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■鬼怒川の12の岩間から湧き出る地下水が水源といわれている奥鬼怒源流域を代表する滝です。ヒナ
タオソロシの滝は、「日向」(ヒナタ)にある「恐ろしい音がする」滝という意味で、別名は白糸12
の滝。山間の緑の中、急峻な山肌を末広がりに流れ落ちるさまは神秘的です。

ヒナタオソロシの滝

■ご案内

診療放射線技師基礎技術講習「X線CT検査」
　診療放射線技師基礎技術講習は、すべての診療放射線

技師を対象とした基礎技術講習です。診療放射線技師と

して、そして医療の担い手として必要な基礎知識と技術

を身に付け、医療及び保健、福祉の向上に努めることを

目的としています。

 「X線CT検査」ではCT検査に必要な装置・撮影技術・造

影・性能評価などについて学びます。CT検査に携わる方

はもちろん、未経験の方、もう一度最初から学びたい方

も基礎学習としてぜひご参加くださいますようお願いい

たします。

日　時：平成25年10月27日㈰　9：00～17：30
会　場：獨協医科大学
参加費：日本診療放射線技師会員3,000円
　　　　　　　　　　　  （非会員6,000円）
申込方法：日本診療放射線技師会情報システムから申請
その他：X線CT認定技師指定講習会は、「基礎」と
「臨床」の２日間講習です。この基礎技術講習『X線
CT検査』を受講された方は、X線CT認定技師指定講習
会の１日目「基礎」が免除されます。

■ご案内

第３回 東北放射線医療技術学術大会
会　期：平成25年11月２日㈯～３日㈰
会　場：コラッセふくしま
　　　　（福島市三河南町１番20号）
主　催：公益社団法人 日本診療放射線技師会
　　　　　東北地域診療放射線技師会
　　　  公益社団法人 日本放射線技術学会東北部会
参加登録：会　員…2,000円（東北地域以外から参加される会員を含む）
　　　　  非会員…4,000円
　　　　  学生…無料
　　　　  （情報交換会費　5,000円）

※詳細は大会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
共　催：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。

■平成25年度　活動予定表
月　日 行　事　予　定
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あすたーと34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（済生会宇都宮病院）
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（済生会宇都宮病院）
会誌105号発行

第５回業務執行理事会（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
第３回理事会
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会長再任のご挨拶

巻頭言

一般社団法人　栃木県診療放射線技師会

　　　　会　長　神　山　辰　彦

　この度、平成25・26年度の代表理事（会長）とし
て、３期目となりますが、改めて初心に帰り、一般
社団法人栃木県診療放射線技師会の発展のために全
力で会務を遂行したいと思っておりますので、引き
続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。その
任期は、平成25年６月15日から平成27年度最初の定
期総会までとなります。
　新体制は、２名の理事交代と旧副会長の茂木常
男、野澤幸二を新監事として、新副会長には小黒清
（獨協医大）、柳沢三二朗（自治医大）を選定し、
一般社団法人（非営利型法人）としての活動をス
タートしていきます。
　４月１日から一般社団法人に移行し、定款を始め
とし諸規程なども大幅に変わっております。６月15
日㈯開催の第89回総会が移行して最初の総会であ
り、役員選出は総会で会長、副会長、理事、監事を
選任するから、総会では理事と監事の役員を選定
し、その後の理事会において、代表理事（会長）及
び業務執行理事（６名：副会長、常務理事など）を
選定することになりました。旧法人も「理事会」

「代表理事（会長）」を置いていましたが、これら
は法律根拠をもたない法人内部の機関でした。新制
度では、法律で「理事会」「代表理事」の役割を定
め、さらに「業務執行理事」を置くことができると
しています。このように、法律上で法人の運営・管
理に関わる機関が明確にされ、業務執行の意思決定
は理事会が、業務の執行の権限と責任は代表理事及
び業務執行理事が担います（図参照）。
　今までの三役会（会長、副会長、常務理事）を発
展的に解消し、総務部・財務部・学術部の部長が参
画した業務執行理事会を開催し、会の業務がよりス
ムーズに執行できるように改編しました。
　前任期間の最大目標であった関東甲信越地域診療
放射線技師学術大会及び一般社団法人格取得につい
ては、役員を始め会員の皆様の熱いご支援・ご協力
により大成功にクリアすることができ、会長職を何
とか全うできたと自負しております。そして、この
２年間の目標は、腰を据えて（ゆっくりと）、会員
の共益事業をメインに活動していきたいと思いま
す。まずは、平成22年４月30日の厚生労働省医政局
長より診療放射線技師の業務①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。とあるように「読影の補助」
業務を卒後教育講座等で開催していきたいと思って
おります。
　最後に、会員の皆様とともに、本会の更なる発展
と診療放射線技師の地位向上に貢献いたす所存です
ので、今後とも何卒ご協力を賜りますよう、また、
ご要望、ご意見もどんどんお寄せいただきたく、よ
ろしくお願い申し上げます。

2013年６月末日
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平成25年度・26年度　役員人事 （一社）栃木県診療放射線技師会

常務理事 福田　敏幸

総務部長 牧島　正道　　　　　　副部長　福田　敏幸

財務部長 金田　幹雄　　　　　　副部長　長沢　雅史
　　　　　　　　　　　委　員　斉藤　　稔

組織部長 柏﨑　克彦　　　　　　副部長　斉藤　　稔
　　　　　　　　　　　委　員　遠藤　奈美

女性部長 遠藤　奈美　　　　　　副部長　小堀康子

学術部長 吉成　亀蔵　　　　　　副部長　寺島　洋一
　　　　　　　　　　　委　員　大築　慎一／須藤　昌彦
　　　　　　　　　　　　　　　長沢　雅史／小堀　康子　

広報部長 樋口　清孝　　　　　　副部長　大築　慎一
　　　　　　　　　　　委　員　牧島　正道／小堀　康子

監　　事　　茂木　常男　　　野澤　幸二

地区理事 （１地区）樋口　清孝　　副地区理事　吉成　亀蔵　
（２地区）遠藤　奈美　　副地区理事　小黒　　清
（３地区）大築　慎一　　副地区理事　小堀　康子
（４地区）長沢　雅史　　副地区理事　須藤　昌彦
（５地区）寺島　洋一　　副地区理事　斉藤　　稔

