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■明治39年、塩田蓬一郎（しおだほういちろう）氏が塩田園として開園し、その後、宇都宮市がゆず
り受け、昭和2年に「八幡山公園」となりました。大正11年から2年間は、それまで陸軍第14師団
にあった大砲が据えつけられ、正午を知らせる午報が鳴らされ、「八幡山のドン」の名で親しまれ
ました。現在は約830本のサクラ、5000本のツツジが植えられており、市民のいこいの場となっ
ています。

八幡山公園のツツジ

■ご案内

第25回 関東甲信越診療放射線技師学術大会
会　期：平成25年６月29日㈯、30日㈰
会　場：横浜情報文化センター（横浜市中区日本大通11番地）
　　　　ワークピア横浜（横浜市中区山下町24-1）
　　　　横浜市開港記念会館（横浜市中区本町1丁目6番地）
実　施：公益社団法人 神奈川県放射線技師会
参加登録：事前登録（平成25年６月13日まで）  
　　　　3,000円（正会員のみ）
　　　　当日登録
　　　　5,000円（正会員）／ 7,000円（非会員）
　　　　（学生の参加登録は無料、抄録集1,000円）

※詳細はホームページをご参照ください。

■ご案内

第29回 日本診療放射線技師学術大会
会　期：平成25年９月20日㈮～22日㈰
会　場：島根県民会館（島根県松江市殿町158）
　　　　サンラポーむらくも（島根県松江市殿町369番地）
主　催：公益社団法人 日本診療放射線技師会
実　施：一般社団法人 島根県診療放射線技師会
参加登録：事前登録（平成25年７月31日まで）  
　　　　8,000円（正会員）／ 12,000円（非会員）
　　　　当日登録
　　　　12,000円（正会員）／ 18,000円（非会員）
　　　　（学生の参加登録は2,000円）

※詳細はJART ４月号またはホームページをご参照ください。

■ご案内

身元調査法による
死亡時画像診断（Ai）について

　本年４月から「警察等が取り扱う死体の死因又は身元
の調査等に関する法律」（いわゆる、身元調査法）が施行
され、Aiの実施が警察署長の権限でできるようになって
います。
　Ai実施の可否をはじめ、受入れる場合は体制の整備な
ど各施設での検討が急務です。
　詳細情報は、オートプシー･イメージング学会のホー
ムページなどでご確認ください。

■４月１日より「一般社団法人 栃木県診療放射線技師会」
としてスタートしました。本誌「あすたーと」も“明日へス
タート”の語義のごとく、最新の情報発信に努めたいと思っ
ています。
■ 第65回 診療放射線技師国家試験の合格発表が３月29日に
行われました。全国の合格率が66.6％という、ここ10年間
では平成17年度の62.6％に続く低さで、就職内定をもらっ
ていた学生が不合格になるなど、多くの施設で混乱を招い
たことと思います。

〔編集責任者　樋口清孝〕

編 集 後 記
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巻頭言
一般社団法人への移行

（法人名称変更）のお知らせ

　謹啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　平素は、本会の活動に格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

　さて、本会では公益法人制度改革に対応するため、一般社団法人への移行手続を進め

てまいりましたが、この度、栃木県知事の認可を得て、平成25年４月１日より一般社団

法人へと移行しました。これに伴い下記のとおり法人名称が変更されましたので、ここ

にお知らせ申し上げます。

　なお、法令に基づき、旧法人からの権利義務は新法人がすべて継承し、法人としては

同一性をもって存続いたしますことを併せてお知らせ申し上げます。

　今後も、一般社団法人として、定款に掲げた『診療放射線技師の職業倫理を高揚する

とともに、医療放射線に関する技術及び知識の向上を図り、医療放射線の適正利用を推

進し、もって医療と保健の維持発展に寄与することを目的とする』事業を推進してまい

りますので、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬　具

平成25年４月吉日

一般社団法人　栃木県診療放射線技師会　

会長　神山　辰彦　　

記

　　　　新法人名　　一般社団法人栃木県診療放射線技師会
　　　　旧法人名　　社団法人栃木県放射線技師会
　　　　変 更 日　　平成25年４月１日

※所在地、電話番号等の連絡先について変更はございません。

以　上
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会 告

第89回 定期総会開催について

　平成25年度　栃木県診療放射線技師会第89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

開催日時：平成25年６月15日㈯　 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  TEL 0289-65-1131）

