師がどのような情報
を求めているか、我々放射線技師はどのような撮
影を行うと良いかといった観点で解説をしていた
だいた。
　特に脳出血や急性腹症など、比較的遭遇する機
会が多く、また、正確な検査が求められる症例に
おいては、病態や画像の特徴、撮影時に見落とし
てはいけないポイントや適切な撮影範囲など具体
的なアドバイスをいただき大変参考になった。

　小雨の降る中、多数のご参加をいただきお疲れ
さまでした。

第４地区連絡員　和　田　倫　行
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平成24年度
第５地区 卒後教育講座（第１回）開催報告

報 告
開 催 報 告

■日　　時：平成24年11月29日㈭　18：30～20：00　　

■会　　場：自治医科大学  教育研究棟　中教室３（３Ｆ）　

■参加人数：41名（会員　36名　非会員　５名）

■内　　容：ＭＲＩ基礎講座１

 　　　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㈱　大澤　勇一  先生

　平日の業務終了後にも関わらず、多数の会員にご参加いただきありがとうございました。

　要望の多かったMRIの基礎講座ということで、会員の熱意が感じられました。

　内容については、なかなか聴けないハードウェアについての話と、こちらからお願い

したコイルについてのお話で、ご好評いただけたと思います。

　今年から年２回開催で対応したいと考えており、第２回はMRI基礎講座２と題して、

引き続き年明けに行います。内容については画像再構成、各種脂肪抑制法についての解

説を予定しております。

開催日時：平成25年１月30日㈬　18：30～20：00

開催場所：自治医科大学　教育研究棟　中教室３（３F）

内　　容：MRI基礎講座２ シーメンス・ジャパン株式会社

第５地区理事　寺　島　洋　一
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■宇都宮市無形文化財の太々神楽（だいだいかぐら）は、江戸時代中頃から続いている上演奉納神楽
です。江戸系統に属する神田流（浅草の若山に始まる）の流れをくみ、神社では宮比流（みやび
りゅう）太々神楽と称し、毎年1月、5月、9月の28日に奉納されます。娯楽の少なかった時代、神
楽は人々の楽しみのひとつであり、老若男女が境内をうめつくしたといわれています。たまには、
このような伝統文化に触れてみてはいかがでしょうか。

太々神楽（宇都宮二荒山神社）

■ご案内

第5地区卒後教育講座（第2回）開催
開催日時：平成25年１月30日㈬
　　　　　18：30～20：00
開催場所：自治医科大学
　　　　　教育研究棟　中教室３（３F）
内　　容：MRI基礎講座２
 　　シーメンス・ジャパン㈱

■ご案内

第２地区卒後教育講座（第2回）開催
開催日時：平成25年２月２日㈯
　　　　　14：30～
開催場所：獨協医科大学病院
　　　　　センター棟４階大会議室
内　　容
　１、テーマ
　 「これだけは習得しよう。CT、MRIの基礎」
　２、RSNA 2012 トピックス

栃木県放射線技師会MLに参加しよう！

■新年、あけましておめでとうございます。

昨年末には自民党が政権を奪還しましたが、国内経済や外交・安全保障など緊迫する状況の中、震災による復興や教

育改革、そして旧自民党からの課題などを山積しての船出となりました。一国民として、不安がいっぱいの年明けと

なりました。

一方、当会は「一般社団法人 栃木県診療放射線技師会」となり、名実ともに新た

な一歩を踏み出そうとしております。とは言え、会長の巻頭言にもあるよう

に、歴史ある栃木県放射線技師会の良いところをこれからも継続すればこ

そ、大きく飛躍できるものと思っています。まさに、温故知新「子曰く、故

きを温めて、新しきを知れば、以って師と為るべし」を忘れないように邁進

していきたいと思います。

本年も何とぞ、よろしくお願い申し上げます。

〔編集責任者　樋口清孝〕

編 集 後 記

　このメーリングリスト（ML）は、本会か

らのタイムリーな情報提供だけでなく、会

員登録された方であれば、どのような内容

でも話題にすることができる、言わば“会員

の情報交換の場”です。

　発言権は会員すべての方にあるので、ど

しどし発言、ならびに質問、アンケート調

査などに利用してください!!

　また、会議室をそれぞれの部門で作成し

ています。

　MLと会議室（掲示板）を上手く使ってい

ただければと思います。

　このMLへの参加登録は、栃木県放射線技

師会ホームページより、

誰でも簡単にできます。

　今すぐ登録を!!
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