地域対策部（表彰） 部　長　江原　信隆
副部長　長沢　雅史　　　委　員　11地域より選出

選挙管理委員会（平成25年度） 委員長　杉岡　芳明　　　委　　員　石川　明敏／佐藤　　宏

地域対策部 各地域委員（11地区）
宇都宮地域：福田　敏幸　　大田原地域：吉成　亀蔵　　矢 板 地 域：若林　忠恭
烏 山 地 域：吉原　淳一　　日 光 地 域：岩上　浩忠　　鹿 沼 地 域：遠藤　奈美
真 岡 地 域：小堀　康子　　小 山 地 域：柳沢三二朗　　栃 木 地 域：斉藤　　稔
佐 野 地 域：江原　信隆　　足 利 地 域：茂木　常男

会　　長 神山　辰彦

小黒　　清　　　柳沢三二朗副 会 長

企画部長 長沢　雅史　　　　　　副部長　江原　信隆
　　　　　　　　　　　委　員　須藤　昌彦／神山　辰彦
　　　　　　　　　　　　　　　金田　幹雄／遠藤　奈美
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６
名
）

代
表
理
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報 告
開 催 報 告

科医師の具体的な指示を受けなければ）は、被ば
く低減技術や撮影条件論等を学んでいない医師に
よる具体的な指示は不可能と思われる。国民医療
の発展、患者の医療安全確保の視点から改正すべ
きである。薬剤師にある疑義照会、医療機器の管
理、画像の検像なども技師の業務にしていきたい
などの話をされた。15：50～サーベイ実習『ＮＡ
Ｓチームによる緊急時対応のサーベイ実習』ＮＡ
Ｓチームとは、原子力災害特別派遣チームの略称
であり、３分間で１人をサーベイするスクリーニ
ング法（セグメント法）を実習し、修了証をいた
だいてきた。18：00～情報交換会　中華街にある
ローズホテル横浜で盛大に開催された。ホテルの
経営者が有名な重慶飯店であり、四川料理の特長
であるスパイスをふんだんに使った少し辛目で風
味のある味に感動した。チャイナドレスの女性会
員（７名）が場を盛り上げ、中国琵琶「二胡」の
演奏、四川省の伝統芸能である変面ショーには一
瞬で面が変わる技術に「すごい」と感動。中国獅
子舞に邪気払いをしていただくなどなど、アトラ
クションでは横浜中華街の歴史に触れることがで
きた。
　６/30㈰10：00～市民公開講座：北原照久『夢
の実現～ツキの10カ条』「何でも鑑定団」や「ブ

リキのおもちゃコレクター」で有名な先生のお話
は非常にユーモアがあり、涙もありで有意義だっ
た。１、プラス思考する　２、勉強好きになる　
３、素直になる　４、関心を持つ　５、感動する
　６、感謝する　７、ツイている人と付き合う　
8、親孝行をする　９、誉める（相手も自分も）
　10、ツイていると思い込むとあるが、「この講
演を聞いたことで90％はツキが付いた、残りの
10％は私の本を購入することで完璧」ということ
だった。　　
　11：00～市民公開講座：土井卓子『なぜ行かな
い乳がん検診、こんなにメリットがあるのに！』
ＴＶによく出演されている乳腺外科医であり、わ
かりやすい話とバイタリティのある話し方に惹か
れた。12：00～公開シンポジウム『乳がんとどう
向き合うか？あなたならどうする？～笑顔でがん
と付き合いたい～』シンポジストは、診療放射線
技師、乳がん看護認定看護師、患者（診療放射線
技師）、鍼灸按摩マッサージ指圧師（NPO日本医
療リンパドレナージ協会認定セラピスト）、乳腺
外科医の他職種より市民に乳がんと向き合う方法
を訴えた。これだけのシンポジストを集めて実施
できることが「すごい」ことだと感じた。　　　
　13：30～　閉会式：一昨年の山梨大会で次回開
催の挨拶を行ったことを思い出しながら参加し
た。席上、本会の栃木県立がんセンター高橋良会
員が学術奨励賞を受賞した。このことは大変名誉
なことであり、今後の活躍に期待したい。
　その他に、機器展示・ハンズオン１～４・リー
ディング（読影体験）コーナー・ＣｙＰｏｓ閲覧、
放射線管理士部会企画・賛助会員プレゼン・市民
イベントブース・ランチョンセミナーなど盛りだ
くさんの学術大会であった。会員数が1,500名とい
う大所帯の成せることだが、特筆すべきは一般市
民が180名も参加したという実績だと思った。来
年の開催県である茨城県横田会長には、このよう
な大会の次に開催するという大きなプレッシャー
がかかることだろうと思い、隣県としても精一杯
の協力をしていかなければと誓った。

　この３日間で２㎏も体重が増えてしまった。毎
晩の中華料理、そして締めのラーメンなど暴飲暴
食が原因であるが、『ツキの10カ条』で考えてい
けば何ともない！とここで締める。

会長　神　山　辰　彦

あぜもとしょうご氏を囲んで
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各地区連絡員担当施設名一覧

１地区

２地区

３地区

４地区

５地区

その他

連絡員名担当地区 施　　　　　　　設　　　　　　　名

上都賀総合病院・鹿沼整形外科・池田脳神経外科・県西健康福祉センター

栃木県立がんセンター・宇都宮病院・藤田医院・宇都宮東病院・栃木県健康増進課
日本トータルメディカルシステム・宇都宮健康クリニック・生協ふたば診療所
佐々木記念クリニック・北宇都宮駐屯地医務室・宇都宮南病院・宇都宮中央病院
とちぎリハビリテーションセンター・村井整形外科医院・宇都宮社会保険病院
倉持整形外科内科今宮・倉持病院・新上三川病院・福田記念病院・真岡病院
日産自動車健康保険組合栃木地区診療所・本田技研真岡工場健康管理センター
本田技術研究所四輪Ｒ＆Ｄセンター・ホンダエンジニアリング㈱・芳賀赤十字病院