日　　程：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. 書記及び議事録署名人選出

７. 議  事

　第１号議案 平成24年度事業経過報告

　第２号議案 平成24年度会計決算報告

　第３号議案 平成24年度監査報告

　第４号議案 その他

　第５号議案 平成25年･26年度役員選任

８. 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。

＊総会終了後、一般社団法人移行記念祝賀会を開催いたします。

　別送の案内をご覧ください。

告 示
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会 告
平成25年度

第１回卒後教育講座開催のお知らせ

　　　　日　時：平成25年６月15日㈯　15時00分開演（14時30分受付）

　　　　会　場：ニューサンピア栃木

　　　　　　　　鹿沼市栃窪1255

　　　　　　　　TEL 0289-65-1131　

講座内容

演　題：「コニカミノルタ製のDR最新技術と医療ＩＴサービス」

講　師：コニカミノルタヘルスケア株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　未定

新鹿沼

鹿沼

花木
センター

東北自動車道

R121

鹿沼I.C

N

日
光
線

R29
3 

R293 

大
谷
街
道

至宇都宮

ニューサンピア栃木
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社団法人　栃木県放射線技師会
第87回臨時総会開催報告

報 告
開 催 報 告

　定刻に至り、理事茂木常男より開会が宣せられた。

　今回の総会は一般社団法人移行に向けての定款、諸規程の改正についての審議があり、本会定款第 34 条

「この定款は、総会において総正会員の 4 分の 3 以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変

更することができない。」を満たすため、各会員へのご協力をお願いした総会でもあった。

　執行部より提案理由の説明がなされ、総会での審議の上、第 1 号議案、第 2 号議案ともに承認された。

委任状や書面表決による出席など、会員各位のご協力の賜物であった。

　概略として、第１号議案については、「一般社団法人栃木県診療放射線技師会」への名称変更、「診療放

射線技師の職業倫理を高揚する」との文言を目的に追加したこと、「入会金」「賛助会員」の明文化、退会

について「会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。」と

の条文を入れたことなどであった。

　第 2 号議案については、これまでの規程・規則類の一切について、一般社団法人移行後もそのまま適用

させ、記載する法人名を新法人名とするとのことであった。

　17 時 23 分、理事野澤幸二より閉会が宣せられ、散会となった。

総会運営委員長　寺　島　洋　一

　　　　日　　時：平成24年11月10日㈯　16時00分

　　　　会　　場：コンセーレ（栃木県青年会館）　大ホールB

　　　　　　　　　  〒320－0066　宇都宮市駒生１-１-６

　　　　　　　　　  TEL 028-624-1843

　　　　出席会員数：371名（本人出席22名、委任状出席282名、書面表決による出席67名）

　　　　第1号議案　一般社団法人移行に向けての定款、諸規程の改正について

　　　　第2号議案　移行後の規程規則の適用について

平成24年度
第２地区 卒後教育講座（第２回）

報 告
開 催 報 告

　今回開催された卒後教育講座は、会員発表、320
列CTの施設見学などを含め、内容が豊富であった。
　昨年12月に獨協医科大学病院に導入された
Aquilion ONE Vision Edition CT 320列（東芝メ
ディカルシステムズ）の使用経験についての発表
では、Aquilion ONE　搬入、Aquilion ONE Vision 
Edition の特徴、心電同期再構成の原理、Volume 
Scan、臨床画像の供覧もあった。１回転0.275秒
で160㎜の範囲を撮影可能とし、0.5㎜スライス厚
の検出素子を体軸方向に320列配置することによ
り、脳・心臓・肝臓など１回転でボリューム画像
を得ることができる。特に心臓では１心拍の高速
撮影によりバンディングアーチファクトやモー
ションアーチファクトがない画像が得られ、不整
脈にも対応可能である。これから導入を検討して
いる施設においても有意義な報告であった。
　CTの基礎「わかりやすい逐次近似法の理
論」： 逐次近似法は、CT画像再構成高画質化技
術として使われている画像解析方法で、画像ノ
イズ低減と被ばく低減効果に有効な技術である。