自宅・県外勤務者

自治医科大学附属病院・新小山市民病院・小山広域保健衛生組合
星野病院・小山整形外科内科・三田整形外科・下都賀総合病院・とちの木病院
中野病院・伊澤整形外科・小金井中央病院・石橋総合病院

佐野厚生総合病院・足利赤十字病院・開成整形外科病院・今井病院
本庄記念病院・安足健康福祉センター・皆川病院・みくりや整形外科
足利第一病院・大岡胃腸内科医院・鹿島整形外科
佐野市民病院・佐野医師会病院・かみもとスポーツクリニック

那須赤十字病院・県北健康福祉センター・菅間記念病院・福島整形外科病院
黒須病院・国際医療福祉大学・国際医療福祉大学病院・国際医療福祉大学クリニック
国際医療福祉大学塩谷病院・中津川循環器科内科クリニック・尾形クリニック
東芝メディカルシステムズ㈱・那須高原病院・那須南病院・那須中央病院
菅又病院・那須脳神経外科病院・栃木県医師会塩原温泉病院・矢板南病院

日光野口病院・今市病院・足尾双愛病院・日光市民病院・川村医院
川上病院・獨協医科大学日光医療センター

栃木県済生会宇都宮病院・市役所民生部健康課・宇都宮市医療保健事業団
吉川整形外科・県立岡本台病院・柴病院・星脳神経外科・小林外科クリニック
飯田病院・栃木県厚生農業組合連合会・御殿山クリニック・宇都宮記念病院
国立病院機構栃木医療センター・国立病院機構宇都宮病院・比企病院
桜井内科・沼尾病院・荒井胃腸科外科・やはぎ整形外科クリニック・高瀬整形外科
栃木県保健衛生事業団・冨塚メディカルクリニック・鷲谷病院・佐藤病院

（平成25･26年度）

外　石　　　充

園　部　富美恵

佐　藤　　　宏

牛　久　　　誠

獨協医科大学病院・野木病院・整形外科メディカルパパス・西方病院猪　瀬　智　哉

岩　上　浩　忠

郡　司　康　範

和　田　倫　行

事　　務　　局

地 区 別 担 当 連 絡 員

１

2

3

4
5

連絡員名地区 施　　設　　名 勤　務　先　住　所 勤務先電話番号

（平成25･26年度）

郡　司　康　範
岩　上　浩　忠
牛　久　　　誠
猪　瀬　智　哉
園  部  富美恵
佐　藤　　　宏
和　田　倫　行
外　石　　　充

那須赤十字病院
日光野口病院
上都賀総合病院
獨協医科大学病院
済生会宇都宮病院
栃木県立がんセンター
佐野厚生総合病院
自治医科大学附属病院 

0287(23)1122
0288(50)3111
0289(64)2161
0282(87)2177
028(626)5500
028(658)5151
0283(22)5222
0285(58)7149
028(625)7979（一社）栃木県診療放射線技師会事務所

〒324-8686 大田原市中田原1081-4
〒321-1424 日光市野口445
〒322-0036 鹿沼市下田町１-1033
〒321-0293 下都賀郡壬生町北小林880
〒321-0974 宇都宮市竹林町911-１
〒320-0834 宇都宮市陽南４-9-13
〒327-0843 佐野市堀米町1728
〒329-0498 下野市薬師寺3311-1
〒320-0033 宇都宮市本町12-11 栃木会館２Ｆ 
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新任理事としての抱負

　足利赤十字病院

　　　　　　　須　藤　昌　彦

　栃木県放射線技師会が社団法人から一般社団法人へと移行し、それに伴う新定款により

平成25年６月25日に開催されました第89回総会にて、理事となりました足利赤十字病院の

須藤昌彦と申します。これまで技師会には第４地区幹事としてお手伝いさせていただきま

したが、これからは理事ということで、より重大な使命と認識しております。

　職場では一般撮影を主に担当しておりますが、何をもってその画像を良しとするのか再

撮影とするのか、まだまだ判断に困ることも多いのが実情です。もっといろいろな撮影や

画像診断の勉強をする必要があると反省することも多いのですが、日常業務の中ではなか

なか難しく、そういう機会を与えてくれるのも技師会の良いところであると感じていま

す。これまでいろいろな講座や講習会にも参加させていただきましたが、きっと多くの役

員の方々が影日向となり支えてくださっていたことと思われます。これからはお世話をさ

せていただく側として頑張ってみたいと考えております。

　最近自分はハイキング程度の登山を趣味としていますが、辛い登りを一歩ずつ歩んだ先

にある達成感と充実感は、自分の存在を再認識させてくれます。コツコツと地道に進むこ

としかできない人間ですが、役員の方々や会員の皆様にご迷惑をかけず、少しでもお役に

立てるよう一歩一歩努力したいと思いますので、ご指導ご協力のほどよろしくお願いいた

します。

報 告
開 催 報 告

 ３、仕事に対するモットー（心がけ）は何ですか？（原文のまま）
・周りの人と、よくコミュニケーションを取り合う事。
・患者様のペースに合わせること。あいさつはしっかりすること。
・明るく一生懸命に仕事する。あいさつは自分からする。
・患者さんに優しく接することです。
・正確にポジショニングを行い、できるだけ速く検査を行う。
・安全に早く、正確にコミュニケーションをとりながら撮影をすることを心がけています。
・全ては患者さんのために。
・気遣い
・常に明るく、患者さんが安心できるような接遇をすること。
・患者さんの負担にならないように検査を行う。
・患者中心の医療。
４、今後、特にどのようなことを学んで行きたいですか？
５、今、自身が仕事上で不足していると思われることは何ですか？
　　※４・５の結果は、紙面の都合上、割愛させていただきます。
６、ズバリ！先輩の診療放射線技師に対して一言どうぞ！（原文のまま）
・特にありません。
・御指導ありがとうございます。追い付き追い越せの気持ちで頑張ります。
・これからもご指導よろしくお願いします。
・社会人としても医療人としてもまだまだ半人前ですが一日でも早く一人前と言われるように日々　　
努力していきます。
・一日でも早く一人前になれるようがんばります。
・これからもよろしくお願い致します。
・いつもありがとうございます。もっと早く覚えられるように頑張ります。
　