講演では、画像再構成に使われている逐次近似法
の意味と基本的な考え方を学んだ。
　MRIの基礎「脂肪抑制のあれこれ」：｢脂肪抑
制法｣として、Fa t s a t（Q - s a t）・Wa t e r 
excitation・STIR・SPAIR・DIXONなどの解説を
され、わかりやすい講演であった。
　北米放射線学会最新情報は、各社とも多種多様
でCT、MRI機器の開発点、改良点等をアピール

し、R S NA 
2 0 1 2が盛大
に行われた
ことを話さ
れていた。
　研修会終
了後、獨協
医科大学病
院 CT検査部
門施設見学
会が行われ
た。多くの会

員がAquilion ONE Vision Editionに見入っていた。
　我々診療放射線技師は、まだまだ進歩を続ける
CT、MRIの基礎知識を常に確認しながら、メー
カーとともに医療の向上に貢献しなければならない。
　今後、CT、MRIのテーマだけではなく、一般
撮影装置、血管造影装置、透視装置などの基礎講
演や装置説明会、施設見学会も行う予定です。

第２地区連絡員　猪　瀬　智　哉

■日　　時：平成25年２月２日㈯  14：15～　
■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：29名
■内　　容
　１、会員発表
　　　Aquilion ONE Vision Edition の使用経験　　　　　　　　　   獨協医科大学病院　浅野　浩一
　２、テーマ『これだけは習得しよう。CT、MRIの基礎』
　　　１）CTの基礎　　「わかりやすい逐次近似法の理論」　　　東芝メディカルシステムズ㈱
　　　２）MRIの基礎　 「脂肪抑制のあれこれ」　　　　　　　　 シーメンス・ジャパン㈱
　３、2012  RSNA  トピックス
　　　１）東芝メディカルシステムズ㈱　　　　 　２）シーメンス・ジャパン㈱　　　　　　　　　
　　　３）GEヘルスケア・ジャパン㈱　　　　　　４）㈱フィリップスエレクトロニクス
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開 催 報 告
報 告

第88回 定期総会開催報告

　　　　　開　催　日：平成25年３月10日㈰
　　　　　開 催 場 所：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）
　　　　　正会員総数：466名
　　　　　出席会員数：313名（内訳：会場出席者37名、委任状出席者235名、書面表決出席者41名）
　　　　　書　　　記：福田敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）
　　　　　議事録署名人：野澤幸二（栃木県県西健康福祉センター）
　　　　　　　　　　　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、総会運営委員長が午前11時時点の正会員数と有効会員数を報告し、本
総会が成立する旨を告げた。
　議長・書記並びに議事録署名人の選出方法を諮ったところ、満場一致で執行部案が承認され、議長に江
原信隆、書記に福田敏行、議事録署名人に野澤幸二、牧島正道が選出された。
　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（案）について、会長及び財務
部長が説明を行った。平成25年度は一般社団法人への移行に伴い計画されたものであり、（１）診療放射
線技師基礎講習会の開催、（２）会員メーリングリストの登録推進、（３）平成25年度関東甲信越診療放
射線技師学術大会（神奈川）への参画、（４）栃木県放射線技師会第９回学術研究発表会の充実を図る、
（５）諸規程の変更・修正及び作成を行う、以上を重点項目とし、事業を進めていくということであっ
た。賛成多数で承認された。
　第３号議案：諸規程の改正について、会費納入規程、社員総会運営規程、入会及び退会に関する規程、
役員等の報酬及び費用に関する規程の改正についての案が出され、会場に諮ったところ賛成多数で承認さ
れた。
　第４号議案：会員の名誉会員への推薦と除名について、本会元副会長の武田光正会員が公益社団法人日
本診療放射線技師会より勤続50年表彰を受賞されたのを期に、本会名誉会員とする提案が執行部よりさ
れ、満場一致をもって承認された。また、会費未納者５名に対し除名処分とすることについて会場に諮っ
たところ、賛成多数で承認された。
　第５号議案：その他では、神山会長より入会促進のため、新卒者に限り入会金免除とする案が出され
た。議場に諮ったところ満場一致をもって承認された。
　以上、議事がすべて終了し、副会長茂木常男の閉会挨拶で解散となった。

総会運営委員長　長　沢　雅　史

江原信隆議長 （左から）神山会長、金田財務部長、茂木副会長、野澤副会長 （左から）川口監事、若林監事
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平成24年度
第３回卒後教育講座開催報告

報 告
開 催 報 告

　年度末の忙しい中、
多数の会員、学生に
参加していただきま
した。
　卒後教育講座Ⅰで
は獨協医科大学救急
医学講座准教授　松
島久雄先生に救急医
療における放射線技
師の役割という演題
で、救急医療の基礎
から緊急に処置しな
ければいけない疾患、
対処法などを詳しく
講演していただきま
した。救急医療とは、
まず治療をする側、
される側も命の安全
を最優先すること、
治療には時間を重視

し、診療手順の構成を理解し、チームダイナミク
ス（相手の立場を理解する）を活用することが重
要とのことでした。また、救急医療において診療
放射線技師もチームの一員として協力し合うこと
が求められているので、我々も更なる技術と知識
の向上をし、良質な画像を提供していかなければ
ならないと深く感じました。
　卒後教育講座Ⅱでは東芝メディカルシステムズ
　田中利夫先生に DICOM の基礎～日常業務の中

での DICOM～という演題で講演していただきま
した。
　DICOMの概要、歴史、適用範囲、各種定義、また、
導入により業務効率向上、入力などの間違え減少、
コスト削減ができるというメリットなどをわかり
やすく講演していただき、改めて DICOM の基礎
などを再確認することができました。
　質疑応答では日常業務でのトラブルや解決策などを
詳しく教えていただきました。
　DICOM を含め、情報分野はハード、ソフトと
もに更に進歩する分野なので今後の研究、開発を
期待し、これからも注目していきたいと思いまし
た。
　最後に、日常の業務や今後に役立つ講演をして
いただいた講師の先生方に感謝申し上げます。