会　長　神　山　辰　彦
（自治医科大学附属病院）

当日のプログラム
・９：30～　　マナー・エチケット　 神山 辰彦　 自治医科大学附属病院 
・10：00～　　医療安全　 　　　　　福田 敏幸　 済生会宇都宮病院 
・11：00～　　感染対策　　　　　　 神山 辰彦　 自治医科大学附属病院　
・12：00～　　昼食（DVD視聴）　 『１枚のコイン』　　　
・12：45～　　入会案内　　　　　　 金田 幹雄
・13：15～　　気管支解剖　　　　　 吉成 亀蔵　 那須赤十字病院
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開 催 報 告
報 告

第89回 栃木県診療放射線技師会
総会報告

　　　　　開　催　日：平成25年６月15日㈯
　　　　　開 催 場 所：ニューサンピア栃木（鹿沼市栃窪1255　TEL 0289-65-1131）
　　　　　正会員総数：458名
　　　　　有効出席者数：306名（内訳：会場出席者34名、委任状出席者238名、書面表決出席者34名）
　　　　　議事録作成人：福田　敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）
　　　　　議事録署名人：柳沢三二朗（自治医科大学附属病院）
　　　　　　　　　　　牧島　正道（栃木県立がんセンター）

　副会長茂木常男が開会を宣言し、会長神山辰彦の挨拶で総会が始まった。
　総会議事に先立ち、本技師会の35年・20年勤続功労表彰が行われ、35年表彰者10名、20年表彰者２名が
表彰された。
　総会運営委員長が午後４時53分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・議事録作成人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
長に理事斉藤稔、議事録作成人に理事福田敏幸、議事録署名人に理事柳沢三二朗、理事牧島正道が選任さ
れた。
　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：監査報告
を会長、財務部長及び監事がそれぞれ説明を行った。平成24年度は、「関東甲信越診療放射線技師学術大
会」と、「一般社団法人への移行」という２つの大きな事業を完結できたとの報告があった。会場に諮っ
たところ満場一致をもって承認された。
　第４号議案：報告事項　平成25年度事業計画・収支予算について、会長神山辰彦より説明があった。会
場に諮ったところ、満場一致で承認された。
　第５号議案：その他　執行部・会場からの提案はなかった。
　第６号議案：平成25・26年度役員選任　選挙管理委員長杉岡芳明より、新役員立候補者の名前が読み上
げられ、一人ひとり会場からの承認を得、当選となった。10分の休憩があり、その間、新理事による臨時
理事会で、代表理事並びに業務執行理事を選任した。再開後、新代表理事より業務執行理事の紹介が行わ
れた。
　議長が降壇し、議事がすべて終了。監事野澤幸二の閉会挨拶で解散となった。

総会運営委員長　長　沢　雅　史

35年勤続功労表彰を受ける方々
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報 告
開 催 報 告

総会成立を告げる
長沢総会運営委員長

議事を進める
斉藤議長

新役員立候補者を読み上げる
杉岡選挙管理委員長

閉会を告げる
野澤監事（前副会長）

執行部及び監事

平成25年度
第1回卒後教育講座開催報告

報 告
開 催 報 告

　毎年恒例になって
おりますニューサン
ピア栃木の会場にて
多数の参加者の中、
大変有意義なご講演
を聴かせていただき
ました。
　内容は２部構成に
なっており、医療IT
サービス（infomity）
とDR（AeroDR）に関するお話でした。
　infomityとは、information（情報）とcommunity
（共同体）を合わせた言葉で、医療に関する様々
なネットワークサービスのことです。我々がネット
環境で気を付けなければいけない情報の管理やウ
イルス対策から地域医療の連携として連携BOX
サービス（放射線関連だけに限らず、レセプトの
電子化等も含む）、また、非常に頻度が少なくなり
各施設での維持が難しいプリントサービスなどの
提供を行っているそうです。最近、各施設で問題
になりつつある、放射線画像のストレージに関し
てもクラウド技術、データバンクサービスを駆使し
てユーザーの金銭的負担と、それに相反するよう
な画像提供のスピードを速くするような研究開発
も手掛けているということです。

■日　　時：平成25年６月15日㈯　15：00～　　

■会　　場：ニューサンピア栃木　

■内　　容：「医療ＩＴサービス及びＤＲ最新技術について」

■講　　師：コニカミノルタヘルスケア株式会社

　　　　　　北関東支店　ソリューショングループ　リーダー　弦桐　　聡 先生

■参加人数：会員　42名　賛助会員　５名

　次にAeroDRに関してですが、こちらはすでに
皆様もご存じだと思いますが特徴として１、非常
に軽量で強度に優れている。２、ワイヤレスで
FPDをレディー状態にしなくてもよい。３、CR
の約半分という低被ばく。４、非常に省電力設計
で１日の使用中充電の心配がない。５、リチウム
イオンキャパシタという非常に優れた技術によ
り、バッテリーの交換不要。特にバッテリーが他
社と違い、取り外ししないということでFPDカ
セッテが血液、体液などにさらされてもすぐに清
掃除菌ができ、清潔を保てるというのが我々使用
者には重要なことだと感じました。
　以上、ご講演を快くお引き受けくださいました、
弦桐先生及びコニカミノルタヘルスケア㈱、また、
この会を企画していただきました関係者の皆様方
に感謝申し上げます。

副会長　柳　沢　三二朗
（自治医科大学附属病院）

▲コニカミノルタヘルスケア株式会社
 弦桐　　聡 先生
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平成25年度
第1回卒後教育講座開催報告

報 告
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多数の参加者の中、
大変有意義なご講演
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てもクラウド技術、データバンクサービスを駆使し
てユーザーの金銭的負担と、それに相反するよう
な画像提供のスピードを速くするような研究開発
も手掛けているということです。

■日　　時：平成25年６月15日㈯　15：00～　　

■会　　場：ニューサンピア栃木　

■内　　容：「医療ＩＴサービス及びＤＲ最新技術について」

■講　　師：コニカミノルタヘルスケア株式会社

　　　　　　北関東支店　ソリューショングループ　リーダー　弦桐　　聡 先生

■参加人数：会員　42名　賛助会員　５名

　次にAeroDRに関してですが、こちらはすでに
皆様もご存じだと思いますが特徴として１、非常
に軽量で強度に優れている。２、ワイヤレスで
FPDをレディー状態にしなくてもよい。３、CR
の約半分という低被ばく。４、非常に省電力設計
で１日の使用中充電の心配がない。５、リチウム
イオンキャパシタという非常に優れた技術によ
り、バッテリーの交換不要。特にバッテリーが他
社と違い、取り外ししないということでFPDカ
セッテが血液、体液などにさらされてもすぐに清
掃除菌ができ、清潔を保てるというのが我々使用
者には重要なことだと感じました。
　以上、ご講演を快くお引き受けくださいました、
弦桐先生及びコニカミノルタヘルスケア㈱、また、
この会を企画していただきました関係者の皆様方
に感謝申し上げます。

副会長　柳　沢　三二朗
（自治医科大学附属病院）

▲コニカミノルタヘルスケア株式会社
 弦桐　　聡 先生
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開 催 報 告
報 告

平成25年度フレッシャーズセミナー
参加者アンケート結果

　平成25年６月16日㈰ニューサンピア栃木（鹿沼）にて開催されたフレッシャーズセミナーの参加者（15
名：男７・女８）にアンケートを行ったのでその結果を報告します。
　自分が入職した頃の初々しい気持ち（真摯で熱意に満ちていた頃？）を思い出してはどうですか？

１、診療放射線技師になった理由は何ですか？（原文のまま）
・ケガをして不安だった私に優しく接してくれた姿や仕事をしている様子を見て、憧れを抱いたためです。
・小学生の時、放射線技師の方に大変お世話になり、憧れを持った。
・自身の体験より　
・ケガをして、レントゲンをとったことで、技師という仕事を知り、興味をもった。
・レントゲン写真に興味をもった。調べてみたら、治療も行っているという職種に興味をもった。
・人の役に立ちたいと思ったのと、とても興味深い業務内容であったから。
・病気の早期発見にたずさわりたいから。
・資格のある仕事に就きたかった。（再就職しやすい）かつ理系。
・身内の病気で医療に関係する仕事に興味を持ち、大学のオープンキャンパスや資料を見て、病気発見
の手助けをしたいと思った。
・自分がケガをした時に対応して下さった診療放射線技師の方に憧れたため。
・医療の道に進みたかった。資格を取得したかった。部活でいつもケガをして、その度にレントゲンを
撮っていて身近に感じた。
・人と関わる仕事であった為。放射線物理学に興味があった為。
・放射線なくして医療なし、といわれるほど放射線検査は今やなくてはならないものであり、ぜひ一員
として貢献したいと思い、目指しました。
・人と関わる仕事がしたかったこと。放射線治療に興味をもったため。

２、将来、どのような診療放射線技師になりたい（目指したい）ですか？（原文のまま）
・診療放射線技師に信頼される診療放射線技師
・良い意味で名前と顔を覚えてもらえるような技師になりたい。
・思いやりがあり、責任のもてる技師になりたい。
・今はまだないですが、何か一つこれだけは誰にも負けないという物がある技師になりたいです。
・医師からも助言やアドバイスなどの物事を聞かれるような信頼される技師を目指す。
・周囲をよく見て、一歩先の事を予測できるような技師。常に冷静に判断し、素早く行動ができる技師。
・忙しくても余裕を持って、かつ患者様に誠実に応対できる技師になりたい。
・患者さんにやさしい検査・治療ができる技師。
・広い知識を身に付け、患者さんに優しくできる技師になりたいです。
・正確かつスピーディーに業務をこなせるような技師になりたい。
・患者様とうまくコミュニケーションをとることでお互いが楽にかつ、良い画像を得ることができる技
師になりたい。また、他職種の方々ともコミュニケーションをとることで、円滑に検査が進められる
技師なりたいです。
・先輩、後輩から信頼されるようになる。
・医師から信頼される技師になりたい。
・再撮をしない。患者さんの負担にならないようなポジショニングをする。周囲に信頼されるような技師。
・どのような状態の患者さんにも臨機応変に対応できる技師。

開 催 報 告
報 告

第89回 栃木県診療放射線技師会
総会報告

　　　　　開　催　日：平成25年６月15日㈯
　　　　　開 催 場 所：ニューサンピア栃木（鹿沼市栃窪1255　TEL 0289-65-1131）
　　　　　正会員総数：458名
　　　　　有効出席者数：306名（内訳：会場出席者34名、委任状出席者238名、書面表決出席者34名）
　　　　　議事録作成人：福田　敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）
　　　　　議事録署名人：柳沢三二朗（自治医科大学附属病院）
　　　　　　　　　　　牧島　正道（栃木県立がんセンター）

　副会長茂木常男が開会を宣言し、会長神山辰彦の挨拶で総会が始まった。
　総会議事に先立ち、本技師会の35年・20年勤続功労表彰が行われ、35年表彰者10名、20年表彰者２名が
表彰された。
　総会運営委員長が午後４時53分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・議事録作成人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
長に理事斉藤稔、議事録作成人に理事福田敏幸、議事録署名人に理事柳沢三二朗、理事牧島正道が選任さ
れた。
　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：監査報告
を会長、財務部長及び監事がそれぞれ説明を行った。平成24年度は、「関東甲信越診療放射線技師学術大
会」と、「一般社団法人への移行」という２つの大きな事業を完結できたとの報告があった。会場に諮っ
たところ満場一致をもって承認された。
　第４号議案：報告事項　平成25年度事業計画・収支予算について、会長神山辰彦より説明があった。会
場に諮ったところ、満場一致で承認された。
　第５号議案：その他　執行部・会場からの提案はなかった。
　第６号議案：平成25・26年度役員選任　選挙管理委員長杉岡芳明より、新役員立候補者の名前が読み上
げられ、一人ひとり会場からの承認を得、当選となった。10分の休憩があり、その間、新理事による臨時
理事会で、代表理事並びに業務執行理事を選任した。再開後、新代表理事より業務執行理事の紹介が行わ
れた。
　議長が降壇し、議事がすべて終了。監事野澤幸二の閉会挨拶で解散となった。