学術部　江　原　信　隆

■日　　時：平成25年３月10日㈰ 　10：00～　　　■会　　場：獨協医科大学病院　関湊記念ホール

卒後教育講座Ⅰ 「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

卒後教育講座Ⅱ 「DICOMの基礎～日常業務の中でのDICOM～」
　　　　　講師：東芝メディカルシステムズ株式会社　田中　利夫 先生

▲座長を務める柳沢理事 ▲座長を務める柏﨑理事

▲獨協医科大学 松島久雄先生

▲東芝メディカルシステムズ㈱
 田中利夫先生

平成24年度
第８回学術研究発表会 開催報告

報 告
開 催 報 告

　春の気配が日に日に強く感じるようになった晴天の３月10日

に第８回学術研究発表会を開催しました。場所は獨協医大病院

の関湊記念ホールで、参加登録者122名（学生を含む）と多数

の参加を得ました。役員による前日からの準備の中、会長の挨

拶を始めに開催しました。

　関東甲信越診療放射線技師学術大会が10月に開催されたた

め、応募演題数は少なめでした。よって、研究発表の演題に変

わる内容をということで、卒後教育講座を通常より１演題増や

した形での発表会となりました。CT１演題、MR２演題、放射

線治療３演題、PACS・PET各１演題と多岐にわたる計８題を２セクションに分けて発表が行われまし

た。学生の発表も国際医療福祉大学より３演題を応募していただきました。内容も、最新の技術から創意

工夫でどこの施設にでも活用できるような、仕事に直結する発表がありました。

　学術部としてはとても良い発表会になったと思いますが、反省点として、発表者の持参したＰＣを事前

にプロジェクターに投影できるか確認していただきましたが、一部で実際の投影に不備があり、皆様にご

迷惑をおかけいたしました。次回からはこのようなことのないよう準備したいと思います。また、最近の

ＰＣは画面をワイドモードで使用していることが多いのですが、プロジェクターはまだワイドモードに対

応していない装置が多いので注意が必要です。

　会員の皆様には、常日頃より仕事に対する疑問を持ち、その疑問を解決する努力を演題という形で発表

し、栃木県診療放射線技師会を通して知識を共有することにより、診療放射線技師の知識の向上を図れた

ら良いと思っています。皆様の協力をお願いいたします。

　最後に、紙面で失礼とは思いますが、開催に際しご協力いただきました皆様方に深くお礼申し上げます。

学術部長　吉　成　亀　蔵

■期　日：平成25年３月10日㈰　　　　■会　場：獨協医科大学病院　関湊記念ホール

▲ 開会の挨拶をする神山会長
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平成24年度
第８回学術研究発表会 開催報告

報 告
開 催 報 告

　春の気配が日に日に強く感じるようになった晴天の３月10日

に第８回学術研究発表会を開催しました。場所は獨協医大病院

の関湊記念ホールで、参加登録者122名（学生を含む）と多数

の参加を得ました。役員による前日からの準備の中、会長の挨

拶を始めに開催しました。

　関東甲信越診療放射線技師学術大会が10月に開催されたた

め、応募演題数は少なめでした。よって、研究発表の演題に変

わる内容をということで、卒後教育講座を通常より１演題増や

した形での発表会となりました。CT１演題、MR２演題、放射

線治療３演題、PACS・PET各１演題と多岐にわたる計８題を２セクションに分けて発表が行われまし

た。学生の発表も国際医療福祉大学より３演題を応募していただきました。内容も、最新の技術から創意

工夫でどこの施設にでも活用できるような、仕事に直結する発表がありました。

　学術部としてはとても良い発表会になったと思いますが、反省点として、発表者の持参したＰＣを事前

にプロジェクターに投影できるか確認していただきましたが、一部で実際の投影に不備があり、皆様にご

迷惑をおかけいたしました。次回からはこのようなことのないよう準備したいと思います。また、最近の

ＰＣは画面をワイドモードで使用していることが多いのですが、プロジェクターはまだワイドモードに対

応していない装置が多いので注意が必要です。

　会員の皆様には、常日頃より仕事に対する疑問を持ち、その疑問を解決する努力を演題という形で発表

し、栃木県診療放射線技師会を通して知識を共有することにより、診療放射線技師の知識の向上を図れた

ら良いと思っています。皆様の協力をお願いいたします。

　最後に、紙面で失礼とは思いますが、開催に際しご協力いただきました皆様方に深くお礼申し上げます。

学術部長　吉　成　亀　蔵

■期　日：平成25年３月10日㈰　　　　■会　場：獨協医科大学病院　関湊記念ホール

▲ 開会の挨拶をする神山会長
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報 告
開 催 報 告

座長の大野秀幸会員 会場からの質問

研究発表Ⅰの発表者

研究発表Ⅰ

座長の伊藤愛子会員 会場からの質問

研究発表Ⅱの発表者

研究発表Ⅱ
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平成24年度
第２地区 卒後教育講座（第２回）

報 告
開 催 報 告

　今回開催された卒後教育講座は、会員発表、320
列CTの施設見学などを含め、内容が豊富であった。
　昨年12月に獨協医科大学病院に導入された
Aquilion ONE Vision Edition CT 320列（東芝メ
ディカルシステムズ）の使用経験についての発表
では、Aquilion ONE　搬入、Aquilion ONE Vision 
Edition の特徴、心電同期再構成の原理、Volume 
Scan、臨床画像の供覧もあった。１回転0.275秒
で160㎜の範囲を撮影可能とし、0.5㎜スライス厚
の検出素子を体軸方向に320列配置することによ
り、脳・心臓・肝臓など１回転でボリューム画像
を得ることができる。特に心臓では１心拍の高速
撮影によりバンディングアーチファクトやモー
ションアーチファクトがない画像が得られ、不整
脈にも対応可能である。これから導入を検討して
いる施設においても有意義な報告であった。
　CTの基礎「わかりやすい逐次近似法の理
論」： 逐次近似法は、CT画像再構成高画質化技
術として使われている画像解析方法で、画像ノ
イズ低減と被ばく低減効果に有効な技術である。