総会運営委員長　長　沢　雅　史

35年勤続功労表彰を受ける方々
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報 告
開 催 報 告

 ３、仕事に対するモットー（心がけ）は何ですか？（原文のまま）
・周りの人と、よくコミュニケーションを取り合う事。
・患者様のペースに合わせること。あいさつはしっかりすること。
・明るく一生懸命に仕事する。あいさつは自分からする。
・患者さんに優しく接することです。
・正確にポジショニングを行い、できるだけ速く検査を行う。
・安全に早く、正確にコミュニケーションをとりながら撮影をすることを心がけています。
・全ては患者さんのために。
・気遣い
・常に明るく、患者さんが安心できるような接遇をすること。
・患者さんの負担にならないように検査を行う。
・患者中心の医療。
４、今後、特にどのようなことを学んで行きたいですか？
５、今、自身が仕事上で不足していると思われることは何ですか？
　　※４・５の結果は、紙面の都合上、割愛させていただきます。
６、ズバリ！先輩の診療放射線技師に対して一言どうぞ！（原文のまま）
・特にありません。
・御指導ありがとうございます。追い付き追い越せの気持ちで頑張ります。
・これからもご指導よろしくお願いします。
・社会人としても医療人としてもまだまだ半人前ですが一日でも早く一人前と言われるように日々　　
努力していきます。
・一日でも早く一人前になれるようがんばります。
・これからもよろしくお願い致します。
・いつもありがとうございます。もっと早く覚えられるように頑張ります。
　

会　長　神　山　辰　彦
（自治医科大学附属病院）

当日のプログラム
・９：30～　　マナー・エチケット　 神山 辰彦　 自治医科大学附属病院 
・10：00～　　医療安全　 　　　　　福田 敏幸　 済生会宇都宮病院 
・11：00～　　感染対策　　　　　　 神山 辰彦　 自治医科大学附属病院　
・12：00～　　昼食（DVD視聴）　 『１枚のコイン』　　　
・12：45～　　入会案内　　　　　　 金田 幹雄
・13：15～　　気管支解剖　　　　　 吉成 亀蔵　 那須赤十字病院
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報 告
開 催 報 告 平成25年度

関東甲信越診療放射線技師学術大会報告
（前日から閉会式までの３日間について）

　学術大会の前日（６/28㈮）は、14：00～ロー
ズホテル横浜で『北関東地域拡大会長会議・教育
委員合同会議』が開催された。本県から（小黒副
会長、柳沢副会長、吉成教育委員、神山）４名が
参加し、埼玉・茨城・群馬・新潟県で総勢17名と
なった。自己紹介から始まり、本会の新副会長２
名を紹介する。同様に群馬県も副会長の交代が
あった。合同会議は、学術大会開催の前日、11月
頃、２月頃の年３回開催することが承認された。
本望北関東地域理事より、旅費等は１回分のみ日
放技に議案書を提出して請求していくが、その他
は各県の負担をお願いしたいとあった（学術大会
前日は会長のみ大会役員として支給する）。日本
診療放射線技師会診療放射線技師基礎講習は20名
以上の参加者を必要とし、新潟県（放射線治療）
が中止となった。参加者には現状の業務に役立つ
だけでなく、業務とは関係なく診療放射線技師が
学ぶべき・知っておくべき知識としての講習会と
いうことを啓発していくことが必要とあった。平
成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会は茨
城県で開催する。H26.６/28㈯・６/29㈰つくば国
際会議場（エポカルつくば）にて開催し、大会
テーマ『放射線技術の進化・新化・深化』とす
る。教育講演は、佐藤斉：茨城県立医療大学（Ｎ
ＤＤ法の新化版？臓器別に求めることが可能）な
ど。事前登録は旅行会社を使用せずに技師会で対
応するとのこと。つまり、参加登録費は大会受付
にて払うこととなる。学術大会ＨＰはH26.１/６、
演題登録はH26.３/１を予定しているとのこと。
静脈注射（針刺しを除く）講習会のファントーム
一式は、ＪＡＲＴ事務局から直接、栃木県（神山
宅）に送付してもらい、開催（７/28）後は埼玉
県に送り、埼玉県が保管することになった。本望
北関東地域理事より、来年度から北関東地域理事
を栃木・群馬・茨城県の中から選出してほしいと
の依頼があるも返答はしなかった。
　16：00～会場を移し、『南関東・北関東地域合
同拡大会長会議・教育委員合同会議』が開催さ
れ、自己紹介の後、関東甲信越診療放射線技師学
術大会運営規程の修正案を審議し承認を得た。
「拡大会長会議」が今後「関東甲信越診療放射線
技師学術大会 役員会」に変更になる。この役員と

は各県の会長及び副会長とし、教育委員は除くと
なった。平成27年度学術大会は、千葉県（南関
東）が開催地となる。平成24年度学術大会（栃
木）の開催報告を神山が行った。今大会、平成25
年度大会の概要を神奈川県窪田会長及び大内実行
委員長が行い、通例の<実行委員会マニュアル>
を手渡された。平成26年度の開催案内を茨城県横
田会長が行った。日本診療放射線技師会中澤靖夫
会長が後半に同席され、「あぜもとしょうご」後
援会長のお立場で話された。18：00～南関東・北
関東地域合同で情報交換会があった。この情報交
換会は、本音を聞く良い機会であるが、必要な行
事なのかと疑問に思う。
　６/29㈯～６/30㈰平成25年度関東甲信越診療放
射線技師学術大会は、神奈川県放射線技師会（神
奈川県のみ放射線技師会の頭に診療は付かない）
の実施により、大会テーマ『今目指すもの～未来
へつなぐ放射線医療』とし、横浜市開港記念会
館・横浜情報文化センター・ワークピア横浜の３
会場にて開催された。３会場とも徒歩で10分以内
の距離にあり、３会場という心配はあったが思っ
たより不便は感じなかった。山下公園がすぐ近く
にあり、海のない本県には羨ましいし、海風が心
地良かった。歴史のある街でもあり、会場の近隣
にそれが偲ばれた。
　６/29㈯９：30～参加登録のためワークピア横
浜へ行く。残念なことに参加登録はこの会場のみ
であった。10：00～教育講演：児玉直樹『日本診
療放射線技師会認定制度について』診療放射線技
師は、医療人という意識が必要である。何故な
ら、医療を行うことで給与を得ているからであ
る。自己研鑽に励み、社会に尽くすという高い志
を持った技師を目指そう。と話された。13：00～
大会開会式：何もせずに壇上にいるということは
非常に気が楽であった。昨年度の緊張した気持ち
を思い出した。窪田大会長の挨拶は、横浜を楽し
んでくださいと締められた。13：30～特別講演：
中澤靖夫『診療放射線技師法の改正について』医
療専門職種の身分を定義し、医療における業務分
担やその範囲を明確に規定している法体系（資格
法）を見直し、今日の医療に合致する資格法に改
正していくべきである。技師法26条（医師又は歯

各地区連絡員担当施設名一覧

１地区

２地区

３地区

４地区

５地区

その他

連絡員名担当地区 施　　　　　　　設　　　　　　　名

上都賀総合病院・鹿沼整形外科・池田脳神経外科・県西健康福祉センター

栃木県立がんセンター・宇都宮病院・藤田医院・宇都宮東病院・栃木県健康増進課
日本トータルメディカルシステム・宇都宮健康クリニック・生協ふたば診療所
佐々木記念クリニック・北宇都宮駐屯地医務室・宇都宮南病院・宇都宮中央病院
とちぎリハビリテーションセンター・村井整形外科医院・宇都宮社会保険病院
倉持整形外科内科今宮・倉持病院・新上三川病院・福田記念病院・真岡病院
日産自動車健康保険組合栃木地区診療所・本田技研真岡工場健康管理センター
本田技術研究所四輪Ｒ＆Ｄセンター・ホンダエンジニアリング㈱・芳賀赤十字病院

自宅・県外勤務者

自治医科大学附属病院・新小山市民病院・小山広域保健衛生組合
星野病院・小山整形外科内科・三田整形外科・下都賀総合病院・とちの木病院
中野病院・伊澤整形外科・小金井中央病院・石橋総合病院

佐野厚生総合病院・足利赤十字病院・開成整形外科病院・今井病院
本庄記念病院・安足健康福祉センター・皆川病院・みくりや整形外科
足利第一病院・大岡胃腸内科医院・鹿島整形外科
佐野市民病院・佐野医師会病院・かみもとスポーツクリニック

那須赤十字病院・県北健康福祉センター・菅間記念病院・福島整形外科病院
黒須病院・国際医療福祉大学・国際医療福祉大学病院・国際医療福祉大学クリニック
国際医療福祉大学塩谷病院・中津川循環器科内科クリニック・尾形クリニック
東芝メディカルシステムズ㈱・那須高原病院・那須南病院・那須中央病院
菅又病院・那須脳神経外科病院・栃木県医師会塩原温泉病院・矢板南病院

日光野口病院・今市病院・足尾双愛病院・日光市民病院・川村医院
川上病院・獨協医科大学日光医療センター

栃木県済生会宇都宮病院・市役所民生部健康課・宇都宮市医療保健事業団
吉川整形外科・県立岡本台病院・柴病院・星脳神経外科・小林外科クリニック
飯田病院・栃木県厚生農業組合連合会・御殿山クリニック・宇都宮記念病院
国立病院機構栃木医療センター・国立病院機構宇都宮病院・比企病院
桜井内科・沼尾病院・荒井胃腸科外科・やはぎ整形外科クリニック・高瀬整形外科
栃木県保健衛生事業団・冨塚メディカルクリニック・鷲谷病院・佐藤病院

（平成25･26年度）

外　石　　　充

園　部　富美恵

佐　藤　　　宏

牛　久　　　誠

獨協医科大学病院・野木病院・整形外科メディカルパパス・西方病院猪　瀬　智　哉

岩　上　浩　忠

郡　司　康　範

和　田　倫　行

事　　務　　局

地 区 別 担 当 連 絡 員

１

2

3

4
5

連絡員名地区 施　　設　　名 勤　務　先　住　所 勤務先電話番号

（平成25･26年度）

郡　司　康　範
岩　上　浩　忠
牛　久　　　誠
猪　瀬　智　哉
園  部  富美恵
佐　藤　　　宏
和　田　倫　行
外　石　　　充

那須赤十字病院
日光野口病院
上都賀総合病院
獨協医科大学病院
済生会宇都宮病院
栃木県立がんセンター
佐野厚生総合病院
自治医科大学附属病院 

0287(23)1122
0288(50)3111
0289(64)2161
0282(87)2177
028(626)5500
028(658)5151
0283(22)5222
0285(58)7149
028(625)7979（一社）栃木県診療放射線技師会事務所

〒324-8686 大田原市中田原1081-4
〒321-1424 日光市野口445
〒322-0036 鹿沼市下田町１-1033
〒321-0293 下都賀郡壬生町北小林880
〒321-0974 宇都宮市竹林町911-１
〒320-0834 宇都宮市陽南４-9-13
〒327-0843 佐野市堀米町1728
〒329-0498 下野市薬師寺3311-1
〒320-0033 宇都宮市本町12-11 栃木会館２Ｆ 