講演では、画像再構成に使われている逐次近似法
の意味と基本的な考え方を学んだ。
　MRIの基礎「脂肪抑制のあれこれ」：｢脂肪抑
制法｣として、Fa t s a t（Q - s a t）・Wa t e r 
excitation・STIR・SPAIR・DIXONなどの解説を
され、わかりやすい講演であった。
　北米放射線学会最新情報は、各社とも多種多様
でCT、MRI機器の開発点、改良点等をアピール

し、R S NA 
2 0 1 2が盛大
に行われた
ことを話さ
れていた。
　研修会終
了後、獨協
医科大学病
院 CT検査部
門施設見学
会が行われ
た。多くの会

員がAquilion ONE Vision Editionに見入っていた。
　我々診療放射線技師は、まだまだ進歩を続ける
CT、MRIの基礎知識を常に確認しながら、メー
カーとともに医療の向上に貢献しなければならない。
　今後、CT、MRIのテーマだけではなく、一般
撮影装置、血管造影装置、透視装置などの基礎講
演や装置説明会、施設見学会も行う予定です。

第２地区連絡員　猪　瀬　智　哉

■日　　時：平成25年２月２日㈯  14：15～　
■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：29名
■内　　容
　１、会員発表
　　　Aquilion ONE Vision Edition の使用経験　　　　　　　　　   獨協医科大学病院　浅野　浩一
　２、テーマ『これだけは習得しよう。CT、MRIの基礎』
　　　１）CTの基礎　　「わかりやすい逐次近似法の理論」　　　東芝メディカルシステムズ㈱
　　　２）MRIの基礎　 「脂肪抑制のあれこれ」　　　　　　　　 シーメンス・ジャパン㈱
　３、2012  RSNA  トピックス
　　　１）東芝メディカルシステムズ㈱　　　　 　２）シーメンス・ジャパン㈱　　　　　　　　　
　　　３）GEヘルスケア・ジャパン㈱　　　　　　４）㈱フィリップスエレクトロニクス
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平成24年度
第５地区 卒後教育講座（第２回）

報 告
開 催 報 告

■日　　時：平成25年１月30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：39名（会員　36名　非会員　３名）

■内　　容：MRI基礎講座２

 　　　MR画像再構成・各種脂肪抑制法について

　　　　　　　　　　　　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、多数のご参加を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MR画像再構成、要望のあった各種脂肪抑制法ということで、他地区からの参加もあり、

ご好評いただけたと思います。

　今年度から年２回開催で会員にご案内を始めました。今後も年２回開催で企画をしていきたいと考えてお

ります。各モダリティについても順次、基礎講座を企画いたします。他地区からの参加も大歓迎、また参加

したくなるような企画にしなければと考えております。

第５地区理事　寺　島　洋　一

会 告
平成25年度

第１回卒後教育講座開催のお知らせ

　　　　日　時：平成25年６月15日㈯　15時00分開演（14時30分受付）

　　　　会　場：ニューサンピア栃木

　　　　　　　　鹿沼市栃窪1255

　　　　　　　　TEL 0289-65-1131　

講座内容

演　題：「コニカミノルタ製のDR最新技術と医療ＩＴサービス」

講　師：コニカミノルタヘルスケア株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　未定

新鹿沼

鹿沼

花木
センター

東北自動車道

R121

鹿沼I.C

N

日
光
線

R29
3 

R293 

大
谷
街
道

至宇都宮

ニューサンピア栃木
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告 示
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■明治39年、塩田蓬一郎（しおだほういちろう）氏が塩田園として開園し、その後、宇都宮市がゆず
り受け、昭和2年に「八幡山公園」となりました。大正11年から2年間は、それまで陸軍第14師団
にあった大砲が据えつけられ、正午を知らせる午報が鳴らされ、「八幡山のドン」の名で親しまれ
ました。現在は約830本のサクラ、5000本のツツジが植えられており、市民のいこいの場となっ
ています。