11



報 告
開 催 報 告

科医師の具体的な指示を受けなければ）は、被ば
く低減技術や撮影条件論等を学んでいない医師に
よる具体的な指示は不可能と思われる。国民医療
の発展、患者の医療安全確保の視点から改正すべ
きである。薬剤師にある疑義照会、医療機器の管
理、画像の検像なども技師の業務にしていきたい
などの話をされた。15：50～サーベイ実習『ＮＡ
Ｓチームによる緊急時対応のサーベイ実習』ＮＡ
Ｓチームとは、原子力災害特別派遣チームの略称
であり、３分間で１人をサーベイするスクリーニ
ング法（セグメント法）を実習し、修了証をいた
だいてきた。18：00～情報交換会　中華街にある
ローズホテル横浜で盛大に開催された。ホテルの
経営者が有名な重慶飯店であり、四川料理の特長
であるスパイスをふんだんに使った少し辛目で風
味のある味に感動した。チャイナドレスの女性会
員（７名）が場を盛り上げ、中国琵琶「二胡」の
演奏、四川省の伝統芸能である変面ショーには一
瞬で面が変わる技術に「すごい」と感動。中国獅
子舞に邪気払いをしていただくなどなど、アトラ
クションでは横浜中華街の歴史に触れることがで
きた。
　６/30㈰10：00～市民公開講座：北原照久『夢
の実現～ツキの10カ条』「何でも鑑定団」や「ブ

リキのおもちゃコレクター」で有名な先生のお話
は非常にユーモアがあり、涙もありで有意義だっ
た。１、プラス思考する　２、勉強好きになる　
３、素直になる　４、関心を持つ　５、感動する
　６、感謝する　７、ツイている人と付き合う　
8、親孝行をする　９、誉める（相手も自分も）
　10、ツイていると思い込むとあるが、「この講
演を聞いたことで90％はツキが付いた、残りの
10％は私の本を購入することで完璧」ということ
だった。　　
　11：00～市民公開講座：土井卓子『なぜ行かな
い乳がん検診、こんなにメリットがあるのに！』
ＴＶによく出演されている乳腺外科医であり、わ
かりやすい話とバイタリティのある話し方に惹か
れた。12：00～公開シンポジウム『乳がんとどう
向き合うか？あなたならどうする？～笑顔でがん
と付き合いたい～』シンポジストは、診療放射線
技師、乳がん看護認定看護師、患者（診療放射線
技師）、鍼灸按摩マッサージ指圧師（NPO日本医
療リンパドレナージ協会認定セラピスト）、乳腺
外科医の他職種より市民に乳がんと向き合う方法
を訴えた。これだけのシンポジストを集めて実施
できることが「すごい」ことだと感じた。　　　
　13：30～　閉会式：一昨年の山梨大会で次回開
催の挨拶を行ったことを思い出しながら参加し
た。席上、本会の栃木県立がんセンター高橋良会
員が学術奨励賞を受賞した。このことは大変名誉
なことであり、今後の活躍に期待したい。
　その他に、機器展示・ハンズオン１～４・リー
ディング（読影体験）コーナー・ＣｙＰｏｓ閲覧、
放射線管理士部会企画・賛助会員プレゼン・市民
イベントブース・ランチョンセミナーなど盛りだ
くさんの学術大会であった。会員数が1,500名とい
う大所帯の成せることだが、特筆すべきは一般市
民が180名も参加したという実績だと思った。来
年の開催県である茨城県横田会長には、このよう
な大会の次に開催するという大きなプレッシャー
がかかることだろうと思い、隣県としても精一杯
の協力をしていかなければと誓った。

　この３日間で２㎏も体重が増えてしまった。毎
晩の中華料理、そして締めのラーメンなど暴飲暴
食が原因であるが、『ツキの10カ条』で考えてい
けば何ともない！とここで締める。

会長　神　山　辰　彦

あぜもとしょうご氏を囲んで
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■鬼怒川の12の岩間から湧き出る地下水が水源といわれている奥鬼怒源流域を代表する滝です。ヒナ
タオソロシの滝は、「日向」(ヒナタ)にある「恐ろしい音がする」滝という意味で、別名は白糸12
の滝。山間の緑の中、急峻な山肌を末広がりに流れ落ちるさまは神秘的です。

ヒナタオソロシの滝

■ご案内

診療放射線技師基礎技術講習「X線CT検査」
　診療放射線技師基礎技術講習は、すべての診療放射線

技師を対象とした基礎技術講習です。診療放射線技師と

して、そして医療の担い手として必要な基礎知識と技術

を身に付け、医療及び保健、福祉の向上に努めることを

目的としています。

 「X線CT検査」ではCT検査に必要な装置・撮影技術・造

影・性能評価などについて学びます。CT検査に携わる方

はもちろん、未経験の方、もう一度最初から学びたい方

も基礎学習としてぜひご参加くださいますようお願いい

たします。

日　時：平成25年10月27日㈰　9：00～17：30
会　場：獨協医科大学
参加費：日本診療放射線技師会員3,000円
　　　　　　　　　　　  （非会員6,000円）
申込方法：日本診療放射線技師会情報システムから申請
その他：X線CT認定技師指定講習会は、「基礎」と
「臨床」の２日間講習です。この基礎技術講習『X線
CT検査』を受講された方は、X線CT認定技師指定講習
会の１日目「基礎」が免除されます。

■ご案内

第３回 東北放射線医療技術学術大会
会　期：平成25年11月２日㈯～３日㈰
会　場：コラッセふくしま
　　　　（福島市三河南町１番20号）
主　催：公益社団法人 日本診療放射線技師会
　　　　　東北地域診療放射線技師会
　　　  公益社団法人 日本放射線技術学会東北部会
参加登録：会　員…2,000円（東北地域以外から参加される会員を含む）
　　　　  非会員…4,000円
　　　　  学生…無料
　　　　  （情報交換会費　5,000円）

※詳細は大会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
共　催：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。

■平成25年度　活動予定表
月　日 行　事　予　定

25年
7/17
7/28

9/20
～22
9/30
10/10
10/27
11/ 9

11/28
12/11

26年
2/20
2/25
3/ 9

4/23

あすたーと34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（済生会宇都宮病院）
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（済生会宇都宮病院）
会誌105号発行

第５回業務執行理事会（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
第３回理事会
あすたーと35号発行

2013
JULY
34

34

2013
JULY
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