八幡山公園のツツジ

■ご案内

第25回 関東甲信越診療放射線技師学術大会
会　期：平成25年６月29日㈯、30日㈰
会　場：横浜情報文化センター（横浜市中区日本大通11番地）
　　　　ワークピア横浜（横浜市中区山下町24-1）
　　　　横浜市開港記念会館（横浜市中区本町1丁目6番地）
実　施：公益社団法人 神奈川県放射線技師会
参加登録：事前登録（平成25年６月13日まで）  
　　　　3,000円（正会員のみ）
　　　　当日登録
　　　　5,000円（正会員）／ 7,000円（非会員）
　　　　（学生の参加登録は無料、抄録集1,000円）

※詳細はホームページをご参照ください。

■ご案内

第29回 日本診療放射線技師学術大会
会　期：平成25年９月20日㈮～22日㈰
会　場：島根県民会館（島根県松江市殿町158）
　　　　サンラポーむらくも（島根県松江市殿町369番地）
主　催：公益社団法人 日本診療放射線技師会
実　施：一般社団法人 島根県診療放射線技師会
参加登録：事前登録（平成25年７月31日まで）  
　　　　8,000円（正会員）／ 12,000円（非会員）
　　　　当日登録
　　　　12,000円（正会員）／ 18,000円（非会員）
　　　　（学生の参加登録は2,000円）

※詳細はJART ４月号またはホームページをご参照ください。

■ご案内

身元調査法による
死亡時画像診断（Ai）について

　本年４月から「警察等が取り扱う死体の死因又は身元
の調査等に関する法律」（いわゆる、身元調査法）が施行
され、Aiの実施が警察署長の権限でできるようになって
います。
　Ai実施の可否をはじめ、受入れる場合は体制の整備な
ど各施設での検討が急務です。
　詳細情報は、オートプシー･イメージング学会のホー
ムページなどでご確認ください。

■４月１日より「一般社団法人 栃木県診療放射線技師会」
としてスタートしました。本誌「あすたーと」も“明日へス
タート”の語義のごとく、最新の情報発信に努めたいと思っ
ています。
■ 第65回 診療放射線技師国家試験の合格発表が３月29日に
行われました。全国の合格率が66.6％という、ここ10年間
では平成17年度の62.6％に続く低さで、就職内定をもらっ
ていた学生が不合格になるなど、多くの施設で混乱を招い
たことと思います。

〔編集責任者　樋口清孝〕

編 集 後 記

■平成25年度　活動予定表
月　日 行　事　予　定

25年
5/13
6/ 1
6/15

6/16
6/28
6/29
～30
7/ 5
7/17
7/28

9/20
～22
9/30
10/11
10/22
10/27
11/ 9

11/29

26年
1/15
1/17
2/ 7
2/25
3/ 9

あすたーと33号発行
日本診療放射線技師会定期総会
第89回総会（一社総会１回） 勤続20、35年表彰式
第２回理事会
フレッシャーズセミナー
南北関東地域会長会議（神奈川）
関東甲信越診療放射線技師学術大会

（神奈川）
第２回業務執行理事会
会誌105号発行
静脈注射（針刺しを除く）に関する
講習会（獨協医大）
第29回日本診療放射線技師学術大会

（島根県民会館）
会費納入〆切
第３回業務執行理事会
あすたーと34号発行
ＣＴ 基礎技術講習会（予定：獨協医大）
第２回卒後教育講座（公開講座）
放射線展
第４回業務執行理事会

あすたーと35号発行
第５回業務執行理事会
第３回理事会（済生会宇都宮病院）
第９回学術研究発表会抄録集発行
第３回卒後教育講座・第９回学術研究発表会

（獨協医大　関湊記念ホール）

2013
MAY
33

33

2013
MAY

一般社団法人栃木県診療放射線技師会
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